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代表的な素材産業である鉄鋼業は，顧客ニーズの多様化により，新たな課題に直面している。富士電機は，鉄鋼プラン
ト向け操業最適化ソリューションをビジネスモデルの柱の一つとして捉えており，企業として重要な経営指標の中から，
プラントの安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー原単位削減，操業ノウハウの継承などの課題について，新たな
テクノロジーを活用したソリューションを提供し，さらなる付加価値の創出に貢献している。
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The materials industry as represented by the steel industry is facing new challenges due to the diversification of customer needs.
Operation optimization solution for steel plants is one of the pillars of a Fuji Electric business model. We are providing solutions based on
leading technologies that contribute to creating new value while solving the challenges of achieving stable and safety plant operations, product
quality improvements, reduction in speciﬁc energy consumption and operation know-how transference, which are among the most important
management indicators for corporations.

まえがき

2.2

⑴

ソリューション事例

転炉排ガス処理設備の操業安定化

IoT（Internet of Things）やビッグデータ解析といった

転炉の吹錬で発生する転炉ガス（LDG：Linz-Donawitz

新たなテクノロジーは，産業構造を変革し，企業の事業形

Converter Gas）は，CO を主成分とした高温かつ粉じん

態にも変化を及ぼす可能性を秘めている。また，新たな需

が多い可燃性ガスである。大気の流入によって爆発する危

要の創出やコスト構造の変化につながるとともに，安全・

険性があること，および漏えいによって人への影響や環境

安定操業やアフターサービスなどに対してさらなる質の向

汚染が危惧されることから，安定操業のための重要な管理

上が求められ，新たなビジネスモデルを生み出すことが期

項目となっている。また，LDG は製鉄所内の各設備の燃

⑴

待されている。

料として活用されるため，回収率の向上も重要な経営指標

一方，鉄鋼業は代表的な素材産業の一つとして，技術

である。富士電機は，外乱を最小限に抑制して炉口圧力

的・経済的に産業を牽引（けんいん）してきたが，最大の

P0 を一定に保つ NCP0（New Control of P0）を提供して

消費国である中国の経済成長の鈍化による供給過剰，なら

きた。しかしながら，NCP0 で使用している従来のサンプ

びに高強度化や軽量化，コスト低減などに対するお客さま

リング式分析計による CO 濃度と O2 濃度の測定では，応

のニーズの多様化により，新たな課題に直面している。

答の遅れによる回収損失が課題であった。

本稿では，富士電機がビジネスモデルの柱の一つとして

これに対して，富士電機は世界初となる 1 台で 2 成分

捉えている鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューションに

（CO，O2）のガス濃度の測定が可能な直接挿入式レーザ方

関して，企業として重要な経営指標の中から，プラントの
安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー原単位削減，

に示す転炉排ガス処理設備

式ガス分析計を製品化し，図

（OG：Oxygen Converter Gas Recovery System）への適

操業ノウハウの継承に焦点を当て，それぞれの取組みにつ
いて述べる。
LDGホルダ

鉄鋼プラントの安全・安定操業に向けた取組み

酸素
放散煙突

2.1

背

景

炉圧制御

近年，社会環境や経営環境の変化，技術革新，国際標準

スカート

化により，生産設備を取り巻く環境は目まぐるしく変化し

CO CO

ている。一方で，プラントの安全・安定操業の重要度はま

転炉

炉口

O2

IDF

すます高まっている。このような背景の下，富士電機は，
鉄鋼プラントをはじめとするプラントの安全・安定操業に

IDF ：誘引ファン
LDG：転炉ガス

貢献するため，さまざまな取組みに力を入れてきた。
図1
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転炉排ガス処理設備

