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製鉄プロセスを支える装置に故障が起こった際に迅速に復旧
IBM Watson を用いて膨大な文書情報から有益なナレッジを素早く検索して対処

JFE スチール株式会社（以下、JFE スチール）は2018年、製鉄設備のメンテナンス業務に AI 手法を導入した制御故障復旧
支援システム
「J-mAIster®」
を構築し、全国6カ所の製鉄所 / 製造所への展開を完了しました。新システムは IBM Watson
Explorer の機能ならびにIBM Watson の API サービスによって、長年の作業日報や故障報告書、自身で作成した作業マニュ
アルなど膨大な文書情報を AI で解析し、今まで蓄積してきた保守・保全ノウハウをナレッジとして活用します。これにより
高炉・転炉・圧延機などの設備に異常が生じた際に、経験の浅い担当者でも早期復旧に役立つ有用な情報を迅速に引き
出すことが可能となりました。実際に製造ラインのダウンタイムを大幅に短縮する効果もあらわれています。

［ 導入製品・サービス ］

IBM Watson Explorer
IBM Watson Speech to Text

IBM Watson Natural Language Classifier
GBSプロジェクト管理・ソリューション導入サービス

課題

製鉄プロセスを支える設備に故障が発生し、製造ラインが長時間にわたって
停止すると莫大な損失を招く恐れがある
● 熟練担当者が高齢化し、
定年を迎えて次々にリタイアしていき、経験の浅い人、
若手だけで設備の保守・保全作業を行うケースが増えた
●

ソリューション
●
●

製鉄現場の担当者が入力した質問から過去事例の検索条件を自動生成
膨大に蓄積された文書情報から質問内容と類似性の高い過去事例の候補を抽出

効果
●
●

故障が起こった際のダウンタイムを20% 程度削減できた事例あり
製鉄現場で情報収集や予備品検索が可能となり無駄な作業時間を削減

［ お客様課題 ］

熟練担当者が減少、世代交代が進む中、
経験の浅い人・若手への技能継承が “ 待ったなし”の状況

JEF スチールは、経済産業省と東京証券取引所が共同で推進する2019年の「攻めの IT 経営
銘柄」
に選定されました。2015年からの5年連続となるもので、
SCM（サプライチェーン管理）

の高度化を重要課題とし、グループ全体を仮想的に一体化させた製造工程のデジタル化
への取り組みが高く評価されたものです。

JFE スチールは第6次中期経営計画の一環として、AI、IoT、ビッグデータなどのデータサイ

エンス技術やロボティックス技術などの先端 IT 技術を積極的に活用し、生産性を飛躍的
に向上させ、競争力を高めることを追求しています。

2016年、JFE スチールは国内業界初の試みとして、製鉄設備のメンテナンス業務での AI
活用に向けたチャレンジを開始しました。同社 IT 改革推進部 主任部員（副部長）の桑原 智

製鉄現場で起こった装置
のトラブルに対して、文書
情 報の中から過 去の
類 似 事 象とその対 処
方法を検索できれば、
経 験の浅い担当者を
的 確 なアクション へ
導くことができます。

氏は、
「 製鉄プロセスを支える高炉・転炉・圧延機などの設備に異常が起こり、製造ライン

が長時間にわたって停止した場合、損失は巨額に膨らんでしまいます。24時間365日これ

らの設備を稼働させることが現場と私たちの使命であり、
いざというときには早急な復旧を
図らなければなりません」
と、
その狙いを話します。

背景には、現場の熟練担当者の高齢化という課題もありました。同社 設備技術部 兼）技術

協力圧延室 主任部員（副部長）
の假谷 晃氏は、
「さまざまな装置のトラブルを経験し、高度

な保守・保全のノウハウを持ったベテランが、定年を迎えて次々に退職していきます。一方

で中堅以下の担当者は人数面でも層が薄く、若手に技術を伝承したくても十分な時間があ

りません。熟練担当者に依存した体制からの脱却が “ 待ったなし” なのです」
と話します。

JFE スチール株式会社
IT 改革推進部
主任部員
（副部長）
桑原 智氏

［ ソリューション ］

過去の類似事象と対処方法を検索できれば、
経験の浅い担当者を的確なアクションへ導くことができる
製鉄現場で培われてきた設備の保守・保全ノウハウは、担当者の頭の中にしかないわけで

