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ABSTRACT 
 

An optimum process control requires manipulation of multiple MV’s (manipulated variables), FF’s 

(Feed Forward variables) and constraints matrix to achieve multiple CV (control variables) to remain 

in desired operating limits. It is extremely challenging to optimize each of the controlled variables to 

maintain the process close to required quality targets. While it is of utmost importance to have the field 

instruments, sensors and regulatory controls functioning accurately it is practically impossible for 

operators to manually optimize the process. For example, in a bleach plant, it is challenging to achieve 

final pulp brightness at minimal cost continuously using regulatory controls due to the complex 

multivariant nature of the process and the lengthy time delays introduced by dead times from Bleach 

towers. To overcome this challenge, Multivariable Advanced Control System (MACS), a proven 

advanced nonlinear control platform, has successfully been implemented resulting in large savings to 

mills. MACS uses dynamic process models to account for the effect of process disturbances on 

downstream pulp or paper properties and manipulates the chemical charges for instance to compensate 

for these disturbances. MACS corrects for unmeasured disturbances via feedback control, and accounts 

for varying process delays and non-linear process response curves via real time model adaptation.   

 

Utilizing a model predictive control solution coupled with an optimizer allows for optimization of the 

individual unit operations as well as a coordinated optimization between different departments. This is 

especially critical when considering the changing objectives from a facility which can range from 

production maximization requiring the minimization of bottlenecks to an objective of minimizing 

overall production costs.  In most facilities there will be a balance between these two objectives that 

will continuously be changing based on the current market demands and operational costs.  

 

We are now seeing the adaptation of these solutions by the P&P industry as single unit optimizations 

as well as entire process optimizations. MACS can be implemented in all unit operations from wood 

handling through to paper finishing as well as the utility areas.  

 

This paper highlights some industrial case studies of implementing MACS solution to key unit 

operations in a Kraft process – Digester, Bleach Plant, Evaporators, Recovery Boiler, Recaust and Lime 

Kiln. The objective and the control strategies could be different for different unit operations, but the 

basic concept of developing mathematical correlations between MV’s, CV’s, FF’s and constraints are 

developed to predict the future behavior of the process. MACS Models provide new process setpoints 

to remain within target process conditions. MACS can manage 100’s of variables at the same time 

respecting all the operating targets while maintaining the process at the lowest cost point. 
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1. 多変数高度制御システム (Multivariable Advanced Control System; MACS) 

 

MACS は、多変数予測コントローラーの設計と実装のための Windows ベースのソフトウェア

ツールスイートです。MACSシステムは、高度制御の実装に必要な全てのフェーズ（データ取得、

モデル識別、コントローラー設計、リアルタイム制御）に対し、ソフトウェアモジュールが用

意されています。これらのソフトウェアは、コントローラーの迅速な開発と評価を可能にする

設計がなされています。 MACSruntime は、MACS ソフトウェアスイートにおいて、オンライン

モデルに基づいた予測制御アプリケーションです。化学、紙パルプ、その他のプロセス産業に

おける幅広い制御アプリケーションに適しています。MACSruntimeは、図 1に示す様に、OPC標

準規格を介して多くの異なる DCSシステムと通信出来ます。 

 

 
           

図 1. 典型的なハードウェアのセットアップ 

BTG は、ファイバーライン、薬品回収、抄紙機全ての分野で経験があり、MACS を使用して

紙パルプ工場の全分野の最適化を行ってきました。これらの解決手法であるソリューションは、

過去数年間で世界的に導入されています。本稿では、蒸解、漂白設備、エバポレーター、回収

ボイラー、ライムキルン、および苛性化工程における MACSの導入事例について紹介します。 

 

 
図 2. MACS 実装の可能性 



2. 変動の低減 

 

