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　鉄鋼事業においては，古くから高温・高速の圧延プロ
セスなどを制御するプロセスコンピュータや生産管理シ
ステムなど，生産プロセスの制御や管理に広くシステム
技術を活用してきた。情報通信技術（ICT）はその中で
大きな役割を果たしてきている。近年，大量データの蓄
積や収集，計算処理の高速化が可能となり，ネットワー
ク技術やディープラーニングなどをはじめとする機械学
習技術も大きく進化している。その進化を遅滞なく自社
の製造技術や製品，サービスの強みとして取り込むこと
は，お客様や社会に対し価値ある製品・技術・サービス
を提供していく上で，重要な経営課題の一つになってい
る。
　当社は素材事業，機械事業，および電力事業の三つの
事業領域において特徴ある多様な製品群を有している。
それぞれの製品群でお客様のご要望にきめ細やかに対応
するために，多様な製品仕様を作り分ける必要がある。
また，これらを安全かつ安定生産を維持しながら，多様
な製品を確かな品質，納期で製造するために，ともする
と構内の物流や様々な生産管理業務は複雑化しやすい。
製品を作り分けるためには，高度な生産技術の開発はも
ちろん，都度生じる段取りや生産手配，生産設備の操業
条件を適切に切り替え，制御しなければならない。高温，
重量物を製品として取り扱うことの多い当社の製造工程
では，省エネ操業が制約条件として加わる場合もある。
　こうした背景の下，製造工程の多くに高度な技能や判
断が育まれ，その上に安全かつ安定に生産プロセスを遂
行するための操業上のノウハウ，いわゆる操業知が長年
にわたって蓄積されてきた。こうした操業知は従来，現
場のノウハウとして継承されてきたものが多いが，業務
マニュアルでは伝え難い高度な目配りや判断などの暗黙
知も多い。若年オペレータが増加する中，こうした技能
の継承は，国内製造業の多くで共通的な課題となってい
る。本特集号では，高度な多品種生産を可能とするもの
づくり系のテーマを中心に，当社におけるICT活用によ
る課題解決や価値創造に取り組んだ最新の事例をまとめ
た。これらを特徴づける大きく五つの技術群とその方向
性について概括したい。
　第一の技術群は，当社の多品種生産を支える物流・生
産管理関連技術である。当社の鉄鋼分野では近年，上工
程を中心に統合・投資を行ってきた。限られた設備を最
大活用し，安全に安定生産を継続するには，製造工程に
おける物流を可能な限り整流化するとともに，その最適
な運用が鍵となる。シミュレーションを机上計算にとど

めず，実績データとの突き合わせ確認によってシミュレ
ータの予測精度を十分担保したうえで，極めて実用的な
検討課題に適用可能とした。また機械系の工場では，一
品一様の産業機械や部品を製造していく加工工程や組み
立て工程において，品質や納期を達成しながら適切に負
荷調整するためのICT活用，あるいは製造過程で生み出
される製品情報や加工情報などを的確に蓄積しての不良
解析やその後の改善につなげていくためのICT活用が近
年の主題となっており，そうした事例を取り上げた。
　第二は，素材事業における品質工程設計や製造プロセ
スに関わる操業系の技術群である。工場の操業実績デー
タには，製造現場で長年蓄積された操業ノウハウが内包
されている。その膨大な実績データを解析し，物理的な
解釈と結びつけた上で，得られた知見を次の操業や新た
な製品設計上の着眼点に反映する取り組みを取り上げ
た。
　これらは，過去の製造実績データに基づいて人の意思
決定を支援するシステム技術であるが，本システムを活
用して決定された運転操作が次の実績データを生み出
し，そのデータがまた次の支援に反映されるというよう
に，人とシステムがともに成長できるコンセプトが根底
にあり，長期間にわたって人とシステムを含めた全体の
パフォーマンスを維持できる運用を可能とした。操業系
の技術群では，人とシステムの協調がポイントであり，
マンマシンインタフェースの的確な設計も一つの重要な
技術要素である。実際にシステムを使用するオペレータ
やスタッフが，暗黙知の領域を含め認識できるようにし
たインタフェース設計にも着目いただきたい。
　第三は，生産プロセスの可視化を主題とする技術群で
ある。高速の鍛造プロセスを高速カメラで撮像すると同
時にプロセスデータと紐づけることにより，まれにしか
発生しない製造エラーを的確に捉えて改善につなげた。
また省エネ活動の事例では，多品種，多設備（工程）の
プロセスにおいて，時間的，空間的に散在する生産イベ
ントや電力消費をICTの活用により集積して関連付け
た。これによって閉塞感のあった省エネ活動に新たな着
眼点を吹き込み，大きな効果につなげた。現象解析の時
間分解能を高め，時間的・空間的に散在した情報を集積
してつなげることによって大きなレバレッジを得ること
はICTの最も基本的かつ効果的な活用方法である。
　第四に，お客様のフィールドにおいて生産性を高める
ことを目的とするICT活用を中心とした技術群である。
溶接ロボットや新交通システム，別号において紹介した

ICT活用特集の発刊にあたって
後藤有一郎
執行役員　技術開発本部副本部長

Progress of ICT Utilization in Kobe Steel
Yuichiro	GOTO
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建設機械事業におけるIT戦略，産業機械における故障
検知など，お客様のフィールドにおいて機能する機械製
品の故障や異常の検知とその情報の活用など，ICTが社
内のものづくりだけでなく製品の一機能として重要な役
割を果たし，さらにその情報の活用がお客様にとっての
新たな価値を創造する可能性も広がっている。
　そして五番目は，加速度的に進展しているディープラ
ーニングをはじめとする機械学習や解析技術など，最新
の情報処理技術を組み合わせたAI（人工知能）および
その周辺技術の応用である。分野によってはend-to-end
と呼ばれる一切の解析的アプローチなしにデータを学習
させる方法がある。いっぽうで，課題の対象となる業務
や現象が具体的に記述できる産業応用では，機械学習が
効果的に働くように物理的な知見や解析的アプローチと
組み合わせて学習情報を定めることによって予測精度を
飛躍的に上げることが可能である。当面はこの組み合わ
せ方そのものが一つの競争軸となろう。本特集号で紹介
する事例では，学習データを機械で生成するレバレッジ
も組み合わせることで効果的な取り組みとなっている。
AI技術の産業応用は，今後何十年にもわたる遠大な技
術的進化の入り口に立った段階と認識しており，今後の
期待は大きい。

　以上，物流・生産管理の高度化，操業知の活用による
安定操業支援，生産プロセス可視化の進展，製品／お客
様サービスの向上，AIおよびその周辺技術への期待，
の五つの視点で当社のICT活用に対する取り組みを概括
した。これらのどの側面においても，企業におけるICT
活用はもはや業務や生産活動の単純な電子化が主題では
ない。製品機能や品質はもちろん，納期や安定供給など
も含めて，お客様に提供する製品・技術・サービスの価
値をICTがいかに高められるかが問われている。
　その際に最も本質的な概念は「データの使い方の発見」
と考える。これはICT活用の本質を議論する中で，当社
研究所のスローガンとなっている言葉である。ICT活用
を真の価値創造につなげるためには，お客様に向けた製
品，そのための製造プロセスに加え，お客様との関係も
含めたビジネス全体を深く理解した上で，データをどの
ように使うのか，その産業応用の中において「データの
使い方を発見」するレベルの取組みが今後必要になる，
とする半ば志のニュアンスも含んだ考え方である。そし
て，その「発見」こそがこの分野を担う研究者・技術者
のこれからの責務であると考える。
　当社の事業を支える技術開発に対して，さらなる「デ
ーの使い方の発見」を推進し，それを適用した製品・技
術・サービスの提供を通して，お客様と社会へ貢献して
行きたいと考えている。
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まえがき＝当社機械事業部門では，高砂製作所において
圧縮機（レシプロ，ターボ，スクリュ），樹脂混錬機，
ゴム混錬機などの機械装置を一品生産している。内作の
加工部品は製作所内の加工工場にて加工し，外部の購入
品と合わせて組立工場で最終製品の組み立てを行ってい
る。組み立ての生産性向上においては，組立工程の開始
予定日に必要な部品が組立工程に揃（そろ）っているこ
とが最重要である。その達成度合いである「荷揃率」を
向上させるためには，加工工場のリソースである設備と
作業者を十分に活用するいっぽうで，過負荷な状況に対
しては，事前に必要最小限の作業量を外注化することに
より加工工場の負荷調整を行うことが必要となる。
　しかしながら，加工工場は一品一様の部品を加工する
大規模なジョブショップ型の工場であり，従来，複数人
の計画立案者をもってしても全 5 万作業の日程計画は作
成できず，工場全体を考慮した現場への作業指示ができ
なかった。このように，大規模工場であるが故に，加工
計画を立案できていた設備が限定されていた。このた
め，生産管理に必要な半年程度先の負荷状況を精度良く
見積もることが困難であり，適切な外注化判断や残業対
応による負荷調整ができなかった。また，工場内の大量
の部材の位置管理ができていなかったことから計画と同
期した搬送が困難であり，荷揃率向上が課題となってい
た。
　ジョブショップ型の工場におけるスケジューリング問
題を対象とする手法はさまざまな研究があり，納期重視
型の問題に対してはシミュレーションベースの手法が提
案されている 1 ）。また，納期遅れを防ぐための残業調整
を行うシミュレーションベースの手法も提案されてい

る 2 ），3 ）。さらに，納期を厳守するための残業時間を遺
伝的アルゴリズムによって推定する手法も提案されてい
る 4 ）。
　しかしながら報告例 2 ）～ 4 ）はいずれも，社内作業者の
残業時間による調整であり，外注の利用は想定していな
い。また，外注ではなく，必要な社内設備の増強を推測
する手法については，単位期間ごとの負荷を計算するタ
イムバケット手法が提案されている 5 ）。しかしながら，
タイムバケットであるが故に作業時刻まで決定すること
はできず，その精度は粗くなることから適切な負荷調整
が困難である。
　そこで当社では，ジョブショップ型の工場において納
期を厳守するために必要な外注量を推定する問題に対し
て，高速に計算可能なシミュレーションベースの手法を
提案し，それを利用した日程計画システムを構築した。
また，計画立案に必要な進捗情報と，計画と同期化した
搬送に必要な部材位置を収集する物流管理システム

（Innovation of Logistics and Intelligent Scheduling 
System，以下iLissという）を開発した。本稿ではそれ
らのシステムの概要を説明する。

1 ．システム構成

　図 1 に示すように，開発したシステムは日程計画シス
テム（以下，iLiss-Sという）および物流管理システム（以
下，iLiss-Lという）から構成されている。日程計画シ
ステムは，中長期計画（ 1 箇月先以降）と短期計画（現
在～ 1 箇月先）を立案する。それぞれの計画は，利用の
仕方と立案方法が異なる。すなわち，短期計画は現場作
業者への作業順序の指示に利用し，中長期計画は外注化

高砂機械工場新日程計画・物流管理システム
Development of New Production Scheduling and Logistics System for  
Takasago Machinery Plant
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（技術資料）

For the machinery plant of the make-to-order (MOT) type Machinery Center in the Takasago Works 
of Kobe Steel, a system for scheduling and logistics management has been developed to improve 
the product assortment rate, an index for the rate of on-time delivery to the subsequent assembly 
plant. For scheduling, a method was devised for estimating excessive overloading to support the 
determination of the amount to be outsourced. For the logistics, a mechanism was established to 
collect progress data and the locations of members with RFID, the information necessary for preparing 
schedules. The introduction of this system has improved the assortment rate by approximately 20% 
compared with the value normalized by the average assortment rate before the introduction of the 
system.
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判断に利用する。物流管理システムは，現場に設置した
PCによって日程計画の確認や進捗入力ができるように
するとともに，RFID（Radio Frequency IDentification）
を利用して計画と同期した搬送の実現に必要な部材の位
置管理を行う。
　次章以降では，日程計画システムおよび物流管理シス
テムそれぞれの機能について説明する。

2 ．日程計画システム

　日程計画システムは計画立案方法としてフォワードス
ケジューリングを採用しており，短期計画と中長期計画
とで細部は異なる。
　中長期計画は外注化判断のための超過負荷の把握が目
的である。このため，納期制約を順守し，必要に応じて
設備能力制約や作業者能力制約を緩和した計画を立案す
る。設備選択および作業者選択は，マスタ上利用可能な
ものの中から最短で割り付けられるものを選択する。デ
ィスパッチングルールは納期遅れ削減に有効なSLACK 6 ）

を用いている。SLACKは，納期から残りの作業時間を
引いた時間（余裕時間）が少ない作業から順に割り付け
ていく方法である。詳細は2.1節で述べる。
　短期計画は，現場への作業指示が目的であるため，設
備能力制約および作業者能力制約を順守した実行可能な
計画を立案する。設備選択および作業者選択はリスケジ
ューリング前と同一のものを選択し，ディスパッチング
ルールはリスケジューリング前の前回計画の開始時刻の
早い順としている。表 1 に短期計画および中長期計画の
立案方法を示す。
2. 1　中長期計画の計画アルゴリズム
　中長期計画の計画アルゴリズムは以下のとおりである。
Step 1 ：［作業選択］ 
　未割り付けで，かつ前作業が割り付け済みの作業の中

から， 納期から残りの作業時間を引いた余裕時間の最も
少ない作業を選択する。例えば，あるJobが第 1 ～第 3
工程の作業を経て加工される場合を考える。第 1 工程ま
で割り付け済みの場合，この第 2 工程の余裕時間は以下
のように計算される。
　　d－now－Σ3

i＝2Ti　 …………………………………（ 1 ）
ここで，dはJobの納期，nowは第 1 工程の終了時刻，Ti
は第i工程の作業時間である。
Step 2 ：［作業の仮割り付け］ 
　選択した作業を，設備能力制約および作業者能力制約
内で仮割り付けする。ここで，設備は利用可能な中から
最も早く割り付けられるものを選択する。作業者は，利
用できる設備数が最も少ない人を選択する。
Step 3 ：［作業の割り付け］ 
　仮割り付けした作業の終了時刻が最遅終了時刻を超え
ない場合は，仮割り付けをそのまま確定割り付けとす
る。最遅終了時刻を超える場合は，当該作業のJob内の
前作業の直後に超過作業として割り付けする。ここで，
最遅終了時刻とは，この時刻より遅れて終了すると後の
工程を最短で割り付けたとしても必ず納期遅れとなって
しまう時刻のことをいう。例えば，Step 1 で説明した
Jobの第 1 工程の最遅終了時刻は以下のとおりである。
　　d－Σ3

i＝2Ti …………………………………………（ 2 ）
［Repeat］
　全ての作業が割り付けられるまで上記のStep 1 ～
Step 3 を繰り返す。
　図 2 にアルゴリズムのイメージを示す。超過作業とし
て割り付けることによって納期を制約として必要に応じ
て設備能力の制約を緩和するため，中長期計画は必ず納
期を順守した計画となっている。計画立案者は，超過作
業に着目することによって超過作業の外注化，あるいは
作業者の残業などの計画修正を行うことができる。
2. 2　短期計画の計画アルゴリズム
　短期計画の具体的な計画アルゴリズムは以下のとおり
である。

図 1  開発した日程計画システムおよび物流管理システムの概要
Fig. 1  Outline of developed scheduling system and logistics system

図 2  超過作業の計画方法
Fig. 2  Scheduling method for overload task

表 1  短期計画および中長期計画の立案方法
Table 1  Scheduling method of short, medium- and long-term plans
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Step 1 ：［作業選択］ 
　未割り付けで，かつ前作業が割り付け済みの作業の中
から， リスケジューリング前の開始時刻が最も早い作業
を選択する。
Step 2 ：［作業の割り付け］ 
　選択した作業を，設備能力制約および作業者能力制約
内で割り付ける。ここで，設備はリスケジューリング前
と同じものにする。作業者は，利用できる設備数が最も
少ない人を選択する。
　Step 1 の作業選択において，リスケジューリング前の
開始時刻が最も早い作業から順に選択することから，リ
スケジューリング前後での計画の変化が抑えられる。例
えば，翌日に計画していた作業がリスケジューリング後
に突然自動で 1 週間先になるといったことを防ぐことが
できる。このため，現場の混乱を抑えられる。

［Repeat］
　全ての作業が割り付けられるまで上記のStep 1 ～
Step 2 を繰り返す。
2. 3　計画修正の必要性
　前述のとおり，中長期計画は納期に基づいた余裕時間
を優先順として割り付している。 また，中長期に計画
された作業は，時間を経て短期計画に計画されることに
なるため，前回計画の開始時刻を優先順としている短期
計画も間接的に余裕時間を優先順とした割り付になって
いる。そのような余裕時間を優先順とするだけでは下記
のような場合は不十分であり，計画立案者の判断で計画
を修正する必要が生ずる。
　・同種の作業を連続させることで作業が効率化できる

場合がある。このため， 同種作業であることを計画
立案者が判断し，それらの作業を連続させる修正が
発生する。

　・短期計画においては，計画と進捗のずれから発生す
る設備の非稼動時間を少なくするために設備変更や
作業順の修正が発生する。その際に計画ロジックで
自動的に設備の変更や作業順を修正すると現場が混
乱する。

　いっぽう，中長期計画は 1 箇月以上先の計画であるた
め，リスケジューリング後に計画が自動的に変動しても
現場は混乱しない。そのため，進捗のずれに応じて計画
ロジックが余裕時間を考慮してリスケジューリングすれ
ば，設備変更や作業順序を計画立案者の判断で変更する
必要はなく，超過作業をどの加工ベンダに外注化するか
決定すれば良い。
2. 4　修正後のリスケジューリングの動作
　工場では計画立案者が複数いるため，複数人が同時に
計画修正できる機能を開発した。主に修正する点は，設
備内の作業順と作業で使用する設備の変更であり，短期
計画と中長期計画では，次のとおり修正可能な点が異な
る。
　・短期計画は作業順変更と設備変更が可能である。
　・中長期計画は計画ロジック内で設備選択を行うが，

計画立案者が希望する場合には設備を固定すること
ができる。また，超過作業は外注先を選択して固定

することができる。設備内の作業順を変更したとし
ても余裕時間を優先度として計画される。

　計画立案者による計画の修正は，ガントチャートから
編集権を取得した作業に対してのみ修正が可能となる。 
すなわち，他の計画立案者が編集権を取得している作業
に対しては，当該作業の編集権を取得することができな
いため，同一の作業に対して複数人が同時に修正するこ
とはできない。
　図 3 の例を用いて修正後のリスケジューリング動作
を説明する。上部分のガントチャートはリスケジューリ
ング前，中部分が修正直後，下部分がリスケジューリン
グ後である。ここで，Task_K_NはJob番号KのN工程
を意味し, TKNはTask_K_Nの開始時刻を示している。
中部分のリスケジューリング前では， Task_ 1 _ 2 の編
集権を取得し，その開始時刻をT12からT12'へと修正し
ている。修正に対するリスケジューリングには短期計画
に対しては短期計画ロジック，中長期計画に対しては中
長 期 計 画 ロ ジ ッ ク が 適 用 さ れ る。 修 正 さ れ た
Task_ 1 _ 2 は，T12'が前回計画の開始時刻として設定
される。 
　計画立案者が計画修正した直後は，Task_ 1 _ 2 の開
始時刻T12'が後作業であるTask_ 1 _ 3 の開始時刻 T13
より未来方向にあり（後になっており），作業の前後関
係に矛盾が生じていた。しかし，リスケジューリング後
はその矛盾が解消されていることが分かる。

3 ．物流管理システム

　日程計画システムで作成した計画を現場に指示するた
め，またリスケジューリング時に必要な最新の進捗情報
を収集するため，加工設備の傍らに約190台のPC端末
を設置した。また，計画と同期した搬送の実現に必要な
部材の位置管理を行うためにRFIDを導入した。図 4 に
物流管理システムの構成を示す。
3. 1　実績収集機能
　どの作業が完了しているか，また数日かかる長い作業
の場合はどこまで進捗していて何時ごろ終わりそうな状
態であるかといった進捗情報は，高精度な日程計画を立
案するためには重要である。そこで，部材の上部に置い
たRFID付き作業指示カードをPC端末で読み込むとと

図 3  修正後のリスケジューリング
Fig. 3  Rescheduling after modification
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もに，進捗情報を入力して管理できる実績収集機能を開
発した。
3. 2　位置管理機能
　上述の作業指示カード，および天井や柱などに設置し
た約300個の長距離検知型RFIDタグをフォークリフト
に設置したアンテナによって検出し，何をどこへ搬送し
たかを検知する機能を開発した。さらに，加工完了した
部材を次工程に搬送する要求を作業者からフォークリフ
ト端末に無線配信する機能を開発した。これら二つの機
能により，日程計画だけでは困難な加工と工場内の物流
の同期化を可能にした。図 5 に位置管理の運用状態を示
す。

4 ．運用状況

　開発した日程計画・物流管理システムは加工工場にお
いて2012年 2 月より運用を開始した。6 箇月先までの 5
万作業のスケジュール作成に要する時間は，上位の生産
管理システムからのオーダデータや実績データの取得を
含めて約20分である。スケジュールを作成するスケジュ
ーリングサーバのスペックを表 2 に示す。

　運用開始以降の荷揃率の推移を2011年の平均荷揃率で
正規化して図 6 に示した。本システム導入後では荷揃率
の向上が確認できた。

むすび＝機械装置用加工部品の加工工場において，加工
の納期達成に必要な外注化判断を支援する中長期計画
と，作業指示に利用する短期計画を作成する日程計画シ
ステムを構築した。本システムには，外注化判断のため
に納期を制約として必要に応じて設備能力の制約を緩和
する中長期計画ロジック，および中長期計画とシームレ
スにつながる短期計画を作成する短期計画ロジックを新
たに開発し，導入した。さらに，RFIDを活用すること
によって，計画作成のために必要な進捗情報などを収集
する物流管理システムを開発した。
　本システムの直接の効果は運用後の荷揃率の向上によ
り確認できている。今後は，外注化検討業務のさらなる
効率化のために，外注化した場合の荷揃率向上の寄与度
が高い作業の抽出方法が技術課題である。
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図 4  物流管理システム
Fig. 4  Logistics management system

図 5  物流管理システムの位置管理機能
Fig. 5  Location management functions in logistics management 

system

表 2  スケジューリングサーバの仕様
Table 2  Specification of scheduling server

図 6  正規化した荷揃率
Fig. 6  Normalized ratio of assortment of load
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まえがき＝一貫製鉄所においては，鉄鉱石や副原料，鉄
鉱石を事前処理した焼成鉱を高炉炉頂より連続装入し，
炉内で還元・溶融・浸炭させ高温の溶銑を連続生産して
いる。高炉内部は高温・高圧・粉じん環境であり，炉内
の状態を直接計測することは難しいため，多数のセンサ
が炉壁に設置されている。これらセンサで取得したデー
タから炉内状態およびその変化を推定・予測して，適切
な操業アクションにつなげることが高炉安定操業にとっ
て重要となる。異常予兆の見逃しや誤判断は，高温ガス
による設備破損のほか，熱供給不足によって炉内の銑鉄
が凝固して生産停止につながるリスクがある。高炉は製
鉄所の最上流に位置するため，高炉生産が滞ると製鉄所
全体に影響が及ぶ。
　そのため，高炉の操業を安定に維持させることは重要
な課題であり，これまでにもさまざまな研究が行われて
きた。たとえば，高炉の状態に影響を及ぼす炉内融着体
形状の推定 1 ）やAI技術を用いた炉熱制御 2 ）など，装入
物やセンサ情報から炉況を推定・評価し，安定操業を支
援する技術開発が行われてきた。しかし，高炉はさまざ
まな要因が複雑に絡み合ったプロセスであり，操業にお
いては熟練操業者の総合的判断やスキルに依存する部分
が多いことも事実である。
　いっぽう，熟練操業者から若手への世代交代も進んで
おり，若手操業者の経験不足やスキル不足による異常予
兆の見逃しや誤判断も危惧される。そのため，操業者の
気づきや判断を支援する技術やツールが求められてい
る。
　近年はICTの進歩により，大量のデータを解析して
人間の判断やアクションを支援する技術の進展が著し

い。そこで当社は，高炉操業における異常事象の一つで
ある吹き抜けを対象に，操業者に吹き抜け発生リスクの
気づきを支援するという観点でデータ解析技術を活用し
た吹き抜け予測技術の開発に取り組んだ。吹き抜けと
は，高炉下部から吹き込まれた熱風が還元ガスとして炉
内を上昇する際に，その流れが炉内状態の乱れによって
悪くなり（以下、通気不良という），次第に圧力が上昇
して通常よりも高い圧力・温度で炉頂から高炉ガスが排
出される事象である。
　吹き抜け予測技術についてはこれまでに，圧力の周波
数解析 3 ） や主成分分析 4 ）による方法が試みられてきた。
しかし，吹き抜けの発生要因は複雑であり，操業者の判
断に委ねる部分が残っているのが実情である。
　そこで当社では，さまざまなセンサ情報に対して統計
処理やパターン分類手法を適用し，吹き抜けリスクと相
関の高い複数の特徴量を定義した。さらに，それらを組
み合わせることで，吹き抜けリスクの定量的な指標を操
業者に提供する操業支援システムとして実用化した。本
稿ではその概要と適用結果を報告する。

1 ．吹き抜け予測システムの概要

　吹き抜けが起きると，炉頂設備を破損させたり，熱損
失の増大によって炉熱が低下したりするなどの重大なト
ラブルにつながることがある。この吹き抜けの予兆現象
として還元ガスの通気不良による圧力上昇があり，伊藤
らは 5 ）圧力などの監視データの大小を吹き抜け予測の
判定基準としている。しかしながら，圧力上昇はさまざ
まな要因で起こるため，圧力上昇発生のみを「吹き抜け
リスク」とみなすと過検出につながる。また，データ処

高炉吹き抜け予測方法
Method for Predicting Gas Channeling in Blast Furnace

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（論文）

In order to maintain stable operation of a blast furnace, deviations from the steady state should be 
quickly detected and corrected. Because internal physical states are difficult to measure directly, 
experienced operators play a crucial role in integrating information from various sources such 
as sensors and visual observations so as to recognize, predict, and react to probable anomalies. 
Overlooking undesirable symptoms or delayed actions possibly leads to the excessive loss of heat, 
which, in the worst case, can cause the abnormal shutdown of operation. One of the events highly 
associated with the risk of heat loss is gas channeling, which sets off an alarm signaling to the operator 
to decrease the flow rate of input hot gas. Gas-channeling is judged to be imminent by the integration 
of indices designed so as to detect unusual changes in the variations and patterns of sensory data. The 
precision of our prediction method is evaluated on using actual data.
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理の観点からは，このような問題は時系列データの変化
点検知問題と捉えることもできる。たとえば，データ通
信量の変化をもとにインターネットウイルス感染を検知
する技術 6 ）があるが，吹き抜けは非定常状態の中で生
じる事象であり，そもそも変動が大きい中での変化検知
は容易ではない。しかし，実際の吹き抜け発生時のデー
タを詳細に調査することにより，圧力の上昇と同時に炉
内温度やその空間的な分布も平常時から大きく異なる状
態となることが分かった。
　そこで，吹き抜けに先行して顕在化するこれらの異常
状態に対し，圧力だけでなく多数の温度で表現した通気
性指標を導入することによって吹き抜けリスクの指標化
を図った。そして今回，この通気性指標が高い期間にお
いて圧力が急上昇したタイミングを「減風タイミング」
として警報発令する吹き抜け予測システムを開発した。
　このような吹き抜け前のデータ挙動から複数の特徴量
を算出して吹き抜け発生を予測する方法は過去にも提案
されている 7 ）。しかし，複数の特徴量で予測するために
はそれに対応した複数のパラメータが必要となり，操業
状態が変化するたびにおのおののパラメータを調整する
必要性が生じる。人手による操業解析によってパラメー
タを調整することは，長期安定運用の阻害につながる。
　そこで今回は，パラメータ調整方法を標準化すること
によって少ない労力で複数のパラメータを調整できるツ
ールも併せて開発した。

2 ．通気性指標の構成と計算方法

　本章では吹き抜け予測システムの中核となる通気性指
標を構成する特徴量とその計算方法について詳しく述べ
る。
2. 1　通気性指標構成のための特徴量選定
　前述したように，吹き抜け現象には圧力上昇に加えて
炉内の温度分布も深く関与する。このため，通気性指標
を構成する特徴量として以下に説明するSC1～SC8を設
定した。後述するとおり，最終的にはこれらを組み合わ
せることによって通気性指標を導出した。
2. 1. 1　圧力変動
　データ解析の結果，吹き抜け発生前には必ず圧力が激
しく変動していた。その変動パターンには長時間にわた
って継続するものと短時間に集中するものがあった。さ
らには変動が炉壁全域で発生することが分かった。そこ
で，これらタイムスコープの異なる現象を圧力計測値の
複数の分散値を使って定量化し，それを組み合わせるこ
とで圧力変動を定量化した。具体的には，四つの高さ位
置について， 5 分，60分，120分，240分の四つの時間区
間，すなわち 4 高さ× 4 時間区間＝16区間の中で変動が
実績から調整した閾値（いきち）を超えた区間数に基づ
いて式（ １ ）でスコアを計算する。
 

　　　　　………………………………………………（ 1 ）
ここで，
　　SC1 ：圧力の時間変動特徴量（以後添え字違いはお

SC1＝NΣ
h

f1（Ph,t（t－5）,Ph,t（t－60）,Ph,t（t－120）,Ph,t（t－240））

のおのの特徴量を示す
　　t ：時間（分）
　　N ：入力値を 0 ～ 1 の指標値に変換する関数（詳細

は 3 章に記載）
　　f1 ：閾値を超えた入力変数の項目数をカウントし，

0 項目と 1 項目は 0 点， 2 項目は 1 点， 3 項目
は 2 点， 4 項目は 3 点とスコア化した値

　　h ：高炉の高さ（本特徴量では炉上部注 1 ）から炉下
部まで四つの高さ）

　　ph,t（t1） ：高さhの全圧力の平均値の120分分散値の  
t1～t間の時間平均値

2. 1. 2　周方向の温度分布の均一性
　ガス流れが乱れた（偏流化した）場合，図 1 に，高炉
のある断面での温度分布とその重心位置を星印で示し
た。温度分布が炉の断面内で不均一となり，特定の方向
に高温域が広がる。そこで，周方向の温度分布を元に式

（ 2 ）のように重心座標を計算し，その中心からのずれ
を通気性指標に取り入れる。このずれを複数の高さで計
算したうえで 0 から 1 までの実数値に指標化し（指標化
方法は後述），各高さでの指標値の最大値を温度分布評
価のスコアとした。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
 …（ 2 ）

ここで，
　　h ：高炉の高さ（本特徴量では上部の 3 種の高さ）
　　d ：hの高さでの各センサの通し番号
　　Th,d ：高さhのd番目の温度センサの計測値
　　nh ：高さhでの温度センサの数
　　θh,d ：高さhにおいて 1 番目のセンサを基準とした

ときのd番目のセンサの角度
2. 1. 3　炉上部温度の均一性
　吹き抜け発生前には炉上部の温度に比べて炉中部の温
度が高くなるなど，高さ方向のステーブ温度分布が大き
く変化する傾向が見られる。このような現象を捉えるた
めに式（ 3 ）のような特徴量を定義した。
　　SC3＝N（Th1－Th2） …………………………………（ 3 ）
ここで，
　　h1, h2 ：高炉の高さ（本特徴量では炉上部の二つの高

さ）

SC2＝maxhN（f2（Th,d,nh,θh,d）

f2＝ ＋Th,dcosθh,dnh

1
d＝1

nh 2
Th,dsinθh,dd＝1

nh 2

脚注 1 ） 本稿では高炉を鉛直方向に三つの部分に分け，上から順
に炉上部，炉中部，炉下部として説明している。

図 1  温度の円周方向分布例
Fig. 1  Temperature distribution in circumferential direction
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　　Th ：高さhでの全温度センサ計測値の平均値の
120分間の時間平均値

2. 1. 4　炉上部温度
　吹き抜けの前には炉上部の温度が顕著に高くなること
が多く，炉上部温度が不均一になっていた場合は，さら
に吹き抜けの危険度が増していることが想定される。こ
のため，炉上部温度に加えて「炉上部温度の均一性」の
特徴量も加味した特徴量を定義する。

　　　　　　　　　　  ………………………………（ 4 ）

ここで
　　h：高炉の高さ（本特徴量では炉上部の 3 つの高さ）
　　Th：高さhの全温度センサの平均値の過去120分間

平均値
2. 1. 5　炉中部温度
　これまでのスコア計算においては主に炉上部の計測温
度を利用した。しかし，炉況悪化時は炉中部の温度も通
常に比べ大きく上昇する傾向があることから，炉中部温
度の上昇を式（ 5 ）で特徴量として捉える。

　　　　　　　　　  …………………………………（ 5 ）

ここで，
　　h：高炉の高さ（本特徴量では炉中部の二つの高さ）
　　d：hの高さでの各センサの通し番号

　　Zh,d：Th,d を正規化した温度，

　　μ：一定期間の平均値，σ：一定期間の標準偏差
2. 1. 6　鉛直方向の温度差
　図 2 は，縦軸を高炉高さ，横軸を正規化温度として，
過去に発生した吹き抜け前の 3 時点での値をグラフにし
たものである。吹き抜けが近づくにつれて，高温部位と
低温部位との温度差が顕著になり，温度分布が通常時か
ら乖離（かいり）していることが分かる。このときの分
布変化を式（ 6 ）で捉えて特徴量とした。

 
　　　　　　　　　　　　　　　　 ………………（ 6 ）

2. 1. 7　炉頂ガス温度
　炉況悪化時には炉頂ガス温度が上昇するため，一定期
間の最大値を特徴量に活用している。

 
　　　　　　　　　 …………………………………（ 7 ）

SC4＝
ΣhN（Th）＋SC3

4

SC5＝N maxZh,d
（h,d）

Zh,d＝
Th,d－μ
σ

SC6＝N max maxZh,d－minZh,d
d h h

SC7＝N maxTtop
t

ここで，Ttop：炉頂ガス温度
2. 1. 8　送風圧力
　炉頂ガス温度と同様に送風圧力も同様の傾向があるた
め特徴量とした。
　　
　　　

　　　　　　　　………………………………（ 8 ）

ここで， Pbottom：送風圧力
2. 2　各特徴量の指標化方法
　各特徴量を組み合わせるにあたり，特徴量の分布の中
央値からの乖離度合いを表現すべく指標化した。指標化
の方法を図 3 に示す。図 3 は，上図に収集したデータの
度数分布，中央図にその累積分布，下図にその分布から
定まるパラメータを用いた指標化関数を示している。図
3 のように累積度数の50%値とα%値を用いて下記のよ
うに指標化を行う。
　 0 ～50%： 0 　（通常状態とみなす）
　50%～α%： 0 ～ 1 　（乖離状態への過渡期とみなす）
　α%～100%： 1 　（乖離状態とみなす）
パラメータαは 3 章で説明する方法にて決定する。
2. 3　気性指標の定義と評価
　当社は，各特徴量の組み合わせによって通気性指標を
定義し， 3 種類の指標候補（SCA, SCB, SCC）の中から最
良のものを選択するアプローチで開発を進めた。
　第 1 候補のSCA では，吹き抜け前に圧力変動が大きい
ことに着目して，式（ 9 ）のように「圧力変動」（2.1.1項）
を通気性指標と定義した。
　　SCA ＝SC1 …………………………………………（ 9 ）
　第 2 候補のSCB では，SCA では検知困難な吹き抜け前
に特徴的に観察される温度パターン（2.1.2項および2.1.3
項）の特徴量を考慮して式（10）のように通気性指標を
定義した。
　　SCB ＝min（SC1, SC2, SC3） ………………………（10）
　第 3 候補のSCC は，SCA ，SCB の過検出が多いことを考
慮し，SCB が大きいときには判別指標（SC4～SC8）の成
立数も評価に加えて，式（11）のように通気性指標を定
義した。

SC8＝N maxPbottom
t

図 2  吹き抜け前の温度の鉛直方向分布の実測例
Fig. 2  Temperature distribution along furnace axis just before 

channeling

図 3  特徴量の度数分布例とその指標化
Fig. 3  Conceptual representation of indexed feature value using  

parameter α from cumulative frequency distribution
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 …（11）

ここで，KはSC4～SC8の成立数，TK はその閾値である。
各スコアを指標化するためのパラメータを調整している
ため，これらのパラメータは操業変化ごとに調整する必
要はなく，あらかじめ固定値として与えておく。
　 3 種類の通気性指標SCA, SCB, SCC の性能を 1 年間の実
操業データで評価したところ，いずれの指標も全ての大
規模吹き抜け注 2 ）を検知できることを確認した。そのう
えで，図 4 に示すとおり閾値超えの回数はSCC が最少と
なり，過検知を最も抑制できることが分かった。このこ
とから，吹き抜けリスクを表す指標としてはSCC が最も
適切なことが分かった。図 5 は通気性指標（Index 
value）と高炉シャフト部の圧力と温度推移を表したチ
ャート図である。圧力と温度は同じ高さに複数のセンサ
を配置しているため，チャート図でも複数の圧力と温度
を一つのグラフに掲載した。図 5 より，圧力変動が増加
して温度分布も崩れるにつれて，それを捉えて通気性指
標が大きくなっていることが分かる。通気性指標の変化
が圧力や温度の変化に比べて遅れているのは，通気性指
標は圧力や温度の一時的な変動ではなく持続的な変動を
検知しているためである。この通気性指標が増大する期
間は，原料の質の悪化や残銑の上昇などが発生してお

SCC＝ ＋0.8
SCB

0.9 ～ 1（Kで決定）（SCB≥0.8∩K≥Tk）
（SCB≥0.8∩K <Tk）

（SCB <0.8）
SCB－0.8
2

り，炉況悪化を表現できていることも確認できた。

3 ．パラメータ調整手法

　本章では，2.2節の指標化に用いたパラメータαの調
整手法について述べる。高炉で使用する原料の性状や焼
成鉱の配合条件などが大幅に変化し，母集団であるデー
タセットおよびそこから求められる度数分布が大きく変
化した場合については，適切にパラメータ調整を行うこ
とが，炉況定量化の精度維持の観点から重要である。そ
こで，対象とする特徴量の度数分布を常時監視し，変化
があればパラメータαの調整を一律に実施することとし
た。パラメータは，吹き抜け発生を含む過去一定期間の
事例を用いて分布計算したうえで，大規模吹き抜けを見
逃さないよう，また過検出の最小化を実現するよう最適
な値に調整する。
　このパラメータ調整手法を図 6 に示したフローチャ
ートのように標準化した。本繰り返し処理を自動的に行
うツールを開発し，パラメータ調整を容易にした。
　図 7 は二つの異なるデータセットから得られた度数

脚注 2 ） 減風率30%以上の吹き抜けを大規模と定義した。

図 4  通気性指標SCA ，SCB ，およびSCC が閾値を超えた回数（SCA

の回数を 1 とする）
Fig. 4  Relative number of times of SCA, SCB and SCC beyond 

threshold (assume number of times of SCA 1)

図 5  炉況悪化時の指標値推移
Fig. 5  Transition of index value in deterioration of furnace conditions

図 7  特徴量の度数分布変化と指標化方法
Fig. 7  Change of frequency distribution of feature values and 

method of indexing

図 6  パラメータαの調整方法
Fig. 6  Adjustment method of parameter α
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分布（上図）とパラメータαを用いて決定した指標化関
数（下図）を示している。図 7 のように，度数分布が変
化したときは指標化関数が変化し，高炉操業条件の変化
に合わせた通気性指標を計算することができる。

4 ．吹き抜け予測システムの評価

　開発した通気性指標とパラメータ調整手法をもとに，
吹き抜け予測の標準を策定した。すなわち，吹き抜け予
防アクションを行うにあたり，下記二つの条件（減風条
件）が同時に満たされたときに減風を指示することとし
た。
　　①指標値が閾値を超える
　　②炉上部の最大圧力が閾値を超える
　具体例として，過去に吹き抜けが起きたときの指標値
と炉上部圧力の推移を図 8 に示す。吹き抜け前に減風条
件に達しており，本技術を適用すれば事前に減風して吹
き抜けを防止できたことが分かる。
　本技術の精度評価として，パラメータ調整に用いてい

ない期間のデータを対象に，減風条件に達したときに過
検出はないか，大規模吹き抜けの未検出はないか，とい
う二つの観点で評価した。1 年半のデータで減風条件に
達したタイミングを調査すると， 9 割以上の事例で吹き
抜けが発生していた。残る 1 割の事例でも吹き抜けは起
きなかったものの，操業部門の評価にて吹き抜けが起き
てもおかしくないほど炉況が悪い事例であり，過検出と
はいえない事例であった。また，大規模吹き抜けについ
ては全て事前に減風条件を満たしており，正しく予測で
きていることが分かった。
　以上の精度評価を踏まえ，現在では実操業において本
システムが活用され，減風タイミングの指示を行ってい
る。

むすび＝高炉の異常状態である吹き抜けについて，背景
事象である炉況悪化の定量化と炉内圧力によるタイミン
グ検知による吹き抜け予測技術を開発した。
　本手法により高い精度で吹き抜けの予測が可能とな
り，実機活用を進めている。また，他のプロセスにおい
ても，通気性悪化状態の推定は操業者に依存している部
分が多いのが実情であり，本技術を適用することによっ
て客観的な情報のみで異常状態を予測することが可能に
なると考えている。
　
参　考　文　献
1 ） 加瀬正司ほか. 鉄と鋼. 1980, Vol.13, p.148.
2 ） 青木太一ほか. CAMP-ISIJ. 1991, Vol.4, p.1340.
3 ） 山本修一ほか. CAMP-ISIJ. 1996, Vol.9, p.904.
4 ） JFEスチール株式会社. 高炉の操業方法. 特開2017-128805. 