はありません。過去数十年にわたる作業日報や故障報告書、作業マニュアルなどの膨大な
文書情報が、有益なナレッジとして残されています。

「製鉄現場で起こった装置のトラブルに対して、
これらの文書情報の中から過去の類似事象

とその対処方法を検索できれば、経験の浅い担当者を的確なアクションへ導くことができ
ます」
と桑原氏は話します。

この構想を具現化すべくJFE スチールは AI に着目したのです。そしてその基盤として、長年
の SI パートナーである IBM が提供する一連のソリューションを採用しました。

高度な保守・保全のノウ
ハウを持ったベテラン
が、定年を迎えて次々
に退職していきます。
ベテランに依存した体制
からの脱却が“待った
なし”なのです。

このソリューションは同社が IBM のグローバル・ビジネス・サービスと共に企画・設計した
もので、IBM Cloud 上で動く自然言語分類機能 IBM Watson Natural Language Classifier

や音声認識機能の IBM Watson Speech to Text などの IBM Watson API を活用して
担当者によるテキストあるいは音声入力を元に検索条件を生成し、IBM が提供する JFE

スチールのプライベート・クラウド J-OS Cloud 上で稼働するコンテンツ分析プラットフォーム

IBM Watson Explorer に連携して過去の事例や関連文書を検索するというものです。また、
過去から現在にわたる設備保全・保守の関連情報をパブリック・クラウド上のファイル・

サーバー Box に集約し、差分を日々クローリングし、自動的に IBM Watson Explorer に
蓄積していきます。

もっとも、一朝一夕でシステムを実現することはできません。
「まずは西日本製鉄所の倉敷

地区でプロトタイプとなる機能を確立し、その後さらに福山地区にも適用範囲を広げて
運用評価を実施。ある程度の効果が実証できた段階で、全国6地区の全製造ラインに展開

していくという基本計画を立てました」
と假谷氏は話します。

JFE スチール株式会社
設備技術部 兼
技術協力圧延室
主任部員
（副部長）
假谷 晃氏

この構築フェーズにおけるポイントを、倉敷地区および福山地区のプロジェクトメンバーは
次のように話します。

「設備のトラブルに関する文書は作業日報や故障履歴のほか、各ラインの熟練担当者が個別

に作成・管理しているドキュメントもあり、さまざまなフォルダーに分散しています。プロト

タイプ構築の前段階として、
これらのナレッジを集約し、装置別、故障別、原因別などに仕分
ける作業に時間がかかりました」
（倉敷地区 制御部制御技術室 衛藤 彩香氏）

「もともとＮＫＫと川崎製鉄が経営統合して誕生した経緯をもつ JFE スチールでは、製鉄所

ごと、
プロセスごとに異なる3万数千語に及ぶ鉄鋼用語やその略称が存在し、各文書の中

に混在しています。このままの状態で IBM Watson Explorer に読み込ませても効率的な

文書情報の分析・学習は進まないため、各地区で統一された共通辞書の作成に注力しま

左から
井出 孝氏、諸岡 伸幸氏、
衛藤 彩香氏、山下 健介氏

した」
（福山地区 制御部制御技術室 主任部員 諸岡 伸幸氏）

「復旧した故障でも真の原因が判明していないことがあります。この場合では、
まず故障復旧

の経緯、処置のみを記載した報告書を作成します。そして、原因が判明した後に報告書の

見直しを行います。現状、各々の報告書が別々にファイル・サーバーに格納されています。

そのような事例を過去にさかのぼって洗い出し、
あらためて紐づけ直して再登録するという
作業を重ねてきました」
（福山地区 制御部熱延制御室 作業長 山下 健介氏）

