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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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きめ細かなソリューションメニューをご提供。
各部門の悩みを解決（ソリューション）します。

富士電機の加工組立ソリューション

Factory-MEISTERは

●ビジュアル作業指示パッケージ
●設備稼動管理パッケージ
●工程管理パッケージ
●品質履歴管理パッケージ
●実績収集監視パッケージ

●品質管理パッケージ
●ビジュアル検査（受入れ・製品）
パッケージ
●ドキュメント管理パッケージ

●マルチメディア携帯端末による
巡視点検システム
●設備映像記録パッケージ

●在庫管理パッケージ

富士電機では，お客様の業務システム構築にあたって，最新のIT（Information Technology），オープンなネットワーク，
パソコンをベースとした質の高いサービスとパッケージをそろえ，企画・設計・構築・運用段階まで
システムのライフサイクル全般にわたる最適な業務ソリューションを提供します。
生産活動の効率化を支援する加工組立ソリューション
「Factory_MEISTER（ファクトリーマイスター）」をご活用ください。

●原価見積支援パッケージ
●設備映像記録パッケージ

●JIT生産管理パッケージ
●計画スケジューラ
●在庫管理パッケージ

●購買EDIパッケージ
（購買ワークフロー）
●在庫管理パッケージ

●インターネット/イントラネット構築サービス
●C/S運用管理サービス
●ネットワーク構築サービス
●グループウェアパッケージ（ExchangeUSE）
●ドキュメント管理パッケージ

製造部門 保全部門 出荷部門

情報部門購買部門生産計画･管理部門設計･生産技術部門

得意先・営業所

仕入先・外注先

得意先・営業所

他工場・納入先

品質管理部門
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ソリューション体系
「Solution--MEISTER」特集

厳しい経済環境のもと，各企業は生き残り

をかけた収益改善に根本的な対応が求められ，

事業構造の変革を伴った業務の革新，組織の

再編や人の意識改革に取り組んでいる。

富士電機は，これらの課題をスピーディに

解決するために，進展著しい IT（Informa-

tion Technology）をベースに，培ってき

た技術ノウハウを「Solution_MEISTER」

として体系化し提供を開始した。

表紙写真は，「Solution_MEISTER」のコ

ンセプトである①現場と経営を結ぶ，②ベス

トパートナー，③オープン分散システムイン

テグレーションを顧客とともに実現していく

イメージを表したものである。

表紙写真



VLSI およびディジタルテクノロジーの一層の発展は，

1990年代の後半において二つの大きな情報通信の技術革新

を誘引した。

第一が，三つのネットワーク，すなわち，電話系，デー

タ系，放送系のネットワークが一つの Total Digital

Network（TDN）として結合されるネットワーク環境へ

の変革である。

第二が，メインフレーム，WS，PCを生み出したコン

ピュータの世界が新たに第三のコンピュータ thin com-

puter を作り出したことである。そして，シームレスなネッ

トワークと新たなコンピュータの環境は，新しい compu-

tation paradigm である Network Computing（NC）の世

界を作り出しつつある。

NCは，高速マルチメディアネットワークの上にメイン

フレーム，WS，PCそして thin computer が共存し，最も

効率的な処理システムを構築する新しい network compu-

tation のパラダイムとして位置づけることができる。

振り返ってみると，周知のようにコンピュータおよびネッ

トワークテクノロジーの中枢は，IBM，マイクロソフト，

Intel 等に代表されるアングロ・アメリカンの技術文化の

中で育てられ発展してきた。

このような大きい流れの中で，NCの環境は果たして

我々に新たな挑戦のチャンスを与えるのであろうか。ここ

での議論はこの解決のための重要な問題の解析である。

ネットワークの環境下で情報資源をオブジェクトとして

モデル化すると，新しい分散オブジェクト指向に基づくネッ

トワークアーキテクチャが構築される。このプラットフォー

ムをどのように定めるか。これはNCにおける最初の問題

である。事実この世界はマイクロソフトによる DCOMの

世界と他の連合軍よりなるCORBAの世界との間で熾烈な

戦いが行われており，その優劣の決着は現在ついていない。

つぎに考えるべき問題はサーバとクライアントの世界で

ある。分散環境はつぎの二つの情報モデルによって表現さ

れる。

第一はネットワークを通して情報サービスを行うサーバ

コンピュータグループ，第二はユーザのためのクライアン

トコンピュータグループである。

第一のグループは，レガシーの技術によるメインフレー

ムおよび UNIX をベースとする強力なWSのグループで

ある。この代表が IBM，サンマイクロシステムズである。

第二のクライアントコンピュータのグループは PCのグ

ループであり，これはWINTEL により独占的に支配され

ている。

第一のグループと第二のグループの間では既に多くの戦

いが行われているが，ここではこの問題には触れない。こ

こで述べなければならないことは，thin computer の第二

のグループに対するインパクトである。

21世紀における情報化社会では数多くの thin computer

が目的に従って使われ，その数は現在の PCの比ではない。

例えば thin computer は，ディジタル家電，自動車，モバ

イル電話系等，日常の生活，そしてオフィス，工場のあら

ゆる分野で使われ，その用途は限りなく大きい。

いうなれば，thin computer のアーキテクチャはネット

ワークのアーキテクチャと融合し，社会のインフラとなる

ということである。このアーキテクチャの決定は今後のコ

ンピュータ産業を始めとする多くの産業にきわめて大きい

インパクトを与えるはずである。一つの具体的な問題とし

て，thin  computer のための軽くて効率的な real time OS，

API の問題解決があり，このための de-facto 標準をどのよ

うに定めてゆくかそのプロセスにコミットすることは，新

しい挑戦者にとってきわめて重要な課題である。また同時

に考えるべき重要な課題として，サーバコンピュータとク

ライアントコンピュータをつなぐ Java の環境との整合性

の問題解決がある。Java の環境におけるサンマイクロシ

ステムズとマイクロソフトの闘いは熾烈である。当然 thin

computer に対するマイクロソフトの攻撃はきわめてすさ

まじいものとなろう。

このような激動の世界の中で，広い国際的視野と深い技

術力をベースにつぎの大きいチャンスを捉え，我が国の情

報通信産業を改めて世界のリーディング産業に発展させる

戦略を構築すること。これは今我々が早急にしなければな

らない責務である。

Network Computingへの
新たな挑戦のために

640（2）

野口　正一（のぐち　しょういち）

会津大学学長



横田　四郎

SI ビジネスの推進統括，および

情報通信制御関連研究開発の技術

統括に従事。現在，システム事業

本部SIセンター長。

平松　純一

情報通信関連のシステム開発およ

びソリューションビジネスの推進

に従事。現在，システム事業本部

SIセンターSI技術営業部主席。
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まえがき

現在，わが国の企業や組織は，規制の緩和，従来のビジ

ネス慣行の見直し，グローバルな競争，地球環境問題への

取組みなど，これまでにない厳しい経営環境にさらされて

いる。こうしたなかで，21世紀に向けて企業，組織が存

続・発展していくためには，大胆な業務の革新，組織や人

の意識の変革が必要になってきている。

このような動きの大きな要因であると同時に変革のかぎ

となる技術が進展の著しい情報通信技術であり，情報通信

技術を取り込んでいかにビジネスシステムの変革を実践し

ていくかが，これからの企業，組織の大きな課題である。

ところが，情報通信技術の進展は速く，しかも多様性に富

んでいるため，将来をにらんで自らの組織に最適な情報通

信技術の活用を図ることが，利用する組織の力だけでは困

難になってきている。

富士電機は，顧客が示す要求仕様に基づいてシステムを

構築するというこれまでの SI（System Integration）ベン

ダーの方法ではこの解決には不十分であり，顧客の抱える

課題の抽出から始めて，その課題を解決するソリューショ

ンの提供が必要となっていることを認識し，そのための取

組みを行ってきた。

最新の情報通信技術とこれまでに培った制御技術を組み

合わせた最適なソリューションを，素早くしかも適正な価

格で実現することをめざして，「Solution_MEISTER」（ソ

リューションマイスター：ソリューションの達人）として

体系化した。

本稿では，富士電機のソリューション体系「Solution_

MEISTER」について述べる。

ソリューション提供への取組み

富士電機は，さきに述べたような背景（図１参照）に対

して，次のようなコンセプトでソリューションの提供に取

り組んでいる。

現場と経営を結ぶ

ベストパートナー

オープン分散システムインテグレーション

２.１ 現場と経営を結ぶ

富士電機は，これまで社会インフラストラクチャ（イン

フラ）の分野では上下水道システムや電力システムなど，

市民の生活や産業活動を支える安全で安定な高信頼のシス

テムの開発で数々の実績をもっている。また，生産システ

ムの分野では鉄鋼，化学を中心とする装置産業や輸送機械，

電子機器などの加工組立産業で生産の効率化，資源の合理

的使用などを実現する多くのシステムを手がけてきた。

これらのシステムではEIC（電気，計装，コンピュータ）

情報制御システムとして，いわゆる現場を中心とした24時

間運転に耐えうる数々の厳しい要求にこたえてきた。

しかし，顧客サービスや社会サービスのさらなる向上や

事業運営の効率化，生き残りをかけた企業収益の改善に対

しては，現場でのコスト低減や生産性の向上だけにとどま

らない経営レベルでの課題解決が必要となっている。一方

で，従来の経営情報システムは現場からは切り離された形

で存在しており，ともすれば現場での革新の実践との結び

付きが弱かった面がある。
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™最新の情報通信技術をベースに商
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™ビジネス慣行の見直し
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図１　ソリューションビジネスの背景

佐々木 裕一

ソリューションビジネスの企画・

推進に従事。現在，（株）FFCシ

ステム本部システム推進統括部ソ

リューション推進センター副セン

ター長。
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富士電機は現場と経営を直結するソリューションを提供

