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の5年ほどの間に、デジタル変革への
傾向はますます加速しており、世界中
で起きています。AM社やバローレッ
ク、タタやティッセンクルップ等はIT

の近代化とトランスフォーメーション
へと舵を切っており、アジャイルな変
革を指向しています。ERPとMESは、
データの妥当性をチェックし、必要に
応じて修正を施し、生産管理プロセス
の中断を防ぐために予知保全を活用す
ることが可能となります。
当最新号の主題記事で、これらすべ

ての開発の背景にある内容を正確に知
ることができます。 日本のお客様と直
接お目にかかり、これらの話題について
語り合えることは大変光栄なことです。

PSIメタルズ
代表取締役社長
トマス・キネ (Thomas Quinet)

当時のビジョンはほぼ具現化されてい
ます。技術批評家の多くは、人工知能
（AI）の優位性は既に何度も登場して
きたもので、決して目新しい技術では
無い、と主張するかもしれません。し
かし、手ごろな価格のコンピューティ
ング・パワーが安価に利用できるよう
になり、生産システムやロジスティク
ス・システムでデータが蓄積されるよ
うになり、基本的なゲームの構造が変
化しています。
近い将来、AIはすべての業界の企

業に益々競争優位を提供するようにな
るでしょう。金属産業も例外ではあり
ません。データは製造業における「新
しい原油」になっています。信頼性の
高い情報源と優れたデータ品質は、機
械の学習アルゴリズムやAIシステムの
核となる重要な要素です。今回の
Production Manager日本語版では、金
属業界で成功裏に実施された4つのデ
ジタル変革（デジタルトランスフォー
メーション）の事例を収めました。こ

巻頭言
（PSIメタルズCEO トマス・キネよりご挨拶）
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今日、技術的に成熟段階に達して
いて、より具体的な出発点が明確に
定義されており、AI技術を活用するこ
とが可能になっています。自動運転お
よび、Alexa（アレクサ）やSiri（シリ）、
Cortana（コルタナ）等の音声制御アシ
スタントは、既に、広範な人々の議論の
テーマになっています。これらは、人間
の日常生活を容易にするために、作られ
た利便性の高いツールで、まだ充分な
レベルにはないにしても、間違いなくい
つか目標を達成することになるでしょう。
しかし、このような消費者向けの技
術開発とともに、企業内の日常的な業
務プロセスに、永続的な影響を及ぼす
技術の開発も可能になっています。今
日展望する限り、多くの課題を解決す
る上で、AIの支援無しではますます困
難になるでしょう。

生産における俊敏性（アジリティ）
と、リアルタイムな意思決定支援
これらは、過去には存在しなかった
条件下での作業が含まれます。リアル
タイムでの生産性やアジャイルな意思

決定支援等がその例です。世界規模で
の競争や社会における大きな流れが、
プロセスを益々複雑化するとともに、伝
統的な馴染みあるビジネス活動におい
て、不確実性や変動性が増しています。
この流れの中で、AI分野の手法や
技術は、目標に対する効果的な手法に
なり得て、社会的安定性と繁栄をもた
らす可能性があります。

ERP、MESとビッグデータ
MES（製造実行システム）とERPシス

テムは、製造企業のバックボーンです。
今日、 これらのシステムは、製品の

生産またはサービスの提供のための出
発点です。
同時に、バリューネットワーク（水平）

に沿ったプロセス統合の増加と、生産
プロセスからERPまでの統合（垂直統
合）が加速することで、より多くのデー
タの活用が可能になります。
異なった形式のデータ交換に伴う問

題は、よく認識されています。ERPと
MESシステムは、収集または生成され
たデータを解析可能な仕組みをもって

おり、理解可能な文脈に置き換える機
能を有しています。生産プロセスでは
より多くの動的な情報を必要とし、条
件が常に変動するため、不確実性が
増しています。既存のデータから情
報を正しく捉えることが極めて難しく
なっています。
今、生産システムは、現在の状態

についての膨大なデータを供給可能に
なっています。しかし、そのために、
従来型の解析方法が限界に近付いて
います。企業内で、単に現状を監視す
ることから、それを予測モデルへ移行
することは、大きな課題です。より短
期間で意思決定を行うことの重要性が
ますます重要になるでしょう。人間の
知性が経験を集積し、時間をかけて意
思決定を学ぶように、AIは大量のデー
タに基づいて学習プロセスを進める必
要があります。

生産計画と生産管理におけるAI技術
AI技術の大きな活用分野は、大きくと

らえると生産計画と生産管理の2点です。
例えば、組立ラインの生産では、ファ

ジー論理による達成量の予測と技術的
に意味のある処理順序の決定はその一
例です。また、販売予測（フォーキャ
スト）に基づき、必要な材料の所要量
を予測することも含みます。
多様化するセンサを生産システム

デジタル化の議論において、人工知能（AI）ほど、高い注目を浴びる地位を占
めているテーマは、他にありません。過去においては、このテーマはしばしば、

「2001年宇宙の旅」におけるコンピュータHAl 9000や、「ショート・サーキット」
におけるNumber 5、またフリッツ・ラング監督の「メトロポリス」におけるロ
ボット等、人間の理想やその役割を描き出されるシーンに出現してきました。

生産管理における人工知能の活用

リアルタイムかつアジャイルな意思決定支援
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に設置することにより、さらなる可能
性が生まれます。大量のセンサデータ
を自動的に柔軟に組み合わせる（セン
サフュージョン）により、例えば、多
数の様々なセンサの値の相関関係を、
ニューラルネットワークを通して特定
することが可能になります。
問題発生や品質の偏差を前もって

予測することで、生産プロセスの安定
した確保につながります。未知の相互
依存性を事前に特定し、生産プロセス
を安定化させることが可能です。

ニューラルネットワークが
知られざる相互依存性を特定
すでに今日では、ファジーロジック

テクノロジを使用して、予知保全を支
援することが可能です。人工ニュー
ラルネットワークを使って、未知の関
係を検出することは、論理的な次のス
テップになります。
劇的にグローバル化が進む環境にお

いて、MESとERPの活用が益々拡大す
ることから、AI技術のもう1つの有望な
応用が明らかになっています。ニュー
ラルマシーンの翻訳機能を用いた、文
章やスピーチの自動翻訳は、現在、AI

技術活用の重要な分野です。この技術
には、自然言語の翻訳だけでなく、テ
キスト出力と文書作成も含まれます。

適切な意思決定を迅速に
意思決定プロセスを短縮し、意思決

定の品質を向上することは、製造業に
おいて、大変重要なことです。生産環
境はこれまでに無く複雑性が増し、変
動性や不確実性が増しているためです。
グローバル競争も複雑性を増大さ
せている要因です。ローカルな視点、
または地域的な評価基準は、「グロー
バル基準」というようなものに置き換
えられています。このようなことから、
AIベースの手法による意思決定の自動
化が、企業の競争力を維持する上で好
ましい手法として脚光を浴びています。
意思決定プロセスの自動化を促す

もう1つの要因は、注文処理のリード
タイムが従来になく短くなっているこ
とです。生産技術の継続的な可用性
は、プラント監視システムにおける、
ファジー論理や人工ニューラルネット
ワークの活用により効果的に達成す
ることが可能になっています。AI支
援によるローカライゼーションとプロ
ダクトの翻訳を通じて、海外マーケッ
トに迅速に参入することは、新規ビジ
ネスの創出やポートフォリオの保護に
も役立ちます。

信頼性の高いデータも重要なファクター
上記で述べた例は、MESとERPの

システム分野における、AI技術の有望
な活用例の1つに過ぎません。それが
段々と成熟して広汎に使用されるにつ
れて、次第に生産のビジネス・ソフト
ウェア分野に拡大していくでしょう。
この観点で重要な要素の1つは、適
切で信頼性の高いデータベースが構
築されていることです。このようなこ
とから、データは、製造業における「新
しい原油」になります。PSIグループ
では、既に、生産や重要なインフラ設
備の保護の両分野において、AI技術
の活用に関する広範な経験を蓄積して

