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　まえがき

　現在，情報技術（IT）は家庭生活から，あらゆる産業，

公共活動に至るまで，水や空気のように，なくてはならな

い存在となっている。

　富士電機グループ（以下，富士電機と略す）では，自社
の基幹情報システムならびに製品の開発設計支援システム，

さらに工場の生産管理システムなどの開発を通じて技術
蓄積を図るとともに，昭和 40年代から製造現場向けや電
力・水処理向けを主とした情報制御システムを開発・提供
してきた。

　本特集では，製造業向けならびに自治体向けを主とした

富士電機の情報ソリューションの取組みについて紹介する。

計測制御システムについては特集 2で紹介する。以下では，

情報ソリューションを支える ITの動向と富士電機の取組
みの概要を述べる。

　わが国の IT戦略と技術動向

2.1　わが国の IT戦略

　わが国の IT戦略の歩みを図 1に示す。2001年に「高度
情報通信ネットワーク社会形成基本法」（IT基本法）の制
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　（本部長：
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図1　わが国の IT 戦略の歩み
（1）

表1　JISA版ITディレクトリの構造と代表的技術

技術カテゴリー

ホスト・サーバハード
ウェア

システム連携とミドル
ウェア

�メインフレーム

�UNIXサーバ
�パソコンサーバ　　　　　　　など5項目

�Windows系OS
�LinuxなどOSSのOS
�グリッドコンピューティング　など8項目

�EAI
�Webサービス
�SOA　　　　　　　　　　　など10項目

代表的技術

コンテンツ/知識管理
およびコラボレーション

�グループウェア
�テキストマイニング
�自動翻訳　　　　　　　　　 など10項目

データベース関連技術
�商用DBMS
�データウェアハウス
�OLAP　　　　　　　　　　　など8項目

業務アプリケーション
�ERP
�電子帳票
�ワークフロー　　　　　　　　　　3項目

ネットワーク技術および
関連アプリケーション

�IP-VPN
�無線LAN
�IPv6
�VoIP　　　　　　　　　  　 など14項目

クライアント端末関連
技術

�シンクライアント
�PDA
�RFID　　　　　　　　　　　など13項目

セキュリティ
�ウイルス対策ソフトウェア
�生体認証
�フィルタリング技術　　　　 など11項目

開発言語・プロトコル
�COBOL

�Java
�SOAP　　　　　　　　　　 など10項目

開発ツール・開発方式
�J2EE
�性能測定ツール
�アジャイル開発　　　　　　 など15項目

運用管理
�統合運用ツール
�ディレクトリ技術
�プロピジョニング　　　　　　など8項目

マネジメント
�EA
�サービスレベルマネジメント
�品質管理システム（QMS）　 など4項目

OS・サーバソフトウェア

出典：JISA「平成16年度情報サービス産業における情報技術マップに関する調査
　　　研究報告書」
＊1　UNIX：

＊2　Java：

＊1

＊2

X/Open Co., Ltd.がライセンスしている米国ならびに他の国におけ
る登録商標
米国Sun Microsystems, Inc. の登録商標
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定ならびに「e-Japan戦略」が策定され，5年以内に世界
最先端の IT国家となることを目指し，構造改革とも一体
となり，官民を挙げての取組みがなされてきた。IT基本
法では，実現したいこととして以下が掲げられた。

™  すべての国民が情報通信技術の恵沢を享受できる社会の

実現
™  経済構造改革の推進および産業国際競争力の強化
™  ゆとりと豊かさを実感できる国民生活の実現
™  活力ある地域社会の実現および住民福祉の向上
™  国および地方公共団体と民間との役割分担
™  利用の機会などの格差の是正
™  社会経済構造の変化に伴う新たな課題への対応
　e-Japan戦略の 5年間に，ブロードバンドや高機能の携
帯電話など通信ネットワークインフラストラクチャーの整
備と普及，電子商取引の飛躍的な拡大などについてわが国
は世界最先端を実現した。その一方で，行政サービスや

