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はありません。
PSIメタルズは、フューチャーラボと

とともに、独自のイノベーションプログ
ラムを始めており、お客様やパートナー
とともに将来に向けたソリューション
について検討することを提案しており
ます。私たちは、一匹狼の時代は終わり、
お客様やパートナーと一緒に考え行動
することにより、初めて将来の課題に
対応できると信じております。
このような観点で、Production Manager

の最新号をお楽しみいただければ誠
に幸いです。
ご関心をお持ちのトピックス等あり

ましたら、お気軽に弊社窓口までお問
い合わせ下さい。

PSIメタルズ GmbH

代表取締役社長
スヴェン・ブッシュ（Sven Busch）

大させてしまいます。自ら率先してイ
ニシアチブを取り、小さなトライアン
ドエラーを重ねることがリスクを抑え
ることに繋がります。ティッセン・ク
ルップやタタ・スチール社欧州グルー
プのような製鉄メーカーは、グローバ
ルなデジタル化戦略のもと、すでに正
しい方向へと舵を取り始めています。

HPEやマイクロソフトのようなITサ
プライヤーも、協働を呼びかけていま
す。誰も単独で、全てを網羅するよう
なソリューションを達成できるもので

巻頭言
（PSIメタルズCEO スヴェン・ブッシュよりご挨拶）
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鉄鋼生産において、インダストリー
4.0と関連したデジタル化は、ただ単
に新規プラントに限定される課題では
ありません。また、鉄鋼業界における
通常の設備投資サイクルにおいて、全
ての新技術を直ちに導入することは不
可能です。企業は継続的なデジタル
化の恩恵を、ステップバイステップで
導入するための賢明な戦略を取る必要
があります。様々な段階で、製造プロ
セスの具体的な分野を特定して革新
することが重要です。スイススチール
は、スイスのエメンブリュッケ製鉄所
において、正にそのような投資を行っ
ています。

スイススチールは特殊鋼メーカーと
して、様々なサイズの高品質ワイヤを
含む線材製品を、2ラインで製造して
います。ワイヤは圧延されるとコイリ
ングされますが、その後の工程として
は、高温のコイルの冷却、サンプリン
グ、秤量、圧縮と結束があります。過
去40年間、この工程はフックコンベ
アシステムを用いて実施されてきまし
た。製品輸送に介入できる余地は、極
めて少ないのが現状でした。それに対
して、新しいパレットレールでは、3

つのバッファラインが用意されてい
て、1つの製品が他の製品を追い越す
ことができます。これは、1つの製品

またはオーダー全体について優先順位
を付けることができる等、いくつかの
利点があります。
新しい輸送システムおよび最新の集

束機への設備投資により、消費エネル
ギーの著しい削減と輸送信頼性の向上
が達成されました。スイススチールは、
将来的に予想される、より高いコイル
重量に対する需要、そして先進的なお
客様からの要求に対しても応えること
ができます。また、パレットハンドリ
ング作業の完全な自動化は、工場内で
の安全な作業環境の実現に寄与して
います。

トレーサビリティが鍵
これまでもPSIのトレーサビリティシ

ステムにより、全製品の動きの切れ目
のない記録は確保されてきました。し
かし、新しいシステムにおいてトレー
サビリティの使命は、もっと重要に
なっています。
柔軟性が増すということは、逆に、

スイス有数の鉄鋼メーカーであるスイススチールは、コイル輸送の分野における
デジタル化を段階的に進めており、約40年間使用してきたフックコンベアシステ
ムを、最新のパレット輸送ロジスティックスに置き換えています。PSIの既存のト
レーサビリティシステムが新しい枠組みに採用され、パレットの世界のデジタル化
に成功しています。シュモルツ&ビッケンバッハ（Schmolz & Bickenbach）グ
ループ傘下のスイススチールは、鉄鋼業界におけるインダストリー 4.0の進化的
に特徴づける良い例です。

スイススチール：40年間使用のフックコンベアシステムを、
最新のパレット輸送ロジスティックスへリプレース

パレットの世界を完全自動化
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硬直化したマテリアルフローを緩和す
ることに繋がります。パレットの「森」
の中で、「私の製品はどこだ？」という
きわめて重要な質問が出てきます。人
間のオペレータが全体像を逐一把握
することは、もはや不可能なことにな
ります。
導入されるオートメーションシステ

ムでは、製品がラインの交差ポイント
で混同されないよう、また製品重量
が間違って分配されないように、更
に緻密に連動するものでなければな
りません。実際には、関わる複数の
システムがデータの同期性を確認す
るチェックポイントが設定されていま
す。基本オートメーションシステムが
パレット上に製品があるかどうか確認
する一方、PSIのトレーサビリティシ
ステムはそれがどの製品であるかを
確認します。

人間はまだ必要なのでしょうか？
将来の工場において人間がどのよう

な役割を果たすか、または果たすべき
かについて、多くの仮説があったこと
が、インダストリー 4.0の背景にはあ
ります。学術的なレベルでは、人工知
能またはアルゴリズムにより管理され

た工場は、今日の複雑な社会構造に
置き換わる、または凌駕さえすること
ができるのではないか、という準哲学
的な議論が成されています。
ある結論を導いている、実務的な

例もあります。スイススチールの場合
は、決して無人の工場を構築すること
を目指していませんが、同社は特定の
分野においてデジタル化と先端的な
自動化に、熱心な投資を行ってきまし
た。しかしながら、オペレータは、こ
のようなオートメーションシステム以

上に、もっと重要な位置付けになって
います。非常事態が生じたとき、オペ
レータはすぐさま修正をかけなければ
なりません。実際の物理パレットが、
システム上の追跡位置から逸脱し、線
材コイルがオフライン上に排出されて
しまったときなどです。
このような事態が発生した場合、オ

ペレータは、全システムにおいて修正
をかける権限が必要となります。本質
的には、オペレータは監督者として格
上げされ、システムが自動化された
ルーティンから逸脱していないかどう
か、目を光らせるようになります。言
い換えれば、たとえ作業内容が変化す
れど、鉄鋼生産は将来的にも、人間の
介在無しで生産を遂行することは不可
能であり続けるでしょう。

開胸手術
このようなシステムをホワイトボー

ド上で導入設計することと、実際の作
業現場において導入実施することに
は、天地程の開きがあります。開胸手
術の前に、前もって外科医が綿密な計
画を立て練習するのと同様、スイスス
チールにおいても十分に練られた導入
プラン、及び機能検証シナリオが必要
でした。
全ての関係グループの、タイムリー