CO O2

三方弁
直接挿入式レーザ方式
ガス分析計

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューション

用を推進している。このガス分析計は応答性とメンテナン

よび有害ガスの漏えいによる人への影響や環境汚染の防止

ス性に優れており，LDG 中の CO 濃度と O2 濃度を同時か

を図りつつ，いかに燃焼効率を向上させるかが課題とな

つ高速に測定することができるため，従来のサンプリン

る。富士電機の情報・制御システム「MICREX-NX」の

グ式分析計と比較して LDG の回収率を大幅に改善できる。

コントローラ（図 ）は，SIL3 認証を受けており，JIS に

〈注 2〉

〈注 1〉

さらに，エネルギーセンタでもリアルタイムに LDG 中の

適合している。さらに，安全制御と通常制御を同一コント

CO 濃度と O2 濃度を監視できるため，製鉄所全体のエネ

ローラ内で混在できる特徴がある。これにより，従来ハー

ルギー需給予測精度が向上する。

ドウェアで構築していた安全回路をソフトウェアで実現し，

⑵

高機能な燃焼制御と統合することで，コンパクトなシステ

加熱炉設備の操業安全化

ム構成でありながら，高い燃焼効率と安全性を兼ね備えた

近年，欧州を発端とする機能安全や機械安全の規格に
従って，安全度の定量化，安全設計，安全認証および安全

燃焼安全システムを構築できる。

マネジメントが進展し，システム全体の安全を確保する動

⑶

IoT による設備保全最適化

きが活発化している。これを受け，国内でも 2008 年 11 月

プラントの設備や機器の保全には，大きく分けて，事故

に工業用燃焼炉の安全通則 JIS B 8415 が改正された。富

または故障の発生後に修理を行う事後保全と，事故または
故障の発生前に計画的に実施する予防保全の二つがある。
プラントを安全かつ安定に操業していくためには，予防保
全が重要である。また，予防保全は，一定の周期で点検や
修理を行う TBM（Time Based Maintenance）と，設備
や機器の劣化状態や故障部位，時期を予測して修理・更新
を 行 う CBM（Condition Based Maintenance） の 二 つ が
ある。これまでは，TBM が主流であったが，保全コスト
の削減と事故や故障の未然防止の両立が課題となっていた。

通常制御

また，近年，IT は目覚ましい進歩を遂げ，IoT による設

通常制御

DCS コントローラ

備保全が普及しつつある。そこで，富士電機は，長年培っ

1 台に統合

てきた技術や実績を基にクラウド型設備保全サービスを開

安全制御

。設備や機器の履歴データとその解析アル
始した（図 ）

安全制御

安全 PLC

ゴリズムを使用した CBM によって最適保全を提供するも

MICREX-NX
コントローラ

のである。
クラウド型設備保全サービスは，従来，個々のシステム
で構築していた，稼動監視，設備診断，異常兆候解析，設

図 2 「MICREX-NX」コントローラ

油入変圧器
余寿命予測サービス

クラウド型蓄電池
診断サービス
回転機振動
診断サービス

クラウド型
設備保全サービス
稼動監視
保全作業
支援サービス

図3

設備診断

異常兆候
解析

設備管理
支援

保全作業
支援

遮断器劣化診断サービス
（開発中）

クラウド型設備保全サービス

〈注 1〉エネルギーセンタ：製鉄所における多種多量のエネルギーの

〈注 2〉SIL3：204 ページ「解説 1」を参照のこと

一元管理を行い，省エネルギー，省力化・合理化および環境
管理などを総合的に管理することを目的としている。
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加熱炉設備は，鋼片を加工する前の加熱設備であり，多
量の燃料を取り扱い，消費する。このため，爆発の防止お