することで，それぞれの部分最適解ではない全体最適解の

実現をめざしていく。同時に，今後の地球環境問題，地域

活性化などに対しても，培ってきた現場ノウハウと保有す

るコア技術をベースに，社会的要求にこたえていく（図２

参照）。

２.２ ベストパートナー

これまでも，富士電機は顧客から提示された課題を解決

するために，顧客とともにさまざまな角度から検討してシ

ステムを構築してきたという意味で，顧客のよきパートナー

として活動してきた。また，システムの構築にあたっては，

プロジェクトの管理や運用においても高い評価を得てきた。

富士電機はさらに，ベストパートナーとなるべく次の二

つのサービスに重点を置き強化していく。

顧客の収益改善，顧客サービスの向上など，顧客の立

場に身を置いたソリューションの提供，そのための顧客

との協同作業による問題分析などのコンサルティングサー

ビス

システム納入後の運用・保守のアウトソーシングを含

めた，導入後の環境の変化に素早く適応していくための

ライフサイクル全体にわたる継続的なサービス

２.３ オープン分散システムインテグレーション

ネットワーク時代のソリューションを実現していくうえ

では，グローバルなスタンダードへの対応や最新の情報通

信技術をいかに素早くしかも適切に活用していくか，とい

うことが重要なかぎとなる。そのために富士電機では，国

内外の企業と提携し，先進的なサービスやソフトウェア，

ハードウェアの導入を積極的に行っている。

富士電機では，顧客の立場に立って，われわれが保有す

る商品だけでなく，世の中に広くある優れたソフトウェ

ア・ハードウェア商品を，将来をみて評価選択し，組み合

わせてカスタマイズしていくことで最適なシステムを早く

しかも安く提供する。そのために必要となる柔軟性，接続

性，保守性，将来性を確保するために，部品化を容易にす

る CORBA
〈注1〉

などのオブジェクト指向技術，ソフトウェアの

管理や配付を一元化することでTCO（Total Cost of Own-

ership）を削減するWeb や Java
〈注2〉

などのネットワークコン

ピューティング技術をベースにしたオープン分散システム

インテグレーションによりシステムを構築していく。

Solution_MEISTER
以上のコンセプトに従って富士電機のもつ技術やノウハ

ウを顧客が分かりやすい形に整理し，商品として体系化し

たものが Solution_MEISTERである。

３.１ Solution_MEISTERの体系
図３に示すように Solution_MEISTER は，企業や組織

に共通する基盤となる情報システムに関するソリューショ

ンを提供する情報基盤ソリューション，業種別の課題を解

決する業種ソリューション，さらに環境課題を解決する環

境基盤ソリューションという三つのカテゴリーに分けられ

た14のソリューション商品と，システムの運用・保守を行

うシステムマネジメントサービス商品を体系的にまとめた

ものである。

情報基盤ソリューション

ERP（Enterprise Resource Planning）などの基幹情報

システムの構築や運用支援，基幹系や情報系のシステムの

運用を支援する業務支援系，およびそれら企業の情報シス

テムを支えるネットワークの構築や運用の支援を行う。

業種ソリューション

社会インフラ分野，生産システム分野，物流・流通分野，

公共サービスを含む各種サービス分野など，業種ごとのソ

リューションを提供する。

環境基盤ソリューション

これから21世紀に向け，国，地方自治体，企業，個人の

各レベルで環境負荷を軽減するための施策，行動が求めら

れている。省エネルギーや廃棄物処理など環境負荷軽減の

ための各種ソリューションを提供する。

システムマネジメントサービス

構築した顧客のシステムが目的の効果を発揮できるよう

に運用を支援したり，システムの保守を行うサービスであ

る。

〈注１〉CORBA（Common Object Request Broker Architecture）

：非営利の国際団体 Object Management Group が提唱する

分散処理環境アーキテクチャの名称

〈注２〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標
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図２　富士電機のソリューションビジネス
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３.２ Solution_MEISTERの商品構成とサービス内容
図４に示すように，Solution_MEISTERのそれぞれのソ

リューション商品は，コンサルティング，企画，システム

構築，運用・保守という，システムのライフサイクル全体

をカバーするサービス商品と，システム構築の中核となる

パッケージ商品，プラットホームとなるハードウェア・ソ

フトウェア商品からできている。

顧客のニーズ，重点課題，予算に合わせてさまざまな切

り口からソリューションを提供できるように，サービス商

品とパッケージ商品の多様な組合せが可能なように構成さ

れている。

コンサルティング

ソリューションの提供ということは，従来の業務の一部

を自動化したりシステムで置き換えるということではない。

物流システムの最適化といった経営課題や生産リードタイ

ムの短縮といった部門の課題は，顧客のこれまでの業務や

経営の仕組みまで変えることではじめて解決できる。

Solution_MEISTER では，顧客の業務の仕組みを分析

し，革新的な業務改革案を提案する業種別および課題別の

各種のコンサルティングサービスを用意している。

BisionFrame（ Bird’s Eye Oriented Joint-Analysis

Framework）は，業務分析とシステム企画を行うコンサ

ルティングサービス手法である。図５にその概要を示す。

（1）
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図４　Solution_MEISTERの商品構成
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富士電機は，これからの企業運営に必要とされる，情報・通信・制御のテクノロジーを，
Solution_MEISTERとして体系化し，
™品質を高める
™資源を大切にする
™業務を迅速にする
ソリューションを，お客様に提供していく。

図３　富士電機のソリューション体系「Solution_MEISTER」
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BisionFrame は富士電機の社内業務をはじめ，公共分野，

民間分野を問わずワークフローや生産管理の業務に関して

数多くの実績を積んでおり，効果的なソリューションの実

現に成果を上げている。

また，専門性を必要とする幾つかの分野では，提携する

コンサルティング会社とともに最適なサービスを提供して

いく予定である。

企　画

あるべき業務の仕組みを実現するシステムの要件を抽出

し，情報システムの構築を計画するフェーズでのサービス

である。

Solution_MEISTER に用意された，どのパッケー

ジを利用すれば要件の基本的なところが実現できるか

を検討する（パッケージ選定コンサルティング）。

パッケージの持つ機能が，要件にどの程度適合して

いるか，要件を満たすのにどの程度のカスタマイズを

必要とするかを分析する（FIT/GAP分析）。

ネットワークの構成やサーバ，クライアントの構成

など，必要とされる機能と性能を実現できるシステム

構成を設計する（システム構成設計コンサルティン

グ）。

構　築

企画フェーズでの計画に基づいて，実績ある信頼性の高

いパッケージソフトウェアを中心にシステムの構築を行い，

実運用に至るまでの立上げを支援するサービスである。

要件がパッケージの枠を超える場合にはカスタマイ

ズを行う。カスタマイズにはパラメータの設定，GUI

（Graphical User Interface）の作成，既存システムと

の接続などさまざまなレベルがある（カスタマイズサー

ビス）。

顧客に特有な機能あるいは性能の実現のため，ある

いは情報システム以外に機械設備やその制御システム

が必要な場合には，アプリケーションソフトウェアの

開発あるいは建屋の設計や機械の据付け，制御システ

ムの製作などを行う（SI サービス）。

システムのインストールや調整，立上げなど実運用

に入るまでの導入サービスを行う（導入支援サービ

ス）。

システム構築の業務には富士電機のこれまでのアプリケー

ションソフトウェア開発およびエンジニアリングにかかわ

る技術が生かされ，高いプロジェクト管理能力によって短

納期で信頼性の高いシステムを構築することが可能になっ

ている。

運用・保守（システムマネジメントサービス）

顧客からの問合せに対応したり最新の技術情報を提供す

るヘルプデスクサービス，パッケージ保守サービス，アプ

リケーションソフトウェア保守サービスが用意されている。

さらに，ネットワークシステムの運用をすべて受託する

サービス，あるいはデータ入力や更新などの業務を行うサー

ビスなど，システムの一部あるいは全部の運用・管理を請

け負うアウトソーシングサービスがある。

全国に展開する富士電機およびグループ会社の CE

（Customer Engineer）ネットワークにより迅速な保守サー

ビスが実施される。

今後の展開

Solution_MEISTERのソリューション商品のうち，ネッ

トワークソリューション，業務支援ソリューションおよび

加工組立ソリューション，システムマネジメントサービス

は，すでに商品としてサービスを提供している。その他の

業種ソリューションや基幹情報ソリューション，環境ソ

リューションについても順次商品として提供していく予定

である。

今後も情報通信技術の進歩は速く，プラットホームの高

性能化・高機能化が進んでいくとともに，経営環境の変化

も急である。富士電機は国内外のパートナーと手を組んで

Solution_MEISTER にそれらの新しい技術を速やかに取

り入れ，顧客に最適なソリューションを提供していきたい。

あとがき

富士電機のソリューションへの取組みと，ソリューショ

ン商品の体系である Solution_MEISTER について紹介し

た。

これまでもそうであったように，富士電機は顧客のよき

パートナーとして，ソリューションの達人（Solution_MEI

STER）という名にふさわしい各種のサービスを提供する

ことをめざしている。

本特集号の各論文ではSolution_MEISTERの各ソリュー

ション商品のサービス内容と技術，ならびに各業種でのソ

リューション提供の取組みについて紹介する。
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図５　BisionFrameコンサルティング実施手順
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まえがき

近年，電力事業は，規制緩和，電力料金引下げ要求，環

境問題によりその取り巻く環境は大きく変化してきている。

これらを背景に，各種業務の改善に伴う効率化，サービス

の向上への取組みが行われている。富士電機は，これまで

にその一翼を担い，各種システムを構築してきた。

このたび，これまでに構築してきた各種システムのノウ

ハウをもとに，企画，設計，構築，運用段階までのシステ

ムのライフサイクル全般にわたり，ユーザーの抱える課題

を解決するための業種ソリューション体系として，電力ソ

リューション「Energy_MEISTER」を整備した。本稿で

は，そのソリューション商品について紹介する。

電力ソリューションの体系

電力ソリューションのサービス体系は，コンサルティン

グサービス，電力ソリューションソフトウェア，システム

電力ソリューション「Energy --MEISTER」
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松本　　強（まつもと　つよし） 寒河江 繁市（さがえ　しげいち） 植木　芳照（うえき　よしてる）

コンサル
ティング 運　用企　画 構　築

BPR
コンサル
ティング
サービス

富士電機のソリューションサービス

SIサービス
カスタマイズサービス

導入支援サービス

電力ソリュ－ションソフトウェア

BisionFrameとは，情報ネットワーク分野を対象とした業務高度化のためのコンサルティング
手法である。
業務分析によるコンサルティングとシステム企画を行うシステムコンサルティングを実施する。