新しい「パレットの森」：人間は、現実世界において、木を見て森も見ることは困難です。

コイル追跡モニターにより提供される高い可視性
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ゲオルク・ヌスバウム（Georg Nussbaum）
工学博士（スイススチールの圧延工場所長）
へのインタビュー
PSI：今回の工場の大幅な更新について、
主要な理由は何だったのでしょうか？
ヌスバウム博士：輸送システムのほぼ
全面的な設備更新は、市場がコイル
生産量の増大を求めていることから必
須要件でした。スイススチールの圧延
分野の戦略的成長の一環として、この
ような将来需要への対応性を担保する
ことは必要な第一ステップです。市場
の要求に加えて、単純に約40年たった
古いシステムを刷新し、圧延プロセス
の革新的な自動化環境へ変貌を遂げ
る必要があったことも事実です。

PSI：複雑さを予想されましたか？ま
た、どう準備されましたか？
ヌスバウム博士：もちろん、これは、
我々にとって重要なプロジェクトであっ
たし、今でもそうであることに間違いあ
りません。我々および他の関連企業も、
本プロジェクトに多大な資源を投入し
ています。しかしながら試運転のため
の余分なスペースもなく、これまでに
ないタイトなスケジュールのもと、建
設と操業を同時進行で進めなければな
らなかったため、新設のプロジェクト
と比較して、複雑性が増していました。

また、機能検証のフェーズでも、代替
用の生産製造設備がありませんでした。
当初、必ずしも全てのプロジェクト関
係者が、当課題を十分に認識せず、複
雑性は過小評価されていました。将来
は、進捗をもっと細かくモニターして、
より優れた危機管理を確実にする手法
をとらなければならないと思います。

PSI：このようなプロジェクトを行う場
合、需要家と供給側との間に、特別な
関係が必要ですか？
ヌスバウム博士：関係者間でコミュニ
ケーションを厭わないことと、迅速で確
実な対応は、必須条件です。お客様の
要求を深く理解するとともに、プロジェ
クトパートナーが常に企業家精神を
もって行動するならば、それが特別な
関係になると思います。更に関係者の
相性が良好ならば、言うことはありませ
ん。結局のところ、プロジェクトを成功
に導くのは人です。そして、プロジェク
トに関わる全員が、プロジェクト自体が
目的ではないことを理解しなければなり
ません。最終的に、我々には、お客様
に対する責任があり、お客様に付加価
値を提供したいと考えているのです。

PSIメタルズGmbH
ラファエル・ビンダ（Raffael Binder）
マーケティング部門長
電話：+43-664-8364445
rbinder@psi.de

www.pismetals.de

て作業工程で品質を保証し、完成時に
レポート化するための唯一の方法論で
す。このようなことが、マテリアルフ
ローから得られる柔軟性やエネルギー
消費の節減とともに、デジタル化のメ
リットの明確な証明になります。イン
ダストリー 4.0は、必ずしも革命を意
味する必要はなく、スイススチールの
場合は、進化であることを証明してい
ます。

で首尾一貫したコミュニケーション
は、極めて重要です。機能検証フェー
ズでは、トライアンドエラーなしに達
成できることはありません。その都度、
頓挫や問題に対処するには、経験と信
頼が必要です。
純粋に実務的な観点から述べると、

テスト環境で特定の1つの信号系統を
動作させ、システムが正しく機能する
ことを証明する単体テストは、最初の
ステップになりますが、実際の作業環
境で試運転を行いながらいくつかの信
号系統を同時に検証する総合テストで
は全く意味合いが異なります。この時
に、残されていた問題が明らかになり、
システムが単体では順調に機能してい
た喜びが、にわかにストレスに変わっ
てしまいます。
スイススチールにおいて、製品があ

るポイントから他のポイントへ、何の
遅延もなく輸送されるという「歓喜」
が一旦は訪れました。しかしながら、
これは見かけ上のことであり、製品が
パレットレールからフックコンベアシ
ステムに搬送される際の信号遅延が、
現実に起きていました。にもかかわら
ず製品が搬送ポイントを通過した後、
システム上の製品はパレットレールか
らフックコンベアシステムへ移動して
しまったのです。このようなことを含
め、プリミティブな現象は、機能検証
の過程で迅速に解決されていきます。

なぜ、デジタル化なのでしょうか？
デジタル化への投資は付加価値を

得られるものでなければなりません
し、単に新技術のために行われるもの
ではありません。スイススチールの場
合、単に高品質の製品を製造するだけ
では充分ではありません。また、製品
の品質は、検証可能である必要があり
ます。これは、常に特定製品の位置情
報と、それを保証するための下位制御
システム層からのプロセスデータを把
握することが何より重要であることを
意味しています。これは、長期に渡っ
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イベントレポート  インダストリー 4.0カンファレンスとPSIメタルズユーザーグループ

デジタル化について白熱した議論：アイデア満載の3日間
5月初旬、150人以上の参加者が、プライメタルズテクノロジーズとPSIからの招待に
応じて、タタ・スチールのオランダアイモイデン製鉄所に集い共同開催されたインダ
ストリー 4.0カンファレンスに参加しました。研究、製造やIT分野の専門家が、鉄鋼と
アルミニウム産業におけるデジタル化について議論するために幅広い観点からアイ
デアを紹介しました。その後、PSImetalsユーザーグループは、90人以上のお客様を
招待して、2日間に渡り議論を続けるとともに、経験を共有しました。この2つの行事
における講演やパネルディスカッションにおいて、興味深い見識が提示されました。

インダストリー 4.0カンファレンス
研究、製造やIT分野からの多くの様々

な講演により、インダストリー 4.0を取
り巻く広範な見識が提示されました。
基調講演においてアーヘン工科大学の
フォルカー・シュティフ（Volker Stich）
教授は、デジタル化がこれまで、どのよ
うに欧州の企業を変革したかについて
の概論を提示しました。タタ・スチール
やティッセン・クルップ、唐山鋼鉄など
の鉄鋼メーカーは、各々のデジタル化
戦略についての考え方を紹介しました。
ドイツ鉄鋼協会鉄鋼研究所、HPやマイ
クロソフトとともに、主催者としてプラ
イメタルズテクノロジーズとPSIが、IT

の発展動向について基調講演しました。
これらの講演を通じた明確なメッ

セージは、今こそ行動を起すべきであ
り、さもなければ企業は衰退、場合に
よっては市場から撤退させられる危機
に晒されるということでした。新しい
ビジネスモデルに加えて、需要家と供
給側の連携は特に、従来の二者間モ
デルから機動性の高い収益活動協調
のエコシステム関係に移行するでしょ