います。電力グリッドへの再生可能エ
ネルギーの供給や、パイプラインにお
ける漏洩検知などが、インフラ設備に
おける一例です。

KPI（主要評価指標）
今日、組立や金属生産ラインにお

ける生産順序やKPIに基づくプロセス
最適に関しては、既に広範で多くの実
証済みのソリューションが数多く存在
しています。これらのKPI要素はまた、
PSIグループ各社のMES製品にも適用
されています。KPIドリブンな生産計
画等はその一例です。
世界規模で物流ネットワークを確

立、運用、最適化することは、バリュー
チェーンを構築する上で、重要な課題
です。これは会社間ネットワークとド
ライバーレス輸送システムの管理など
の構内物流アプリケーションの両方に
おいて言えることです。

PSIオートモーティブ＆インダストリー
（PSI Automotive & Industry GmbH）
カール・トーゲル（Karl Tröger）
ビジネス開発マネージャー
電話： +49-30-2801-2003
ktroeger@psi.de

www.psi-automotive-industry.de

最も重要なAIトレンドの概要

生産では、利用可能なデータが増大
の一途を辿るため、古典的な解析方
法は限界に達しています
AIはすでに製造企業にとって、リア
ルタイムかつアジャイルな意思決
定支援の手法として脚光を浴びて
います
ERPとMESは、データと情報の供
給源として、「新しい原油」を提供
する製造企業のバックボーンです
コグニティブオートメーション：認
知の自動化は、典型的なプロセスを
自動化し、ユーザの日常的なタスク
を軽減します

インテリジェントオートメーション：
予期せぬ事態に対応します（例は音
声制御です）
コンピュータビジョン：深層学習に
基づいており、パターン認識による
自動分析が可能になります
生産計画において、Fuzzy Logicは
すでに技術的に意味のある順序計
画の自動化を可能にしています
予測保守の支援：ニューラルネット
ワーク活用により多数のセンサー値
の未知の相関関係が特定可能にな
り、生産プロセスの安定的確保につ
ながります
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ティッセンクルップホーエンリンブ
ルク製鉄所では、 ティッセンクルップ
の製鉄事業グループの中で、精密圧
延品事業部（Precision Steel）として
操業しています。同社は、顧客のカス
タム仕様に対応可能な専門企業であ
り、少ロット生産の効率的生産に強み
があります。
精密圧延品事業部（SE-PR）は、必

要な鋼材スラブの大半を、 ティッセン
クルップグループ内の製鉄所から調達
できるので、確実な素材供給源を持っ
ていることになります。
全プロセスが自動化された高精度

熱延ラインで製造される、中間サイズ
幅の鋼帯は、スケールを酸洗した後焼
鈍され、顧客の要求に沿って裁断され
ます。
ホーエンリンブルク製鉄所において

製造される中間サイズ幅の鋼帯は、大
部分が自動車部品供給業界における、
冷圧メーカーや直接加工メーカーの素
材として用いられます。

インダストリー 4.0の実践
同社は、早期に、顧客および納入業

者との取引プロセスを、デジタル・ネッ
トワーク化しました。今日、受注プロセ

ス業務が顧客とともに運用され、広汎
に効果を発揮するレベルまで到達して
います。これにより顧客は、生産計画
プロセスにまで直接介入することも含
め、様々なことが可能になっています。
調達サイドに関しては、鉄鋼生産の

計画要件は、ホーエンリンブルク製鉄
所により管理されています。顧客の要
求に対して効率的かつ柔軟に対応する
唯一の方法は、サプライチェーン全体
をインダストリー 4.0に沿って統合す
ることです。

計画システムへの必要条件
顧客メリットを持続的に拡大するに

は、継続的な研究開発が必要不可欠
です。150年以上の古い施設における
持続的な生産量増加と、関連する物流
網の課題は、計画システムに対する必
要条件を高度化しています。

バリューチェーンにおける完全な透明性の確保
ティッセンクルップホーエンリンブルク製鉄所では、完全自動化されたバリュー
チェーンの確立を追求しています。同社は、企業目標実現のため、関連するシ
ステムを、完全に同期して機能させることを目指しています。この観点から、
PSImetals Order Schedulerは、新しい注文計画システムとしての機能を果
たしています。

ユーザーレポート  ティッセンクルップホーエンリンブルク製鉄所における一貫したデジタル化の流れ

ティッセンクルップはドイツにおけるインダストリー 4.0実践の模範例となっています。
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このような課題を克服するため、精
密圧延品事業部では、既存システムを
継続的に進化させています。2017年前
半から、PSImetalsの製品ラインアップ
の中から、 Order Schedulerを導入しそ
の活用を開始することにより、システ
ムを補強しています。

スナップショットアプローチ
このプロジェクトの主たる目的は、
小ロット生産に伴う複雑な順序計画
を、高度に透明化することです。
生産計画担当者には、所内全ての

工程とオペレーションに関する意思決
定を行う上で、信頼性の高いサポート
が必要です。
ここで鍵になるのは、特定の時刻

におけるリアルタイム状況に基づく完
全なスナップショットとしてのFactory 

Model（ファクトリーモデル）データ
ベースです。様々な複数の戦略シナリ
オをシミュレートすることで、状況に
応じて最適な意思決定を行うことがで
きます。グラフィックなユーザー・イ
ンタフェースでは、計画担当者が全体
像を判りやすく把握できる環境が整っ
ており、迅速に必要な情報を提供して
くれます。

PSImetals Order Schedulerは、生産
計画担当者に課せられる全ての要求に
応じてくれています。当ツールには、
各プラントの今後の在庫動向と保管場
所についての推移予測を見る機能とと
もに、各製造所の稼働カレンダーや休
止期間、個別のKPI表示オプションも
含まれています。更には、チャンス計
画の表示や外注プロセスの進度管理
も可能です。

専門性の高いコンサルタント
新しいPSImetals計画ツールを段階

的に導入し活用することにより、既存
システムに重要なモジュールを追加す
ることができました。この観点で鍵と
なるのが、既存システムとの統合です。
前述のスナップショットメソッドを活

用し、所内における全工程の生産デー
タをSAPからPSImetalsに移管すること
が可能です。

PSIのコンサルタントは、豊富なSAP

使用経験とPSIの Factory Modelデータ
ベースとのシステム統合の知見を有し
ていました。これは大変有益でした。
グラフィックを多用したPSIツールによ
る生産データ可視化により、生産計画
担当者は現在の計画状況を迅速かつ
効果的に把握することができます。
また、計画担当者はPSImetals Order 

Schedulerを活用することにより、より
詳細なデータ解析のためのツールを得
ることになります。特定の計画シナリ
オに対応した、工程稼働率向上のため
の多種多様なアルゴリズムが用意され
ており、計画担当者は、順序計画を最
適化するための適切なアクションを判

断し展開することが可能になったので
す。
ティッセンクルップホーエンリンブ

ルク製鉄所は、インダストリー 4.0が
単なるビジョンではないことを明らか
にしました。適切なパートナーと提携
し、目的を明確に定義し、段階的なア
プローチで着実に目的を達成すること
ができるのです。

PSIメタルズ
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.psimetals.de

ティッセンクルップホーエンリンブルク製鉄所
生産計画部門長  フリードリヒ・ヘーヴェルマン（Friedrich Hövelmann）氏

注文リードタイムの劇的な削減

PSI：インダストリー 4.0は御社にとっ
て、どのような意味を持っていますか？
ヘーヴェルマン氏：弊社にとって、イ
ンダストリー 4.0は、顧客や納入業者と
協力し、デジタル技術を駆使して、相
互のビジネス・プロセスを改善すること
を意味します。この分野で、ティッセン
クルップホーエンリンブルク製鉄所は、
既に大きな前進を遂げています。例え
ば、冷延メーカーのお客様とともに開
発したビジネス・プロセスにより、注文
に対するリードタームを劇的に削減でき
ています。70%のお客様に対して、計
画の目安は48～72時間となっています。
PSI：新しいツールやプロセスの採用
を、ユーザーにどのように働きかけて
いますか？
ヘーヴェルマン氏： ティッセンクルッ
プホーエンリンブルク製鉄所には、長