設備管理

設備データ
管理

図面管理

水系運用計画

連接水系運用

保守計画
作業停止
計画

定期補修
計画

ダム流入予測

DSM放射線
データ管理

配電系統計画
設計支援

保守作業支援

緊急通報マルチメディア
巡視点検

ITV
画像診断

ITVプラント
巡視

最大電力予測 日負荷曲線
予測 電圧制御支援

運用計画

グループウェア
WWWアプリ
ケーション
〈Joint_MEISTER〉

インターネット・
イントラネット
構築
〈Info_MEISTER〉

CS運用管理

〈Manage_

    MEISTER〉

ネットワーク
構築

〈Net_MEISTER〉

情報
インフラ
構築
サービス

業務分析手法
BisionFrame

事故区間判定
事故復旧手順

作成

設備管理
サービス

保守支援
サービス

運用計画立案
サービス

情報インフラ
診断・企画
サービス

コンサルティング
サービス　　　　

システム　　
マネジメント
サービス　　

業務システム
運用管理
サポート

業務
パッケージ保守

Q&A

システム
運用教育
システム
運用診断

システム
運用管理
サポート

ネットワーク
Q&A

ネットワーク
診断

事故復旧
ファジィVQ
制御

VQ制御

ロスミニマム 分散電源

設備電源計画

ヘルプデスク
支店給電制御所

中央給電所

火力・原子力発電所

アプリケーション
メンテナンス
パッケージ保守

システム企画サービス

パッケージ選定
コンサルティング

FIT/GAP分析
システム構成設計
コンサルティング

™最大電力予測
™電圧制御支援
™図面管理

水力発電所

™ダム流入量予測
™設備データ管理
™巡視点検
™図面管理

営業所

™ロスミニマム
™設備データ管理
™巡視点検
™図面管理

変電所

制御所

™設備データ管理
™巡視点検
™図面管理

™最大電力予測
™電圧制御支援

™事故区間判定
™ファジィVQ制御
™設備データ管理
™巡視点検
™図面管理

™設備データ管理
™巡視点検
™図面管理
™画像診断
™放射線データ管
　理

電力ソリューション「Energy_MEISTER」

図１　電力ソリューションのサービス体系
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マネジメントサービス，および情報インフラストラクチャ

（インフラ）構築サービスから構成される。電力ソリュー

ションのサービス体系を図１に示す。

コンサルティングサービス

電力分野でのコンサルティングサービスは設備管理，保

守支援，運用計画立案，情報インフラ診断・企画の各サー

ビスメニューからなる。

設備管理，保守支援，運用計画立案の各サービスは，現

状把握と業務分析を行い，新業務フロー立案，パッケージ

選定適用を含む新システム構想立案，導入スケジュール立

案，効果予測を行う。

情報インフラ診断・企画サービスは，各種業務システム

のオープン化，ネットワーク化，インターネット・イント

ラネットの構築などの情報インフラ診断を実施して，次期

システムの在り方を提案する。

電力ソリューションソフトウェア

電力ソリューションは，発電分野，電力流通分野（系

統・配電），需要家，環境（放射線管理）に関し，設備管

理，設備計画，設備運用，保守や情報インフラ構築にわた

るソフトウェアを準備している。情報インフラ，設備管理，

運転保守支援のソフトウェア商品の一覧を表１に，系統運

用・運用計画のソフトウェア商品の一覧を表２に示す。ま

た，以下にソフトウェア商品について一部を紹介する。

４.１ 情報共有化システム

概　要

これまで，各種監視システム，業務支援システムは個々

に構築されてきた。最近では，個々のシステムの持つ情報

をトータルに活用し，業務の効率化，運用業務における意

志決定の迅速化，お客様対応サービスの向上を図るため，

以下の課題の解決が望まれている。

™全社的な運用情報の共有化による業務の効率化

™運用コストの低減〔イントラネット，事務用パーソナ

ルコンピュータ（パソコン）の活用〕

これらの課題にこたえるため，オープンな情報システム

とし電力用情報共有化システムを開発してきた。

機能と特長

情報共有化システムは，情報共有化データサーバを設け

ることにより，各システムの情報を集約化し，それをイン

トラネットを通して事務用パソコンに配信する仕組みを持

つ。これにより，これまで各監視制御システムや業務支援

システムなどが個々に持つ情報を 1台のパソコンでシーム

レスに見ることが可能となる。その特長は次のとおりであ

る。

シーン描画形式の採用

描画データは富士電機が開発したシーン描画形式の採

用により情報量を最小化し，高レスポンス性能を実現し

た。

双方向通信とリアルタイム配信の実現

事故発生時や状態変化時に該当端末への警報通知およ

（b）

（a）

（2）

（1）
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表１　情報インフラ，設備管理，運転保守支援ソフトウェア商品の一覧

機能分類 対象分野 課　題

情
　
報

設
　
備
　
管
　
理

運
転
・
保
守
支
援

情報
インフラ

設備管理
支援

設備計画
支援

保守作業
支援

運転支援

発電，環境，
電力流通，
需要家

電力流通

発電，
電力流通，
需要家

発電，環境，
電力流通

発電，
電力流通

発電，
電力流通

発電，環境，
電力流通，
需要家

発電，環境，
電力流通

環境

需要家

™事故復旧の迅速化
™お客様サービスの向上
™オンラインデータの共有化

™設備データの一元化
™点検データの有効利用
™保守情報の共有化

™点検業務の効率化
™異常時の迅速対応
™点検データの効果的管理

™日常巡視点検の効率化
™現場巡視業務の省力化

™異常の早期発見
™侵入者監視

 夜間・休日の担当者不在時の
　緊急連絡

™図面管理の省力化
™図面データの有効活用

™集計データの有効活用
™容易なデータ検索

™省エネルギーと電力料金の課
　金制

™系統計画業務の機械化

™監視制御用・業務支援用コンピュータとWWWサーバを接続し，
　リアルタイムに監視情報を配信

™設備マルチメディアデータベース
™設備の劣化傾向管理機能
™異常発生経歴管理機能

™構内複数点電力量収集　™構内系統設備データメンテナンス
™課金単位の電力量に案分または再集計
™年間生産量，電力量計画と省エネルギー目標と実績管理
™実績，各種データ，省エネルギーの呼びかけ

™CAD感覚での系統変更と電圧・電流の可視化
™各種模擬事故による復旧可否判定
™送電ロス低減アドバイス機能　™負荷予測機能
™遠方監視制御化すべき子局の自動抽出

™現場と事務所の協調作業による異常の迅速対応
™設備データ管理から点検データのダウンロード・アップロード
™点検結果報告書の自動作成

™サイクリックなカメラ切替による巡視
™イベントに合わせたカメラ切替による巡視

™蒸気，油などの漏れを画像処理により検出
™判定にファジィ，ニューロを用い認識精度向上

™異常信号検出により，自動で電話，ポケットベル，ファクシミ
　リで通報

™図面，図書をデータベース化　™柔軟な検索機能
™パソコンデータ，手書き図面の容易な入力機能

™容易なデータ加工を行うエンドユーザーコンピューティング
™機密保護

™点検データ管理機能
™点検計画作成機能
™図面との統合管理

商品名称

情報共有化シス
テム

設備データ管理
システム

図面管理システ
ム

放射線データ管
理システム

DSMシステム

配電系統計画設
計支援システム

マルチメディア
巡視点検システ
ム

ITVプラント巡
視システム

ITV画像診断シ
ステム

緊急通報システ
ム

機能概要
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び端末からのデータ更新・配信を実現した。

WWWブラウザ方式の採用

Java
〈注〉

アプレットの採用により端末側表示アプリ

ケーションのメンテナンスフリーを図る。

図２に情報共有化システムの例を示す。

４.２ マルチメディア巡視点検システム

概　要

近年の電力需要の増大に伴う設備の大規模化・高度化に

より，その維持管理のための保守業務が複雑化かつ増大化

してきている。保守業務の効率化や異常発生時の迅速な対

応のため，以下の課題の解決が望まれている。

™異常発生時の事務所との連携による対応の迅速化

™点検作業の合理化

™異常発見時の状況記録補足としての写真や音の収録

これらの課題にこたえるため，マルチメディア巡視点検

システムを開発してきた。

特長と機能

マルチメディア巡視点検システムは，設備データベース

を持つサーバと携帯端末，PHS（Personal Handyphone 

〈注〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

System）などの通信機器から構成され，以下の特長を持

つ。

現場と事務所の協調作業支援

異常発見時に現場と事務所でホワイトボードを共有し，

現場作業を支援する。文字や写真や図面を双方で共有す

ることにより，現場の状況の把握が容易となり，迅速で

的確な作業が可能となる。

点検ガイダンスと音声による支援

音声による点検項目のガイド機能，引継ぎ項目，注意

事項の表示機能，管理値のチェック機能，過去の情報の

トレンドグラフ表示機能により点検精度が向上する。ま

た，音声での点検結果入力機能により，効率的な点検が

可能となる。

効率的データベース参照

携帯端末からのデータベース参照は，エージェント機

能により通信時間の短縮が可能となる。

マルチメディアデータベース

画像を含むデータベースにより，写真を含む点検結果

報告書を自動作成する。

４.３ 系統運用・運用計画システム

概　要（1）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（c）
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表２　系統運用，運用計画ソフトウェア商品の一覧

機能分類 対象分野 課　題

系
統
運
用

運
用
計
画

設
備
計
画

事故復旧

VQ制御

水系運用
計画

運用計画
支援

保守計画
支援

ロスミニ
マム

分散電源

電力流通

電力流通

電力流通

発電

発電

電力流通

電力流通

電力流通

電力流通

発電

電力流通，
需要家

電力流通，
需要家

™事故復旧迅速化

™系統電圧適正化

™水系運用最適化

™水系運用最適化

™発電計画の最適化

™発電計画の最適化

™系統電圧の適正化

™保守計画業務の効率化

™発電計画の最適化

™事故復旧迅速化

™送電損失低減
™三相不平衡の是正

™分散電源導入に伴う設備の見直し
™負荷平準化への適用

商品名称 機能概要

制御所向け事故区間判定
システム

制御所向け事故復旧手順
作成システム

ファジィVQ制御システ
ム

連接水系運用ファジィ支
援システム

ニューラルネットワーク
応用ダム流入量予測シス
テム

ニューロ・ファジィ最大
電力予測システム

RNN（Recurrent Neu-
ral Network）応用日負
荷曲線予測システム

OPF（Optimal Power
Flow）による電圧制御支
援システム

作業停止計画支援システ
ム

発電機定期補修計画シス
テム

ロスミニマム

分散電源ツール

電力系統の事故発生時に，事故区間および事故様相をエキ
スパートシステム的手法を適用して推論

電力系統の事故発生時に，復旧方針の立案および操作手順
作成をエキスパートシステム的手法を用いて自動化

ダムや連接水系などの運用業務に対して，水位・水位変動・
ガイドベーン開度を基にしたファジィ推論により柔軟な運
用計画立案を支援

電力系統の電圧・無効電力制御にファジィ推論を適用する
ことにより，熟練運用者の経験・知識をシステム化し，高
速，適正かつ柔軟な制御を実現

貯水池の効率的運用に必要不可欠なダム流入量予測業務に
対してニューラルネットワークおよびファジィ推論を適用
し，高精度なダム流入量予測を実現

給電・制御所における最大電力需要予測業務に対してニュ
ーラルネットワークおよびファジィ推論を適用し，高精度
の予測を実現

電力系統の給電・制御所における日負荷曲線予測業務を
RNNを適用し，高精度の予測を実現

電力系統における電圧・無効電力制御業務に対して，最適
潮流計算を用いて運用条件を考慮した安全かつ経済的な運
用・計画・解析作業を支援

電力系統における作業停止を効率的に行うために，作業停
止期間の調整業務を知識工学を応用したエキスパートシス
テムを適用して自動化

発電設備の定期補修計画作成業務を数理計画手法をベース
とした補修計画アルゴリズムにより高速かつ適正な補修計
画立案を自動化

GA（Genetic Algorithm），RTS（Reactive Tabu Search）
などの最新の組合せの最適化手法による
™常時開放点の変更による系統構成の決定
™電圧制御目標値の決定
™無効電力配分（SC，SOG，SVC）の決定

