
コネクテッドマイン

シームレスな接続と情報共有による、業績改善と
収益性の向上、安全リスクの低減 
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変化する業界
商品市場の気まぐれな変動は、ここ数年、採掘企業の利益性
とサステナビリティに影響を及ぼしています。このような状況
が今後も続くのか、それとも景気回復がそこまで来ているの
か、現時点では不明です。しかし、鉱業事業とビジネス上の 
優先項目に影響を与える変革が起きていることは事実です。

今日、鉱業企業は、採掘量を最大化して稼働効率を改善する
と同時に、引き続き規制要件を順守して安全な、または「Zero 
Harm (被害ゼロ)」の作業環境を維持するのに役立つ分野に
運用投資を集中させています。また、これらの企業は、減る 
一方の熟練労働者をよりよく活用し、将来のサプライチェーン
需要に対応できる柔軟性を新たに獲得する機会も追及してい
ます。 

コネクテッド、つまり「スマート」な運用はこのあらゆる分野で威力を発揮します。接続性および情報
共有の強化は、鉱業企業にとって、運用への理解を深めて業績を改善し、安全リスクを低減するため
の助けとなります。 

しかし、ほとんどの鉱業企業に今日設置されている既存システムでは、これらの利点を実現するため
の接続性と組み込まれたインテリジェンスが欠落しています。かわりに、企業は、人、プロセス、テクノ
ロジ間をシームレスに接続し、将来の成長と拡大に対応するスケーラビリティを備えた新しいシステ
ムとテクノロジを導入しなければなりません。

情報の力
世界でもいくつかの最大手鉱業企業が、既にコネクテッドオペレー
ションの力を利用して鉱業事業を大幅に変革しています。 

これらの企業は、コネクテッドデバイスおよびスマートマシンを使
用してリアルタイムの工程情報を収集し、より良い意思決定を下し
ています。設備に関する深い洞察を得ることで資産の生産性を改
善し、プロセス全体の変動性も見極め、これを削減しています。ま
た、優れた接続性を活用して、遠隔操作センターを確立し、自律的
な原材料運搬を支えています。 

企業は、前述のような運用上のメリットを享受しているだけでなく、
接続性を活用して安全性を強化するために従業員を追跡し、金属の
会計処理を改善し、さらに大幅な省エネルギーを達成しています。

「鉱業・金属業界は運用を合理化
しながら投資家に配当金を支払い、
資本支出を削減し、採掘が困難な
資源をより深く大量に採収すること
を最終的に目指すならば、新しく革
新的な手法を開発しなければなり
ません。」 

エコノミスト・インテリジェンス・ユニット、
「景気はどん底?鉱業・金属会社とスーパーサ
イクルは減速しています。」

「もはや、情報からこれまで何が
起きたか、または今何が起きてい
るのかを知るだけの時代は過ぎま
した。情報は、分析と併用してこそ、
鉱業企業が実績を予測して望む成
果を出すための強力なツールとな
ります。」

ARCアドバイザリ・グループ、「Industrial 
Internet of Things Fulfilling the Vision of the 
Connected Mine (コネクテッドマインの 
ビジョンを実現する産業用モノのインター 
ネット)」
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これがコネクテッドマインです。コネクテッドマインは、
従来、互いに別のものであった情報技術(IT)システムと 
運用技術(OT)システムを、シームレスな接続と情報共有を
会社全体にわたって可能にする1つの統合ネットワークイン
フラ基盤に集約することで実現します。コネクテッドマイ
ンを支えるのは、高度な診断、クラウドコンピューティン
グ、リモートアクセスといった鉱業分野向けの最先端テク
ノロジです。例えば、安全とセキュリティに関する重要な
情報(坑内通気情報など)の通知にクラウドソリューション
を使用することで、作業員が環境の状況を評価し続ける
ことができます。

企業がコネクテッドマインの利点を活用して運用から 
得られる大きな価値には以下のものがあります。

•  オペレーショナルインテリジェンス

•  安全リスクの低減

•  リモートおよび自律的な操業のサポート

オペレーショナルインテリジェンス
コントローラ、スマートデバイス、ソフトウェアをコネク 
テッドマインの運用に導入すると、鉱業企業の機械や工
程に埋もれていたデータにアクセスしたり収集すること
ができます。このデータは、他の機械類に水平に統合した
り、運用システムおよび企業の基幹システムに垂直に統
合したりすることができ、データ管理を合理化して 
「オートメーションの島々」を減らすのに利用できます。

