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人に役立つロボットの創造設計
株式会社ハイボット，東京工業大学名誉教授，立命館大学客員教授
広瀬茂男

ロボットというと，すぐに思い出されるのは人間を模擬したマシンであるヒューマノイドであるかもしれない
が，社会に真に役立つロボットを開発するには，その形は必ずしも人に似せる必要はない。目的を達成するため
に必要十分な機能を有する特有の形と機構を創造し，それを助ける最適なセンサと制御系の構成を導入すること
こそが重要である。特にわが国では，福島第一原発の廃炉作業を遂行してゆくため，また老朽化しつつある多く
の社会インフラの点検と補修などの，人間では作業し難い，いわゆる３K 作業を遂行するため，このような真に
実用的なロボットの開発が強く望まれている。そのため，本講演では，講演者がこれまで東工大で開発してきた，
また現在東工大発ベンチャーである㈱ハイボットにおいて開発中の１５
０台以上のロボットの中から，ヘビ型，歩
行型，
クローラ型などの移動ロボットの開発事例や，具体的な応用を目指した，地雷探知除去ロボット，レスキュー
用ロボット，惑星探査用ローバなどの開発事例を紹介し，今必要とされる人に役立つ実用的なロボットの開発の
方法論を論ずる。
（本文１
４ページ）

現場機器のデジタル化と計装保全業務の効率化
アズビル株式会社 AAC マーケティング部
亀井宏和

近年，国内プロセス産業でも HART 通信対応の現場計装機器の導入が拡がっている。この動きに伴ってこれ
らの計装機器のデジタル通信を活用した機器管理システムの導入も進みつつある。
世界に目を向ければ，全世界で１年間に出荷される圧力トランスミッターの約８
０％ が HART 機器であるとい
う報告がある一方で，世界で使用されている HART 機器の約８
５％ は４―２０mA の計測値のみの伝送で，価値あ
る情報が有効活用されていない現実がある。しかし，機器が保持する情報を HART 通信により有効活用するこ
とで，計装保全業務の様々なシーンで劇的な効果を出し始めている。
本稿では，HART 機器と機器管理システムによって，どのようなメリットを享受できるのか，当社の機器管
理システム InnovativeField Organizer の事例を交えて紹介する。
（本文２
１ページ）

紀州工場カラー欠陥検出器導入事例
北越紀州製紙株式会社 紀州工場 工務部 電気計装課
酒井秀昭

他品種小ロット化生産や客先ニーズ対応により紙の要求品質が多様化するに伴い，抄造工程においても，様々
な欠陥が発生している。客先への不良品流出を防止する重要計器である欠陥検出器には，優れた検査能力と安定
性能が求められる。
北越紀州製紙㈱紀州工場には，４台の抄紙機が稼働し各々 F 面検査の欠陥検査装置が設置されているが，うち
６号マシンの欠陥検出器は，２
００
９年以降，従来の上質紙，色上質紙に加え他工場からの移抄で特殊紙も検査対象
となったため，両面検査及び淡色の色筋欠陥や抄き込み淡欠陥も検出可能な検査能力が不可避となった。またワ
インダでの欠陥チェック，処理回数も特殊紙抄造により増加し，基準点方式の既設ワインダ支援装置では，マシ
ン減速等操業支障を生じるようになったため，２
０１
１年にオムロン社製の省スペース型カラー欠陥検出器導入と
ワインダ支援装置更新を実施した。本稿では，導入経過と操業経験について紹介する。
（本文２
６ページ）

２
０
１
５年３月
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デジタル油圧制御
バルメット株式会社 製紙プロジェクト部
増永順士

弊社は，カレンダを初めとして抄紙機の各種セクションでの油圧シリンダによるニップ圧制御のため，従来の
比例弁の問題点を克服するデジタル油圧制御を大学との共同研究により開発し，実用化した。
製紙機械には油圧で作動させるニップは各所で用いられている。カレンダニップを例にとると，ニップを閉じ
るとき操作側と駆動側２本のシリンダが非常に高い精度で迅速に設定ニップ圧を達成しなければならない。また，
作動速度が速くても加圧力にオーバーシュートがあってはならない。そして，一定ニップ圧で運転されている間
は，システムは加圧力制御が行われる。この間は，シリンダ圧力は適正レベルに維持されるのみで仕事は行われ
ない。しかしながら，実際問題として従来の油圧シリンダは比例弁で制御されており，比例弁の内部では油の漏
れがあるため，比較的大きな油圧ユニットを常時運転することになる。これは一定ニップ圧を保つための補償動
作であり，多大なエネルギーのロスを伴った運転である。
デジタル油圧制御では，多数のポペット弁，アキュムレータおよびインテリジェント制御アルゴリズムを用い
ることで，ポンプ作動によるエネルギー消費は最小化される。ポンプ，モータ，タンクなどは小型化でき，配管
も少なくて済む。これにより，省エネルギー，省スペースはもとより運転時の紙切れの低減，迅速なプロファイ
ルの安定化が達成される。
本稿では，従来の油圧制御方法と比較したデジタル油圧制御の利点を紹介する。
（本文３
１ページ）