2017-7-27.
5 ） 伊藤雅浩ほか. 計測自動制御学会産業論文集. 2009, Vol.8, 

No.10, p.82-89. 
6 ） 山西健司. データマイニングによる異常検知. 共立出版, 2009, 

p.45.
7 ） 山本亮二ほか. 鉄と鋼. 1986, Vol.10, p.1545-1551.

図 8  吹き抜け前の通気性指標と圧力の推移
Fig. 8  Transition of index value and pressure before gas channeling
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まえがき＝製鉄所においては，溶銑予備処理や転炉， 2
次精錬，連続鋳造機などの設備から構成される製鋼工程
を経てさまざまな鋼材が生産されている。また，これら
の鋼材の生産にあたって，例えば連続鋳造機における鋼
種の鋳造順は，あらかじめ立案した生産計画に従って決
められている。その鋳造順の計画を立案することや変更
することを「キャスト編成（型組み）」と呼ぶ。
　連続鋳造機では，溶鋼の入った取鍋 1 杯分を生産単位

「 1 チャージ」とし，さまざまな鋼種が連続的に鋳造さ
れる。連続鋳造機 1 基あたり 1 日十数～数十チャージ鋳
造する。鋳造順の計画を立案する際は， 1 旬（=10日）
分と前旬の未鋳造分のチャージを合わせた数百チャージ
に上る鋼種を対象とする。その際，設備などの制約条件
や工程納期（≒圧延日）を順守することに加えて，成分
が同一ないし類似する鋼種のチャージをできるだけ連続
的に鋳造して歩留りを向上させることが重要となる。
　こうした生産計画立案問題に対し，これまでは最適化
技術による解決が試みられてきた 1 ）～ 4 ）。しかしながら，
最適化技術で問題を解決するためには，制約条件や評価
指標を数値化･定式化する必要がある。また，制約条件
や評価指標は設備，操業など多岐にわたるうえに，操業
状況や納期などの生産方針に応じてその重要度が日々変
化するため，数値化･定式化は難しい。また，最適化技
術では組み合わせパターンの探索に膨大な時間がかか
る。このため，急な計画変更への対応が難しく，頻繁に
変更がある場合への適用は困難である。さらに，最適化
技術で得られた計画案は立案過程がブラックボックスで
あるため，計画案が本当に最適であるという妥当性の説
明･評価が困難であり，実務面での有用性に限界がある。
　そこで，その時々の操業状況に応じて型組み担当者が

臨機応変に判断することを支援する「意思決定支援」の
アプローチが実用的観点から有用であると考えられる。
しかしながらその一方で，担当者の経験や知識のみに頼
る状況では，担当者が交代した際に計画ミスが発生する
などの問題が生じやすい。
　上記背景より，型組み担当者に情報を整理して提示す
るだけでなく，鋼種の類似構造や問題の制約構造を過去
の実績データなどから抽出して可視化し，型組み担当者
の判断支援，知識補完を重視した型組みの「支援ツール」
の開発に取り組んだ 5 ）。今回開発したツールの活用によ
って鋳造順決定の判断を支援することができるようにな
ったと同時に，業務効率化と新人担当者の知識補完によ
る技能向上を実現することができた。

1 ．キャスト編成問題に対するアプローチ

1. 1　キャスト編成問題の概要
　型組み業務は，連続鋳造機の生産単位である取鍋 1 杯
を「 1 チャージ」としてその鋳造順を決定する業務であ
る。各チャージはそれぞれ一つの鋼種に対応し，成分値
や鋳造速度などの製造条件が異なっている。また，鋳造
順は「キャスト」単位で計画を立案・変更する。キャス
トは，一つの「タンディッシュ」を使用して鋳造する単
位である。タンディッシュは，複数鋳型の分湯や，鋳型
に溶鋼を流し込む取鍋交換時の溶鋼バッファとして，取
鍋の溶鋼をいったん受ける容器である。また，タンディ
ッシュは十数～数十チャージ鋳造するたびに交換し，そ
の都度新しいキャストへ切り替わる。タンディッシュが
切り替わることにより，鋼種間の成分差や大半の制約が
一度途切れる。このため，鋳造順の計画立案･変更は，
キャストごとに分割し，キャスト単位で行われる。本稿

意思決定支援技術によるキャスト編成の高度化
Improved Casting Scheduling Using Interactive Computer-assisted 
Decision Support Technology

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（論文）

This paper introduces an interactive scheduling system to assist in determining the 4order of 
steel types for a continuous casting machine. The scheduling requires taking into account various 
constraints and priorities that may affect the quality, delivery and productivity, etc. In addition, 
those constraints and priorities can vary depending on the daily operational conditions, so extensive 
experience and knowledge are indispensable when scheduling. Hence, a tool has been developed which 
presents information on the interactive interface by utilizing the data with maximum effectiveness to 
enable scheduling workers to make more appropriate decisions.
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ではこれを『キャスト編成』と呼ぶ。
　キャスト編成は鋼種名や各チャージの納期などを考慮
して決定するが，その際以下のような制約条件を満たす
必要がある。
　・鋼種の隣接制約：

　溶鋼の成分差などの理由により，連続して鋳造で
きない鋼種の組み合わせがある。

　・キャスト配置制約：
　特定の鋼種に対し，キャストにおけるスケジュー
ル上の配置場所が指定されている。

　上記以外にも，連続して鋳造できるチャージ数に上限
が設定されている「チャージ数制約」など，さまざまな
制約が数十種類，計百数十個存在する。しかしながら今
回開発したツールでは，出現頻度が高い重要な制約であ
る「鋼種の隣接制約」および「キャスト配置制約」の 2
種類を考慮した。
1. 2　キャスト編成の手順・パターン分析
　ツールの仕様を検討するに先立ち，どのような「支援
ツール」を導入すれば効果的であるのか明確化する必要
がある。このため，過去に実際に行ったキャスト編成の
作業実績データを収集し分析した。加えて，現場での型
組み業務を現地で観察した。これらにより，キャスト編
成における担当者の思考判断パターンを整理した。
　その結果，キャスト編成における基本的な着眼点は主
に 2 点あることが分かった。
　・各チャージにひも付いた受注の「納期」
　・各チャージに設定された鋼種の「成分値」
　　（鋳造の隣接鋼種間の成分差）
　担当者がこの 2 点を意識してキャスト編成する際，あ
る一定の編成手順，および編成パターンになっているこ
とが分かった。
　編成手順の大まかな流れは以下のとおりである。

①鋼種名（成分値）を基に，成分値が近い鋼種同士で
グループ分けをする。（本グループを「鋼種グループ」
と呼ぶ。）

②鋳造量の多い鋼種グループに対して，成分値が離れ
ている特殊な鋼種グループ，あるいはキャストの配
置場所が決まっている鋼種グループを納期が近い順
にキャスト上へ仮配置する。（優先的に仮配置する
鋼種を「キー鋼種」と呼ぶ。）

③仮配置したキー鋼種を基準に，制約や歩留りを考慮
しながらキー鋼種の間を鋳造量の多い鋼種グループ
でつなぎ，キャストを完成させる。

　このようなキャスト編成では鋼種グループで並べてい
る。このため，急な注文や納期変更，試験落ちによる再
鋳造などが発生した場合においても，鋼種グループ内で
鋼種を入れ替えれば歩留りに影響せず，変動を容易に吸
収できることが分かった。
　具体的な分析例を表 1 に示す。表 1 は，キャスト編成
立案時の作業ログを基に，チャージの配置着手順を抽出
した結果を表している。チャージは，上で述べた「キー
鋼種」，鋳造量の多い鋼種グループである「Gr A」およ
び「Gr B」の計 3 種類に分類した。また，納期を軸に

チャージをD1からD5の 5 種類に分類し，納期が近いチ
ャージほど若い数字にしている。
　表より，キー鋼種は定期的に着手しており，キー鋼種
とキー鋼種の間で鋳造量の多い鋼種グループ「Gr A」
および「Gr B」に着手していることが分かる。また，
前半に配置着手しているチャージは納期の近いD1～D3
がメインであったが，後半になるほど納期に余裕がある
D3～D5がメインになっていることが分かる。
　上記のような知見は，担当者へのヒアリングや業務観
察のみならず，実際の作業実績データを分析することに
より得られたものである。操業の実績データを分析する
ことにより，知識やノウハウの整理，それを反映したシ
ステム設計が従来に比べてより網羅的・効率的に行える
ようになった。

2 ．キャスト編成意思決定支援ツールの開発

　1.2節で述べたキャストの編成手順を基に，下記 3 点
をキャスト編成支援の主要機能とすることにした。
 （ 1 ） 問題構造把握の支援

　キャスト編成対象のチャージの鋼種構成を迅速に
把握し，鋼種選択の手順を支援する。

 （ 2 ） 鋼種配列順序の発想支援
　鋼種構成と実績データから適切な編成パターンを
表示し，鋼種の仮配置を支援する。

 （ 3 ） 鋼種隣接制約情報のガイダンス
　仮配置した鋼種に隣接させ，制約を順守したより
歩留りの良い鋼種の選択を支援する。

2. 1　問題構造把握の支援
　成分と納期の 2 次元マップにして鋳造対象のチャージ
一覧を表示する「問題構造の視覚化」を実現した。これ
により，キー鋼種の種類やその種類数などキャスト編成

表 1  キャスト編成チャージ配置着手順
Table 1  Charge arrangement step in casting scheduling
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対象のチャージの鋼種構成を迅速に把握できるようにな
り，どの鋳造対象の鋼種から仮配置すべきか，担当者が
容易に判断できるようにした。
　実際の画面を図 1 に示す。画面は上下 2 領域で構成さ
れており，上領域にはキャスト編成の計画状況が表示さ
れ，下領域には鋳造対象となる鋼種がグループ化（グル
ープについては後述）されて納期順にまとめて表示され
ている。担当者は，上領域の空き状況（計画未定領域），
および下領域の納期順／グループ単位の鋼種分布を見
て，鋼種を下領域から上領域にドラッグ＆ドロップして
キャスト編成を進める。
　担当者は，「キー鋼種」をキャスト編成の軸として鋳
造量の多い二つの鋼種グループ間を埋める操作を行う。
縦軸上部にキー鋼種，縦軸下部に鋳造量の多い鋼種グル
ープを上から下に表示することにより，鋼種配列が着手
順と一致するようにした。横軸も同様に，納期順に左か
ら右へ配置することによって左から右への鋼種配列が着
手順と一致するようにした。
　従来，鋳造枠の制約、および鋳造対象鋼種の種類や数，
納期などの情報をリストから熟練担当者が経験に基づく
判断によって鋼種を選択していた。今回，このようにマ
ップ化したことにより，左上部から右下部への順で鋼種
を選択するだけで熟練担当者と同等のキャスト編成が容
易にできるようになった。
2. 2　鋼種配列順序の発想支援
　熟練担当者は，さまざまな種類の鋼種をどのように組
み合わせて鋳造順を作成するかといったキャストの編成
パターンを経験知として数多く蓄積している。そうした
経験知に基づいて鋼種を仮配置した後，制約・優先度な
どに基づいて微調整し，キャスト編成を仕上げている。
そこで，実績データに基づく選択可能な全ての編成パタ
ーンを担当者に提示することにより，より良い歩留りの
編成パターンを想起させることができないか試みた。
　実績データには数百種類の鋼種が存在する。しかし，
鋼種配列が完全に一致するパターンは過去数年間を対象

にしてもまれである。そのため，鋼種（鋼種名）のまま
実績データと照らし合わせて編成パターンを抽出するこ
とは難しい。そこで，鋼種（鋼種名）を鋼種グループに
置き換えて取り扱うことにより，鋼種配列をパターン化
することを検討した。
　鋼種グループは，鋼種の成分を基にクラスタリング

（グループ化）して作成した。クラスタリングとは，デ
ータの集まりをデータ間の類似度に基づいて複数の部分
集合であるクラスタ（グループ）に切り分ける手法であ
る。この手法を用い，鋼種間の成分差の類似度に基づい
て鋼種を複数の鋼種クラスタに分けた。
　なお，クラスタリングの手法として，階層的クラスタ
リング 6 ）を使用した。階層的クラスタリングとは，個々
のデータを一つのクラスタとして設定し，クラスタ間の
類似度を計算して最も類似しているクラスタを併合する
処理を繰り返す手法である。この手法を用いると，鋼種
をクラスタとしてクラスタ間の成分差で類似度を計算
し，最も成分差の近いクラスタを併合する処理を繰り返
すこととなる。また，クラスタリングの際，炭素など成
分ごとの差に対して，それらの鋼種を連続鋳造した場合
の歩留りへの影響度合いにより重み付けをした。
　ある 1 旬の鋳造鋼種を用いてクラスタリングした結果

（樹形図）を図 2 に示す。下の階層から上の階層に向か
うほど枝が結合されていることが分かる。それがクラス
タの併合である。階層的クラスタリングの併合する処理
を図 2 の横破線で中断すると，それより下の階層の鋼種
一群（点線で囲った部分）は同一鋼種クラスタ（鋼種グ
ループ）となる。図 2 では，下の階層のクラスタは複数
の鋼種グループに分けられ，鋼種の約 7 割が鋳造量の多
い鋼種グループとなった。また，上の階層の 8 クラスタ
はどの鋼種にも併合されなかった鋼種である。すなわ
ち，成分が他の鋼種と離れている「キー鋼種」である。
　クラスタリングで得られた鋼種グループ／キー鋼種
が，キャスト編成する際の鋼種グループ／キー鋼種と一

図 1  キャスト編成における問題構造可視化
Fig. 1  Visualizatin of problem structure of casting scheduling problem

図 2  鋼種成分の差の値を用いた階層的クラスタリング（樹形図）
Fig. 2  Tree diagram of hierarchical clustering with using difference 

of ingredients of steels
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致しているかを型組み担当者に確認した。その結果，ほ
ぼ同一であることが分かり，クラスタリング手法で鋼種
グループが抽出可能であることが実証できた。
　つぎに，抽出した鋼種グループを用いて，実績データ
から鋳造パターンが抽出可能か検討した。鋳造順（キャ
スト編成）は，一つのクラスタ（鋼種グループ）を「島」
とみなし，いくつかの島を一筆書きの要領で結ぶことに
よって表現できる。図 3 にそのイメージを示す。実線の
だ円を島とし，その島に属する鋼種を各島の中に配置し
ている。縦軸および横軸は成分値を表しており，距離は
成分差である。実際には溶鋼に含まれる成分は十数種類
にも及ぶため， 2 次元的に表現することは難しい。そこ
でここでは，縦軸と横軸に複数の成分を織り交ぜてイメ
ージ図として簡略的に描いた。鋼種グループやキー鋼種
と同様に，このイメージ図についても，キャスト編成す
る際の鋼種グループ間の成分差に対する型組み担当者の
経験や感覚と一致しているかを確認した。その結果，担
当者も図 3 のようなグループ間の成分差（歩留り）を感
覚的に把握，認識していることが確認できた。
　最後に，それらの配列（鋳造順）を，点線で重ね合わ
せねてみると，図 3 の場合，下記のような特徴を持つ「ま
たぎパターン（編成パターン）」があることが分かった。
 （ 1 ） ハッチングしているだ円は，鋳造量が多い二つの

鋼種グループである。この二つの鋼種グループを
つなぐ場合，直接つなぐのではなく，それ以外の
キー鋼種や特殊な成分の鋼種グループを経由して
いる場合が多い。

 （ 2 ） キャストの末尾（タンディッシュ交換前）は，キ
ー鋼種や特殊な成分の鋼種グループで終わる場合
が多い。つまり，担当者が使用している編成パタ
ーンは特殊な成分であるキー鋼種をキャスト全体
の歩留りを低下させることなく，どのように埋め
込むかがキャスト編成の最も重要なノウハウであ
ることを発見した。

　これらの知見を活用し，過去実施した全てのキャスト
編成パターンを歩留りなどの評価指標で重み付けして担
当者へ提示するようにした。これにより，担当者がより
良い歩留りの編成パターンが想起できるよう支援するよ

うにした。
　図 4 にキャスト編成ガイダンス画面を示す。画面右側
の鋼種名一覧に対し，その鋼種のグループが含まれる鋳
造パターンを画面左側に表示している。この例において
は，画面右側の鋳造対象となる鋼種名に対し，その一文
字目がグループ名を表しており，どの鋳造パターンを見
てもほぼ「C-A-C～」の編成パターンで始まることが分
かる。また，歩留り実績の平均値・最小値・最大値を計
算し，歩留りが良い順に表示している。
　この機能により，これまで習熟することで獲得してい
た熟練担当者の編成パターンを，体系的な知識として合
理的に活用できるようになった。
2. 3　鋼種隣接制約把握の支援
　鋼種配列を決める段階では個々の鋼種の隣接制約が多
数存在する。そのため，経験の少ない担当者がこのよう
な制約を覚えるには相応の時間を要する。また，見落と
しなども発生しやすい。そこで， 2.2節で述べた俯瞰（ふ
かん）的な視点での鋼種配列順序の発想支援に加え，隣
接制約をガイダンスする制約知識補完機能を実現した。
　過去の配列実績を基に，異なる鋼種を連続して鋳造し
た回数などから「隣接しやすさ」を定量的に指標化し，
実際の計画立案・変更時に，容易に参照できるようにし
た。そのガイダンス画面を図 5 に示す。

図 3  鋼種グループでのキャスト編成遷移イメージ
Fig. 3  Images of casting pattern using converted ingredient map

図 5  鋼種隣接制約情報の表示
Fig. 5  Display of possible neighboring steel types and incurring crops

図 4  鋼種配列順序の発想支援
Fig. 4  Suggested group arrangement patterns
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　ガイダンス画面において，鋳造する鋼種名を中央部分
の入力ボックスに指定すると，上半分の領域に先行鋼種

（過去に鋳造した鋼種のうち，当該鋼種の直前に鋳造し
た実績のある鋼種の一覧）を，下半分の領域に後続鋼種

（過去に鋳造した鋼種のうち，当該鋼種の直後に鋳造し
た実績のある鋼種の一覧）を表示する。また，先行鋼種
／後続鋼種一覧に表示している各鋼種に対し，鋳造鋼種
と隣接した場合の「クロップ量（＝歩留り）」や過去に
隣接して鋳造した「実績数」などの評価指標を表示して
いる。「実績数」は単に隣接回数を表示しているだけで
なく，隣接制約違反か否かを判断できる指標になる。実
績が存在する場合，過去に隣接して鋳造した鋼種である
ことを意味し，隣接可能な鋼種と判断できる。
　図 5 の例では，鋳造する鋼種が「C1」であり，その
後続鋼種は実績数よりC～の鋼種に隣接して配置してい
るケースが多く，先行鋼種は実績数よりTop（＝キャス
ト先頭に配置）やA1の鋼種に偏って配置していること
を表している。つまり，本鋼種はTopやA1鋼種の後続
に配置し，その後にC～の鋼種を配置するケースが多い
ことを示している。また同時に，歩留りも評価指標とし
て表示している。先行鋼種／後続鋼種の中からより良い
鋼種を選択する場合，実績数が 1 以上の鋼種の中から最
も歩留りが良い鋼種を選択すれば良いことになる。
　最適化技術で問題を解決する際は，制約条件のルール
を網羅的に整理する必要がある。しかしながらキャスト
編成では，設備，操業，品質などのルールが多岐にわた
るため網羅的整理は困難であった。これに対して本支援
アプローチでは，実績から制約条件のルールが抽出でき
るため，整理する必要がない。また，制約条件のルール
が変更になった場合，そのルールで鋳造した結果が実績
に反映されてこのガイダンスの基となる実績に含まれる
ことになる。このため，最適化の際に必要であったルー
ルのメンテナンスが不要になった。

3 ．支援ツールの概要および評価

　「鋼種配列順序の発想支援」，「問題構造把握の支援」，
および「鋼種隣接制約把握の支援」という三つの支援機
能を導入した支援ツールを開発した。このツールを評価
するため，下記のような手順で試用した。

①新規に生産するチャージ一覧をツールに取り込み，
鋼種配列順序の発想支援機能の下領域に表示する。

②鋼種配列順序の発想支援機能にて状況を確認し，そ
の下領域の左上に表示している納期が近いキー鋼種
から着手し，鋳造順を作成する。

③必要に応じて数鋼種を選択し，問題構造把握の支援
機能を使用して，歩留り情報を参考に大まかな鋳造
パターンを決定する。

④鋳造パターンに合うような鋼種を抽出し，鋳造順を
作成する。その際，必要に応じて鋼種隣接制約把握
の支援機能を使用し，より良い歩留りの鋳造順を決
定する。

　本キャスト編成支援ツールを実業務で評価した結果，
型組みの業務時間が約半分に短縮され，業務効率化に貢
献したことを確認した。また，鋼種隣接制約情報のガイ
ダンスの使用回数を基に，新人担当者の知識補完による
技能向上効果を確認した。その結果，新人が本機能を使
い始めてから数十日で約半減し，技能向上効果が確認で
きた（図 6 ）。このように，ツールの利用実績を技能習
得度合いの評価に活用することも一つの効果であると考
えられる。さらに，実業務での試用評価段階で，生産変
動を踏まえた型組み変更業務においても，より良い歩留
の編成パターンを想起させる支援効果を確認した。

むすび＝キャスト編成問題に対し，これまで最適化技術
により解決が試みられてきたが，「意思決定支援」とい
う従来と異なる新たなアプローチでシステムを開発し，
実評価を行った。その結果，実業務で歩留り向上の有効
性を確認した。また，熟練担当者のノウハウを体系的な
知識として活用できるようになり，新人担当者の技能向
上の支援にもつながった。
　「意思決定支援」アプローチは，本稿におけるキャス
ト編成だけでなく，他の製造ラインの投入順を決定する
スケジュール問題で適用可能と考える。とくに，スケジ
ュールの制約条件が複雑で，各々の制約の重要度は状況
によって変化するような場合，体系的で固定的なルール
化・問題定式化は困難である。むしろ，過去の類似事例
を現在状況に適用可能な形で表示することで，担当者の
知識補完や担当者による解探索を支援するのは有効であ
る。
　今後も実績データを活用した操業支援ツールの開発，
適用拡大を図っていく。
　
参　考　文　献
1 ） 高橋哲也ほか. R&D神戸製鋼技報. 1990, Vol.40, No.3, p.29-30.
2 ） 藤井　聡ほか. 鉄と鋼. 2003, Vol.89, p.1220-1226.
3 ） 伊藤邦春ほか. CAMP-ISIJ. 2007, Vol.20, p.299.
4 ） 伊藤邦春ほか. CAMP-ISIJ. 2008, Vol.21, p.1145.
5 ） 福田啓一ほか. SI-SICE. 2013, p.0513-0516.
6 ） 神蔦敏弘. 人工知能学会誌. 2003, Vol.18, No.1, p.59-65.

図 6  鋼種隣接制約情報のガイダンスの使用回数推移
Fig. 6  Decreased frequencies of using neighboring steel constraints 

display over time as proficiency acquired
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まえがき＝厚鋼板の製造では，JISなどに代表される標
準規格に顧客固有の特別要求が追加される（以下，追加
要求仕様という）場合が多い。その場合，品質工程設計
担当者は，標準規格どおりの品質特性の製品を製造する
標準製造方法（以下，標準設計という）から特別要求に
応じた製造方法への見直しの要否を判断する必要があ
る。そうした判断を行うためには，成分や圧延，熱処理
などが強度などの材料特性に与える影響のほか，工程能
力や製造ばらつきを踏まえた設計余裕の見積もりなど，
材料や工程全体にわたる幅広い知識や豊富な経験が必要
となる。
　事業競争力の観点からは，追加要求仕様はますます多
様化する傾向にある。また，工程能力の変化やクレーム
対応などの事例に基づく設計基準の見直しなどもある。
統一的，普遍的な標準設計ルールの整備や運用は難し
く，熟練者による正に臨機応変な判断が必要になる。
　このような背景のもと，品質工程設計の効率や精度向
上を目的に，熟練工程設計者（以下，設計者という）の
経験や知識差を補完する支援技術や設計基準の見直しな
どを支援する技術など，設計知識を組織知化して育てる
過程を支援するシステムのニーズは強い。
　そのような課題に対して，当社は過去にもさまざまな
取り組みを行ってきた。例えば，専門家の知識をコンピ
ュータに移植する「エキスパートシステム」1 ）が注目さ
れた1980年代，事例調査と設計者へのヒアリングをとお
じて設計パターンをルール化し，設計ロジックとしてコ
ンピュータに実装する「知識ベースアプローチ」に取り

組んだ 2 ）。しかし，数百におよぶ設計項目に対し，正確
で網羅的なルールを「知識エンジニア」が整理，メンテ
ナンスしていくのは現実的に困難であった。
　その反省に基づき，1990年代後半には設計者が自らル
ールを登録して活用するというアプローチによって再度
取り組んだ 3 ）。このアプローチでは，追加要求仕様とそ
れに対応する製造方法との法則性を，設計者自らがコン
ピュータと対話的に公式として事例登録しておく。そし
て，新たな追加要求仕様が公式に合致すれば，その登録
事例に従って相応の製造方法を自動設計するという方法
を採用した。しかしながら，実際に数百件の公式が登録
され，設計効率化に寄与したものの，追加要求仕様が少
し異なる場合への対応能力に限界があり，適用範囲は一
部にとどまった。
　これら二つの取り組みは，あらかじめ人間が登録した
ルールを新規案件に活用するというアプローチである。
いっぽう，計算処理スピードが大幅に向上した近年で
は，人間が整理したルールを利用するのではなく，むし
ろ過去事例の膨大なデータを直接活用して問題解決を行
うアプローチが多くなってきた。
　そこで，前述の取り組みの問題点を踏まえ，厚鋼板向
け品質工程設計支援システムの開発においても，膨大な
設計事例や製造・材料試験の実績データ（過去10年以上
前からの蓄積に加え，現在も日々新規に蓄積されている
数十万件のデータ）を参照するアプローチを採用した。
さらに，過去事例をどう解釈し，利用するかに関するロ
ジックをコンピュータに埋め込むことにより，適切な設

厚鋼板向け品質工程設計支援技術の確立
Establishment of Support Technology for Process Design of Steel Plate 
Manufacturing
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even inexperienced workers to be able to efficiently make advanced design decisions in response to 
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計条件をデータから「類推」して抽出・活用できるよう
な技術の開発に取り組んだ。
　本支援システムは2007年 6 月に稼動を開始している。
本稿では，開発したシステムの概要と，実装後10年間の
継続評価を踏まえた技術の評価，および今後の課題につ
いて述べる。

1 ．開発した支援システムの構成

　開発した支援システムと品質工程設計業務の関わりに
ついて，その概要を図 1 に示す。営業部門がJISなどの
規格に，需要家からの追加要求仕様をマージしたデータ

（以下，ユーザ仕様マスタ情報という）を入力すると
（①），メインコンピュータ上のデータベースに登録され
る（①）。同時に，本システムに推論指示が送られ（②），
過去の類似設計事例や材料試験データを基に設計案を生
成する（③）（以下，この処理を類推推論という）。設計
者が設計画面を開いた段階では，設計案とともに代替案
や類推推論に用いた事例，データに加えて，設計案生成
の根拠となった材質判定のためのデータ処理結果なども
提示する。設計者は，それらを参考に設計案を確認・修
正した後，本システムに対し，ユーザ仕様マスタ情報お
よび設計結果の登録指示を行う（④）。本システムは，
ホストコンピュータのデータベースおよび設計事例とし
て本システムに保持しているデータベースにこれらの情

報を登録する（⑤）。営業部門からオーダ情報が入力さ
れると（⑥），ホストコンピュータに登録された設計を用
いて製造，試験が行われ，そのデータが収集される（⑦）。
収集されたデータは本システムのデータベースに蓄積さ
れ（⑧），将来の設計案生成に活用できるようになる。
　以下，類推推論の詳細について述べる。

2 ．類推推論処理の概要

　ユーザ仕様マスタ情報は，規格名，用途，板厚をはじ
めとする基本情報に加え，強度や靭性（じんせい）など
の機械特性に関わる要求，および材料内部や表面にでき
る疵（きず）の検査などに関する要求などで構成される。
決定すべきパラメータの値は，規格名，用途，板厚をキ
ーに標準設計として体系的に整理されている。しかしな
がら設計者は，需要家ごとのユーザ仕様マスタ情報や工
程のばらつきを考慮して標準設計の値を修正して用いる
場合がある。類推推論では，そのような修正の要否判断
や修正値を決定する。類推推論実現にあたっては判断の
プロセスの違いを反映し，
　・体系化された成分の管理コードである鋼種と製造法

（熱処理方法や制御圧延の有無など）を機械特性の
観点から決定する鋼種推論

　・疵の検査などの，機械特性以外の品質関連項目のパ
ラメータを決める鋼種外推論

の二種類に分けて構築した。以下，二種類それぞれにつ
いて概説する。
2. 1　鋼種推論
　鋼種推論は想起，適否判断，および選択の三つのステ
ップで構成しており，図 2 にその簡単な実施例を示す。
本節では，図 2 中の各ステップについて説明する。
2. 1. 1　ステップ 1 ：想起（候補の選出）
　ステップ 1 では候補となる設計案（鋼種および製造法）
を列挙する。想起できた設計案のみが設計者に提示され
るため，幅広さや多様性を追求するべきである半面，設
計者の判断のしやすさや計算時間を考えて有望なものに
絞る必要もある。そこで，以下の考え方に基づいて想起
の範囲を設定した。
　・標準設計で定められた鋼種および製造法
　・同一規格および類似規格（互換性を有する規格）で

図 2   鋼種推論の実施例 4 ）

Fig. 2  Example of steel selection reasoning 4 ）

図 1  品質工程設計支援システムの概要 4 ）

Fig. 1  Outline of developed system 4 ）
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過去に使用実績のある鋼種および製造法
　・上記でリストアップされた鋼種に対し，冶金学的観

点においてその鋼種に近い鋼種（以下，近隣鋼種と
いう）

上記の二項目目および三項目目の考え方は広い範囲で抽
出するという観点に立つものであるが，絞り込みの観点
から，一定期間内での使用頻度において上位の候補に絞
る。ユーザ仕様マスタ情報に熱処理の指定がある場合に
は，設計案も熱処理を行っているものに絞り込む処理を
併せて行っている。
2. 1. 2　ステップ 2 ：実績データに基づく適用可否判断
　ステップ 1 で想起された各設計案について，ユーザ仕
様マスタ情報を満足できるか否かの判断を成分（C，
Mnなどの各元素の含有率範囲）と機械特性（強度，硬さ，
衝撃値の各特性範囲）の二つの観点で行う。成分判断で
は，ユーザ仕様マスタ情報に成分要求範囲の指定があれ
ば，設計案の鋼種の成分管理値範囲が要求範囲に含まれ
る（「適」）か否か（「否」）を判断する。機械特性判定に
ついては，まずその判定方法を述べるにあたって，下記
三つの用語を定義する。
　・引張強度，衝撃値などの機械特性を表す「材質指標」
　・板厚，製品本体および試験片の熱処理など，機械特

性評価の前提となる「基準値」
　・試験片形状，試験温度などの「試験条件」
　設計案（鋼種および製造法）ごとに，設計案どおりに
製造した製品の製造・材料試験（以下，材試という）実
績データからユーザ仕様マスタ情報で指定された基準
値，試験条件における材質指標を求め，ユーザ仕様マス
タ情報で指定された材質指標を満足するか否かの判断を
行う。実際にはユーザ仕様マスタ情報と同じ基準値，試
験条件のデータは少ないため，これらの近傍のデータを
使って基準値に対する材質指標の線形回帰式を求め，そ
れを基にユーザ仕様マスタ情報で指定された基準値での
材質指標予測値を計算する。
　上述のとおりこのときの計算では，冶金知識に基づい
た近傍データを用いる必要があること，つまり材質指標
値が等価と思われる範囲までデータの検索範囲を拡張す
る必要がある場合が多い。しかしながら，拡張しすぎる
とデータのばらつきが大きくなり，線形回帰の妥当性も
含めて推定結果の信頼度が低下する。
　そこで，ケーススタディを通じて下記のような三種類
の拡張処理によって近傍を決定することにした。
　・機械特性に関与しない成分の濃度のみが異なる鋼

種，例えば強度の評価では，りん
4 4

や硫黄成分値のみ
が異なる鋼種の材試実績データも利用する。

　・試験片形状などの試験条件を拡張することによって
抽出データを増やす。

　・基準値の範囲を拡張し，抽出される製造・材試実績
データを増やす。

　試験条件の拡張とは，例えば試験片形状が異なるデー
タが存在する場合，換算係数を用いて当該データを補正
したうえで利用するという処理である。また，基準値の
拡張とは，例えば板厚の範囲を広げてデータを抽出する

という処理である。
　拡張にあたっては，予測に必要なデータ件数を確保で
きるほど広くする一方で，材試実績データのばらつきが
大きくなりすぎないように狭くする必要がある。このた
め実際には，必要なデータ数の下限を設定し，その下限
値以上のデータが抽出できるまで拡張するのが効果的な
処理といえる。すなわち，まずは所定の順番で換算係数
補正を適用しながら試験条件を拡張する。それでもデー
タ数が不足する場合は基準値を拡張するという二段階で
拡張する方法を採用した。こうした拡張によってもデー
タが抽出できない場合には「判断できない」と結論する
ことにした。拡張範囲（拡張条件順序や抽出条件の広さ）
は，実際のユーザ仕様マスタ情報を用いたケーススタデ
ィによりチューニングした。
　このような手順でデータを抽出したうえで線形回帰式
を用いて材質指標の予測値を計算する。さらにその誤差
の標準偏差から工程能力のばらつきを予測し，ユーザ仕
様マスタ情報の品質特性範囲（上限，下限）がそれらに
対し余裕を有していれば「適」と考える。また，データ
点数が少なく基準値の拡張範囲が十分狭い場合は，回帰
式を用いるのではなく，基準値内のデータの最大，最小
範囲であれば「適」と考える。本支援システムは，この
ような判定指標を定義して利用している。
2. 1. 3　ステップ 3 ：最適な設計案の選択
　本ステップでは，ステップ 2 における適否判断の結果

「適」とされた設計案に対して優先度を決定する。優先
度の定義において留意すべき点は品質とコストのバラン
スである。適否判断で考慮した要求値に対する余裕を優
先度とすると高級鋼種の優先度が高くなる。製造者，需
要家のいずれの立場においても，材質性能とコスト（価
格）のバランスは重要である。 そこで本システムでは，
余裕度に加えて生産性，およびコストの観点から次の二
つの視点を加味した優先度指標を定義して用いている。
　・標準設計で決められた鋼種の成分と近い成分をもつ

鋼種
　・直近の適用数が多い鋼種
　以上のように，適否判断と優先度判断を行ったうえ
で，設計者に設計案を提示する。設計者が最初に閲覧す
るのは優先度が最も高い設計案であるが，参考情報とし
てその他の設計案も列挙し，設計者の判断でそれらと入
れ替えることもできるようにしている。そして，圧延に
おける温度設定や熱処理条件などが材質改善に寄与する
ことが実績データから判定されれば，所要の修正を加え
たうえで最終的な設計とする。実際に品質設計担当者に
提示される画面例を図 3 に示す。図 3 では，列挙された
設計案，および各設計案からリンクして，適否判断に用
いた実績データを提示する画面を示している。実績デー
タを提示する画面では，適否判断（O.K.あるいはN.G.）
が確認できるよう，規格値および需要家からの要求値

（Upper boundおよび Lower bound）に加えて，過去に
設計案どおりに製造した際の試験実績データをグラフ表
示している。
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2. 2　鋼種外推論
　鋼種外推論では，内部や表面の疵の検査基準など，機
械特性以外の品質関連項目のパラメータ値の決定を行
う。これらのパラメータは，規格名や用途，板厚範囲と
いった基本情報に基づいて標準的な値が決められてい
る。しかし，客先での加工方法などを考慮して通常より
ランクの高い値を適用する目的で，設計者が標準設計を
修正する場合がある。どのパラメータも修正頻度自体は
全受注案件の 5 %程度以下にとどまるが，本支援システ
ムでは超音波探傷検査基準（合否判定水準），および注
意材充当や疵の手入れ方法などの 8 項目を鋼種外推論の
対象項目とした。これらの項目は修正頻度が比較的高
く，品質確保上重要度が高いものであり，過去の設計事
例に基づいて修正案を作成することとした。
　修正の要否判断には，ユーザ仕様マスタ情報中に物件
名として記述される製品の詳細な用途や検査などに関す
る特別要求のほか，需要家ごとの例外的な設計などを考
慮する必要がある。加えて，網羅性，自律性および追従
性を考慮し，当該ユーザ仕様マスタ情報と類似した過去
のユーザ仕様マスタ情報例（以下，事例という）を検索
し，それらに対するパラメータ値（複数）の中で最も多
いパラメータ値を適用するという方法を適用した。ここ
で，類似の判断基準が最大の課題である。このため，設
計者へのヒアリングを行って事例の中から標準設計の修
正要否判断に影響する項目を洗い出した。その結果，規
格名や用途，板厚，需要家，物件名，およびフリーコメ
ント中の共通キーワードなどを抽出条件とした。
　これら抽出した全項目の値が一致する事例があれば，
それに対するパラメータ値を流用することも可能である
が，実際にはそのようなケースは少ない。このため，鋼
種外推論においても鋼種推論と同様，検索条件を拡張，
すなわち，事例が見つかるまで条件項目を順次拡張して
いくことにした。例えば，｛規格一致，用途一致，板厚
一致，需要家一致，キーワード一致｝の事例が見つから
ないとき，需要家一致を除外した 4 条件で事例を検索す
る。拡張（検索条件の削減）すべき条件の順番，最低限
の条件の組み合わせを設計項目ごとにケーススタディで
決定した。抽出された事例が一定件数（N）を超えてい
る場合は直近のものからN件を抽出する。これは，設定
方針が時間とともに変化し得るという事情を反映したも

のである。設計対象項目が超音波探傷検査基準の場合の
拡張例を図 4 に示す。図 4 における○印は，事例を抽出
する際にユーザ仕様マスタ情報値と一致させる項目を，
ブランクは一致させる必要はない項目を示している。図
中の表の上段ほど○が多いことから見つかる事例は少な
いが，抽出した事例の設定精度（ユーザ仕様マスタ情報
に用いることができる確率）は高くなる。

3 ．評価結果

　本章では，実際のユーザ仕様マスタ情報を対象として
行った鋼種推論および鋼種外推論の評価結果について述
べる。
3. 1 鋼種推論
　本支援システムの開発時点で実際の設計事例1,900件
をテスト用データとして抽出している。ユーザ仕様マス
タ情報を対象に，設計者による設計結果（事例）と本支
援システムによる設計案を比較し，手法の妥当性を評価
した。なお，本支援システムは業務の自動化ではなく判
断支援が主眼であるため，支援システムによって出力

（画面表示）される支援情報が設計者に違和感を抱かせ
ないか，「気付き」を提供できたかといった観点で評価
した。具体的には，設計者が思いつくような設計案を生
成しているか，設計案の適否判断が設計者の納得を得て
いる，という二点を重視した。いっぽう，優先度付けは
在庫スラブの有無や生産計画との整合性など，本支援シ
ステムで扱う情報以外にも依存するため，基本的には人
間主体の判断事項とした。評価結果を図 5 に示す。
　グラフ中の①は，設計者と本支援システムとの設計結
果が一致したことを表す。②は，適否判断結果は一致し
たものの優先度付けが異なったこと，③は，設計者が選
択した鋼種を推論では適用不可と判断したことを表す。
この適否判断においては，その判定閾（いき）値をチュ
ーニングすることによって改善できる可能性はあるもの
の，需要家による要求値や工程能力の変化に追従できな
いなど，現実的には限界がある。④は，設計案として提
示したものの，その適否判断を行うための実績データが
不足していたことを表す。⑤は，設計者が選択した鋼種
および製造法が，同一あるいは互換規格に対して過去に
使用されたことがない（初めて選択された）ことを表す。
この⑤については，規格で使用された実績にこだわら
ず，例えば成分要求を満足するすべての鋼種を対象にす
ることで改善を図ることも考えられる。しかしながら，
計算時間がかかりすぎること，および鋼種には用途など
による設計思想もあることなどから，互換規格を考慮す
るレベルで十分と判断した。