コネクテッドマインの分析ソフトウェアは、数千箇所から
データを収集し、その前後関係を見極めて有益な情報を
取り出すことができるため、オペレータはプラントの状況
を完全に把握し、これに従って対応することができます。
この情報は、ロールベースのレポート、ダッシュボード、 
およびKPI間で共有することによって、複数の職能にわた
ってより良い意思決定を支援します。

•  採鉱設備オペレータは、設備総合効率(OEE)や平均故障時間(MTBF)などのKIPを追跡できます。 

•  保守技術者は、資産の健全性をモニタして予知保全に対応し、予期しない稼働停止時間の発生を減らすこと
ができます。

• 品質管理責任者は、鉱石品位を評価し、製品品質をモニタできます。

•  現場管理者は、リアルタイムの生産原価など、業務間のデータ領域およびメトリクス領域を評価することがで
きます。

•  幹部は、商品価格と照らし合わせて操業をリアルタイムに比較し、これに応じて調整を行なうことができます。 

コネクテッドマインを構築す
るための4つのヒント
1.   管理設備およびソフトウェアを現在化および

標準化し、鉱業企業全体にわたってシステム
の相互運用性を実現し、現場全体で一貫した
パフォーマンス測定を行ないます。

2.   生産インテリジェンスソフトウェアを活用し
て、一見無関係の採鉱データを総合的に捉
えます。このようなソフトウェアには、採掘設
備、原材料、鉱石、作業員間の関連性を発見
するためのコンテキストが用意されており、 
工程管理の最適化と生産の最大化を支援し
ます。管理および情報収集機能が一体化した
最先端の分散制御システムは、高度な情報を
収集して対応する手段を提供します。 

3.   オペレータが設備を限界まで運用するために
役立つモデル予測制御(MPC)ソフトウェアを
利用します。MPCソフトウェアは、採鉱用途の
スループットを8%向上させるだけでなく、変
動性を45%、排出を35%低減したことが明らか
になりました。

4.   多層防御(DiD)セキュリティ手法を配備して潜
在的なリスクを軽減します。コネクテッドマイ
ンには大きなメリットがある一方、その先端
部はセキュリティ上の懸念に直面します。物理
的、電子的、および手続き的な防護策を組み
合わせることで幾重もの保護層を設けたDiD
は、セキュリティ上のベストプラクティスとし
てお奨めします。
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より良い洞察の発掘 

コネクテッドマインでは、運用のほぼあらゆる側面からデータを収
集することができ、改善方法や改善の余地のある領域に関する豊
富な洞察を得ることができます。その例の一部を以下に挙げます。

•  1日の目標値 - 遅延の予測/見通し、計画と比較しながらのリアル
タイムの実績追跡、機械の健全性問題の予測によって1日の目標
値の達成を支援します。

•  生産変動 - フィードレートおよび加工度に関する情報により、責
任者は、それぞれの作業シフトの実績を1時間および1日当たりの
生産目標量と比較したり、仕様に適合しているかを確認したりす
ることができます。このようなオペレーションの可視化は、生産
変動の特定と抑制に役立ちます。 

•  予測モニタ - レポート作成および情報モデルでは、リアルタイム
データを利用して、生産結果、注意すべき箇所、設備障害の予測
に活用できる重要なインジケータを開発します。

•  資産運用実績 - 送り速度と処理速度、流量、粘度などの変数を計
測するスループットセンサが、資産運用実績を最大限高めます。

•  状況モニタ - 振動、摩耗、および熱をモニタする設備センサから
得られる貴重な状況モニタ洞察は、コストのかかる予定外の障害
を事前に察知するのに役立ちます。

•  スループット - 異常状況管理機能を備えたインテリジェントシス
テムにより、作業員は、高価値の非反復的な業務と操業プロセス
の改善に専念して、生産性とスループットを向上させることがで
きます。

主なビジネス上の利点

高度なオペレーショナルインテリジェンスには、採算性だけでなく、ビジネスに大きな効果をもたらすという 
利点があります。 

例えば、採掘企業は法律に従い、一定期間中に採掘された販売可能な金属量を算出する金属の会計処理を実
施する必要があります。コネクテッドマインの制御システムは、金属の生産量を算出してデータを生成した後、
この情報を財務部門にリアルタイムで転送して最新かつ正確な情報を提供するなど、採掘量を予測する上で重
要な役割を果たします。その結果、監督機関に提出する記録を適切に管理することができます。