きにわたり継続的なプロセス改善の伝
統があります。重要なことは、皆が業
務改善の主役となることです。新しい
ツールやプロセスのメリットが明確に
なればなるほど、容易に一体感を得る
ことが可能です。
PSI：御社のデジタル化の道のりで、
PSIをパートナーにした理由は？
ヘーヴェルマン氏：非常に短い計画
期間における生産計画と統制のために
は、情報を迅速かつ明確に処理し可
視化した上で、適切なアクションに帰
結するツールが必要になります。PSI 

ファクトリーモデルデータベースと併
せて、高速のグラフィック処理および
豊富な解析オプションにも感心しまし
た。専門性の高いプロジェクトと、そ
して達成された結果も、我々の期待に
適うものでした。
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シームレスな現品トラッキング等、生産における透明性の拡大

カリフォルニア・スチール・インダ
ストリーズ（CSI）は、陽光の降り注
ぐ米国西海岸のロサンジェルスから約
80kmのフォンタナに立地しています。
購入スラブから、熱延および冷延コ
イル、亜鉛めっきコイル、および電縫
鋼管（ERW鋼管）を製造しています。
供給製品は、エンドユーザーは、多岐
にわたります：建設業からパイプライ
ン、OEM、コイルセンター市場まで
展開されています。

一貫した成長戦略
1984年の設立からCSIは、同地に数

億ドルの投資を行ってきました。最も

至近の大型プロジェクトは、2015年
に完工した最先端の鋼管製造設備で
あり、以降、年間40万トンの高品質
ERW鋼管製造能力を増強して顧客に
供給しています。
サプライチェーンが益々複雑化する

とともに、最終製品に対する要求が増
大し、更に新しい大きな製造設備が追
加されるに伴い、時代遅れのMESシ
ステムが能力の限界に直面するに至り
ました。市販されているパッケージ製
品について充分に検討評価した結果、
CSIはPSImetalsを採用しました。MES

システムの更新導入に留まらない追加
メリットを得るために、CSIはプラン

ニング、品質管理、生産実行、ロジス
ティックスのモジュールから構成され
る、完全統合ソリューションスイート
の導入を決定しました。時代遅れのシ
ステムを刷新することとは、つまり単
に新規の鋼管製造設備だけをカバー
するのでなく、既存の全生産ライン、
即ちスラブヤードから熱延、そして多
様な仕上げラインまでを刷新すること
を意味しています。PSImetalsのシス
テムは、プランニング、トラッキング、
品質管理、更にスラブやコイル、鋼管
製品等の全種類の在庫管理において、
全面的な責任を担っているのです。

全身麻酔ではなく、局所麻酔で
目標としたソリューションは、機能

面で複雑であるとともに、システムの
導入には繊細さも必要とされました。
既存ラインの製造への影響を、できる
限り極小化し、大きな中断を避けるこ

将来の安定的成長に寄与
CSIでは、サプライチェーンが益々複雑化するとともに、最終製品に対する要求
が増大するに伴い、先進的かつ統合された生産管理ソリューションへの投資が
必要になっていました。現在、PSImetalsを利用した全生産プロセスの完全な
マッピングによって、既存および新規プラント区域のスムースな処理が可能に
なっています。段階的な導入により、安定したシステム移行が進んでいます。

ユーザーレポート  カリフォルニア・スチール・インダストリーズ（CSI）がPSImetalsを活用し
 生産管理システムを大幅に刷新
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とは必須条件でした。製造所全体の
停止は、「全身麻酔」に匹敵し、極力
回避する必要がありました。システム
切り替え時に、全操業を一旦停止する
リスクは非常に高い、と判断されまし
た。そのため、CSIとPSIは、「局所麻
酔」のアプローチの下、いくつかの手
術を順次に行う方式、即ちフェーズア
プローチ（段階的導入）を選択しまし
た。新ソリューションの実装と本番化
は、製造ラインごとに段階的に実施さ
れました。その際、SAPと時代遅れの
レガシMES、およびPSImetalsの間で、
一時的なインターフェースを作成する
必要性が生じました。しかし、プロジェ
クト期間が長期化することを踏まえて
も、スムースでトラブルの少ないフェー
ズアプローチのメリットの方がはるか
に大きく、結果的に、ユーザーの高い
支持と満足度が得られるとともに、導
入プロジェクトのコスト管理も的確に
管理することができました。

CSIのIT部門および製造部門と、
PSIメタルズの北米チームのコンサル
タントとの素晴らしいチームワークに
より、プロジェクトは成功裡に完了す
ることができました。システムの実装
に深く関わった、PSImetalsを担当する
CSIのIT担当者および主要ユーザーの
トレーニングは最も重要なタスクでし
た。ここで移管されたノウハウに基づ
いて、CSIのプロジェクトマネージャー
は詳細なユースケース、およびテスト
プランを作成し、PSIとCSIは各フェー
ズの本番化前に、これを実行しました。
新ソリューションの品質に対する、現
場ユーザーの関心が非常に高かった
こともあり、全ラインにおけるシステ
ム切り替えはスムースに実施されまし
た。過去4年間のプロジェクト期間中
に、予期しない製造中断が一度も無
かったこともこれを後押ししています。

ユーザーの高い支持
段階的な導入と広範囲なテストは、

また、非常に前向きな効果をもたらし

ました。多くの場合、馴染みのある熟
知した環境を置き換えることは、ユー
ザーの反発を招きがちですが、CSIの
ユーザーは、新しいソリューションに
徐々に馴染むことができました。様々
な設備においてパラレルラン（並行本
番）したことで、新旧のシステムの機
能を横並びに見ることができました。
比較することにより、先進的なユー
ザー環境および、ユーザーの個別の要
求に対する適応性が容易であることが 

明確になりました。個々の製造ライン
において、新システムへの移行が進む
に連れて、PSImetalsソリューションの
新しいハード・ソフト一体的なメリッ
トが明らかになりました。製造プロセ
スに関わる全部門間における、情報の
高付加価値化と情報交換の簡素化を

もたらしたのです。
2013年に始まった導入プロジェク

トは、2017年8月の最終承認とともに、
成功裡に完了しました。一方、PSIの
継続的な製品開発は現在も進行して
おり、定期的なリリースアップデート
を通じて、追加機能や新しい機能改善
をCSIに提供し続けています。継続的
な改善がモットーであり、CSIの計画
に完全に合致する戦略です。

PSI：既存のMESを完全刷新する理由
は、何だったでしょうか？
リヴェラ氏：我々が自前で作ったレガ
シシステムは、もはや時代遅れである
ことが判りました。また、柔軟なグラ
フィックなユーザー・インタフェースと、
変化に対応して容易に変更可能な新し
いシステムが必要であることを認識し
ました。
PSI：システム変更に際し、ユーザー
に対して、どのような準備をされまし
たか？
リヴェラ氏：大変長い準備期間を要し
ました。最初に、社内の各部門におけ
る主要ユーザーを特定し、全ての応札
業者のプレゼンテーションに参加させ
ました。業者選定プロセスに主体的に
参加させ、調査表に彼らの意向を反映
させました。二番目に、 PSIが選定され
た後、より限定した主要ユーザーを、

要求項目の集約と工場受け入れテスト
に参加させました。三番目に、主要ユー
ザーは、テストとトレーニング活動に
積極的に参加しました。実際、主要ユー
ザーの何人かは、ユーザーのトレーナー
になりました。最後に、我々は、修正
や変更に関する全ての要求に、耳を良
く傾け、真剣に取り組みました。
PSI：現時点で考えると、新しいソ
リューションのメリットは何ですか？
リヴェラ氏：ユーザーの持つデータ量
が、著しく増加しました。情報が必要
なときに、直ぐに答えを引き出すことが
できます。システムは、大変直観的な
ので、簡単に扱えます。ユーザーが新
システムに慣れるまでに、時間がかか
りましたが、時間経過とともに熟練し、
今では、データを好きなように抽出し
加工することができます。

カリフォルニア・スチール・インダストリーズ　インフォメーションサービス

ヴィクター・リヴェラ（Victor Rivera）氏との
インタビュー

PSIメタルズ
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.psimetals.de
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PSIメタルズ
アネット・ポール（Annett Pohl）
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

