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1　まえがき

2015 年頃から欧米を中心に“Industrie4.0”や“ス
マートマニュファクチャリング”という概念が広まり、日
本においても“第 4 次産業革命”や“Society 5.0”な
ど、これまでにはなかった新たな価値をもたらす社会の実
現を模索し始めた。製造業においても IoT（Internet of 
Things）技術や AI（Artifi cial Intelligence）技術を導入
し、ものつくりだけでなくサービスを含め、さらなる進化
への動きが大きくなっている。
生産効率を上げるため、運転管理システムや保全管理シ
ステムなど、さまざまなシステムが導入されている。しか
し、システム内に蓄積されたデータの活用は、ほとんどが
そのシステム内での利用に留まっているのが現状である。
さらなる生産効率の向上のためには、システムの中に埋も
れたデータを有効活用し、現場の業務改善を進めていくこ
とが必要である。
さらに、2020 年初頭からの新型コロナウイルス感染症
の世界的な流行により、製造業を取り巻く環境は急激に変
化し、ものの流れやものつくりにおける IT 技術を使った
変革〔DX（デジタルトランスフォーメーション：Digital 
Transformation）〕は最優先の事項となっている。
富士電機の DXの核となる IoTシステムとして、運転

（Operation）管理や保全（Maintenance）管理で蓄積さ
れたデータを統合・連携することで、データを効果的に活
用する O&Mプラットフォームと、そのプラットフォー
ムを活用する O&Mソリューションを開発したのでここ
に述べる。

2　現場の運転・保全業務における課題

製造現場では、生産設備の安定的な稼働や設備保全費の
低減、高経年設備への対応、さらにはトラブルの未然防止
などさまざまな設備管理上の課題を抱えている。さらに、
保全担当者の高齢化と長期的な人材不足も一層深刻化す
るという課題もある。このような課題を解決するためには、
IoTや AIなどの最新技術の活用により次に示すようなス
マート化の推進が必要である。
⑴　設備診断技術の活用
劣化や故障などを未然に予測する設備診断技術を活用す

ることで突発故障を防止し、設備稼働率の最適化を図る。
⑵　生産性向上に向けたデータ活用
生産現場で収集されるデータを活用することにより、生

産のダウンタイムの短縮や製造設備の効率的稼働、製品の
品質向上による生産性向上を図る。
⑶　業務データのデジタル化と保守業務の自動化
作業記録や報告書などの業務データをデジタル化し、分

析・評価することにより、現場作業や管理の効率化を図る。
また、ガイダンスによる作業者支援、一連の作業指示など
の管理業務の支援など現場の運営および保守業務の自動化
を図り、ヌケ・モレを防止する。
⑷　蓄積された知見などの活用
デジタル化されたデータの分析・評価の結果を知見とし

て蓄積・活用することにより、熟練技術者のノウハウ継承
を図る。
さらに製造現場においては、運転データと保全データの

連携による生産効率向上を図ることが大きな流れになって
きている。保守部門では設備の安全性と信頼性を重視する
のに対して、生産部門では効率的で安定した生産を重視す
る。両部門は、おのおのが重視する項目を改善するため
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に、おのおのの裁量に基づき IT 化などを進める傾向にあ
る。しかし、実際には設備停止を伴うメンテナンスが保守
部門で計画されていても、生産部門の生産計画上の制約か
ら設備停止が行えず、メンテナンスを先延ばしにし、その
結果、設備故障によって生産が停止する事態となることも
ある。そのため、企業の競争力を強化するためには、生
産設備の運転とメンテナンスを統合的に計画・管理するシ
ステムが必要である。図1に示すように、従来多くの現場
では、フォーマットや管理体系が異なる運転管理システム
と保全管理システムのデータを合わせて分析するためには、
データの補正や整合などの加工が人手を介した作業となり
多大な労力を必要としていた。
この課題に対し富士電機は、ISO 18435（O&M統合モ

デル）に基づいた運転と保全情報の相互利用モデルを実現
するO&Mプラットフォームを開発した。

3　O&Mプラットフォームの概要

3 . 1 　  IoT システムにおけるO&Mプラットフォームの位
置付け

O&Mプラットフォームは、図2に示すように IoTシス

テムの要素として位置付けられ、フィールドデバイスから
データを収集するエッジコントローラ、汎用クラウドサー
ビスおよび収集したデータを分析および解析するビジネス
インテリジェンスツール（BIツール）やアナリティクス・
AIと連携する。さらに、この O&Mプラットフォームで
は、図3に示すように運転データと保全データを統合して
管理できるようにするため、運転管理と保全管理で使用す
る設備・資産台帳を統一した。これにより、運転データと
保全データを連携したデータとして一つのシステム上で、
自動収集して分析管理ができるようになった。この連携を
通して O&Mプラットフォームは、運転データおよび保
全データを活用するさまざまなO&Mサービスアプリケー
ションを実行し、O&Mソリューションを実現する。
また、O&Mプラットフォームは、クラウド環境とオン
プレミス