「私は開発ではなく利用面での検証に携わったのですが、その観点から大きな可能性を感じ
たのがモバイル端末との連携・活用です。設備に故障が起こった際に、従来のように事務

所に戻って過去の事例を検索する必要がありません。現場でも復旧に必要な情報をすぐに
得られ、保全用の予備品の検索も行えます。製鉄所は非常に広いだけに、現場と事務所を

往復するだけでも数十分といった時間がかかってしまうのです。こうした原因究明に至る

までの時間や移動時間を削減することは、
ダウンタイムの短縮に直結します」
（福山地区 制
御部熱延制御室 リーダー 井出 孝氏）

［ 効果 / 将来の展望 ］

工場オペレーションなどの
他業務領域への活用にも期待

こうして実現された制御故障復旧支援システムは、次のような働きをします。
製鉄現場の設備に何らかの故障が起こった場合、保全担当者がモバイル端末に異常の発生

状況をテキスト
（または音声）で入力すると、IBM Watson Natural Language Classifier

がその質問内容を解析し、意図に沿った検索条件を生成します。さらにこの検索条件は

制御故障復旧支援システム 構成イメージ
パブリック・クラウド

パブリック・クラウド

IBM Watson
on

ファイル・サーバー
（Box）

インターネット

保全担当者

制御故障復旧支援システム
（J-mAIster®）

プライベート・クラウド
（J-OS Cloud）

仙台
倉敷
福山

千葉
知多 京浜

各種情報を集約
故障履歴
日報
マニュアルなど

●
●
●

IBM Watson Explorer に引き継がれ、膨大な文書情報から質問内容と類似性の高い過去

事例を候補として抽出し、復旧に必要となるナレッジとして即時にモバイル端末の画面上

に返します。

「J-mAIster®」
と名付けられたこのシステムは、
2018年9月に全国6地区（倉敷、福山、千葉、
京浜、知多、仙台）の製鉄所 / 製造所の全ラインへの展開を完了。保全担当者のタイムリー

な復旧作業をサポートしています。

「まだ本システムを適用した故障対応の事例そのものが少ないため正確な評価はできま
左から桑原氏、假谷氏

せんが、個別ケースにおいては装置故障に伴うラインのダウンタイムを20％以上短縮する
効果もあらわれています」
と假谷氏は話します。

そして、
このようなシステム導入の大きな手応えを得たことで JFE スチールでは、今後に向け

ても継続的なデータ蓄積および学習によって故障解析の精度を高めていく計画です。
「例え
ば各製鉄所には紙の状態で保管されている作業日報や故障報告書などもあり、手付かず

のままで残っています。これらの文書情報も取り込んでいくために、AI-OCR を使った読み
取りも検討しているところです」
と桑原氏は話します。

また、
「J-mAIster®」は電気、計装、
プロセスコンピューターの故障復旧支援に特化して構築

されましたが、工場オペレーションなど、他の分野でも同じ仕組みを活用した業務支援が
期待されています。

さらにその先では、設備の保守・保全ノウハウの見える化による若手への技能伝承、商品

設計など他の業務領域への AI 活用を視野に入れながら、システムのブラッシュアップと
高度利用を進めていく考えです。

JFE スチール株式会社

〒100-0011 東京都千代田区内幸町二丁目2番3号

http://www.jfe-steel.co.jp

「常に世界最高の技術をもって社会に貢献する」
という企業理念のもと、独自性
や機能性の高い “ 鉄 ” を製造し、社会に提供。鉄は何世紀にもわたり、社会を
広く支える基礎素材として大きな役割を担っており、今後も必要不可欠なもの
であり続けると考え、将来に向けても地球環境保護や安全・安心など、社会の
さまざまなニーズに応えるべく、技術開発や製品開発に力を尽くしていきます。
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