KP 製造工程は、紙パルプ業界の中でも、制御と最適化が最も複雑となるプロセスの 1 つです。

原材料、木材チップのサイズ、樹種、樹齢、および配合の変動により、プロセスの初期段階で

変動が生じ、これら外乱をどのように管理するかが紙パルプ業界の課題となっています。チッ

プ原料の変動は、制御、操作、およびフィードフォワード変数の適切な調整が無ければ、プロ

セス全体での大きな変動につながる可能性があります。競合する反応、滞留時間、および複数

の競合する目標によって、プロセスはより一層複雑になります。最終製品の変動を最小限に抑

えるには、プロセスの初期段階で変動の低減を開始し、各工程内の単位操作における変動低減

に取り組み、工程間の調整を確実に実施することが重要です。少なくとも、工程間または工程

内の単位操作の変動は、その工程の入口での変動よりも小さくなければなりません。工程間全

体で変動が増加している場合、これは、既存の制御ソリューションが変動を助長し、最終製品

の全体的な変動に悪影響を及ぼしていることを意味します。 

 

パルプ製造工程での重要な品質指標として、白色度が挙げられます。図 3に示す様に、蒸解と

未晒工程での変動を低減させなければ、漂白工程での変動を低減することは困難になります。 

 

 
 

図 3. KP工程における変動の低減 

 

紙パルプ業界のあらゆる分野でコストを管理するための共通した方法は、変動の低減です。

変動が低減し、制御システムの信頼性が確立されると、操業目標値をシフトして品質基準の限

界に近づけることが可能となり、経済的な最適化を実現しながら、最終製品の変動を低減させ

ることが出来ます。 

 

工程変動の低減を達成し維持するには、測定機器および制御ループ等のレギュラトリー制御

の基盤を最初に確立することが重要です（図 4）。主要なループと測定性能を監視することは非

常に重要であるにも拘らず、高度制御を導入する際には看過されがちです。現場の人員不足と

いう業界の課題に対応するため、自動化ツールを使用して、制御ループと測定機器の診断を容

易にします。制御ループがプロセス値を目標値に維持出来るよう調整されていて、測定機器は

正確かつ適正な範囲で校正されている必要があります。ControlTRACと ControlTUNEは、重要な

制御ループを監視し、ループのチューニングを行うための強力なツールです。 ControlTRAC に

よって特定されたチューニングの問題を改善するために、ControlTUNE を使用してチューニング

パラメータを計算します。ControlTUNE は使い易く、このソフトウェアを使用したループ調整手

順を、現場全体の標準としている工場も多数あります。下層レベルの全ての制御ループと計器

が正常に動作したら、次の段階として、単位操作の目標値を最適化して、工場全体の運用コス



トの削減を行います。高度制御層または MACS には、複数の制御目標を確実に達成しながら、

多くの変数を同時に管理する機能があり、経済的に大きなメリットをもたらします。 

 

従来の制御パッケージとは異なり、MACSには制御システムの上に最適化層を構築して工程の

目標値を調整し、設備の全体的な生産コストを最小限に抑える機能があります。工程の使用効

率を最適化し、KP工程全体で最適な脱リグニン状態を維持することを可能にします。 

 

 

 
 

図 4. 工程最適化のピラミッド図 

 

3. 測 定 

 

（i）所定の単位操作に関連する変数を測定し、（ii）操業範囲で校正し、正確な計器を維持する

ことが重要です。制御対象とする測定項目が追加される毎に、最終製品の変動を減らすことが

出来ます。 例えば、繊維カッパー価に基づいて二酸化塩素（ClO2）を添加すると、繊維中のリ

グニンに起因する変動を抑制出来ますが、漂白負荷に基づいて添加すると、繊維とろ液両方に

起因するカッパー価（有機キャリーオーバーと呼ばれる）の変化に対して変動が減少します。 

 

漂白薬品（kg/ton）の添加量を正確に制御するには、パルプ濃度、流量、および薬品濃度の測

定（基礎測定と呼ばれる）が非常に重要です。最先端の制御手法でさえ、それら下層の制御ル

ープが正確な添加量制御を維持出来ない場合、変動を低減することが困難になります。 

 