〈注〉

環境の両形態で提供可能であり、顧客のセキュリ
ティ要件やデータ量などの制約に柔軟に対応できる。

3 . 2 　O&M統合モデルへの準拠
O&Mプラットフォームは、ISO 18435に基づいた運

転と保全情報の相互利用モデルを適用した機能を備えてい
る。
図4にO&M統合モデルの全体像を示す。左が運転管理、
右が保全管理、そして中央が両者を統合する分析管理であ
る。製造現場の課題（安定稼働、業務効率化、ノウハウ継
承）に対して、分析管理においてデータを分析した結果を
運転計画や保全計画にフィードバックし、改善を継続的に
行うサイクルを回すことで解決を図る。例えば、設備の稼
働状態、環境負荷と保全履歴の相関などから分析を行う。
この分析結果を基に、保全計画や運転計画の見直しや修正、
設備の運用・管理を最適化する。
⑴　運転管理機能
運転管理機能は、図5に示すように現場の生産設備の運
転や環境、品質などの稼働データをエッジコントローラ経
由で収集し、蓄積したデータの管理や見える化を行う。

稼働実績

手動運転データ 保全データ

信号
割付け

運転管理システム

各システム固有のデータを
人が加工・集計・視覚化

保全実績

機器台帳

保全管理システム稼働履歴

所　見

点検履歴

アラーム履歴 故障対応履歴

分析・評価

図 1　  現状の運転管理システムと保全管理システムの手動による
データ連携

O&Mサービス
アプリケーション

O&M プラットフォーム

アナリティクス
・AI

BI ツール

汎用クラウドサービス

フィールドデバイス

エッジコントローラ
オンプレミス
データ収集

図 2　  IoT システムにおけるO&Mプラットフォームの位置付け

分析管理 保全管理運転管理

設備・資産台帳

自動

運転
データ

自動

保全
データ

稼働実績 保全実績

稼働履歴

所　見

点検履歴

アラーム履歴 故障対応履歴

作成ルールを
定義し、分析
を自動化

図３　  Ｏ＆Ｍプラットフォームによる運転データと保全データの
連携

〈注〉  オンプレミス：サーバやソフトウェアなどの情報システムを使

用者（通常は企業）が管理する設備内に設置・導入し、運用す

ることをいう。
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⒜　計測・計量値
集計処理をした上で、日・月・年報形式の時系列表や

トレンドグラフで表示できる。
⒝　動作イベント
時系列形式で表示され、過去から現在までの現場状態
が確認できる。
⒞　運転波形
秒単位以下の短周期で収集されるデータは、ファイル
として O&Mプラットフォームにアップロードし、波
形グラフにして表示することができる。
その他、音声や画像、データなどが格納されたファイ

ルも O&Mプラットフォームにアップロードし、遠隔の
Web端末でダウンロードすることが可能である。
⑵　保全管理機能
保全管理機能は、図6に示すように設備の保全管理に関

わる業務を支援する。
定期点検などの計画作業とその作業実績、故障対応など

の非計画作業とその対応実績（原因、要因、措置対策）の
データを管理する。これらのデータに基づき、点検などの
計画作業の周期調整、作業項目の見直し（管理項目の追
加・変更・削除、しきい値など）など保全計画を調整・管
理できる。後述の分析管理の状態監視機能にて検知したア
ラート情報に基づき、修理や点検の業務指示が自動発行さ
れるため、迅速な保全作業が可能となる。
⑶　分析管理機能
分析管理機能は、図7に示すように運転管理データや保
全管理データを統合・活用して現場の課題解決を支援する。
⒜　状態監視
イベントや数値が監視条件の設定範囲を逸脱すると、
メール通知や保全作業の指示を要求するなど、対策アク
ションのトリガーを出す。
⒝　データ統合分析
運転管理データと保全管理データを統合したデータか
ら、分析に必要な情報をモデル化し、BIツールを活用
して技術的分析〔傾向・差異、相関、俯瞰（ふかん）な
ど〕を実施する。この技術的分析により、設備の劣化予
測や劣化部位の判定などを行い、最適な点検周期を提案
できる。さらに、故障時の原因分析などに利用すること
で改善ポイントを見つけ出すことができる。
⒞　定型帳票
統合したデータを使って、帳票や報告書を作成するこ