環境情報管理システムの構築事例
日本製紙株式会社 大竹工場 工務部
山地邦明

日本製紙株式会社大竹工場は，２
０
１
２年の当社の事業再編により，それまでの日本大昭和板紙株式会社から日
本製紙株式会社の工場となった事で，当社の「ばい煙発生施設における法令順守のためのガイドライン」に則っ
た対応をとる事になり，環境情報管理システムを導入することになった。
ばい煙発生施設の排ガスは規制値が設けられ，そのデマンド値管理が義務付けられている。通常の管理では，
瞬時値の指示や警報のみで操業を行い，デマンド終了後にデマンド値の確認を行うという結果管理に近いもので
あった。
今回，環境情報管理システムの構築では，情報の取扱として排ガス分析計から中央操作室への指示表示までの
「客観性の確保」から，予測演算システム機能や常時監視モニターの設置といった「管理・監視機能の強化」ま
でを行った。このシステムにより，排ガスの管理は結果管理から常時管理が出来る様になったと考える。
本稿では，この環境管理システムの構築内容について紹介する。
（本文３
８ページ）

生産制御システムに最適なセキュリティ設計
横河電機株式会社 ソリューションサービス事業本部
土居昭一

世界的なサイバー犯罪が急増しその攻撃手法が高度化・複雑化する中で，生産制御システムのリスクに対する
予防と緩和を確実にするためには，お客様が全社的にセキュリティに対する適切な文化を築き，IEC６
２４
４
３を含
む国際的なセキュリティスタンダードに基づいたセキュリティ活動を強化する必要がある。しかし，やみくもに
セキュリティ技術を導入しておけば良いというわけではない。一般的な情報システムとは異なり，２
４時間３
６５
日での安定稼働や高いリアルタイム性などの可用性が最も重視される制御システム特有の環境を考慮する必要が
ある。
― 026 ―
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EDSA 認証や CSMS 認証を取得した YOKOGAWA グループでは，可用性を最優先する制御システムにおけ
る独自の対策基準に沿ったリスクアセスメント，リスクをコントロールするセキュリティポリシの策定支援，策
定されたポリシに準じた管理運用およびシステム強化の具現化設計と導入支援，そしてセキュリティライフサイ
クルの堅牢性を検証する監査支援を提供している。これらのアプローチは CSMS とほぼ同様のフレームワーク
であることから，CSMS 認証基準に沿ったセキュリティライフサイクルの構築や CSMS 認証取得支援もあわ
せて提供している。
YOKOGAWA グループのセキュリティ専門家は，最新のセキュリティ技術と実際の生産制御システムにおけ
るセキュリティ施策状況を調査・研究し，さまざまな工業分野，アプリケーションおよびシステム構成に最適な
対策とソリューションの開発を進めている。システムのライフサイクルにわたり，お客様固有のセキュリティ活
動とシステムの健全性の確保をサポートし，安定的な運用を実現するソリューション＆サービスの提供に努めて
いる。
（本文４
３ページ）

接触式キャリパー計による引っ掛け穴低減の取り組み
ダイオーエンジニアリング株式会社 電気計装保全部
阿部竜太

近年の高灰分抄紙と紙の軽量化，
抄速の上昇，
またカレンダー設備のソフトニップ化によって接触式キャリパー
計による引っ掛け穴は増加傾向にある。
大王製紙三島工場 N５M／C では，接触式キャリパー計による引っ掛け穴は接触面エッジ部で多く発生してい
ると仮定し，紙面との接触部材質の再選定，接触面エッジ部テーパー化の改良を進めた結果，引っ掛け穴をおよ
そ７割削減することに成功した。
接触式キャリパー計での引っ掛け穴の数は，接触面の加圧圧力に比例し，面精度に反比例すると考えられてい
る。測定精度を維持しつつ加圧圧力を下げるために，耐摩耗性に優れる接触部（サファイアコート）ではなく，
測定精度に優れた接触部（ダイアモネックスコート）を選定し，エッジ部の加工を施した。耐摩耗性における懸
念があったが，センサーの定期的な点検と調整を実施し連続使用テストを行った結果，引っ掛け穴数を大幅に削
減した上で６ヶ月間の使用実績ができ，引っ掛け穴の発生と薬品添加との関係性も得ることができた。
引っ掛け穴問題は非接触式キャリパー計の導入により解決すると考えられているが，全ての QCS を一斉に更
新することは不可能である。この方法は引っ掛け穴発生に対する現実的な緩和策として活用できると考えている。
（本文４
９ページ）