う。ITセキュリティの分野における課
題とリスクが、講演の最後を締め
くくりました。参加者は、今日と将
来の金属産業におけるデジタル化
に向けた、テーマごとの広範な取
り組みを良く理解していただきま
した。次回のカンファレンスでは、
具体的なソリューションの事例を、
顧客の皆様方に講演していただけ
れば、と思っております。

PSImetalsユーザーグループ
今年のユーザーグループの焦点は、

カスタムソリューションからパッケー
ジ製品への深化と成熟でした。代表取
締役社長のトマス・キネは開会の挨拶
で、PSImetalsは製品カテゴリーを持つ
までに至ったことをすべての参加者に
確信させました。PSImetalsの製品は、
付加価値の源泉となるお客様ソリュー
ションの基盤を成しています。SSAB、
アルセロール・ミタル・ポーランドと
NLMK欧州は、プロジェクトにおける
実業務での視点からの洞察を紹介しま
した。結局のところ、お客様は常に、
顧客企業がどのように課題や困難を
克服したかに、関心を持っています。

ティッセン・クルップはワークフロー
モデリング支援ツールであるPSImetals 

Flow Configuratorをトライアル導入し
て得られた知見を報告し、タタ・スチー
ルは将来の工場あるべき姿（スマート
ファクトリ）について議論しました。
パネルディスカッションの中で、ア

ルセロール・ミタル、タタ・スチー
ル、ティッセン・クルップ、およびバ

ローレックの各社代表が、PSI製品の
採用に至った経緯、パッケージ製品を
介した工場のデジタル化、に関する、
活発な意見交換の場となりました。標
準製品をより柔軟にコンフィグレー
ション可能な選択肢が得られたこと
で、手離れの良いソリューションとし
て、顧客の独立性向上にも寄与してい
ます。お客様のエコシステムにおける、
PSImetalsのエクセレンスセンターのサ
ポートの重要性が、益々大きくなるこ
とを示唆しています。PSImetalsのお客
様共同体における、相互対話が深まる
ことにつれ、オープンで忌憚のない意
見交換の場は、大きな付加価値をもた
らすことを参加者全員が認識した時間
となりました。

熱心に耳を傾けるインダストリー 4.0カンファレン
スの参加者

アムステルダムでのPSImetalsユーザーグループに世
界中から参加した90名以上のお客様

全ての参加者は、www.psimetals.deにア
クセスして、関連の講演のPDFとビデオ
画像videostreamを見ることができます。
当ユーザーグループの講演内容を閲覧
するには、E-mailをご登録頂くことで
簡単にログインすることが可能です。

PSIメタルズGmbH
アネット・ポール（Annett Pöhl）
マーケティングマネージャー
電話：+49 30 2801-1820
apoehl@psi.de

www.pismetals.de
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トマス・キネが代表取締役社長に就任
PSIメタルズは、将来の課題に向けて、新組織体制を準備しています。スヴェン・
ブッシュ（Sven Busch）とトマス・キネ（Thomas Quinet）が会社のトップ
に立ち、PSIメタルズはその製品ビジネスに向けた歩みを継続します。29年間
PSIで役職に就いてきたデットレフ・シュミット（Detlef Schmitz）は、PSIメ
タルズグループの代表取締役社長を辞任しますが、今後も販路開拓面で引き続
き経営に参画して参ります。

今回CFOを務めていたトマス・キ
ネが、PSIメタルズの新しい代表取締
役社長に就任しました。42歳のベル
ギー人であるトマス・キネは、土木学
科を卒業した後、2001年に既に金属
業界に加わりました。営業幹部とし
てのキャリアをスタートし、間もなく
営業担当役員として指導的立場に立
ち、2009年にはPSIメタルズベルギー
の取締役役員に就任しました。エグゼ
クティブ用のMBAで学んだ後、2013

年には財務担当役員の立場に立ちまし
た。トマス・キネは、財務、管理、法務、
ITとサービスに、引き続き責任を持ち
ます。更に、PSIメタルズの製品に関
わる全ての課題を統括します。そのた
め、2つの新しいビジネス分野が創設
されました。プロダクトのイノベーショ
ンを推進するフューチャーラボ、及び

マーケティング&プロダクト管理部門
です。マーケティング部門と製品開発
部門が一体となって、グローバル顧客
のアカウント管理、セールスサポート、
及びトレーニングに当たります。

カスタマーフォーカス
スヴェン・ブッシュは、アジアとア

メリカの重点市場における拡販と製
品デリバリー、および鋼管と厚板セク

ター、そして非鉄と薄板、長物セクター
の４部門を統括し、全てのお客様ニー
ズに対して責任を持ちます。
デットレフ・シュミットは、弊社創

設初期から弊社の指導的存在として、
共同代表取締役社長であったスヴェ

ン・ブッシュとともに、金属分野の生
産管理ソフトウェア分野において、PSI

をドイツ国内のマーケットリーダーか
らグローバルリーダーに変革してきま
した。このような経緯のもと、デット
レフ・シュミットは、経営サポートを
継続する一方で、同時に整然とした世
代交代を進めたいと望んでいます。
新しい組織体制を採用するにあた

り、これまでのプロダクトドリブンな
ビジネス路線を確実に継承します。金
属産業における最高品質のアプリケー
ション技術と経験豊富なエキスパート
によるコンサルティングを通して、業
界トップクラスの製品とサービスを提
供するという明確な目標を掲げていま
す。同時にPSIメタルズは金属産業に
おける生産管理ソリューションのマー
ケットリーダーの立場を揺るぎないも
のとして維持し拡大して参ります。

デットレフ・シュミットは、世代交代によりトマス・キネに権限を委譲します。

PSIメタルズGmbH
アネット・ポール（Annett Pöhl）
マーケティングマネージャー
電話：+49 30 2801-1820
apoehl@psi.de

www.pismetals.de

ニュース  世代交代によって企業の連続性を確保していきます

　　　この度新CEOとして新しい責任を担い、弊社の成長戦略の一端を
担うことに、感激を覚えるとともに、身の引き締まる思いです。私の目標は、
PSI製品をより将来のニーズに適したものへと進化させること、そして最
高のアプリケーションとビジネスコンサルティングをお客様にご提供して
いくことです。
PSIメタルズGmbH　代表取締役社長
トマス・キネ（Thomas Quinet）

“  
”
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Q1. 貴方がPSIについて考えるとき、
何を最初に思いつきますか？
トマス氏：私にとって、PSIは素晴ら
しい会社です。先端的なIT技術を用い
て、鉄鋼やアルミ産業における具体的
な問題を解決する機会を与えてくれま
す。PSIで我々がお客様とともに確実
に成長できるように努めることは、と
てもやりがいのある仕事です。