とができる。
⑷　改善サイクル支援機能
現場には、生産・設備稼働情報および保全計画や設備点

検結果、さらに分析管理機能での分析結果の報告書など、
業務ノウハウとなるさまざまな技術文書や管理データが存
在している。改善サイクル支援機能は、図8に示すように
それらの情報をつないで活用できる形にし、現場を改善す
るためメンバー間で情報を共有し、アクションの推進を支
援する。
⒜　ナレッジ化機能

データ統合・分析
（診断・予測・最適化）

状態監視

情報化

評価結果

保全データ管理

保全実行
 （点検・修理・交換）

保全計画

運転データ管理

運転管理（I/O）

運転計画

ビジネスプラン・オーダ経営・戦略 企業間連携（サプライチェーン）

非資産管理（材料、作業者など） 設備・資産管理（装置、工具など）

過去＋予測

現　在

計　画

分析管理 保全管理運転管理

知識化

ナレッジ化

改
善
サ
イ
ク
ル

改
善
サ
イ
ク
ル

タスク管理
（アクション）

図 4　O&M統合モデルの全体像
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図 5　運転管理機能の概要
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現場に存在する報告書、帳票、調査表、作業指示書と
いった文書ファイルを O&Mプラットフォームに登録
すると、自動的に検索キーを生成し、関連するアラーム
情報や計測値、設備情報などとリンクした形でナレッジ
情報を登録することができる。登録された文書ファイル
を有効活用できるようにするため、必要な情報が効率的
に見つけられる全文検索機能を持っている。例えば、ト
ラブル発生時のアラーム情報を基に過去の同じようなト
ラブルの調査報告書や対応指示書を検索する。次に、関
連した製品や部品の仕様、対応手順などの保全情報がひ
も付いた検索結果の情報を活用して対策の迅速化や、同
一部品を使った他の設備をリストアップし、対策を横展
開することによる予防保全なども可能になる。
⒝　タスク管理機能
故障や異常などのアラートが発生すると、対応のため
一連のタスクを実行する。併せて、その要因を分析し改
善サイクルを回してさらなる改善につなげることが重要
である。
O&Mプラットフォームは、改善サイクルを回すため
のタスク管理機能を持っている。故障や異常などの対
応を開始するとタスクが起票される。このタスクには、

計測・
計量値

運転データ管理

動作
イベント

作業指示

保全データ管理

点検実績

故障実績

監視結果

状態監視

点検計画

保全計画

分析データ作成

情報モデル

データ統合分析

定型帳票

俯瞰（ふかん）的
に見る 相関を見る 傾向・差異を見る

図 7　分析管理機能の概要

保全実行・保全データ管理 保全計画

作業指示要求 故障対応などの非計画作業の依頼

作業指示（業務依頼）
を一覧形式で表示
○依頼内容
○期限・進捗
○担当  など

故障（修理）対応実績を入力
○現象
○原因
○要因
○措置対策  など

点検実績を入力
○OK/NG
○読み値
○状況
○工数  など

点検計画を入力
○対象設備
○期間
○担当  など

作業指示

アラート発生時

故障実績 点検実績 点検計画

図 6　保全管理機能の概要
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ナレッジ登録
異常発生頻度などを分析し
予防を検討・計画

故障要因調査および
対処方法を検索

○作業登録
○作業終了登録

⑥計画に従い
　対策作業実施

①設備に
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診断・分析ツール

図 8　改善サイクル支援機能の概要
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O&Mプラットフォームで保存している関連する運転管
理の情報や保全管理の情報、ナレッジ化された文書がリ
ンクされるため、管理者や対策担当者間で関連する情報
を共有しながら効率的にタスクを進められるようになっ
ている。さらに、タスクの進捗状況も共有できるため、
先に対応したメンバーとの情報共有や、対策結果の評価
も適時行うことができ、効率的にタスクが進められる。
タスクを進める中で、新たに作成されたドキュメント