図 3  実際の画面例
Fig. 3  Example of actual user interface screen

図 4  検索条件の拡張例
Fig. 4  Example of extension of search criteria
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　候補として提示できたケース（①～④）が80%に達し
ていること，また①と②を合わせた約70%に対して違和
感のない判断支援ができていることから，十分網羅的で
あると判断した。加えて，本支援システムがもつ設計案，
他の候補，および各々の適否判断の根拠とした実績デー
タを提示することによって設計者の最終的な判断を支援
するユーザインタフェース機能と合わせ，十分実用的と
判断した。
　上述のように，優先度付けについては本支援システム
で利用していない情報も必要となるため，その対応は今
後の課題である。本支援システムを稼動開始させた直後
の 3 年間および直近の 1 年間を対象に，図 5 で示した項
目①と②の合計比率および④と⑤の合計比率の推移を示
したのが図 6 である。①と②の合計比率は判断支援がで
きている比率を表している。いっぽう，④と⑤の合計比
率は，新規案件や新規鋼種を適用したケースなど，実績
がなく判断支援ができていない比率を表している。利用
開始後時間が経過しても判断支援ができている比率が維
持できている。候補抽出や適否判断は，都度データから
行うというアプローチにより，ロジックなどのメンテナ
ンスやチューニング，データの追加をとくに行うことな
く利用開始時の同比率を維持できている。また，実績デ
ータ不足による影響が強く出る④と⑤の合計比率は直近
1 年間では 3 %と，データ蓄積によってその比率は稼動
開始直後の 3 年間の20%から低下しており，当初の狙い
どおり「経験（事例）を将来の設計に生かす」ことはで
きている。いっぽう，設計者による設計結果が推奨案に
含まれる比率（①と②の合計比率；再現性）は約 7 割と
変化していない。残り 3 割の中には，製造実力（ばらつ
き）から試験落ちリスクが高いと本支援システムが判断
してしまうケースも多い。この部分の再現率向上には，
要求に対する適切な設計余裕についての考え方を検討す
る必要がある。
3. 2　鋼種外推論
　著名な機械学習方法であり決定木学習の代表的な手法
の一つにC4.5 5 ） がある。C4.5は，与えられた教師デー
タから，目的変数の値を確率的に最も例外なく（ばらつ

きを少なく）分ける規則を決定木の形で抽出する。ここ
では比較のために，C4.5と本支援システムとの推論精度
を比較した。具体的には，鋼種外推論における推論対象
項目の代表的な設計項目である「超音波探傷検査基準」
を例に，設計者による設計結果と本支援システム／C4.5
適用結果との一致率によって比較した。評価は標準外設
定が必要な 5 %の仕様を母数として，推奨案の設定値が
設計者の設定値と一致した比率を計算した。結果を図 7
に示す。なお，C4.5については，類似事例抽出に用いた
のと同じ説明変数を用いて， 3 箇月ごとに直近の 5 年間
分の設計事例を用いてルールを学習させた。学習の結
果，決定木の葉に複数の設計値が混在する場合も多い
が，その場合は，最も数の多い設計値を選択する（多数
決）こととした。
　本支援システムが採用する手法の一致率は，決定木手
法に比べて高い水準を維持している。品質工程設計にお
いては，顧客要求の水準や工程能力などの変化によって

「正解」は変化する。このため，固定的な設計ルールを
学習する決定木手法よりも，直近の類似事例を用いた多
数決という簡単な方法の方が変化への追随能力において
有利であると考えられる。しかし，利用開始時に比べて，
5 ～10ポイント程度の一致率の低下が見られる。これに
は，類似事例の抽出に利用する物件名およびフリーコメ
ントに含まれるキーワードとして，稼動開始当時には考
慮できていなかったものが含まれるケースへの対応な
ど，類似事例の抽出基準の適応（類似の定義の状況適応）
が必要と考えられる。
　設計値を自動的に決めるという観点とならんで，環境

図 6  支援可と支援不可の比率推移
Fig. 6  Transitions of supportable and unsupportable ratio

図 7  「超音波探傷検査基準」を対象とした鋼種外推論の精度比較
Fig. 7  Comparison of accuracy in reasoning for ultrasonic inspection 

criterion

図 5  鋼種推論の適用結果
Fig. 5  Results of steel selection reasoning
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状況変化に合わせて設計値の設定基準を見直し標準化す
ることも重要である。そのためにはどんな条件のもとで
ばらつきが多いかについての情報が必要となる。 C4.5
では，同一の葉に複数の設計値が含まれる場合が「ばら
つき」発生状況に該当し，設計値の設定基準を詳細化す
る対象となる。そのようなばらつき情報を抽出する「説
明能力」という観点ではC4.5のような明示的なルール帰
納手法が適していると考える。機械学習については一般
に，ばらつきの分析や設計値の自動設定などの目的によ
って適した手法は異なってくると考えられる。

むすび＝厚鋼板の品質工程設計支援システムの構築につ
いて述べた。高度化する品質への要求，世代交代に伴う
技術・技能伝承の必要性を考慮するとき，かつて注目を
集めたエキスパートシステムの必要性が再認識される。
しかし，知識エンジニアが知識を整理してコード化し，
エキスパートの代替を果たすという発想ではなく，知識
獲得と推論の一体化や，人間に対する気付き支援に重点
を置いたアプローチが必要と考える。本支援システムで
は，個別の設計ルールをシステムに埋め込むのではな

く，人間がルールを見いだしたり判断したりするプロセ
ス自身をモデル化・ソフトウェア化した。そして，具体
的な設計値の決定にあたっては，大量の実績データや設
計事例のデータベース（ビッグデータ）を活用すること
とした。これにより，網羅性，自律性，追従性を実現で
きた。鋼種外推論における類似事例の抽出基準（例えば
仕様に含まれるキーワードなど）についての改善（状況
適応）は今後の課題である。
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まえがき＝本稿では，当社加古川製鉄所の溶銑地区を走
行する機関車の安全強化のために構築した衝突警報シス
テム（以下，本システムという）について述べる。溶銑
地区の全機関車にはGPSが搭載されており，位置計測
が可能である。また，運転者は専用の携帯端末を携行し
ており，無線LANによる種々の情報伝達が可能となっ
ている。機関車の衝突回避はこれまで，運転者の目視に
基づく注意に依存していた。本システムの開発では，上
記の情報設備を活用することで，より安全な機関車運用
の実現を目的としている。
　本稿の構成は以下のとおりである。まず， 1 章では溶
銑地区の機関車物流の概要と，その記号による表現方
法，そして，機関車の衝突回避問題（以下，本問題とい
う）の重要な対象となる 2 種類の衝突について述べる。
2 章では各種乗物の衝突防止技術を紹介し，自動車や航
空機用の衝突防止技術が本問題には容易には適用できな
いことを示す。3 章では，一般の鉄道に適用されている
列車制御装置と比較することで，本問題特有の課題 2 点
を紹介する。最後の 4 章では，課題の解決方法と実現し
たアルゴリズムを示す。

1 ．加古川製鉄所溶銑地区の機関車物流

1. 1　対象物流の概要
　当社加古川製鉄所においては，高炉から出銑された約
1,500℃の溶銑はトピードカー（以下，トピードという）
に装入され，ディーゼル機関車によって溶銑処理工場な
どに搬送される。溶銑処理工場で溶銑鍋に移し替えられ
て空となったトピードは，排滓（はいさい），地金取り

などの整備を経て高炉に回送され，溶銑装入が繰り返さ
れる。溶銑搬送が行われるエリアを溶銑地区と呼ぶ。
　図 1 に溶銑地区で行われるプロセスの概要を示す。溶
銑搬送時間はエネルギーコストや鉄鋼の歩留りに影響す
るため，物流効率化は重要であり，さまざまな施策 1 ）

が試みられている。しかし，万一の事故による溶銑漏洩
（ろうえい）の被害は甚大となるため，効率化の大前提
として安全確保が最重要である。
　溶銑地区に敷設された機関車軌道は総延長約25km，
合流・分岐点（以下，分岐という）は約100箇所ある。
走行する機関車の速度は10km/h未満であり，一般鉄道
に比べて低速である。

加古川製鉄所の溶銑機関車衝突警報システム
Collision Warning System for Locomotives Carrying Molten Pig-iron in 
Kakogawa Works

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（論文）

This paper describes a collision warning system for locomotives that carry molten pig iron in the 
Kakogawa Steel Works of Kobe Steel. This system comprises a process computer that stores the 
positional information for locomotives, determined by the GPS, along with their railroad track 
information in order to generate warnings. The railroad tracks laid in the steel works are more 
complicated than those of railroad companies and may cause various types of collisions. Hence, the 
railroad tracks were represented in a computer on the basis of graph theory to establish an algorithm 
for predicting collisions accurately and quickly. The newly developed warning system has been utilized 
continuously, promoting the safety of locomotive operation.
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図 1  溶銑地区の概要
Fig. 1  Outline of area for molten iron treatment
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1. 2　溶銑地区における軌道とその表現
　図 2 に溶銑地区における実際の軌道を示す。図中の●
は分岐（Bifurcation point，以下BPという）を，また
五角形は機関車（Locomotive，以下LMという）を示す。
五角形の先端は機関車の進行方向を示す。 
　実際には，このように複雑な形状をした軌道に対し，
本稿における検討にあたっては記号を用いた軌道の表現

（図 3 ）を用いる。分岐は英小文字a, b, cで表し，分岐
と分岐の間の軌道（区間（Zone）と呼ぶ），は直線で示
してZone A, Zone Bなどと表す。軌道の始点および終
点（End Point, 以下EPという）は分岐ではないが，議
論の簡略化のため分岐と同様に扱う。
　ある分岐に接する全区間が，相互に移動可能という訳
ではない。例えば図 3 で示した分岐aにおいては，区間
A, B, Dが連接しており，機関車は区間Aからは区間B
およびDのどちらにも移動できる。また，区間Bあるい
は区間Dから区間Aへも移動できる。しかし，区間Bか
らD，あるいは区間DからBへの移動は分岐を鋭角に曲
がることになり，移動は不可能である。2 台の機関車の
衝突を予測するには，この制約を満足した上で機関車が
到達可能な分岐，区間を導出する必要がある。
1. 3　本問題が対象とする 2 種類の衝突
　一般鉄道の衝突検知では，同一軌道上を同方向に進行
する列車間における，後続列車の先行列車への追突防止
に力点が置かれている。いっぽう本問題では，そうした
衝突以外に 2 種類の衝突が重要な解決課題となることを
本節で示す。
　本問題における機関車には「北行き」と「南行き」の
2 種類の走行方向が定義されており，一般の鉄道におけ
る上り，下りと同様である。ただし，図 2 に示したよう

に並走する複数の軌道がある場合でも，一般の鉄道のよ
うな北行き専用，あるいは南行き専用の規定はなく，全
軌道が両方向に進行可能である。そのため，図 2 の機関
車 4 と 6 に正面衝突の恐れがある。
　また，溶銑地区の軌道には数m～数十mの短い間隔
で分岐が存在する。分岐では別の軌道から機関車が合流
してくる可能性がある。図 2 では，機関車 2 と 3 が合流
により衝突する恐れがある。
　本問題では，上記 2 種類の衝突に対する適切な警告発
生が重要な課題となる。

2 ．既存の衝突回避技術との比較

2. 1　既存の衝突回避技術の概要
　輸送機一般の衝突回避や警報技術は，航空機や列車を
中心に古くから研究されている。また，乗用車の自動運
転技術にも衝突回避技術が含まれる。それらの技術は，
対象とする輸送機の進行経路の自由度や，衝突回避対象
が大きく異なるため，それぞれ独自に発展している。そ
れらの技術の概要を表 1 に示し，各技術の本問題への適
用可能性を検討した。 
2. 2　航空機の衝突警報技術の本問題への適用可能性
　我が国では，客席数20以上の航空機には空中衝突防止
装置 2 ）（Traffic alert and Collision Avoidance System，
以下TCASという）の装備が義務付けられている。
TCASを搭載する航空機間では相互の位置を認識し合っ
ている。距離や高度，航行方向などの情報から衝突可能
性が判断された場合は警告が発せられる。
　溶銑地区の全機関車はGPSで位置情報を採取，記録
しているため，同様の警報システムの構築は可能であ
る。しかし本問題では，他車との距離や進行方向だけで
は衝突可能性を適切に判断できない場合がある。
　図 3 に示した 3 台の機関車のうちLM1は北行であり，
LM2，LM3は南行である。区間Hに存在するLM1は区
間G，さらには区間Dに移動する可能性がある。そして
この時，区間Aに存在するLM2も区間D，Gに進入す
るとLM1と正面衝突する恐れがある。これに対し，区
間Bに存在するLM3の移動可能な区間はCだけ（区間E
は鋭角に曲がることになるため進行不可）であり，LM1
と衝突する恐れはない。つまり，LM1にとって衝突の
危険があるのは，距離が近いLM3ではなく，遠方にあ
るLM2である。このように，軌道で移動範囲が限定さ
れるため，機関車間の距離を中心とした衝突判断方法
は，本問題解決には不十分といえる。

図 3  区間と分岐合流点の関係
Fig. 3  BPs, EPs and Zones in rail track map

図 2  溶銑地区の軌道の一部
Fig. 2  Part of railway track map in Kakogawa Works

表 1  衝突回避技術の概要
Table 1  Types of technology for collision avoidance
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2. 3　乗用車の自動運転技術の本問題への適用可能性
　近年，乗用車の自動運転技術 3 ）の発展は著しく，我
が国においても公道での走行が数年内に実現されること
が予測される。表 2 に示すように，自動運転技術のレベ
ルは 5 段階に分類されている。この分類において，レベ
ル 3 以上だけが自動運転技術と呼ばれ，それ以下は運転
支援技術となる。
　ここでまず，運転支援技術と自動運転技術との違いを
概説する。レベル 2 以下の運転支援技術では，進行方向
の画像を採取して障害物を認識し，その認識結果から衝
突事故の発生可能性を判断する。これに対してレベル 3
以上の自動運転技術では，障害物の認識に加えて高精度
な 3 次元地図情報を備えている。それも，静的な情報だ
けでなく，交通法規や通行規制に加え，渋滞情報，車両
の位置，進行情報などの経時的に変化する情報を統合し
たデジタル地図を備える。このような地図は，「ダイナ
ミックマップ」と呼ばれており，高難度で大規模な技術
課題であることから国家的なレベルで開発 4 ）が進めら
れている。そして，その情報を活用した空間（軌道，道
路など）認識技術と，前述の画像認識結果とを統合する
ことによって正確な衝突危険性の認識が実現され，自動
運転が可能となる。
　ここで，運転支援技術あるいは自動運転技術を図 4 の
状況に適用した場合を考える。溶銑地区には，図 4 に示
したような湾曲した 2 本の軌道がほぼ並行に敷設されて
いる箇所が多数ある。このような箇所を 2 台の機関車が
すれ違う時，それぞれの機関車は別軌道上を進行するた
め衝突の危険性はない。しかしながら，運転支援技術が
2 台の機関車に装備されている場合，互いの進行方向正
面に相手の機関車を認識するため，衝突の危険ありと判
断を誤る可能性が高い。これに対し，自動運転機能を実

装できれば，ダイナミックマップの情報を参照すること
によって正面から進んでくるもう一方の機関車は別の軌
道を走行していることが認識できるため，衝突の危険性
はないと判断することができる。
　運転支援技術における障害物を認識する画像処理技術
は，本問題への適用も可能なレベルである。しかし，自
動運転技術の中核であるダイナミックマップを実現する
には，多様な情報をリアルタイムで正確に更新し続ける
必要があり，当社単独での実現は容易ではない。
　このように考えると，自動運転技術の一部を抽出し
て，直接本問題に適用することは困難といえる。そこで，
運転支援技術と自動運転技術の中間的なレベルの技術を
本問題に特化して開発する必要があると考える。

3 ．ATCとの比較，および本問題の課題解決方
法の具体化

　軌道における分岐，および区間の接続情報を活用して
適切な衝突警報を表示・鳴動させる仕組みを検討するた
め，まず，鉄道の自動運転技術 5 ），6 ）を概観する。
　軌道上の車両を自動停止させる国内初の装置は，1950
年代に導入された自動列車停止装置（Automatic Train 
Stop，以下ATSという）である。ATSと同様の装置に
自動列車制御装置（Automatic Train Control，以下ATC
という）があるが，両者の厳密な区別は難しい。前者は，
運転者が既設の地上信号を見落とした場合の補助的なブ
レーキ動作を行う装置である。これに対して後者の装置
は，システムは車両速度を常時監視し，区間に応じて導
出された速度を超過したタイミングでブレーキ操作に介
入する。したがって，ATCがより高度な機能といえる
ことから，ここでは比較対象をATCに限定する。
3. 1　固定閉塞ATCと移動閉塞ATC 7 ）

　ATCには固定閉塞方式と移動閉塞方式とがある。ま
ず，1960年代に実現された固定閉塞方式の例を図 5（a）
に示す。軌道はあらかじめ区間（Zone）に分割されて
いる。区間Aに車両が存在する場合，それに隣接する
区間Bの機関車に対して徐行，および区間Aへの進入禁
止の制御を行う。その後方の区間Cは速度上限20km/h，
さらに後方の区間Dは速度上限50km/hを設けて制御を
行う。区間E以降に対しては特段の制御は行わない。こ
のように，異なる制御を行う目的で設けた一定の区間を 

「閉塞区間」と呼び，その閉塞区間を固定して制御する
ことから固定閉塞方式と呼ぶ。
　固定閉塞方式によって追突の回避は保障される。しか
し，機関車が区間A内のどの箇所にいても，区間B内の
他の機関車は区間Aへの進入は許可されないため，機
関車の効率的な運行ができない。その解決のため，固定
区間をなくし，時々刻々変化する各機関車の位置に基づ
いてその車間距離を求め，後続機関車の制御を行う手法
が必要となる。そうした制御を2000年代に実現したのが
移動閉塞方式ATC 7 ）である。図 5（b）に示すように，
機関車の移動に応じてその直ぐ後方に安全区間（safety 
zone）が動的に設定され，当該区間への他の機関車の
進入禁止に加えて，後続の区間には速度制御が行われ

表 2  自動運転技術の定義
Table 2  Definition of automatic driving technology

図 4  誤警報が想定される例
Fig. 4  Example of possible situation of false alarm
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る。これにより移動閉塞方式は，安全を確保した上で，
固定閉塞方式よりも機関車間の距離短縮が可能となる。
　しかし移動閉塞方式では，機関車位置を遅延なく正確
に把握する必要がある。溶銑地区では，大型設備の建屋
などによる電波障害などが原因となり，GPSによる位置
を100％確実に把握することは容易ではない。したがっ
て移動閉塞方式ATCは実現困難といえる。
3. 2　衝突の危険が潜む分岐，区間の探索機能
　ATCが用いられる鉄道では，区間の長さはほぼ均等
に設定される。その効果で，図 5（a）に示した先行機
関車の後方の区関の数に基づいた速度制御による安全確
保が可能となる。これに対して本稿が対象とする軌道

（図 2 ）は，分岐間の区間長さが多様であり，数m～数
百mと大きく異なる。そのため，衝突可能性の有無は
先行機関車との間にある区間数だけでは決定できない。
　そこでまず，軌道の分岐・合流情報に基づいて一定時
間内に到達可能な区間・分岐を各機関車に対して全て導
出する必要がある。さらに，複数の機関車が到達可能と
なる区間・分岐があれば衝突危険性ありと考え，警報あ
るいは 1 ランク下の注意報の対象と考える必要がある。
3. 3　警報アルゴリズムの動的適応機能
　溶銑地区の機関車の衝突警報の場合， 2 台の機関車の
衝突可能性の高さは，その 2 台の存在区間だけからは決
定できない。その理由を以下に示す。
　トピードを積載する台車はGPSが未搭載であり，機
関車の位置のみが採取されている。そのため，台車を連
結している場合は，機関車の位置情報に対して台車の長
さ分の距離を補正する必要がある。機関車の台車搬送方
法は 2 種類あり，機関車後部に台車を連結する場合と，
機関車前部に連結する場合がある（図 6 ）。
　種類によって異なる台車の長さは20～30ｍであり，
複数台連結する場合もある。衝突は通常，車列の先頭近
辺で発生するため，先頭位置の把握が重要となる。した
がって，後方連結の場合の位置補正は不要であるが，前
方連結の場合は数十mの位置補正が必要となる。この
機関車の進行方向にある台車の長さに相当する距離を

「補正距離」と呼ぶことにする。

　また，自動車と同様に機関車にも制動距離があり，ブ
レーキを掛けても直ぐには完全停止しない。この制動距
離は機関車の速度や搬送中の台車重量，あるいは天候に
応じて変化し，その差は数十mに上る。そのため，状
況に応じた制動距離の補正が必要となる。
3. 4　 2 種類の衝突の回避
　1.3節で示したように，本問題で発生する特徴的な衝
突パターンは 2 種類ある。一つは，図 7（a）に示すよ
うに進行方向が異なる（対面して進行する） 2 台の機関
車が同一区間で正面衝突する場合であり，以後これを区
間衝突と呼ぶ。もう一つは，軌道は異なるものの同一の
分岐に向かって進行する 2 台の機関車が分岐周辺で衝突
する場合であり（図 7（b）），以後これを分岐衝突と呼ぶ。
この 2 種類の衝突に対しては，衝突可能性の判断方法を

図 5  ATCシステムの例
Fig. 5  Example of ATC system

図 7  2 種類の衝突
Fig. 7  Two types of collisions of locomotives

図 6  搬送方法の違い
Fig. 6  Two ways to  transport torpedo cars
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変える必要がある。

4 ．衝突警報システムの実現方法

4. 1　ハードウェア構成
　前章で示したように，衝突判断には各機関車の様々な
情報が必要となる。また，衝突判断結果を機関車の運転
者に示す必要がある。その基盤となるハードウェア構成
を図 8 に示す。
　GPSから取得した自車の位置，進行方向，変速機の情
報，さらには，前方あるいは後方の台車接続状態の情報
が各機関車の無線LANアンテナから送信される。これ
らの情報は溶銑地区数箇所に設置された地上アンテナに
よって受信され，溶銑物流用のプロセスコンピュータに
送信される。プロセスコンピュータは，溶銑地区の全機
関車の情報および軌道情報を保持している。この 2 種類
の情報から，各機関車の衝突危険性を判断し，機関車の
運転者が携行する携帯端末に必要な警報を表示・鳴動さ
せる。
4. 2　ソフトウェア構成
　3.2～3.4節で述べた本問題の解決に必要な機能の実現
方法を例題を用いて示す。図 9 は14個の分岐と15個の区
間からなる軌道を記号表現したものである。区間名と対
で記した数字は区間長を示す（単位：m）。機関車は 3
台が運行中であるとした。初期状態として， LM1は北行
で台車を連結せずEPs1に位置する。LM2は北行で前（北
側）に台車 1 台を連結してEPs3に位置し，LM3は南行
で前（南側）に台車 1 台を連結してEPn1に位置する。
説明の簡便化のため，機関車の初期位置を全て分岐上と
するが，本節の議論は初期位置が区間内でも容易に拡張
できる。
4. 2. 1　分岐間距離の事前計算
　本問題では，3.2節に示したように各機関車がどの区
間，どの分岐に到達可能か，そしてそこに到達するため

の最短距離を導出する必要がある。軌道の接続情報はあ
らかじめ決定しているため，各分岐間の到達可能性と最
短距離は事前計算が可能である。
　図 9 のLM1～ 3 が到達可能な分岐とその最短距離を
表 3 の 3 列目に，到達可能な区間を表 3 の 4 列目示す。
LM1が分岐BPaに到達するには，区間CからBを通るル
ート，および区間CからE, H, Dを通るルートがあるが，
より短い距離となる前者の距離を採用する。本例は単純
であり，最短距離の決定は容易であるが，実際の溶銑地
区の軌道は複雑，大規模で直感的な導出は容易ではな
い。しかし，グラフ理論 8 ）におけるダイクストラ法 9 ）

など10），11）のアルゴリズムを用いれば短時間で計算可能
である。
4. 2. 2　各機関車の衝突可能性
　表 3 の情報を用いて，図 9 の 3 台の機関車の衝突可能
性を導出する方法を以下に示す。まず，区間衝突の発生
を検証すべき機関車の組み合わせ，すなわち，進行方向
が異なる機関車の組み合わせは，LM1とLM3および，
LM2とLM3である。前者の組み合わせの場合，両機関
車が共有する到達可能区間はA, B, C, D, H, Eと多数あ
るため，区間衝突の可能性がある。これに対して，後者
の組み合わせには共有する到達可能区間がないため，区
間衝突の可能性はないと判断できる。
　つぎに，分岐衝突の発生を検証すべき機関車の組み合
わせを考える。同一方向に進む機関車はLM1とLM2の
組み合わせであり，両機関車が共有する到達可能分岐

（BPc，EPn2）において分岐衝突の可能性がある。もし，
共通する到達可能分岐が空集合であれば衝突はないと判
断する。
4. 2. 3　警報の要否判断
　前項では，LM1とLM3との区間衝突，および LM1と
LM2との分岐衝突が発生する可能性を示した。本項で
は警報の要否判断アルゴリズムを示す。
　まず，区間衝突（図 7（a））の判定方法を示す。各機
関車の軌道上の位置が分かれば，その間の距離D（x, y）
が表 3 を用いて導出できる。さらに，LMxおよびLMy
のそれぞれの補正距離Fx, Fyは台車接続情報に基づいて
決定され，制動距離Bx, Byもそれぞれの機関車の変速機
情報と台車接続情報から導出される。なお，これらの距
離データは，テーブル化することで迅速に決定できるよ
うにしている。
　上記データから，判定距離Jを式（ 1 ）により決定する。
　　J＝D（x, y）－（Fx＋Bx）－（Fy＋By） ……………（ 1 ）

表 3  各機関車の到達可能分岐，区間
Table 3  Present position, direcion and reachable BPs and Zones 

of each  LM

図 9  衝突判断の例題
Fig. 9  Example of collision judgement

図 8  ハードウェア構成
Fig. 8  Hardware configuration of developed collision warning system
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そして判定距離Jをあらかじめ決めておいた閾値（いき
ち）L1, L2 （L1＜L2）と比較してL1より小さければ危険度
大の「警報」と判断し，L1＜J＜L2であれば警報より軽
度の「注意報」と判断する。なおL1, L2は，警報（ある
いは注意報）に機関車の運転者が気付いてブレーキを作
動させるまでに走行すると想定される距離,およびGPS
で求める位置情報の誤差などに基づいて決定する。
　つぎに，分岐衝突（図 7（b））の判定方法を示す。複
数箇所の分岐で衝突の可能性がある場合でも，両機関車
から最も近い分岐（図 9 のBPc）での衝突可能性のみを
検討すればよい。その判定を行うアルゴリズムを，図 7

（b）を用いて説明する。分岐衝突の場合は，分岐位置（こ
の場合BPα）と 2 台の機関車の間の距離，D（x, α），D

（y, α）を両方導出する。そして， 2 台の機関車の判定
距離を式（ 2 ）でそれぞれ計算する。
　　Jx= D（x, α）－（Fx＋Bx）   
　　Jy= D（y, α）－（Fy＋By）　

 ……………………（ 2 ）

　分岐衝突の判定の場合は， 3 種類の閾値K1, K2, K3（K1

＜K2＜K3）を用いて，判定距離からLMx，およびLMy
のそれぞれの危険度Px，Pyを 4 段階に分類する（式（ 3 ），

（ 4 ））。値が大きいほど衝突の可能性がある分岐に近く
危険であることを意味する。なお，KjもLiと同様に,運
転者が警報に気付くまでの走行距離やGPSの誤差を考
慮して決定した。
　Px＝ 3 （Jx＜K1の場合） 
　　＝ 2 （K1＜Jx＜K2の場合）
　　＝ 1 （K2＜Jx＜K3の場合）　

 ……………………（ 3 ）

　　＝ 0 （K3＜Jxの場合）
　Py＝ 3 （Jy＜K1の場合） 
　　＝ 2 （K1＜Jy＜K2の場合）
　　＝ 1 （K2＜Jy＜K3の場合）　

 ……………………（ 4 ）

　　＝ 0 （K3＜Jyの場合）

　このPxとPyの組み合わせにより，警報，注意報，表
示・鳴動なしを決定する。例えば，Px, Pyのいずれかが
0 であれば，表示・鳴動なし（分岐衝突の危険はない）
とし，両方が 2 以上であれば警報を出すというロジック
であり，これもシステム内に判断方法をテーブル化して
いる。
　上記のロジックで導出した警報や注意報は機関車の運
転者が携行する携帯端末に表示する。その表示画面例を
図10に示す。この画面は，217号機関車の運転者に対し
て210号機関車との正面衝突の危険性を警告している。

むすび＝本稿では，当社加古川製鉄所の溶銑地区を走行
する機関車の衝突問題に対して構築した警報システムの
概要を説明した。輸送機の衝突を検知する技術や自動運
転の技術は多数あるなか，それらの転用では本問題に対
応できない理由を示した。さらに，溶銑地区の物流特性
である分岐の多さや，動的に衝突判定ロジックを変化さ
せる必要性に対応するために実装したアルゴリズムを紹
介した。
　本システムは実機稼動し，各機関車の運転者が携帯端
末に示される警報を参照することによって，より安全・
安心な運行が実現されている。今後は，安全・効率的な
経路のガイダンスなどにも機能を拡張したい。
　公共エリアで利用される輸送機の自動運転技術，運転
支援技術は今後も着実に進歩することが予想できる。し
かし本稿に述べたように，生産現場では特殊な条件下で
運用されるため，一般的な自動運転技術が容易には適用
できない搬送設備が多数存在する。製鉄所内だけを考え
ても，半製品や廃棄物を搬送する大型特殊車両や，工場
内の天井クレーンなどがある。そこで，それらの運転支
援，自動化を目的とした本開発経験の展開を考えたい。
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まえがき＝本稿では，物流シミュレーションによる生産
能力検討技術の開発事例について述べる。
　鉄鋼生産プロセスの生産管理問題，とくにスケジュー
リング問題に対するシステム化技術の活用 1 ）は古くか
ら行われており，近年も多くの事例 2 ）が報告されてい
る。鉄鋼生産プロセスは，鉄鋼石や石炭の原料搬入から
製品出荷までの多様な工程から構成され，生産管理上着
目されるのは製鋼工程である。一貫製鉄所では，ほぼ全
ての製品が製鋼工程を経由する上，顧客からの受注と中
間製品（スラブ，ブルームなど）との対応付けが最初に
行われる工程である。換言すれば，受注した品種構成を
反映した上での生産量や納期，品質を決定する最重要工
程といえる。そのため，システム化技術の応用事例も多
く，最適化技術の適用に限定しても，溶銑鍋搬送クレー
ンの作業割当だけを対象とする事例 3 ），4 ）から， 転炉～
二次精錬～連鋳の多数の生産設備，搬送設備を全て対象
としたスケジューリングシステムの事例 5 ），6 ）もある。
また近年は，人とシステムの協調を主目的とした技術開
発例 7 ）も増加している。このように，製鋼工程にシス
テム化技術の応用が多いもう一つの理由は，その問題の
難しさである。複雑な制約条件が多数あるため，それを
理解した上で適切な解（スケジュール）を作成できるの
は熟練作業者だけとなる場合が多く，その解消のために
システム化技術が盛んに適用されている。
　スケジューリング問題を複雑で困難なものにし，工場
の生産性を低下させる制約条件の多くは，設備仕様やレ
イアウトに起因する。上記のシステム化技術の適用事例
においても，それらの制約条件は所与の前提として，業
務支援システムを構築している。このような複雑な制約
条件をそのままにスケジューリング問題を解くというシ
ステム化技術の適用事例の多さに比べ，スケジューリン

グ業務に影響を与える制約条件の緩和を目的とし，設備
仕様の検討段階にシステム化技術を活用したという報告
は少ない。それには二つの理由が考えられる。一つ目の
理由は，システム化技術開発に要する期間の長さであ
る。設備投資の検討時点では多くの設備仕様候補が検討
対象となる上に，意思決定までの期間が比較的短い。こ
れに対して，システム化技術の開発には例えば数箇月か
ら 1 年が必要であり，検討のサイクルに合わないことが
第一の理由と考えられる。もう一つの理由は，効果のア
ピールが困難な点である。システム化技術の活用によっ
て制約条件の緩和方法が導出されても，それらは通常，
設備改造・増強を必要とすることから建設コスト増加の
デメリットが生じる。将来の生産管理業務の負荷軽減と
いう定性的な理由では，コスト増に基づく反対を克服で
きない。 
　本稿では，生産能力評価のための物流シミュレータ
と，当社製鋼工場のレイアウト検討への活用例について
示す。1 章では製鋼工場の生産管理問題の難しさを説明
する。複数工程からなる工場であっても，制約条件の理
論 8 ）（Theory of Constraints，以下TOCという）を用
いれば一般的には生産管理業務は困難ではなく，またそ
の工場全体の生産性導出も容易とされる。しかしなが
ら，製鋼工場ではTOCが適用できない理由を示す。2
章では例題とする製鋼工場の設備構成とレイアウトを示
し，その具体的な運用方法を説明する。3 章では各種設
備構成案の比較検討のために構築したシミュレータの概
要を示す。4 章ではシミュレーションの結果と各種設備
レイアウト案の評価を述べる。また，設備仕様検討プロ
セスにおけるシステム化技術の活用可能性について考察
を行う。

物流シミュレーション技術の開発
Development of Logistics Simulation Technology

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

This paper discusses a logistics simulation technology developed for designing the facility layout of a 
steelmaking plant. In general, the theory of constraints (TOC) allows deriving the upper limit of the 
productivity of a factory as a whole no matter how many processes the factory may have. That theory, 
however, is not applicable to the steelmaking process. This paper first describes the basic facility 
configuration of a typical steelmaking plant, which is followed by the reasons for the inapplicability of 
the theory. The paper then outlines a simulator that has been designed to compare the productivities 
of several facility-layout plans and explains the simulation results. Finally, there is discussion of the 
applicability of the systematization technology to the specification designing of a facility.

岩谷敏治＊1（博士（工学））

Dr.	Toshiharu	IWATANI

＊ 1  技術開発本部　生産システム研究所
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1 ．製鋼工場の生産能力導出の難しさ

1. 1　TOCが適用できる工場の生産性
　複数工程から構成される一般の工場の生産管理業務を
図 1 を用いて解説する。この工場は直結される 4 工程で
構成されている。各工程を示す五角形の大きさが生産性
の高さを表し，工程 3 がボトルネック工程となっている
ことを示している。直感的に分かるように，工程 3 の生
産性が工場全体の生産性の上限となる。すなわち，材料
不足などによる工程 3 の生産性低下は，工場全体の生産
性低下に直結する。このため，以下のDBR（Drum, 
Buffer, Rope）と呼ばれる生産管理手法を適用すること
によって工場全体の生産性はその上限まで向上する。さ
らには，仕掛かりが少なく，リードタイムが短い工場に
できるとされている。 
　ここで，図 1 で示した工場に対して適用した場合を例
にDBRを概説する。

（ 1 ）ボトルネック工程前のバッファの設置
　工程 3 における生産性の低下を回避するには，まず，
材料切れを回避するため，十分な規模のバッファを設定
する必要がある。さらには，工程 3 の生産性が最大とな
るスケジュールが組めるように中間在庫をそろえる必要
がある。

（ 2 ）ボトルネックに合わせた工場への原料投入（ロープ）
　工場への原材料投入を工程 3 の最適スケジュールに同
期させる。これによって，工程 3 での材料切れの可能性
が低下する。また，工程 3 までの仕掛かり減少効果も持
つ。

（ 3 ）全工程の生産性同期（ドラム）
　全工程の生産性を工程 3 の生産性に同期させる（ドラ
ム）ことにより，各工程での無駄な中間製品（仕掛品）
の滞留が回避できる。
1. 2　対象とする製鋼工場の構成
　本稿で対象とする製鋼工場を図 2 に示す。本工場も以
下に示す 4 工程で構成されるものとする。①高炉から出
銑された溶銑をトピードカーで搬入し溶銑鍋に移し替え
る「払出工程」，②溶銑鍋で硫黄を除去する「脱硫工程」，
③溶銑を炉に装入してりんを除去する「脱りん工程」，

および④脱りんした溶銑を別の炉で炭素を除去する「脱
炭工程」である。脱炭工程を終えた溶銑を溶鋼と呼ぶ。
　以下に製鋼工場の特徴を解説し，併せて，前節で示し
たDBRの適用は不適切であることを示す。

（ 1 ）ボトルネック工程とバッファ設置の可否
　時間が経過して温度低下すると溶銑が鍋の中で凝固
し，鍋ごと廃却することになる。したがって，製鋼工場
では中間製品を保持するバッファはどこにも設定できな
い。その結果，前工程が遅延すれば材料切れで待ちが生
じ，後工程が遅延した場合でも自工程での処理済み溶銑
を出すことができなくなる。すなわち，いずれの場合も
生産性の低下を招く。

（ 2 ）搬送能力の影響
　溶銑は溶銑鍋に装入され，天井クレーンや台車などの
搬送設備によって工程間を移動する。各工程間に十分な
数の専用搬送設備が装備できれば問題はない。しかしな
がら，建造・運用コストを低減するため， 1 台の搬送設
備が複数の搬送作業を兼用させる場合がある。その結
果，搬送設備待ちによる処理開始遅れの発生も考えられ
る。

（ 3 ）処理時間の変化と変動
　溶鋼は溶鋼鍋 1 杯単位で数え， 1 杯を 1 チャージと呼
ぶ。チャージによって，各種元素の成分目標値を規定し
ている鋼種が異なる。硫黄，りん，および炭素の目標値
が低いと，その除去処理時間は長くなる。さらには，同
じ鋼種でも処理時間がばらつく場合がある。これは，原
料である溶銑の成分や温度などの影響が考えられるが，
その原因は十分には究明されていない。
　このように，製鋼工場の処理時間には，鋼種や設備に
応じて発生して予測可能な変化と，確率的にしか把握さ
れていない変動とがある。
1. 3　製鋼工場全体の生産性導出方法
　前節で述べた（ 1 ），（ 2 ）は，各工程の生産性を独立
して考えることが製鋼工場では難しいことを示してい
る。その上で，（ 3 ）に示す処理時間の変化，変動が発
生するため，その影響が他の工程にも波及する。
　このような工場に対しては，1.1節で述べたDBRの適
用は困難である。相互依存の高い工程から構成される工
場全体の生産性導出には，搬送設備も含めた全工程を一
体として考えるアプローチを採る必要がある。具体的な
設備レイアウトに基づき，次章でその方法を議論する。

2 ．検証対象とした具体的な製鋼工場

2. 1　例題とする製鋼工場のレイアウト
　本稿で例として用いる製鋼工場の平面図を図 3 に示
す。なお，本例は10年以上前に検討したレイアウト案で
あり，結果としては採用には至らなかった案である。し
たがって当社には現在，このようなレイアウトの工場は
存在しない。
　基本的な物流は，溶銑が溶銑鍋に移し替えられる払出
場（南東隅）から始まる。脱硫，脱りん，脱炭が行われ

（東から西へ移動），北西の台車 6 から別工場（連鋳工場）
に移動する。なお，払出工程と脱硫工程は 2 基の設備か

図 2  対象とする製鋼工場
Fig. 2  Steel making plant for study

図 1  DBRによる生産管理方法
Fig. 1  Production management by DBR method
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らなり，脱りん工程と脱炭工程の設備は各 1 基である。
　つぎに搬送設備であるが，南北方向の搬送には 6 基の
台車が利用され，東西方向には 3 基のクレーンが利用さ
れる。台車 1 ～ 5 には鍋の置場所が 2 箇所ずつある。台
車 6 には別工場を含めると多数の置場所があるが，本論
に関係するP61のみを示す。これらの台車は独立に動作
し，台車同士の干渉はない。
　これに対し，主に東西に移動する 3 基のクレーンは互
いにすれ違えない。したがって，クレーン 1 はクレーン
2 より西のスパンに存在できず，クレーン 2 はクレーン
1 より東のスパンに存在できない。またクレーン 3 は，
クレーン 2 やクレーン 1 より東のスパンに存在できない
という制約がある。 
2. 2　各工程内のサブ作業の動作とガントチャート
　各工程（払出，脱硫，脱りん，脱炭）のサブ作業の名
称を表 1 に，複数工程に関わるサブ作業の名称を表 2
に示す。表中の（　）内の 2 桁の数字は，工程番号とサ
ブ作業番号とを組み合わせた作業名を表している。各工

程で溶銑はこの順で処理される。
　表 1 ，表 2 で示したサブ作業の進捗と物流設備の連携
状況を図 4 に示す。図 4 の縦軸は各スパンを示し，上が
東，下が西のスパンを示す。さらに，各スパンの中は上