™分散電源導入による定常時の潮流，電圧系統解析
™分散電源連係の可否判定機能（将来）
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エレクトロニクス化，高度情報化の進展によって，社会

の電力依存度がますます増大しており，電力の供給に対す

る要求が一段と厳しくなっている。

このために，事故や故障などの異常が発生した場合の迅

速かつ正確な判断およびその対処，異常兆候の早期判断，

状況変化を予測した高度の運用，将来を踏まえた的確な計

画など，多岐にわたり運用・制御の高度化が要求されてい

る。

富士電機では，最新の高度情報処理技術を導入し，これ

らの要求にこたえられるような系統運用・運用計画機能を

開発している。

特長と機能

系統運用・運用計画分野のソリューション商品機能は表

２を参照いただきたい。これらの多くは，最新の技術であ

るインテリジェントシステム（IS）技術を応用し実用化し

たものである。

IS は，人工知能研究の成果の一つであるエキスパート

システム，ファジィ理論，ニューラルネットワーク，遺伝

的アルゴリズム，カオスなどの自然現象や生体機能，特に

人間の知的な能力を工学的に実現しようとするさまざまな

技術の総称である。

電力の系統運用・計画の業務は，データ処理や定型的な

操作・判断を除き，系統を熟知した運用者により行われて

いる。しかし，質量ともに従来の延長で人間系が処理でき

る範囲を超えつつあり，この支援または自動化が望まれて

いる。従来のロジックベースの手法では，運用者が行って

いた知的な処理をプログラム化するのが困難であったが，

IS 技術はこのような処理を得意としており，ロジックベー

スの手法に IS 技術を融合させ，表中の各機能を実現して

いる。

これらの機能の導入により，判断・計画に要する時間短

縮，作業量軽減，精度向上などが図られ，電力系統運用の

経済性，信頼性の向上も図ることができる。

システムマネジメントサービス

導入された業務システムやネットワークについての教育，

保守，Q&A，診断サービスを提供する。

情報インフラ構築サービス

ネットワークインフラの企画，設計，構築，運用支援や

グループウェア，WWWアプリケーションの導入，運用

支援サービスを提供する。

あとがき

本稿では，電力分野のソリューション商品を紹介した。

今後，電力分野の環境変化に対し電力の安定供給のために

さまざまな課題を解決するための技術開発推進に一層の努

力をしていく所存である。

（2）

富士時報 Vol.71 No.12 1998

648（10）

系統情報 
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図２　情報共有化システムの例
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まえがき

変化する地球環境や社会環境を背景に，上下水道分野に

おいても，直接部門・間接部門における業務の効率向上，

コスト縮減，市民サービスの向上が求められている。

このような状況のなかで，富士電機はさまざまなソリュー

ション技術（エネルギー，プラント，プロセス，電気・計

装・コンピュータシステム）をもって水環境問題に取り組

んでいる。太陽光発電，消化ガス発電，燃料電池発電など

のクリーンエネルギーや高度処理プロセスなどの研究に力

を入れ，さらにコンピュータによる解析・プロセスシミュ

レーションや水処理プラントの監視制御システムの製品ラ

インアップ作りに努めている。また，水質問題の増加によ

る水質管理のオンライン化のため，理化学，光学，バイオ

テクノロジーなどを要素技術とした多様なセンサを開発し

ている。

本稿では，広範な水環境の課題のなかで，上下水道にお

けるコンピュータシステムの構築，情報の共有化および維

持管理をトータルに解決する水処理ソリューション

「Aqua_MEISTER」について紹介する。

上下水道におけるコンピュータシステム構築の

課題

上下水道コンピュータシステムは，上下水道設備を安

全・安心・安定に運用するためのものであるが，従来の監

視・制御機能に加えて，高効率化を狙いとした運転計画，

保守，設備維持などの，より高度な管理機能を統合し実現

することが必要になってきている。

具体的には，①監視制御システムに蓄えたデータの活用，

②エンドユーザーコンピューティングの実現，③自由度の

拡張とコストの縮減，④制御と情報の融合，などが課題と

して挙げられる（図１）。

水処理ソリューションの体系

水処理ソリューション Aqua_MEISTER は上下水道分

野を，上水道事業向け，下水道事業向け，管工事事業向け

に大きく分けて，ソリューションメニューを体系化した。

図２にAqua_MEISTERの体系を示す。

この体系は，各事業それぞれに特徴のある課題を顧客と

ともに解決していくという水処理ソリューションの本質に

基づく体系としている。

また，上水道事業・下水道事業それぞれに，経理部門

（営業，経理，会計業務担当），設計・建設部門，維持管理

部門，運転計画および運用部門があり，これらが組織され

て「水処理」が行われている。そして，部門ごとにそれぞ

れの課題を抱えている。さらには，部門の組織形態は事業

体の規模や種類によって異なっている。

このような組織形態や部門ごとの業務内容の多様化に対

応するために，Aqua_MEISTERは導入前の業務分析サー

ビスや導入時の導入支援サービスさらに運用における維持

管理サービスを商品としている。また，システムの構築に

おいては各種の水道情報を共有するためのインフラストラ

クチャ（インフラ）技術を共通プロダクトとし，これまで

富士電機が開発してきた豊富な上下水道専用ソフトウェア

パッケージ商品を基本プロダクトとしている。

水処理ソリューションAqua_MEISTER
４.１ 上水道向け水処理ソリューション

上水道向けの水処理ソリューションを「Aqua_MEIS

TER/WaterWorks」と名付け，上水道特有のコンサルティ

ングサービスとキープロダクトとして上水道専用のパッケー

ジ群を組み合わせてサービスメニューを提供する。

図３にその全体の商品構成を示す。

コンサルティングは業務分析，新業務フロー立案，パッ

ケージ選定を含めた新システム構想の立案，効果予測など

を行う。その商品として次のサービスを提供する。

経理・会計コンサルティングサービス（1）

水処理ソリューション「Aqua --MEISTER」
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水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」

上水道の経理・会計業務に対するBPR（Business Proc-

ess Reengineering）サービス

施設・設備管理コンサルティングサービス

上水施設管理，プラントの設備管理，図面管理など管理

業務に関するBPRサービス

監視制御システム立案サービス

施設の設置・拡張・改良の計画やプラント監視設備など

のシステム設計に関する業務のコンサルティング

（3）

（2）
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こんな課題には？

経営・営業部門

™検針業務が大変
™調停，消込み，催促など
　手作業が多くて大変
™公営企業法対応が複雑で
　大変
™会計事務が雑多で処理が
　大変

こんな課題には？

運転管理部門

こんな課題には？

維持管理部門

™さまざまな文書，帳票の整理が
　大変
™配管などの竣工（しゅんこう）図
　面が膨大，一元管理できないか
™施設と図面の対照が大変
™給水台帳がすぐに検索できない
　か
™水質データや薬品の管理が大変

こんな課題には？

建設・工務部門

こんな課題には？

運用計画部門

™予測が外れ，計画修正に
　手間がかかる
™計画変更が多過ぎる。自
　動化できないか
™非常時対応のできる人が
　限られている

™機器台帳の情報更新が大変
™機器図面が膨大，一元管理
　できないか
™機器と図面の対照が大変
™工事費などの積算基準がさ
　まざまで見積りが困難

™運転の安定化，最適化が難しい
™水量・水質管理資料，日報・月報の
　作成が大変
™設定値変更が頻繁でノウハウが必要
™薬注率の設定値変更が煩雑で経験が
　必要
™保守・点検作業が煩雑で経験が必要
™計器，設備の異常の早期発見

このソリューション
メニューで解決！

™水道料金システム
™企業会計システム
™固定資産管理システム

このソリューション
メニューで解決！

このソリューション
メニューで解決！

™図面管理システム
™施設管理システム
™水質管理システム

このソリューション
メニューで解決！

™需要予測システム
™管網計算システム
™送水計画システム
™場内水運用システム
™取水計画システム

このソリューション
メニューで解決！

™設備管理システム
™図面管理システム
™設計積算システム

™監視制御システム
™データロガー装置
™日報作成装置
™薬注制御
™インテリジェントアラーム

こんな課題には？

情報共有

™局外（市民，他事業体），
　局内（各部門）の情報の
　インターネット化を図
　り，スピ－ド化とペー
　パーレス化を行いたい
™局内ホストとインター
　ネット端末との整合を図
　りたい
™事務処理の効率化を図り
　たい

こんな課題には？

非常時水運用

™管網をブロック化したが赤水の発生
　が多い
™管工事・渇水時の水運用計画が煩雑
　で難しい
™渇水時の減圧操作箇所とその評価が
　できないか
™火災時に赤水苦情が多い

こんな課題には？

送水（取水）計画

™送水量の変更が多く経験が必要
™計画を立てても実績と合わず，
　自動調整したい
™取水量を安定にしたい
™自己水源を有効に使いたい
™取水量の設定を自動化したい

こんな課題には？

需要予測

こんな課題には？

配水制御・場内水運用制御

™配水圧力の変動が大きい
™配水圧力制御がうまくい
　かない
™管網ブロック化による給
　水制御を最適化したい
™配水池からのオーバー
　フローをなくしたい
™1日の処理量の変動が大
　きく安定化したい

™予測演算用パラメータの調
　整を自動化できない
™配水池により予測が合わな
　い
™簡単で分かりよい方法はな
　いか

このソリューション
メニューで解決！

™インターネット・イント
　ラネット構築サービス
™クライアント・サーバ運
　用管理サービス
™ネットワーク構築
　サービス
™グールプウェアパッケー
　ジ（ExchangeUSE）
™ドキュメント管理パッ
　ケージ