医療，教育分野などでの IT利活用，地域や世代間などに

おける情報活用格差，セキュリティ対策や防災・災害対策，

企業経営における ITの活用や産業の国際競争力，国際貢
献などについては，依然として課題が存在している。

　2006年，e-Japan戦略に続き，「いつでも，どこでも，

誰でも ITの恩恵を実感できる社会の実現」（ユビキタス

ネットワーク社会）を目指し，新たな「IT新改革戦略
（1）

」が

策定され，本格的な少子高齢化社会を迎えるわが国におい

て，実現すべき経済社会とそれに向けた今後の IT施策の

重点が示された。

　「平成 17年版 情報通信白書
（2）

」ではユビキタスネットワー

ク社会の実現に向けた新たな研究開発戦略として，超小型
チップネットワーキング技術，ユビキタスネットワーク基
盤技術，ユビキタスセンサネットワーク技術，電子タグ

の高度利活用技術，ネットワークロボット，ネットワーク

ヒューマンインタフェースの研究開発などが重点テーマに

あげられている。

2.2　技術動向

　2005年，社団法人情報サービス産業協会（JISA）では，

情報技術マップを作成した
（3）

。標準的な 119個の要素技術を

リストアップし，表１に示す「ITディレクトリ」として

まとめ，リストアップされた個々の要素技術を図 2に示す

ように，技術の成熟度（先端領域，中核領域，レガシー領
域）と技術の適用対象（開発技術，基盤技術，ユーザー技
術）との二次元平面上にマッピングした。

　また，これらの要素技術に対する JISA会員企業の利用
実態と今後の利用意向をとらえるアンケートが実施され

セマンティックWeb

ウェアラブルコンピュータ

携帯電話向けコンテンツ開発

オープンソースDBMS
車載端末
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ワークフロー

電子帳票

パソコンサーバ

スマートフォン

統合運用ツール
業務端末

ERP

ウイルス対策ソフトウェア

オフコン

インターネットVPN
SAN

ソフトウェア配付 デジタル署名 侵入監視
Windows系サーバOS

ディレクトリ技術

Webアプリケーションサーバ

商用DBMS

PHS
IP-VPN

UNIXサーバOS
UNIXサーバ

スーパーコンピュータ

システム監視
ネットワーク監視

メインフレーム ロードバランサ

出典：JISA「平成16年度情報サービス産業における情報技術マップに関する調査研究報告書」
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図2　2004年度の JISA版情報技術マップ
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た。アンケート結果によると，表 2に示すように，現在
利用されている技術としては，商用 DBMS（Data Base 
Management System），Windows

〈注 1〉

系サーバ OS（Operating 
System），パソコンサーバなど開発プロジェクトで必要と

なる基盤技術が多い。今後利用したい技術としては，セ

キュリティ関連技術，システム開発の効率化・品質向上
に関する技術，IPv6（Internet Protocol Version 6）や

RFID（Radio Frequency Identification），SOA（Service 
Oriented Architecture）など先端的技術に関心が高かっ

た。IPv6，ICカード，Webサービスなどの技術について

は，業界全体としての標準化や共同の取組みを推進するこ

とによって，業界全体の底上げを図ることにつながる技術
の候補であるとされている。

　富士電機の情報ソリューション

　図 3に富士電機の情報ソリューションの注力分野を示す。

以下では主な商品と取組みを述べる。

3.1　製造ソリューション

（1）　MainGATEシリーズ

　富士電機では自動車（自動車部品）製造を主体とした組
立加工業向けならびに食品・飲料製造を主体としたバッチ

プラント向けの製造管理システム（MES：Manufacturing 
Execution System），製品ライフサイクル管理（PLM：

Product Lifecycle Management）に取り組んできた。こ

れらを図 4に示すように，「MainGATE」シリーズとして

商品体系を整備した。

　MES は ERP（Enterprise Resource Planning），SCM
（Supply Chain Management）のような基幹業務システム