図 3  例題とする製鋼工場レイアウト
Fig. 3  Layout of steel making plant for study example

表 1  工程とサブ作業
Table 1  Operations in each process

表 2  特殊工程とその作業
Table 2  Operations in special processes



32 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 68 No. 2（Dec. 2018）

が北，下が南の台車の置場所を示す。また，横軸は時刻
を示しており，時間経過に伴ってサブ作業が進捗してい
る。ただし，数チャージ分の各工程，各作業のつながり
を示すため，図 4 では長時間の作業を短縮して描画して
いる。
　各チャージは一度ずつ各サブ作業を行う。チャージ番
号にサブ作業番号を連結すれば作業を一意に同定でき
る。例えば，時刻T4に位置P31で終了している作業は，
4 チャージ目の作業27であり，C4-27と示すことができ
る。 
2. 3　物流設備の動作

（ 1 ）台車
　図 4 において，各スパン内における黒矢印は台車によ
る南北移動を示す。例えば，脱硫スパン 1 において，
P12に据え付けられた空溶銑鍋は，台車でP11に移動後
に溶銑払出を受けて実鍋となり，台車でP12に戻ってい
る。

（ 2 ）クレーン
　青線がクレーン 1 ，赤線がクレーン 2 ，黄色線がクレ
ーン 3 を示す。クレーン 1 は払出工程，脱硫工程，脱り
ん工程の間で溶銑鍋を搬送する。クレーン 2 は脱りん銑
鍋を脱りん工程と脱炭工程の間で搬送し，クレーン 3 は
スクラップヤードでスクラップを積載し，脱りん設備お

よび脱炭設備へのスクラップ装入を繰り返す。
　クレーン 2 の作業28（実鍋退避）について，具体例を
示しておく。時刻T3 ,T7ではクレーン 3 がスクラップ
を脱りん設備に装入している。このとき，クレーン 2 は
脱硫スパン 2 に退避し，クレーン 1 は脱硫設備 2 で実鍋
を吊（つ）り上げてから脱硫スパン 1 に退避している。
逆に，クレーン 1 が溶銑を脱りん炉に装入している時刻
T5 ,T9ではクレーン 2 が脱炭スパンに退避している。い
ずれの場合も次の作業開始に遅れが発生している。この
ように，複数の天井クレーンを同一軌道上で利用する場
合にはクレーンの退避作業が発生し，生産性に影響を与
える。

（ 3 ）溶銑鍋／脱りん銑鍋
　この製鋼工場において溶銑を工程間搬送する場合，耐
火物が内貼りされた鋼製鍋に溶銑を装入し，台車やクレ
ーンで搬送される。したがって，鍋も搬送設備といえる。
鍋は 2 種類に分けられ，払出工程，脱硫工程，脱りん工
程の間で溶銑を搬送する鍋が 3 本，脱りん後の脱りん銑
を脱炭工程に搬送する鍋（以下，脱りん銑鍋という）が
1 本である。
　なお，製鋼工場の製品である溶鋼を脱炭炉から受ける
溶鋼鍋を適切に手配するスケジューリング問題 9 ）もあ
るが，ここでは，溶鋼鍋は常に出鋼前に準備されている

図 4  製鋼工場における各工程のサブ作業の進捗と物流設備の連携
Fig. 4  Logistic flow in steel making plant
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ものとし，議論の対象とはしない。
　 3 本の溶銑鍋は，第 1 は橙，第 2 は黄，そして第 3 は
緑で示している。例として，時刻T1に位置P22でクレ
ーン 1 に吊り上げられた第 1 溶銑鍋の動きを以下に示
す。時刻T2にP31に据え付けられ，台車 3 で移動して
P32で脱硫処理が開始される。処理後，台車 3 でP33に
移動し，クレーン 1 で吊り上げられて脱りん設備に溶銑
を装入され空鍋となり，今度はP12に据え付けられる。
以後，溶銑払出，脱硫，溶銑装入が繰り返される。他の
溶銑鍋も同様である。
　脱りん銑鍋は赤色で示している。P52で脱りん設備か
らの出銑を受けた後，台車 5 でP51に移動する。そこで，
クレーン 2 に吊られ脱炭設備に溶銑装入された後，再度
P51に据え付けられる。続いて，台車 5 でP52に移動し
て次チャージの出銑を受け，以下同じ動きを繰り返す。
2. 4　本運用方法の最適性について
　図 3 で示した設備レイアウトに対し，図 4 にその運用
例を示したが，それが生産性の面からみて最適であるか
検討しておく。
　 1 チャージあたりの生産性が一番低い脱りん設備の稼
動状況をみると，サブ作業 2 のスクラップ装入とサブ作
業 3 の溶銑装入の間でのみ無駄時間が発生している。し
かし，これは，2.3節（ 2 ）で述べたように，クレーン
の退避に由来するものであるため回避は難しい。したが
って，ボトルネックの脱りん工程はフル操業であり，図
3 のレイアウトに対しては図 4 の運用が最適解の一つと
いえる。

3 ．生産性導出のために構築したシミュレータ

　設備投資案の検討プロセスでは，図 3 で示したレイア
ウトの製鋼工場に対して，工場全体の生産性導出や，そ
の改善のために提案される代案設備案の有効性を評価す
る必要が生ずる。本章では，そのために構築したシミュ
レータについて説明する。
3. 1　生産性と作業時間分布の関係
　製鋼工場の生産性は，ここでは 1 チャージあたりの出
鋼ピッチ（分／ch）で代表させて議論する。表 1 ， 2 で
示した各サブ作業が，図 4 のガントチャートでは，時刻
T0 からT9 の間に 4 チャージの出鋼が完了している。
各作業が常に，図 4 で示した時刻で実行されるならば，
出鋼ピッチは（T9－T0）/ 4 で導出できる。
　しかし1.2節（ 3 ）で示したように，作業時間には，

鋼種や設備の違いによって発生する「変化」と，原因究
明が十分できていない確率的な時間のばらつきである

「変動」が発生する。 図 5 に作業時間の変化，変動の例
を示す。図 5（a）は，トピードから脱りん銑鍋への払
い出し時間を示しており，トピード 1 本から装入される
場合と 2 本から装入される場合の 2 箇所にピークがある
分布となっている。図 5（b）に脱硫時間が鋼種グルー
プによって時間分布が異なることを示す。したがって，
例題とする工場を図 4 の方法で運用する場合であって
も，出鋼ピッチは各作業時間の分布と製造される鋼種

（および，その順序）に依存することになる。
3. 2　各作業の開始条件
　図 4 に示したガントチャートの各作業には前後関係が
ある。例えば，時刻T5 に脱りん設備では 4 チャージ目
の溶銑装入（C4-33）が開始されている。この作業は，
脱りん設備の一つ前の作業（C4-32）が終了し，かつ，
脱硫設備での実鍋吊り上げ（C4-27）が終了し，クレー
ンの移動時間が経過してなければ開始できない。つま
り，表 1 ，2 に示した全ての作業に対して，その開始の
前，あるいは開始のk分前に終了していなければならな
い作業を全て記述しておけばシミュレーションは可能と
なる。
　なお，シミュレータの構築にあたっては次章で述べる
ように，上記の各作業の開始条件は多少の変更があって
も迅速に対応できるよう，ルールベースとしてシミュレ
ーションプログラムの外に記述できるようにした。
3. 3　シミュレータの全体構成
　図 6 にシミュレータの全体構成を示す。3.1節で示した
ように，各作業時間は作業時間の分布情報と作業順序に
よって決定される。そして，各作業時間と開始条件が決
定すればシミュレーションが実行できる。その結果とし
て，図 4 に示したようなガントチャートや，生産性を示
す平均出鋼間隔などが出力される。

4 ．設備仕様改善案と検討結果

　図 3 に示した設備仕様基本案に対して，効率的な物流
を実現するための追加設備案が議論された。本章ではシ
ミュレーションで検討した案を示す。
4. 1　改善案 1 ：空きスパン 3 の増設 
　図 4 における時刻T3，T7のクレーンの動きをみて分
かるように，クレーン 3 が脱りん設備にスクラップを装
入しているとき（32）は，クレーン 1 が脱硫スパン 1 に
退避する必要がある。図 4 に示した作業時間で各作業が
進捗すれば問題ない。しかし，作業時間が変化・変動し，
例えば 4 チャージ目の脱硫設備 2 における処理時間 2 が

図 6  シミュレーションにおけるデータの流れ
Fig. 6  Data flow in productivity simulation

図 5  各種作業時間の分布
Fig. 5  Distribution of operation time
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延びればクレーン 1 の実鍋吊り上げ（15）が遅れ，退避
が完了しない。結果としてクレーン 3 は脱りんスパンに
移動できず，スクラップ装入以後の脱りん設備の作業が
遅れることになる。
　図 7 に追加設備 1 および空きスパン 3 を赤の斜線で
示す。ここに空きスパンがあれば，クレーン 3 の脱りん
設備へのスクラップ装入時に，クレーン 1 は脱硫スパン
2 で作業中でも干渉しないため，クレーン 3 の作業に遅
れが生じない。
4. 2　改善案 2 ：台車 5 の南への延長
　脱りん工程における出銑（36）は，それを受ける脱り
ん銑鍋が台車 5 によってP52に搬送されてこなければ開
始できない。しかし，図 4 から分かるように，その余裕
時間は少ない。もし，P51への空鍋据え付けやその前の
クレーン 2 の脱炭設備への溶銑装入が遅れると脱りん設
備からの出銑開始は遅れることになる。
　この遅れ発生の恐れを回避する方法が，図 7 に示す追
加設備 2 の台車 5 の南への延長である。台車 5 を南に延
長して脱りん銑鍋の置場P53を増設する。さらに，脱り
ん銑鍋は 2 本用いる。P52で脱りん設備からの出銑を受
けた鍋 1 をP51に移動する。続いてクレーン 2 によって
鍋 1 を吊り上げて脱炭設備へ運ぶ。この間にP53に置か
れていた空鍋 2 をP52に移動し，脱りん設備からの出銑
を受ける。鍋 1 の脱炭設備への溶銑装入が終了すると，
空となった鍋 1 をP53に置く。P52からP51に移動させ
た実鍋 2 をクレーンで吊り上げた後，鍋 1 をP52へ移動
する。図 8 に，台車 5 を南へ延長したときの脱りんスパ

ンと脱炭スパンのガントチャートを示す。図 4 の場合に
比べ，脱りん銑出銑を受ける脱りん銑鍋の余裕時間が長
く，遅れ（=生産性低下）が発生しにくいことを示して
いる。
4. 3　検討結果
　図 7 で示した 2 種類の追加設備に対し、それらの有無
による 4 種類の設備仕様案を作成した（表 3 ）。それぞ
れの仕様案対し，作業時間において，（a）変化・変動な
し，（b）変化・変動あり，（c）鋼種による変化を大目
に見積もった場合，の 3 種類の条件でシミュレーション
を行った。その結果と，当時検討していた生産性目標 1
および生産性目標 2 との比較を図 9 に示す。
　変化・変動がない場合の生産性は 3 条件とも同じであ
る。変化・変動があると生産性は低下するが，その度合
いは各仕様案で異なる。台車 5 を南へ延長する改善案 2
は，鋼種による作業時間変化を大目に見積もった場合の
減少が少ないという特徴が見受けられる。
　本レイアウト案は採用されなかった。検討当時の結論
としては，生産性目標 1 を目指す場合はいずれの案でも
可であり，その場合は建設コストが最小となる基本案の
採用とした。生産性目標 2 を目指す必要が生じた場合に
は，改善案 2 ， 3 が可となるが，同様に建設コストが理
由で改善案 2 が採用されたと考えられる。

図 8  台車 5 を南へ延長した時の 2 本の鍋の動き
Fig. 8  Flow of 2  ladles with extending transfer 5

表 3  基本案と増設案
Table 3  Basic layout plan and improvement plans

図 9  各レイアウトプランのシミュレーション結果
Fig. 9  Simulation results for each layout plan

図 7  製鋼工場に設備を追加した場合のレイアウト（一部）
Fig. 7  Layout of steel making plant with additional facilities
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5 ．考察

　 1 章で述べたように，鉄鋼生産プロセスに対する設備
投資検討段階でのシステム化技術の活用事例は少なく，
本稿はその活用を実施した事例といえる。そこで，シス
テム化技術を活用できた理由の考察と今後の課題を考え
る。
5. 1　シミュレータ構築の迅速化の必要性
　図 3 に示した新しい設備レイアウトの提示からシミュ
レータ完成までを約一箇月で実現させた。これは，過去
に別の製鋼工場に対して，図 6 で示した枠組みと同様の
シミュレータを構築していたことが進捗を早めたと考え
る。とくに，図 3 のレイアウトから図 4 に示す設備の（最
適な）運用方法を導出するにはある程度の熟練が必要で
あり，過去の経験によって速やかに対応できた点が大き
かった。また， 4 章で示した 2 件の改善案程度の変更で
あれば，運用方法の導出から対応シミュレータの構築ま
で， 1 件の改造案について 1 週間程度で構築できた。そ
の後，速やかに各種案の比較検討に入ることができ，結
論を出すことができた。
　設備投資検討へのシステム化技術の適用には，通常の
半年から数年必要となるシステム開発よりも，本稿で述
べた取り組みのような格段に迅速な開発速度が必要とい
える。
5. 2　最適解導出の技術開発の放棄　
　製鋼工程のスケジューリング問題への既存のシステム
化技術の適用事例では，物流作業順序や製造順序を決定
変数として生産性を最適化するという設定が多い。しか
し，本稿ではそのような最適化技術の適用は断念した。
その理由は，上記の技術開発速度の問題である。シミュ

レータと異なり，最適化の実現には技術開発が数箇月以
上と長期化する上に，その開発期間を見積もることが困
難となる。このため，新たな設備案に対して定められた
短い期間で最適解を導出することは困難と判断した。
　ただし近年，汎用的な最適化ソフトの機能や解析速度
も向上している。この種のスケジューリング最適化問題
に対して汎用最適化ソフトを活用する手法を確立すれ
ば，作業順序や製造順序の最適化も考慮した上での能力
評価も可能と考える。今後の課題としたい。

むすび＝製鋼設備の仕様を検討する段階でシステム化技
術を活用する方法を示した。本稿で述べた設備仕様での
建設は行われなかったが，図 6 に示した枠組みのシミュ
レータは約10年後の新溶銑処理工場建設時の能力検証に
活用され，その物流設備のレイアウトや物流方法を議論
する際にも活用できた。今後は，操業支援などへの活用
も考えたい。
　
参　考　文　献
1 ） 上野信行. システム・制御・情報. 1993, No.4, p.237-245.
2 ） 岩谷敏治ほか. システム・制御・情報. 2016, No.8, p.319-349.
3 ） 本田直也ほか. スケジューリング･シンポジウム2002予稿集. 

2002, p.161-166.
4 ） 谷崎隆士ほか. 日本経営システム工学会誌. 2017, No.3, p.235-

240.
5 ） 藤井　聡ほか. 鉄と鋼. 2003, Vol.89, No.12, p. 38-44.
6 ） 伊藤邦春ほか. 材料とプロセス. 2007, Vol.20, No.2, p..299.
7 ） 福田啓一ほか. 計測自動制御学会 SI2013予稿集. 2013, p.513-

516.
8 ） E.ゴールドラット（三本木亮訳）. ザ・ゴール. 2001, ダイヤモ

ンド社.
9 ） 中辻一浩. 鉄と鋼. 2018, No.1, p.18-26.



36 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 68 No. 2（Dec. 2018）

まえがき＝製鉄所などの製造現場において熟練操業者の
減少が進む中，若年操業者への技能継承が急務となって
いる。作業標準の整備や形式知の明文化だけでなく，暗
黙知の形式知化と継承に有効な操業支援システムのニー
ズが高まっている。
　いっぽう，ICTの普及と進展により，従来では考えら
れなかった大量のデータ収集とその活用が可能になって
きており，JIT（Just-In-Time）モデリングなど過去の
大量操業データに基づくシステム 1 ），2 ）が開発されてき
た。
　そのようななか，当社ではJITモデリング技術を応用
した操業支援システムの開発に注力してきた 3 ），4 ）。これ
らのシステムは，実績データの単なる羅列やトレンドの
可視化ではなく，①過去データの中から類似性の高い事
例を重視し，②物理モデルに基づいて現操業状態に対応

した仮想経験情報に変換し，③熟練者の頭の中のイメー
ジを視覚情報として提示することによって若年者の経験
値を補い，④適切な判断やアクションを支援することを
特徴としている。
　本稿では，当社加古川製鉄所における転炉～連鋳間の
複雑な取鍋溶鋼物流を対象に，溶鋼温度の確率分布を予
測する方法，および，それらを操業者に提示して的確な
温度管理を支援するシステムについて述べる。

1 ．本技術開発の背景と目的

　転炉での吹錬が終了した溶鋼は，取鍋に移されて溶鋼
処理設備（RH炉など）に搬送される。溶鋼処理が終了
した後，取鍋は連続鋳造設備まで搬送され，取鍋の底部
から溶鋼がタンディッシュに注がれる（図 1 ）。このと
き，溶鋼温度が高いと，鋳造時のブレークアウトや割

製鋼溶鋼温度ばらつき分布予測技術の開発
Development of prediction technique for temperature distribution of 
molten steel in steelmaking
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thermal influence, and Just-In-Time modeling is applied, which enables the systematic calculation of 
the probability distribution even for different conditions of such factors as steel types and facilities. 
This technique has been applied to an actual steelmaking process, which has reduced the deviation of 
casting temperature from the target value to less than half of the conventional one.

友近信行＊1（博士（情報学））

Dr.	Nobuyuki	TOMOCHIKA
中岡威博＊2（博士（工学））

Dr.	Takehiro	NAKAOKA
佃　岳洋＊3

Takehiro	TSUKUDA
長瀬佳之＊3

Yoshiyuki	NAGASE
桂　寛＊4

Hiroshi	KATSURA
隅田一毅＊5

Kazuki	SUMIDA

＊ 1  技術開発本部　生産システム研究所（現 技術開発本部　AI推進プロジェクト部）　　＊ 2  技術開発本部　機械研究所　＊ 3  鉄鋼事業部門　技術開発センター　
＊ 4  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　制御部　＊ 5  鉄鋼事業部門　加古川製鉄所　製鋼部

図 1  製鋼工程と溶鋼温度変化の概要
Fig. 1  Outline of steelmaking process and change of molten steel temperature
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れ・偏析などのリスクが増加する。また，溶鋼温度が低
いと，浸漬ノズルの詰まりや取鍋開口不良のリスクが増
加する。それらのリスクを回避する目的で，溶鋼温度を
目標値より高めに保ちつつ，高すぎる場合は鋳造速度を
落として対応している。しかしながらこのような対応
は，加熱コストや生産性に悪影響を及ぼすことになる。
したがって，タンディッシュ内の溶鋼温度をより適切な
範囲に保つことは，安定な操業を実現する上で必要不可
欠となっている。
　いっぽう，加古川製鉄所では多品種の鋼材を作り分け
るため，複数の製鋼工場に複数の溶鋼処理と連続鋳造設
備が配置され，それらが絡み合う複雑な溶鋼物流となっ
ている。そのため，時々刻々と変化する操業スケジュー
ルに応じて，タンディッシュ内の溶鋼を途切れさせるこ
となく，さらに所定の温度範囲内に管理することは非常
に難しい。
　そのようななか，例えば連鋳操業者は，次に搬入され
る予定の溶鋼がまだ溶鋼処理を開始する前のタイミング
において，溶鋼処理工程での搬出目標温度の補正値を入
力している。このとき，鋳造温度管理範囲や操業スケジ
ュール情報を踏まえた上で，搬入後の溶鋼温度（ひいて
は鋳造温度）が所定の範囲に入るように調整を図ってい
る。
　そこで，取鍋搬送中やタンディッシュ内の溶鋼温度を
種々のデータから理論に基づいて予測する取り組みがな
されてきた 5 ），6 ）。しかし，取鍋やタンディッシュの耐火
物温度も測定できないため，溶鋼温度を正確に予測する
ことは困難である。温度が予測できないのであれば，実
際の温度が予測値より高温側に外れるリスクが高いの
か，低温側に外れるリスクが高いのか，操業者にとって
はその情報が有効なものとなる。実際，熟練者へのヒア
リングの結果，溶鋼温度の確率分布のようなものを頭に
浮かべて予測温度の外れリスクを認識していることが分
かった。
　そこで，溶鋼温度を 1 点で予測するのではなく，操業
条件に応じた溶鋼温度のばらつきを確率分布で提示する
ことよって操業者の的確な意思決定を支援することにし
た。なお，ほかにも温度分布に関する研究 7 ）はあるが，
本開発ではJITモデリングにより鋼種や工程の違いを柔
軟に扱える点や，熱的な影響因子の違いを考慮している
点が特徴である。

2 ．熟練操業者の考え方

　熟練操業者が溶鋼温度の外れリスクを予測する場合，
すべての過去事例を均等に思い出して検討している訳で
はない。今回の操業条件に近い（類似性の高い）事例を
記憶の中から引き出し，それぞれの事例と今回の操業条
件との異なる部分を補正し，今回の条件に置き換えて

（転移させて）認識している。すなわち，過去の各事例
を今の操業状態に対応した仮想経験情報に変換した上で
認識している。熟練者はその際，物理的に因果関係が明
確な要因（決定論的にモデル化可能な基準となる挙動）
と不確定な要因（確率論的に考察可能なばらつき）とを

分離して温度変化を解釈している。
　例えば，当該チャージと操業条件が類似した過去事例
において，溶鋼処理後の搬送時間が20分の際に溶鋼温度
が想定値より10℃下回ったとする。もし，当該チャージ
の搬送時間が30分であれば，「搬送時間が10分増えた分
だけ溶鋼温度も低下するはず」という解釈と，「搬送時
間が20分で想定値より10℃下回ったのだから，搬送時間
が30分ならば想定値よりもっとずれるはず」という解釈
の二とおりが存在する。前者は物理的に因果関係が明確
な要因，後者は不確定な要因に相当する。
　熟練者は，前者の観点で溶鋼温度の時系列変化（基準
線）を予測し，後者の観点で類似過去事例のばらつき（基
準線との誤差）を当該条件に置換している。そして，各
過去事例に対し，当該操業状態との類似性に応じた重み
付けをすることによって温度外れリスクを確率的に把握
している。

3 ．溶鋼温度ばらつきの確率分布予測手順の概要

3. 1　基本コンセプト
　前章の熟練者の考え方に従い，以下の①～⑤の手順で
溶鋼温度ばらつきの確率分布を計算する。なお，説明を
簡便にするため，本節以降では転炉～溶鋼処理間の取鍋
搬送における溶鋼温度分布計算を例に述べる。
　①過去チャージにおける溶鋼温度のばらつき（基準線

からの誤差）を計算する。このとき，理論モデルに
基づく温度上限線からの誤差をばらつきと定義す
る。

　②熱的影響因子を考慮した上で，各過去チャージの温
度ばらつきを当該チャージの予測時刻に写像する。

　③当該チャージの上限線を基準に写像後のばらつきを
転写させる。

　④転写後の個々の温度ばらつきの値に対して，各過去
チャージと当該チャージとの類似度に従ってそれぞ
れ重み付けをする。

　⑤重み付きのヒストグラムを構成し，面積が 1 となる
ように正規化したものを確率分布とみなして温度ば
らつきリスクを把握する。

　上記のうち，①～③は物理現象論に基づく考え方であ
り，④と⑤は確率・統計的な考え方である。確定的な部
分を物理現象論に基づく考え方で構成し，確率的な部分
を統計的なモデルで構築する。
3. 2　具体的な計算手順
　溶鋼温度ばらつきの確率分布を計算する具体的な手順
を図 2 に従って説明する。

【ステップ①】まず，i番目の過去チャージ（i＝1～N）
において，時刻 tの溶鋼温度Ti（t）を，基準線（物理モデ
ル 5 ）から算出される温度降下の上限線）fi（t）と誤差要因
Δi（t）との和で表現する（式（ 1 ））。
　　Ti（t）＝fi（t）＋Δi（t） …………………………………（ 1 ）
　すると，測温時刻 ti における誤差Δi（ti）は式（ 2 ）と
なる。
　　Δi（ti）＝Ti（ti）－fi（ti） ………………………………（ 2 ）

【ステップ②】誤差Δi（ti）を時間写像し，当該チャージの
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予測時刻 t0に相当する値Δi（t0）に変換する。
【ステップ③】物理モデルで計算される当該チャージの
溶鋼温度基準線 f0（t）に対し，誤差Δi（t0）を加算すること
によって予測時刻 t0における当該チャージの温度ばらつ
きを構成する 1 点T0 i（t0）を求める。
　　T0 i（t0）＝f0（t0）＋Δi（t0） ……………………………（ 3 ）

【ステップ④】各過去チャージに対してT0 i（t0）を算出す
る。「操業条件が類似ならば基準線からのずれ方も類似
する」との経験則に基づき，当該チャージと各過去チャ
ージの類似度を各温度T0 i（t0）に対応させる。

【ステップ⑤】類似度で重み付けしたヒストグラムを構
成し，面積= 1 に正規化したものを操業者に提示する。

4 ．溶鋼温度ばらつき要因を考慮した確率分布
の構成方法

　前章で述べた一連の手順における主な課題は，ステッ
プ②において，誤差Δi（ti）の値をどのように写像して
Δi（t0）の値を算出するかである。すなわち，誤差Δi（ti）
の値が時間軸方向でどのように変化するかをどう定める
かが課題である。取鍋搬送中の温度ばらつき計算を例に
説明する。
4. 1　取鍋搬送中のばらつき要因
　転炉出鋼後～溶鋼処理設備への取鍋搬送において，温
度がばらつく要因は以下の三つに集約される（図 3 ）。
　（a）初期溶鋼温度のばらつき
　（b）初期耐火物温度のばらつき
　（c）熱伝達率のばらつき
　（a）は，転炉出鋼時（t＝0）における温度測定誤差に
起因するものである。「i番目の過去チャージにおける溶
鋼温度初期値はTM i（0）と測定されたが，測定誤差の影響
により真の値はTM i（0）＋ΔMi とずれている。それが原因
で時刻 ti においても基準線からΔi（ti）だけ乖離（かいり）
した」とする考え方である。
　（b）は，転炉出鋼時における耐火物温度（取鍋耐火
物の蓄熱量）の誤差に起因するものである。「i番目の過
去チャージにおける取鍋耐火物温度の初期値がTR i（0）で
あると認識していた。しかし，実際は誤差ΔRi が存在し，
それが原因で時刻 ti において基準線からΔi（ti）だけ乖離
した」とする考え方である。
　（c）は，取鍋搬送中における溶鋼から取鍋耐火物への

熱移動の誤差に起因するものである。「i番目の過去チャ
ージにおける熱伝達率hi に対して，実際には誤差ΔHi が
存在し，それが原因で時刻 ti において基準線からΔi（ti）
だけ乖離した」する考え方である。
4. 2　各ばらつき要因による誤差時間変化
　前節で述べた（a），（b），（c）の各ばらつき要因によ
る誤差が変化する影響を把握するため，理論に基づく高
精度な計算モデル 5 ）でシミュレーションを行った。図
4 に示すように，初期溶鋼温度ばらつき（（a））による
ものであれば，Δi（ti）の値は時間によらずほぼ一定とな
る。また，初期耐火物温度のばらつき（（b））によるも
のであれば，Δi（ti）の値は時間とともに拡大する。さら
に，熱伝達率のばらつき（（c））によるものであれば，
Δi（ti）は時間とともに拡大した後，0 に収束する。
　以上のように，シミュレーションによってΔi（ti）を任
意時刻に写像することができるが，二つの問題が存在す

図 2  溶鋼温度ばらつき分布の計算方法概要
Fig. 2  Outline of calculation method for probability distribution of molten steel temperature

図 4  各ばらつき要因における温度時間変化
Fig. 4  Variation with time of temperature in each variability factor

図 3  取鍋搬送中における溶鋼温度ばらつき要因
Fig. 3  Factors of temperature variability in ladle transportation
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る。
　問題の一つは計算コストである。ICTの進展が著しい
とはいえ，数万点以上の過去データに対して高精度な計
算をリアルタイムで実行することは困難である。耐火物
温度の実測値がない中で，どう計算するかも課題であ
る。
　もう一つの問題は，どのばらつき要因が支配的である
か不明であることである。ばらつき要因によって写像方
向が異なり，実際の誤差が何に起因するものか分からな
い。したがって，どの方向に写像すればよいかも判断で
きない。
4. 3　簡易物理モデルに基づく定式化
　二体伝熱の支配方程式を使ってばらつきがない状態を
計算する。溶鋼温度TM（t），熱移動量Q（t），耐火物温度
TR（t）の支配方程式はそれぞれ以下となる。

　　　　　　　　　　　　　…………………………（ 4 ）

　　Q（t）＝A・h・（TM（t）－TR（t）） ………………………（ 5 ）

　　　　　　　　　　　………………………………（ 6 ）

ここに，ρM，cM，vM：溶鋼の密度，比熱，体積
　　　　ρR，cR，vR：取鍋耐火物の密度，比熱，体積
　　　　A：溶鋼と耐火物の接する面積
　　　　h ：熱伝達率
である。さらに，
　　α＝ρRcRvR/（ρRcRvR＋ρMcMvM），
　　β＝（ρRcRvR＋ρMcMvM）/（ρRcRvR・ρMcMvM）
とおくと，よく知られた基本式として
　　TM（t）＝－α・（TM（0）－TR（0））・（1－e－βht）＋TM（0） …（ 7 ）
が得られる。式（ 7 ）はばらつき要因のない式であり，
これが温度基準線に相当する。初期溶鋼温度ばらつき
ΔM，初期耐火物温度ばらつきΔR，熱伝達率ばらつき
ΔHによる溶鋼温度変化を表す式はそれぞれ以下となる。
　　TM（t,ΔM）＝－α・（TM（0）＋ΔM－TR（0））・（1－e－βht）＋TM（0）＋ΔM

　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 8 ）
　　TM（t,ΔR）＝－α・（TM（0）－TR（0）－ΔR）・（1－e－βht）＋TM（0）
　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（ 9 ）
　　TM（t,ΔH）＝－α・（TM（0）－TR（0））・（1－e－β（h＋ΔH）t）＋TM（0）
　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（10）
4. 3. 1　初期溶鋼温度のばらつきの影響
　式（ 7 ）の基準線と式（ 8 ）の差をとることによって，
初期溶鋼温度のばらつきの時間変化Δ（t,ΔM）を定式化す
る。
　　Δ（t,ΔM）＝TM（t,ΔM）－TM（t）＝ΔM・｛－α（1－e－βht）＋1｝ …（11）
　式（ 7 ）より
　　α・（1－e－βht）＝（TM（0）－TM（t））/（TM（0）－TR（0）） ……（12）
であることから，式（12）を式（11）に代入して整理す
ると
　　Δ（t,ΔM）＝ΔM・（TM（t）－TR（0））/（TM（0）－TR（0）） ……（13）
を得る。溶鋼温度に比べて耐火物の初期温度は非常に小
さいため，
　　（TM（t）－TR（0））/（TM（0）－TR（0））≈1
と近似できる。したがって，

ρMcMvM ＝－Q（t）dTM（t）
dt

ρRcRvR ＝Q（t）dTR（t）
dt

　　Δ（t,ΔM）≈ΔM＝const. ……………………………（14）
と，初期溶鋼温度ばらつきの影響は一定と近似できる。
4. 3. 2　初期耐火物温度のばらつきの影響
　同様に，式（ 7 ）と式（ 9 ）の差をとって式（12）を
代入して整理すると，初期耐火物温度のばらつきの時間
変化Δ（t,ΔR）は式（15）となる。
　　Δ（t,ΔR）＝TM（t,ΔR）－TM（t）＝ΔR・（TM（0）－TM（t））/（TM（0）－TR（0））
　　　　　　　　　　　　　　　　　………………（15）
i番目の過去チャージにおける測温時刻 ti での基準線か
らのばらつきΔ（ti,ΔR）と，任意時刻 tにおけるばらつき
Δ（t,ΔR）の比率は
　　Δ（t,ΔR）/Δ（ti ,ΔR）＝（TM（0）－TM（t））/（TM（0）－TM（ti）） …（16）
となることから，
　　Δ（t,ΔR）＝Δ（ti ,ΔR）・（TM（0）－TM（t））/（TM（0）－TM（ti）） …（17）
となる。したがって，初期耐火物温度のばらつきが溶鋼
温度のばらつきに及ぼす影響は，温度軸方向に相似とな
る。
4. 3. 3　熱伝達率のばらつきの影響
　式（10）は，式（ 7 ）の tを（（h＋ΔH）/h）・tに置き換
えたものと同じである。つまり，時刻 ti における測温値
TM（t,ΔH）と，式（ 7 ）の温度基準線TM（t）が同じ値と
なる時刻をτi とすると，（（h＋ΔH）/h）・ti ＝τi であるから

（h＋ΔH）/h＝τi/ti が成り立つ。したがって，任意時刻 t
における基準線からの温度のばらつきは
　　Δ（t,ΔH）＝TM（ti ,ΔH）－TM（t）＝TM（（τi/ti）・t）－TM（t） …（18）
となる。式（18）から分かるように，熱伝達率のばらつ
きが溶鋼温度に及ぼす影響は，時間軸方向に相似とな
る。
　以上，いずれのばらつき要因においても，過去チャー
ジの温度基準線（物理モデル 5 ）で計算した f i（t））と実
測温値があれば，比較的単純な計算式で任意の時刻に写
像可能であることが分かる。
4. 4　ばらつき要因比率の考え方
　実際のデータを搬送時刻 t0に写像する場合，ばらつき
要因の比率，すなわち，写像方法が式（14）か（17）か

（18）かの比率によって，温度の分布形状が変化する（図
5 ）。搬送時間と温度降下量の関係を考えた場合，搬送
時間とばらつき要因は無関係と考えられる。このため，
過去実績データにおいて，搬送時間が短いデータ群をあ
る時刻 t0に写像したものと，搬送時間が長いデータ群を

図 5  ばらつき要因の比率による写像後の温度分布の違い
Fig. 5  Difference in temperature distribution after mapping by ratio 

of variability factors
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時刻 t0に写像したものでは，写像方法が適切ならば両者
の分布形状は一致すると考えられる。そこで，式（ 3 ）
において
　　Δi（t0）＝ηM・Δi（t0,ΔM）＋ηR・Δi（t0,ΔR）＋ηH・Δi（t0,ΔH） …（19）
としたときの要因比率ηM ，ηR ，ηH のうち，ηM の値を0.0
～1.0の範囲で変化させ，二つのデータ群の写像後の分
布形状が最も一致する最適点を求めた。ここで，実操業
時間の範囲では分布形状が似ていることからηR＝ηH＝

（1－ηM）/2とした。
　データ群を変えて評価した結果，ηM が0.30～0.36の範
囲で最適となったため，ηM＝ηR＝ηH＝1/3に決定した。
4. 5　類似度による重み付け
　i番目の過去チャージと当該チャージのデータ項目を
それぞれXi＝［xi1 xi2 … xiL］，X0＝［x01 x02 … x0L］とし，
その近さを評価するため重み付きユークリッド距離di を
求める。

　　　　　　　　　　　………………………………（20）

ここに，qj ＞ 0 ：重み係数
　距離di から算出される類似度wi＝exp（－λdi）を重みと
して式（ 3 ）の温度T0i（t0）に対応させて重み付きヒスト
グラムを構成し（λは調整パラメータ），面積が 1 とな
るように正規化したものを確率分布として操業者に提示
する。

5 ．実機適用結果

　加古川製鉄所の製鋼工程において2011年 6 月に本手法
を実機化した。タンディッシュ内の溶鋼温度分布の計算
結果と実測温度を図 6 に示す。ここで，温度分布形状や
その時間変化が特徴的な例を選んだ。（a）～（d）に示
すように各操業条件に応じた温度ばらつきの違いを適切
に予測可能であることが確認できる。
　また，タンディッシュ内溶鋼温度の目標値と実績温度
との差異で評価した場合，本システムの導入により目標
値からの偏差を従来の半分以下（約41%）に低減できた。

di＝ qj（xij－xoj）Σ
L

j＝1

2 むすび＝熱的影響因子を考慮した物理モデルに基づいて
温度基準線からのばらつきを写像し，類似度に応じた重
み付きヒストグラムを構成することによって多工程の確
率分布を統一的に予測可能な方法を開発した。
　ICTの活用により蓄積された大量データに対して，実
操業中の当該チャージとの類似度に応じた重み付けを行
い，仮想経験情報に変換して提示することによって操業
者の経験を補い，適切な判断・アクションを支援するこ
とができた。
　
参　考　文　献
1 ） 茂森弘靖. JFE技報. 2015, No.35, p.8-13.
2 ） 角谷泰則ほか. 計測自動制御学会論文集. 2014, Vol.50, No.7, 

p.528-535.
3 ） ㈱神戸製鋼所. 出力値予測方法, 該装置および該方法のプログ

ラム. 特許第5363238, 2013-9-13.
4 ） 友近信行ほか. 材料とプロセス. 2017, Vol.30, No.2, p.782.
5 ） 中岡威博ほか. 材料とプロセス. 2009, Vol.22, No.1, p.83.
6 ） 大倉才昇ほか. 材料とプロセス. 2011, Vol.24, No.1, p.29.
7 ） 園田　翔ほか. 材料とプロセス. 2011, Vol.24, No.1, p.33.