このソリューション
メニューで解決！

このソリューション
メニューで解決！

™動的計画法
™線形計画法
™計画検定・修正・調整演算
™水運用シミュレータ
™流入予測
™需要予測
™性能・有効性診断・調整サポー
　ト

このソリューション
メニューで解決！

このソリューション
メニューで解決！

™管網計算システム
™管網末端圧力制御
™場内水運用計画
™性能・有効性診断・調整
　サポート

™カルマンフィルタ
™ニューラルネットワーク
™回帰式
™類似パタ－ン抽出
™水運用シミュレータ
™性能・有効性診断・調整サ
™ポート

™管網計算
™送水計画
™取水計画
™赤水解析
™性能・有効性診断・調整サポート

図１　水処理分野の課題

経理・営業部門

経　理

建設・工務部門

設計・建設

維持管理部門

維持管理

運用計画部門

運用計画

運転管理部門

監視・制御

情報インフラ

上水道 下水道 管工事

Aqua_MEISTER（水処理ソリューション）

Joint_MEISTER （グループウェア，ドキュメント管理，WWWアプリケーション）

Info_MEISTER （インターネット，イントラネット） 

Manage_MEISTER （クライアント・サーバ運用管理）

Net_MEISTER （ネットワ－ク構築）

Support_MEISTER （バックアップサポート）

Aqua_MEISTER/WaterWorks

™水道料金　™企業会計
™固定資産管理

™需要予測　　™管網計算
™送水計画　　™取水計画
™場内水運用　™気象情報

™設備管理
™設計積算　™図面管理

™施設管理　™水質管理

Aqua_MEISTER/SewageWorks

Aqua_MEISTER
/PipeWorks

™下水道料金　™企業会計
™固定資産管理

™給水申請　™排水申請
™道路占用許可申請
™道路使用許可申請
™地図管理　™図面管理
™設計積算　™情報参照

™降雨情報
™OD（Oxidation Ditch）法
™維持管理

™FAINS　™LOGACE　™インテリジェントアラーム
™凝集コントロール

™設備管理
™設計積算　　™図面管理

™施設管理　　™水質管理

図２　Aqua_MEISTERの体系



水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」

水運用計画立案サービス

薬品注入（薬注）・水質の制御，および取水から配水ま

での水運用計画についてシミュレーション技術を利用した

制御方式の立案サービス

４.２ 下水道向け水処理ソリューション

下水道向けの水処理ソリューションを「Aqua_MEIS

TER/SewageWorks」と名付け，下水道特有のコンサル

ティングサービスと下水道専用のパッケージ群を組み合わ

せてサービスメニューを提供する。コンサルティングサー

ビスとしては上水道と同様に経理・会計，施設・設備管理，

監視制御システム立案を提供する。

４.３ 管工事向けソリューション

管工事向けの水処理ソリューションを「Aqua_MEIS

TER/PipeWorks」と名付け，管工事特有のコンサルティ

ングサービスと管工事専用のパッケージ群を組み合わせて

サービスメニューを提供する。管工事のコンサルティング

サービスとして，以下の申請業務などに対する，業務分析，

新業務フロー立案，パッケージ選定を含めた新システム構

想の立案，効果予測などを行う。

給排水申請業務

水道局や下水道局などへ申請する給排水申請書の作成お

よび申請書や完成図の管理に関する業務

道路占用許可申請業務

道路管理者（市長，知事など）へ申請する道路占用許可

申請書の作成および申請書や許可書の管理に関する業務

道路使用許可申請業務

警察署へ申請する道路使用許可申請書の作成および申請

書や許可書の管理に関する業務

サービス商品体系

Aqua_MEISTER は企画・コンサルティング，システ

ム設計・導入，運用・保守というシステムライフサイクル

のフェーズごとに商品をメニュー化している。一例として

図４に設備管理のサービス商品体系を示す。

企画・コンサルティング（BPR）

企画・コンサルティングのフェーズでは業務分析手法

「BisionFrame」を適用して，顧客の現状の業務を分析し

実行計画の立案，顧客特有の業務とパッケージ機能との

ギャップの明確化，新業務構想，新システム化構想，効

果予測などを行いシステム基本設計書に展開する。

システム設計・導入

システム設計の段階では，システムの機能設計を行う設

計受託サービスを商品としている。また，導入段階におい

ては，インストールやカスタマイズ，さらにはシステムの

調整を行う構築支援サービスを商品として提供する。

運用・保守

システム導入後の段階では，操作指導や保守管理（バー

ジョンアップなど）などをメニューとしてそろえた運用支

援サービスを商品としている。また，Q&Aサービスやシ

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）
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コンサル
ティング 運　用企　画 構　築

BPR
コンサルティング
　サービス

システム企画サービス SIサービス
カスタマイズサービス

導入支援サービス

上水道ソリュ－ションパッケージ　Aqua_Surfin

BisionFrameとは情報ネットワーク分野を対象とした業務高度化のためのコンサルティング手法である。業務分析によるコンサルティングとシステム企画を行う
システムコンサルティングを実施する。

経理・会計BPRサービス

企業会計
設備管理

料金計算

規格（ISO）文書管理サービス

情報共有

設計積算 監視制御 異常検知

電子決裁
防災
緊急情報

固定資産
管理

施設・設備管理
BPRサービス

携帯端末給水水質
管理 施設管理 図面管理 水質管理

設計・計画支援サービス

管網計算 需要予測 場内水運用 送水計画 取水計画

気象情報 薬注制御

運用計画立案サービス

グループウェア
WWWアプリ
ケーション
〈Joint_MEISTER〉

インターネット
イントラネット
構築
〈Info_MEISTER〉

情報インフラ
診断・企画

CS運用管理

〈Manage_
    MEISTER〉

ネットワーク
構築

〈Net_MEISTER〉

情報
インフラ
構築
サービス

業務分析手法
BisionFrame

経理・会計
コンサルティング
サービス

施設・設備管理
コンサルティング
サービス

監視制御システム
立案サービス

水運用計画
立案サービス

規格（ISO）文書
管理サービス

情報インフラ
診断・企画サービス

コンサルティング
サービス　　　　

〈Support_MEISTER〉
システムマネジメント

サービス

アウトソーシング
サービス

水道検針業務

各種入力業務

システム運用教育
システム運用診断

システム運用
管理サポート

ネットワークQ&A
ネットワーク診断

維持管理委託業務

上水道業務
システム運用管理
サポート

上水道業務
パッケ－ジ保守

Q&A

上水道業務
システムリモート
メンテナンス

運用パラメータ
調整業務

ヘルプデスク

アウトソーシングサービス
アプリケーションメンテナンス
パッケージ保守

パッケージ選定コンサルティング

FIT/GAP分析
システム構成設計コンサルティング

™運転管理委託
™保守委託
™点検委託
™簡易修理委託
™清掃委託

図３　上水道向けソリューション「Aqua_MEISTER/WaterWorks」



水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」

ステムの負荷状況の監視，稼動状況の監視，さらに各種デー

タの入力業務サービスもメニュー化した保守・Q&Aサー

ビスを商品として提供する。

サービス商品の具体例

６.１ 確立された業務分析サービス

顧客の課題や悩みを解決するためには，最初に現状業務

を把握し問題点リストや現状の業務フロー図を整理し作成

する必要がある。Aqua_MEISTER ではこのような業務

分析を行う手法としてBisionFrame を用いる。

この手法では業務全体を鳥瞰（ちょうかん）分析できる

ため，異なる部門の担当者が全員参加で問題点の把握や分

析ができるというメリットがあり，無駄な処理や処理渋滞

を把握することが可能で改善の対象範囲を抽出しやすい。

分析結果の具体例として，図５に業務改善後の水道料金

業務のフロー図を示す。

システム構築にあたり業務パッケージの導入や顧客業務

手順の見直しなどがあるが，このような手法により最適な

システムの企画が可能となる。

６.２ 豊富な水処理専用パッケージ群

水処理専用のパッケージは大きく分類して，経理・営業

系パッケージ，維持管理系パッケージ，運用計画系パッケー

ジ，監視制御系パッケージがある。これらの豊富なパッケー

ジがキープロダクトとして水処理ソリューションの中心と

なっている。ここではこれらのパッケージの代表的なもの

について記す。

経理・営業系パッケージ

水道料金計算

受給者台帳に基づき，毎月の検針，徴収，集計，調定

業務を行う。

企業会計

予算編成のための事務。決算，収入，支出，振替に伴

う会計上の資産価額管理を行う。

固定資産管理

地方公営企業法に基づいた資産分類の体系化を行い台

帳化することにより，資産評価額を算出し，保有資産の

取得価格，資産の財源内訳，減価償却費などを把握する。

維持管理系パッケージ

設備管理

電気機器や機械設備の仕様，メーカー，形式，故障・

点検履歴を体系化して管理する。また，固定資産管理シ

ステムとの情報共有化を実現する。

施設管理

場内施設や場外施設（配水管，仕切弁，消火栓など）

を地図と台帳で管理する。

図面管理

施設機器の各図面情報をデータベース化し，情報の最

新性の確保と図面検索時間の短縮を図る。

運用計画系パッケージ

薬注・水質の制御および取水から配水までの運用計画な

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）
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企画・コンサルティング 設　計 導　入 運用支援

設計受託サービス

〈機能設計〉
　①機器台帳機能
　②機器完成図管理機能
　　（オプション）
　③故障履歴管理機能
　④定期点検履歴管理機能
　⑤修繕対象機器選定機能
　⑥補修履歴管理機能
　⑦建物台帳管理機能
　⑧建物補修履歴管理機能
　⑨マスタ保守機能
　⑩データベース構造
　⑪ネットワーク機能

業務コンサルティングサービス

ギャップ分析サービス

〈現状分析〉
　①現状システムの調査
　②現状業務内容の調査

〈実行計画立案〉
　①実施テーマの決定支援
　②実行計画作成支援

〈新業務構想〉
　①新業務フロー作成
　②システム化の対象部分の選定

〈効果予測〉
　①投資金額見積り

〈新システム化構想〉
　①システム要件分析
　②移行手順

〈業務分析〉
　①工事情報の整理
　②耐用・残存年数整理
　③機器仕様項目整理
　④定期点検項目整理
　⑤現状業務フローの作成
　⑥問題点・改善項目の洗い出し　

〈カスタマイズ項目選定，設計〉
　①各種マスタ情報機能
　②機器，建物台帳管理機能
　③帳票類印字，表示書式
　④データベース構造
　⑤ネットワーク機能

開発受託サービス

〈機能開発〉
　①機器台帳機能
　②機器完成図管理機能
　　（オプション）
　③故障履歴管理機能
　④定期点検履歴管理機能
　⑤修繕対象機器選定機能
　⑥補修履歴管理機能
　⑦建物台帳管理機能
　⑧建物補修履歴管理機能
　⑨マスタ保守機能
　⑩データベース構造
　⑪ネットワーク機能