Q2. 貴方の経歴を教えてください。
トマス氏：私は土木学科を卒業しまし
たが、その分野で仕事に着いたことは
ありません。営業部門で数年を過ごし
た後、2013年にPSIメタルズのCFOに
就任しました。今、私は2人いるCEO

の1人として、会社を将来的な成功に
導くという、責任ある使命を果たすこ
とを楽しみにしています。

Q3. 現在どのような目標を掲げていま
すか？
トマス氏：まず、これまで以上に弊社
の製品を発展させることに継続して取
り組みます。鉄鋼産業、及びアルミ産
業における生産管理ソリューションの
リーディングプロバイダーとして、弊
社の製品が担っているところの社会的
責任をしっかり果たしていくことにコ
ミット致します。その意味するところ
は、標準ソフトウェア製品を基盤技術
として、多様化するお客様の様々な
ニーズに応え続けて行くことです。近
年、これについて懸命に企業努力を
重ねて参りました。今は、将来に向け
ての方向性を定める途上にあります。
我々にとって、これは今日の課題につ
いてだけでなく、未来に予見される課
題解決についてでもあります。例えば、

グローバリゼーションやビッグデー
タ、ITセキュリティなどです。
　製品の次に来るのは、会社にとって
の実質的な価値についてです。言い換
えると、わが社の従業員です。私は、
従業員が能力と意欲に応じ、個人とし
て成長するのを支援する計画を立てて
います。各々の従業員は、個々の目標
に従って、PSIの成功に役割を果たさな
ければなりません。私は、我が社が業
界においてリーダーシップを維持する
鍵は、グローバルなステージで活躍で
きる熟練された専門家であると考えて
います。製品ビジネスの世界はまた、我々
のチームに新しい要求を突きつけてきま
す。私は、PSIチームを新しいステージ
へ導くことを楽しみにしています。

Q4. PSIの、現在そして将来のお客様
に対して、ひと言お願いします。
トマス氏：お客様が我々に対して、こ

れまで示していただいてきたご信頼に
感謝申し上げます。このご信頼があれ
ばこそ、お客様と一緒に努力し、お客
様の生産プロセスの改善に寄与できる
と信じております。即ち、デリバリー
信頼性の向上、品質改善、サプライ
チェーン全体の透明化を確保すること
が可能になって参ります。そして、こ
れらすべてがお客様の利益に還元さ
れることを絶えず目標にしております。
　支援させていただいたお客様に喜ん
でいただき、我々のソリューションにつ
いて投資効果を達成されていることを
拝見するのは、我々の誇りであります。

トマス・キネは、鉄鋼とアルミ産業における課題解消のためのソリューション提供のために
全力で取り組んで参ります。

PSIメタルズGmbH
ラファエル・ビンダ（Raffael Binder）
マーケティング部門長
電話：+43-664-8364445
rbinder@psi.de

www.pismetals.de

インタビュー  トマス・キネの新しい役割と、今後の経営ビジョンについて

PSIメタルズの新しい代表取締役社長へ一問一答
トマス・キネは、2017年前半よりスヴェン・ブッシュと並んで、PSIメタルズの代表取締役社長に就任しています。
本人にじっくりとインタビューする機会を得ました。
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オーストリアのランスホーフェンに
立地するAMAGは、AMAG 2014およ
びAMAG 2020の投資プロジェクトを
策定しており、製品の多様化と生産効
率化の効果により、拡大する市場から
の要求に応えています。プロジェクト
では、自律的最適化、電文を介したプ
ロセスフィードバック、プロセスデー
タ、およびコミュニケーションなど、
革新的生産工場がもたらす可能性を、
存分に引き出すことを目的としていま

す。これら目的完遂のため、新しい生
産管理システムへの投資が必要になっ
ています。過去に導入されたPSIシス
テムは、これまでのAMAGの生産活
動を支援してきましたが、将来的課題
に対しては十分対応できているとは言
えませんでした。

鍵は垂直統合
新生産システムでは、中長期のマク

ロ収益計画、製造所単位での生産計

画、生産現場における実行計画まで
を網羅する必要があり、SAPに含まれ
るビジネスプロセス（主に会計関連）
を生産ラインと統合する必要がありま
す。それに加えて、新ソリューション
では、生産プロセスを構成する全ての
工場を統合する共通プラットフォーム
として機能するよう設計されなければ
なりません。初期段階では既存の工
場が組み込まれなければなりません
が、AMAG 2020では全ての新設工場
への導入が決定していますので、当共
通プラットフォームには最大限の柔軟
性が必要になります。AMAGは、こ
の投資から何を得ようと望んでいるの
でしょうか？ IT部門のトップである
ヴェルナー・アウマイヤー（Werner 

Aumayr）工学博士は、「新しい生産
管理システムの導入と、統一化された
プラント統合のための共通アーキテク
チャ、および生産プロセスの標準化は、

ヨーロッパの最も革新的なアルミニウム工場における、デジタル化された生産ライン

AMAG 2020デジタル化へ向けた取り組み
オーストリアのアルミニウムメーカーであるAMAGは、AMAG 2014および
AMAG 2020プロジェクトを策定し、この数年間、成長と革新の戦略を一貫し
て追求しています。インダストリー 4.0関連への取り組みが加速する中、各企業
へのデジタル化への取り組みに注目が集まっています。新設の生産設備でのシー
ムレスな統合を行うにあたり、連続的な生産プロセスと同期された品質データの
モニタリング要件への重要性が高まっています。これら目標を達成するために、
AMAGはPSIを戦略パートナーとして選びました。PSIは、この数年間AMAGの
戦略を支援し、これからも将来に向けてAMAGにおける生産のデジタル化を実
現するために、機能性の高いIT基盤の確立を約束します。

ユーザーレポート  AMAGアルミニウム生産におけるデジタル化



10

2017年上半期

将来スマートデータアナリティクスに
必要となる、データ量を評価測定する
ための前提となるでしょう。」と話して
います。

セーフティーネットを準備した
綱渡り
システムリプレースにおけるリス

クを最小限にするため、またセーフ
ティーネットのない綱渡りを避けるた
め、PSIではプロトタイプ導入を実施
することにしました。限定された生産
エリアについてのみを検討の対象とし
たのです。この準備段階で得られた知
見のお陰で、両社は長期間に渡るパー
トナーシップを開始するのに必要な信
頼関係を構築できました。「PSIのソ
リューションが持つ、革新的なシステ
ム構造、金属業界における専門性、お
よび適応性の高さが、最終的にPSIを
選んだ理由でした。」と、アウマイヤー
博士は話しています。
既存の工場のほか、最近では