図 6  タンディッシュ内溶鋼温度の予測分布形状と実績温度との比較
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まえがき＝当社の高砂製作所鋳鍛鋼工場では，船舶に用
いられるディーゼルエンジン用クランク軸を主に製造し
ている。従来，クランク軸の主要部材であるクランクス
ロー（以下，スローという）は鋳鋼製を使用していたが，
2010年頃に鍛鋼製のスローへの切り替えを行った。鋳鋼
スローは全ての製品を同じ製造工程で製造していた。し
かし，鍛鋼スローでは鍛錬方法（ブロックスロー，型入
れスロー，折曲げスローなど）によって，製造順序や使
用設備が異なるなど，製造工程が大きく異なる。このた
め，生産計画がこれまでよりも複雑になった。また，手
入力や紙ベースなどを使用した属人的な管理方法によ
り，操業の記録や生産実績管理などを行っていた。これ
らの管理方法では精度・傾向管理の点で限界があり，改
善が必要となっていた。これまでの管理における問題点
を以下にまとめる。
（ 1 ）操業記録管理：手書きで記録していたため記入漏

れや，後工程への結果送付忘れなどの不具合が発
生していた。

（ 2 ）生産計画管理：製品識別番号（以下，Ch.Noとい
う）の重複等の不具合が後を絶たず，ミスなく生
産計画を作成・管理することが手入力では困難で
あった。

（ 3 ）生産実績管理：工程担当者が現場作業者に実績情
報をヒアリングして確認するという属人的な管理
を行っており，実績を適宜把握できない状況であ
った。

 これらの問題を解決するために，スロー製造工程の中
間工程（以下，中間工程という）である芯出・ガス切断・
熱処理工程を対象に，操業記録および生産計画管理のシ
ステム化に取り組んだ。本稿では，システム導入までの

経緯とシステム化による効果について報告する。

1 ．組立型クランク軸の製造工程

　組立型クランク軸を構成する部材を図 1 に示す。ま
た，組立型クランク軸の全製造工程およびその中間工程
である芯出・ガス・熱処理工程を図 2 に示す。中間工程
では鍛錬後のスロー入材後，芯出，ガス切断，熱処理作
業などを行っている。スローは鍛造方法によって芯出以
降の製造が異なる複雑な工程となっている。各スローの
製造工程を表 1 に示す。表中の丸印はその工程を通るこ

鋳鍛鋼工場における操業記録・生産管理システムの活用
Utilization of Operational Record via Production Management System at 
Steel Casting & Forging Mill

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

Kobe Steel's Steel Casting & Forging Division is implementing a system for integrally managing 
the entire process of forged steel crank throw production. Part of this change has been an effort 
to systematize operation management and production planning management. The systematization 
of operation management has totally eliminated the handwritten records of alignment operations, 
improving the accuracy of quality control, while the systematization of production planning 
management has enabled the immediate preparation of accurate process charts. This paper reports on 
the background, functions, and effects of the above systematization.
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図 2  組立型クランク軸の製造工程
Fig. 2  Manufacturing process of built-up type crankshaft

図 1  組立型クランク軸を構成する部材
Fig. 1  Parts of built-up type crankshaft
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とを示している。
　このように，製造工程の異なるスローを確実にニアネ
ット形状にガス切断して機械加工時間を短縮し，熱処理
によって機械的性質を確保することが中間工程の役割で
ある。

2 ．操業記録管理・生産計画システム化

2. 1　操業記録管理の問題点
　従来，中間工程では手書きによる操業記録や工程担当
者の勘や経験による生産計画が行われていた。生産計画
の複雑化や品質，納期に対する顧客要求の厳格化が進む
なか，工場全体を効率的かつ統合的に管理するシステム
が必要となっていた。現在，取り組んでいる全生産一元
管理システムの全体像を図 3 に示す。
　今回は，この中でも操業記録管理のシステム化と生産
計画管理のシステム化について報告する。図 2 に示すと
おり，中間工程では「芯出」という作業を 2 回行う。「受
入芯出」は，ガス切断可能な取代を確保するために最終
仕上げ形状をもとに取代を測定し，最適な芯で罫（け）
書き線を入れる作業である。「機械加工送り前芯出」は
後工程の機械加工取代を確保するために「受入芯出」と
同様の作業を行うものである。芯出の後工程では，芯出
記録をもとに作業を行うため，芯出記録は重要である。
　従来は，芯出記録は手書きで記録してFAXで事務所
や後工程に送付していた。このため，記入漏れや送付忘
れなどにより，後工程が作業に取りかかれないことがあ
った。また，取代傾向管理が正確に行えないなど，品質
面においても問題があった。この不具合発生を分類した
結果を図 4 に示す。手書きのため数字が読み取りにくい

「取代数値判別不可」と「記入漏れ」で全体の約65％を
占めていることが図 4 からわかる。他には，現場から事
務所や後工程への「芯出結果送付忘れ」や「電子データ
入力間違い（手書き情報データのパソコン入力ミス等）」
がある。
2. 2　操業記録管理システム化による改善
　前項の問題を解決するために導入した芯出記録管理シ
ステムを図 5 に示す。システム構成は以下のとおりである。
①作業場へタブレットPCを導入し，手書きによる芯出

操業記録を全廃。
②入力漏れがあった場合は，システム上でアラームが表

示され，入力漏れを防止。
③現場でタブレットに入力したデータはデータベースに

保存され，自動で事務所側に転送されるため，パソコ
ンで芯出結果を確認することが可能。

④データは自動で集計・グラフ化され，傾向管理が可能。

　当該システムを導入した結果，これまで問題となって
いた芯出記録不具合を撲滅することができた。また，傾
向管理も容易となり，品質管理の精度も向上した。
2.3　生産計画・生産実績管理の問題点
　操業記録と同様に，生産計画においても問題を抱えて
いた。上述したように，鋳鋼スローから鍛鋼スローへと
製造方法が変化して製造工程が複雑になった。従来，
Microsoft Excel®（Microsoft Excelは 米 国Microsoft社
の登録商標）のシートに手入力して工程表を作成してい
た。しかし，人手によって工程表を作成することは精
度・効率の点で限界となっていた。
　また，従来は熟練工程担当者の勘と経験に基づいて生
産計画・工程表を作成していた。しかし，熟練工程担当
者の定年退職が迫ったため，高精度で効率的に生産計
画・工程表を作成できる生産計画管理システムの構築が
必要となった。
　従来，工程担当者がExcel®のシートを使用して一か

図 4  芯出記録に関する不具合発生割合
Fig. 4  Ratio of malfunction in centering process

図 3  全生産一元管理システムの全体像
Fig. 3  Configuration of integrated management system

表 1  各スロー製造工程
Table 1  Manufacturing process of each crank throw
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ら手入力で工程表を作成するため，同一のCh.Noを持つ
製品が複数存在したり，工程記載漏れがあったりした。
また，急な工程変更に追われて工程表作成が操業に追い
つかないこともあった。生産実績の確認においても実績
を適宜把握できない属人的な管理となっていた。工程担
当者が現場作業者に実績情報をヒアリングしたり，現場
で製品の進捗をチェックして確認したりする必要があっ
た。これらが人手による生産計画・実績管理の不具合で
あった。
2.4　生産計画管理システム化による改善
　前項の問題を解決するために，生産計画管理のシステ
ム化に取り組んだ。生産計画担当者の製造設備や工程に
おけるノウハウをマスターに落とし込み，鍛造方法（ブ
ロックスロー，型入れスロー，折曲げスローなど）によ
る製造工程の違いを，設備マスターに反映させることで
工程表を自動で作成可能とした。
　これにより，工程漏れなどがなくなり，急な工程変更
が起きた場合にも即座に間違いなく工程表に反映するこ
とが可能となった。生産計画管理システムを図 6 に示す。
2.5　生産実績管理システム化による改善
　工程担当者が現場作業者に実績情報をヒアリングして
確認するという属人的な管理から，各工程での実績情報
を集約して一元管理するシステムへの改善を図った。ツ
ールとしては，製品情報が記載された耐熱ラベルとバー
コードリーダー（携帯型端末）を用いた。新たな生産実
績管理の流れを図 7 に示す。
　まず，受入芯出作業でスローのガス切断を実施しない
部位に耐熱ラベルを取り付ける。耐熱ラベルは高温の熱
処理でも変形や変色のしにくい素材となっており，当工

場の出荷まで剝がれることはない。耐熱ラベルには識別
管理情報としてCh. NoやO. Noの他に，QRコード®（QR
コードは（株）デンソーウエーブの登録商標）も転写さ
れている。工場内のWi-Fi®（Wi-FiはWi-Fi Allianceの
登録商標）環境の下，QRコード®を各工程の作業開始前・
終了後にバーコードリーダーで読み取ることで，作業完
了の実績が生産管理システムで作成した工程表にも自動
で反映されるようにした。
　これまでは，ガス切断や熱処理ごとにCh. Noをスロ
ー本体にチョークで書き直していた。しかし，Ch. No
が記載された耐熱ラベルを取りつけることで，熱工程前
後での書き直しミス防止につながり，識別管理強化にも
つながった。

むすび＝生産計画・実績管理システムおよび操業記録管
理システムを作りあげ，以下の効果を得た。
（ 1 ）操業記録管理システム化により手書きによる芯出

操業記録を全廃し，品質管理の精度が向上した。
この結果，操業記録の記入漏れや送付忘れなどが
なくなり， 1 年間の不具合発生件数が20件から 0
件となった。

（ 2 ）生産計画管理システムにより，工程漏れや同一
Ch. Noの重複等の不具合がなくなった。また，
急な工程変更にもミスなく即座に工程表に反映す
ることが可能となった。

（ 3 ）生産実績管理においても，耐熱バーコードなどの
ツールを使用し，生産実績が工程表に自動で反映
されるようシステム化を行った。その結果，生産
実績を適宜把握できるようになった。

図 6  生産計画管理システム
Fig. 6  Production planning management system

図 7  生産実績管理システム
Fig. 7  Production result management system

図 5  芯出記録管理システム
Fig. 5  Operation management system for centering
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まえがき＝鉄鋼，非鉄圧延品などの素材加工系工場では
近年，多品種少量・変種変量生産が進展し，生産の流れ
が複雑化するいっぽうである。さらに，製造リードタイ
ムや中間在庫の圧縮が要請されており，工場全体の生産
の流れを適切にコントロールすることは熟練スタッフの
経験や勘だけでは困難となっている。そのため，客観的
なデータや理論モデルによる評価に基づく高度な生産管
理上の判断や意思決定を支援するためのシステム化が強
く望まれている。
　システム化のアプローチには，設備の詳細な作業順序
を計算し，日次～週次の計画立案を支援するスケジュー
リングシステムがある。あるいは，工場内のマクロな生
産の流れを計算し，月次～年単位での生産計画に対する
工場内リソースの運用指針を検討するためのシミュレー
ションがある。それぞれは生産工程をモデル化する上で
重要な役割を担っており 1 ）～ 3 ），製品により製造工程が異
なるジョブショップ型工程への応用例 4 ）～ 6 ）も報告され
ている。
　いっぽう，素材加工系の生産工程において現実の操業
検討に活用できるシミュレーションを行うには，工程の
複雑さに加えて，段取り時間やコストの削減，品質安定
化の観点から，工程固有の条件で同種のジョブ（素材を
製品にするまでの加工）をまとめて処理する「ロット集
約と順序付け」のモデル化が必須となる。
　ロット間で段取り時間が発生する状況でのロット集約
と順序付け問題に対しては，最適解探索型のアプロー

チ 7 ）～11）も報告されている。しかしながら，本稿が取り
扱う素材加工工程の規模（数十工程）やジョブ数（数千
個／月）を対象にした場合，膨大な計算時間が必要とな
るため，日常業務のなかで適用するには実用上困難である。
　そこで本稿では，工程ごとにロット集約操業を実施す
る多品種混流ジョブショップ型の素材加工工程を対象
に，ロット集約を効率的かつ実用的精度で実行するため
のシミュレーションモデルを提案する。本モデルは待ち
行列構造を基本とし，ロットを集約するための層と，集
約したロットを所定の条件で並べ替えるための層の 2 階
層構造を備える。さらに，シミュレーション時刻の更新
に従って設備ごとにジョブの到着を予測する機能と組み
合わせ，事前に設定したサイズのロットが完成する時刻
を予測することにより，ロット編成に伴うジョブの不要
な滞留時間を抑制する機構を組み込んだ。これらによ
り，大規模素材加工工程において，膨大な生産対象デー
タを工程全体の現実的な生産の流れに関する情報に変換
し，月次～年単位での生産や物流状況を予測することが
可能となった。
　本稿ではこれら特徴的な機能の概要を述べるとととも
に，テストデータによる提案モデルの有効性の検証結果
およびアルミ圧延工場の実績データでの検証例について
紹介する。

1 ．素材加工工程におけるロット編成

　多品種を製造する素材加工工場では，投入されるジョ

アルミ圧延の多品種混流生産を支援する  
マクロシミュレーションモデルの構築
Development of Macro Simulation Model to Support Multi-product and 
Mixed Production of Aluminum Rolling

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（論文）

The manufacturing processes for the sheets, plates, and strips of steel, aluminum, and copper that are 
Kobe Steel's main material products are characterized by the mixed production of a large variety of 
products. Hence, for the sake of productivity and quality, a number of jobs processed by the same type 
of method are grouped together as one operational lot on the basis of the operating conditions specific 
to the equipment. A simulation model has been developed to support production planning and to help 
in the consideration of operational rules and the capital investment policy involved in such processes. 
The model has a hierarchical queue structure to flexibly express various lot-making operations. The 
model further incorporates a mechanism for estimating the time it takes to reach the minimum number 
of jobs required to form a lot, in order to reduce the unwanted stagnation of jobs between process 
steps. The effectiveness of the proposed model was demonstrated by numerical experiments, while its 
accuracy and applicability in terms of the macro evaluation of material flow were verified using actual 
factory data on aluminum rolling.
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ブの種類がきわめて多く，その製造経路はジョブの仕様
により異なるジョブショップ型の生産ラインである。ま
た各工程では，段取り替え時間・回数の削減による生産
性向上やコスト低減のために，同一の処理仕様のジョブ
を複数集めてまとめ処理する「ロット集約操業」が一般
的に行われている。以下にロット集約操業の例をあげ
る。
　・熱処理を行うバッチ炉では，燃料原単位低減と生産

性向上の観点から，焼鈍温度が同じジョブを一つの
炉で複数まとめて処理する。

　・鉄鋼や非鉄の薄板を製造する圧延機では，圧延ロー
ルの交換回数を減らすため，圧延ロールの表面粗度
が同じジョブをなるべく連続して圧延する。

　・表面処理設備では，段取り替え時間がきわめて長い
ため，指定される塗料や薬液の種類が同じジョブを
極力まとめて処理する。

　通常，ロットを構成するジョブ数には一定の自由度が
ある。その自由度の範囲内で決定されるロットの大きさ
やロット間の段取り時間は，設備単体の生産性だけでな
く，工場レベルでの生産性や仕掛，リードタイム，コス
トなどに影響する。ジョブの流れが複雑な多品種混流の
素材加工工程では，上記のロット集約操業を考慮して中
間仕掛や製造リードタイムを予測することが困難であ
る。そこで，種々の検討を行うためには，設備の特徴に
応じてロット編成を柔軟に表現できるシミュレーション
モデルが必要となる。

2 ．シミュレーションモデルの特徴

2. 1　ロット編成のための待ち行列構造
　モデルの基本構造は待ち行列型であるが，効率良く，
またきめ細かくロット編成を行うために階層構造12），13）

とした点（図 1 ）を特徴とする。すなわち，設備ごとに
設定したロット集約条件それぞれに対応した待ち行列を

第 1 層に配置し，ジョブを到着順に格納する。ロット集
約条件の種類は常に変化するため，本待ち行列モデルで
はジョブごとの具体的な属性に応じて待ち行列が自動生
成される。各待ち行列には，シミュレーションの進行に
合わせて集約されたジョブ数と待ち時間が計算され，こ
れらの値に基づいてロットが処理可能かを判断する。
　いっぽう，各設備は次のロットを処理可能になった時
点で到着待ち行列を検索してロットが揃（そろ）ってい
る処理可能な状態の待ち行列を一つ選び，次に処理する
ロットとして先頭から所定の数を抽出する。抽出された
ジョブは設備ごとに設定される条件で処理順にソートさ
れた後，第 2 層である設備前の処理予約待ち行列に格納
され， 1 ジョブずつ処理される。このように，待ち行列
を階層化することによって次に処理するロットの検索と
ジョブの並べ替えを効率的に実行できる。
2. 2　ロット編成に用いるパラメータ
　ロット編成の指針に相当するシミュレーション上のパ
ラメータとして，設備ごとに以下の値を設定できるよう
にした。
　・最小ジョブ数：一つのロットとして処理可能な最小

単位である。生産効率，コスト，あるいは作業性の
観点から運用上の指針として設定されることが多
い。

　・最大ジョブ数：一つのロットとして処理できる最大
単位である。通常，設備の仕様や操業上の制約によ
って決まる。

　・最大ロット待ち時間：最小ジョブ数が揃うまでは到
着済みのジョブは処理待ち状態となる。その状態で
滞留可能な最大時間である。長期滞留を防止するた
め，この時間を超えて滞留している場合は最小ジョ
ブ数未満でもロットとして編成できる。

　・段取り時間：ロット間に発生する切り替え時間であ
る。次に処理する場合，この時間が短いロットを優
先的に選択することで生産性を高めることができ
る。

2. 3　ロット完成時期の予測機能
　ロット集約条件が同じジョブが少なく，最小ジョブ数
まで揃いにくいケースでは，上記の最大ロット待ち時間
までジョブを滞留させた上で，未完成のロットを割り付
ける方式が実装上容易である。しかしながら実操業で
は，最大時間まで待ってもロットが揃いそうにない時
は，最大時間まで待たせることなく事前に未完成のロッ
トとして割り付けることで滞留ロスを抑えている。
　そこで，本モデルでは図 2 に示すように，待ち行列へ
のジョブの到着予想時刻からロットの最早開始時刻を見
積もることにより，実操業と同様の判断を可能とする機
構を組み込んだ13）。以下にその概要を述べる。

（ 1 ）次工程に仕掛っている到着済みジョブだけを待ち行
列に格納せず，その先の未完了工程全てのジョブを
到着予定ジョブとして待ち行列に格納する。

（ 2 ）待ち行列内の到着予定ジョブには，式（ 1 ）に示す
ように設備の作業完了時刻と標準的な工程間のリー
ドタイムに基づく到着予想時刻を計算して設定する。

図 1  階層型の待ち行列モデル
Fig. 1  Hierarchical queue structure for lot formation
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　　T
S
j,n（t）＝max｛T

S
j,n－1（t）＋Lj,n, ej,n（t）｝ ………………（ 1 ）

ここで，
　T

S
j,n（t） ：シミュレーション時刻 tにおけるジョブ jのn

番目の工程の到着予想時刻または到着時刻。
　 Lj,n ：ジョブ jのn-1番目とn番目の工程間の標準リ

ードタイム。このリードタイムには標準的な
処理時間や待ち時間が含まれる。

　 ej,n（t）：シミュレーション時刻 tにおいて，ジョブ jの
n番目の工程が処理される設備が最後の作業
を完了した時刻。

（ 3 ）ジョブの到着予想時刻を基に，最小ロットサイズの
完成時刻を見積もる。具体的には，到着待ち行列内
のジョブの到着時刻またはその予想時刻を早い方か
ら順にソートし，最小ロットサイズを構成する最後
のジョブが到着する時刻をロット完成予想時刻とす
る。この時刻はシミュレーション時刻の更新ととも
に逐次再計算される。

（ 4 ）ロット完成予想時刻までに到着し得るジョブがな
く，ロット待ち最大時間を超えるジョブが待ち行列
に存在する場合は，最小ロットサイズ未満でもロッ
トとして割り付け可能とする。図 2 では，ジョブ①，
②が既に到着済みで，ジョブ③，④，⑤が到着予定
である。この時，ジョブ①の最大待ち時間内に最小
ロット単位である 5 ジョブが揃わないことがこの時
点のシミュレーション時刻において判断できる。た
だし，③が①の最大待ち時間前に到着する可能性が
あるため，③の到着までシミュレーション時刻を進
めた上で，ジョブ①，②および③が未完成ロットと
して編成，割り付け可能となる。

3 ．提案モデルの検証

3. 1　ロット完成時期の予測効果
　最小ロット単位が揃うまでの見積もり時刻であるロッ
ト完成時刻の予測機能（Estimation of Lot Completion 
time，以下ELCという）の有効性を確認するため， 5
工程，10品目， 1,000ジョブ，一工程あたりのロットの種

類 3 ～ 5 のジョブショップ工程のシンプルな例題14）を
作成し，ELCの有無によるシミュレーション結果の違
いを比較した。その結果を図 3 に示す。図 3 より，以下
のような本機能の特徴と効果が確認された。
　・ロット待ち最大時間が同じ時，ELCをONにした場

合にリードタイムが短縮される。これは，最小ロッ
トサイズが揃わない場合に，最大時刻まで待つこと
なくジョブが処理されるためと考えられる。

　・ロット待ち最大時間が短い場合はリードタイム短縮
の効果が小さい。これは，ELCがOFFの場合でも，
最小ロットサイズまで待たずに処理されることが多
くなり，両者の差が出にくいためと考えられる。

　・段取り替え回数については，ELCがONの場合に増
加する傾向がある。

　・ロット待ち最大時間が極度に短い場合と長い場合に
は段取り替え回数の差は小さい。これは，上で述べ
たように，ロット待ち最大時間が短い場合は，ELC
のON／OFFによらず小さいロットで処理される傾
向が強くなって両者に差が出にくいことによると考
えられる。また，ロット待ち最大時間が長い場合は，
待たせても揃わないロットを同じ大きさでより早期
に処理できるためと考えられる。

図 4  段取り回数と製造リードタイムの関係
Fig. 4  Relationship between number of setups and lead time

図 3  ロット完成時期の予測による段取り回数，リードタイムの変化
Fig. 3  Difference in number of setups and lead time due to 

prediction of completion time of lot

図 2  ロット完成時刻の予測
Fig. 2  Forecast of lot completion time
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　つぎに，上記の実験結果を段取り替え回数とリードタ
イムの 2 軸で比較した。その結果を図 4 に示す。ELC
のON／OFFによらず両者にトレードオフの関係がある
ことが確認できるとともに，ELCがONの場合は，トレ
ードオフの水準が向上していることが分かる。すなわ
ち，同じリードタイムであればELCがONの場合は，よ
り少ない段取り替え回数で生産することができる，ある
いは，同じ段取り替え回数であれば，より短いリードタ
イムで生産することができることを示している。
3. 2　実規模工程での検証
3. 2. 1　対象工程
　つぎに，本シミュレータに当社のアルミ圧延工場の製
造工程を設定し，実工場での活用を想定したロット編成
指針の検証実験を行った。図 5 にアルミ圧延工程の概要
を示す。溶解鋳造工程で製造されたスラブを熱間圧延し
た後，冷間圧延，熱処理（バッチ炉，連続炉），矯正，
表面処理，切断など，数工程から十数工程を経て板やコ
イル製品として出荷する。シミュレーションでは熱間圧
延以降を対象とし，設備数は約70， 1 日に投入するジョ
ブは約100とした。さらに，主要な設備にはロット編成
のための条件を設定した（表 1 ）。なお，ロット属性（こ
の値が同じであれば同一のロットに編成できる）の種類
は，少ない設備で数種類，多い設備で数十種類である。
3. 2. 2　ロット編成指針と生産性指標の検証
　ロット編成の指針として，表 1 に例示した最小ロット
サイズ（最小ジョブ数）を変化させて期間 3 箇月のシミ
ュレーションを行い，代表的な生産性指標を調べた。
　まず，生産工程内の主要設備について最小ロットサイ
ズの設定を変更し，結果としてシミュレータで編成され
るロットサイズがどのように変化するかを調べた。連続
焼鈍炉での例を図 6 に，表面処理設備での例を図 7 に
それぞれ示す。いずれの例においても，最小ロットサイ

ズの設定値を大きくすると，シミュレータ内で編成され
るロットの平均サイズも大きくなるなか，その効果は
徐々に低下して行くことが分かる。これは，最小ロット
サイズが大きくなると，最小ロットサイズが揃う前にロ
ット待ち最大時間を超えるジョブが発生し，結果として
最小ロットサイズ未満のロットが増えるためと考えられ
る。なお，参考のために実績データから手計算で求めた
ロットサイズの平均を図中に点線で示した。
　最小ロットサイズは，連続焼鈍炉では最大20%程度
に，表面処理では70%程度にそれぞれ設定することによ
って，実操業に近いロットサイズのシミュレーションが
できる可能性があることが分かる。
　つぎに，負荷の高い主要設備（全体の約 1 / 3 ）につ
いて，最大ロットサイズに対する一定比率で最小ロット
サイズを変更した時の総段取り回数と熱延～出荷までの

図 8  最小ロットサイズと段取り回数の関係
Fig. 8  Relationship between minimum lot size and number of total 

setups

図 7  表面処理ラインでの最小ロットサイズの設定とシミュレー
ション結果の平均ロットサイズ

Fig. 7  Relationship between minimum lot size setting and average 
lot size of simulation results in surface coating line

図 6  連続焼鈍炉での最小ロットサイズの設定とシミュレーショ
ン結果の平均ロットサイズ

Fig. 6  Relationship between minimum lot size setting and average 
lot size of simulation results in continuous annealing line

図 5  アルミ圧延工場の製造工程の例
Fig. 5  Example of manufacturing process of aluminum rolling 

factory

表 1  ロット編成条件の例
Table 1  Example of lot organizing conditions
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平均リードタイムを図 8 および図 9 に示す。最小ロッ
トサイズを大きくするほど段取り回数は減少するが，そ
の効果は小さくなることが分かる。いっぽう，リードタ
イムはほぼ直線的に増加していることから，最小ロット
サイズを過度に大きくすることは，段取り回数を減らす
メリットよりリードタイムが増加するデメリットが大き
くなることが心配される。段取り回数は製造コストや作
業負荷に影響し，リードタイムは仕掛在庫や納期対応力
に影響する。このため，許容できる段取り回数のレベル
や目標とするリードタイムを基に，最小ロットサイズの
指針を得る形で活用することが重要といえる。
3. 2. 3　マクロ物流実績による精度検証
　シミュレータにより将来の物流状況を予測し，各種操
業検討に活用するためには，その前提として，過去のあ
る時期を基準として，その時期の物流状況を再現できる
ようシミュレータのパラメータ類を調整する必要があ
る。これにより，将来予測のベースとなる設定が可能と
なる。そこで，過去のある時期（半年間）を選び，前節
で検証した最小ロットサイズのほか，処理時間や段取り
時間，稼働率，品目構成，歩留りなどをその期間の実績
ベースに設定した。その上で，仮想的に作成した投入計
画を入力とするシミュレーション結果から得られる工場
内の中間仕掛量や置場間の日ごとの搬送量を実績値と比
較した。
　物流系の評価においては，平均値だけでなく最大値が
重要となる。このため，代表的な置場の中間仕掛量とそ
の間の搬送量について，これらの平均値と最大値を比較
した結果を表 2 に示す。この表から分かるように，シミ
ュレーション結果の平均値，最大値はいずれも，実績と
の差は 5 ％以内で得られている。実績の最大値が平均の
125～150%であることを踏まえると，マクロ物流を評価
する上で実用上十分に許容できる範囲であるといえる。
とくに，置場や搬送能力の増強を検討する際の鍵となる
最大値の一致度も高いことから，本シミュレータが将来
の物流リソースの検証に有効なツールとなり得ることが
確認できた。

4 ．シミュレータの活用例

　今回提案したシミュレーションモデルは，製造途中の
各工程独自にロット編成する工場での操業方針の検討，
および設備や物流リソースへの投資の検討での活用を想
定している。以下に活用例の一例を紹介する。

4. 1　負荷に応じたロット編成指針の策定
　 3 章で述べた結果より，設備ごとに設定する最小ロッ
トサイズは段取り替え（製造コストに対応）やリードタ
イム（納期対応力に対応）に強く影響することが分かっ
た。そのため，生産計画を達成するために工場として許
容できる段取り回数・時間のレベルや目標とするリード
タイムのレベルから，最小ロットサイズの指針を得る形
での活用が期待できる。例えば，受注計画が大幅に変わ
った際，設備ごとの必要生産性の変化に伴って，ロット
編成の指針も大きく変化する可能性がある。これに対し
て，本シミュレータにより各設備の必要生産性，例えば，
受注計画を達成するために許容できるネック設備での段
取り時間を制約とした上で，この段取り時間を実現する
ための最小ロットサイズの指針を得ることがでる。さら
に，シミュレーション結果より，その場合のリードタイ
ムを見積もることができる。これらを基にして状況に応
じた設備ごとの計画指針や品目ごとの製造工期を算定す
ることも可能になる。
4. 2　必要仕掛量や置場能力の検討
　途中工程の設備でのロットサイズを大きくして段取り
時間の少ない操業を実施するためには一般に，設備前で
保有する仕掛量を増やす必要がある15）。本シミュレータ
により最小ロットサイズと段取り時間，あるいは仕掛量
との関係を図 8 や図 9 と同様に分析することにより，生
産管理上許容される段取り時間に対して，保有するべき
仕掛量を把握することができる。そのため，月次や期の
生産計画策定時の仕掛保有計画を策定する際の判断サポ
ート，あるいは置場の能力を考慮した上での最小ロット
サイズの指針を検討する活用法も考えられる。とくに鉄
鋼や非鉄など製品のサイズが大きく，製造量も多い製品
の場合，工場内で容易に置場を確保することが困難であ
るため，このような観点での計画策定が重要となる。
4. 3　品目ごとの投入サイクルの検討
　素材加工型の工場では，上流工程ほど同一品目（一般
に製品の用途や特徴が同じ注文）内での設備選択の自由
度や製造条件の差が小さいという工程上の特徴もある。
そのため，品目ごとの工場への投入間隔をどのように設
定するかも生産管理上重要な判断項目となる。熱延工程
への同一品目の投入間隔を変えた場合の，ある置場での
仕掛推移のシミュレーション結果の一例を図10に示す。
ここでは，同一品目の熱延間隔をN日とした場合，およ
びその 2 倍の 2 N日に設定した場合の 2 種類を比較して

表 2  中間仕掛量と搬送量に関する実績値とシミュレーション
結果の比較

Table 2  Comparison of amount of work in process and transportation 
amount between actual values and simulation results

図 9  最小ロットサイズと平均リードタイムの関係
Fig. 9  Relationship between minimum lot size and average lead time
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いる。 
　図10から分かるように，同一品目の熱延への投入間隔
が長い方が仕掛の振幅が大きく，そのピーク値も高くな
ることが分かる。ただし，図には示していないが，投入
間隔が長い方が段取り替え回数は少ない。これは，投入
間隔が長くなるほど，同じ品目が同じ時期に多く投入さ
れるため，特定の設備や置場に対して大ロットで供給さ
れる傾向が高くなるためである。
　前節と同様に，置場の容量に余裕がない状況，例えば，
置場の容量が650とすると，投入間隔がN日の場合は，
3 箇月間で数日だけ別の置場（例：工場外の貸し倉庫）
に仕掛をかわすだけで済む。しかしながら，投入間隔が
2 倍の 2 N日の場合は，期間の約半分の日数で仕掛をか
わす必要がある。さらに，その量も多いことから大幅な
コストアップに繋がる。この場合，段取り替えの増加に
よるコストアップと外部倉庫への仕掛移動によるコスト
アップとを比較して投入間隔を決定する必要がある。具
体的なコストは別途計算する必要はあるが，生産管理面
での意思決定にシミュレーションによる物流観点での計
算結果を活用することにより，経験や勘だけでは難しい
高度な判断が可能になることが期待できる。
4. 4　搬送リソースの能力評価
　素材加工系の生産工程では，複数の設備が一つの置場
を共有することが多い。このため，本シミュレータでは，
設備と置場の対応を任意に設定できるようにした。これ
により，置場ごとの仕掛量だけでなく，置場間の仕掛品
の移動量を時系列で評価することが可能となる。置場間
の移動にはトラック，フォークリフト，クレーン，台車
など置場相互の関係により搬送手段が決まることから，
これら搬送手段に必要な能力を見積もることができる。

したがって，搬送能力の不足分に対する投資判断や搬送
業務の委託先との交渉にも活用することが可能である。

5 ．プラットフォーム化に向けた課題

　開発したシミュレータを実工場向けのシミュレーショ
ンプラットフォームとして種々の判断に継続的に活用さ
れることを企図している。しかしながら，今回紹介した
シミュレーションモデルだけでは実用化は難しく，以下
に示すようなさらなる機能の充実が必要と認識してい
る。
　・現時点を基準としたオンラインでの意思決定に活用

するには，シミュレータの初期状態を工場の現時点
の状態に合わせる必要がある。そのためには，工場
の実績データ（仕掛状態，設備ごとの着手／完了時
刻）や確定している工程計画をリアルタイムに取得
できる環境が必要となる。

　・工場内の設備や操業は継続的に改善されており，設
備の能力や段取り条件を定期的に調整することが必
須となる。設備数や段取り条件の数は非常に多いた
め，蓄積した実績データからこれらの条件を自動的
に算出し，マスタに登録する仕組みが必要となる。

　・生産計画が大きく変化する際，過去の実績に基づく
条件では所定の期間で計画量を製造できない場合が
考えられる。このような状況では，技術的に可能な
範囲で製造手順を変更し，設備の負荷分散を図る必
要がある。この領域では専門家の判断も必要になる
ため，対話的な仕組みが求められる。

　・意図した結果を得るための条件を導くこともシミュ
レーション活用での重要な役割となる。この場合，
どの条件を修正するべきかをシミュレーション結果
から探索するための可視化ツールや結果データの分
析ツールが重要となる。

むすび＝多品種混流型素材加工工程に対する操業上の指
針であるロット編成操業に着目し，製品や工程のデータ
から，ロット編成条件が生産の流れに与える影響を定量
的に評価できるシミュレーションモデルについて述べ
た。モデルの構築にあたり，工程固有のロットまとめ操
業を効率良く忠実に再現するために，各工程でロットま
とめのグループ別に待ち行列を生成する方法を取り入れ
た。また，所定のロットサイズが揃うまでジョブが待ち
行列内で待機できる最大時間をパラメータとして与える
ことでロット集約のための滞留時間を設備ごとに調整で
きるようにした。さらに，未着手工程のジョブに対して
も，待ち行列への到着時刻を予測する機構により，最大
待ち時間内にロットが揃わない場合のジョブの不要な滞
留時間を抑制する仕組みを組み込んだ。
　ケーススタディを通した検証の結果，所定のロットサ
イズが揃うまでの最大待ち時間や最小ロットサイズが段
取り回数と製造リードタイムのトレードオフを調整する
パラメータとなり得ることが確認できた。また，待ち行
列への到着時刻を予測する機能を導入することにより，
本機能を利用しない場合に比べて段取り替え回数と製造

図10  熱延投入間隔と仕掛推移の例
Fig.10  Hot rolling interval and work in process
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リードタイムのトレードオフを改善できることを確認し
た。さらに，アルミ圧延工場の製品，工程データで実行
した結果と物流実績データとの比較において，マクロ物
流検証での実用に耐え得る精度を確認した。
　今後は，実工場の生産の流れをより精度良く計算でき
るようにするため，最小ロットサイズやロット待ち最大
待ち時間など，生産環境に応じて調整する必要があるも
のの，実際の工程管理業務では必ずしもその指針が明確
化されていないロット編成に関するパラメータ設定の知
見獲得を進める予定である。さらに，日々の計画業務の
支援や操業検討に継続的に活用するために，ロット編成
や段取り条件に関する多くのパラメータを操業の変化に
合わせて自動調整する技術の開発がその先の課題であ
る。
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まえがき＝地球温暖化防止のためのCO 2 排出規制への
対応を始めとして，環境保護を目的とした自動車の燃費
向上は喫緊の課題である。また，安全装置などの機能向
上に伴う装備の増加により，重くなる傾向にある車体の
軽量化も強く求められている。そのため，従来は鋼や鋳
鉄で製造されていた部品の軽量材料への置換を各自動車
メーカは推進している。
　当社は，1980年代末にアルミを鍛造したサスペンショ
ン部品の製造を開始した。現在は，アルミ鍛造ラインに
素材となるビレットを製造する鋳造ラインを併置して，
素材から完成品までの一貫生産体制を確立している。こ
れにより，低コスト，短いリードタイム，生産の一元管
理を実現し，多くの自動車メーカに製品を供給してき
た 1 ）。
　また，国内自動車メーカ各社の生産拠点の海外展開に
合わせて，当社も米国および中国に海外生産拠点を建設
し日米中の 3 極体制を構築して，現地ニーズに合わせた
製品を供給する体制を確立した 2 ）。これら 3 極において
製造設備や製造方法の共通化を図ることにより，同一品
質の製品の供給を可能にしている。
　しかしながら，各工場では一定割合のチョコ停が発生
している。チョコ停とは，設備のトラブルなどにより短
時間の製造停止が発生する現象である。チョコ停が繰り
返し発生することで生産を阻害し歩留りを低下させる。
　今後さらに伸びることが予想される市場の拡大に的確
に対応するために，チョコ停を低減してゼロに近づける
ことは大きな課題である。チョコ停の発生頻度は海外工
場が高いものの，国内でも作業員の熟練度によりその発

生頻度は異なる状況である。作業員の経験によらず同じ
生産性と品質を常時維持できることが必要である。
　そこで，当社は製造状態を可視化するための製造条件
や異常発生のデータ収集の仕組みを構築した。得られた
データを解析することにより，チョコ停の原因究明とそ
の対策を進めてきた。本稿ではその内容と効果について
報告する。

1 ．プレスによるサスペンション部品生産ライ
ンの概要

　図 1 にサスペンション部品の例を示す 2 ）。サスペンシ
ョンは車体とタイヤとを連結し路面の凹凸による振動を
抑制する緩衝装置であり，車の運動性能や乗り心地に大
きく影響を与える。このため，強度や耐食性など高い信
頼性が必要な部品である。通常，サスペンション部品は

自動車用アルミサスペンション部品の製造データの収集
と解析
Production Data Collection and Analysis of Forged Aluminum Automobile 
Suspension Parts

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

As a part of the aluminum business, the Daian Works at Kobe Steel produces suspension parts of 
aluminum forging, following the trend of automotive weight reduction, and has gained a high market 
share. Production is expected to grow further, and developments are being pursued so as to reduce 
short-time breakdowns in the production lines, which are caused by small problems and fluctuations in 
production conditions, as well as to achieve better utilization of the equipment. Various production data, 
abnormal data, and inspection data were gathered to grasp the cause of the short-time breakdowns 
and to take measures against them. As a result, the utilization rate has been improved by 3%. Further 
measures will be promoted in the future.
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図 1  サスペンション部品の例（ダブル・ウィッシュボーン方式
フロントサスペンション）2 ）

Fig. 1  Example of suspension members (front suspension structure 
of double wishbone type) 2 ）
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鋼や鋳鉄で製造されるが，車体を軽量化するために大型
車を中心にアルミ材の採用が進んでいる。当社の開発し
たKD610材は鋳鉄部品と比較して40％以上の軽量化を
達成している 2 ）。
　プレスによるサスペンション部品の製造工程を図 2
に示す 3 ）。工場に併設された鋳造設備で作られたビレッ
ト は 加 熱 炉 で 所 定 の 温 度 に 昇 温 さ れ， 予 備 成 形

（Preform）→曲げ加工（Bending）→潰し加工（Buster）
→荒加工（Blocker）→仕上げ加工（Finisher）→トリ
ム加工（Trim） の工程を経てサスペンション部品に成
形される。プレスは最大荷重6,300 tのメカニカルプレス
により行われる。高い荷重性能を活用して曲げ型と荒
型，潰し型と仕上げ型でワークを同時にプレスするな
ど，効率的なプレス加工法を確立している。プレス工程
においては，ワークの搬送および離型剤の散布をすべて
ロボットが行う。ワークの種類に応じてプログラムを変
更することによりロボットの動作を制御している。

2 ．収集データとその分析

2. 1　収集データの概要
　工場におけるサスペンション部品の製造および検査工
程では，主に以下に示す 4 種類のデータを収集してい
る。
　（ 1 ）製造データ

　メカニカルプレスによる鍛造条件と各種測定デー
タであり，時刻，製品名称，プレス設定パラメータ，
離型剤流量，金型温度，鍛造荷重など。

　（ 2 ）プレス異常データ
　メカニカルプレスで発生したワークの上型残り，
ワークの置きズレ，ロボット異常など，センサで検
出した異常の名称と発生時間。

　（ 3 ）作業日報データ
　プレス担当作業員が記録した製品生産数や設備の
稼働時間と稼働率など。

　（ 4 ）検査データ
　下工程での製品検査結果の内訳。

　（ 1 ）～（ 3 ）はプレス工程における記録であり，（ 4 ）
は下工程での製品検査データである。（ 1 ）の製造デー
タは個別のワークにひも付けられており，（ 2 ）のプレ
ス異常データは発生時刻にひも付けられている。これら
のうち（ 1 ）と（ 2 ）は，設備の稼働状況の調査と異常

原因の把握および対策を目的として，2014年秋からデー
タの収集を開始した。当初は，測定データのノイズや動
作不良などにより信頼性に欠ける面があったものの，対
策を施して順次改善してきた。また，離型剤散布装置の
改造に伴う項目やサーモビジョンによる金型表面温度な
どの項目のデータも随時追加・増強してきた。現在では，
60項目のデータを常時取得している。
2. 2　チョコ停内容の分析
　現在，自動的に収集しているチョコ停要因は「上型残
り」と「着座異常」が主である。他にはロボットやプレ
ス本体，加熱炉など，設備の軽微な異常があげられる。

「上型残り」とは，金型温度の上昇などによりワークを
プレスした際に上型にワークが固着してしまう状態であ
る。また，「着座異常」はロボットのワークハンドリン
グ異常により，所定の金型位置にワークが着座しない状
態である。いずれの場合においても，センサにより検知
されてプレス動作が停止する。
　チョコ停の要因ごとによるプレス停止時間を分析し
た。製品による違いはあるが，およそ 4 ～ 5 割が「上型
残り」であり， 2 ～ 3 割が「着座異常」であった。「上
型残り」と「着座異常」の 2 つが大きな割合を占めるこ
とがわかった。最大要因である「上型残り」の主要な発
生原因には以下の 4 つが挙げられる。
　（ 1 ） 金型温度の変化
　（ 2 ） 不適切な離型剤の塗布量
　（ 3 ） 金型上へのワークの置きズレ
　（ 4 ） 鍛造荷重の増加
そこで，これらの項目についての取り組みを次章で述べ
る。

3 ．データ活用によるチョコ停対策と効果

3. 1　離型剤吹付け量管理
　当社のサスペンション製品は自動車メーカの車種ごと
に異なり多くの種類がある。製品ごとに形状や重量が異
なるため，離型剤の吹付け量の最適値が異なる。新しい
製品の製造にあたっては，離型剤吹付け量を類似の製品
の値に基づいて調整していたが，必ずしも安定していな
かった。データ解析を行うことで，より安定して生産で
きる適正範囲が推定できることが分かった。図 3 にその
例を示す。
　図 3 はある製品への離型剤の吹付け量の分布を表して

図 2  サスペンション部品鍛造工程 3 ）

Fig. 2  Forging process for suspension parts 3 ）
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いる。横軸は下型への吹付け量，縦軸は上型への吹付け
量である。図 3 において正常に生産されたワークの流量
分布領域と上型残りが発生したワークの流量分布領域を
それぞれ個別の線で囲って示している。またグラフの濃
淡は，それらの現象の発生頻度に比例する。上型への吹
付け量が一定レベルより少ない場合には，多くの上型残
りが発生していることが図 3 よりわかる。適正な流量を
下回ると型温度が上昇して型残りの発生頻度が上がると
推定し，この値を離型剤吹付け量の管理値の策定に活用
している。他の製品では，吹付け量が正常品より多い場
合に上型残りが発生する場合もある。このため，離型剤
吹付け量の上限下限を定め，誰でも同じ条件での吹付け
が可能な吹付けシステムを構築した。このシステムによ
って，現在は作業員によらず同じ条件で離型剤の吹付け
を行っている。
3. 2　金型上へのワーク置きズレの定量化
　ワークを把持するロボットハンドのフィンガー部の汚
れやロボットティーチングの誤差などが，金型上へのワ
ークの置きズレの要因となる。置きズレもワークの焼付
き，上型残り，ワークの搬送ミスを引き起こす。そこで，
光切断法の手法を用いてワーク位置の変化を測定する系
を構築した（図 4 ）。シートレーザをワークに照射し，
ワークを型上においたタイミングで画像を取得し，画像
処理することでワーク位置の変化を測定している。図 4
では，ワークの左右方向における変位の測定結果を示し
ている。変位量がある閾値を超えると，左右方向の置き
ズレは「上型残り」となり，前後方向の置きズレは「搬
送異常発生」となる頻度が高いことが，この測定よりわ
かった。静止画と同時に取得した動画の解析も参考にし
た。置きズレ異常の原因は主にロボットハンドの汚れや
ハンドリングの問題であると判明した。このため，ロボ
ットハンドの定期的なクリーニング，ワークのハンドリ
ング方法の変更などの対策を順次実施し，「上型残り」
および「着座異常」の低減につなげた。図 5 に対策前後

図 3  離型剤吹付け量に対する正常品と上型残り発生品の分布
Fig. 3  Distributions of normal products and defective products of 

upper die remaining

図 4  シートレーザによるワーク位置測定系
Fig. 4  Measuring system of work positions with sheet laser 

図 5  ショットごとのワークの金型上での位置変動測定結果
Fig. 5  Measurement results of fluctuation on workpiece position for 

each shot on mold
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のワーク位置変化を示す。図 5 （a）は，対策前のワー
ク位置ずれを示し，図 5 （b）は対策後のワーク位置ず
れを示している。図 5 （a）では，大きな変位が連続的
に発生している部分があり，安定時でも突発的に位置変
動が発生している。これに対して図 5 （b）では，大き
な位置ずれは発生せず安定していることがわかる。
3. 3　鍛造荷重変化への対策
　鍛造荷重の増加要因として，金型やスライドの温度上
昇に伴う熱膨張により上下型間のギャップが狭くなり，
下死点時のワークの変形量が大きくなることが挙げられ
る。荷重が大きくなりすぎると「上型残り」の発生率が
増大する。プレス時の側面の動画を高速で撮影し最短ギ
ャップとなったときの，ギャップ変化の測定値と鍛造荷
重の時間変化を図 6 に示す。両者はよく比例しており，

ギャップ変化を制御することにより，鍛造荷重を一定の
範囲内に納めることができることがわかる。荷重の自動
制御方法を現在検討中である。
3. 4　チョコ停対策の効果
　上述の対策に加えて，作業員の作業性改善などの取り
組みを行った。これにより，チョコ停によるライン停止
が減少し，稼働率が約 3 ％向上した。

むすび＝大安製造所サスペンション工場では高まる自動
車軽量化のニーズに応えるべく，アルミ鍛造品によるサ
スペンション部品の製造技術の開発を進めてきた。その
過程で作業員のQC活動などを中心として，歩留り向上
の取り組みを行ってきたが限界が見えてきた。そこで，
各種データを常時取得・解析してチョコ停要因を明確に
して対策を立てることで，チョコ停による稼働率低下を
抑制した。今後，チョコ停の撲滅を目標として活動を継
続し，米国および中国で稼働中の工場へも技術を展開す
る計画である。また，大量のデータを短期間で効率よく
解析し，改善の指針を導くためにデータ解析技術の向上
を図る。さらに，データのリアルタイムの解析により鍛
造工程における異常発生の予測技術を確立していく。そ
のために，AI技術の活用も考慮に入れた異常発生予測
アルゴリズムの開発や，より高精度の計測技術の開発を
進める。
　
参　考　文　献
1 ） 福田篤実ほか. R&D神戸製鋼技報. 2007, Vol.57, No.2, p.61-64.
2 ） 中村元ほか. R&D神戸製鋼技報. 2017, Vol.66, No.2, p.99-102.
3 ） 稲垣佳也ほか. R&D神戸製鋼技報. 2009, Vol.59, No.2, p.22-26.