紙パルプ業界の全ての工程には、例えば pH や温度に関して維持する必要がある最適範囲や閾

値があります。見過ごされがちですが、KP工程における酸化反応段において pH制御のみを改善

するだけで、白色度やカッパー価の変動を減らすことが出来ます。 

 

4. 制御ループ 

制御ループが全ての外乱に素早く反応し抑制するためには、優れた制御システムの基盤を構

築することが重要です。Control suite は、外乱の抑制、振動、アクチュエーターの作動性、設定

値への追従性についてループを継続的に分析し、ループが健全な状態であることを確認します。 

 

Control suiteは独立したシステムであり、PARCviewに簡単に組み込むことが可能で、現場のデ

ータ分析ツールを更に向上させることが出来ます。BTGは Control suiteを MACS導入における全

ての重要なループに適用し、制御によって DCS に与えられる目標値を確実に追従するようにし

ます。 

 

図 5 は、Control suite のツリーマップ例です。色付きの各ボックスは、個々のループを示しま

す。ボックスのサイズと色は、そのループの問題の深刻度を示しています。企業内の全工場を

総括して表示出来るエンタープライズ版もあり、問題のある領域とループを掘り下げて解析す

ることが出来ます。 

測定 
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図 5. Control Track のツリーマップ 

 

図 6 に、Control Suite のループチューニング画面の例を示します。ループチューニングソフト

ウェアは、PARCview から直接データを取り込み、プロセスモデルを構築します。このプロセス

モデルを使用してループをチューニングし、DCSに入力するパラメータを提供します。 

 

 
 

図 6. Control Trackのループチューニング画面 

  



5. プロセスモデル 

MACS コントローラーをセットアップする際、BTG の制御技術者はいくつかのソフトウェア

を使用して、システムが迅速かつ効率的に稼働するようにします。 

 

MACS-model は、実際のプロセスデータを分析して、システム内の各変数間の相関関係を明ら

かにするために使用されます。例えば、MACS モデルは ClO2 バルブを作動してから白色度が変

化するまでのゲイン、ラグ、遅延を計算します。 

 

MACS-project は、コントローラーの構造を構築し、事前調整用のシミュレーションを行うた

めに使用されます。コントローラーの構造には、MACS-model で計算されたモデルを使用して構

築されたコントローラーマトリックスと、必要なスクリプトが含まれます。プロセスの実際の

データを MACS-project に取り込んで、コントローラーを本番のシステムにインストールする前

に、さまざまな状況下でのコントローラーの動作を事前に確認することが出来ます。 

 

MACS-runtimeは、OPCを介して DCSと通信し、プロジェクトファイルを実行するソフトウェ

アです。 

 

全ての MACS パラメータは PARCview でトレンド化され、操業員に表示します。日本での最

近のプロジェクトでは、トレンド表示用に大型の 4K スクリーンが中央操作室に設置されました。

高度なトレンド表示機能により、全ての操作変数と制御変数、および将来の予測値を同一トレ

ンド上で表示することが出来ます。図 7は、同一の制御変数についての 2時間間隔のトレンドで、

時刻を合わせて上下に並べた例を示しています。青い線は現在の時間、白い実線は過去の値、

白い点線は将来の予測値、赤い線は目標値を表します。 

 

 
 

   図 7. MACS 制御変数の予測トレンド表示（滞留時間 1サイクル分） 

予測 

実績 



6. MACS 制御ソリューションの導入事例 

6.1 MACSbleach ソリューション 

MACSbleach漂白設備ソリューションでは、各漂白段の効率と ClO2の負荷を設備全体で最適化

することで、最終白色度の変動を低減し、かつ最終白色度の目標値を下方シフトしながら、規

格外の製品を増加させない様にします。 図 8は、典型的な 3段の漂白設備での導入例を示してい

ます。各々の操作変数は青色、制御変数は黄色、フィードフォワード変数は緑色の番号で示さ

れています。 

 
図 8. MACSbleach ソリューション 

 