AMAG 2014投資プロジェクト対象の
新工場も、PSImetals製品に基づいて
統合されています。現時点において、
PSIの活用により、全ての工場におけ
る高い製品品質が保証されています。
現状、全工場の半数以上が、この新ソ
リューションを導入しており、残りの
全工場についてもこのソリューション
に統合されつつあります。
各々の仕事における相互理解が、こ

のような戦略の基盤になっています。
新工場のIT統合における導入と機能
検証は、互いに密接に連携せねばな
りません。お客様とベンダー企業か
ら成るプロジェクトチームが、有機的
に機能する必要があります。「方針が
共有されないことは、望ましいことで
はありません。同時進行しながら信
頼関係に基づくコミュニケーションに
よってのみ、この複雑で時間のかか
るプロジェクトを成功に導くのです。」
と、PSIのプロジェクトマネージャロ
ジャー・ネッカー（Roger Necker）氏

は強調します。

インダストリー 4.0は、
それ自体が目的ではない
今日に至る全ての活動の主目的は、

アルミ産業における最も革新的な施設
の1つを、先端的な生産ソフトウェア
ソリューションと一体化させることで
す。この一体化により、生産プロセス
が統合され、インダストリー 4.0を具
現化していきます。
新しいソフトウェアソリューション

を活用することにより得られる、リア
ルタイムのフィードバック機能は、現
在の生産状況に基づいて、自動的な意
思決定を可能にするための必要な条件

を整えます。迅速な意思決定が可能と
なり、その結果平均リードタイムの短
縮化、迅速なデリバリーを通じて顧客
満足度の向上がもたらされます。

AMAGとPSIのプロジェクトチーム
は、既にAMAG 2020投資プロジェク
トの導入準備を開始しており、本年中
には実行フェーズに移行します。

PSIメタルズGmbH
ラファエル・ビンダ（Raffael Binder）
マーケティング部門長
電話：+43-664-8364445
rbinder@psi.de

www.pismetals.de

PSI：AMAG 2020プロジェクトにおけ
る、デジタル化の役割は何ですか？
アウマイヤー博士：デジタル化とは、
ただ単に、AMAG 2020における役割
を示すだけのものではありません。生
産プロセスにおいて得られる全データ
を掌握することは、我々のお客様の要
望でもあり、我々の目的でもあります。

PSI：アルミ産業は、インダストリー 4.0

の分野で、先駆者でしょうか、それと
も後発組でしょうか？貴方のご意見を
お聞かせください。
アウマイヤー博士：アルミ産業におけ
る工場は非常に長寿命であり、数十年
も使用している工場を最新の設備とと
もに統合しなければならないので、完
全なデジタル化は大きなチャレンジと
なります。しかし、私は、この業界を
先駆者とも後発組とも言いません。む
しろ、導入に積極的であると表現した
いと思います。

PSI：新しいPSIのシステムの最大の
利点は、何であると考えておられます
か？
アウマイヤー博士：新しいPSIのシス
テムのお陰で、紙ベースに頼らない生
産管理という目的を達成することがで
きます。その革新的なインタフェース
の支援により、コンピュータによるモ
ニターとともに、紙からデジタルプロ
セスへ完全に移行することができます。

PSI：AMAGとPSIのチームの連携を、
どのように評価されますか？この協力
は、プロジェクトの成功の何割くらい
に貢献していますか？
アウマイヤー博士：共同チームとして、
PSIチームとともに協業することは、プ
ロジェクトの成功にとって重要なファ
クターです。チームメンバーの連続性、
および形式を重んじた手法と実用的な
アプローチの間に良好なバランスを取
ることが、大事な視点と言えるでしょう。

ユーザーインタビュー

AMAGグループCIO
ヴェルナー・アウマイヤー博士との一問一答
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現在、グランゲスは、社内で開発、
維持されてきたいくつかの異なるMES

システムを、スウェーデンと中国、米
国の工場で使っています。ビジネスプ
ロセスを標準化し、管理費および維持
費を削減するため、計画から実行まで
の統合型生産管理ソリューションとし
て、PSImetalsを導入しました。ソリュー
ションは最初に、スウェーデンのフィン
スポング工場の精整エリアに導入され
ますが、PSImetalsは最終的にアルミ生
産の全工程、つまり、溶解、鋳造、熱延、
冷延、そして焼鈍、切断工程を対象と
することになります。統合型ソリュー
ションは、Order Dressing、Order and 

Line Scheduler、Order Combination、

ERPシステムと生産現場における自動
化システムに、完全に統合されます。
フィンスポングにおける総合的なソ
リューションは、2018年末までに完成
すると予想されています。

Production ManagementおよびQuality 

Management＊の各モジュールから構
成されています。ITシステムに関連の
ある全ての業務について、シームレス
な統合を確保するため、PSImetalsは

　　　全世界の工場において共通の標準ソリューションを持つメ
リットに加えて、現状の生産状況を同時進行的に考慮可能な新しい
オンライン計画ソリューションによる改善も期待しています。さらに、
自動化された生産オーダー準備プロセスの最適化にも期待を寄せて
います。PSIのソリューションにより弊社の生産性がこれまで以上に
改善されることを確信しています。

グランゲス AB　MESプロジェクト部長
キム・ヴィルヘルムソン（Kim Vilhelmsson）

“  

”グランゲスは、ロウ付け熱交換器に
用いられる、様々な幅、厚さ、熱処理
型を持つ、クラッドと非クラッドアル
ミ圧延品の全範囲を供給しています。
現在、世界で生産される2台に1台の
車は、グランゲス製の材料を使ってい
ます。今日、グランゲスは、従業員約
1500人のグローバルなグループとして
操業し、売り上げは100億クローネ以
上をあげています。

＊Order Dressing: 製造仕様展開
　Order and Line Scheduling:オーダー&

　ラインスケジューラ
　Order Combination: 厚板材の注文詰め合
　わせ
　Production Management: 生産管理
　Quality Management: 品質管理

PSIメタルズGmbH
アネット・ポール（Annett Pöhl）
マーケティングマネージャー
電話：+49-30-2801-1820
apoehl@psi.de

www.psimetals.de
グランゲスにおける、アルミニウム冷延コイルの保管倉庫

グランゲス（Granges）の統合型MESソリューションに
PSImetalsを採用
スウェーデンのグランゲスABは、全世界の生産プロセスを管理統一するための
生産管理ソリューションとして、PSImetalsを採用しました。熱交換器業界向け
の圧延製品に特化したアルミニウム企業として世界第1位のグランゲスは、共通
のプラットフォームに基づいた、グローバルに統合された生産プロセスを確立す
ることを目指しています。