ニュース  中国馬鋼集団より統合型サプライチェーン計画および全工程用品質管理システムを受注

ニュース  バローレックがPSImetals生産管理ソリューションをベースに欧州工場の刷新を決定

2015年から馬鋼は、鋼板生産ライン
におけるサプライチェーン計画と品質
管理を統合する、新しいITソリューショ
ンを模索していました。最終的に馬鋼
は、両方のプロジェクトに対して、PSI

を採用することを決定しました。ファ
クトリーモデルデータベースに基づい
たPSIのソリューションは、馬鋼の生産
プロセスを最適化することが可能です。
馬鋼とPSIは、既に10年以上も協力関
係にあります。
垂直統合の視点でみると、サプライ

チェーン計画システムの目標は、戦略
計画から、オンライン納期回答を伴っ
た販売・受注計画、フロープラン（能
力計画）、オーダースケジュールおよ
びラインスケジュールまでの計画ソ

計的工程管理（SPC）が提供されます。
「我々は、PSIと12年間にわたり協業
関係を有しています。このたび入札プ
ロセスを経て両プロジェクトを正式に
発注致しました。PSIと馬鋼の信頼協
力関係はこれから益々発展するでしょ
う。PSIは、豊富な実装経験に基づく
生産計画、および品質管理に関する実
証済みソリューションにより、わが社
のIT状況を最適化してくれると確信し
ています。」と、馬鋼の張文洋（Zhang 

Wenyang）副部長は話しています。
中国馬鋼（集団）控股有限公司は、

中国第7位の中国国営の製鉄企業で、
1958年に設立されました。馬鋼の粗鋼
能力は、現在、年間1800万トンに達し
ます。世界規模で、冷延薄鋼板、熱延
薄鋼板、溶融亜鉛メッキ薄鋼板、カラー
薄鋼板、ケイ素鋼板、Ｈ形鋼、高級棒
線、鉄道車輪等の近代的生産ラインを
有しています。

リューションを構築することです。水
平統合の視点でみると、溶銑・溶鋼計
画から、製鋼、熱延、冷延、精整、お
よび馬鋼の中国各地に点在するサービ
スセンターまでの計画ソリューション
を構築します。
統合ソリューションの視点では、品

質管理システムには、現品特性を一元
管理するOrder Dressingモジュールに
は、品質規格管理、および品質ノウハ
ウ集約のためのデータベースが含まれ
ます。顧客注文仕様と規格の突合せ処
理を自動で行うための合金管理システ
ムです。また実績データ（プロセスデー
タ）を取得することにより、包括的なプ
ロセス分析、オンラインでの品質判定、
ライン間における瑕疵位置の分析、統

中国馬鋼集団における調和型生産プロセスの実現
（サプライチェーン計画と品質管理システムの統合）

PSIメタルズは、長年に渡るお客様である中国馬鋼（集団）控股有限公司（以下馬鋼）は、
溶銑から精整までの所内全工程、およびサービスセンターまでの全範囲をカバーする
PSImetals Planningと、品質管理システムPSImetals Qualityの導入を決定しました。

PSIメタルズは、PSImetals Production

（生産管理）、Quality（品質管理）、
Logistics（構内物流）、Planning（計画系）
のコンポーネントをMES（管制/実行
系）の領域で提供します。
ドイツミュルハイム工場が欧州向けの
調和型MESモデルソリューションのパイ

ロットプラントとして選定され、ドイツ
生産現場で最初の導入事例となります。

調和型MESモデルソリューション
による透明性の拡大
新しい生産管理システムの導入は、

第一に、バローレックにおける生産進

行状況の透明性拡大を狙っています。
部門間にまたがるプロセスが容易に統
一化され、複数プラント間における一
貫した生産プロセス支援のための必要
な数値が容易に収集可能になるでしょ
う。プロセス標準化により、顧客固有の
要件や新しい技術開発への要望に迅速
に対処することが可能になります。

PSImetalsによる生産プロセスの標準化と IT基盤の簡素化
バローレック（独）は、生産システムとしてPSImetalsの導入を決定しました。
PSImetalsは、既に世界各地のバローレックのほぼ全ての製造所で全社共通標準シス
テムとして展開されています。欧州セクターは全社システム標準化の最終段階にあた
り、生産管理に関わるITシステムは、段階的に既存のレガシシステムからPSImetals
ベースの標準MESソリューションに順次置き換えられていきます。生産システムが標
準化されることにより、旧式で複雑なアーキテクチャが簡素化されます。ドイツミュル
ハイム工場は欧州セクターにおける最初の標準化プロセスの導入工場になります。
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品質面では、表面検査システム（SIS）
の結果をファクトリーモデルに直接保
存し、PSI Click Designを介して画面
上で任意の箇所に視覚
化することが可能です。
この情報は、材料系図
と直接リンクされてお
り、グラフ形式でさ
らに分析することが
可能です。またお
客様の提案に基づ
いてリワーク管理
が改善されました。
品質検査要件の増加は、現

品への欠陥情報の割当にも影響を及
ぼしています。PSIではこのたび「理
由コード」を導入しました。これは、
リワーク、劣化または廃棄などのあら
ゆる不具合品処理タスクに割当可能
です。当理由コードに加えてユーザー
要件に従うことで、逸脱管理プロセス
内のリワーク管理操作に代わって欠陥
コードを割り当てることも可能になり
ました。
これにより、構成時間が短縮され、

レポート機能が向上します。フィル
タリングされた不具合品リストでは、
効率的なユーザ操作を支援していま
す。透明性をさらに向上させるために、
PSImetalsは、不合格検査をリスト上で
明示するため不具合品を記載するため
の、改良された設定機能を提供します。
これらの固有の不適合コードは、関
連する問題の迅速な閲覧を可能にし
ています。逸脱管理機能は、現品を
処理完了の際に自動的にリワーク作業

をトリガすることによって、不適合コー
ドを登録することによって構成するこ
とが可能です。

透明性と効率性
補助材や梱包材の追跡は、コスト

最適化のさらなる次元を提供します。
新しい梱包作業用PDA画面では、パ
レットやフィルムなどのパッキング材
料の消費量を快適に追跡することが可
能です。他の生産ラインでは、バンド
ル/アンバンドリングや生産ラインか
らの材料移動などの操作をトリガする
ことが可能です。
ときには、自律性が相互作用よりも
重要な場合もあります。自動車産業ビ
ジネスにおけるオーダーフルフィルメ
ントモデルでは、通常、いわゆるジャ
ストインタイム契約によって成り立っ
ています。これらの注文は殆どのデー
タが静的データで構成されているに

も関わらず、ERPとOrder Dressingモ
ジュール間において多くのデータ転送
を必要をとしました。

PSImetalsは、Order Dressingとのや
り取りなしで生産オーダーを作成する
ために、生産オーダーテンプレート内
で静的データを保管することが可能に
なりました。

PSI統合フレームワークの
最適化された通信メカニ
ズムにより、巨大なデー
タパッケージの転送効
率が向上しました。
レベル2/レベル1と

ERP/SAPとの イ
ンターフェース
の改善により、
透明性のレベ

ルも向上しました。
PSImetals Logisticsにおける置場

探索機能は、ヤードの置き場スペース
が逼迫している場合など、最適化の可
能性を秘めたダイナミックストレージ
スロットをサポートするようになりま
した。長物製品メーカは、バルク品の
分割/結合機能によるバルク品再配置
機能が標準製品へ搭載されたことを
喜んでいます。

増大する計画立案時の複雑性
多くの顧客は、高品質のコイルを最

適に活用し、最終製品をスケジュール
どおりに提供することを熱望していま
す。PSImetals Coil Combiner （コイル
詰め合わせ）では、一般的な機能改
善が施され、よりユーザー利便性が増
しています。
オプションの「スリットグループ」