と生産現場の計測制御システムとを結び，業務，リソース

（人や設備）を最適化する役割を果たす情報システムであ

る。

　MESは，工程管理，仕掛管理，進捗（しんちょく）管
理，実績管理，生産設備管理，品質管理などの機能を持っ

ており，上位系である基幹業務システムが立てた 1か月，

1週間単位のマクロな生産計画を，小日程生産計画に落と

し込み，製品レシピ，作業指示など，実際の生産管理，品
質管理に必要な情報を現場の作業者や制御システムに受け

渡す。また，生産設備や付帯装置の保守管理に関する情報
も併せて現場に伝え，予防保全の支援も行う。

　一方で，MESの下位にある DCS（Distributed Control 
System）や PLC（Programmable Logic Controller），
SCADA（Supervisory Control and Data Acquisition）な

どの計測制御システムから各工程の進捗状況やバッチ記録
など，現場の状況を表すデータをリアルタイムに吸い上げ，

基幹業務システムにフィードバックする。

　MainGATEはこれらの基本機能に加え，新製品の投入
や工程変更などにフレキシブルに対応できるエンジニアリ

ング機能や各種関連システムのマスター情報の統合化，品
質情報の収集とトレーサビリティ，運転実績データの分析，

製造実績情報・生産設備情報の一元管理など特長ある機能
を実現している。これにより，工程改善や，その改善効果
の解析など，PDCA（Plan，Do，Check，Action）を回す

200（4）

〈注 1〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標

表2　現在利用している技術ならびに今後利用したい技術トップ
　　　10

現在利用している技術トップ10（SI実績） SI実績指数

商用DBMS1 8.525

Windows系サーバOS2 7.825

ウイルス対策ソフトウェア3 7.535

PCサーバ4 7.525

ネットワーク機器5 7.266

侵入監視ツール，ログ監視6 6.363

Visual Basic7 5.609

自動バックアップ8 5.394

UNIXサーバOS9 5.334

UNIXサーバ10 5.317

今後利用したい技術トップ10（着手意向） 着手意向指数

デジタル署名5 2.907

RFID（無線タグ）6 2.855

テスト・品質管理ツール7 2.825

DRM・ファイルの暗号化8 2.788

SOA9 2.688

EA10 2.683

サービスレベルマネジメント4 2.991

生体認証3 3.069

IPv62 3.213

情報漏えい防止ツール1 3.257

出典：JISA「平成16年度情報サービス産業における情報技術マップに関する調査
　　　研究報告書」
＊ Visual Basic：米国Microsoft Corp. の登録商標

＊
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図3　富士電機の情報ソリューション
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仕組みとして活用されている。わが国においては一部業種
を除き，MESの本格的な導入はまだ始まったばかりであ

り，今後，製造業の競争力強化のためにますます重要な役
割を担うものと思われる。

（2）　FAソリューション

　富士電機では製造現場の品質管理の一環として，これま

で種々の検査装置を提供してきた。代表的なものとして，

汎用外観検査用の画像処理装置「富士ビデオセンサ」，貨
幣検査装置，医薬細末の細粒異物検査装置などがあげられ

る。これらの多くは画像処理技術とともに，ワークの搬送
装置のエンジニアリングを含めたソリューションである。

　医薬品製造においては，製造管理および品質管理に関す

る基準 GMP（Good Manufacturing Practice），臨床試験
の実施の基準 GCP（Good Clinical Practice）などの規制と，