漂白設備の効率を最大化するためには、各段の入口と出口の pH、および二酸化塩素段の前後

のカッパー価または白色度の測定を行うことにより、制御戦略が改善されます。二酸化塩素段

では、出口 pH を最適化することが重要ですが、フィードフォワード構成では入口 pH を利用し

て原料が反応タワーに入る前に全ての外乱を確実に除外することが出来ます。各二酸化塩素段

の前後にカッパー価計または白色度計があれば、酸化漂白薬品へのフィードフォワードとフィ

ードバックが可能になります。従来、二酸化塩素の制御にはフィードフォワードのみを使用し、

最終白色度が維持される様に比率を手動で調整していました。フィードフォワードとフィード

バックのループを備えた MACS は、入口カッパー価と出口白色度に基づいて薬品添加量を調整

し、パルプの漂白性に関係なく変動を最小限に抑えます。 

 

図 9 に示す様に、漂白設備の最適化は 3つの戦略によって達成されます。同じ添加量以下の漂

白薬品でより高い効率が達成される様に、個々の漂白段の処理条件を最適化することでコスト

が削減されます。漂白段が飽和するほど多くの漂白薬品を使用している場合、漂白設備内で負

荷を移動させることで、全体のコストを下げることが出来ます。MACSは常にこの最適な負荷状

態が維持される様に働きます。最後に、変動の低減により、規格外製品の発生頻度を上げるこ

となく、目標値を安全に下げることが出来ます。 

 

 

 
図 9. 漂白設備コスト節減の可能性 
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過去数年間に 7 つの MACSbleach プロジェクトが実装されています。MACSbleach プロジェク

トでは通常、漂白薬品を 10〜15％削減し、最終白色度変動を 20〜50％低減することが出来ます。 

 

 MACSbleach は、2019 年に中越パルプ工業の高岡工場で採用されました。同工場の漂白設備は、 

4段のシーケンス（A-D0-Ep-D1）から構成され、日産 650 トンの一貫型広葉樹クラフト設備です。 

MACSbleach には、2 台の BLT（トータルカッパー価と白色度を測定）、および 1 台の SPK（リ

グニンと HexA カッパー価を測定）を設置することにより、漂白薬品のコストを 10-15％削減し、

最終白色度の変動が 40％以上減少しました。 

 

図 10 は、プロジェクト前後の最終白色度分布のヒストグラムと漂白設備入口カッパー価当り

の総コストを示しています。 

 

 
 

図 10. MACSbleach導入前 (ベースライン)と導入後の比較 

  

高岡工場に続いて、2番目の MACSbleachプロジェクトが中越パルプ工業の川内工場で実施され

ました。 

 

以下は、高岡と川内工場からの MACSbleachプログラムに関するフィードバックの一部です。 
 

システム & ユーザーインターフェース 

• Windowsベースであるため、アクセスと操作が非常に使い易いプログラムである。 

• PARCview のマルチトレンド表示により、操業員が運転状況や状況を簡単に把握出来る。 

• 必要なトレンドを必要な期間自由に作成し、トラブルシューティングの目的に多くの 

変数の使用が出来る。 

• 日報および月報の自動レポートにより、運用に携わる全ての人が前日/月の運用状況を明

確に把握出来る。 

• MACS のリモートシステムによるアクセス、トラブルシューティング、および微調整機

能が、遅延なく迅速に運用上の課題に対処するのに役立っている。 

• 手動データ入力（MDE）機能により、MACS が連続予測を改善するために使用するラボ

データを簡易に入力出来る。 

 

品質＆コストの制御 

• 漂白薬品コストを数か月に渡り一貫して大幅に削減している。 

• 最終白色度の変動を大幅に低減している。 

• 木材チップの不安定状況下にもかかわらず、安定した最終漂白パルプの品質と生産を  

維持している。 

• 操業員の負担を軽減し、人的効率性を向上させている。 

  

  