特集

士電機は，これらの動向に対応するため，安全に対する取
組みを強化してきた。

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューション

備管理支援および保全作業支援を，共通のクラウド環境に

に生産管理や品質保証を行うために，プラントの操業デー

統合したものである。これにより，設備稼動率や生産効率

タを記録するパッケージである。生産指示や生産結果と操

の向上，保全計画の最適化，保全業務の効率化，保全ノウ

業データとを突き合わせ，生産された製品のどの工程で何

ハウの体系化，プラントの安定稼動とライフサイクルコス

が行われたかを記録することで，製品のトレーサビリティ

トの最小化を行うことができる。さらに，これまで事故や

の実現と操業安定化のためのデータ収集ができる。

故障の予測が難しかったモータやインバータなどのドライ
ブ機器についても，劣化診断や余寿命予測に取り組んで

製品の品質向上に向けた取組み

いる（167 ページ“設備の安定稼動を支援するサービスソ
リューション”参照）
。
⑷

3.1

背

景

品質の悪化は，企業の業績を左右する事態につながるこ

高速ドライブ制御システムの操業安定化
鉄鋼プラントでは，さまざまな用途に応じた形状や特性

ともある。最近の製品は，以前よりも高度で複雑な技術で

を持つ鉄鋼製品を生産する上で，数多くの電動機が使用さ

製造されており，製造工程の全てにわたって品質を確保す

れている。特に，圧延設備や焼鈍設備，さらにめっきや塗

ることは製造業において重要な課題である。
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布などの表面処理設備においては，数十台から数百台の電

そこで，各工程の品質を担保するためには，品質情報の

動機を高速高精度に制御している。富士電機では，このよ

取得，問題点の抽出・解析および品質の予測・追跡を行い，

うな各種の高速ドライブ制御システムを提供し，操業安定

その結果を製造工程にフィードバックする必要がある。情

化に貢献している。

報の取得からフィードバックまでの品質向上サイクルに活

図

に 高 速 ド ラ イ ブ 制 御 シ ス テ ム の 構 成 例 を 示 す。

⑵

用できるのが，品質データ解析と品質予測である。

DMC（Drive Master Controller）は，最大 64 台のドライ
ブを高速に制御するだけでなく，ドライブと電動機の状態

3.2

を連続的に監視できるコントローラである。DMC をネッ

⑴

トワークを介して保守用 PC に接続することで，遠方から

ソリューション事例

品質データ解析
〈注 3〉

鉄鋼の製造工程の一つであるプロセスラインは，コイル
に対して，焼鈍，亜鉛めっきなどのさまざまな加工を行う

常時監視することができる。
また，
「f（s）NISDAS」
，PDCS（Process Data Collec-

設備である。コイルの終端と次のコイルの先端とを溶接す

tion System）は，それぞれプラントの操業データを収集

ることで，複数のコイルを連続的かつ高速（百数十〜千

するシステムである。f（s）NISDAS は，コントローラで

m/min）に加工する。コイル加工時に多数のセンサから

あ る PLC（Programmable Logic Controller） や DMC と

一定周期（1 〜 10 s）で受信したデータが，どのコイルの

高速ネットワークで接続する。プラントの制御情報を時系

どの位置の情報であるかを示したのが，コイルの長さ方向

列に高速に記録でき，機器の動作不良や制御不具合の解析

に対してメッシュ状に取得した品質データ（メッシュデー

に有効なツールである。一方，PDCS は，生産ロットごと

タ）である。従来はメッシュデータを手作業で作成してい
たため，非常に手間がかかり，ミスも多かった。
富士電機では，プロセスラインの製造・品質情報を解析

計算機室

し，10 m の分解能を持つメッシュデータを自動的に作成
計算機
PDCS ＊1

Ethernet
SX-Net

計装

ユーティ
リティ

センター

デリ
バリー

エン
トリー

する PDCS を提供している。新設だけでなく，既設設備
への導入も容易である。PDCS の機能構成を図
特徴を次に示す。
⒜

電機室

DMC

インバータ
保守ツール

DMC

E-SX バス

E-SX バス

に，主な

設定登録支援機能
収集する品質データの種類やセンサ位置などの設備情

DMC

HMI ＊2

〈注 4〉

報の登録が容易になるよう，ひな型の Excel シートを

E-SX バス

f(s)NISDAS

設定登録
インバータ盤

インバータ盤

運転室

MONITOUCH

MONITOUCH
HMI
操作デスク

ヤード
＊1
＊2

図4

MONITOUCH

操作デスク

プロセス
データ

テンションメータ

テンションメータ

溶接点検出器

溶接点検出器

溶接点検出器

パルス生成機

パルス生成機

パルス生成機

PDCS : Process Data Collection System
HMI : Human Machine Interface

高速ドライブ制御システムの構成例
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10 m メッシュデータ作成
（メッシュ単位は変更可）