国際化や新薬・新技術開発の活発化により，一層の品質管
理および環境管理の徹底が求められている。富士電機では，

製造工程での検査技術，センサ技術，環境分野でのクリー

ン技術，および原子力分野での密封技術などの要素技術を

融合して，細粒などの粉体の製造ライン向けアイソレータ

（密閉式ボックス）を試作開発した。この技術は密閉され

た空間で，所定のクリーン度を維持しながら滅菌し，粉体
の搬送，検査，充てんなどを行うものであり，無菌製剤ラ

インの要素技術として重要である。

　富士電機ではユビキタスネットワーク社会の実現に向け，

長年培ってきた小型無線技術とセンサ技術を融合して，セ

ンサ付アクティブ型無線タグの開発とその応用システムの

開発を推進している。現在，温度，振動，圧力などの各種
センサを搭載した無線タグの試作開発を完了している。

　図 5にユビキタスネットワーク時代の情報制御システム

のイメージを示す。

3.2　電子自治体ソリューション

　住民や民間企業向けのサービスシステムとして，電子申
請・届出システム，施設予約システム，情報公開システム

を，それらを支える自治体職員向けのバックオフィスシス

テムとして，文書管理システム，庶務事務システム，電子
決裁基盤，職員認証基盤を自治体向けに提供してきた。文
書管理システム，庶務事務システム，職員認証システムは

豊富な納入実績をもとに，自治体業務に合わせた，使いや

すく，カスタマイズが容易な標準システムを用意している。

これらのシステムはサーバの OSによらないマルチプラッ

トフォーム上で動作するので，Linux
〈注 2〉

 OSのようなオープ

ンソースソフトウェアを利用することにより，システムの

長期利用にも耐えられる。

　わが国では e-Japan戦略において，電子自治体の実現
に向けて種々の施策が行われてきた。2004年の e-Japan
重点計画では「電子自治体構築のための業務・システムの

標準化・共同化および人材育成」が施策に盛り込まれ，複
数市町村によるシステムの共同利用が促進されている。富
士電機システムズ株式会社は総務省の共同アウトソーシン

グ・システム開発実証事業に参画し，システムの共同利用
の普及に努めている。

　「IT新改革戦略」においては，「世界一便利で効率的な

電子行政」という目標が掲げられた。具体的な目標として，

国民の利便性・サービスの向上のため，国・地方公共団体
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〈注 2〉Linux： Linus Torvaldの米国およびその他の国における登録
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図4　MainGATEシリーズ商品体系
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に対する申請・届出などの手続きにおけるオンライン利用
率を 2010年度までに 50％以上にするとしている。同時に，

国・地方公共団体の業務・システムの最適化を図り，効率
的な電子政府・電子自治体を実現することが目標に掲げら

れており，これらの実現に向けて，富士電機は取組みを強
化していく。

3.3　基幹業務ソリューション

　富士電機では事務処理のワークフローシステムとし

て「ExchangeUSE」を提供し，1,000社を超える導入実
績がある。ExchangeUSEは旅費精算，経費精算，勤務
管理，総務人事申請，総務購買，Web申請などの製品群
から成る，ブラウザで実現する電子決裁システムである。

ExchangeUSEは組織変更に強い，他システムとの連携が

容易，短期間での導入が可能などの特長を持っている。

　企業統合など事業構造改革に伴い，企業活動を支える情
報システムに従来以上の柔軟な対応が必要となってきた。

SOA手法により，既存のサービス（外部から標準化され

た手順によって呼び出すことができるひとまとまりの処理
機能）を流用し，組み合わせることで，事業構造の変革に

柔軟に対応した情報システム構築が可能となる。「BizUSE」
は SOA手法に基づき，業務を統合・可視化するソリュー

ション基盤として提供している。狙いは「人」「業務プロ

セス」「システム」の統合による BPR（Business Process 
Reengineering）の推進にある。

　既存の業務システムに手を加えることなく，各システム

間のデータ連携を実現する機能（業務コネクタ）のほか，

システムを稼動させる手順を制御する機能（ビジネスプロ

セス定義）や，すべてのシステムの状態を統合的に可視化
し，管理する機能（統合進捗管理）を備えている。「業務
コネクタ」により，ExchangeUSEによるワークフローと