ニュース  スウェーデン第1位のアルミニウム企業であるグランゲスがPSIを採用
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生産管理ソリューションは基幹シ
ステムとオートメーション層を統合
し、SAPから受領したコイル製品の受
注伝票を、工程設計情報に基づき生
産設備ごとのプロセス指示を含んだ生
産オーダーに変換します。自動変換さ
れた生産オーダーには製品固有のセッ
トポイントやレシピの設定情報が含ま
れています。当プロセスで生成された
生産オーダーに基づき、Tyasaの生産
計画部門は生産スケジュールを作成
し、実行系モジュールへスケジュール
をアップロードします。またCastripに

おいて新規のホットコイルを製造する
際、工程ごとに生産実績データが収集
されます。様々なオートメーションシ
ステムとの水平統合により、ある工程
の生産に関するフィードバックが、生
産工程における次工程に対するプロセ
ス指示の一部として確実に共有され
ます。仕掛かり品と製品在庫を確実
に追跡できるよう、コイルヤード管理
モジュールも採用しており、一貫した
ヤード状況を提供するとともに、個品
探索機能も容易に使えます。

PSImetalsでは、
広範なモジュールが利用可能

Tyasaの新しい生産管理ソリューショ
ンは、PSImetals製品をベースとしてい
ますが、PSImetalsは特に金属産業向
けに開発され、既に多くの導入事例で
実証済みの広範なモジュール群が利用
可能です。PSIメタルズが提唱するプ
ロダクトメソドロジーにより、プライメ
タルズテクノロジーズのプロジェクト
チームは、製鉄所建設の専門性と広範
なプロセスノウハウを活かして、短期
間で堅牢な生産管理ソリューションを
構築することが可能です。プロダクト
メソドロジーの恩恵によりカスタム機
能のコーディング作業は最小化され、
標準機能によるコンフィグレーション
のため導入工期は短縮され、高品位な
ソリューションの提供が可能になりま
す。プライメタルズテクノロジーズの
ソリューションを選択したことにより、
Tyasaは将来の成長に向けた準備を開
始することができます。今後、会社の
生産管理システムへの要件は成長規
模とともに増え続けますが、既存の標
準製品モジュールを短期間で追加導入
することが可能になります。

Castripは、Castrip LLCの登録済み
の商標です。

メキシコオリザバの、イスタクソキトラン所在のTyasaの製鋼工場内の制御パネル

プライメタルズテクノロジーズドイツ
GmbH
ライナー・シュルツ（Rainer Schulze）
博士
電話：+49-9131-9886-417
rainer.schulze@primetals.com

www.primetals.de

PSImetalsをベースとした、生産管理ソリューション
メキシコの鉄鋼メーカーであるTalleres y Aceros S.A.（Tyasa）は、メキシコ 
イスタクソキトラン所在の製鋼工場のビレット鋳造機と新設ストリップキャスター

（Castrip）によるコイル生産ラインに向けて、生産管理ソリューション（レベル3）
の供給を、この度プライメタルズテクノロジーズに発注しました。当生産管理ソ
リューションは、生産オーダー基軸の生産管理プロセスを指向しており、工程設計
情報を介して、個別の生産設備（ライン）へプロセス指示（指令書）を発行します。
電炉における溶鋼製造から最終コイル製品までの全生産工程に沿うシームレスな
トレーサビリティにより、顧客が薄板製品に対して要求する生産履歴情報の提供が
可能になります。当プロジェクトは、2018年前半に完成の予定です。

ニュース  Tyasaが製鋼工場と新コイル製造ラインのソリューションをプライメタルズテクノロジーズに発注
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非常に複雑な鉄鋼生産において、
製品とプロセスの品質を同時に高めて
いくためには、さまざまな要素を考慮
に入れる必要があります。古代の哲学
者アリストテレスは「優秀さとは、行
為にあらず、習慣である」という言葉
を残しました。この言葉は、優れた品
質こそがあらゆるビジネ
スの成功と失敗を決定
付けることを示してい
ます。すべての組織に
とって、品質の重視
はビジネスの大前提
であり、ここでは製
品の品質にとどまら
ず、プロセスの品
質向上も求められます。
こうした習慣がさまざまな活動の指
針となり、そして活動の輪が広がるこ
とで文化が形成されます。品質は、ま
さに企業文化の基本的な構成要素で
もあるのです。

データに基づく品質
情報の基礎はデータです。近年、

大規模なデータ収集が注目を集めて
いますが、これらのデータ分析のメ
リットを容易に日常業務に生かしてい
くことは、依然として難しいのが実情
です。ビッグデータをビジネス目標と
して掲げても、単にデータを集めるだ
けでは役に立ちません。
今回の最新リリースでは、統計的工

程管理（SPC）を採用することで、ビッ
グデータの活用に向けた取り組みの第

一歩を支援します。SPCは、さまざま
な測定値を記録し、統計分析を行うこ
とで、特定のプロセスが指定の許容範
囲内で実行されているかどうかを判定
します。特定の値のトレンドを把握す
ることで、品質に悪影響を及ぼす要因
を早期に特定できるようになります。

アシスト機能に基づく品質
どのような意思決定においても、最
終的な責任は人間にあります。生産
性を高めるためには適切な生産スケ
ジュールが必須であり、製造現場で
生じる例外への対応には経験が欠か
せません。ITシステムは、定型業務の
軽減に優れた効果を発揮してきました
が、これからはプランニングの段階や
生産プロセスでの例外発生時に、ユー
ザーに対応策を提案して支援する機
能が求められます。PSImetals 5.13に

は、適切なタイミングで必要な意思決
定を行えるようにユーザーをサポート
するさまざまな新機能が搭載されてい
ます。新たな計画改善アシスト機能は、
PSImetals Master Plannerにおける計画
の軌道修正に向けて、制約条件を踏
まえたヒントを提示します。

概要情報に基づく品質
品質管理は、局所的な要件と全社

的な目標のバランスを継続的に確保す
るプロセスです。人間の視点だけでは、
全体像の把握が難しい場合がありま

す。これまでもこのギャッ
プの解消を目指してき
た PSImetals ソリュー
ションは、今後もさ
らなる機能強化を
計画しています。
リリース 5.13 

には、新バー
ジョンの生

産オーダーネッ
ト グラフィックスが搭載さ

れ、生産オーダーの概要表示が強化
されています。生産オーダーの各ス
テップでは、グラフィック要素を自由
に設定することで、特定の注文に関連
する生産ステップを迅速かつ容易に特
定できるようになります。
アリストテレスの教えを参考に、PSI