HMI

HMI

データ収集処理

溶接機
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コイルデータ
作成

インバータ盤

定周期読込

図5

表示・修正

PDCS の機能構成

〈注 3〉コイル：薄く圧延された鋼板をロール状に巻いたもの
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用意している。
⒝

延び率補正機能

解

コイルのひずみや反りを矯正するために加える張力に

解析対象
予測値

析

入力データ
学

よってコイルが延び，品質データの位置情報にずれが生

解析対象
実績値

習

じる。これに対して，加えた張力に応じて決められた延
び率を使用して，品質データの位置補正を行う。

モデル

メッシュデータのグラフ表示・Excel 出力

⒞

収集したメッシュデータをグラフに表示することによ

入力データ

り，複数種類の品質データの関連や傾向をコイルの位置

解析対象データ

ｘ

傾向変動

ごとに把握できる。また，項目を指定して Excel に出力
ｙ

することにより，任意の解析を行うことができる。
PDCS の導入により，異なる設備間のデータがコイル単

ｚ

位で自動的かつリアルタイムで収集できる。このため，品

傾向変動に自動追従

クを迅速に行うことができる。また，鋼種ごとなどさまざ

図7

多変量解析ベイジアン手法による品質予測モデルの概念

げ時や新製品の生産開始時の操業パラメータ（焼鈍パラ
メータなど）のチューニングを容易に行うことができる。
⑵

システムの特徴

⒝
①

品質予測（製造ライン品質メータ）

設備や操業の変化への自動追従

通常のプラントモデルで品質の解析を行う場合には，

現状の操業データを基にして品質を予測できれば，品質

設備や操業の変化に応じて係数などの見直しが必要

の安定化に大きく寄与する。

である。本システムは，学習機能によるモデル再構

製造ライン品質メータは，プロセスラインにおいてオン

築機能を備えているため，常に設備や操業の変化に

ラインで品質の解析を行い，品質状態の見える化と予測が

追従して最新の予測モデルで解析できる。多変量解

できるシステムである。機能構成を図
⒜

に示す。

析ベイジアン手法による品質予測モデルの概念を図
に示す。

機能概要
過去の操業実績のデータから，判定したい品質に対し

②

解析結果の可視化

て因果関係の強い因子を自動的に抽出し，これを基にプ

解析結果や解析対象データと入力データとの因果関

ラントモデルを構築する。

係はグラフ表示が可能であり，また，対象データの

このプラントモデルに，新たな操業実績のデータを与

特性に応じた画面のカスタマイズも可能である。

えることにより，製造中に品質に悪影響を及ぼす可能性
のある要因の抽出，および故障などの事象発生率の予測

エネルギー原単位削減に向けた取組み（インド

を行うことができる。

における実証）
4.1
機能構成

品質メータ

画

面

解析エンジン

背

景

日本の鉄鋼業のエネルギー消費量は，国内で消費される
モデル構築
サービス

全エネルギーの 13% にも及び，ほぼ全ての製鉄所にはエ
ネルギーの最適運用によって省エネルギー（省エネ）を行
うエネルギーセンタが設置されている。その結果，日本の
鉄鋼業におけるエネルギー原単位は海外の実績よりはるか
⑶

実績 DB

解析結果 DB

モデル DB

に低い。また，海外の製鉄所では，関連設備全体のエネル

データ連携

ギー最適運用による省エネ運転は行われておらず，発電設
備などの設備ごとのエネルギー管理に限られている。国際
SCADA パッケージ
〔Citect，f(s)NISDAS〕