小型ワイヤレス・電子装置環境調査システム
TMe２SMART の紹介
東芝三菱電機産業システム株式会社（―TMEIC―）産業第二システム事業部 制御システム開発部 制御開発課
前畑典之

プラントにおける PLC 等の制御装置は１
０年以上の長期にわたって使用される。制御装置を取り巻く温度，湿
度，振動，電圧，接地などの設置環境は長期間の運用により様々に変化することがあり，この変化が原因で故障
を引き起こし，設置環境を調査することがある。従来の設置環境の調査は，高価な専用の計測器の適用と専門の
技術者を現場に派遣して実施するため，期間も費用もかかるものであった。
このため簡易な装置を使用し，専門性を必要としない調査手法が望まれており，東芝三菱電機産業システム株
式会社（TMEIC）は，このようなニーズに答えるべく，小型センサと無線によるデータ収集機能と要因推定機
能を備えた小型ワイヤレス・電子装置環境調査システム「TMe２SMART」を開発した。
０ヶ所以上のプラントにおいてフィールド適用を行ってきた。その
TMe２SMART は拡充開発を実施しつつ１
結果，最大定格を超えるノイズの観測や，電源の故障検出など貴重なデータが得られ，予防保全に寄与すること
ができた。本論文では，いくつかのプラントにおける TMe２SMART の適用事例を紹介する。
２
０
１
５年３月
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また，インバータ装置や電動機への適用拡大や，診断機能と要因推定機能の性能向上など，フィールド適用を
踏まえて製品化した TMe２SMART に対して今後期待される機能拡充についても述べる。
（本文５
５ページ）

FA コントローラによるワインダ管理システムの構築
王子マテリア株式会社 岐阜工場 工務部
中村哲也

恵那工場ではワインダから製品倉庫への搬送工程において，横河電機製の YEWMAC と FA５
００によって構
築されたシステムを１９
９４年から２０年間利用している。このシステムは搬送設備や計重機，自動印字装置などを
統括しているため，工場の仕上工程において大変重要なシステムとなっている。
しかし近年，機器の故障のみならずソフトウェア上のトラブルも発生し，操業を停止する事態に陥るケースも
散発したためシステムの更新を実施した。
更新に当たり，当初は汎用 OS を搭載したサーバ機器と PLC によるシステムを考えていたが，汎用 OS や機
器には製品のライフサイクルやセキュリティ対策等，多くの問題があり躊躇していた。
そこへ横河ソリューションサービス（旧横河電機）が，当時開発中であった FA コントローラ（２
０１４年７月
に製品化）のプロトタイプを弊社に持ち込み提案を受けたが，これによって以下の事が可能であると判断し採用
に踏み切った。
① 既設システムもしくは標準システムと同等の機能を実現する事。
② ２
４時間３６５日の稼働に耐えうることが想定されている事。
③ 堅牢性があり，もしもの際にも早急な対応が可能な事。
④ 製品のライフサイクルが長く，保守も容易な事。
⑤ サイバー攻撃やウィルス等，セキュリティ対策が考慮されている事。
本稿では，このワインダ管理システムの更新について紹介する。
（本文６
１ページ）

コントロールルームソリューションにおける革新
ハネウェルジャパン株式会社 エネルギー＆ケミカル営業部
石橋健二

ハネウェル社は１
９７
０年代より DCS を開発／販売し，最新の技術で今もなおコントロール業界を牽引している。
皆様の中には「TDC（S）２０
０
０，
TDC（S）３００
０LCN」という DCS の名称を耳にしたことがある方も沢山いる
ことと思うが，Experion PKS（Experion Process knowledge System）というと，知らないな？という方
も多いのではないだろうか。
Experion PKS システムとは，過去の「TDC（S）２０００，TDC（S）３０００LCN」を包含した形の完全なシス
テム統合を可能とし，さらに新しい情報系ネットワークを構築し，QCS や高度制御，情報システム，運転支援
システム，安全計装システムと簡単に接続し，時代に応じた最新の技術とコラボレーションを行っている。上記
のように，システムの技術革新とともに，DCS での運転形態も大きく変化しており，さらなる革新が行われて
いる。
本稿では DCS とコントロールルームソリューションの革新について述べる。
具体的には，基本コンセプト「Operation Environment（運転環境）」，「Operation Awareness（運転状
況の把握）
」
，「Control Efficiency（制御の効率化）」を中心に紹介していく。
（本文６
７ページ）
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高度な検査機能を搭載したモニタリング・システム
コグネックス株式会社
正田秀一