最終白色度のヒストグラム トータルコスト vs.入口カッパー価  



6.2 MACSkiln ソリューション 
 

MACSkiln 手法では、スタックの排出ガスが環境に適合していることを確認しながら、燃料使

用量と温度変動を最小限に抑えます。温度の変動を減らすと、炭酸塩の変動が減少し、品質目

標を変更出来ます。図 11 は、典型的なライムキルンの設置例を示しています。操作変数は青色、

制御変数は黄色、フィードフォワード変数は緑色で示されています。 

 

 
図 11. MACSkiln ソリューション 

 

MACSkiln ソリューションでは、コントローラーが燃料、ID ファン、および石灰泥の流量を操

作して、燃焼終了温度と排気温度、酸素、一酸化炭素、TRS、および NOX を制御します。キル

ン工程での長い遅延と、各操作変数が全ての制御変数に明らかに影響を与えるという事実によ

り、モデル予測コントローラーはこれらのシステムで効果的に機能します。 

 

昨年、年間約 660,000 トンのパルプを生産しているスウェーデンの BillerudKorsnäs 工場の 3 機

のライムキルンに制御ソリューションが設置されました。個々のキルンの燃料使用量を最適化

し、各キルンの相対的な効率に基づいて使用量を最適化することにより、MACSkiln ソリューシ

ョンは比エネルギーを 10％削減することが出来ました。図 12 は、MACS プロジェクト前後の比

エネルギーのヒストグラムです。 

 

 
 

図 12. BillerudKorsnäs工場の MACSkiln導入前 (ベースライン)と導入後の比較 

 

プロジェクト後には、最小のコストで需給エネルギーを維持し、生産性を最大化するため各

キルンの処理割合を操作する最適化プログラムを含めたアプリケーションが追加されました。  

CO 濃度計 温度計 酸素濃度計 

比エネルギーのヒストグラム 



6.3 MACScook ソリューション 

 

蒸解釜制御ソリューションでは、MACScookアプリケーションがチップメーター、ブロー流

量、温度、液流量を操作して、カッパー価の変動を最小限に抑えます。ブローカッパー価の変

動幅が減少すると、工場の優先順位に応じて目標値を上下にシフトします。カッパー価の目標

は、パルプ歩留改善のために上方にシフトするか、下流工程の添加薬品の節減を改善し、また

回収ボイラー蒸気の生成を増やすために下方にシフトすることが出来ます。BTGの専門家は工

場毎の最適なカッパー価を決定することを支援し、コントローラーはその目標値の維持をサポ

ートします。図 13は、典型的な蒸解釜における設置例を示しています。操作変数は青色、制御

変数は黄色、フィードフォワード変数は緑色で示されています。 

 

 
図 13. MACScook ソリューション 

2019 年、カミヤ連続蒸解釜日産 1,300 トンと 1000 トンの針葉樹 KP を生産する 2 つの

MACScook プロジェクトが米国南部で完了しました。 MACScook ソリューションは、カッパー

価の変動を 40％削減し、カッパー価の目標値を 10 ポイント増加して、パルプ歩留を最大化しま

した。図 14は、MACSプロジェクト前後のブローカッパー価のヒストグラムを示しています。 

 

 
図 14. MACScook導入前 (ベースライン)と導入後の比較 
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6.4 MACSevapsソリューション 

 

エバポレーター制御ソリューションでは、MACSevaps が蒸気と稀黒液の流量を操作して、回

収ボイラーに送られる固形分の変動を最小限に抑えます。固形分を最適化することで、燃料か

らの発熱量が増加し、蒸気発生量を増加させることが出来ます。予測制御は、未晒原料の洗浄

による変動などの外乱を事前に取り除き、ろ液固形分の変動要因を除外します。図 15 は、典型

的なエバポレーターにおける設置例を示しています。操作変数は青色、制御変数は黄色、フィ

ードフォワード変数は緑色で示されています。 

 

 
図 15. MACSevap ソリューション 

 