通信ドライバ
（個別対応）

的な省エネや環境対策が進むことが期待される中，特にイ

他システム

ンドでは，2001 年に施行された省エネ法により各産業分
野における省エネが推進されてきた。
4.2

ソリューション事例

富士電機は，国立研究開発法人 新エネルギー・産業技
図6

製造ライン品質メータの機能構成

術総合開発機構（NEDO）の実証事業“国際エネルギー
消費効率化等技術・システム実証事業”において，鉄鋼

〈注 4〉Excel：Microsoft Corporation の商標または登録商標

EMS ソリューションとして日本の先端技術であるエネル
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まな条件でのデータ抽出・解析が可能なため，工場の立上

特集

質に異常が発生した時の原因究明や操業へのフィードバッ

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューション

富士電機
（日本）

富士電機
（インド）

エネルギーセンタ

操業ノウハウの継承に向けた取組み
各設備のデータを取出し，
データの共有化を図る
（メンテナンスにも活用）

端末装置

5.1

各設備のデータを一括で
管理する

需給予測装置

最適化装置

各設備にデータ収集用の
PLCを設置し，エネルギー
センタへ送信する

データ収集装置

背

景

富士電機は，鉄鋼プラント向けに多くの監視制御システ
ムを納入している。その中には納入後 15 年以上経過した
設備も多く，設備更新の時期を迎えている。既設システム
の更新においては，最新の技術基盤上で従来機種の操作性

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC

PLC
ボイラ
タービン

コークス炉 焼 結

高炉

転炉

連鋳

PLC

発電機

システムへの取込みが顧客にとって非常に大きなメリット

ブロワ

自家発電

やメンテナンス性を継承すること，および操業ノウハウの

酸素

となる。また，国内では熟練技術者の減少，海外では地産
地消の拡大に伴う現地技術員の早期育成が課題であり，技

図8

実証事業におけるシステム構成

術継承による現場力強化の必要性が高まっている。
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ギーセンタ最適制御技術をインドに提供し，製鉄所全体の