自動連携させることができる。

　また，工場の最適化プロセス管理を実現する手段として，

MainGATEによるMESとコネクタ接続することにより，

工場現場設備から基幹系システム間をフレキシブルに連携
することが可能となる。

3.4　情報セキュリティソリューション

　2005年 4月から「個人情報の保護に関する法律」（個人
情報保護法）が完全施行された。一部，行き過ぎとの議論
もあるが，依然として，企業ならびに官公庁の個人情報の

漏えい事故が相次ぎ，社会的な問題となっている。

　富士電機では 2004年 12月に「個人情報保護基本方針」

ならびに「個人情報保護規程」を制定し，グループ各社
の構成員に対し，法令，諸規則，規程の遵守を徹底し，継
続的な改善を図ってきた。また，情報ソリューションに関
連する部門を主に情報セキュリティマネジメントシステム

（ISMS）適合性評価制度の認証を取得し，さらに「プライ

バシーマーク」の付与を受けている。

　情報セキュリティで扱う情報は個人情報のみならず，企
業の営業情報や製品設計情報など幅広い情報資産であり，

富士電機では「組織的安全管理措置」「人的安全管理措置」

「物理的安全管理措置」「技術的安全管理措置」に対応した

各種ソリューションを提供している。

　「IT新改革戦略」においては，2008年度までに，企業
における情報セキュリティ対策の実施状況を世界トップク
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図5　ユビキタスネットワーク時代の情報制御システムの構成
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ラスの水準とすることが目標の一つとして掲げられており，

今後ますます情報セキュリティ分野における取組みは重要
性を増していく。

3.5　医療情報ソリューション

　富士電機では専用性と汎用性を併せ持った「画像診断支
援システム」を提供している。X線写真，MRI（Magnetic 
Resonance Imaging）や超音波診断装置などさまざまなモ

ダリティからの画像情報を一元的に管理し，ウェーブレッ

ト圧縮技術により，一つの画面上ですばやく検索・参照で

き，医師の診断を支援することができる。また，広域ネッ

トワークを利用して，遠隔読影を行うことができる。

　医療分野の情報化については，わが国では「e-Japan戦
略Ⅱ」の策定以降，先導的 7分野の一つとして，重点的に

取り組まれてきたが，いまだ低いレベルにとどまっている。

「IT新改革戦略」においても，「ITによる医療の構造改革」

が掲げられ，2011年度当初までに，医療保険事務のコス

トを大幅に削減するためにレセプト（診療報酬明細書）の

完全オンライン化が目標となっている。さらに，地域によ

る医療水準格差の解消のための遠隔医療の推進や医療の質
の向上などを目指した医療情報システムの普及推進も目標
となっている。富士電機の特長ある技術を生かして，これ

らの実現に向けて取り組んでいく。

3.6　開発フレームワーク

　短期間で高品質なWebシステムの開発を可能とする

フレームワークとして「Web@Attach（ウェブアットア

タッチ）」を適用するとともに，商品として提供してい

る。Web@Attachは J2EE（Java 2 Platform，Enterprise 
Edition）上で，画面開発，データベースアクセスなどの

機能を提供している。

　鉄鋼の製造設備の監視制御システムにおいては，オブ

ジェクト指向を採用したソフトウェア開発を適用している。

今後，部品を蓄積するとともに，鉄鋼分野に限らず，適用
を拡大し，また，オフショア開発のフレームワークにも活
用することで，より一層の納期短縮，高品質化，開発コス

トの低減につなげていく。

　あとがき

　ITの動向と富士電機の情報ソリューションの取組みに

ついて，その概要を述べた。企業，官公庁などにソリュー

ションを提供する立場での取組みを主体に述べたが，最終
的には「いつでも，どこでも，誰でも ITの恩恵を実感で

きる社会の実現」に向けて，技術開発，ソリューション提
供を進めていく所存である。
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