を使用すると、小さなスリットのグ
ループを簡単に管理したり、「切断パ
ターン」内の屑部分をグラフィカルイ
ンターフェイスで割当てたり、スリッ

お客様の課題をエキスパートが解決
私たちは専門家を必要とする世界に住んでいます。人工知能での初期の試みも
またエキスパートシステムと呼称されていました。専門家の助けは重要であり、
普通の人に困難な特定の問題を解決してくれます。しかし、問題や課題が複数
の領域にまたがる場合はどうなるでしょうか。より複雑な解が必要になるに違い
ありません。

製品レポート  PSImetals - リリース5.15 - 即時利用可能な機能が満載
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ト事前計算に基づいて無数の複雑な
切断パターンを実装することが可能で
す。新機能の「固定スリットパターン」
では、割当作業の自動化によりスルー
プットを向上させる大きな可能性を提
供します。
特定の幅の注文に対する需要が高

い顧客は、設備構成に起因する停止
時間を避けるため、スリッターを事前
に切断パターンを指定することが可能
です。
フォアキャスト管理を改善するた

め、Demand Managerでは新しいフォ
アキャストとその消費状況に関する概
要を示す画面が提供されています。 

サードパーティのアプリケーションか
らのデータは、新しいフォアキャスト
画面で直接入力、またはCSVファイ
ルからのインポートのいずれかによっ
て、より簡単にアップロード可能です。

コイル生産のあれこれ
金属生産の日常とは複雑性に富ん

だものであり、それは組織のさまざま
な領域間のシームレスな相互作用に依
存します。統合されたソリューション
は部門間連携に伴う重要な支援を提
供します。

オペレータは、リワークの手順を追
加し、実際のチャージをガントチャー
ト上で直接異なる注文に再割り当てす
ることによって、成分逸脱を適切に管
理することが可能です。
このような意思決定はチャージタイ

ミングに大きな影響を与える可能性が
あるため、当新機能はシナリオモード
でもサポートされています。
上記操作に加えて、ユーザーは、

予定のチャージを固定することが可
能。これら一旦固定されたチャージは、
次の最適化サイクルでOnline Heat 

Schedulerによって考慮の対象から除
外されます。 これにより、安定した計
画状況が保証されます。

PSImetals 5.15は、幅広い新機能、
拡張機能、およびパフォーマンスの改
善を提供します。すぐに使用できる、
完全に統合されたモジュール化された
プロセスは、特別な付加価値を提供し
ます。

例1：「幅狭コイル」
これらの注文は、より大きなコイ

ルに組み合わされ、スリットおよび/

または切断されなければなりません。
PSIはこのプロセスを複数のPSImetals

コンポーネントを連携させることでサ
ポートしています。「幅狭注文」では、
まずOrder Dressingを使用し生産オー
ダーとして展開します。
次にCoil Combinerモジュールで

は、最適な組み合わせを見つけるため
の切断計画を生成します。これら切断
計画は、再度ODモジュール側で「詰
め合わせ済み注文」および「切断計
画」が出力されます。最後に、詰め合
わせ済み注文と切断計画がPSImetals 

Productionによって実行され、材料系
図（Material Genealogy）内で視覚化
されます。

例2：溶銑・溶鋼のハンドリング
高炉出銑後、トピードやレードルを

スケジューリングするための「溶銑/

溶鋼」の包括的なサポートが提供され
ています。ユーザーは、Online Heat 

Scheduler（オンラインヒートスケジュー
ラ）の溶鋼消費とチャージ財源の概要
閲覧にいつでもアクセス可能です。

PSImetalsリリース5.15のモジュールとコンポーネント間の相互作用。

PSIメタルズ
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.psimetals.de
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Deep Qualicisionとはマルチ基準に
基づく意思決定の支援と、機械学習に
基づく意思決定自動化のための支援ソ
フトウェアです。以下のメリットを提
供します：
・マルチ基準の意思決定とニューラル
ネットワークによる機械学習を組み
合わせる

・自己学習の最適化
・過去のプロセスデータと将来の最適
化目標(KPI)による自動学習

・複雑なビジネスプロセスにおいて一
貫性を伴う評価基準を抽出

例：自動車生産における生産順序の生成
Deep Qualicisionは、プロセスデー

タ、ビジネスの目標基準との間の関係
を特定し、トレードオフ状態を解消す
る術を学習することで、最適化プロセ
スそのものを自動化します。下図の例

は、自動車が工場で製造される生産順
序に関するDeep Qualicisionの適用例
を説明しています。
ここでモデル化されている意思決定

は、自動車生産工場の生産ラインにお
ける生産順序決定に伴う、「生産効率」
という目的関数を最大限充足するため
のプロダクトミックスです。
自動車のタイプの選択肢には、小型

車、クーペ、オープンカー、セダン、
リムジン、ミニバン、大型車、スポー
ツカー、オフロード車が含まれます。
この事例の意思決定において重要な判
断基準は、自動車モデルの特徴である、
以下の特徴グループに分類されます：
・アセンブリの複雑性が低く、低出力
のエンジンで標準装備が一緒の車種

・強力なエンジンと豪華なエクステリア
を兼ね備えた車種

・予備の座席を備えた車種（図1参照）

順位付けによる意思決定
通常自動車の生産ラインでは、プロ

ダクトミックスに合わせて物理的に設
計がなされています。にもかかわらず
注文ミックスは動的で毎日変わります。
ここで人間の計画担当者がマニュア

ルで生産順序を組む場合、何が良い
順序であるかという評価基準は完全に
担当者独自の基準に依存することにな
ります。いくつかの評価基準は完全に
無視されている可能性も生じます。（意
識的にまたは無意識的に）。

効率的に最適化された
ソリューションの学習
このような背景を考えると、人間の
頭脳では、一貫性ある順位付けを、追
跡し可視化することは容易ではありま
せん。通常Qualicisionは、単一基準
による順位リストを使用するのですが、
順位付けは一意の判断基準によっての
み生成され、各々の選択肢が都度ソー
ティングされます。同様に300以上もの
順位リストをマルチ基準ベースで効率
的に計算するので最も一貫した手法で、

システムが設定方法を学習
Deep Qualicisionとは、意思決定エンジンQualicisionとニューラルネットワー
クによる機械学習を組み合わせたものです。このソリューションのコンセプトは、
パラメータを調整する方法を効率的に学習し、意思決定をモデル化することで、
意思決定の自動化（自律化）を目指しています。

製品レポート  Deep Qualicisionとは、意思決定支援エンジンQualicisionと
  ニューラルネットワークによる機械学習を組み合わせたものです。

図1：自動車生産工場における生産順序立案におけるプロダクトミックス
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図2：意思決定の順位付け分布

す。Deep Qualicisionではこのような計
算規模において、目標基準の関係を効
率的に評価することが可能です。結果、
Deep Qualicisionは、注文と意思決定
パラメータの組み合わせが絶えず変動
していても、セルフチューニング（自律
的な最適化プロセス）により効率的な
意思決定を行うことが可能です。注文
量と注文の組み合わせが絶えず変動す
るような業種における生産管理を最適
化する上で、重要性が高まるでしょう。

Deep Qualicisionは、
広範囲な応用が可能

Deep Qualicisionは、広範囲な応
用が可能です。将来的には、Deep 

Qualicisionを用いることにより最適化
されたソリューションは、それ自体の
パラメータを自動的に学習することが
可能になると考えています。この目標
に向けた研究が、進行しています。
長期的な目標は、Deep Qualicision

の原理が、既にQualicisionによって最
適化されているビジネスプロセスにお
いて、入力データの相互依存性を特定
するだけでなく、代表的な入力データ
に基づき、より狙いを定めた優先目標
の調整を自動で学習可能になることで
す。

目標の競合を解消することが可能です。

目標の競合を解消するには、
意思決定AIが必要
目標の競合自体は、均等に存在せ

ず、意思決定AIが必要であることが、
意思決定順位付け（横軸）と判断基
準優先度（縦軸）を表す、順位付け
分布図からも明白です。（図2参照）
目標の競合状態を複数基準と同期