5.2

エネルギー状況の把握とエネルギー需給の全体最適化に取

⑴

り組んでいる。

ソリューション事例

操作性・エンジニアリング性の継承

近年の設備投資額の削減に伴い，コストを抑えて顧客の

本実証事業を通じ，今後の普及拡大に資するさまざまな

資産を段階的に更新するためには，制御システムの各階

対策システムの効果を実証した後，インド国内の製鉄所に

層（オペレータ端末，制御ネットワーク，コントローラ，

おいてエネルギーセンタ最適制御技術の普及拡大を図って

I/O）ごとに順次更新することが求められている。2014 年

に実証事業におけるシステム構成を示す。重油

に発売した最新の監視制御システム「MICREX-VieW XX

換算でエネルギー消費削減量 2.54 万 kL/年，温室効果ガ

（ダブルエックス）
」は，既設資産の有効活用をコンセプト

いく。図

ス排出削減量 7.14 万 t-CO2/年（いずれも年間約 11% の削

の一つとしている〔186 ページ“進化する監視制御システ

減）を目標に，エネルギーセンタ最適制御技術のうち，次

」
”参照〕
。更
ム「MICREX-VieW XX（ダブルエックス）

の主要機能 5 項目をインドの製鉄所に適用していく。

新案件において，顧客が慣れ親しんだ操作性およびエンジ

⑴

ニアリング性を継承しながら，新システムへ移行できるよ

発電設備の最適運用技術

電力や重油などの多種多様なエネルギーの発生予測や使
用予測，およびガスホルダからの副生ガス払出量を基に，
複数の発電機の設備能力を考慮した最適運用計画を行い，

。このため，MICREX-VieW XX で
うにしている（図 ）
は次に示す機能を提供している。
⒜

副生ガスの有効利用率および発電量を最大にする。
⑵

既設システムのアプリケーション資産継承
従来機種の監視画面およびコントローラのアプリケー

ションを流用（コンバート）し，新システムのアプリ

酸素設備の最適運用技術

ケーションとして使用することで，操作性と保守性を継

酸素使用予測を基に，複数の酸素プラントの最適な酸素
発生計画を立案する。これにより電力エネルギー消費量を

承する。

最小にして，余剰酸素放散量を低減する。

⒝

ガスホルダ設備の最適運用技術

⑶

余剰副生ガスの放散量の最小化およびガスホルダからの
払出量の変動を最小化し，省エネ運用を実現する。
⑷

粗鋼生産量とエネルギー使用量の全体最適運用技術

多種多様なエネルギーの発生・使用予測を基に，粗鋼生

既設システムネットワークへの接続
新システムを従来機種の制御ネットワークに接続して

監視や制御を行えるようにすることで，段階的な更新が
できる。
⑵

加熱炉における異常兆候検知・回避手順指示

顧客にとって最も大きな課題の一つは，熟練オペレータ

産量を維持しながら工場のエネルギー需要を満たし，電力，

の不足である。例えば，加熱炉の内部の燃焼状態を直接確

副生ガス，蒸気の各エネルギーの日間および月間の最適配

認することは難しく，各種センサの状態を監視画面上で確

分計画を行う。これにより，エネルギー消費量および温室

認しながら操業を行っている。しかし，バーナ単体および

効果ガス発生量を最小にする。

燃料配管の影響により，バーナ個々で燃焼の状態が異なる。

⑸

このため，画面上では安定した操業に見えても，不完全燃

生産計画にリンクした省エネ余地の可視化技術
独自の数式モデリング技術の適用により，設備能力に対

焼を起こしてしまう場合がある。このような異常を未然に

して省エネがどの程度可能か事前に解析し，現状のエネ

防ぐためには，多くの場合，操業に関する種々のノウハウ

ルギー運用に対する省エネの余地の見える化を行う（198

を持つ熟練オペレータが状況を判断し，必要な処置を行っ

ページ“IoT ソリューションを支える数理応用技術”参照）
。

ている。しかし，熟練オペレータの高齢化が進んでいるた
め，異常の兆候を事前に捉え，回避操作を実施するといっ
た非定常操作や緊急操作のノウハウの継承が課題となって
いる。
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既設システム

MICREX-VieW XX

画面アプリ資産
の継続利用

HCI
データベース
ステーション

オペレータ
ステーション

制御ネットワーク
（レガシー：DPCS-F）

既設ネットワーク
の継続利用

XDS ／ XOS

XDS ／ XOS

XDS ／ XOS

制御ネットワーク
（レガシー）

制御ネットワーク
（FL-net V3）

制御ネットワーク

XCS-3000 ／
XCS-3000R
（二重化）

CTL アプリ資産
の継続利用

CTL

コントロールステーション
（二重化）
既設 I/O の
継続利用
（IPU Ⅰ／Ⅱ）
I/O ネットワーク
（レガシー）

コントロールステーション
（二重化）
I/O ネットワーク
（レガシー）

ネットワーク
アダプタ

XCS-3000 ／ XCS-3000R
（二重化）

I/O ネットワーク
（レガシー）

I/O ネットワーク
（E-SX バス）

特集

I/O
IPU Ⅰ

IPU Ⅰ

設備ごと
更新

設備の
継続利用
IPU Ⅱ

顧客設備

顧客設備
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新 I/O
E-SX（I/O）

IPU Ⅱ

IPU Ⅱ

顧客設備

顧客設備

MICREX-VieW XX による段階的な更新

ポイント

ビッグデータ運転支援システム

データからモデル構築
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運転データ
ログデータ

プロセスデータ

調節計

操作
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品質シミュレータ
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運転シミュレータ
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過去再現ビューワ
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操作
制限 操作データ
など
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制御対象
スタッフ・オペレータ