はこれまで品質管理の習慣化を推進
してきました。今後も品質のさらなる
向上に向けて、さまざまな取り組みを
進めていきます。

「優秀さとは、行為にあらず、習慣である」
優れた品質は、鉄鋼生産における最優先課題の1つであり、スループットに代わる
指標として重視されています。 PSImetals リリース5.13は、お客様からのアイデ
アやプロジェクト要件に基づいて、多くの機能の追加や強化が図られており、これ
まで以上に幅広い観点で鉄鋼生産における品質向上をサポートします。なかでも
今回の強化ポイントとして挙げられるのは、データ処理、アシスト機能、概要表示
という3つの観点の機能です。

製品レポート  PSImetals リリース5.13は品質改善がテーマ

PSIメタルズGmbH
ラファエル・ビンダ（Raffael Binder）
マーケティング部門長
電話：+43-664-8364445
rbinder@psi.de

www.pismetals.de
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少し前に、リリース5.13に関する製
品改善の成果をご報告させていただき
ました。その続きである最新リリース
PSImetalsリリース5.14の詳細レポート
をお客様にお届け致します。お客様と
の密接な協力関係、およびお客様の革
新的な精神が、我々の製品開発の原
動力になっています。具体的内容とし
ては、現場ユーザー様向けの業務用途
に沿った意思決定支援、および複雑な
ビジネスプロセスを簡単にモデル化す
るための便利な支援ツールをご提供す
ることです。

しっかりと管理された
サプライチェーン

Caster Schedulerは、最大鋳造幅を
上書きする機能が備わりました。結果
的に生産量の増大と、在庫スラブの低
減を指向します。加えて、溶鋼消費量
の時間経過を予測するモデルが導入

されました。Line Schedulerは、スラ
ブ切断ライン向けスケジューリング機
能の改善が盛り込まれています。

Master Plannerでは、ソルバーのソ
リューション領域におけるマニュアル
介入により、上工程や下工程の計画に
影響することなく、ドラッグアンドド
ロップによりライン上の個々の業務の
順番を変更できるようになりました。

Order Schedulerでは、個々のユー
ザーが関連する特定ラインのみに適
用可能なスケジュールを作成するた
めのエリアが設けられています。ま
た、Line Schedulerのリアクティブス
ケジューリング機能では、計画済みの
先々のスケジュールを、必要に応じて
別ラインへまるごと転送することが可
能になりました。例えば50,000件の生
産オーダーの多様な結果の処理にお
いて、30%以上の性能向上が既に達
成されています。

生産現場には独自のルールを
製造において、PSImetals Production

は、コイルの長手方向の多条スリッ
ティング工程への、シームレスなト
レーサビリティが提供されています。
Production journal（生産日報機能）
では、全スクラップ作業の概観表示機
能が改善されています。
品質部門のお客様は、サンプリング

と複雑な試験プロセスの領域で自由度
が向上し、完了済み試験結果の検索
を容易にする新しい試験ブラウザをご
利用になれます。
逸脱管理が必要な場合、追加のコ

ンフィグレーション画面からの設定が
可能です。本オプションでは、プログ
ラミングは不要です。また、新しいグ
ラフィックビューから、溶接済みコイ
ルを迅速に概観することができます。

Melt Shop（製鋼生産管理）システ
ムは、プロセスデータを手動で書き換
え可能となり、必要な場合、手動でオー
トメーションシステムに対して電文を
発行することができます。
スクラップ倉庫のクレーンオペレー

ターユーザーにとっては、新しいク
レーンダイアログが特定のニーズをサ
ポートします。スペース上の理由で、
スラブ倉庫の作業員は、幅広スラブを
２列の短幅スラブの上にスタックして
いました。本要件は置場制限を動的に
考慮する「動的スタック機能」により
サポートされます。

Caster Schedulerにおける溶銑の消費予測

複雑な生産プロセスに、さらなる柔軟性を
新しいPSImetals リリース 5.14には、幅広い機能改善が満載です。既存の標
準製品により、お客様の多くのニーズを満たすことができますので、プロジェク
トベースのカスタムソリューションをご用命頂くは必要ありません。多くの分野
において、性能が更に向上しています。また使い勝手における改善も忘れており
ません。

製品レポート  PSImetals リリース5.14　包括的な機能改善を提供

PSIメタルズGmbH
ラファエル・ビンダ（Raffael Binder）
マーケティング部門長
電話：+43-664-8364445
rbinder@psi.de

www.pismetals.de



15

2017年上半期

PSIファジーロジック・システム
（FLS）の、KPIの最適化ソフトウェア

Qualicision®は、意思決定自動化支援
の最適エンジンを介して、生産業務に
おける個々のビジネス目標の、KPIの
自動学習と最適パターンの特定を可能
にします。

代替計画選択における
マニュアル調整の履歴化

Qualicision®モジュールでは最適化
ツールが計算した結果（例えばLine 

Scheduler等の生産順序最適結果）と
ユーザーのマニュアル調整による計
画結果の両方が履歴として記録され
ます。（これをプロセスデータインパ
クトマトリクスと呼びます。）次に、
Qualicision®ではプロセス目標の競合
状態（コンフリクト）と両立可能性
（compatibility）の観点で分析を行い
ます。上記マトリクスを活用すること
で、事前定義されたプロセス目標に対
して可能な限り忠実な代替計画が選
択されることで、計画統制を行う際に、
KPI最適化に関するより多くの適切な
選択肢が浮かび上がります。

では、複数のKPIに基づき、設定され
たKPI目標を可能な限り達成するため
の、あらゆる選択肢が試されます。

Qualicision®により計算されたKPIの
優先度設定に基づいた、KPI最適の結
果は、KPI Viewerにおいて表示できま
す。学習段階で導かれたKPIの達成可
能な最大特性は、図中の赤色の範囲
で示されます。特定の優先順位を選
択したい場合は、希望のパターンを設
定すると（図中の黄色の範囲）、対応
する最適な優先順位設定が自動的に
表示されます（図中の緑色の範囲）。

QFDDsにおける、最新のユーザー
フレンドリーなGUIは、PSIの Javaベー
スのフレームワーク（PJF）を使ってお
り、オンラインかつ生産現場のリアル
タイムの状況を考慮に入れつつ、現状
の要求目標に沿った最適化戦略を容
易に適合させることができます。PJF