「採鉱作業は、将来、完全無人化設
備に向かって進むでしょう。自律性
は実績指標を向上させると同時に、
作業員の安全性を向上させます。自
律システムによってタスクを自動化
することにより、採鉱員にとってオ
ペレーションの現場の安全性が高
まり、反復度が低く、高い水準のス
キルを必要とする作業の手間を省
きます。」

サル・スパダ氏、スコット・エバンズ氏 
(ARCアドバイザリ・グループ)

「状態監視システムにより、少なくと
も年間10件の障害が見つかり、1件
当たりの平均修理時間は10時間で
す。回避できた稼働停止時間は計り
知れません。」

スコット・リドル氏、ニューキャッスル・コー
ル・インフラストラクチャ・グループ(NCIG)の
上級電気技師



コネクテッドマイン | 5

エネルギー管理も重要です。オーストラリア政府のEEX 
(Energy Efficiency Exchange：エネルギー効率化)イニシアチ
ブによると、オーストラリアの鉱業事業は、この30年で 
エネルギー消費が70%増加し、 総投入コストの最大15%
をエネルギーコストが占めています。

コネクテッドマインでは、鉱業事業全体のさまざまな設
備および分散するポイントからデータが収集されます。 
これにより、オペレータや責任者は、エネルギーに関する
精度の高いレポートを得て予測を立てることができ、エネル
ギーの効率が悪い主な原因を特定したり、生産量に影響
を及ぼすことなく資産活用やエネルギー効率を最適化す
ることができます。また、オペレータは、ボールミルなど
のプロセス設備の重要な部分に障害が発生した後でも、
生産量を下げながら採鉱を継続するなど、重要な調整も
その場で行なうことができます。

コネクテッドマインの接続性と情報共有の強化により、 
IT部門のコスト削減への機会も得ることができます。 
例えば、仮想化すると、物理コンピュータ資産がそのオペレー
ティングシステムおよびソフトウェアから分断されます。
これにより、複数の仮想マシンを1つのコンピュータから
実行し、サーバやワークステーションなどの資産を最大限
活用できるため、産業用コンピューティングの保守の必要
性が減少します。 また、コンピュータ資産を置き換えたり
アップグレードする際もそれまでと同じソフトウェアを使
用し続けられるため、エンジニアリング費用を削減して、
稼働停止時間を減らすこともできます。

安全リスクの緩和
コネクテッドマインは、現場の作業員の安全性を高めて 
リスクを回避するための新たなチャンスを提供します。 
RFIDタグおよびワイヤレステクノロジを採用すれば、坑内
にいる作業員の人数を現場監督者がいつでも追跡することができます。何かあっても、現場にいる作業員の 
人数とその場所を即座に特定することができます。 

ヴァーレ社がコネクテッド
VODシステムによってエネル
ギーコストを30%以上カット
大手鉱業企業であるヴァーレ社は、カナ
ダのオンタリオ州にあるコールマン鉱山
で、独自のオンデマンド換気(VOD)システ
ムを探し求めていました。 

カナダの鉱業業界向けのシステムオー
トメーションのリーディングプロバイダ
であるBESTECH社は、ファン動作中に消
耗するエネルギーを大幅に削減する可
変周波数駆動制御装置(VFD)を採用した
VODソリューションによって、この要求に
応えました。VFDは、モータ速度を精密に
制御し、負荷のニーズに対応するトルク
レベルを維持し、「ソフトスタート」機能
によってモータに掛かる機械的応力を減
らします。ファン、レギュレータ、および
センサをEtherNet/IPネットワークでコン
トローラに接続することにより、通常の
ネットワークインフラ基盤を使用した 
シームレスな通信が可能になります。

システム導入後、採鉱場のエネルギー節
約率は当初推定されていた30%を超え
ました。VODシステムは、初回、わずか16
機の補助送風ファンを接続して年間推定
400,000ドルのエネルギーコスト節約に
貢献しています。

「採鉱安全性情報の詳細な分析は、従来および現在の安全体験を把握し、これを前進させる方法を見出すため
に不可欠です。高度なデータ分析は安全分析の要です。このような分析は、事故の簡易調査や高度な統計モデ
リングおよびデータマイニングに応用できます。」

