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まえがき

市場の状況から見れば，円高が是正され産業界の生産量

は回復したが，民需分野の設備投資の内容は，生産拡大の

ための新規建設は少なく，「価格競争力の強化を狙った設備

の集約化，合理化のための増設・改造・リプレース」や

「海外への生産シフトのための工場建設」などが多い。

さらに工業製品の価格が 1993 ～ 1995 年に大幅に下落し

たことと相まって，日本の工業計器の金額ベースの生産高

推移は，図１に示すように 1991 年以来下がり続けたが，こ

の 2年でほぼ底を打った。今後は年率約 3％の成長が期待

されている。

海外での設備投資は，アジアを中心に活発であり，「DCS

（Distributed Control System）を中心とする世界のプロセ

ス用監視・制御・情報システム（PAS： Process Auto-

mation System）は，1996 年の約 8,000 億円が 2001 年まで

年率約 8％の成長」，「そのうちアジアの成長率は年率約

16 ％」と見込まれている。

一方，世界の大手工業計器メーカーは革新的な技術開発

の推進と企業の合併・買収（M&A：Merger and Acqui-

sition）による企業統合戦略を展開している。

本稿では，世界と日本の動向を概観し，富士電機の情

報・制御システムと計測機器の開発方向を説明したい。

情報・制御システムの技術と市場の動向

最近は制御と情報の融合が従来にも増して重要となり，

情報・制御システムとしてとらえることが重要となった。

計測・制御技術の動向と展望
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図１　工業計器の生産高推移［出典：日本電気計測器工業会統計年報（1997-7）］



計測・制御技術の動向と展望

２.１ 技術革新の基本要素とシステム構成

技術革新の要（かなめ）となっているのは，パーソナル

コンピュータ（パソコン）を核としたオープンネットワー

ク，オープンデータベース，マルチメディアである。技

術・市場の動向の概念図を図２に示す。

２.１.１ パソコンとWindowsNT
〈注1〉

の採用拡大

パソコンはますます技術革新が速くなり，コストパフォー

マンスの向上のため数か月ごとに新製品が出される。さら

にオープンな使用環境から生まれる豊富な高機能パッケー

ジソフトウェアにより，OA（Office Automation）分野で

の情報処理はもちろん，個人使用も急速に拡大している。

パソコンのハードウェアの性能・信頼性の向上とWin-

dowsNTのリアルタイム性・信頼性の向上から，パソコン

の利用は OAにとどまらず，PA（Process Automation），

FA（Factory Automation）でも使用可能となった。

情報・制御システムの世界のHCI（Human Communica-

tion Interface）用OS（Operating System）として各社固

有のOSやUNIX
〈注2〉

に代わってWindowsNTの採用が進んで

いる。今後システム規模や要求性能との適合性が検証され

て，WindowsNTのシステム領域が大きく広がると推定し

ている。

２.１.２ オープンネットワークの利用推進

情報・制御システム用のネットワークは，情報用ネット

ワーク，制御用ネットワーク，フィールド用ネットワーク

の 3階層に大きく分かれる。情報用ネットワークはすでに

オープン化されており，他の 2階層のオープン化をめざし

て，世界での標準規格化と企業間での仲間作りが戦略的に

進んでいる。

情報ネットワークへのイントラネットの活用

「工場内の情報と経営管理システムとの結合」や「地域

的な制約に左右されない管理」のために，イントラネット

によって「経営管理情報・メンテナンス情報・データ解析

情報など」を簡単にアクセスできるようになった。このこ

とにより「経営者によるデータ収集」や「技術者からの操

〈注1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注2〉UNIX：X/Open Company 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