エバポレーター制御ソリューションでは、MACSevaps は沸点上昇法を使用して、初期段階の

固形物の濃度を推定します。次にコントローラーはこれらの初期段階の濃度推定値を使用して、

濃縮工程最終での固形分濃度を予測し、事前に黒液流量または蒸気量を調整します。 

 

2019 年に、ブラジルの Suzano Tres Lagaos 工場に MACSevaps 制御ソリューションが導入され

ました。 コントローラーにより、固形分の変動が 20％低減し、エバポレーターの固形分濃度が

81.2％から 81.9％に増加しました。このプロジェクトにより、数百万ドルのコスト節減が実現し、

非常に魅力的な投資回収結果が得られました。 

 

  



6.5 MACSrecovery ソリューション 

回収ボイラー制御ソリューションでは、MACSrecovery が黒液と空気の流量を操作して、残留

酸素の変動を低減します。変動が減少すると、排出ガスの環境/安全性の制限に違反することな

く、残留酸素目標値を安全に減少させることが出来ます。図 16 に、典型的な回収ボイラーにお

ける設置例を示します。操作変数は青色、制御変数は黄色、フィードフォワード変数は緑色で

示されています。 

 

 
 

図 16. MACSrecovery ソリューション 

2019年、ブラジルの Suzano Tres Lagaos工場で MACSevapsと MACSrecoveryの共同プロジェク

トが完了しました。 KP 日産量は 3,300 トンの設備であり、制御によって蒸気/固体比を 4％、過

剰な O2を 50％削減出来ました。 

 

6.6 MACSrecaust ソリューション 

苛性化制御ソリューションでは、MACSrecaust が石灰と緑液の比率および稀釈を操作して、苛

性化率を最適化します。苛性化工程での変動が減少すると、過度の苛性化による下流での問題

を引き起こすことなく、苛性化効率を高めることが出来ます。図 17 は、典型的な苛性化工程設

備における導入例を示しています。操作変数は青色で、制御変数は黄色で、フィードフォワー

ド変数は緑色で示されています。 

 

 
 

図 17. MACSrecaust ソリューション 

2019 年、年間 500,000 トンの UKP を生産している米国南部の工場で MACSrecaust ソリューシ

ョンが導入されました。MACSrecaust は、既存の FTNIR と導電率計を使用して、苛性化効率を

3.6ポイント増加させることが出来ました。これは、パルプ 1トンあたり 0.8ドルの節減に相当し

ました。 



7．結  論 

業界での競争が激しくなるにつれて、モデル予測制御は単位操作を最適化するための要件に

なりつつあります。ソフトセンサーと組み合わせたモデル予測戦略は、レギュラトリーまたは

手動制御では比較にならないほどの変動性とコスト削減を実現することが継続的に証明されて

います。 

 

モデル予測制御は、薬品回収工程を含む、チップヤードからパルプまたは抄紙工程までの全

ての工程分野に導入することが出来ます。工場全体のコストを最適化するために工程間の目標

を最適化し、利益を更に高めることが出来ます。3 機のライムキルンを含む当社のソリューショ

ン実績で示されている様に、設備の効率を最大化することも、モデル予測制御を使用した最適

化の一部です。 

 

制御戦略は工程と領域によって異なりますが、モデル予測制御の一般的なコンセプトは同じ

です。まず、操作変数、フィードフォワード変数、制約変数、および制御変数間の関係を構築

します。そして、コントローラーはフィードフォワード変数を使用して、制約変数と制御変数

に対する応答を予測し、その操作変数を移動して、すべての制御変数と制約変数が目標値に留

まる様にします。 

 

MACSは、全ての工場工程エリアで主要業績評価指標KPIを達成するという課題を解決すると

同時に、部門間の目標を調整するソリューションを提供します。MACSは、工程を安全に最適化

し、環境規制を満たし、大きな経済的利益をもたらすよう複数の制御目標を達成しながら、多

くの変数を同時に管理することを可能とします。 

 