デロイト社、「Mine Health and Safety – Striving to Achieve Zero Harm (鉱業の健全性と安全性 - 被害ゼロの達成を目指して)」
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また、安全関連事故が発生した場合は、ネットワーク接続したビデオカメラ、音声およびディスプレイテクノロジ
を通じて、作業員をモニタしてコミュニケーションをとることができます。ワイヤレスカメラは、採鉱場内の随所
に取付けると、非常に過酷な環境でも作業員を追跡することができます。また、デジタルメディア署名システムを
設置すれば、作業員に安全上の警告や緊急命令を出すことができます。

分析上の視点から考えると、安全関連事故に関するデータを収集して分析する機能は、このような事象の原因
となった要因をチーム全体で把握し、特に問題の起こりやすいプロセスを特定する上で非常に重要です。これ
は、プロセスの調整や保安訓練の改善のきっかけとなります。

遠隔および自律的オペレーションのサポート
オペレーションの遠隔接続は、採鉱場の運用方法を変革する可
能性を秘めています。企業は、1つの中央の場所から遠く離れた
分散オペレーションのプロセスをモニタして稼働させることが
できます。

BHPビリトン社は、Integrated Remote Operations Centre (IROC)を 
通じてまさにこれを実行しています。同社がオーストラリアのパー
スに設置したIROCには、同社のプランニング、スケジュール、制
御、および分析チームが待機し、西オーストラリア州で展開する
同社の鉄鉱石鉱山オペレーションのあらゆる活動を取りまとめ
ています。専用制御室は、鉄鉱石ネットワークをリアルタイムで
把握できる情報を作業員に提供すると共に、採鉱管理、プラント
制御、レール管理、港湾管理、当日の生産計画管理を担当してい
ます。

また、リモートアクセス技術も、専門家が1つの場所から分散したオペレーションを支援する新たな方法を提供
します。この技術には、設備のリモートモニタや問題発生時の現場作業員への警告、問題解決のための仮想的
なログインなどがあります。また、保守やトラブルシューティングを目的としたモバイルベースのビデオフィード
により、現場作業員とリモートで接続することもできます。このようなリモート接続は、社内の専門家に課され
る移動負担を低減して早期に稼働停止問題の解決に役立ちます。

コネクテッドマインをサプライチェーンまで拡大すると、採掘した金属の輸送を効率的に協調させることがで
きます。世界的な鉱業企業が既に、中央の場所から追跡および管理できる自律型トラックおよび列車を活用し
て原材料の輸送を行なっており、真の「Pit to port (鉱山採掘から輸送、港湾にいたる出荷までの流れ)」の接続
を実現しています。

データは既にそこに
コネクテッドマインは斬新な概念です。しかし、その実現に社内の既存のインフラ基盤をオーバーホールする必
要はありません。必要となるデータの大部分は既に社内のシステム内に存在しています。足りないのは、その収
集、分析、および共有する手段だけです。必要な手順を踏んで制御システムの移行を行ない、従来は異種であっ
たシステムを1つにまとめることによって、このデータを掘り起し、安全リスクを低減し、これまでにない水準の
オペレーショナルインテリジェンスを実現して、生産性と国際的な競争力を高めるための基盤を築くことがで
きます。

「IROCは、当社の既存資産のシステ
ムワイドな可用性、活用度、価値を
高める上で重要な役割を担っていま
す。IROCによって、運用の「より大き
な全体像」を掴み、IROCのさまざま
な職能間で連携と協調を獲得するこ
とができます。」 

BHP ビリトン社



リソース:

コネクテッドマインによって効率を改善し、鉱業事業から価値を引出す方法については、ロックウェル・オート
メーションの販売代理店にお問い合わせいただくか、以下のサイトをご覧ください。 
http://www.rockwellautomation.com/global/industries/mining-minerals-cement/overview.page 

また、ロックウェル・オートメーションでは、コネクテッドオペレーションの設計および開発と価値の最大化に
関する詳細情報を公開しています。ぜひ、以下のサイトをご覧ください。 
http://www.rockwellautomation.com/global/innovation/connected-enterprise/overview.page

シスコ社とロックウェル・オートメーションは、専門知識を出し合いながら、産業オートメーションを中核とする
参照アーキテクチャを開発しました。この参照アーキテクチャは、コネクテッドマインに求められる技術を配備
するための基盤です。 
http://www.rockwellautomation.com/global/products-technologies/network-technology/architectures.page 

オンライン教育コミュニティ「Industrial IP Advantage」では、産業環境で標準イーサネットおよびIP (Internet 
Protocol)を変更せずに使用するためのベストプラクティス、成功例、および失敗例を公開しています。  
http://www.industrial-ip.org/
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