業者へのサポート」などで大きな効果が期待される。

フィールドネットワークのオープン化

フィールドバス協会のフィールドバスには，「PAの計測

制御信号用の低速フィールドバス（H1）」と「DCS間やプ

ログラマブルコントローラ（PLC）-DCS 間の接続用の高速

フィールドバス（H2）」の 2種類がある。H1は最終仕様

に基づき，各社の製品が ISA’96 や INTERMAC’97 で大々

的に展示・相互接続された。1998 年度にはかなりのメー

カーから対応製品が発売されると思われる。なおH2につ

いてはフィールドバス協会にて仕様固めを推進中である。

オープンなフィールドバスになれば，①オープンなマル

チベンダシステムの実現，②遠隔キャリブレーション・設

定定数の変更，③高精度測定，④状態信号伝送，など多く

のユーザーメリットが生まれる。

２.１.３ フィールドから経営までのシームレス結合

製造業において，販売・製造・物流は密接に関係してお

り，各部門のデータが他部門にタイムリーに必要となって

いる。従来は各部門で独立したシステムを作成し，部門間

の情報結合に多大の注力をしてきた。

これに対し今後は，部門間の情報をオープンネットワー

クにより直結させ，あたかも一つのシステムで構築されて

いるかのようにする。この結果，販売・製造・物流の直結

による，的確な判断と迅速な意思決定が可能なシステムと

なる。

フィールドから経営までのシームレス結合の概念図を図

３に示す。

２.２ 次世代システムの技術領域

富士電機の次世代システムでは，情報通信機能の範囲拡

大により「フィールドから経営までのシームレス化」が可

能なシステムをめざす。

一方，フィールドバスの進展により，「オープンなイン

タフェースを持つインテリジェントセンサやインテリジェ

ントドライバを用いたシステム化」を進める。この結果，

コントローラ機能の一部がセンサや駆動装置に含まれ，制

御システムは従来に比べ，センサとドライバの比重が上が

（2）

（1）
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図３　フィールドから経営までのシームレス結合の概念図
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り，コントローラの機能，位置づけが大きく変わることに

なる。

オープンなシステムソフトウェアの対応により，進化へ

の迅速な対応を図る。上記概念を図４に示す。

２.３ 富士電機の情報・制御システム

富士電機は電気・計装・コンピュータ（EIC）統合化シ

ステムMICREX-IX により多数のシステムを納入してきた。

さらに MICREX-IX の上位機種として，オープン LAN

（Local Area Network）（FDDI 準拠，TCP/IP プロトコル）

とマルチメディアの採用および情報処理機能を高めたアド

バンスト情報・制御システムMICREX-AXを開発した。

一方，1996 年 10 月には中小システム対応のパソコンベー

スのオープン統合化制御システム（FOCUS）を発売した。

このシステムはWindowsNTをベースとし，情報用ネット

ワークと制御用ネットワークには Ethernet
〈注 3〉

を用いている。

今回さらにフィールド用ネットワークとしてフィールドバ

スに対応し，ネットワークのオープン化を高めた。さらに

インテリジェントコントロールセンタをProfibus 経由で接

続でき，高機能なEI 融合コントローラ ICS-2000 との組合

せにより，図５のような次世代システムの仕様を織り込ん

だオープンなEIC 統合化システムが構築できる。

計測機器の動向

計測業界を計測機器メーカーの生産高という視点からみ

ると，長期にわたる民間需要の停滞と為替問題が各企業の

リストラクチャリングを加速し，やっと安定期を迎え，や

や明るさが見えてきた。

この間に計測機器業界に起きたことは，プロセス機器の

20％から30％に及ぶ価格低下と，その結果による計測機器

メーカーの経営の圧迫と，必然的な世界的M&Aによる再

編成の波であった。ここまでくるともはや一介の製品のコ

ストダウンということで済まず，富士電機はさらなる効率

向上を求めて計測機器専門メーカー「富士電機インスツル

メンツ（株）」を設立し，世の中の変化への素早い対応と顧

客への要望にこたえられる事業体とした。

３.１ フィールド機器

富士電機の計測機器は製造，販売ともにグローバル化が

進んでおり，特に発信器の製造・販売会社として中国に引

き続き，1995 年には「フランス富士電機」を設立し，また

1996 年にはインドに「サーマックス富士電機」を設立した。

差圧発信器は国際的にも製品完成度が高く，また供給可

能なメーカーが限られている。したがって単体機能だけで

なく，周辺付加装置をも含めた形でニーズにこたえる開発

を志向している。このなかで富士電機の製品は機能，性能，

価格などいずれの面でも国際レベルにあり，多くのユー

ザーから高い評価を得ている。

今回，食品・製薬業界向けのサニタリー仕様，石油・石

油化学業界向けの差圧流量計用および一般用レベル計用と

しての小口径フランジ仕様を加え，顧客ニーズに対応した

製品を完成し品ぞろえを行った。

富士電機は圧力・差圧発信器に加えて超音波流量計を今

後の基本的な重要計測コンポーネントと考えており，需要

が大きく拡大すると期待している。1995 年の携帯用超音波

流量計の発売に引き続き，設置形流量計の全面的な改良を

行い，測定精度と応答特性の向上を図るとともに，流体中

の気泡による影響度を大きく改善した。さらに小形軽量化

し，機能面でも多測線，多配管仕様を加え，機能，性能を

向上させた。

一方，電磁流量計の品ぞろえを図り，サニタリー仕様，

水中形・防爆仕様を加えた。

さらにフィールドバスにおいては，富士電機は光ファイ

バ式フィールドバス機器の製品開発を行った。

技術的にはキーコンポーネントの光スターカプラを新規

〈注3〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標
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に開発し，H1レベルの光フィールドバスシステムに適応さ