図 6  金型間ギャップと鍛造荷重
Fig. 6  Relationship between forging loads and gaps between upper 

and lower die 
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まえがき＝当社アルミ・銅事業部門長府製造所は第一種
エネルギー管理指定工場となっており，省エネ法に定め
られたエネルギー原単位低減目標年率 1 %を達成するた
め種々の省エネ活動を行ってきた。しかしながら，近年
は原単位の改善が鈍化し，新たな切り口が必要な状況と
なっていた。このため，2013年度末から2014年度にかけ
て全員参加の『大省エネ活動』を展開した。
　大省エネ活動においては，生産設備のエネルギー使用
量の瞬時値や原単位などのデータを可視化することによ
り，原料の溶解から製品出荷までのすべての工程におい
てオペレータ主体で操業方法の改善・無駄なエネルギー
消費の削減に取り組んだ。
　本稿では，データ可視化の事例，およびデータを活用
して省エネを実現した事例を紹介する。

1 ．大省エネ活動の概略

1. 1　長府製造所の概要と課題
　長府製造所には銅板工場とアルミ押出工場がある。銅
板工場では，半導体のリードフレームや自動車のワイヤ
ーハーネスの端子に使われる銅合金のコイルを月に約
5,000トン生産している。アルミ押出工場では，自動車
のバンパや新幹線のボデーに使用される型材などを月に
約3,000トン生産している。
　エネルギーは電力，LNG，LPGおよび灯油を使用し
ており，電力とLNGで約 9 割を占めている。LNGは直
接加熱に使用されるケースと，蒸気を発生させる燃料に
使用されるケースがある。
　2014年度予算策定時には，生産量増に伴いエネルギー
使用量が2013年度比 9 ％増加する見込みだったことに加
えて，エネルギー単価が2013年度比 8 ～ 9 ％上昇する見
込みであった。このため，エネルギー原単位の低減が長

府製造所としての課題となった。
　いっぽうで長府製造所では，省エネ法に定められたエ
ネルギー原単位低減目標年率 1 ％を達成するため，従
来，スタッフを主体とした設備改善活動に取り組んでき
た。すなわち，2008年以前はインバータ化や断熱対策な
ど設備スタッフを主体とした活動を行った。また2008年
のリーマンショック直後は熱精算，加熱炉の改善，ユー
ティリティーの共有化など，設備や製造スタッフを主体
とした活動を行った。図 1 は横軸に長府製造所の生産
量，縦軸に原単位を年度ごとに整理したもので，原単位
は2008年度→2009年度→2010年度→2011年度と改善傾向
にあった。しかし，近年は改善が鈍化し新たな切り口が
必要となっていた。
　そこで，長府製造所全体の活動として所長のトップダ
ウンで『大省エネ活動』を立ち上げ，現場オペレータを
巻き込んだ省エネ活動に着手した。
1. 2　大省エネ活動の推進体制
　活動の推進体制は，長府製造所の所長を推進責任者と

データ可視化による省エネ事例
Energy Saving by Data Visualization

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

At Chofu Works, an attempt was made to visualize process data on, e.g., operating conditions and 
energy consumption. Those data are supplied to the equipment operators to help them improve the 
method of operation and reduce unnecessary energy consumption. This paper introduces examples of 
data visualization based on manual calculation, Excel macros, and QlikView, followed by examples of 
energy saving by the use of visualized data.

西田博之＊1

Hiroyuki	NISHIDA
服部雅弘＊1

Masahiro	HATTORI
六ケ所昭一＊2

Shoichi	ROKKASHO

＊ 1  アルミ・銅事業部門　長府製造所　銅板工場　＊ 2  アルミ・銅事業部門　長府製造所　設備室（現 Kobelco Aluminum Products & Extrusions Inc.）

図 1  エネルギー原単位推移
Fig. 1  Transition of unit energy consumption
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し，銅板工場およびアルミ押出工場それぞれの工場長に
加えて総務部長を実行責任者とした。銅板工場とアルミ
押出工場は同じ敷地内にあるものの，取り扱っている金
属が異なるためプロセスに共通する部分が少なく，両部
門で一緒に改善活動を行うことはほとんどなかった。そ
こで大省エネ活動では，業種の異なる二つの工場が効果
を競いつつも，改善事例を共有，横展開することで大き
な効果を生み出すことを意識した。 
1. 3　大省エネ活動の進め方
　活動期間中， 1 回／月の頻度で報告会を開催した。参
加者は事務局，管理監督職，スタッフ，オペレータおよ
び関連会社のオペレータとし，毎回100名近い参加者が
あった。
　第一回の報告会では，近年のエネルギー使用量，原単
位および単価の推移に基づいて省エネの必要性を所長自
ら説明し，省エネが重要課題であることを現場に示し
た。
　第二回，第三回報告会では，可視化されたデータの見
方，省エネ案件への活用方法および効果試算方法の教育
をスタッフがオペレータに対して行った。
　第四回報告会以降は活動も軌道に乗り，銅板工場 2 件／
月，アルミ押出工場 2 件／月のペースでオペレータから
活動事例の報告を行った。

2 ．データ可視化事例

2. 1　手集計によるデータ可視化
　従来， 1 回／月の頻度で設備室が各設備のエネルギー
積算計を検針し，エネルギー消費量を把握していた。こ
のデータは現場オペレータには開示されておらず，原単
位が悪化した場合は製造の担当スタッフが設備の点検を
行っていた。そのため，オペレータの省エネに対する関
心が低い，設備不具合による原単位悪化時に処置が遅れ
るなどの問題があった。そこで大省エネ活動を展開する
にあたっては，各設備のエネルギー積算計の場所および
検針の仕方をオペレータに教育し，原単位の日計・累計
グラフを手書きで作成させた（図 2 ）。また，これを現
場の掲示板に掲示（可視化）することで，省エネに対す
る意識向上および原単位悪化要因への迅速な対応が図ら
れるようになった。
2. 2　操業データ活用によるデータ可視化
2. 2. 1　自社開発システムによるトレンド可視化
　長府製造所では，銅板工場を中心に工場の実態把握や
迅速な不具合対応を図るため，設備の操業条件やエネル
ギー使用量のデータをサーバに収集する操業情報システ
ムを導入している 1 ）。現場の各設備には収集したデータ
をトレンド表示する端末が設置されている。
　図 3 は連続焼鈍ラインのトレンド表示データの一例
で，ライン停止している間もライン運転中とほぼ同量の
蒸気を消費していることが読み取れる。長府製造所では
設備あるいはエネルギー種別ごとにエネルギー積算計 1
台という設備が多く，構成機器ごとのエネルギー使用量
が分からない。このため，オペレータは活動当初，何か
ら改善に着手していいか分からない状態だった。そこ

で，月一回行われる計画修理の前に構成機器を一つずつ
停止していき，図 3 に例示したようなトレンドの変化を
読み取ることによる構成機器ごとのエネルギー使用割合
推定法をオペレータに教育した。
2. 2. 2　Excelマクロ機能の活用による可視化
　電力使用量がとくに大きい銅板工場の熱間圧延機につ
いては，操業情報システムで収集したデータをExcelの
マクロ機能を使って加工し，設備操業状況（圧延中，昼
休みなど）とエネルギー使用量を日報の形で可視化した

（図 4 ）。横棒グラフは熱間圧延機の電力使用量を表して
おり，昼休みの部分を太枠で囲っている。
2. 2. 3　市販のデータ可視化ソフト活用による可視化
　操業情報システムで収集したデータを加工し，図 4 の
ように日常的に可視化するにはAccessやExcelマクロ
機能の利用スキルが要求され，利用者はごく一部のスタ
ッフに限られていた。いっぽう，社内のシステム部門で
データの可視化を行うには半年前後の開発期間とコスト
を要するという問題があった。
　そこで，市販ソフトであるQlikView（QlikTech社製）
を導入し，データ可視化に要する期間の短縮とコスト削

図 4  Excelマクロ機能の活用によるデータ可視化事例
Fig. 4  Example of data visualization with using Excel macro-function

図 3  自社開発システムによるデータ可視化事例
Fig. 3  Example of data visualization by in-house developed system

図 2  手集計によるデータ可視化事例
Fig. 2  Example of data visualization by hand calculation
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減に活用した。図 5 はQlikViewを用いて冷間圧延機の
電力原単位を可視化した事例である。需要家，品種，調
質，寸法などの条件を指定することによって過去の実績
データを検索することができる（図 5 上段）。また，電
力使用量のトレンドも表示でき，同一条件のコイルごと
の原単位を容易に比較することができる（図 5 下段）。
この事例では同じ品種・寸法のコイルであるにもかかわ
らず，通板速度の速いコイルは遅いコイルに比べて圧延
時間が短く，電力原単位が約20％小さいことが分かった。

3 ．改善事例

3. 1　意識付けによる省エネ
　待機時の消費電力が大きい熱間圧延機や粗圧延機，冷
間圧延機，および連続焼鈍ラインについては，これまで
から昼休みなどの休止時に不要な電源のスイッチを切る
ことにより省エネを試みてきた。しかしながら，スイッ
チの個数が多いうえに距離も離れており，現実問題とし
て実施が困難であった。さらに，オペレータにとっては
効果が見えず，管理監督者にとっては実施状況の把握が
難しいなどの問題があって定着しなかった。
　そこで，2.2.2項で述べたExcelマクロ機能を用いた可
視化ソフト（図 4 ）を作製することにより，不要な電源
スイッチが切られているかを管理監督者が容易に確認で
きる体制を整えた。本ソフトでは，圧延していない状態
の電力使用量を待機エネルギーとみなし，休止時に電力
を落すことによって待機エネルギーを下回った部分の電
力を日ごとに積算できる。また，別画面では省エネ効果
を把握できるようにした。その際，金額換算の効果を併
記することによってオペレータの省エネに対する意識付
けを行った。
　その結果，休止時に不要な電力を落とす運用を積極的
に行うようになった。また，オペレータからの提案で複
数の電力スイッチを一括で操作できるスイッチを設置し
たことによって実施が容易になり，2015年 3 月の活動終
了から現在に至るまで本運用の風化を防止できている。
3. 2　アイドリングストップによる省エネ
　銅板工場で消費するエネルギーの内，蒸気が約11％を
占めている。主な使用設備は研磨ライン，脱脂ライン，
および連続焼鈍ラインである。これらのラインの中に
は，アキュムレータを持たずコイル入れ替えのたびにラ
インが停止する間欠ラインがある。間欠ラインでは，ラ

インが停止中も防錆（ぼうせい）処理を行う温水が循環
したり，表面を洗浄するための温水が出続けたりするな
ど無駄な蒸気使用量が多かった。銅板工場の脱脂ライン
の例では，ライン停止中も通板中の約70％の蒸気を使用
しており，省エネの余地があった（図 6 ）。従来，半日
以上ラインが休止する場合は蒸気の元栓を締めることに
よって省エネを行ってきた。しかし，コイルの入れ替え
などの短時間のライン停止時には実施することが困難で
あった。そこで，車のアイドリングストップを参考に，
温水を循環するポンプや材料を乾燥させるドライヤのフ
ァンなどの蒸気を使用する装置の電源をラインの運転に
連動して自動でON⇔OFFするよう改善した。
　脱脂ラインにおけるアイドリングストップ実施前後の
一箇月ごとの処理量と蒸気使用量の関係を図 7 に示す。
この図において，原点から任意の点に引いた線の傾きが
その月の蒸気原単位となる。ライン停止中の蒸気使用量
がなく，回帰直線が原点を通るのが理想であるが，現実
には図 7 に示したように切片を持つ。この切片を無駄エ
ネルギーと定義すると，アイドリングストップにより約
65％の無駄エネルギーを削減することができた。
　この事例は大省エネ活動報告会で共有し，12設備37箇
所に横展開を実施した。その結果，銅板工場全体の蒸気
の無駄エネルギーを35％削減できた。
3. 3　生産性向上による省エネ
　銅板工場の冷間圧延機では，図 5 から同じ品種・寸法
のコイルでも電力原単位が約20％異なることに着目し，
製造条件の比較を行った。その結果，冷間圧延機は油圧
機器，エアコンプレッサ，ヒュームエキゾーストのブロ

図 5  QlikViewによるデータ可視化事例－ 1
Fig. 5  Example-1 of data visualization with using QlikView

図 7  脱脂ラインの処理量と蒸気使用量の関係
Fig. 7  Relationship between throughput of degreasing line and 

steam consumption

図 6  脱脂ラインの概略および蒸気使用量推移
Fig. 6  Outline of degreasing line and transition of steam consumption
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アなどの付帯設備の消費電力が大きいことが分かった。
すなわち，圧延中の消費電力の瞬時値は増大するもの
の，通板速度を上げることによって 1 コイルあたりの作
業時間が短くなって付帯設備の消費電力が減少し，電力
原単位が改善されると考えられる。
　長府製造所には全設備共有のエアコンプレッサがある
が，冷間圧延機は自前のエアコンプレッサを使用してい
るため，付帯設備の消費電力が高くなっていた。そこで，
共有のエアコンプレッサに集約することによって付帯設
備の消費電力を低減した。
　いっぽう，銅板の約半数は半導体用途であり，光沢む
らなどの表面品質が厳しい。このため，表面性状に大き
な影響を及ぼす圧延速度に関して，電力原単位の改善を
図るべく圧延速度を上げるなど，一律に標準化すること
は困難であった。新人オペレータが品種・調質・寸法な
どに応じた圧延速度の上限を判断できるようになるまで
は年月を要し，生産性がばらつく要因になっていた。そ
こで，QlikViewで作成した図 5 の可視化ツールを活用
し，需要家・品種・調質・寸法といった明細情報から過
去の圧延速度実績を取得できる仕組みにし，OJT（On 
the Job Training）支援に活用した。また，オペレータ
からの要望を受け，班別の生産性・電力原単位の日計，
班・品種別の生産性・電力原単位の月累計を表示する画
面を作成した（図 8 ）。従来，生産性は班別で集計する
程度にとどまっており，各班の頑張りが品種影響でぼや
けてしまうという問題があった。今回開発したツールに
よってコイルごとの原単位，班・品種ごとの生産性の可
視化を行った結果，現場オペレータの生産性改善意欲が

刺激されることによって圧延速度の平準化およびハンド
リング時間の短縮が図れ，生産性改善に大きな効果を生
んだ。
　図 9 は冷間圧延機の班別の生産性を可視化前後で比
較した結果である。生産性の最大・最小のばらつき（最
大差異）は，改善前の24％から15％に収れんし，実働生
産性が平均で9.2％向上した。省エネ効果として，無駄
エネルギーを53％削減できた（図10）。

4 ．製造所全体での省エネ効果

　長府製造所全体の約200設備を対象に大省エネ活動を
展開した結果，エネルギー原単位は増産効果も含め約 9
％改善できた（図11）。

むすび＝本稿では，当社長府製造所で取り組んだ『大省
エネ活動』について，データ活用の観点から事例を紹介
した。
　省エネの手法としては目新しいものはないかもしれな
いが，さまざまな方法でデータの可視化を行った結果，
オペレータが主体的に省エネ活動に取り組み，大きな成
果を得ることができた。
　今後も操業情報収集システムで収集したデータを活用
し，品質向上や工程能力改善，生産性向上，さらなる省
エネに役立てていく考えである。
　
参　考　文　献
1 ） 藤平雅信ほか. R&D神戸製鋼技報. 2012, Vol.62, No.2, p.73-76.

図11  長府製造所全体の省エネルギー効果
Fig.11  Energy-saving effect of whole Chofu works

図 9  改善前後の冷間圧延機の生産性比較
Fig. 9  Productivity comparison of cold rolling mill betweem before 

and after improvement

図 8  QlikViewによるデータ可視化事例－ 2
Fig. 8  Example-2 of data visualization with using QlikView

図10  冷間圧延機の処理量と電力使用量の関係
Fig.10 Relationship between throughput of cold rolling mill and 

electric power consumption
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まえがき＝ICT（Information and Communication 
Technology）が進展するなか，ドイツとアメリカがそ
れぞれ提唱したIndustrie4.0, Internet of things（IoT）
の影響によって生産現場は大きく変わろうとしている。
生産性向上が求められる溶接工程に用いる機器・装置に
対してもICTが利用され始めており，浸透しつつある。
　とくに近年では，複雑な形状かつ多品種少量ワークに
対する生産性向上が求められてきており，生産の上流で
ある設計と生産現場との密な結合により，システム全体
としてより高い生産効率が求められてきている。
　本稿では，当社のICTを用いた溶接ロボットシステ
ムの機能とそれらを用いた生産性向上への取り組みにつ
いて説明する。

1 ．PLMにおける溶接システムの位置づけと課題

　製 品 ラ イ フ サ イ ク ル 管 理（Product Lifecycle 
Management，以下PLMという）は，収益の最大化を
目的として，製品の設計・生産・保守・廃棄・リサイク
ルなど，製品のライフサイクル全体を通して製品関連情
報をICTで一元管理するものである。PLMのなかでも，
設計ツールに 3 次元CAD（以下， 3 D-CADという）を
導入し，製品データをデジタルデータ化してその製品の
誕生から廃棄までデータを一元管理する方式が提案され
ている（図 1 ）。
　 3 D-CADデータを用いた生産性向上は，国土交通省
が推進するi-Construction, i-Bridge, i-Shippingでも取り
上げられており 1 ），PLMの垂直統合では重要な役割を
果たすと考えられている。また，建築分野ではビルディ
ン グ イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン モ デ リ ン グ （Building 
Information Modeling：BIM）も提唱されており，調達・
設計・製造を含めたワークフローの実現を進めている。

　PLMでの生産垂直統合のためには，設計情報と生産
指令の自動的な連係が不可欠である。また，製造現場の
機器情報を収集し，生産計画やより上位の設計，調達さ
らには企画へフィードバックできることが求められてい
る。
　しかし，中厚鋼板溶接となる造船・建設機械・高層ビ
ル用鉄骨などの製造では，溶接を行うためのロボットの
動作指令を 3 D-CADデータから生成することは簡単で
はない。中厚鋼板溶接で使用される溶接積層パターンや
溶接条件，トーチの運棒動作の決定には溶接施工，ロボ
ット動作，および溶接対象物の位置決めなどを含んだノ
ウハウが必要である 2 ）。また，溶接ロボットシステムの
溶接時の電流や電圧，ロボットの稼働状況などに加え，
スパッタあるいはヒュームなどの発生状況のほか，ロボ
ットが異常停止した場合には停止時の状態の記録が必要
である。
　当社の溶接ロボットシステムでは，生産垂直統合の課
題を解決する 3 D-CADデータからロボット稼働指令を
生成するCAD連係システムと，ロボットの稼働状況を

溶接ロボットシステムにおけるICT活用
Applications of ICT to Robot Welding System

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

In recent years there has been a rise in expectations for the improvement of the productivity of robot 
welding systems using information and communication technology (ICT). In response, Kobe Steel has 
developed a 3D-CAD link system that retrieves the data of work pieces from the design department 
and automatically extracts welding lines to create a robot program. This has eliminated the need for 
customers to teach robots and has greatly improved their productivity. The company also provides a 
production monitoring software, called AP-SupportTM. This software has the capability of automatically 
collecting production data for the welding robot systems and outputting reports on production results, 
thus contributing to the improvement of productivity at customers' sites.

小池　武＊1

Takeshi	KOIKE
井上芳英＊2

Yoshihide	INOUE
福永敦史＊1

Atsushi	FUKUNAGA

＊ 1  溶接事業部門　技術センター　溶接システム部　＊ 2  溶接事業部門　技術センター

図 1  3 D-CADデータを主体としたPLMと生産垂直統合
Fig. 1  Vertical integration of production and PLM mainly based on 

3 D-CAD
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記録・報告するAP-SUPPORTTM 注 1 ）を有している（図
2 ）。さらに，AP-SUPPORTTMに連動して動画を記録
できるカメラ機能も有している。

2 ． 3 D-CAD設計データとの連係

　我が国は高齢化が急速に進行しており，労働人口の減
少が著しい。そうしたなか，プロダクトミックス型の多
品種少量生産への戦略シフトが要求される造船業界 3 ）

も存続を掛けて製造工程の自動化・省人化を進めている。
国土交通省の主導により，海事生産性革命（i-Shipping）
プロジェクトが2016年度よりスタートした（図 3 4））5 ）。
そのなかでは，建造工程の生産性向上に 3 D-CADおよ
び自動溶接機の活用が推進されている。そこで当社で
は，造船大組立工程用のCAD連係システムを開発した。
2. 1　造船向けCAD連係システムの概要
　当社が提供する造船向けCAD連係システムでは，設
計部門で作成された 3 次元モデルファイルを読み込み，
データの座標合わせを行う。CADの座標系と実溶接時
のロボット座標系が船の部位によって異なる可能があ
る。このため，溶接座標を正しく抽出するには，両方の
座標系を一致させる必要があり，システム内にて変換を
行う。つぎに，溶接情報を自動抽出し，必要に応じて溶
接情報を編集した後，教示プログラムを作成する。最後
にそれをロボットに送信すると，溶接開始準備が完了す
る（図 4 ）。
2. 2　設計データから製造データの生成，溶接
　このシステムでは，3 次元モデルの各ソリッド（形状）
データが有する座標および寸法に基づいて各部材を自動
的に特定し，大組立工程で溶接される継手のみを抽出す
る（図 5 ）。また，ロボットとワークが干渉する継手や，
ロボットが動作範囲外である継手も自動的に除去され
る。CAD連係システムが溶接部位や溶接条件に関する
情報をもっている。このため，お客様が準備するCAD
データは幾何情報のみであり，溶接のための追加情報は
不要である。溶接の実行に必要なロボット動作指令（ロ
ボットプログラム）と溶接条件は，該当継手の部材の組
み合せ，下板および立板の厚さに基づいて自動的に作成
する。溶接ロボットと溶接ワイヤのパフォーマンスを最
大限活用できる推奨データをあらかじめ提供しているた
め，脚長や回し溶接指示などの溶接条件の指示は不要で

ある。
　溶接ロボット本体は，運搬のために設計された軽量な
ロボットキャリーに搭載され，クレーンから吊（つ）り
下げられてブロック間の移動を行う（図 6 ）。ロボット
キャリーには自動位置決め機能があり，溶接ワイヤ送給
装置などの溶接に必要な装置が搭載されている。溶接す
る際，オペレータがロボットキャリーを溶接該当箇所に
下ろし，自動位置決め装置による位置決めを行った後，脚注 1 ） AP-SUPPORTは当社の商標である。

図 2  PLMにおける溶接ロボットシステムの位置づけ
Fig. 2  Positioning of welding robot system in PLM 図 3  ICTを用いた造船の生産性向上

「海事生産革命について」（国土交通省）を加工して作成 4 ）

Fig. 3  Productivity improvement of shipbuilding using ICT 4 ）

図 5  3 次元モデルからの溶接線自動抽出
Fig. 5  Automatic detection of welding line from 3 D-CAD model

図 6  造船所向け大組立溶接ロボットシステム
Fig. 6  Large assembly welding robot system for shipbuilding

図 4  3 D-CADモデルからのロボット動作指示自動生成
Fig. 4  Automatic generation of robot program from 3 D-CAD model
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CAD連係システムによって 3 D-CADデータからロボッ
トの動作指令が生成され，ロボットに送信されて溶接が
行われる（図 7 ）。
2. 3　他分野への応用
　 3 D-CADによる設計データから最適な溶接条件とロ
ボット動作を自動的に生成するCAD連係システムを備
えた造船大組立ロボット溶接システムは，一人で複数台
ロボットを稼働させることが可能であり，溶接ステージ
の生産性向上に大きく寄与する。また， 3 D-CADを起
点とした自動溶接技術は，鉄骨・橋梁などの他の分野へ
の展開を図りながら取り組みを進めていく。

3 ．溶接ロボットシステムの稼働管理

　溶接ロボットシステムによる安定生産を実現すること
は，生産効率を上げ，生産計画を容易にすることにつな
がる。中厚鋼板溶接では，溶接対象物が大きいことから
組立誤差も大きくなる。また，長時間の溶接を行うため，
チョコ停（軽度の異常による一時停止）や溶接不良が生
じるなど，安定生産を阻害する要因は多い。さらに，問
題発生時の原因究明には正確な状況把握と豊富な経験・
知識が必要であり，これらが十分でない場合には問題解
決までに多くの時間を要す。
　当社では，安定した生産を支援するソフトウェアAP-
SUPPORTTMを提供している。また新たな試みとしてネ
ットワークカメラを接続し，これまでデータだけでは捉
えることのできなかった原因を究明するためのトライア
ルを実施している。
　本章では，AP-SUPPORTTMの概要とその活用事例，
およびネットワークカメラを用いた生産監視カメラシス
テムについて述べる。
3. 1　AP-SUPPORTTMの概要
　AP-SUPPORTTMは， ロ ボ ッ ト コ ン ト ロ ー ラ と
Ethernetで接続されたパソコン上で動作するソフトウ
ェアである（図 8 ）。生産情報や溶接情報などの大量の
データを収集し，生産レポートの出力や溶接データのグ
ラフを表示することができる（図 9 ）。これにより，生
産台数やタクトタイム，アーク率などの生産指数の管理
のほか，チョコ停や溶接不良などのトラブルの解析を支
援し，生産改善の効率的な実施につなげることができ
る 6 ）～ 9 ）。
　AP-SUPPORTTMで収集している主なデータを表 1 に

示す。
3. 2　生産改善事例
　AP-SUPPORTTMで収集したデータを分析することに
より，チョコ停の原因把握および改善につなげることが
できる。表 2 は，タッチセンサのエラー発生頻度が高い
箇所をランキングし，エラー発生状況から改善方法を検

図 7  造船大組立ワークの溶接結果
Fig. 7  Welding results of large assembly work pieces for shipbuilding

図 8  システム構成
Fig. 8  System configuration

図 9  AP-SUPPORTTM機能
Fig. 9  Function overview of AP-SUPPORTTM

表 1  AP-SUPPORTTM収集データ
Table 1  Production data collected by AP-SUPPORTTM

表 2  タッチセンサ誤差の分析結果
Table 2  Results of analyzing touch sensing deviation
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討した結果である。データ収集，分析，改善のサイクル
を回すことにより，稼動率が10%以上向上した実績が多
くある。
　また，実ワークとあらかじめ教示されたプログラムと
の差を把握するため，センシング補正量の傾向を確認す
ることも可能である。これにより，ワークの組立精度の
管理にも利用できる（表 2 ，表 3 ）。例えば，センシン
グ補正量のばらつきが大きい場合は，前工程の組立精度

が悪いことが分かる。また，補正量が安定して小さい場
合はセンシング動作自体を削減し，タクトタイム短縮に
つなげることも可能となる。
3. 3　生産監視カメラシステム
　生産監視カメラシステムは，溶接ロボットシステムに
搭載したカメラとロボットコントローラとをパソコン経
由にて接続し，生産中のロボットを常時撮影するシステ
ムである（図 8 ）。ロボットコントローラから位置情報
を取得し，この情報を用いてカメラ方向を制御すること
によって常にロボット先端位置を捉えた映像を確認する
ことができることを特長とする（図10）。
　また本カメラシステムは，現在の撮影映像の表示や過
去に撮影した映像を検索，表示する機能をもつ。さらに，
パソコンからカメラを制御することができ，カメラ方向
の変更やズーミング，フォーカス変更が可能である。
　単にセンシングエラーとしか分からなかったチョコ停
が，本カメラシステムの導入によって映像とともに記録
することができ，ワーク誤差が大きい，スラグなど絶縁
物がある，ワイヤが曲がっているなど，チョコ停の原因
をより詳細に把握することができる。また，スパッタ量
やヒューム量の変化も捉えることができ，溶接安定性評
価などへの活用が期待できる。

むすび＝本稿では，ICTを活用した溶接ロボットシステ
ムの機能について紹介した。今後，国内の少子高齢化の
進展に伴って溶接士の数も少なくなり，溶接ロボットシ
ステムの生産性向上のニーズはさらに強くなると予想さ
れている。このため，今後も本分野への開発に注力し，
溶接の自動化・品質向上に取り組むことによって顧客の
生産性向上へ貢献していく所存である。

参　考　文　献
1 ） 溶接技術編集部. 溶接技術 1 月号. 産報出版, 2018, p.42-45. 
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会. 2012, 223p.

図10  生産監視カメラによる映像
Fig.10   Pictures using production monitoring camera

表 3  チョコ停分析レポート例
Table 3  Examples of analyzing report of robot errors
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まえがき＝生産現場の生産性向上によるコスト競争力の
強化や熟練溶接士の高齢化による溶接士不足を補うた
め，近年ではロボットによる自動溶接技術は必要不可欠
となっている。しかし， 装置上の制約や技能面から自動
化が難しく，いまだに熟練溶接士でしか行えない溶接作
業が数多くある。「セラミック裏当て材あり MAG裏波
溶接」はその一つである。
　MAG溶接はガスシールドアーク溶接の一種で，細径
ワイヤに大電流を通電する高電流密度の溶接法である。
このため，溶接部を深く溶け込ませることができ，強度
を高くすることが可能である。さらにセラミック裏当て
材を利用することによって裏側をシールドするととも
に，溶接ビードを保持できることから適正な裏ビードが
形成され，高い強度の溶接部が安定的に得られる。この
適正な裏ビードを形成することは「裏波を出す」と呼ば
れる。溶融池やアークの状態を見ながら溶接を制御する
必要があり，現状では熟練溶接士しか対応できないこと
から自動化には至っていなかった。
　いっぽうで近年，一般画像認識分野ではディープラー
ニングと呼ばれる手法により，人や物の認識，位置推定
が高精度に実現可能となってきている。そこで本稿で
は，この「セラミック裏当て材あり MAG裏波溶接」に
ディープラーニングの技術を適用し，自動化したのでそ
の概要を述べる。

1 ．セラミック裏当て材ありMAG裏波溶接

　本稿では，ギャップ幅 3 ～10 mmのV型開先を有す
る突合せ溶接を対象に，セラミック裏当て材を装着した

ものを想定した（図 1 ）。初層溶接では，ギャップ変動，
開先角度変動，裏当て材の装着状態などによって溶融池
の状態が変化する。このため，既存のプレイバック方式
のロボットではアーク切れや溶け込み不良が発生し，適
正な裏ビードが得られないことが多い。適正な裏ビード
を形成させるためには溶融池の溜（たま）り方やアーク
の状態を適正に保つ必要があり，センシングしながら，
リアルタイムに電流・電圧・ワイヤ送給速度・トーチ運
棒などを制御しなければならない。本開発では安定した
溶接のために下記制御方針を定めた。
　①溶融池先端付近にアークを保持するようトーチを速

度制御する。
　②溶接線ずれに対応するため，ギャップ幅中央にトー

チを保持するよう左右制御する。
　③ギャップ幅がある一定値を超えると，ギャップ幅に

応じてウィービング動作をさせる。
　また，上記制御を実現させるために，溶接の状態をカ
メラで撮像しながら溶融池先端やアーク中心位置などの
座標（特徴点）を抽出した。

溶接自動化のための画像センサ技術の開発（ディープラー
ニングによる画像認識）
Development of Image Sensor Technology for Automatic Welding (Image 
Recognition by Deep Learning)

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（論文）

A system has been developed for automatic MAG welding with ceramic backing. This system 
comprises a camera to capture the images of molten pools for the recognition of feature points and 
controlling of the torch. A deep convolutional neural network of a regression type, which outputs 
continuous values from image inputs, was used to recognize feature points such as arc centers and 
molten pools. This has enabled the accurate recognition of the distance from the arc center to the tip 
of the molten pool, as well as the width of the molten pool, with an average error of 0.44 mm or less. 
Furthermore, the formation of a proper back bead has been confirmed in a welding experiment on a 
test piece with a tapered (from 3 to10 mm) gap. 
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図 1  セラミックス裏当て材ありMAG裏波溶接
Fig. 1  MAG penetration welding with backing material of ceramics
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2 ．全体システム構成

　システムの全体構成を図 2 に示す。カメラはトーチの
斜め前方からアークや溶融池を撮る配置とした。PCへ
の画像取り込み速度は50 fpsで，20 msごとに画像特徴
点を算出した。ただし，画像ごとに画像特徴量がランダ
ムにばらつくため，過去20枚分の画像を平均して得られ
た平均画像特徴量から制御補正量（速度指令，トーチ左
右指令，ウィービング幅指令）を演算した。制御補正量
は200 msごとにロボットコントローラへ送信し，ロボ
ットに溶接動作させた。画像特徴量算出が20 msごと過
去20枚分から平均画像特徴量を取ったため200 msごと
の制御補正量は400 msの移動平均値となる。

3 ．ディープラーニングを用いた溶融池特徴点検出

　溶融池先端などを画像処理によって抽出するには，こ
れまではエッジ抽出やラベリングといった画像特徴量を
人間が組み合わせて抽出ロジックを構築するのが一般的
であった。しかし，同じ対象継手形状でも，ギャップ幅
や溶接条件が変化すると形状や見え方が変化し，都度，
人間による画像処理ロジックの追加修正が必要となる。
そこで，顔の器官検出や人の姿勢推定といった座標推定
にも利用され高い認識精度を達成しているディープラー
ニングである回帰型Deep Convolutional Neural Network

（以下，DCNNという）を使って溶融池先端やアーク中
心位置などの特徴点を抽出することにした 1 ），2 ）。
3. 1　回帰型DCNN
　処理の流れを図 3 に示す。濃淡画像を入力した後に，
畳み込み層とバッチ正規化層，プーリング層がそれぞれ
4 層あり，その後に全結合層が 3 層あるネットワーク構
成となる。最終の全結合層から出力される値は図 4 のよ
うにアーク中心，ワイヤ先端点，溶融池左右先端点，溶
融池左右端の座標値など，合計10点となる。畳み込み層
はフィルタサイズN×Nの重みによる畳み込み演算を
行い，畳み込まれた値uを得る。今回，フィルタサイズ
は 3 × 3 を使用している。つぎに，そのuに対して活性
化関数を適用する。活性化関数は一般的にシグモイド関
数 や ハ イ パ ボ リ ッ ク タ ン ジ ェ ン ト 関 数，Rectified 
Linear Unit（ReLU）が用いられる。本システムでは活
性化関数にReLUを用いた。このReLUは入力値uが負

となった場合に 0 を返し，正の値となった場合にはuを
そのままの値として出力する関数である。畳み込み層，
活性化関数後のバッチ正規化層では学習時に入力される
ミニバッチ単位で特徴マップの要素ごとに平均 0 ，分散
1 となるように正規化している 3 ）。これによりアーク光
のように輝度値が高い箇所の影響が少なくなり，相対的
に輝度値が低い溶融池や溶接対象の板も考慮した上で出
力値を得られる。プーリング層では，バッチ正規化層を
通した後の特徴マップに対して収縮させる処理を行う。
プーリング手法には平均値プーリングや最大値プーリン
グなどがある。本開発では一般的な物体認識で頻繁に使
用されている 2 × 2 サイズの最大値プーリングを用い
る。全結合層では，入力される特徴マップを 1 次元に変
換させた後に全結合層への入力値としている。全結合層
では過学習を抑制する手法であるドロップアウト 4 ）を
適用しており，ドロップアウトの確率はp=0.5としてい
る。この全結合層の出力値10個が予測する特徴点10点と
なる。
3. 2　学習データとデータ拡張
　学習データは，事前に撮像した溶接中の溶融池画像に
対して，アーク中心，ワイヤ先端点，溶融池左右先端点，
および溶融池左右端点の座標値（以下，これらの座標値
を特徴点という）を目視にて定めて入力した。これらの
学習データは，溶接条件を変えた12回の溶接で得られた

図 2  システム構成
Fig. 2  System Configuration

図 3  回帰型畳み込みニューラルネットワーク
Fig. 3  Regression Deep Convolutional Neural Network

図 4  溶融池の特徴点
Fig. 4  Feature points of molten pool



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 2（Dec. 2018） 65

溶接画像から2,400枚を選択して入力した。
　ディープラーニングにおいては，学習データに対して
は高い予測精度を得られるのに対して，学習データでは
ないテストデータにおいて予測精度が低下することがあ
る。この予測精度が低下する要因の一つとして，学習デ
ータとテストデータの見た目の違いが挙げられる。例え
ば，カメラの向きや認識対象の設置位置がずれており，
学習データとテストデータで画像内の認識対象位置が異
なる，あるいはカメラと認識対象との距離が異なり，学
習データとテストデータとで画像内の認識対象の大きさ
が異なるといったことが挙げられる。
　この要因による予測精度の低下を抑えるためには，見
た目が違うこれらのデータも十分に収集して学習データ
に追加する方法がある。しかしながら，そのためには多
くの実験を行い，得られた全ての画像に対して特徴点位
置を人が指定する必要がある。そこで限られた学習デー
タから認識精度を高めるためにデータ拡張を行った 5 ）。
このデータ拡張は，学習データに対して平行移動や水平
垂直反転，拡大縮小といった変化を加えた画像を作成
し，学習データに加える手法である。今回は，水平方向
への鏡面反転，45度刻み 8 方向への 5 ，10，15，20ピク
セルの平行移動，および縦横方向にそれぞれ0.1刻みで
0.8～1.2倍の拡大縮小を，それぞれランダムに加えるこ
とでデータ拡張を実施した。これにより，オリジナルの
学習データ2,400枚とデータ拡張した9,600枚を加えた
12,000枚を用意して学習を行った。