を新しいナレッジとして登録すると、将来何らかの故障
や異常が発生した場合にそのナレッジがひも付けられる
ので、改善サイクルを回すことができる。

4　  O&Mプラットフォームの適用ソリューション
事例

富士電機は、O&Mプラットフォームを適用した O&M
ソリューションとして、工場のボイラや焼却炉の煙突など
に設置されているガス分析計の計測データを使って異常診
断を行うガス分析装置遠隔監視サービス、電動回転機の振
動データやインバータの状態データから診断を行い、異常
発生前に異常の予兆を検出するドライブシステム異常予兆
診断システムを展開している。また、船舶に取り付けられ
たスクラバの計測データを衛星回線でクラウドに収集し、
異常検知時にその推定要因と対処方法が記載された対処ガ
イダンスを船員に通知する船舶 IoTシステムなど多数の
システムを展開している。
このほか、2021 年 5 月にリリースした保全ソリュー

ションサービス「まるごとスマート保安サービス
⑴

」は、図
9に示すように、O&Mプラットフォームの運転管理機能、
保全管理機能および分析管理機能を活用し、生産現場で稼
働するさまざまな設備の保全業務のスマート化を支援する。
運転管理機能では、フィールドデバイスによるオンライ

ン収集データ以外にも、富士電機の回転機故障予兆監視シ
ステム「Wiserot」のデータや、従来収集が難しかったア

ナログメータの計測値をカメラで自動的に読み取ったデー
タも活用できる。
このまるごとスマート保安サービスを導入すると次のよ

うな効果が期待できる。
⑴　設備保全の最適化
設備劣化の進行度は、設備の設置環境や運転負荷状態に

依存する。機械設備では動作時間や繰返し応力などの累積
に伴う劣化を原因とする故障が多い。そのため、設備保全
は納入時に立てられた保全計画をそのまま実行するので
はなく、設備の故障履歴や点検結果、設置環境、運転負荷
状態を加味して見直す必要がある。まるごとスマート保安
サービスは、O&Mプラットフォームの機能により、これ
らのデータを一元管理し、統合して分析することができる
ので、点検や更新時期などを容易に管理することができる。
運転管理機能は、設備の稼働時間や運転回数および測

定値の傾向などの運転データを収集する。保全管理機能
は、故障間隔や点検周期の保全データを蓄積する。これら
の運転データと保全データの相関関係を分析・評価し、適
切な点検周期や部品交換時期を割り出す（図10）。これに
より、点検項目の最適化ができ巡回点検時の負荷を削減す
る。さらに、従来の時間基準保全（TBM：Time-Based 
Maintenance）から、点検周期を最適化した状態基準保
全（CBM：Condition-Based Maintenance）が実現で
きる。結果として、設備の安定稼働を保ちつつ、保全コス
トの削減を図ることができる。
⑵　障害復旧時間の短縮
稼働中の設備について障害や異常兆候などを検知すると、

異常通知メールが関係者に送信される。富士電機のサービ
ス技術者がメールを受け取ると、即座に O&Mサービス
アプリケーションから詳細な状況を把握し、蓄積されて
いる故障対応履歴（故障内容、原因、対応状況）などのノ
ウハウを活用し、故障部と原因を特定して対応できるので、
障害から復旧するまでの時間が短縮できる（図11）。
さらに、故障対応記録を登録することで、保全に関する

受配電設備 回転機 IDC 環境センサ Wiserot

○異常兆候検知メール
○設備異常メール

○遠隔調査
○定期報告
○都度支援
○保全提案

○故障対応履歴参照
○点検履歴参照
○稼働履歴参照
○アラーム履歴参照

故障対応
登録

緊急対応

クライアント PC

○保全計画
○実績管理

○保全実績
○情報参照

計測値
カメラ読取

フィードバック

フィールドデバイス

データ収集

顧　客

コールセンター

富士電機CE担当

設備保全最適化

エッジコントローラ

O&M プラットフォーム

図 9　「まるごとスマート保安サービス」
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ノウハウの蓄積が進み、将来の障害復旧対応に活用される。

5　あとがき

IoTを活用した現場業務の全体最適を支援する O&M
ソリューションについて述べた。
富士電機のDXとして顧客価値を創出するO&Mプラッ

トフォームを、今後もさまざまな業種の運転・生産・保全
改善ソリューションサービスとして拡大して提供していく
所存である。
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①故障発生をアラーム画面
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図 11　過去の故障対応履歴の活用



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は、それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles false
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /RyuminPro-Light
    /RyuminPro-Medium
    /RyuminPro-Regular
    /ShinGoPro-Medium
    /ShinGoPro-Regular
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 144
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 144
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (JC200103)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FFFE5B00270080623158480050002875270020006B30FA5765304F305D002000426631586E30480050002875673059300230>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Japan Color 2001 Coated)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