導入・調整サービス

™インストレーションサービス
™カスタマイズ
™動作確認

運用支援サービス

™操作指導教育
™保守管理
™オンコール対応
™バージョンアップコンサルティング
™機能レベルアップコンサルティング
™既存データコンバート

保守・Q&Aサービス

™Q&Aサービス
™稼動状況監視
　（システム負荷状況
　　監視）
™重要障害監視
™ソフトウェア保守
　（基本ソフトウェア，
　　アプリケーション
　　ソフトウェア）

構築支援サービス

™機器台帳データベース構造構築　　™機器台帳機能構築
™機器完成図データベース構造構築　™建物台帳機能構築
™建物台帳データベース構造構築　　™データ交換機能構築
™ネットワーク構築

図面データ
入力サービス

™各種マスタ情報
™工事台帳
™機器台帳
™機器完成図
™定期点検台帳
™建物台帳
　ほか

図４　設備管理サービスメニュー



水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」

どをシミュレーション技術を利用して効率的な水運用を実

現する。管網計算，需要予測，場内水運用，取水送水計画，

薬注制御などがある。

監視制御系パッケージ

プラントの監視制御などを実現するパッケージである。

監視・操作対象に応じた情報の表示と操作の手順をマルチ

メディア情報の形でオペレーターに通知するなどのシーン

ベースド監視や設備機器に設置した各種センサからの計測

情報と音響・画像情報により総合判断を行うインテリジェ

ント監視を特長としている。

６.３ 情報インフラ構築サービス

顧客の課題解決のためには図６のように水処理パッケー

ジ間でのデータの共有や連携を行う必要がある。さらに，

市民サービスを含む各部門間のデータ共有化を進めること

により，より効果的なシステムを構築することができる。

この連携を実現するのが以下の Solution_MEISTER 情

報インフラ構築サービスであり，それぞれ企画・構築・運

用までの商品を整備している。

「Joint_MEISTER」

WWWアプリケーション，グループウェアなどのコミュ

ニケーションシステムの導入から運用・保守を支援する。

「Info_MEISTER」

インターネット・イントラネットに関するサービスの提

供を行う。

「Manage_MEISTER」（3）

（2）

（1）

（4）
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図５　業務フロー図例

市民サービス

経理・営業部門

施設・管理部門

浄水・計画部門

取水設備 浄水設備 送水設備 配水設備

建設・工務部門

水道料金 企業会計

図面
管理

施設
管理

設備
管理

設備
管理

図面
管理

設計
積算

固定資産
管理

他県情報

顧客各個人

気象庁

™需要予測™気象情報
™管網計算
™水運用シミュレーション
™送水（取水）計画

™凝集コントロール
™LOGACEシリーズ
™FAINSシリーズ

図６　水処理情報データ連携



水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」

システム運用の管理（企画・構築・運用）を支援する。

「Net_MEISTER」

ネットワークインフラの企画・設計から構築・運用を支

援する。

６.４ 運用・保守サービス

富士電機では，運用・保守サービス商品として次のよう

に分類している。

運用支援を行うシステムマネジメントサービス

業務の委託を受けるアウトソーシングサービス

システムマネジメントサービスではヘルプデスクをはじ

めとした業務パッケージの保守やシステム運用の教育およ

び診断，さらにはネットワーク診断などの商品

「Support_MEISTER」を取りそろえ，アウトソーシング

サービスでは維持管理業務（運転管理，保守・点検委託な

ど）や各種データの入力業務（図面管理，台帳管理など）

を商品化していて，システムの企画・導入から運用・保守

まで製品のライフサイクルを見つめ，製品の効率的な運用

と維持管理を提供する。

あとがき

本稿では水処理システムの中核となる情報処理部分のソ

リューション商品を紹介した。水処理におけるさまざまな

危機管理，すなわち電気・監視制御システムの耐震設計技

術，渇水による給水制限・断水の最小化技術，水源水質悪

化・異物混入に対する対応技術，さらにはコスト縮減や

ISO9000 および ISO14000 シリーズを踏まえた，エンジニ

アリング・施行・品質管理技術をこれまでに蓄積した水処

理技術と融合させ水処理ソリューションとして提供してい

く所存である。

参考文献

伊藤晴夫ほか：水質関連ソリューション技術の動向と展望，

富士時報，Vol.70，No.6，p.299-302（1997）

伊藤晴夫ほか：地球環境を守る水処理技術の動向と展望，

富士時報，Vol.71，No.6，p.311-315（1998）
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〔特　　許〕
最近登録になった富士出願

登録番号 名　　　　称 発明者 登録番号 名　　　　称 発明者

2808875 座間　忠良半導体素子吸着，分離及び組立装置

2808882 岩室　憲幸絶縁ゲート型バイポーラトランジス
タ

2808886

河島　朋之
加藤　久人
加藤　利明
谷口　春隆
柴田　一喜

エレクトロルミネッセンス表示板

2809235 加藤　久人
河島　朋之

エレクトロルミネッセンス表示パネ
ルの発光膜の成膜方法

2809238 入間野泰夫記録装置

2809241 小糸　信幸
木佐　一之インクジェット記録装置

2809253 山崎　智幸
熊谷　直樹

注入制御型ショットキーバリヤ整流
素子

2809421 金田　裕和
安部　浩司ほう素拡散方法

2804949
福田　和彦
福島　慶之
伊東　正明

動画像の処理方法

2806042 村松　義久半導体装置用静電接合装置

2806080
坂本　　守
高坂　憲司スナバエネルギー回生回路

2806386 松本　浩造インクジェット記録ヘッド

2806398

川上　孝次
田中　良春
星川　　寛
中村　裕介
田中　猛夫

トリハロメタン分析計

2806399
天野　雅世
黒田　昌美
古庄　　昇

電子写真用感光体

2807417 宮内　広二パンタグラフの軸間距離調製装置

2808732
内田　直司
小塙明比古回路遮断器の接続導体

2808797 長沢　　誠燃料電池発電装置およびその制御方
法

2808821
今西　　浩
新井　利孝電気浸透式脱水機

2808843 野原　繁美半導体圧力センサの製造方法

2808865 壹岐　浩幸
中島　昌俊高調波フィルタの接続方法

2808871 西村　武義MOS型半導体素子の製造方法

2808867 榎本　博文燃料電池合金触媒の製造方法



菅井　賢三

産業計測システムのエンジニアリ

ング業務に従事。現在，システム

事業本部産業・計測システム事業

部ソリューション営業技術グルー

プ組立生産ソリューション部長。

寺 健

産業分野向けパッケージソフト

ウェアの開発，および応用システ

ム開発に従事。現在，（株）FFC

システム本部第一 SI統括部組立

ソリューション技術部担当課長。

加藤　知一

産業分野向けシステムエンジニア

リング業務に従事。現在，（株）

FFCシステム本部第一 SI統括部

組立ソリューション技術部担当課

長。
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まえがき

変化する社会環境，グローバルレベルでの企業間競争の

激化，長引く不況のなか，国内の製造業は，設計ー調達ー

生産ー販売にわたるビジネスリードタイムの短縮，直接部

門・間接部門における生産性の向上，製造コストの低減な

どの経営課題を早急にかつ安いコストで解決しなければな

らない状況にある。

一方，インターネット，ネットワーク，マルチメディア，

Windows
〈注 1〉

パーソナルコンピュータ（パソコン）という情

報通信技術の進展は，従来のホストコンピュータ，オフィ

スコンピュータ中心のシステムでは解決できなかった課題

を実現できるレベルになってきている。

このため，各企業とも，機械設備への投資は抑止しなが

らも，情報化投資は避けられない状況にある。

富士電機は，これまで製造業の加工組立分野において，

数多くの生産システムを構築してきた。今回，その構築ノ

ウハウを体系化し，ユーザーが抱えるさまざまな問題に最

適な解決方法を提供する製造業向けソリューションサービ

スとして「Factory_MEISTER」を開発し，提供を開始し

た。

本稿では，加工組立産業における生産活動の効率化を支

援する加工組立ソリューション「Factory_MEISTER」に

ついて紹介する。

製造業ソリューションサービス体系

顧客の課題を解決するとき，ただ提案するだけでなく，

具体的な商品があってはじめて顧客に納得いただくことが

できるものである。そこで，顧客の業務システム構築にあ

たって，Windows パソコンをベースとした質の高いサー

ビスとパッケージをそろえ，企画・設計・構築・運用段階

まで，システムのライフサイクル全般にわたる最適な業務

ソリューションの提供を可能にしている。

〈注 1〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

特に，加工組立ソリューションでは，工場の各部門が抱

える悩みを具体的に解決するソリューションと，加工組立

分野向けの現場ノウハウを組み込んで，早く安くシステム

を構築できる商品群（サービス，パッケージ）を用意して

いる。

２.１ 各部門の悩みとソリューション

製造業の各部門の方々が抱える悩みに対して，表１に示

すように最適なソリューションを提供している。

２.２ 特　長

ライフサイクル全体をサポート

製造現場を中心とした生産，調達，製品，品質，設備維

持に関するコンサルティングサービス（BisionFrameシリー

ズ），ソフトウェアパッケージ（NEOfactoryシリーズ）の

導入および SI（System Integration）サービス，カスタマ

イズサービス，運用サポートからなる業種ソリューション

である。

なお，BisionFrame とは，情報ネットワーク分野を対象

とした業務合理化のためのコンサルティング手法で，富士

電機が開発したものである。業務分析によるコンサルティ

ングとシステム企画を行うシステム分析から構成されてい

る。

広範な対象範囲

大手製造業の各部門（生産，品質保証など）から中小製

造業まで，広範囲を対象としている。

活用されているサイトノウハウ

富士電機社内工場，および自動車などの量産品工場を中

心とした現場ノウハウをパッケージ・サービス商品化した

ものであり，各業務データベース項目，業務間インタフェー

ス，機械設備インタフェースを標準化・再利用できるよう

にしている。

オープンプラットホーム

プラットホームは，サーバ（WindowsNT
〈注2〉

）・クライア

〈注 2〉WindowsNT：米国Microsoft Corp. の登録商標

（4）

（3）

（2）

（1）
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菅井　賢三（すがい　けんぞう） 寺 健（てらさき　たけし） 加藤　知一（かとう　ともかず）
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ント（WindowsNT，Windows95 以上），データベースは

