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1.セメント製造法

鉱山（Q）→→原料粉砕→焼成（F1）→ →半製品粉砕→セメント（F2）→→出荷（S） → → SS

石灰石 鉄道・道路 輸送（BC・BE） 鉄道・道路・船 サービスステーション

•原料 石灰石（1.2）＋粘土（0.3） ＋ 産廃（0.1）(鉱滓、発電灰)

•燃料 石炭 →重油 →石炭 → → →産廃処理 東日本大震災

•焼成 湿式 →乾式 →（改良法） →SP →NSP

•粉砕 ボールミル →ローラーミル

•輸送 樽 →袋（50ｋｇ） →バラ積 →タンカー 袋（20ｋｇ）

• その他 サービスステーション



2.付帯設備

・公害防止設備 排ガス（EP、BFi、Cy） 廃水（HP）温排水 騒音壁

・受電設備 特別高圧 １回線 ２回線(外国) 屋外―屋内

・発電設備 DG GT 排ガス（ST） 重油石炭専焼B 非常用DG

・中央操作室 制御（RyーPLCーComp） モニター(モザイクーCRTー液晶)

・工業用水 冷却水(河川 海水) 熱帯地：造水設備 冷却塔 水冷M

・燃料設備 石炭:置場・粉砕・貯蔵(爆発) 重油：タンク・配管・PM NG:タンク等

・鉱山 ベンチカットーGH－Cr－BC(発電) 輸送:鉄道・道路・BC

・出荷 専用車 専用船



3.コンサルティングとエンジニアリング
・コンサルティングとエンジニアリング （例）A市役所が橋を作る。通常技術者はいない
ので入札でコンサルタントを雇用する。 次に次に工事をやるエンジニアを決め、コンサルタントの
監理で工事をする。

コンサルタントとエンジニアの攻防があり、コンサルタントとエンジニアを同じ会社がやることは出
来ない。

①コンサルタント オーナー、発注者側に立ち、FS(企業化調査)、入札仕様書作成、工事監
理、生産管理などを行う。

プロジェクトの基本設計が出来ること。 最新の技術やシステムに精通し、入札仕様書に反映させ
ること。

能力がないと、エンジニアのやりたい放題となる。

②エンジニア 最新の確立された機器やシステムを組みあわせて、プロジェクトの要求する
仕様を満足させた、ものを実現させること。

能力がないと違約金等の支払や撤退させられることになる。

・言葉(英・仏、TLX（PL,ASAP,DW,STOP,ARGT,DS）、乙波、TK、FOB、、） 失敗 continuous gas 
analyzer    elevator とlift warranty   guarantee   guaranty



4.工場立地

石灰石鉱山（Ｑ）の近く・・・・・・・・・・・工場（Ｆ）・・・・・・・・・・港（Ｓ）の近く

↓ 専用船

①Ｑ＋Ｆ1(原料粉砕・焼成)＋Ｆ2(半製品粉砕)＋Ｓ→ＳＳ 小野田三重 秩父 ＳＳ
サービスステーション

②Ｑ＋Ｆ1 ・・・・・・・・・・鉄道・専用道路・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｆ2＋Ｓ→ＳＳ 宇部伊佐

③ Ｑ＋Ｆ1＋Ｆ2＋Ｓ→ＳＳ小野田大分

④Ｑ・・・・・・・・・・・・・・・鉄道・専用道路・ＢＣ・・・・・・・・・・・・・Ｆ1＋Ｆ2＋Ｓ→ＳＳ小野田岩手



5.FSの調査項目

①石灰石鉱山 埋蔵量 ボーリング調査 輸送方法

②燃料 石炭 重油 NG 輸送路

③水 水源の有無 海岸ー内陸

④電気 電源の有無 受電ー自発 停電 品質 電圧 周波数

⑤道路・鉄道・港湾 積載重量 建設機器 大型生産機器

⑥需要 需要量 需要先 輸出

⑦金融 資本家 国策 ODA 金利 期間

⑧関係法規・規格 セメントの種類 規格 工場機器の規格 図面

⑨人 工場技術者の能力 建設作業員の能力

⑩言語 特定する

⑪その他 資本回収年で判断



6.基本設計

①工場立地 山側か海側か 輸送路はどうか

②生産量 年産量 日産量(稼働日数)

③規格 セメントの規格 生産設備（機器）の規格

④主要機器 仕様の決定

⑤付帯設備側 生産に直接関するもの(発電設備) 関係ないもの(公害防止)

⑥レイアウト 主要設備の配置

⑦保証 セメントの生産量・品質 個々の設備の保証

⑧工程表 クリチカルパスの分かるもの

⑨生産管理 品質管理 生産管理 在庫管理 予防保全 予備品管理



7.全体の流れ

コンサルタントの仕事

投資家 → ＦＳ → 建設工事 → 生産管理 → 保守管理

国策 エンジニアの仕事

ODA

入札書 応札書 契約書 完成図書

Tender Proposal Contract Final

代案A



8.コンサルタントの仕事

①入札書類 （Ｔｅｎｄｅｒ Ｄｏｃｕｍｅｎｔ）基本設計の内容が盛り込まれる

②契約書 事務的なものと技術的なものになる

③工事監理 仕様の確認 工期(工程表)の管理 承認図のやり取り

④検収 生産量の確認 品質の確認

⑤生産管理 運転指導 品質 安全 在庫 予防保全 予備品

⑥宿舎 ３年間を過ごすので重要 空調 運動場

⑦その他



9.エンジニアの仕事

①応札書 （Proposal Document）入札書に沿ったもの 代案の提起

②工事管理 安全・工期・予算 ペナルティ

③完成図書 紙と磁気媒体 部数

④宿舎 コンサルタント同様重要

⑤その他



ＦＳについて、その一端をご説明いたしました

プロジェクトは、すべてＦＳからスタートします

ご清聴ありがとうございました

ＡＹＳＡ西部部会 江本明夫
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セメント工場の FS  略 語 

1. セメント製造法

Q（quarry 鉱山）  F1(factory 1 工場前半工程)  F2(工場の後半工程)

S(shipping 出荷)  SS(service station 需要地のセメントサイロ、出荷)

BC(belt conveyer 輸送機) BE(bucket elevator 輸送機 )

SP(suspension preheater  サイクロンで熱交換する新型焼成方法 )

NSP(new SP SPに助燃炉を付加した最新型 SP) 

2. 付帯設備

EP(electric precipitator 電気集塵機 ) BFi(bag filter  集塵機 ) 

Cy(cyclone 集塵機 ) PH(potential of hydrogen 水素イオン指数 ) 

DG(diesel generator 発電機 )  GT(gas turbine 発電機 ) ST(steam 

turbine発電機) Ry(relay 継電器) 

PLC(programmable logic controller シーケンス制御を行う論理ユニット、

シーケンサーとも言う )  Comp(computer) CRT(cathode ray tube テレ

ビ画面) 

PM(pump)  NG(natural gas) GH(glory hall 鉱山の採掘した大きい鉱

石を落とす朝顔形の穴 )  Cr(crusher 粉砕機)  BC(belt conveyer) 

3. コンサルティングとエンジニアリング

4. 工場立地

5. FSの調査項目

ODA（official development assistance 政府開発援助)

代案 A（alternative plan）

6. 基本設計

7. コンサルタント

8. エンジニア

9. その他
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