4 ．評価実験

　本システムの有効性を確認すべく，回帰型DCNNに
よる予測値の誤差と溶接実験による評価を行った。
4. 1　予測値の誤差の評価
　回帰型DCNNによる予測値の誤差を評価するため，
従来の画像処理手法による特徴点抽出との比較を行っ
た。従来の画像処理手法として，溶融池の輪郭となる左
右下エッジをそれぞれ検出し，各エッジを曲線フィッテ
ィングによってその交点を溶融池の左右端と特定した

（図 5 ）。
　学習データとは別のテストデータに対して，特徴点の
抽出を基にアーク中心位置から溶融池先端までの距離
Lead Y，および溶融池左右先端の距離Lead Wの算出
を行い（図 6 ）各手法で比較を行った。このLead Yと

Lead Wは溶接制御に使われる重要な値である。
　溶融池画像上の特徴点を目視にて選択した座標と，回
帰DCNNおよび従来画像処理で抽出した特徴点の座標
との誤差の平均を図 7 に示す。Lead Wでは従来画像処
理と回帰型DCNNで同等の誤差であること，またLead 
Yでは従来画像処理に比べ0.3 mmの改善を確認した。
この改善は，従来画像処理ではスパッタを溶融池先端と
誤認識していたなか，回帰DCNNでは正確に溶融池先
端を認識できていることなどに起因する。
4. 2　溶接実験
　本システムの有効性を確認すべく，ギャップ（開先幅）
がテーパ状に変動（ 3 →10 mm）するテストピースを用
い，溶接最終教示点に対して，右側に10 mmずらして
配置して溶接実験を行った。溶接はフラックスコアード
ワイヤ（FCW）を用い，電流200 A，電圧25 V，CO2ガ
スの条件で行った。テストピースの形状は図 8 ，システ
ム構成は図 2 のとおりである。トーチ先端に取り付けら
れたカメラから溶接の状態を撮像し，PC処理によって
特徴点を抽出してLead WとLead Yを算出しており，
これらの値を基に溶接速度などの制御量を決定した。溶
接開始から終了までの溶接速度，Lead W，およびLead 
Yの変化を図 9 に，裏ビードを図10に示す。図 8 を見る
と，アーク中心位置から溶融池先端までの距離Lead Y
は一定の値となるように制御されているのが分かる。さ
らに，溶融池左右端の距離Lead Wはワークのギャップ
幅と同じ値となるため，徐々に幅が広がっていることを

図 5  曲線フィッティングによるエッジ検出
Fig. 5  Edge detection by curve fitting

図 7  特徴点の座標の平均誤差
Fig. 7  Average error of feature points’ coordinates

図 6  特徴点とLead Y, Lead W
Fig. 6  Feature points and Lead Y, Lead W
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認識できていることが分かる。また，ギャップ幅が広が
ると溶融金属の溜りが遅くなるため溶接速度を遅くする
必要があり， Lead Yが一定になるよう制御する必要性
から溶接速度も徐々に遅くなっていることが分かる。図
10では左右ずれやギャップ変動があっても，適正な裏ビ
ードが生成できていることが確認できる。

むすび＝「セラミック裏当て材ありMAG裏波溶接」を
対象に，自動化のための要素技術を開発した。カメラに
よって撮像した溶融池を対象に，ディープラーニングに
よる状態認識に基づいてトーチを制御する自動溶接を行
った。その結果，まだ限定した環境ではあるが，適正な
裏ビードが生成できることが確認できた。今後，ディー
プラーニングによる対象継手の拡充や溶融池認識の汎用
性向上に取り組む。
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図 9  制御パラメータの変化
Fig. 9  Changes of control parameters

図10  実験結果（裏ビードの外観）
Fig.10  Experimental result (appearance of back bead)

図 8  テストピース
Fig. 8  Test Piece

PDFにて本記事をご覧の方へ

図 9 にある動画マーク をクリックいただくと
動画が再生されます。

http://www.kobelco.co.jp/technology-review/mov/68_2/682-10-f09.mp4
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まえがき＝近年，ディープラーニングなどの機械学習手
法の高度化や計算機の発達，ビッグデータの一般化によ
り，人工知能（Artificial Intelligence，以下AIという）
を活用するデータ科学が注目されている。AIはすでに
インターネットの検索システムや言語翻訳などに応用さ
れており，今後も医療や気象予報，社会インフラ，研究
開発など幅広く活用されていくと見込まれる技術であ
る。とくに，後述するデータベースの構築が可能になっ
てきたことから，材料開発にデータ科学を用いるマテリ
アルズ・インフォマティクス（Materials Informatics，
以下MIという）への期待が高まっている 1 ）～ 5 ）。MIは
オバマ政権の下，2011年に立ち上げられたMaterials 
Genome Initiative 2 ）に端を発し，その後ヨーロッパや
中国など世界中で国家事業として位置づけられている。
他国に後れをとりながらも，日本においても2015年に国
立研究開発法人物質・材料研究機構を拠点としたプロジ
ェクト（MI 2 I）3 ）が発足した。大量の材料データが得ら
れ る コ ン ビ ナ ト リ ア ル ケ ミ ス ト リ（Combinatorial 
Chemistry）や，実験的パラメータを必要とすることな
く物質の電子状態を計算する第一原理計算によって，統
一的な材料データベースの構築が可能となってきている。
　従来の材料開発では，有効な添加元素の候補の選定に
おいて研究者の勘に頼る部分が大きかった。しかしMI
では，このような材料データを解析することによって材
料組成を抽出する。米国マサチューセッツ工科大学と韓
国サムスンの研究チームはすでに，MIを用いて材料開
発を進めている。この研究チームは，日本の自動車メー
カが10年近くかけて開発したリチウムイオン電池の固体

電解質と同じ材料を短期間で発見し，大きなインパクト
を与えた 4 ）。当社でも，鉄鋼やアルミなどの構造材料の
ほか，半導体や電池といった機能材についてMIを用い
た材料開発に向けた取り組みを開始している。
　本稿では，機能材に関するMIによる取り組みの一例
として，マイクロ波光導電減衰（Microwave Photo 
Conductivity Decay，以下μ-PCDという）法による酸
化物半導体薄膜評価において，機械学習によって薄膜ト
ランジスタ（Thin Film Transistor，以下TFTという）
特性の予測精度を改善した結果を報告する。

1 ．μ-PCD法による酸化物半導体薄膜の評価に
おける課題と機械学習導入の必要性

　μ-PCD法は，半導体試料中の微量の欠陥や汚染を，
電極付けなどを必要とすることなく非接触，非破壊で高
感度に評価できる手法である。シリコンインゴットやシ
リコンウエーハの代表的な管理技術として利用されてい
る評価手法である 6 ）。近年，本手法がフラットパネルデ
ィスプレイ（Flat Panel Display: FPD）に用いられる酸
化物半導体の膜質評価に適用可能であることが分かり，
注目されている 7 ），8 ）。
　μ-PCDの測定原理を図 1 に示す。半導体にレーザを
照射すると過剰キャリア（電子，正孔）が生成され，時
間の経過とともに再結合して消滅する。消滅するまでの
平均的寿命はライフタイムと呼ばれ，試料の物理的特性

（欠陥の準位，密度など）によって決まる時間である。
過剰キャリアの生成は試料の抵抗率を減少させるため，
同位置に照射しているマイクロ波の反射率は過剰キャリ

機械学習による酸化物半導体薄膜評価の高精度化
Improvement in Evaluation Accuracy of Oxide Semiconductors by the 
Machine Learning

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

Microwave-detected photoconductance decay (μ-PCD) is a technique for evaluating the quality of oxide 
semiconductors without fabricating TFTs. Its evaluation parameters, however, are set on the basis of 
the electronic structure of IGZO, a common material in the field of FPDs, and may cause variation in 
evaluation results depending on the materials and processes. Hence, a data analysis based on machine 
learning was performed to improve the accuracy of μ-PCD in the evaluation of oxide semiconductors. 
A prediction model was created by multi-regression analysis with μ-PCD parameters as explanatory 
variables and Vth shift under NBTIS as target variables. The results revealed that the prediction 
accuracy could be improved by adopting multiplications of μ-PCD parameters as explanatory variables 
and by increasing the process steps for μ-PCD measurement.
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アの密度に比例して変化する 6 ）。そのため，図 1 に示し
たような減衰曲線が観測される。このようにμ-PCDは，
マイクロ波の反射率の時間変化から試料の膜質を反映す
るライフタイムを測定することのできる方法である。
　In-Ga-Zn-O（IGZO）に代表される酸化物半導体はフ
ラットパネルディスプレイにおける次世代半導体材料と
して期待されている。しかしながら，信頼性，とくに光
照射+負バイアスストレス（Negative Bias Thermal 
Illumination Stress: NBTIS）下におけるTFTのしきい
値電圧（Vth）シフトの改善が課題となっている 9 ）。Vth
シフトを評価するにはTFTを作製してストレス試験測
定を行う必要がある。いっぽう，μ-PCDはTFTを作製
することなく特性を予測できるため，酸化物半導体の開
発を加速させることが可能である。
　酸化物半導体では，そのバンドギャップ中に不純物に
起因して局在準位ができ，移動度やVthシフトなどの
TFT特性に影響を与える。酸化物半導体の電子状態は，
一般的には図 2 に示すような裾状準位と浅い局在準位，
深い局在準位で議論される。このうち，浅い欠陥準位は
NBTISにおけるTFTのVthシフトに影響することが分
かってきている。浅い欠陥準位の増減は，μ-PCD信号
において比較的遅い時間領域において観測される 8 ）。当
社ではこれまで，μ-PCDの減衰曲線に見られる遅い減
衰とVthシフトとの関係を見出し，Vthシフトに相関す
るτ2 などの評価パラメータを開発した。そして，㈱コ
ベルコ科研LEO事業本部が製造・販売しているμ-PCD
装置に搭載してきた 7 ），8 ）。
　しかし，これら評価パラメータはIGZOの電子状態を
ベースに設計しているため，材料組成が変わった場合に

はVthシフトに対するばらつきが大きくなる。従来，こ
のような場合には物理解析によってプロセス条件の異な
る複数のサンプルの電子状態を調べ，TFT特性と相関
する評価パラメータを新たに抽出し，TFT特性の良否
に関する基準を設定する必要があった。とくに，装置ユ
ーザが材料を変更した場合には，ユーザとの間でのサン
プルやμ-PCD，TFTデータの交換が必要となる。さら
に，ユーザへのサンプル条件のヒヤリングも必要とな
り，パラメータの設定に多くの時間を要していた。
　そこで当社は，TFT特性に相関するパラメータを自
動的に抽出するシステム（図 3 ）の開発を検討している。
本システムでは半導体中の欠陥に関する物理モデルを考
慮する 6 ），7 ）と同時に，TFT特性の評価に機械学習手法
を適用する。これによって，TFT特性，プロセス条件
およびμ-PCDの減衰曲線を入力することによって所要
のパラメータを自動的に抽出することができる。
　装置ユーザが本システムを使用することによって材料
組成変更時における装置の停止時間が低減できることに
加えて，高精度予測モデルによるTFT製造歩留りの向
上が期待できる。また，本システムを量産ラインの装置
ソフトに搭載することによってμ-PCD装置の付加価値
向上が期待できる。
　本システムの開発にあたっては，パラメータ抽出の予
備検討としてまず既存パラメータの組み合わせによる高
精度予測モデルを構築した。次章以降でその概要を述べ
る。

2 ．TFTのVthシフトおよびμ-PCD減衰曲線
データの取得方法

　図 4 に示す製造工程で実際にガラス基板上に作成し
たTFTに対してストレスを 2 時間印加し，そのときの
Vthシフトを測定した。TFTの構造としては，半導体層
の上に保護膜としてSiO 2 などのエッチストップ層

（ESL）を形成するESL-TFT（図 5 （a）），およびESL
を形成しないバックチャネルエッチ（BCE）-TFT（図
5（c））がある。
　μ-PCDでは，マイクロ波をプローブとして使用して
いる（図 1 ）。図 5 の緑色部分で示すように，酸化物半
導体の測定領域に金属があるとマイクロ波が過剰に反射
されるため，金属電極のあるTFTを直接測定すること
はできない。そこで，μ-PCD減衰曲線データを取得す
るために図 5（b）および図 5（d）に示すようなμ-PCD

図 1  μ-PCD法の測定原理
Fig. 1  Measurement principle of μ-PCD method

図 2  酸化物半導体の代表的な状態密度
Fig. 2  Typical density of states for oxide semiconductors

図 3  機械学習によるμ-PCD評価パラメータ抽出システム
Fig. 3  System for extracting evaluation parameter of μ-PCD by 

machine learning
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の測定用評価素子を作製した。測定用評価素子では，
TFTと比較して測定領域内から金属層を排除している
点以外はTFTのチャネル領域と同じ処理が施されるよ
うにしている。
　μ-PCD装置に用いられているマイクロ波導波管サイ
ズは短辺で2.5 mmであるため，この実験で作製した 5
× 5 mmのサイズの素子で測定が可能である。

3 ．機械学習に用いるデータセットの作成方法

　機械学習における目的変数としてNBTISにおけるVth
シフトの値を用いた。また，説明変数として各工程にお
けるμ-PCD減衰曲線から算出される評価パラメータを
用い，Vthシフトの値と合わせて一つのデータセットと
した。μ-PCDの評価パラメータは，減衰曲線のピーク
値，ピーク値からμ-PCDの信号が1/eになるまでの時
間，いわゆる1/eライフタイム値τ1 ，さらに 1 /eから
1/e 2 までの時間である遅い領域の減衰曲線の傾きから
算出されるτ2 値，およびD値とした（図 6 ）。前述のよ
うに，μ-PCDはサンプルのバンドギャップ中の欠陥準
位に起因する電子状態を観察している。また，ピーク値
や1/eライフタイムは深い欠陥準位，τ2 やD値は浅い欠
陥準位というように異なるエネルギー範囲の電子状態を
反映している。いっぽう，Vthシフトに関連する欠陥準
位のエネルギーは材料によって異なる。そのため，μ
-PCDの評価パラメータを組み合わせることによって材

料に適切なエネルギー準位での評価ができると考え，こ
れらを用いてデータ解析を行った。
　またμ-PCDでは，半導体層の上下に絶縁体の保護膜
がある場合でも減衰曲線の測定が可能である。そのた
め，半導体層の成膜工程だけでなく，その後の工程であ
る保護膜形成後やアニール後でのμ-PCD減衰曲線の取
得が可能である。すなわち，図 4 の各工程において測定
したデータを機械学習に用いることができる。ここで
は，このうちのESL-TFTおよびBCE-TFTに共通する
ソース･ドレイン電極形成（SD）以降の 4 つの工程（SD，
PV，CO，PA）における測定データを用いた。
　機械学習に用いたデータセットの数は，ポストアニー
ル後の（D）における測定値のみを説明変数とした場合
は289個，ソース・ドレイン電極形成後からポストアニ
ール後までの各工程（A）～（D）での測定値を説明変
数とした場合は180個である。

4 ．データ解析結果

4. 1　ESL-TFT
　ESL-TFTのそれぞれのパラメータについて，Vthシフ
トとの相関を調べた。その結果，ポストアニール（PA）
後のD値（D（PA））が相関係数0.441と，他のパラメー
タに比べて高い相関を示すことが分かった。D（PA）と
Vthシフトが相関することはこれまで物理解析から得た
結果と同様であり，妥当な解析結果であるといえる。
　図 7 にD（PA）とVthシフトの関係を示す。図からΔ
VthはDに対してD＝1.25付近に極値を持つ 2 次関数的
な振る舞いを示していることが分かる。そのため，次の
機械学習による予測モデルの作成においてはDの 2 次式

（D-1.25）2 をモデルに組み込んで解析を行った。
　つづいて，TFT特性の予測モデルを作成するために，
上記ESL-TFTのデータに対して機械学習を行った。機
械学習の手法のうち，重回帰分析では係数減少法によっ
て説明変数の取捨選択を行っている。D値を説明変数に
とって解析した結果を図 8 に示す。横軸が実際のTFT
測定値であり，縦軸が回帰モデルによる予測値である。
すなわち，全ての点が破線（勾配が 1 の直線）に密集す
るほど良い予測モデルであるといえる。定量的には，予
測式の当てはまりの良さを表す自由度調整済R 2 値およ
び平均絶対誤差（Mean Absolute Error，以下MAEと
いう）で評価した。R 2 値は 1 に近いほど，またMAEは
小さい値ほど良いモデルであるといえる。D値のみを用

図 6  μ-PCDの減衰曲線と評価パラメータ
Fig. 6  Decay curve and valuation parameters measured by μ-PCD 

method

図 5  TFTおよびμ-PCD評価素子の断面
Fig. 5  Cross-sectional schematics of TFT and μ-PCD evaluation 

elements

図 4  TFT作製プロセス
Fig. 4  Flow of fabricating TFT
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いた線形モデルではばらつきが大きくなっており，R 2

値は0.121，MAEは1.94 Vとなった。Vthシフトの実測
値は大きくても15 V以下であり，MAEは 1 V以内であ
ることが求められるため，線形モデルでは不十分であっ
た。
　そこで，D値の 2 次式も説明変数に加えた 2 次モデル
で重回帰分析を行った。2 次関数の頂点は，個別のパラ
メータに関して最も相関の良い値とした。Vthシフトの
予測値と実測値の関係は図 9 のようになり，線形モデル
の図 8 よりばらつきが小さくなっている。表 1 に示すよ
うにESL構造のTFTでは，R 2 値は0.171であるがMAE
は1.18 Vと， 2 次式を導入することによって改善するこ
とができた。

4. 2　BCE-TFT
　BCE構造のTFTについてもVthシフトの予測モデル
が作成可能か検証した。前述のESL-TFTのデータにポ
ストアニール後のBCE-TFTデータを追加し，D値の 2
次式も加えた重回帰分析を行った。図10（a）に示すと
おり，ESLのみの場合に比べて，予測精度がかなり悪く
なっており，R 2 値は0.028，MAEは2.02 Vである。
　BCEプロセスでは，ポストアニール後におけるμ
-PCD信号の減衰が速くなりすぎる傾向があるため，ノ
イズ成分の影響が大きくなっていることが原因の一つと
して考えられる。そのため，D値のほかにノイズの影響
を比較的受けにくいピーク値やτ1 などを説明変数に加
えたが，図10（b）に示すように精度はあまり改善され
なかった。さらに，D値に対し，ピーク値，τ1 などのパ
ラメータの積，商をとったものを説明変数に加えた。す
なわち，D×ピーク，D／ピーク，D×τ1 ・・・である。
D値は，浅い欠陥準位に対応する遅い時間領域の減衰曲
線から算出される。材料組成によってはVthシフトに関
係しない準位がバンドギャップ中に形成され，それがμ
-PCDの測定結果に影響するためばらつきの原因となる

図 7  ESL-TFTにおけるD（PA）とVthシフトの関係
Fig. 7  Relationship between D(PA) and Vth shift for ESL-TFTs

図 8  ESL-TFTにおけるVthシフトの予測（線形モデル）
Fig. 8  Prediction of Vth shift for ESL-TFTs by linear model

図 9  ESL-TFTにおけるVthシフトの予測（ 2 次モデル）
Fig. 9  Prediction of Vth shift for ESL-TFTs by quadratic model

表 1  ESL-TFTにおける予測モデルとR 2 値およびMAE
Table 1  Prediction model for ESL-TFT, adjusted R 2  value and 

MAE

図10  ESL-TFT, BCE-TFTにおけるVthシフトの予測
Fig.10  Prediction of Vth shift for the ESL-TFTs and BCE-TFTs



神戸製鋼技報/Vol. 68 No. 2（Dec. 2018） 71

ことが考えられる。そこで，深い欠陥準位を示すピーク
値などでこれを補正することを考えた。その結果を図10

（c）に示す。このときのR 2 値は0.048となった。表 1 で
示したESL-TFTでの 2 次モデルによるR 2 値0.171と比
べても低い値である。これは，BCE-TFT特性は最終工
程のポストアニールのみでは説明できないことを示して
いる。実際，BCE-TFTでは保護膜形成後のアニールが
TFT特性の改善に有効であることが分かっており10），
今回の解析結果もそれを支持していると考えられる。

　そこで，説明変数として，ポストアニールより前の工
程での測定データを加えて同様に予測モデルを作成し
た。解析に用いた工程とR 2 値を表 2 に，また予測値と
実測値の関係を図11に示す。ソース・ドレイン電極形
成（SD）からポストアニール（PA）までの 4 工程（SD, 
PV, CO, PA）の測定値を説明変数に加えることでR 2 値
が0.330，MAEは1.54 Vとなった。目標値には及ばない
ものの，TFT特性に影響が大きい工程の説明変数を増
やしていくことで予測精度を向上させ得ることが分かっ
た。

むすび＝酸化物半導体のTFT特性について，μ-PCDの
測定結果を説明変数として，またNBTISにおけるVthシ
フトを目的変数として機械学習的手法により解析した。
その結果，ESL-TFTにおいてポストアニール後のD値
が有効なことが分かった。また，BCE-TFTも含めたデ
ータでは，ポストアニール後のD値だけでなく，ピーク
値など他のパラメータおよび前工程での測定結果が重要
であると分かった。
　これらの知見は当社が実験で培ってきたものと矛盾し
ておらず，妥当な結果といえる。また，予測モデルの作
成においては，実用水準には未達であるものの物理的考
察を導入することで改善されることが分かった。
　このように，適切な予測モデルを作成するには物理的
な観点に立ち返って意味のある説明変数を取得すること
が必要である。すなわち，説明変数の取得方法にも工夫
が必要と考えられることから，今後は温度や光照射とい
ったサンプル測定方法や前処理など，よりTFT特性を
反映するような状態でのデータ取得についても検討する。
　データ解析の面では，今回は予備検討としてIGZOの
電子状態を基にした既存パラメータから予測モデルの作
成を行った。このとき，μ-PCDの減衰曲線からパラメ
ータを抽出することで各材料組成に適したモデルが得ら
れると考えられた。そこで今後は，特徴量抽出方法やノ
イズ処理などのデータ前処理方法について検討する。
　また，実験結果のばらつきや偏りをなくして解析精度
を向上させるため，データ数の十分な確保が重要となっ
てくる。そのため，量産ラインにおけるデータ取得など
ユーザとの連携体制も整えていく。
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表 2  説明変数に用いた工程とR 2 値およびMAE
Table 2  Processes for explanatory variable, adjusted R 2  value and 

MAE

図11  説明変数に用いた工程とVthシフトの予測
Fig.11 Processes for explanatory variable and prediction of Vth shift 

for ESL-TFTs and BCE-TFTs
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まえがき＝コベルコ建機（株）においては，2016年度よ
り従来の内製品と比較して高精度な加工技術および品質
管理技術が要求される走行モータの生産を開始した。走
行モータの製造工程のとくに組立工程では従来に比べて
オペレータの担当作業数が多く，誤組立を起こさないよ
うオペレータをサポートする仕組みが生産にあたり必要
とされていた。また，品質検査データが紙媒体で記録さ
れており，データ活用に向けた効率面などでの課題が全
工程の共通課題として存在した。
　以上から，走行モータの内製開始に向け，ICT活用に
よる組立作業支援システムおよびデータ管理システムの
開発を行った 1 ）。本報では，これらについての技術詳細
を報告する。

1 ．組立作業の品質向上に向けた取り組み

1. 1　組立作業における課題
　走行モータの組立作業は 1 人あたりの作業工数が多
く，オペレータが作業内容を習熟するためには多大な教
育時間が必要である。また，出荷前の性能試験工程にお
いて誤組立に起因する手戻りが発生した場合には，分解
して不具合要因を特定し，再組立して再出荷前検査を実
施する必要があり，生産性が大きく低下する。上記課題
を解決するために，誤組立の発生要因を整理し，オペレ
ータの技能に関わらず安定して高精度な組立が可能とな
るよう組立作業支援システムを開発・実用化した。
1. 2　工程分析による作業ミス発生要因の整理
　まず，品質に関わる組立作業全てに対して，誤組立が
生じる要因について分析した。具体的には，工程を作業
単位に分解して作業や検査の難易度，試作時の誤組立発

生頻度などを評価し，誤組立を起こす可能性が高い作業
を抽出した。
　つぎに，抽出した作業を要因ごとに分類することを試
みた。この結果，「誤認識や忘れによる作業手順の間違
い（または作業漏れ）」と「確認の難しさによる部品の
組付け向きの間違い」，「誤認識による作業箇所の間違
い」に大別できることがわかった。以降，各要因につい
て説明する。
1. 2. 1　作業手順間違い（作業漏れ）
　誤認識や忘れによる作業手順間違いとは，部品組付け
や検査等の作業手順を誤ることと，作業自体を忘れてし
まうことである。これらを防止するために，紙に書かれ
た手順書を読みながら作業をすることは作業性の観点か
ら好ましくない。それよりも工程自体を自動認識して対
応する手順書をモニタ類に自動表示するシステムが求め
られる。加えて，組付け手順を誤った場合には注意喚起
を行い，さらに誤組立を起こす可能性が高い作業工程に
おいては，誤組立を防止する対策システム類を自動的に
起動し，組付け状態の確認等を漏れなく実施する機能も
求められる。
1. 2. 2　部品の組付け向き間違い
　確認の難しさによる部品の組付け間違いとは，部品の
組付け向きや位置の目視確認ミスである。部品は間違っ
た向きや位置に組付けできないよう開発段階で設計され
ている。しかし，一部には対策を実施することができな
い部品が存在する。その中には、部品外観の違いが明白
でないため目視確認が容易でない部品（外観が左右非対
称だが左右の外観差が微小なものなど）が存在する。こ
のような部品は組付け後の向き確認で誤認識を起こす可

ICT活用による建機走行モータ製造ラインの品質管理強化
Use of ICT in Traveling Motor Production Line to Strengthen Quality 
Management

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

In 2016, Kobelco Construction Machinery Co., LTD. began the in-house production of traveling motors in 
its hydraulic-excavator production plant. Compared with conventional in-house built components, each 
of these traveling motors consists of a greater number of parts and is assembled through more complex 
procedures. Upon the commencement of in-house production, there was a need for a mechanism that 
allows stable and highly accurate assembly without relying on the skills of the assembly operators. 
There also were issues throughout the process, including the fact that it took a long time to utilize 
inspection data, since they had been recorded on paper. Hence, a mechanism was established for 
instructing and checking the work contents to prevent mistakes in the assembly process. A data 
management system that manages process information in an integrated fashion was also introduced.
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能性が高いと考えられる。このため，組付け時に目視よ
りも高精度に部品の特徴形状を認識して，組付け向きの
正誤判断を行う仕組みが必要である。
1. 2. 3　作業箇所間違い
　誤認識による作業箇所間違いとは， 複数の同一部品に
対して実施する作業において，オペレータが作業内容や
作業状況を誤認識することで生じるものである。例え
ば，多数の同径ねじの対角締め作業がある場合に，締め
付け済み箇所とその他の箇所との混同による同一箇所の
多数回締め付けなどが挙げられる。このような作業は進
捗状況を目視やカメラ等で確認することは困難である。
したがって，組付け後の状態確認に代わり状況判断を補
助する対策が求められる。このような場合には，該当の
組付け作業中に，リアルタイムに作業箇所を教示するこ
とが対策の一つとして有効であると考えられる。
1. 3　組立作業支援システム
  前節で抽出した誤組立要因ごとの特性に合わせて組立
作業支援システムを開発した。このシステムは「作業手
順管理システム」，「組付け向き正誤診断システム」およ
び「作業箇所教示システム」からなる。システム全体の
フロー図を図 1 に示す。「作業手順管理システム」では
カメラを利用し，組立部品の使用状況から工程を自動識
別する仕組みを構築した。この識別情報を利用して手順
監視を行い，さらには同情報をトリガとして「組付け向
き正誤診断システム」と「作業箇所教示システム」を起

動することで確認作業等の実施漏れ防止を実現した。「組
付け向き正誤診断システム」では，対象工程での部品の
組付け向き間違いを防止する。また，「作業箇所教示シ
ステム」は作業箇所間違いを防止する。「組付け向き正
誤診断システム」および「作業箇所教示システム」は，
それぞれカメラやプロジェクタを利用して構築した。こ
の 2 つのシステムにより，部品の組付け状態の確認や作
業箇所の教示を行うことで，確認ミスや作業箇所間違い
の防止を実現した。以下に各設計の要点を記載する。
1. 3. 1　作業工程に連動した作業指示
　作業手順管理システムでは，工程を自動認識する手段
として，組立部品を積載したパレットをカメラにより監
視して部品の使用状況から工程を識別した。パレット上
部に監視のためのカメラを設置し，パレット全体が撮影
可能となるレンズを選定した。
　パターンマッチングのような部品の特徴形状を抽出し
て有無を識別する一般的な画像処理技術では， 解像度等
の面から 1 台のカメラで多数の部品を判別するのは困難
である。そこで， 1 台のカメラでも高精度に部品の有無
を判定できるよう，特徴形状の抽出によらず部品有無の
判定を実現する手法を考案した。この手法を採用するこ
とにより，パレット上の部品有無の出現パターンから工
程を認識するシステムが構築できた。このシステムによ
り，工程に応じた手順書の自動表示や手順逸脱時等の作
業者への注意喚起が可能になった。

図 1  システムフロー
Fig. 1  System Flow
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　実際に工程認識を行い，対応する手順書画面を表示し
た例を図 2 に示す。後述する「組付け向き正誤診断シス
テム」と「作業箇所教示システム」の制御（起動および
終了トリガ）にも認識した工程情報を活用している。こ
れにより，各システムを使用すべき手順において自動起
動する仕組みとした。なお，工程認識がパレット上の部
品有無だけでは不十分な場合には，組立作業に使用する
生産設備からの信号も利用してトリガ信号を補間してい
る。また，認識パターン，表示する手順書，システム起
動のタイミングなどは，今後の部品設計変更等の可能性
も考慮して容易に設定変更可能な仕様とした。
1. 3. 2　組付け向きの正誤診断
　カメラおよび画像処理を利用した「組付け向き正誤判
断システム」では，対象部品の組付け状態が確認できる
位置にカメラを設置し，特徴部位が高解像に撮影可能な
焦点距離のレンズを適用箇所ごとに装備した。また， 組
付け後は部品が見えなくなり組付け後に状態確認ができ
ないものは，組付け作業中に状態判定が必要となり，カ
メラと部品間の距離が変動する。距離の変動による画像
ぼけが生じないようレンズを絞って極力焦点深度を深く
設定し，輝度は露光時間で確保した。正誤判定処理は，
部品中の各加工部位を特定して加工部位の位置関係から
部品の向きを特定することにより実現した。周辺部位と
の境界で光が散乱して画像中の輝度が低くなることか
ら， 加工部位の特定には輝度変化のパターンマッチング
を利用した。また，今後の部品設計変更などの可能性も
鑑み， 画像処理アルゴリズムは画像処理内容や正誤判断
基準などの設定変更が可能な仕様とした。
1. 3. 3　作業箇所の教示
　例えば，多数の同径ねじの対角締め作業では，「締め
付け対象ねじを光で照射し，締め付けが完了した段階で
次の締め付け作業対象となる対角位置のねじを光で照射
する」ような作業箇所をリアルタイムに教示する必要が
ある。このため，プロジェクタを用いて対象物上に光を
投影するプロジェクションマッピングを作業箇所教示シ
ステムでは利用した。
　教示が必要な組立工程では，部品上に投影が可能な位
置にプロジェクタを設置した。また，プロジェクタ～部
品間の距離が短く， 製造現場のプロジェクタ取り付けス
ペースに制約もあった。したがって，短焦点型の小型プ
ロジェクタを選定し，視認性を上げるために投影面積中
で単位面積当たりの輝度が十分に高い製品を採用した。

組立作業中に部品は固定した位置にあり，プロジェクタ
と部品間の距離関係も常に一定である。したがって，指
示光が所定の場所に投影されるようあらかじめ指示光部
と背景の配色や形状を調整した画像データを作成してお
き，対象工程の作業タイミングで同データを照射するよ
うプロジェクタの制御を行った。また，プロジェクタで
使用するLEDの長寿命化のため，組立作業中のみ自動
点灯する仕様とした。生産部品ごとに，プロジェクタを
使用する組立作業の開始および完了のタイミングで，プ
ロジェクタの電源制御を行った。

2 ．品質検査データの一括管理体制の構築

2. 1　品質検査データの管理および活用上の課題
　従来，製造工程における検査データは紙媒体に記録さ
れていた。計測後に検査データを目視で確認し， トレー
サビリティ確保のために部品ごとに加工機等で刻印した
文字情報と併せて，オペレータは紙媒体に手書きで記録
を行っていた。また，データの確認や活用の際には， 一
つの製品に対して複数の記録用紙に分散したデータを集
約し，さらに分析用PCにデータを転記して利用してい
た。
　このように，人手による転記作業が介在すると転記ミ
スが生じる可能性があるため，人手作業をなくすことが
求められる。また，製造現場においても，記録ミスの削
減や作業効率向上の観点から可能な限り記録作業を自動
化する必要がある。さらに，データの確認や活用を迅速
に行うため，データを自動的に集約し，一括管理する仕
組みが必要である。
2. 2　品質検査データの自動記録と一括管理
　前節で紹介した背景から，転記作業をなくしてデータ
記録を自動化し，データを一括管理するシステムおよび
運用体制を構築した。
2. 2. 1　品質検査記録のデジタル化
　データ活用時の転記作業をなくすため，製造現場にタ
ブレット型PCを配備した。紙媒体と同様のフォーマッ
トでのデータ入力ができるよう画面を作りこみ， 記録段
階からデータをデジタル化するシステムを構築した。ま
た，デジタル化したことにより，入力値が検査規格から
外れた場合にリアルタイムにアラームを出力するなど，
誤入力の防止や不良品の次工程への流出防止の機能を設
けた。
　このように転記作業を不要とし，さらには異常時にア
ラームを出力することなどにより警告し，データ品質の
向上にもつながった。
2. 2. 2　データ記録作業の自動化
　現状では，記録作業の対象となっているデータは，主
に生産部品を識別するための文字情報（以下，識別子と
いう）と品質検査データである。そこで，識別子をセン
サで自動記録すべく，識別子自体の見直しを行った。一
般的に識別子の付与方法は 2 種類に大別される。一つは
ICタグやコード類（バーコードまたはデータマトリク
スなどの 2 次元コード）が印刷されたシールなどを部品
に貼り付け，間接的に付与する方法である。もう一つは，

図 2  作業と連動した手順書の自動表示
Fig. 2  Automatic display of procedure manual linked with work
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従来のように部品に刻印機やレーザマーカなどで直接的
に識別子を付与する方法である。製造工程では複数の工
程を経るため，間接的手法では識別子のはがれなどが起
こるリスクがある。
　したがって，直接的に識別子を付与する方法を選択す
べきである。また，金属表面に存在する識別子を自動的
に読み取らせる場合，従来の文字は読取安定性の観点か
ら識別子として好ましくない。とくに，ハンディタイプ
のリーダ（OCRリーダ）を利用する場合，金属表面の
文字は，照明の当たり方により文字形状の一部が認識で
きず類似文字と誤認識する可能性が高い。このため，安
定した読み取りが可能で，なおかつ小面積で大容量のデ
ータを表現できる 2 次元コードを識別子に選定した（表
1 ）。識別子を付与する刻印機とともにデータマトリッ
クスリーダを現場に配備し，読取の自動化を実現した。
　つぎに， 品質検査データの記録自動化について検討し
た。検査工程の中には，専用の自動検査装置で検査を行
う工程が存在する。従来はオペレータが検査結果を確認
し，紙媒体に結果を転記していたが，装置の制御用PC
で検査結果を整理し，後述するデータ管理システムにて
定期的にこの結果を自動的に抽出する仕組みとした。さ
らに，従来は試験前に目視にて行っていた試験条件や設
備状態の確認も，検査データから評価に必要な特徴値を
自動的に抽出し，検査結果に関連付けて記録する仕組み
とした。このように，従来以上に検査自体の健全性を保
証する仕様にした。
2. 2. 3　データの一括管理と活用
　タブレット型PCや検査装置から得られるデータを一
括管理するデータ管理システムを整備した。データの流
れを整理したイメージ図を図 3 に示す。本システムによ
り，製造現場でデータが入力段階からデータベースに自
動的に集約されるため，従来の紙媒体からデータを集約
する作業が不要となる。また，従来どおりトレーサビリ
ティを確保すべく，部品が生産ラインに投入された段階
で識別子を付与する。以降は，検査工程ごとに識別子情
報と関連付けてデータが記録される。組立工程では，部
品の組み合わせ情報の記録も行っている。工程ごとに記
録された識別子情報を利用し，任意の期間の検査データ
を，生産順に構成部品の検査データ類も関連付けて整理
して出力する機能をシステムに設けた。これは，社内ネ
ットワーク上のどこからでもアクセス可能なシステムと
した。
　上記のように，データを一括管理して，データの確認
や活用が迅速に実施できるシステムが完成した。現在

は，データの活用方法について検討を進めている。 品
質データを傾向管理することにより，品質や設備の異常
予兆検知を実現する取り組みを進めている。そこでは，
過去から現在までの品質データ等をグラフ化して製造現
場で常時自動表示する仕組みを整備するなど， さらなる
品質管理体制の高度化に向けて活動を進めている。

むすび＝組立作業において，ヒューマンエラーを防止す
るソリューションを開発・導入し，オペレータの技能に
依存しない組立ラインを実現した。これにより，一般的
には数百ppm程度発生するであろうと予測されている
組立作業ミスの発生抑止が可能となった。また，品質検
査データの一括管理システムを構築し，データの記録か
ら活用までに起こりうる誤記録や転記ミスのリスクを徹
底的に低減した。さらに，データ整理機能を設け，迅速
にデータ活用が可能な体制となった。
　これにより，従来は紙媒体の検査記録表から関連する
データを見つけ出して，転記やグラフ化などを行い分析
するといった日単位で行っていた作業を瞬時に実施する
ことが可能になった。
　今後にむけて，各システムの横展開や新たな機能開
発，得られたデータの活用方法を検討している。これら
により，さらなる品質管理高度化を目指す。

参　考　文　献
1 ） 市川伸介ほか. R＆D神戸製鋼技報. 2018, Vol.68, No.1, p.57-60.