ORACLE
〈注3〉

（一部 SQL Server
〈注4〉

，Objectstore
〈注5〉

）を採用してい

る。

加工組立ソリューション Factory_MEISTER
Factory_MEISTER は，加工組立分野の製造現場部門

におけるさまざまな問題に最適な解決方法を提供する 6種

類のBPR（Business Process Reengineering）コンサルティ

ングサービス（BisionFrame シリーズ）と，15 種類のソ

リューションパッケージ（NEOfactory シリーズ）を体系

化したソリューションである（図１）。

BPRサービスから導入支援，運用サポートまでのシス

テムのライフサイクル全体をサポートしている。

３.１ BPRコンサルティングサービス

顧客の業務分析を通して，課題の抽出と具体的な解決策

を顧客と共同で立案していくコンサルティングサービスで

ある。購買や生産計画などにかかわる業種・業務を特定し

た六つのサービスメニューが統一された手法BisionFrame

をベースにパッケージ化してある。これらには，富士電機

の生産システムに関するノウハウが詰め込まれており，最

適な提案が可能である。

購買BPRサービス

〈注 3〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注 4〉SQL Server ：米国Microsoft Corp. の商標

〈注 5〉Objectstore ：米国Object Design 社の登録商標

購買 BPRのため，調達業務（見積り，発注，受入れ，

検収）・管理業務（予算，決算，取引先評価など）の現状

把握と業務分析を行い，新業務フロー立案，パッケージの

選定適用を含む新システム構想立案，効果予測を行う。

生産計画高度化サービス

生産管理部門の現状把握と業務分析，かんばん繰返し生

産，見込み生産，受注生産などの各種生産方式に対応した

新業務フロー立案，パッケージの選定適用を含む新システ

ム構想立案，効果予測を行う。

製造現場トータル管理サービス

製造現場の現状把握と業務分析を行い，製造工程管理，

設備稼動・品質状況把握のための新業務フローを立案，図

面・映像などのマルチメディア技術を適用したパッケージ

の選定適用を含む新システム構想立案，効果予測を行う。

品質管理BPRサービス

品質管理を効果的に実施するため，品質管理・検査業務

の現状把握と業務分析を行い，新業務フロー立案，パッケー

ジの選定適用を含む新システム構想立案，効果予測を行う。

規格（ISO）文書管理サービス

規格文書の作成，配付，承認・保管といった ISO9000/

ISO14000 にかかわる文書管理業務の電子化を行い，業務

効率向上の提案を行う。

情報インフラストラクチャ（インフラ）診断・企画サー

ビス

基幹業務システムのオープン化，ネットワーク化，イン

ターネット・イントラネットの構築などの情報インフラ診

断を実施し，次期システムの在り方について提案を行う。

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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表1　各部門の悩みとソリューション

部　門 悩み・課題 ソリューションメニュー

設計・生産技術部門

生産計画・管理部門

購買部門

製造部門

品質管理部門

保全部門

出荷部門

部門共通
（情報共有化）

™設計部門（工機設計，金型設計）において，原価（工数）見積精度を上げたい。
™設備初期流動（立上げ時）における停止要因を把握したい。
™工程設計および省人化設備を計画する場合に作業分析を実施したい。

™オーダ変動（内示・確定）に追従した生産計画を立案し，過剰在庫を防止したい。
™雑然とした平置場の入出庫管理・在庫管理をしたい。

™見積発注業務のスピードアップ。
™購買データの情報共有化を図り，管理工数を低減させたい。
™企業間取引の標準化（EDI）に対応したい。
™発注指示時に正確な在庫を把握したい。

™誤組付，部品欠品を防止したい。
™自工程以外の前工程，後工程の生産状況をリアルタイムで把握したい。
™工程内不良が発生した場合，関係部門とリアルタイムで対策を実施したい。
™設備ごとの作業前点検忘れを防止したい。

™ISO9000取得のための環境整備を行いたい。
™受入検査，製品検査の基準書と検査データ，製品ロットとの履歴を管理したい。
™検査基準書をCADデータと連携して編集し，各検査部門に電子化して配付したい。

™巡回保守点検業務を効率化したい。
　（点検ミス防止，現場での履歴検索，マルチメディア報告書）
™設備の異常停止原因を無人で記録したい。

™出荷場のロケーション管理を効率化し，製品在庫を正確に把握したい。

™社外（顧客・仕入先），社内（各部門）の情報のインターネット化を図り，スピ
　ードアップとペーパーレス化を図りたい。
™社内ホストコンピュータとインターネット端末との整合を図りたい。
™事務処理の効率化を図りたい。

™原価見積支援パッケージ
™設備映像記録パッケージ

™JIT生産管理パッケージ
™計画スケジューラ
™在庫管理パッケージ

™購買EDIパッケージ
™在庫管理パッケージ

™ビジュアル作業指示パッケージ
™設備稼動管理パッケージ
™工程管理パッケージ
™品質履歴管理パッケージ
™実績収集監視パッケージ

™品質管理パッケージ
™ビジュアル検査（受入れ・製品）パッケージ
™ドキュメント管理パッケージ

™マルチメディア携帯端末による巡視点検システ
　ム
™設備映像記録パッケージ

™在庫管理パッケージ

™インターネット・イントラネット構築サービス
™クライアント・サーバ運用管理サービス
™ネットワーク構築サービス
™グループウェアパッケージ
™ドキュメント管理パッケージ
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３.２ 製造業ソリューションパッケージNEOfactory シリー

ズ

顧客の工場の各種業務（計画，調達，製造，品質保証，

設備維持，ISO9000 基準書作成など）の課題解決と合理化

を目的に，操作性に優れたWindows をベースにパソコン

分散環境で動作するソリューションパッケージ（図２）と，

それらを導入するためのサービスから構成されている。

システム企画サービス

システム機能要件を満足するパッケージの選定と適用す

るための差異把握（FIT/GAP）分析を実施し，最適なシ

ステム構成を設計する。

SI ・カスタマイズサービス

従来のシステム構築では，顧客の要件に応じて一つ一つ

構築していたので，時間もコストも非常に多く掛かってい

た部分である。

そこで，ビジュアル検査，設備稼動管理といったパッケー

ジで，ある程度部品化を図り，それらを組み合わせること

で，短い工期と低価格で，顧客の要望に応じたシステムの

構築ができるようにしている。

また，パッケージの機能拡張・変更作業（カスタマイズ），

新機能の開発なども行い，システム機能要件に合ったシス

テムを構築している。

加えて，富士電機の情報通信にかかわるハードウェアや

ソフトウェアなどの自社製品だけでなく，他分野・他業種

の競争力ある市販のハードウェア・ソフトウェアを活用し，

顧客の立場になって目的にかなったシステムを構築する。

導入支援サービス

インストールやセットアップ，動作確認などのシステム

導入にかかわる作業の支援（作業代替）を行う。

運用保守

リモートメンテナンスも含めたクライアント・サーバシ

ステムの運用保守，問題解決支援（Q&A，障害切分け支

援），技術情報提供，更新版ソフトウェアの提供などを行

う。

適用例

４.１ マルチメディア工場事例

富士電機の社内工場では，「顧客サービス向上」「経営管

理の質的向上」「製造生産性向上」「顧客に PRできる最新

工場」などを狙いとして，徹底的な生産性追求に取り組ん

でいる（図３）。

この工場では基幹系の生産管理はすでにシステム化され，

以前から生産性向上に取り組んできた。しかし，製造現場

の業務分析を実施した結果，現場にはまだ多くの改善の余

地が残されていることが判明した。そこで，製造現場のマ

ルチメディア化など最新の情報技術を導入し，業務改善を

実施した結果，間接人員の削減，稼動率向上を達成するこ

とができた。

（4）

（3）

（2）

（1）
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BPR 
コンサルティング 
サービス 

コンサルティング 
サービス 

購買 
BPRサービス 

生産計画 
高度化サービス 

製造現場トータル 
管理サービス 

品質管理 
BPRサービス 

規格（ISO)文書 
管理サービス 

情報インフラ 
診断・企画サービス 

システム企画サービス 

パッケージ選定コンサルティング 

FIT/GAP分析 

システム構成設計コンサルティング 

SIサービス 
カスタマイズサービス 

導入支援サービス 

ヘルプデスク 

アウトソーシング 
サービス 

アプリケーション 
メンテナンス 

パッケージ保守 

… 

製造業ソリューションパッケージ　NEOfactory　シリーズ 
(Network based Enterprise Optimizing for factory)

購買EDI 
<NEOpurchase>

JIT生産管理 
<NEOJustInTime>

計画スケジューラ 
<PROKSA>

ドキュメント管理 
<NEOfiling>

実績収集監視 
<NEOPDS>

原価見積り 
<NEOestimation>

在庫管理 
<PRORIMS>

工程管理 
<PROFACT>

品質管理 
<NEOquality>

携帯端末 
<NEOpatrolman>

ビジュアル検査 
<NEOinspection>

ビジュアル作業指示 
<NEOinstruction>

設備稼動動管理 
<NEOavailability>

品質履歴管理 
<NEOtraceability>

映像記録 
<NEOvideo>

情報インフラ構築サービス 

グループウェア 
WWWアプリケーション 
〈Joint_MEISTER〉 

インターネット・ 
イントラネット構築 
〈Info_MEISTER〉 

クライアント・サーバ 
運用管理 

〈Manage_MEISTER〉 

ネットワーク構築 
〈Net_MEISTER〉 

コンサルティング 企　画 構　築 運　用 

図１　加工組立ソリューション「Factory_MEISTER」
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かんばん方式の繰返し生産に対応した日程計画立案， 
実績管理，在庫管理，進捗（しんちょく）管理を実 
現。 

設備・工程単位の生産計画を立案し，ガントチャー 
ト上で負荷と納期のシミュレーションを行いながら 
生産計画を確定させることができる。  

購買 
購買EDI＜NEOpurchase＞ 

個別受注生産品の原価見積データの管理，過去の類 
似製品検索と再利用を実現。 

工場内平置倉庫のロケーションごとに，入出庫や在 
庫をバーコードやハンディ端末で正確に管理できる。 

生産計画に基づき，作業指示，実績収集，品質履歴 
など製品やロット単位に管理することができる。 

原価見積り 
原価見積り＜NEOestimation＞ 

検査場所の図面と手順書を統合管理し，ペーパーレ 
ス，リアルタイムで受入検査・製品検査業務を支援。 

受入検査・製品検査 
ビジュアル検査＜NEOinspection＞ 

各部門の文書情報を共有化するためのイントラネッ 
ト対応文書管理システム。ドキュメントサーバ，認 
証サーバ，WWWブラウザで文書管理を実現。 

情報共有 
ドキュメント管理＜NEOfiling＞ 

ワークフローの起票から決裁まで，進捗・履歴・実 
績表示の一連の機能を利用できる。りん議申請，工 
場規格など業務規約の作成承認，回覧配付など幅広 
く応用可能。本商品は，ExchangeUSE製品。 