して解消する際に、Deep Qualicision

は個別の目標優先度について優先度
の割当状況を常に学習しています。ゆ
えに目標の優先度割当の結果はより一
貫性の高いものとなります。図３では、
前述の３つのグループ（目標基準）が
クラスタに配置されています。結果は
次の通りです：
・Deep Qualicisionは、生産ラインの
制約と構造を加味し、目標の競合
（トレードオフ）を解消することで
ライン稼働率を最大化しています。

・目標競合を解消することで、目標間
の線形独立性を前提とした計算手
法よりも大幅に優れた結果(15%以
上）が得られます。
実際の例では、もちろんクラスター

の数とそれらの相互作用はこの事例よ
りもはるかに大きく、ジョブ数および
目標基準の数は指数関数的に増加しま

PSIファジーロジック＆
ニューロシステム
（PSI Fuzzy logik & 
Neuro Systeme GmbH）
ラドルフ・フェリックス（Dr.Rudolf Felix）
取締役社長
電話：+49-231-9700921
felix@fuzzy.de

www.qualicision.de
図3：部分的に矛盾する3つのグループ（クラスタ）に配置されたすべての目標基準の分布

アセンブリの複雑性が低く、低出力
のエンジンで標準装備が一緒の車種

予備の座席を備えた車種

強力なエンジンと豪華なエクステ
リアを兼ね備えた車種
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お客様およびパートナーと協力し
て、デジタル化されたインテリジェン
トな金属生産技術に着目し、PSImetals

フューチャーラボを継続的な技術革新
のプラットフォームとして世に送り出
しています。
我々は、将来のソフトウェアを一緒

に設計し、下記の要素を通して、イン
テリジェントな生産技術を実現してい
ます。
・インダストリー4.0関連の開発につ
いての解析

・お客様およびパートナー、コンサル
タントとの共同開発

・PSI Javaベースのフレームワークと
併せた、最先端IT技術の活用
全てのお客様を心より歓迎し、一緒

に将来のインテリジェントな生産技術
を積極的に形作りたいと思っています。

秋から始まる様々なワークショップ
は、下記のテーマについて取り組みます。

「システム階層のピラミッド構造
を取り除く」ワークショップ

・計画、MES、そしてオートメーショ
ン間の更なるコラボレーション

・目的：優れたコミュニケーションに
よる、価値創造が可能な分野の把握

「ビッグデータ」ワークショップ

・データ解析および意思決定支援
・目的：先端のデータ解析技術と、実
際のビジネス要件を調和すること
で、データを宝の山に変える

「統合型製品設計」ワークショップ

・製造仕様への統合型のアプローチ
・目的：サービスとしての製造仕様展
開—ビジネス適用事例と直面する課
題について議論

「リアクティブ＆コラボレーティブ 
プランニング” ワークショップ」

・生産現場のイベントやシナリオベー
スのスケジューリングに基づいたリ
アルタイム スケジューリング

・目的：スケジューリングに基づいた
リアルタイムなシナリオの可能性の
洗い出し

「インターフェース」
ワークショップ

・金属産業の標準サービス・プラット
フォームの定義

・目的：金属の生産管理サービスを定
義、導入、調整するための標準的な
方法について議論
どうぞご参加ください。金属産業の
将来に向けたソフトウェアについて、
アイデアをお聞かせください。
ワークショップは英語により行わ

れますが、詳細な情報および日時に
つきましては、下記をご覧ください。 

psimetals.com/futurelab　

将来に向けたソフトウェアの設計
変化する市場環境は、お客様にとって新たな課題を投げかけています。ビジネス・
モデル全体に変革の圧力が生じています。PSImetalsフューチャーラボは、今
日および将来への課題に対して、新しいソフトウェア・ソリューションを開発す
ることにより、お客様を支援する取り組みです。

最新ニュース  PSImetalsフューチャーラボの取り組み

PSIメタルズ
PSImetalsフューチャーラボ部門長
ハイコ・ウルフ（Heiko Wolf）
電話：+49-30-2801-1863
hwolf@psi.de

www.psimetals.com

PSIのフューチャーラボ統括リー
ダー、ハイコ・ウォルフ氏はフュ
ーチャーラボの取り組みについて
紹介しています。プレゼンテーシ
ョンはプライメタルズ テクノロジ
ーズと PSI が主催する2017年5月
の金属業界のデジタル化のユーザ
ーカンファレンスにおける動画を
お届けしています。QRコードを
かざすとURLにジャンプします。
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PSIは、これまで生産現場の作業者
に対して現場作業を支援する従来型
のハンドヘルド端末用の可能にする
ためのソフトウェアを提供してきまし
た。しかし、これらのソフトウェアは
Windows CEベースの端末用に限定さ
れており、最新のモバイル端末に十分
対応できているとは言えませんでした。

モダンWeb技術の活用
PSIは 現 在、WDF2と 呼 ば れ る

弊社独自のフレームワークを導入
し、Appleの iPhone/iPadや、Google 

Androidを用いたタブレットやスマー
トフォン等の最新デバイスへの広範囲
なサポートを強化しています。
このWDF2と呼ばれるフレーム

ワークはプログレッシブウェブアプ
リ（PWA）、レスポンシブデザインや、
JavaScriptフレームワークのAngular等
の、モダンWeb技術を活用し、広範囲
のデバイスでのアプリ活用を実現して
います。勿論、従来型の産業向けハン
ドヘルド端末のサポートも引き続き継
続しています。新しいPSImetalsのモバ
イル用アプリは、デバイスの種類を選
ばず、優れた機能を発揮します。

KPIアプリは活用可能になって1年
が経過しましたが、それに加え、生産
現場における主だった業務に対応する
アプリが、順次追加されます。

シンプルで直観的なデータアクセス
Warehouse Transport Management

（倉庫・輸送管理アプリ）では、現品
を探索する際に、必要な現品データに
対して、シンプルで直観的にアクセス

のアクティベートから積載リストの表示、
および出荷作業の最終承認完了までの
全ステップが、タブレットやハンドヘル
ド端末から直接実行可能になります。
写真付きの積載文書作成のような

機能は、お客様の要望に特化した形で
提供されます。全体検索機能があるの
で、業務が簡素化されます。このプロ
セスは、通常の検索エンジンを使用す
る方には、馴染みやすいものでしょう。
コロン（ : ）の使用により、現品名称
や積載番号、保管場所を入力するだ
けで検索が可能です。また検索の際
に検索対象をコロンでつなぐ場合、最
初の文字を大文字にしなければならな
い、といった制約もありません。検索
結果のリストは、読み易く、必要なデー
タに迅速にアクセス可能です。

その他開発ロードマップ上の
追加モジュール
生産管理の分野では、現品上の欠

陥箇所を記録し、即座に画像ファイ
ルとともに文書化可能になります。在
庫管理モジュールは、ネットワーク接
続の良くない倉庫においても、全在庫
がシンプルな手順で記録可能になりま
す。オフラインでの使用も可能なため、
通信状態の悪い倉庫やヤード等にお
いても利用が可能です。
お客様固有の要件に特化したアプリ

の展開にも注力しています。表示データ
の選択等の小さな修正から、全く新しい
画面や機能まで、様々なご要望に沿う
ことが可能です。今後の新しいモバイル
アプリのリリースにご期待ください。

できるとともに、現品の詳細データも
閲覧可能です。現品の予約変更や搬
送指示の発行等、標準的な業務を、現
場から直接完了することが可能です。

Special storage location views（保管
場所閲覧）アプリにより、保管中の現品・
製品を迅速かつ視認性の高い置き場
全体の閲覧が可能になります。新アプ
リにより、クレーンオペレータやフォー
クリフトトラックの運転手は、タブレッ
トのみで、搬送指示の選択と個別作業
ステータスの確認が可能です。

Shipping（出荷）アプリによる
出荷担当者向け支援
出荷部門の担当者も、モバイルソ

リューションによる恩恵を受けることが
可能です。Shipping（出荷）アプリでは、
出荷担当者は積載オーダーに伴う処理
を現場で完了することが可能です。注文

PSImetalsアプリ活用によるモバイルワークの実現
PSIは、近 に々リリースするPSImetals 5.16において新アーキテクチャ採用のモバイル
用アプリをリリースし、お客様の生産現場におけるモバイル端末への支援を拡大します。
このアプリは、生産現場における業務プロセスにおいて、革新性の高いオペレーティ
ング・コンセプトにより、作業の最適化を支援します。以下に、簡単にご紹介しましょう。