による操作のお陰で、QFDDsは、PSI 

Software Groupの全てのツールに統合
されることができます。

KPIオリエンテッドな
生産現場の最適化

Qualicision Functional Decision 

Scheduling Engine（QFDD）はKPI決
定のための最適化エンジンです。生産
現場におけるKPIオリエンテッドな計
画業務を支援します。QFDDsは、ERP

やPPSのような周辺の基幹システムと
管理システムに統合することが可能で
す。例えば、製造プロセスへの製造指
図は、ERPシステムにおいて作成され
ますが、製造設備レベルの詳細な生産
計画の作成に関しては、当QFDDの領
域となります。最適化の際に選択され
た優先度の高いKPIに準じて、以下の
制約が考慮されます。（短納期のリー
ドタイム、稼働率最大、立ち上げコス
ト最小、注文優先度、配送納期、最小
ストックレベル等）

QFDDsにより作成された設備機械レ
ベルの稼働計画は、その後のプロセス
のため、周辺システムに転送されます。

学習アルゴリズムを用いた
適切なKPI設定パターンを特定

Qualicision®はユーザー支援のため
の統合された学習アルゴ
リズムを有しています。
独自のファジーロジック
によるアナリティクス実
行により、適切なKPI優
先度設定パターンを特
定し、KPI優先度をシス
テマチックに変化させる
ことが可能です。設備機
械の稼働率最適化の例KPI型の製造機械稼働計画

KPI Viewerにおける、最適化結果

PSI FLSファジーロジックシステム
GmbH
パスカル・カッゼル（Pascal Kätzel）
シニアコンサルタント
電話：+49-89-14818480
pkaetzel@fuzzy.de

www.qualicision.de

KPI（業績評価指標）の自動学習が可能に
革新的な生産は変化しており、生産現場レベルにおける自発的な組織化が益々必
要とされるようになっています。物理的な生産構造は、より柔軟性を増すととと
もに、輸送システムは今後益々無人化されていくことでしょう。情報とモノの流
れは可能な限り、互いに並行して進む必要があり、一方で、KPIの多様性と、生
産プロセスを制御する手段の相互依存性は、確実に増大しています。

製品レポート  KPI決定のための最適化エンジンQualicision®
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インド、中国、そして日本へ仕事柄度々出張で訪問致しま
すが、驚かされますのは国境を超えた「デジタル化」の進行
度合いです。デジタル化の波はアジア全域に押し寄せており、
日本の鉄鋼および非鉄のお客様も例外ではありません。中国
やインドでは鉄鋼関連のカンファレンスからインダストリー 

4.0に関する講演依頼を頻繁に受けています。近年日本も少し
づつこの流れに合流しているようです。
「デジタル化」を促しているもの、それは増幅された効率性
と顧客サービス、と換言できるかもしれません。厳しいマーケッ
ト環境と国際競争を背景に、以前は発展途上国であった国々
が「デジタル化」によって着実な進化を遂げてきている、とい
う現実です。
デジタル化の圧力、それはインダストリー 4.0等に代表され

る、国際市場からの外的圧力だけに留まりません。足元を見
渡せば、老朽化した設備や付随するシステムからの「内的圧力」
にも見舞われているのです。今後５～７年間に、従来のシステ
ムに習熟していた世代のエンジニアたちの退職を目前に控え、
私たちは非常に大きな意思決定を行う時期に差し掛かってい
ます。本社と生産管理の方々には共通のご関心事項では無い
かと察しております。
良い知らせは、PSIメタルズは既に定評のある金属業界特化
型の標準ソフトウェア製品のトップブランドであるという事実
です。全世界中のお客様から寄せられている実証例はその事
実を裏付けており、近代化に向け堅実かつ着実な舵取りをし
ています。 PSIメタルズは これらお客様のご要望に社内のリ
ソースのみならず、グローバル・ローカル両面でのパートナー
シップの重要性にも着目しています。西側のお客様にとりまし
ても、同様のトレンドです。クラウド技術、デジタル化の技術
やインターネットセキュリティへの関心は非常に高く、エグゼ
クティブの間では昨今共通の話題です。
日本の読者の皆様と、ぜひ直接お会いして、これらのトピッ
クスに関して意見交換をすることは、かねてからの願いです。
日本の読者の皆様は、これらの記事をお読みになって、どのよ
うな感想をお持ちでしょうか。そして長い旅路を行く上で必要
な信頼と協力関係をどのように構築できるでしょうか。
その証として、この度オフィスを東京六本木へ移し、新たに

日本語版のウェブサイトを稼働させました。ここから新たに日
本の鉄鋼、およびアルミニウム産業のお客様に向けた情報発
信を行い、デジタル化への潮流に際してともに学び成長して
参りましょう。

編集後記

マーク・ファーガソン (Mark Ferguson)
Suite 9, Building 6 Croxley Green Business Park Watford

WD18 8YH United Kingdom

+44(0)7712874700
mferguson@psi.de

マーク・ファーガソン 

(PSIメタルズ UK & Asia常務取締役)

PSI Software AG
•ドイツベルリンに本社を置くソフトウェア企業
•1969年 ベルリンにて創業。鉄鋼会社からの受託開発業務を
　開始
•1986年 生産計画ソフトウェアの開発を開始
•2016年の従業員数は1619人（うち生産管理ユニットは639人）
•2016年の売上高は1.76億ユーロ（228億円相当）
•2016年の純利益は1100万ユーロ（14億円相当）
•フランクフルト証券取引所に上場　
•2016年の研究開発（R&D）への投資額は1600万ユーロ
　（21億円相当）

PSI メタルズ社（PSI Metals GmbH）沿革
•1981年 デュッセルドルフの製鋼工程でのシステム受託業務開始
•1997年 鉄鋼向けソリューション・プロバイダとして完全子会社化
•2008年 非鉄業種向けプロバイダ、4Productionを吸収合併
•2009年 鉄鋼向けAPSプロバイダAIS社を吸収合併
•2014年 鉄鋼向けAPS & MESプロバイダ、ブローナー・メタルズ・
　ソリューションズを吸収合併
•全世界 350 人以上のエンジニア＆コンサルタント

主要取引先（グローバル）
•アルセロール・ミタル •ティッセンクルップ
•バローレック •タタ・スチール　他多数

2017年度1月時点での導入件数
•鉄鋼・非鉄トータル　導入件数： 428 件
•非鉄導入件数： 26 件

◎お電話でのお問い合わせ：
　TEL : 03-6629-3080（受付時間: 平日9:00 ～ 17:30）

◎メールでのお問い合わせ：  info@psimetals.com

◎PSIメタルズウェブサイト（日本語版）
　先進事例を多数ご紹介しています
　www.psimetals.jp

©2017 PSI Metals GmbH All Rights Reserved