蓄積

パターン
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事象分類・
検索

情報基盤
高速 DB
分散並列処理
など

品質シミュ
レーション

過去再現

図 10

運転支援システムの概要

長年の操業において制御装置などによって運転データや

伴って，どのような異常が発生する可能性があるかを分析

操作・アラームログなどの多種多様なデータ（ビッグデー

し，実際に異常が発生する前にオペレータに通知すること

タ）が蓄積されている。富士電機は，このビッグデータ

で異常回避操作の時間を確保する。加えて，過去に実施し

を活用して運転支援システムの開発に取り組んでいる（図

た異常回避操作を提示することで，作業者のスキルに依存

）
。このシステムは，システム自身が自動的に燃料流量
の調整や異常回避の操作を学習して，オペレータの経験に
よらずに安定操業を行うことができる。定常操業時のプロ

せずにプラントを安全な状態に保つことができる。
⑶

保全ノウハウの継承
操業と同様に，保全についてもノウハウの継承が重要な

セスデータとオペレータの操作履歴から作成したモデルと，

課題となっている。富士電機は，現場作業員が保持するメ

異常発生前後のプロセスデータの挙動およびオペレータ

ガネ型ウェアラブル端末（カメラと小型モニタ）と遠隔地

の操作を比較する。これにより，プロセスデータの変化に

の熟練技術者側拠点をインターネットでリアルタイムに接
富士電機技報

2016 vol.89 no.3

151（17）

Ｉｏ Ｔ新時代の計測・制御ソリューション

IPU Ⅰ
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原単位削減，操業ノウハウの継承に焦点を当て，現在の取
組みについて述べた。高度化・複雑化するニーズに応える

現場側のハードウェア
クラウドサーバ
富士電機製ソフトウェア搭載
のメガネ型ウェアラブル端末
（Android 搭載端末）

Wi-Fi ルータ

ため，計測・制御システムにはますます高機能化が要求さ
れる。今後もユーザのニーズに応えるべく，さらなる付加

クラウド提供サービス
音声による作業結果入力と
端末操作の制御
動画通信とテキスト送信の
制御
画像入力と端末との送受信
監視および制御
撮影された映像の記録と
データ閲覧機能の制御

価値の創出に貢献していく所存である。
参考文献
新日鉄住金株式会社. カラー図解 鉄と鉄鋼がわかる本. 日

⑴

本実業出版社. 2004.
⑵

現

場

インターネット 熟練技術者側
拠点

る計測・制御システムソリューション. 富士電機技報. 2014,
vol.87, no.1, p.9-13.
⑶

特集

インターネット
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導入効果
音声入力による作業効率と品質の向上
熟練技術者によるビジュアルな作業支援
実績データの一元リアルタイム管理

庄林直樹ほか. 安定操業・省エネルギー・環境保全を支え

鳴海克則ほか. 製鉄所のエネルギー管理を最適化する「鉄鋼

EMSパッケージ」. 富士電機技報. 2013, vol.86, no.3, p.177-181.

富田

嘉文

鉄鋼分野の計測制御システムのエンジニアリング
業務に従事。現在，富士電機株式会社産業インフ
ラ事業本部素材ソリューション事業部技術第一部

図 11

ウェアラブル型遠隔作業支援パッケージ

課長。

続し，作業者への支援や指導を行うシステムを提供してい
る（図

）
。熟練技術者はメガネ型ウェアラブル端末を通

吉川

肇

して現場作業員と状況を共有しながら，画像や音声によ

鉄鋼分野の計算機制御システムのエンジニアリン

り作業指示を行うことができ，ハンズフリーであるため現

フラ事業本部素材ソリューション事業部技術第一

場作業員は両手で作業できる。これにより，作業品質の向

グ業務に従事。現在，富士電機株式会社産業イン
部課長。

上・効率化および技術伝承に貢献できる（167 ページ“設
備の安定稼動を支援するサービスソリューション”参照）
。

鳴海

あとがき

克則

鉄鋼分野の計測制御システムのエンジニアリング
業務に従事。現在，富士電機株式会社産業インフ
ラ事業本部素材ソリューション事業部技術第一部

鉄鋼プラント向け操業最適化ソリューションに関して，
プラントの安全・安定操業，製品の品質向上，エネルギー
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