製品レポート  生産現場のための、先進的オペレーティング・コンセプト

モバイル端末に送られた詳細な材料情報

PSIメタルズ
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.psimetals.de
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過去2年間、社内アカデミーは、
システムの具体的アプリケーショ
ンに特化した、プロジェクト導入
手法に関するトレーニングを提供
してきました。PSImetalsアカデミー
の新しいコースにより、既にアプリ
ケーションを使用しているお客様
は、広範囲のシステム構成に関す
る知識を深めることが可能です。
学習内容はユニット化されており、

それに基づいて基本的内容が系統的
に教育され、標準システムで提供され
る多くの機能を個別に習熟することが

そこで、フィンランドのSSABラー
ヘ熱延工場におけるPSImetals Line 

Schedulerへの、誕生日のお祝いを
しましょう。この20年間で4000万
トンのコイルが、Line Schedulerを
使って、熱延ミルで生産されまし
た。1977年に遡ると、製品もお客
様も別の名前でした。ラウタルー
キ製鉄ではBetaPlannerを使用してい
ました。（2014年同社はスウェーデン
SSABに吸収合併された。）しかし、当

可能になります。
基礎トレーニングコース「PSImetals

コンフィグレーション」は、SDCとダ
イアログボックスの作成、カスタマイ
ズと組込みについて、入門編を一通り

時に取り組まれていた課題は、現在も
変わらず、熱延ミル設備に対する最良
の熱延サイクル順序計画の立案です。

学びます。実際的な演習により、data 

dictionaryを活用したPSImetalsコンフィ
グレーション方法やプログラミングを介
せず、どのL2とSAPのメッセージを編
集するか、を学びます。

トレーニングは、お客様の会社
でオンサイトで受講が可能です。
モジュール単位での受講が可能
なので、お客様のニーズに沿って
受講内容をカスタマイズすること
も可能です。将来的には、基礎ト
レーニングの上位に相当する、上
級コースも計画しています。

時代に即して、ニーズの変化に
対応できるソフトウェア
非常に幸運であるか、または格段に

優れたソフトウェアを開発すれば、お
客様に20年後も同じソフトウェアを活
用していただけるでしょう。そのソ
フトウェアは、時代に即して、ニー
ズの変化に対応できるので、常に
満足度の高いものとなるのです。
今日、ラーヘ熱延工場における

ユーザーは、現在も大変意欲的に
PSImetals Line Scheduler を使用し
ています。ニーズに合うようにお
客様自身でコンフィグレーション

を行い、Line Schedulerの多くの要素を
適合させています。例えば、SSABのイ
ンターン学生が最近、具体的な問題と

ダイアログボックスとインターフェースへの適合

ソフトウェア製品にも誕生日がある

PSImetalsアカデミーに関する、この新しいコースは、PSImetalsの標準システ
ムについて、カスタマイズされたトレーニングコースを要望する、お客様の声に
沿って企画されました。基礎トレーニングコース「コンフィグレーション」の参
加者は、PSImetals Data Dictionary を使用した GUI、L2、SAP とのコンフィ
グレーションを習得します。

ソフトウェアは、基本的に、非常に抽象的な概念であり、最後は1と0の羅列に帰
着します。お客様に利用していただくソフトウェアというのは、非常に特別な意
味をもっています。一方で、機能とメニュー、アルゴリズムがあり、他方に人間
がいます。両方とも、ソフトウェアで仕事をし、ソフトウェアと仕事をするのです。
ともに働いて20年というのは、充分にお祝いに値するできごとでしょう。

ニュース  PSImetalsアカデミー「コンフィグレーション」

ニュース  フィンランドSSABにおけるPSImetals Line Schedulerの20年

PSIメタルズ
アネット・ポール（Annett Pohl）
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

「コンフィグレーション」トレーニングモジュール

全利用者参加のお誕生日パーティー、ケーキでお祝い
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成功に関わったプロジェクト・マネージャ達、SSABのマルティ・フィンニラ氏およびPSIの
ピエール・ベジャン氏とルック・ヴァン・ネロム氏が、PSImetalsユーザーグループ2017
で再会しました。

PSIのフェルナンド・ゲレラ氏とピエール・ベジャン氏、およびアルセロール・ミッタルトゥ
バランのイヴォ・アブラハオ氏が、金属業界におけるデジタル化について討議しました。

設備制約を、もっと効果的にシミュレー
トする、独自のモデルを開発しました。
このモデルは、現在、ラーヘ熱延

工場特有の計画業務の要件を、日々
のLine Schedulerに組み込んでいます。
そのようなお客様側の関心と確信の高

さに触れることができるのは、サプラ
イヤーとして大きな喜びであり、ソフ
トウェアが持つ最適化のための可能性
を、最大限発揮させるための原動力と
なっています。日頃のお客様への感謝
をお伝えするとともに、次の20年への
継続的な発展を期待しています。

PSIメタルズ
アネット・ポール（Annett Pohl）
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

PSIメタルズ
アネット・ポール（Annett Pohl）
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

イベント  ブラジル鉄鋼連盟（ABM） Week 2017（ブラジル）レポート

グローバルトレンドから、ローカル戦略まで
10月3日から6日まで、金属および鉱業界の代表者がサンパウロに集まり、ブラ
ジル企業の戦略的課題と将来展望について討議しました。講演と議論の主な議題
は、インダストリー 4.0の事業化に関する可能性についてでした。

ブラジル鉄鋼連盟（ABM）の年次
総会では、業界のリーダーの方々から、
鉄鋼産業の発展について、興味深い
多角的な講演が行われました。話題の
中心は、金属業界のデジタル化でした。

基調講演では、弊社お客様である
アルセロール・ミッタル伯薄板事業
CIOのフラビオ・アルメイダ 氏が、同
社の「デジタル化戦略」について講演
を行いました。

ウジミナス社のレオナルド・ゼノビ
オ氏が主導したパネルディスカッショ
ンでは、鉄鋼業と運輸業の代表者およ
び行政スタッフが、ブラジルにおける
物流面の課題について議論しました。
プライメタルズ テクノロジーズおよび
アルセロール・ミッタル伯トゥバラン
製鉄所が、PSImetalsソリューションを
用いて成功させたプロジェクトに関す
る、最新事例を紹介しました。
イベントには多くの参加者が集ま

り、南米の製鉄会社が相互にネット
ワークを組んで経験を分かち合う、最
高の機会として、今回も大きな成果が
ありました。
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テックトークシーズン1の経験
者のコンサルタントは、撮影に伴
う種々の問題があり、リテイクが
多発していたようですが、新シー
ズンでは方式を刷新。シーズン2

では、動画の画質が向上し、背景
説明は減り、余計なツールも削除
され、コンサルタントにもっとス
ポットライトが当たるように工夫
されました。
内容のコンセプト自体は同じ

で、コンサルタントは生産管理に関
する課題を、興味深く単刀直入に説
明します。カメラワークの改善と、
業界ジャーナリストの協力により、ト

運用保守は、これまで各地域部門
の管轄下で提供されてきましたが、こ
のたび世界規模で一元的に対応する、
メンテナンス専任チームが誕生しま
す。もちろん、必要な場合には、関連
の各プロジェクト担当のコンサルタン
トが、これまでと同様、サポート致し
ます。サポート・グループは、ジュリー・
クレメンツ氏が率いることになります
が、次のような明確な目標を持ってい

ピックスの核心部分を効果的に伝え
ています。
今回、弊社コンサルタントのロバー

ト・イエーガー「KPIドリブン生産計画」、

ます。「お客様がPSImetalsを活用する
ことを円滑にサポートするとともに、

イゴー・クニン「ファクトリーモデル」、
グンター・シューべ「製造仕様展開」、
ルック・ヴァン・ネロム「標準機能の
カスタマズ」、イラ・ヴォレンバーグ
「鉄鋼生産における逸脱判定」等
のトピックスをデジタルエフェクト
付きの演出により興味深く紹介し
ています。各スピーカーは、具体
的なビジネス背景に入り過ぎるこ
となく、わかりやすく説明すること
が要求されているのです。
イゴー・クニンは、PSImetals 