せた。千代田化工建設（株）のご協力を得て，現在，シェ

ルのパイロットプラント（オランダ）でフィールド実証試

験中であり，雷被害の多い場所や防爆地域での安全操業に

大きく貢献できると考えている。

３.２ パネル計器

調節計，指示・記録計などのパネル計器分野では，主要

機種である温度調節計と記録計の新製品を市場に投入した。

温度調節計は高級機・中級機・経済機のシリーズラインアッ

プをすでに完成させていたが，経済機については発売後 10

年を経過したため，コストダウンと機能向上を図るため全

面モデルチェンジを実施した。

新シリーズには以下の特長を盛り込み，使いやすくした。

国内初の，前面寸法 48×24（mm）の超小形サイズの

追加による，小形機械装置への適応性の向上

前面防水構造タイプの追加による耐環境性強化

商用電源以外にAC24 V，DC24 V 仕様追加

全機種へのファジィ制御機能の標準搭載による，低オー

バシュートや耐外乱特性の向上

そのほかの PLC組込形の温度調節計を発売した。PLC

の位置決め制御用，通信用などの既存機能モジュールと同

じ構造の PLC 組込形の温度調節計である。

この温度調節計は，シーケンス制御主体の機械制御で，

温度制御も数点必要な中小機械・装置に適している。一つ

のモジュールで独立 2ループの制御が可能で，ファジィ制

御機能も搭載できるのが特長である。

記録計については，富士電機が一貫して進めてきたイン

クジェット式記録計のシリーズに新機種を追加した。

チャート式記録計はとみに日用品化が進んでおり，いず

れ高級機種が簡易形にとってかわり，ハイブリッド記録計

だけの市場になると考えられる。

新機種は，「経済的でかつアナログ感覚で使えるハイブ

リッド記録計」というコンセプトに基づき，簡便に記録が

採れかつディジタル印字ができることが特徴で，時代の要

求に沿うものである。

３.３ 分析計

富士電機の分析計はプロセス用と環境用が主体であり，

機種としては赤外線分析計と酸素計が中心である。

プロセス用国内市場はここ数年横ばい状態であり，環境

用市場は 1993 年からの減少傾向が 1996 年に回復基調に転

じている。

最近は，ごみ焼却施設から発生するダイオキシン類の削

減対策に関連して用いられる分析装置の市場が活発化して

いる。海外では欧米先進国を中心に固定発生源や自動車排

ガスに対する規制強化が推進され，環太平洋諸国でも規制

強化が進められており，これらに伴う需要の増加が見込ま

れている。

このような状況のなかで，富士電機は環境測定用の分析

装置の改良を進め，ごみ焼却施設におけるダイオキシン対

策用分析装置やボイラの燃焼排ガス測定用分析装置などを

多数市場に供給している。

一方，水質計については「安全でおいしい水」の要求に

こたえるため，常に時代を先取りする新しいタイプの商品

の開発を進めている。バイオ技術を応用して急性毒物を検

知する水質安全モニタ，光学応用の凝集センサ，化学応用

のトリハロメタン計，光学・化学応用の給水水質モニタ

（色・濁り計）など，富士電機が持っていたセンサ技術に

バイオ・化学・光学技術を結集して特長ある商品の開発を

行った。また，半導体用超純水中の微粒子計測に用いられ

るレーザ散乱光による計測技術をベースに，高感度濁度計

を開発した。本器は 0.001 度の低濁度と0.5μm以上の微粒

子計測が可能で，厚生省のクリプトスポリジウム暫定対策

指針に沿った浄水場 過池出口水の濁度管理を精度よく行

うことができる。

あとがき

以上，情報・制御システムと計測機器について展望した。

世界の製造業は，ボーダレスな価格競争に対し，技術・生

産・管理の合理化とスピーディな経営によって乗り切ろう

としている。競争力強化のために優れた情報・制御システ

ムを駆使することが必須（ひっす）である。先進技術によっ

て，顧客ニーズに合った計測機器と情報・制御システムの

提供ができるよう，富士電機は今後も努力する所存である。

参考文献

福本武也ほか：計測・制御技術および計測機器の現状と展

望，富士時報，Vol.68，No.9，p.487-492（1995）

新井弘志： DCS とその周辺におけるオープンソフトウェ

ア利用システム技術，オートメーション，Vol.42，No.1，

p.35-42（1997）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.70 No.11 1997

566（6）



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