コグネックスのエリア・カメラによるモニタリング・システム「SmartAdvisor５．
０」の特長について，新し
い検査機能とハードウェア・アーキテクチャを紹介していきたい。
SmartAdvisor５．
０は通常のモニタリング・システムの機能に加え（監視機能）
，独自の検査・判定機能を加
えたソフトウェアとなっている。
これは，
エリア・カメラの特徴を生かした観点から検査することができるユニー
クなシステムとして，従来の欠陥検査を補完したり，連携したりすることができる。
SmartAdvisor５．
０では，次のような検査／判定機能を搭載している。
① ピクセル・スレッシュホールド（しきい値）
② フィルター機能（欠陥抽出）
③ 欠陥判定
④ レポート機能
SmartAdvisor５．
０の新しいハードウェア・アーキテクチャは，カメラ１台のシステムの場合，カメラをサポー
トするユニットは耐環境型（壁掛け型）キャビネット１台（その中にサーバおよび HDD 内蔵）のみとなり，モ
ニター用としてデスクトップ PC を接続したり，メンテナンス用としてラップトップ PC を接続したりするこ
とができる。壁掛け型のキャビネット自体がサーバであるため，これらの PC を接続しなくてもシステムは稼働
する。
カメラを複数接続したい場合には，キャビネット間を LAN で接続し，そのネットワーク上にもう１台サーバ
PC を接続することで，システムとして統合される。このようにシンプルで拡張性の高いハードウェア構成になっ
ている。
従来型の自立盤（画像処理や HDD を搭載）を用意することも可能であり，ユーザの用途によって，自在なシ
ステム構成を構築できる。
（本文７
２ページ）

寄

稿

２
０
１
４International Conference on Nanotechnology for
Renewable Materials 参加報告
日本製紙株式会社 研究開発本部
金野晴男

２
０
１
４年６月２
３日〜２６日にカナダ・バンクーバーで開催された２０１４TAPPI International Conference on
Nanotechnology for Renewable Materials に参加した。
本学会の参加者は登録段階で２
２８名，そのうち，カナダ６８名，アメリカ６
３名と北米からの参加者が半分以上
を占めていた。日本からの参加者は２５名とカナダ，アメリカに次いで多かった。
発表件数は，KEYNOTE２件，口頭発表８０件，ポスター発表３
４件となっていた。日本からの発表は口頭発
表８件，ポスター発表４件と紙パルプ関連の海外の学会としては比較的多かったと思われる。また，本学会には
経済産業省からも参加されており，
日本は産官学一体での参加となった。ポスター発表では日本の「ナノセルロー
スフォーラム」についても報告がされており，日本でのナノセルロースの開発が活発であることを海外に示すこ
とができたと思われる。
本稿では，聴講した中で紙パルプやナノセルロースの製造方法の発表について４件紹介する。また，ナノセル
ロースの市場調査結果についても１件紹介する。
（本文７
５ページ）
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竹のソーダアントラキノン蒸解黒液からのヘミセルロース回収
独立行政法人 森林総合研究所
真柄謙吾，下川知子，池田 努

竹のバイオマス蓄積量は，１
６，
０
００，
０
０
０トンと概算されているにも関わらず，原料としてはほとんど利用され
ていない。それが，特に西日本で竹の繁茂と周りの植生への浸食の原因となっているので，竹の商業的，工業的
用途の開発は，竹林の手入れを改善するかもしれない。これまで，竹を原料に竹酢液，家畜の敷料および堆肥な
どが製造されてきたが，これらの用途は限定的であった。
最近，ある製紙工場で竹紙が製造されるようになった。製紙原料としての竹の需要は，おそらく竹林の手入れ
を改善する大きな力の一つになるだろう。
しかし，竹のアルカリ蒸解には，含まれるデンプンが失われることにより収率が低いという欠点がある。更な
る用途開発のためには，リグニンやアルカリの損失無しに黒液からヘミセルロースを回収すべきであろう。
本稿では，タケに多量に含まれるヘミセルロースの利用法を開発するために，タケのソーダアントラキノン蒸
解法とその黒液中で沈殿するヘミセルロースの回収を検討した。
タケの蒸解効率は，熱水による前抽出により改善された。これは，蒸解中に活性アルカリを消費するデンプン
が除かれたためと考える。蒸解後，高分子量のヘミセルロースが黒液中で沈殿する。デカンテーションで回収し
洗浄した沈殿ヘミセルロースの収量は，３
０
０g の乾燥タケチップから６．
５g であった。また，黒液の pH を１１．
５
に調整することにより，その量は増加した。
（本文８
８ページ）
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