ファクトリーモデルの話の途中で、
特別ゲストを迎えての展開でし
た。5つの新しいテックトークが、
2018年3月より弊社英語版ウェブ

サイト（psimetals.de）上で随時公開さ
れます。どなたでもアクセス可能です。
是非ご覧いただき、新たな刺激をお受
けください。

ビジネス改善の可能性を提示し、お客
様の満足度とロイヤリティの向上に寄
与して参ります。」

PSImetalsをご利用のお客様は、サ
ポートチームに問い合わせすることがで
き、ウェブを介したオンライン・ツール
により、24時間週7日のサポートが提供
されます。グローバル・サポート・グルー
プは、電話によるホットラインや遠隔メ
ンテナンス・問題解決等、従来からの
サービスに加えて、製品のアップグレー
ドや定期的な現場訪問、毎月の調整も
実施します。ソフトウェアの拡張導入
についてのご相談や、ユーザー・トレー
ニング、現場でのオンサイトサポート、
更にPSImetalsを使った新規ビジネス目

当社の主要コンサルタントがPSImetalsの世界をわかりやすく説明

PSImetals製品の運用保守窓口をＵＫ部門にて一元化

1年間の中断の後、新しいPSImetals テックトークシーズンが再開されました。
シーズン1と同様、当社のコンサルタントが、生産管理に関する複雑な課題につ
いて、活き活きと興味深く説明していました。どのようなものであるかは、結果
が物語っています。

このたびPSIメタルズは、PSImetalsの製品サポートチームを再編成しています。
将来的には、お客様サポート専任グループが、試運転後の製品メンテナンスを一
括して取り扱い、本番移行後のお客様のプロジェクトに対してサポートを提供し
ます。これは、弊社が提唱するプロダクトメソドロジーにおける、新たなマイル
ストーンと言えます。

ニュース  PSImetalsテックトークシーズン２

ニュース  PSImetalsグローバルサポートセンターをローンチ

特別ゲストとの活発な議論を行う イゴー・クニン氏「ファ
クトリーモデル」。— さて誰との議論だったのでしょうか？

ジュリー・クレメンツ、グローバル・サポート部門長



19

2017年下半期／2018年半期上

標の実行に関して、必要な場合は専任
コンサルタントから直接のサポートを受
けることも可能です。
当グローバルサポートセンターの立

ち上げに伴い、サポートチームは、ま
ず既存のお客様3件のサポートを担当

します。お客様からは、既に非常に前
向きなご意見をいただいています。こ
のことから、グローバル・サポート・
グループの新しい目的は、運用保守段
階に移行する、全ての導入プロジェク
トをサポートすることです。

PSIメタルズUK部門
ジュリー・クレメンツ（Julie Clements）
グローバル・サポート部門長
電話：+44-1923-652037
jclements@psi.de

www.psimetals.com

全世界400サイト以上もの導入プロジェクトの経験に基
づいて、PSIのエキスパートはコンフィグレーション（シス
テム設定）で一連の生産業務を構築可能なモジュール製品
と標準化された実装モデルを開発するに至りました。これ
により、グローバルに展開される企業様は、ローカル的な
特性を尊重しつつ、複数のサイトにテンプレートに基づく
ソリューションを水平展開することが容易です。
このような業務モデル標準化アプローチのメリットは

様々です。
●複雑な調和プロセス中に、顧客のための最適なビジネス
プロセスを識別し、デジタル表現で実現することができ
ます。

●従業員は統一性のあるプロセスに従い、地理的に異なる
製造拠点においても柔軟に（製造工程等を）切替可能と
なります。またトレーニング（教育）プログラムを標準
化することも可能となります。

●クロスプラント（複数拠点間）で共通のKPI（主要業務
指標）を収集することも容易に実現可能となります。

●業務プロセスを標準化することで、顧客の要求や新しい
技術開発に迅速に対応することが可能になるはずです。
システムで構成される内容の高度性が高いため、お客様

自身が自社内で、「センターオブエクセレンス」（CoE）を
設置する動きが活発化しています。
では、センターオブエクセレンス（CoE）とはどのよう

な役割を担うのでしょうか。グローバルレベル
で共通のシステムを最大限に有効活用するため
には、　グローバルで統一された考え方・基準に
より、様々な「標準」を定めておく必要があります。

PSIのお客様でこのお客様自身のセンターオ
ブエクセレンス（CoE）設置化の事例で最も顕
著な成果を挙げているのは、バローレックです。
バローレックは石油油井管用シームレス鋼管、
発電所、建築プロジェクト、機械設備など、エ
ネルギー市場等の厳しい環境下で使用される産

業用途向けのプレミアム鋼管ソリューションの世界的リー
ダーです。

バローレックがPSImetals生産管理ソリューショ
ンをベースに欧州工場の刷新を決定
バローレックでは、欧州の全ての製造拠点で生産プロ

セスを再構築しています。生産系ITはプロセスの中で再編
成され、メインフレームによる複雑なシステムはシンプル
化されます。PSIでは、生産実行システム（Manufacturing 

Execution Systems：MES）の領域内でPSImetals生産管理、
品質管理、物流および計画系の各コンポーネントを提供し
ます。生産システムが標準化されることにより、旧式で複
雑なアーキテクチャが簡素化されます。ドイツミュルハイ
ム工場はドイツ国内におけるプロセス標準化の最初の導入
事例となります。

ハイコ・ウォルフ（Heiko Wolf）
PSImetals フューチャーラボ所長

ハイコ氏はPSIメタルズの鉄鋼、アルミニウム産業向けソフト
ウェアを12年間にわたり開発してきました。フューチャーラボプ
ロジェクト所長として、ソフトウェアアーキテクチャー、継続的
アップデートとアジャイル方法論、そしてそのすべてが業界にど
のように適合するかを提唱しています。

+49 30 2801-1863
hwolf@psi.de

PSI Blog

マルチサイト環境における生産管理
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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

2018年度2月時点での導入件数
•鉄鋼・非鉄トータル　導入件数： 441 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

©2018 PSI Metals GmbH All Rights Reserved

この度日本のすべての読者の皆様に、Production 

Manager日本語版vol.2をお届けできることを大変嬉しく

思います。過去1年間に、デジタル化と変革のトレンドは、

ますます現実的かつ共通の傾向になっています。 この

最新版のProduction Manager日本語版最新号では、4件

もの具体的な例を見ることができます。

もう1つの傾向は、高いレベルでの垂直統合と水平統

合の両方のニーズが高まっていることです。 どういう

意味でしょうか。 これは、マルチサイト環境の製造所と、

計画と品質のような異なる生産プロセスの層における統

合を指しています。 最新のPSImetalsリリースの機能に

も、具体的な例も見ることができますし、中国の新しい

お客様である馬鋼が選択した戦略方針でもあります。

弊社の研究開発機関では、近代的なプラットフォーム

におけるAIの最新動向とモバイルデバイスのアプリケー

ションに多大な投資をしています。 AIは多くの 「手作業

（マニュアルワーク）」を補う可能性が非常に高いですが、

最適化のチューニングプロセス等は近い将来自動化され

る可能性がある具体的な例の1つです。

しかし、これらのAIの普及とデジタル化の傾向の最中

にあって、より重要なのが人々です。 当社の国際的な

顧客ネットワークと開発センターとの緊密な協業関係に

より、当社のソリューションはお客様のニーズにきめ細

かく対応しています。お客様はより多くの柔軟性を手に

入れ、様々な戦略を実現しています。弊社コンサルタン

トは、ブログ、テックトークなどのメディアを通じて、

ソリューションに関するアイデアの本質を投稿し続けて

います。これらも近日中に日本語で利用可能になる予定

です。この新しいデジタル化と変革への旅路により多く

の日本のお客様が加わることを願っています。

2018年7月

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

+44-7712-874700

mferguson@psi.de

マーク・ファーガソン 

（PSIメタルズ UK & Asia常務取締役）