表 1  識別子選定に向けた比較
Table 1  Comparison of identifiers

図 3  データ一括管理の概要図
Fig. 3  Schematic diagram of collectively managing data
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まえがき＝正確な測定値を得るためには，適切な技量を
有する測定者が適切な測定方法を用いるだけでなく，測
定手段となる計測器や計量器の正確性を確保しておくこ
とが重要である 1 ）。このためには，使用する計測器や計
量器の定期的な校正が必要となる。ここで，「計測」と「計
量」はJIS Z 8103の定義を参照すると意味が異なる。し
かし，一般的にはともに物理量を定量的に計る目的で用
いることから，本稿では「計測」を使用し，「計量」も
含む意味とする。JIS Z 8103の定義を要約すると，「校
正」とは計測器が示す値と標準器が示す値を比較するこ
とである。すべての計測器は誤差を含んでおり，誤差を
把握しないまま計測器を使用し続けると，測定した製品
の品質に悪影響を及ぼす可能性がある。国家標準に基づ
いて校正された標準器に対して，段階的に連鎖して校正
された下位の標準器と比較して計測器を校正することに
より，トレーサビリティが確保されてその値の妥当性が
担保される。
　当社は，神鋼グループを中心にお客様より預かった計
測器の校正サービスを提供している。年間に300種類以
上の計測器約 6 万点を受入れ，計測器ごとに決まった要
領で校正して校正成績書を納めている。校正業務を正確
にかつ効率的に実施するため，校正管理システムを独自

に開発して運用している。

1 ．校正業務の概要

　当社の計量校正センターは，1986年11月に（株）神戸
製鋼所高砂製作所の計量管理部門から独立してスタート
した。当初は神戸製鋼所関連の計測器のみを対象として
いたが，現在は神戸製鋼グループ以外のお客様から依頼
される校正も多数受けている。校正の対象となる計測器
メニューを表 1 に示す。長さ計，角度計，圧力計，質量
計，温度計などの汎用品のみならず，当社では校正でき
ない電気計測器や環境計測器なども協力ベンダーとのネ
ットワークを活かして，一括で引き取りを行う校正サー
ビスを提供している。
　校正品は多種類でかつ大量にあるため，計測器の取り
扱いのみならず，校正要領，校正成績書の記載内容，工
程などを正確に管理する必要がある。しかしながら，校
正依頼件数が増加の一途をたどるなか，ヒューマンエラ
ーが散見されるようになり，限界が出てきた。このよう
な課題を解決するため，当社では計測器の受入から出荷
までを一括管理する独自の校正管理システムを構築し
た。校正業務を構成する受入，校正，工務の作業が短時
間で正確に遂行できるよう，校正管理システムの活用と

計測器・計量器校正業務のシステム化
Systematization for calibration tasks of measuring instruments

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）
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has developed and operates a proprietary calibration management system in order to carry out the tasks 
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機能拡張を進めている。本稿ではこれらの内容を紹介す
る。

2 ．校正管理システムと校正業務

2. 1　校正管理システム
　業務支援システムと呼ばれる当社の業務基幹システム
の一機能として，2010年に校正管理システムの稼働を開
始した。
　校正管理システムの稼働前は，紙製の物品管理カード
をパソコン入力に置き換えただけの簡易的なシステムを
使用していた。簡易的なシステムでは情報検索や工程管
理などの機能に乏しく，決済機能もなかったため，一貫
したシステムの構築が求められていた。いっぽう，当社
が提供する非破壊検査サービス業務のためにすでに導入
していた業務支援システムは，販売管理や購買管理など
の機能を有していた。そこで，これらのシステムを統合
して校正管理に特化したシステムを構築した。その結
果，業務支援システムとの連携による原価管理や，デジ
タル計測器との接続による校正データの自動取得，自動
判定などを実現した。人が介在した作業を削減すること
によって間違いや漏れなどが発生しないよう，システム
の改造を継続的に実施して現在に至っている。
2. 1. 1　校正管理システムの構成
　校正管理システムの構成を図 1 に示す。システムは 3
種類のサーバと，受入，校正，工務の各作業で使用され
る情報入出力用端末などから構成される。情報入力用パ
ソコンからウェブブラウザを通じて，登録，参照，検索
などの指示があると，ウェブサーバ上のSQLと呼ばれ
るデータベース言語で記述したプログラムが実行され
る。それにより，データベースサーバにある情報が入出
力されてパソコンに表示される仕組みとなっている。こ
れとは別に成績書保管サーバがあり，お客様に提出する
校正成績書などをPDFファイル化して受注番号ごとに
保管している。この仕組みは，データベースサーバ内の
データ容量の肥大化を防止する目的である。また，情報
の重要性を考慮し，データの消失対策として多重保管を
行っている。

2. 1. 2　校正管理システムの特長
　校正管理システムは，当社の校正サービスを提供する
業務形態に対応したフルオーダメイドのシステムであ
る。受入，校正，工務の各作業者は，パソコンのウェブ
ブラウザにてシステムにログインする。そのため，専用
のアプリケーションソフトがなくても校正管理システム
を利用できる。これには，オペレーティングシステムの
変更に関わらず長期的にシステムを利用できる利点があ
る。
　校正サービスに不可欠となる計測器の個体管理と校正
結果の管理には， 2 種類のQRコード注 1 ）を利用してい
る。外側マイクロメータに貼付したQRコードを図 2 に
示す。お客様より預かり・受入処理をした時点で，計測
器の個体管理が行われる。その際，個体番号を符号化し
たQRコードを計測器に貼付する。また，校正者が校正
した後，合格か不合格を判定した時点で，校正結果の管
理が行われる。この時には，校正結果とそれを符号化し
たQRコードが付いたラベルを計測器に貼付する。計測
器をお客様へ返却する前に，別の作業者が 2 つのQRコ
ードを読み取り，校正管理システム上の校正データと相
違ないことを自動で確認できる。
2. 2　受入作業
　お客様より校正のために預かった計測器を校正管理シ
ステムに登録する作業が，受入作業である。お客様より
受領した計測器には，一品ごとに異なる 7 桁の数字を採
番する。採番した管理番号をQRコードに変換した識別
シールを計測器に貼付する（図 2 ）。QRコードはバー
コードに比べて小スペースに印字することができ，360°
どの方向からの読み取りも可能である。シールは約
7 mm四方の大きさで汚れや破損に強い。計測器を新規
に校正する場合には，受入作業者は計測器の基本情報で
あるシリアル番号，型式，お客様の指示する管理番号な
ど校正成績書に必要な情報を，校正管理システムに登録
する。
　いっぽう，過去に校正を実施した計測器を預かった場
合には，前回の情報が登録されているため，内容を確認
して変更点のみを入力する。計測器の情報をシステムに
登録したことにより，受入以降の工程ではQRコードを

図 1  校正管理システムの構成
Fig. 1  Configuration of calibration management system

図 2  外側マイクロメータとその校正結果を管理するための 2 種類
のQRコード

Fig. 2  Two types of QR codes for managing outside micrometer 
and calibration result

脚注 1 ） QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標である
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スキャナで読み取るだけで，必要な情報を容易に取り出
すことが可能となった。システムの導入前は，情報の入
力や情報の照合などの作業に手間を要していた。しかし
システムの導入によって，大幅に時間短縮を図ることが
でき，他の計測器との取り違えなども皆無となった。
2. 3　校正作業
　受入作業を完了した計測器は，まず清掃される。つぎ
に，注文確定前にお客様の同意が得られた校正要領や判
定基準などに従って，計測器の校正作業が実施される。
校正要領や判定基準の選択肢の例としては，たとえば，
外側マイクロメータを校正する場合には，JIS B 7502，
当社標準，お客様独自の仕様などがある。校正要領や判
定基準はお客様の要求に応じて設定し，校正作業を行
う。
2. 3. 1　校正作業の工程
　当社の校正作業の工程を表 2 に示す。「校正」は計測
器が示す値と標準器が示す値を比較する作業である。「デ
ータ入力」は測定値を校正管理システムに入力する作業
で，「入力値チェック」は入力された値が間違いないか
を調べる作業である。「判定」は判定基準と比較して合格，
不合格の結果を出す作業で，「判定結果チェック」は合
否の妥当性を審査する作業である。最後に，校正から判
定までの内容を確認して「承認」する作業を行う。
　表 2 に示すように，当社の校正作業は大きく 3 種類の
工程に分けられる。測定値の入力や測定値の判定を自動
化している計測器と，作業者が実施している計測器があ
り，自動化の度合いによって工程が異なる。近年，ICT
技術を活用して，測定値の取り込みや判定の自動化を進
めている。その事例として，圧力計とダイヤルゲージの
校正作業を紹介する。
2. 3. 2　圧力計の校正作業の自動化
　圧力計の校正作業を自動的に行う装置の構成を図 3
に示す。圧力発生器より分岐配管された箇所に校正対象
の圧力計と標準器となるデジタル圧力計を取付け，校正
すべき圧力を両圧力計に加える。校正対象の圧力計の多
くはデジタル式でないため，校正する圧力値に該当する
目盛に指針が合致するよう発生圧力を調整する。その時
のデジタル圧力計の値を校正管理システムに取り込む。
デジタル圧力計はパソコンに接続され，足元に配備する
スイッチを作業者が押下することにより，圧力値を取り
込む仕組みとなっている。事前にお客様と合意した判定
基準にしたがって，標準器が示す入力された圧力値と計
測器が示す圧力値とを比較して合否判定を自動的に実施

する。
2. 3. 3　ダイヤルゲージの校正作業の自動化
　ダイヤルゲージの校正作業を自動化する装置構成を図
4 に示す。標準器となるダイヤルゲージテスタに校正対
象のダイヤルゲージを取り付けて，零点位置を決定す
る。つぎに，ダイヤルゲージテスタが自動的に駆動して，
ダイヤルゲージの最小測定箇所の手前付近で自動停止す
る。ダイヤルゲージテスタを作業者が手動で微調整し，
ダイヤルゲージの測定箇所となる位置に指針を合わせ，
ダイヤルゲージテスタの値をパソコンに取り込む。図に
示すとおり，手元の入力ボタンを押下することでダイヤ
ルゲージテスタの値の収集を行う。全測定点に対して，
上記の作業を繰り返し，測定値を校正管理システムに取
り込む。事前にお客様と合意した判定基準に従って，両
者の値を比較して合否判定を自動的に実施する。

図 4  ダイヤルゲージの校正作業
Fig. 4  Calibration work of dial gauge

図 3  圧力計の校正作業
Fig. 3  Calibration work of pressure gauge

表 2  校正作業の工程表
Table 2  Process chart of calibration tasks
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2. 4　工務作業
2. 4. 1　工務作業の説明
　「工務作業」とは校正サービスに関わるお客様対応業
務全般を指す。具体的には以下の内容を含んでいる。① 
校正業務前に行う定期校正品の案内状送付，校正の見積
及び注文確認書の送付 ②受注後に行う現場作業指示書
の作成，受入計測器の数量一覧表の連絡 ③校正作業後
に行う不合格計測器の速報，修理などの対応のほか，校
正成績書，校正証明書などの作成，現品の梱包，発送準
備作業など。その他に受注から納品までの作業の進捗管
理，校正管理システムの改善や保守も工務作業に含まれ
る。ここでは，校正管理システムを活用した業務内容を
紹介する。
2. 4. 2　校正成績書の作成
　校正作業完了後，あらかじめ入力された計測器の情
報，測定値，使用した標準器，校正日，校正者などの情
報をもとに，校正管理システムにより校正報告書を自動
的に作成する。校正報告書は校正成績書，校正一覧表，
不合格一覧表，校正結果集計表などから構成される。不
合格判定された計測器がある場合には，メールやFAX
を使って速報にてお客様に連絡する。校正管理システム
によって出力される当社の校正成績書は，計測器の校正
結果の変化が一見して分かるよう，前回と今回の校正結
果を並べて表記している。したがって，測定値の傾向分
析にも活用できる。ISO 9001では，計測器の測定値の妥
当性に信頼を与える要件として，トレーサブルである標
準に照らして計測器を校正することが求められる 2 ），3 ）。
その証明として，校正証明書，トレーサビリティ体系図，
使用標準器成績書（写し）の提出にも対応している。校
正結果の報告書類のサンプルイメージを図 5 に示す。
2. 4. 3　英文成績書の作成
　お客様に提出する校正成績書などの書類は，全て成績
書保管ファイルサーバに蓄積される。英語で記載した成
績書の提出をお客様に要求されることもあるため，日本
語で記載した成績書を英語に自動変換するプログラムを
製作した。プログラムのフローチャートを図 6 に示す。
この自動変換プログラムで変換できる校正成績書などの
書類は，定型の様式を基本とする。書類に含まれる単語
や語句，文章などを変換する際に和英変換表を変換プロ

グラムは参照する。変換表には過去に変換した単語や語
句，文章が登録されている。本プログラムを実行すると，
日本語の成績書と変換表を照合して作成された英語の成
績書が並んで表示される。ここで，変換表にない語句な
どの部分は，手動で入力して変換する。入力した内容は
変換表に追加登録される。英語への変換が終了した後
は，成績書保管ファイルサーバに保管される。
2. 4. 4　デジタルサイネージを利用した進捗管理
　校正対象である計測器の種類は300種以上と非常に多
い。また，計測器ごとの校正要領や判定基準などの対応
も多様である。さらに，お客様より預かった計測器は，
種類によっては社内で校正できないものもある。社内で
校正できない計測器は外部の校正事業者に業務委託して
いる。これら多数の注文番号に対する進捗管理のほか，
校正する計測器の現品管理が重要となる。従来は，工務
作業の担当者が校正管理システムを参照して，個々の注
文番号の進捗を確認していた。現在は複数の作業担当者
が工程内にある注文番号の進捗を確認できるように，デ
ジタルサイネージを利用した進捗状況の表示を行ってい
る。図 7 にその一例を示す。デジタルサイネージとは，
一般にネットワークに接続されたディスプレイ上に表示
する電子看板をいう。デジタルサイネージ技術を活用し
て，校正管理システムよりリアルタイムに注文番号ごと

図 7  デジタルサイネージによる顧客注文進捗の表示例
Fig. 7  Display example of customer's order progress by digital 

signage

図 6  校正成績書を日本語から英語に変換するフローチャート
Fig. 6  Flowchart of translating calibration records from Japanese 

into English

図 5  校正書類のサンプル
Fig. 5  Sample of calibration reports
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の進捗を表示する。進捗状況が「見える化」され，大型
画面に映し出された情報を全員が共有できる。これによ
り，作業漏れの防止や全工程における優先順位も一見し
て判別可能となった。

3 ．今後の取組み

　当社は，業務効率の向上や校正サービスの拡充を目指
してICT技術の動向を調査し，以下の取組みを進めて
いる。
3. 1　校正作業の自動化の拡大
　2.3節で説明したように，校正データの取り込みや判
定を自動化できれば，校正作業の効率が向上する。これ
とともに，校正成績書の品質を確保できる。自動化を推
進するためには，デジタル出力可能な標準器と，校正管
理システムとの接続プログラムを専用に開発する必要が
ある。校正の数量が多い計測器で，校正作業が標準化し
やすいと考えられるトルクレンチやマイクロメータ，ね
じゲージ，はかりなどを対象とした自動化も今後計画し
ている。

3. 2　校正成績書の情報閲覧サービス
　当社は，校正成績書，校正証明書，トレーサビリティ
体系図などの校正書類を電子ファイル化して，ウェブブ
ラウザ上から成績書のダウンロードが可能なクラウドサ
ービスを2017年より開始した。クラウドサービスの概要
を図 8 に示す。このサービスには以下の優位点がある。
（ 1 ）電子ファイルでの書類管理による省スペース化
（ 2 ）社内複数部署での情報共有化
（ 3 ）校正書類の紛失防止
（ 4 ）文字検索機能による瞬時検索の実現
　今後，さらなる利便性を図るため，お客様ごとに自社
の計測器の校正書類を閲覧できるポータルサイトを作
り，そこから適宜データをダウンロードできるような仕
組みを構築する計画である。

むすび＝製造業において高い製品品質が求められてい
る。計測器のトレーサビリティが担保されていなけれ
ば，検査データ自体の信ぴょう性が損なわれるため，計
測器の校正はますます重要となっている。当社は独自に
構築した校正管理システムを運用し，ヒューマンエラー
などによるミスの発生防止や自動化によるリードタイム
短縮など，校正品質の向上及び校正作業の効率化を図っ
てきた。
　今後，残された課題の解決を図るため，先端的なICT
技術を活用し，計測器の校正業務にカスタマイズしてい
く。これにより，お客様のものづくりの原点となる確か
な品質づくりに貢献できるように取り組む所存である。
　
参　考　文　献
1 ） 澤田善次郎ほか. 試験・計測器管理, 日本規格協会, 2012, p.36.
2 ） 日本工業標準調査会. JIS Q 9001：2015品質マネジメントシ

ステム－要求事項. 日本規格協会, 2015, p.10.
3 ） 山口徹ほか. 現場技術者のための計測技術入門, 日本規格協会, 

2008, p.108.図 8  クラウドサービスを用いた校正書類閲覧サービスの概要
Fig. 8  Service outline of calibration reports browsing system using 

cloud service
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まえがき＝日暮里・舎人ライナーに納入した軌道モニタ
リングシステムは導入後10年を迎え，システムの更新を
受注した。更新に伴う改善点および導入予定の新技術を
紹介する。

1 ．システム概要と更新に至る経緯

1. 1　日暮里・舎人ライナーの概要 1 ）

　東京都交通局が運営する「日暮里・舎人ライナー」は，
荒川区の日暮里駅から足立区の舎人地区を結ぶ公共交通
機関として建設された。日暮里駅を起点として西日暮
里，扇大橋，舎人公園を経由し，終点の見沼代親水公園
駅まで13駅，営業距離9.7kmの路線で2008年 3 月30日に
営業を開始した（図 1 ）。日暮里・舎人ライナーは鉄道

とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通システムであ
り，専用軌道上を自動列車運転装置（ATO：Automatic 
Train Operation）による無人運転で運行を行っている。
1. 2　軌道モニタリングシステムの概要 2 ）

　電車線および走行路の状態を舎人車庫（中央指令所お
よび保守区事務室など）から遠隔監視する目的で，軌道
モニタリングシステムが導入されている。
　軌道モニタリングシステムは地上局，車上局，中央制
御装置，遠隔監視装置で構成される（図 2 ）。車上局よ
り送信された映像は地上局で受信され，基幹光ネットワ
ークを介して舎人車庫の中央制御装置に送信される。
　この軌道モニタリングシステムでは,車両先頭に搭載
されたカメラ（車載カメラ）で車両進行方向の電車線お
よび走行路の状態を撮影している。車載カメラの映像
は，同じく車両先頭に設置された車上用アンテナから，
軌道や駅舎に設置された地上局のアンテナにIEEE802.11g
規格対応2.4 GHz帯無線LANで送信されている。全駅お
よび車庫を巡る基幹の光ケーブルを利用したネットワー
ク（基幹光ネットワーク）を介して舎人車庫に伝送され
る。
　車上用アンテナは車両の走行に併せて近傍の地上局に
順次切り替わって接続するため，連続した映像をリアル
タイムに確認することができるほか，録画機能も有して
いる。
1. 3　更新に至る経緯
　日暮里・舎人ライナー開業時に導入した軌道モニタリ
ングシステムは，システム寿命である10年を迎えようと
している。時間の経過に伴ってシステムを構成する主要
機器の供給や故障時の修理対応が終了したり，経年劣化

日暮里・舎人ライナーにおける軌道モニタリングシステム
の更新
Renewal of Track Monitoring System for Nippori-Toneri Liner

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

As ten years have passed since the track monitoring system was delivered to the Nippori-Toneri 
Liner, at the Tokyo Metropolitan Government Bureau of Transportation, an order has been received 
for the system renewal. This paper introduces the improvements associated with the renewal and new 
technologies whose introduction is planned: 
① functional improvement of video relay server and video recording server along with the use of 
standard software, which has enabled a flexible response to the future addition of cameras;
② addition of roaming function to on-vehicle stations; and
③ addition of roaming function to the ground stations and connection of optical cables for improving 
the transmission rate.

福村孝史＊1

Takashi	FUKUMURA

＊ 1  エンジニアリング事業部門　社会インフラ本部　都市システム部

図 1  日暮里・舎人ライナーの路線図
Fig. 1  Route map of Nippori-toneri Liner
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により故障率が上昇するなど、システムの維持に支障が
出る恐れが出てきた。
　また，システムが同時に処理できるカメラ映像は，導
入時にはサーバの機能により17編成（＝34カメラ）分が
上限であった。しかし,導入後の車両の増結により，18
編成以上の車両が納入されたため，全ての車両の映像を
処理することができなくなった。
　そのため，東京都交通局にシステム全体の更新を提案
し、2016年度よりシステムの更新を開始することにし
た。
1. 4　更新計画
　2014年度および2015年度にシステム更新に伴う事前検
討 を 行 っ た。 更 新 に 際 し て は， ①IEEE802.11j対 応
4.9 GHz帯無線LANを使用したシステム，②IEEE802.11g
対応2.4 GHz帯無線LANを使用したシステムの 2 種類を
検討するため，フィールド試験を実施した。以下にそれ
ぞれの特徴を記載する。
①IEEE802.11j対応4.9 GHz帯無線LAN

・無線機の通信距離が長く，軌道上の地上局の台数が
抑えられる。

・電波法による無線局登録および第 3 級陸上特殊無線
技師免許が必要となるが，一般ユーザとの帯域干渉
がない。

・既設設備と接続できないため，一括での更新が必要
となる。

②IEEE802.11g対応2.4 GHz帯無線LAN
・無線機の通信距離は4.9 GHz帯に比べて短い
・無線手続き・免許などが不要であるが、開放された

帯域のため，一般ユーザとの帯域干渉がある。
・既設設備と接続できるため，運用しながらの更新計

画が立てやすい。
　フィールド試験結果を踏まえた協議の結果，予算に応

じて部分的に更新ができる②IEEE802.11g対応2.4 GHz
帯無線LANを使用したシステムを採用することにした。
　具体的には以下のステップで更新を行うこととした。
①中央制御装置および遠隔監視装置の更新
②車上局の更新
③基幹光ネットワークの更新
④地上局の更新

2 ．システム構成および更新に伴う改善点

2. 1　中央制御装置および遠隔監視装置
2. 1. 1　既設システム構成
　舎人車庫内に設置された中央制御装置は，映像中継用
サーバと録画用サーバから構成される。
　映像中継用サーバは，車両の進行方向を認識し，進行
方向の映像データを遠隔監視装置や録画サーバへ中継す
る機能を持つ。
　録画用サーバは選択した 2 編成分の映像データを録画
する機能を持つ。録画した映像データは 1 週間保存さ
れ，遠隔監視装置で再生することが可能である。
　その他には，映像中継用サーバと録画用サーバの機能
停止に備えてバックアップサーバが別途設置される。
　中央指令所，保守区事務室、総合試験室に遠隔監視装
置がそれぞれ設置され，映像データを映像中継用サーバ
経由でリアルタイムに表示する機能を持つ。
　また，録画用サーバで保存している映像データをリア
ルタイム映像から切り替えて表示することが可能であ
る。さらに，その中から選択した映像を静止画像データ
として出力することも可能である。
2. 1. 2　更新に伴う改善点
　遠隔監視装置画面表示イメージを図 3 に示す。新型の
中央制御装置および遠隔監視装置を導入するにあたり，
以下の改善を行う。

・映像中継用サーバの機能向上により，サーバの台数
を削減し，最大24編成まで対応可能とする。

・録画用サーバの容量アップにより，録画可能な映像
の数を 2 編成から全編成（18編成）とする。

・遠隔監視装置で表示できる最大画面数を17映像から
36映像へ拡大する。

・既設システムはソフトウェアを最大17映像表示でき
るよう製作していたため，17映像以上の映像の追加
はソフトウェア改修が必要であった。新システムで

図 3  遠隔監視装置画面表示イメージ
Fig. 3  Display image of remote monitoring device

図 2  システム構成図
Fig. 2  System configuration
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は拡張可能な標準ソフトウェアを採用することによ
り，将来的なカメラ追加へ柔軟に対応する。

2. 2　車上局
2. 2. 1　既設システム構成
　車上局の構成を図 4 に示す。カメラサーバおよび無線
LAN機器を内蔵した車載ユニット，車載カメラ（アナ
ログカメラ）および車上用アンテナから車上局は構成さ
れる。
　アナログカメラで撮影された映像は，車載ユニット内
部のカメラサーバにてデジタルデータに変換され，無線
LANおよび車上用アンテナにより，軌道や駅舎に設置
された地上局のアンテナに送信される。
2. 2. 2　更新に伴う改善点
　新型の車上局を導入するにあたり，つぎの改善を行
う。

・地上局のローミング制御機能に対応した無線LAN
を採用し，地上局の切り替え時の伝送遅れを改善す
る。

・映像の圧縮方式をMotion JPEGからH264へ変更し，
映像の圧縮率を高くすることにより映像の品質（フ
レームレート）を向上する。

・既設車上局ではまれに起動不良が発生していたた
め，起動不良が発生した場合の電源のオートリブー
ト機能を追加する。

2. 3　地上局および基幹光ネットワーク
2. 3. 1　既設システム構成
　地上局は二つの地上局AとBで構成される。地上局A
は指向性アンテナ 1 台および無線LAN1台から成り，地
上局Bは双指向性アンテナ 1 台と指向性アンテナ 1 台お
よび無線LAN2台から成る。
　車上局からの映像データは，近接の地上局Ａまたは地
上局Ｂで受信される。
　地上局Ａは駅舎の両端部に設置され，車上局あるいは
地上局Ｂから受信した映像データを指向性アンテナで受
信する。受信した映像データは，各駅信通機器室設置の
変換器（メディアコンバータ）から基幹光ネットワーク
を介して，舎人車庫に送信される。
　地上局Ｂは車上局と地上局Ａとの中継局として駅間軌
道上に設置される。地上局Bは車上局から送信された映
像データを双指向性アンテナで受信し，指向性アンテナ
により地上局Ａに送信する。

2. 3. 2　更新に伴う改善点
　新型の地上局導入するにあたり，以下の改善を行う

（表 1 ）。
・ローミング制御機能を追加することにより，地上局

の切り替え時の伝送遅れを改善する。
・駅間の地上局Bを光ケーブルで接続することによ

り，無線中継で発生する伝送遅れが解消される。こ
の結果，中央への伝送速度と伝送容量が向上する。

（図 5 ）　
・将来的な要望（車内監視など）に対応可能な伝送容

量を確保する。

むすび＝本システムの更新検討を行うにあたり，フィー
ルド試験の許可など多大なご協力とご支援をいただいた
東京都交通局に感謝申し上げる。本システムの更新完遂
に向けてまい進していく所存である。
　また，更新に伴い無線通信システムの伝送容量が向上
した。このため，本システムの無線通信を利用した将来
的な機能拡張（車内映像のモニタリング，車内情報表示
板等への文字映像情報配信など）を検討し，有意義な提
案を行っていきたい。　
　
参　考　文　献
1 ） 沓屋　篤ほか. 神戸製鋼技報. 2004. Vol.54, No.3, p.101-104
2 ） 吉川ほか. 鉄道電気テクニカルフォーラム論文集. 2011. 

Vol.24th, p.283-286
図 4  車上局の構成

Fig. 4  System configuration around mobile station

表 1  システム比較
Table 1  System comparison

図 5  駅間の地上局の光ケーブル接続
Fig. 5  Optical cable connection of ground station between station 

buildings
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まえがき＝近年，モバイル通信網が発達してGUIやモバ
イル機器の性能が向上し，汎用の電子端末を活用した
種々の取り組みが行われている。当社では，東京都交通
局から日暮里・舎人ライナー電気設備保守点検業務を受
託しており，この業務を効率化する観点から，2016年度
よりタブレットを現場保守端末として活用するシステム
を開発し，運用を開始した。本稿では，本システムの導
入経緯・効果，および今後の展開について紹介する。

1 ．日暮里・舎人ライナー電気設備保守点検委
託について 1 ）

　東京都交通局が運営する日暮里・舎人ライナーは，荒
川区の日暮里駅から足立区の舎人地区を結ぶ案内軌条式
鉄道（AGT：Automated Guideway Transit）路線として，
1997年12月に着工された。開通は2008年 3 月30日であり，
日暮里駅を起点として西日暮里，扇大橋，舎人公園を経
由し，終点の見沼代親水公園駅まで13駅，営業距離
9.7 kmを所要時間約20分で結んでいる。日暮里・舎人ラ
イナーは鉄道とバスの中間程度の輸送力を持つ新交通シ
ステムで，専用軌道上を自動列車運転装置（ATO：
Automatic Train Operation）による無人運転で運行を行
っている（図 1 ）。
　当社は日暮里・舎人ライナーの建設工事に携わり，地
上設備である信号設備，通信設備，ホームドア設備，駅
務設備などを構築した。開通以降は車両を除く電気設備

（変電，電路，信号，通信，機械の 5 設備）の保守点検業
務を受託し，対応した業務を24時間365日遂行している。

2 ．主な業務内容と特徴

　保守点検業務の主な内容は以下のとおりである。
　（ 1 ）電気設備の定期点検および検査などの保守管理
　（ 2 ）電気設備に関わる故障障害発生時の緊急対応
　（ 3 ）電力設備の常時監視業務
　（ 1 ）の保守管理は，定期点検・検査の内容や検査周期
が軌道法により規定されている。このため，点検・検査
の確実な実施とその実績管理が必要となる。（ 2 ）の故障
障害発生時には，利用者の利便性から迅速な対応・早期
復旧が求められる。そのため，故障障害記録（原因・対処）
を詳細に残し，次回の故障障害発生時の迅速な対応につ
なげていく必要がある。
　上記の各業務では，規定要求事項の日々の定期点検・
検査，および突発的な機器故障や障害対応などの検査表，

日暮里・舎人ライナー電気設備保守   
～現場保守端末へのタブレット活用～
Electrical Facility Maintenance for Nippori-Toneri Liner  
－Utilization of Site Maintenance Terminal based on Tablets

■特集：ICT活用	 FEATURE	:	Utilization	of	ICT

（技術資料）

Kobe Steel provides an inspection service for maintaining the electrical facility of a new transportation 
system, the Nippori-Toneri liner, under contract with the Bureau of Transportation, Tokyo 
Metropolitan Government. To improve the efficiency of this work, the company began utilizing a 
field-maintenance terminal based on a tablet to manage the database of inspection information. Its 
installation is being carried out in three phases. So far, the first phase has been completed and its 
positive effect on work improvement has been confirmed. In the future, the second and third phases 
are to be implemented sequentially.

友野利章＊1

Toshiaki	TOMONO

＊ 1  エンジニアリング事業部門　社会インフラ本部　都市システム部

図 1  日暮里・舎人ライナーの路線図
Fig. 1  Route map of Nippori-toneri Liner
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対応処理伝票類を含む作業日報を作成し，翌日 8 時45分
に実施される引継朝礼までに提出する必要がある。提出
書類には，作業日報，作業処理伝票，検査表，不良・障
害処理伝票，緊急点検報告書，教育訓練記録簿，引継簿
など多い日には100枚以上もの書類を作成・提出する場
合がある。これらの書類作成，維持管理には膨大な手間
を要していることが問題であった。
　また，書類作成後は，点検事項や突発対応事象をデー
タベース化し，過去の実施内容をいつでも確認できるよ
うに管理しておく必要がある。

3 ．定型業務の改善

　上記の定型・非定型の混在する業務を効率的に行う必
要がある。まず，定型的な業務の改善として，ペーパレ
ス化と管理システムの導入を行った。
3. 1　引継朝礼時のペーパレス化
　日々の引継朝礼時に提出・配布する資料の削減を目的
に，2009年度に複数台のノートPCの導入を行った。こ
れにより，事前準備の効率化とペーパレス化を実現した。
なお，現在はノートPCの代わりにタブレット端末を使
用している。
3. 2　周期管理システムの導入
　上述したように，鉄道保守では定期点検と検査の確実
な実施，周期管理が求められる。点検・検査漏れや実施
期日の厳守に向け，実施項目と実施時期を知らせるため，
自動的にアラームを発するシステム（周期管理システム）
を導入した。このシステムは，コベルコシステム（株）（以
下，コベルコシステムという）協力のもと2009年度に製
作した。システムの適用により，ヒューマンエラーによ
る点検・検査漏れを防止できるようになった。

4 ．現場保守端末を活用したデータベースの構築

　業務には定型の点検・保守と非定型の突発案件の対応
があり，これらの業務の効率化が大きな課題であった。
このため，両業務とも報告書のデータベース化が必須で
あった。データの入力と管理・整理を一括して行うため
に，データベースソフトにはFileMaker®（米国File Maker 
Inc.の登録商標）を活用し，入力と確認を容易に行える
ようタブレット端末としてiPad®（米国Apple社.の登録商
標）を用いたシステムの導入を検討した。導入の効果が
得られるものと判断し，2016年度から運用が開始できる
ようシステムの製作に着手した。
　作成する書類の種類や特徴，背景などから，導入にあ
たっては以下のフェーズに分けて進めることにした。
　フェーズ1-1：環境整備（ネットワーク環境の構築）
　フェーズ1-2：アプリケーションの構築
　　　・不良・障害処理伝票のデータベース化
　　　・現場ライブ映像配信システムの導入
　　　・作業看板の電子化
　フェーズ 2 ：FileMaker®へのその他書類の取り込み
　フェーズ 3 ：手書き書類への対応
　現在までにフェーズ1-1，1-2が完了し 1 年間の運用を
経て，2018年度以降にフェーズ 2 ，フェーズ 3 を展開し

ていく予定である。
4. 1　フェーズ1-1　環境整備（ネットワーク環境の構築）
　タブレット端末の利用に関しては，その利便性を享受
するとともに，高いセキュリティを確保することが重要
である。Wi-Fi®（Wi-Fi Allianceの登録商標）接続を行うタ
ブレット端末では，接続ネットワークのセキュリティの
確保が必要である。このため，当社の専用ネットワーク
であるWINK（Wide Information Network for KOBELCO 
Group）を用いたネットワーク環境を構築した。また，
個々のタブレット端末のセキュリティを確保する必要が
あった。このため，各端末を一括で管理できるモバイル
デバイス管理（Mobile Device Management, 以下MDM
という）で運用されるタブレット端末（WINK-Pad）を接
続したシステム構成とした。MDMにより，原則，端末
にはデータを残さず，万が一盗難や紛失があった場合に
は，遠隔からの端末のロックや端末内データの消去など
が可能となっている。
　システム構成図を図 2 に示す。

4. 2　フェーズ1-2　アプリケーションの構築
4. 2. 1　FileMaker®を用いた非定型作業の効率化
　不良・障害処理伝票は作成頻度が高い。また，異常時
の迅速な対応を可能にするために，過去の伝票を迅速に
検索できることが重要である。そこで，データベス化は
不良・障害処理伝票から開始した。システムの導入前は
Microsoft Excel®（米国Microsoft社の登録商標）による管
理が行われていたが，ファイル管理やファイル検索に手
間と時間を要していた。
　本システムの導入により，伝票番号の自動採番化，デ
ータインプットの簡略化を実現した。また，撮影した写
真を取り込む必要のあった写真台帳作成を簡略化するこ
とにより，書類作成時間の短縮ができた。さらに，デー
タベース専用ソフトの特性である強力な検索機能を活用
することにより，伝票番号だけでなく，発生日，発生場
所，設備名称などでも検索ができるようになった。これ
により，過去実績の検索が迅速化できた。
4. 2. 2　現場ライブ映像配信システムの導入
　列車のスムーズな運行のためには，各駅の映像を定点
監視するだけでなく，必要に応じて画像情報から運行状
況を的確に把握することにより，対処方法を総合的に判

図 2  システム構成図
Fig. 2  System configuration diagram



86 KOBE STEEL ENGINEERING REPORTS/Vol. 68 No. 2（Dec. 2018）

断して決めることが重要となる。そこで，タブレット端
末のカメラ機能を活用した「一括映像モニターシステム」
を構築した（図 3 ）。システムの構築には，アイテック阪
急阪神（株）が鉄道保守向けに販売している現場ライブ映
像配信システム専用アプリを導入した。このシステムで
は監視拠点のPC1台につき最大12台までの現場端末が接
続でき，小窓表示にて現場端末全数の同時監視が可能で
ある。また，端末を選択することにより拡大表示や個別
通話が可能となる。さらに，監視拠点PCから現場端末
側の映像を録画することもでき，スナップショットの撮
影も可能である。

　システムの導入によって現場の状況が拠点事務所でリ
アルタイムに確認できる。故障障害対応時には，端末を
持った現場の作業員に対して的確で迅速な指示や情報提
供が行えるようになり，安心・安全な運行に寄与してい
る。
4. 2. 3　作業看板の電子化
　作業処理伝票の作成に際しては，作業写真を添付する
ことが義務づけられている。このため，作業ごとに作業
看板を入れた作業状況写真を撮影する必要がある。以前
は，作業看板を持ち歩いて作業写真を撮影していた。作
業看板には件名，撮影箇所，撮影年月日等に手書きまた
は，事前に用意した記載内容を印字したマグネットを貼
りつけていた。
　そこで，作業看板の記載情報をデータベース化し，作
業員が現場で件名，撮影箇所等を選択するだけで作業看
板が準備できるようにした（図 4 ，図 5 ）。
　本システムの導入により，作業者が現場へ持ち込む作
業看板，黒ペン，マグネットなどの持ち物を減らして管
理を省略化でき，現場作業の利便性向上などの導入効果
が確認できた。

図 3  現場ライブ映像配信システム
Fig. 3  On-site live video distribution system

5 ．今後の対応

5. 1　フェーズ 2 　その他書類のデータベース化
　不良・障害処理伝票のデータベース化による利便性の
向上が確認されたことから，現在 Microsoft Word®（米
国Microsoft社の登録商標），Microsoft Excel®で作成し
ている作業処理伝票や緊急点検報告書についても順次デ
ータベース化を行っていく。
　また，作業記録写真は画像データで保管しており，撮
影のみならず，台帳作成や仕分けには多大な時間がかか
っている。このため，写真撮影→台帳作成→仕分けまで
を自動で行えるようデータベースを活用したツールの導
入も別途検討している。
5. 2　フェーズ 3 　手書き書類のデータベース化
　これまで，検査表やチェックシートなどの書類は手書
きで記入する慣習があったため，作成書類の中には手書
きで記入する書類が含まれている。
　今後は，お客様にご理解をいただいたうえで，手書き
に代わる方法の検討ならびに検証を行う。現場に保守端
末 1 台を持参すれば全ての業務が行えることを最終目標
にしている。

むすび＝タブレット端末を用いた現場保守端末を導入す
ることにより以下の効果が確認できた。
　（ 1 ）書類作成時間の短縮
　（ 2 ）書類検索時間の短縮
　（ 3 ）現場ライブ映像配信システムの活用による障害対

応の迅速化
　（ 4 ）作業看板電子化による現場忘れ物リスクの低減お

よび記載内容変更の効率化
　今後予定している第 2 ， 3 フェーズを確実に実施し，
さらなる業務効率化を実現させる。
　最後に，本業務を通じて日々ご指導ご鞭撻いただいて
いる東京都交通局に感謝申し上げたい。今後も業務の効
率化を継続的に推し進めていき，迅速で確実な保守業務
を行うことにより，災害に強く事故のない都営交通の実
現に貢献していく所存である。

参　考　文　献
1 ） 沓屋 篤ほか. R&D神戸製鋼技報. 2004, Vol.54, No.3, p.101-104.

図 4  旧看板
Fig. 4  Conventional

    signboard

図 5  新システムの電子看板
Fig. 5  Electronic signage in 

new system
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Vol.67, No.2の目次ページ：

　『101（技術資料） 燃料ガス圧縮機のプロセス系ダイナミックシミュレーション』の共著者の名前

近藤雄一

今藤雄一

お詫びと訂正

　2018年５月７日および2018年 7 月 3 日に発行いたしました本誌「Vol.67, No.２特集：機械【産業機械・圧縮機】」，
「Vol.68, No. 1 特集：建設機械（ショベル・クレーン）」におきまして、記載に誤りがございましたので以下のよ
うに訂正いたします。
　ご愛読いただいている皆さま、ならびに関係各位にご迷惑をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。

誤：
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Vol.67, No.2の101ページ：
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Vol.68, No.1の目次ページ：

　『69（技術資料）機械稼働データを活用した予知保全の仕組の実現』の共著者の名前

友近信之

友近信行

誤：

正：
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編集後記
＜特集：ICT活用＞
＊多様な事業を展開している当社におい
て，これまでのR&D神戸製鋼技報のほ
とんどは，当社の製品あるいはそれらの
開発に活用した特徴的な技術を特集号と
して発刊してきました。今回の「ICT」
のように，その時節で注目されている技
術での特集は初めての試みでした。当社
の各生産現場や製品・サービスへのICT
の活用事例の紹介を通して，当社が常に
先端技術を積極的に活用している様子を
ご理解いただけたと思います。
＊ICT活用は，従前のデジタル化社会や
IT革命からの流れでもあり，一般業務
の効率化のためのICT活用は，現在では
当たり前になっています。製造現場にお
いても多量のデータの高速処理が可能と
なってきていますが，経済価値につなげ
るためには，価値のあるデータの抽出と
活用に向けての創意工夫がポイントとい
えます。その視点で本特集号の記事を見
ると，いずれも，長年の経験や実績に裏
づけられたデータや経験知をベースに，
多品種製品の安定生産や製品・サービス
の価値創造に向けて，ICTが巧みに活用
されていることが紹介できていると考え

ます。
＊当社では，神戸製鉄所の上工程を加古
川製鉄所に集約することによって大幅な
コスト削減と競争力強化を図りつつあり
ます。それらを実現するためにはより一
層の安定生産が要求され，ICTは極めて
重要な役割を担うことになります。これ
らについては，次の機会での紹介を予定
しています。
＊ICTがとどまることなく進展する中に
おいて，ディープラーニングに代表され
るAIの活用が盛んとなっており，その
有効性や実用性も実証されてきていま
す。AIによって，過去の事例やデータ
に基づいた合理的な答えが得られます
が，飛躍的な発想や創造性は人のみが有
しているといえます。当社には，多様な
事業活動を通して種々のアイデアが生ま
れる土壌があると考えています。当社の
この特長を活かして，今後も，ICTを含
む先端技術を活用しつつ，お客様の期待
に応える優れた製品･サービスの提供に
向けて，革新的な研究開発に取り組みま
すのでご期待ください。

（高枩弘行）

次号予告
＜自動車軽量化特集＞
＊Vol.66, No. 2 の“特集：自動車用材料・
技術”に引き続き，次号では“特集：自
動車軽量化”の発行を予定しております。
＊自動車分野を取り巻く環境や技術トレ
ンドはめまぐるしく変化しております。
燃費規制やCO 2 排出規制の動向，年々強
化される衝突安全基準などのほか，最近
ではとくに，電気自動車拡大の予測や，
自動運転技術の進展などが話題に上って
おります。
＊当社では，自動車分野を素材系事業の
成長分野ととらえ，集中して製品開発，
技術開発を進めております。これら自動
車分野を取り巻く変化にもいち早く対応
し，お客様のニーズに的確に応えてまい

ります。
＊次号の特集 1 では，“自動車事業の海
外展開”に関する記事を企画しておりま
す。鋼材，アルミ，銅などの素材事業に
おける，内外市場に向けた製品動向，生
産展開などをご紹介します。
＊次号の特集 2 では，“自動車の軽量化，
高機能化に貢献する材料技術，設計技
術”に関する記事を企画しております。
高強度鋼板，アルミ，溶接材などの材料
技術に加え，それら素材の加工技術，自
動車部品への適用技術など幅広く記事を
集めております。
どうか次号にご期待下さい。

（小西晴之）
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