電子決裁 
ワークフロー＜スタートワークフロー＞ 

監視対象を映像で常時監視し，異常検出信号と連動 
して，異常発生前後の映像を自動記録し，再生も可 
能。ライン立上げ初期流動の異常原因解析，作業分 
析改善などに利用可能。 

設備異常・作業分析 
映像記録＜NEOvideo＞ 

製品の品質情報（試験，検査データ）を集計し，各 
種品質管理情報（試験成績書，部品不良計上リスト 
など）を作成。 

＊1 PROKSA，＊2 PRORIMS，＊3 PROFACT：富士通（株）の製品 

品質管理 
品質管理＜NEOquality＞ 

地図による点検ルートの道案内，無線による点検現 
場とセンターを結んだ現場映像の共有と協調作業な 
ど，巡回点検や故障発生時の復旧作業をマルチメ 
ディア携帯情報端末で支援。オフライン現場データ 
収集，入荷時の受付検収，倉庫内棚卸しなどへの応 
用が可能。 

巡視点検 
携帯端末＜NEOpatrolman＞ 

製品の品質情報（試験，検査データ）をオンライン 
リアルタイムで収集監視し，各種統計処理結果のト 
レンド表示（－ｘ-Ｒ管理図，ｐ管理図，pn管理図な 
ど），アラーム出力（管理上下限オーバーなど）な 
どを行う。 

 
品質履歴管理＜NEOtraceability＞ 

組立工程の図面写真と手順書を統合管理し，ペー 
パーレス，リアルタイムで作業のチェックポイント 
を表示し，組立作業を支援。 

作業指示 
ビジュアル作業指示＜NEOinstruction＞ 

設備の稼動状況をオンラインリアルタイムで監視 
し，設備能力管理のための各種稼動実績を表示。 

設備能力 
設備稼動管理＜NEOavailability＞ 

在庫管理 
在庫管理＜PRORIMS＞ 

ライン管理 
工程管理＜PROFACT＞ 

生産計画 
JIT生産管理＜NEOJustInTime＞ 

 
計画スケジューラ＜PROKSA＞ 

調達（見積り，発注，受入れ，検収）ワークフロー 
システム，購買管理データベース（予算，決算，取 
引先評価）の共有化，取引先との電子データ交換 
（EDI）を実現。 

＊1

＊3＊2

図２　NEOfactory ソリューションパッケージ
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NEOfactory シリーズのパッケージは，このような実際

の工場で生産性向上を目的とした現場ニーズ・現場ノウハ

ウに基づいて出来上がった商品である。

４.２ 購買業務合理化事例

富士電機の全工場（本社も含む）は，見積発注業務のス

ピードアップ，購買データの情報共有などを目的に，購買

EDI（Electronic Data Interchange）の仕組みで，購買業

務（資材調達，見積り，発注）が運用されている。本シス

テムは，日々の納期管理やクレーム対応などの社内調整に

掛かる時間を軽減し，購入依頼受付，見積り，発注などの

本来業務を円滑に進められるようになっている。さらには，

合理化活動で収集したような情報を全社共有データベース

として共有化できるような仕組みを提供している（図４）。

本システムは三つの特長を有している。

全社情報共有

全社共有データベースを有し，全社のどこからでも，取

引先の最低価格などの情報を共有（参照）できるようになっ

ている。

ワークフローと電子承認

購入依頼受付，決裁などにワークフローと電子承認を利

用して，見積発注業務の効率化・スピードアップを実現し

ている。

取引先とのEDI

企業間取引の標準化（EDI）に対応すべく，外部取引先

とはEDI による電子決裁を可能にしている。

あとがき

本稿では，製造業加工組立分野における業種ソリューショ

ン「Factory_MEISTER」について紹介した。現在，幾つ

かの顧客の事業所においても，これらをベースとしたシス

テムを構築中である。

今後とも，新技術を積極的に取り入れ，富士電機グルー

プ全体で，広く顧客の問題解決に寄与していけるよう尽力

していく所存である。

（3）

（2）

（1）
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コード

コード
コード
コード

コード

コード
コード
コード
コード

点検リスト

ビジュアル検査
（手順書＋図面）

携帯端末巡視点検
（モバイル，
無線，映像）

携帯端末
不良情報収集
（モバイル，
無線，映像）

マルチメディア
設備稼動管理
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計測制御システムのエンジニアリ

ング業務に従事。現在，システム
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一 S I 統括部プロセスソリュー
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まえがき

製造現場においては情報・制御装置のダウンサイジング

化とオープン化が浸透し，間接部門・経営管理部門では情

報武装化が推進されるなど，企業の情報を取り巻く環境は

激しく変化してきている。この変化のなかで顧客が直面す

るさまざまな問題・課題に対して，情報技術をベースにし

た最適な解決（ソリューション）を提供するのが，プロセ

ス生産ソリューション「Process_MEISTER」である。

プロセス生産ソリューションは主に装置産業分野を対象

に，顧客の課題の解決に向けて業務のコンサルティング，

システムの企画，構築，さらには運用支援までライフサイ

クル全般にわたるサービスをソフトウェアパッケージとと

もに提供するものである。

本稿では，プロセス生産ソリューションの概要とその適

用事例を紹介する。

プロセス生産ソリューションの概要

２.１ ライフサイクル全般にソリューションを提供

プロセス生産ソリューションは，以下の 4点を骨子とし

た主に装置産業分野向け商品である。

顧客の課題を企画段階からコンサルティング

装置産業における課題はさまざまな箇所に存在し，対策

にはいろいろなアプローチがなされる。なかでもその実現

にはシステム化が不可欠であり，フィールドから管理系に

至るまでトータルにシステムを理解し，インテグレートし

なくてはならない。富士電機は情報と制御の専門知識を備

えたシステムエンジニアによるコンサルティングを行い，

顧客の事業に即したシステム化を提案，策定する。

豊富なソリューションパッケージを提供

幅広い装置産業においてその具体的課題はさまざまであ

る。また，環境の変化が早くシステム化のスピードが重要

となっている。富士電機はその課題を各種ソリューション

パッケージをそろえて提供することで，的確かつ迅速なソ

リューションを実現する。

運用段階における各種サービスを提供

プラント監視制御などに代表される運用時の各種パラメー

タチューニング業務，あるいはシステムの運用教育，さら

には運用時の不測の状況に対する支援など，納入後におけ

る運用・保守に関しても各種サービスを準備し，安全かつ

安定した操業を支援する。

他の Solution_MEISTER 商品と連携し，企業活動に

必要な情報をトータルにソリューション

Solution_MEISTER は各種業種ソリューションを提供

している。装置産業分野の企業活動全体をとらえた場合，

そこにはプロセス生産だけでなく，物流・流通，基幹系業

務，さらには施設全般の管理など多くの構成要素を有して

いる。富士電機はそれら各構成要素をプロセス生産ソリュー

ションと他の業種ソリューション商品とを連携・共有する

ことで問題解決を幅広く柔軟に図ることができる。

２.２ プロセス生産ソリューションの体系

プロセス生産ソリューションの体系を図１に示す。プロ

セス生産ソリューションは，対象とする装置産業分野のソ

リューションを四つのカテゴリーに大別し，そのおのおの

にサービスとパッケージを整えていくことを基本と考える。

操業管理ソリューション

工場の操業を支える共通要素を対象としたソリューショ

ンを提供する。ユーティリティ管理システム，環境保全シ

ステム，設備管理システムなどが例として挙げられる。

分野別ソリューション

食品，化学，石油，ガスなど各分野に応じ個別の課題，

ニーズをソリューションの対象とするものである。ガス分

野向けのガバナ監視システム，バッチ製造向けの銘柄管理

システムなどが例として挙げられる。

情報統合共有ソリューション

対象とする規模により範囲は異なるが，工場内，工場間

を連携し，各所の情報を統合管理，共有することで企業規

模の情報として活用（分析，評価など）するためのソリュー

ションを提供する。

システム構築コンポーネント（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

プロセス生産ソリューション「Process --MEISTER」
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プロセス生産ソリューション「Process_MEISTER」

各システムに共通する機能を標準的に備えたシステム商

品，パッケージ商品あるいは，ミドルウェア商品である。

上位とのデータ連携を容易とする NEOPDS，計装制御に

力を発揮する FOCUS といった「プロセス監視制御標準シ

ステム」がその例として挙げられる。

２.３ 操業管理ソリューション商品の概要

プロセス生産ソリューション体系の一つに位置する操業

管理ソリューション商品の概要を図２に示す。操業管理ソ

リューション商品は，製造部門（プラント運転部門），生

産計画・管理部門，生産技術部門，保全部門など幅広い部

門を対象に，企画，構築，運用までシステムのライフサイ

クル全般にわたるソリューションを提供する。部門ごとの

課題と富士電機のソリューションの一例を紹介する。

製造部門での課題とソリューション商品

製造部門の課題は，「安全」「安定」「高効率」運転にあ

る。具体的には，運転員の経験と勘による監視操作から的

確な運転操作への移行，異常の早期発見と迅速な対応，現

場と計器室などとの情報共有，若手運転員の早期熟練化，

設備変更などに対する柔軟な対応などがある。これらの課

題に対して「プロセスデータ管理」「プロセス高度監視」

「操作支援」パッケージを提供する。

プロセスデータ管理

プロセスデータ管理パッケージの目的は，瞬時データ

をはじめ時系列データ，帳票データ，イベント（警報）

データをリレーショナルデータベースに格納することに

ある。格納されたデータは，各種ソリューションパッケー

ジおよびオープンなネットワーク環境で使用される。構

成機能として「実績管理機能」「警報管理機能」「帳票管

理機能」などがある。

プロセス高度監視

プロセス高度監視パッケージの目的は，熟練運転員が

経験と勘により監視している運転業務を代行し膨大な情

報からリアルタイムで自動的に判断，監視することにあ

る。複数のプロセス情報および画像情報からプラントの

状況を総合的に判断する機能である。具体的には，異常

（b）

（a）

（1）
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図１　プロセス生産ソリューション体系

課　題

プラント運転部門

™的確な運転操作の確保
™異常の早期発見と迅速な
　対応
™現場と計器室の情報共有
™若手運転員の早期熟練化
™設備変更への柔軟な対応

生産計画・管理部門

™オ－ダ－変更，操業状態
　に追従した計画立案
™省エネルギーをめざした
　計画立案

設計，生産技術部門

™設備投資の策定と評価
™設備特性の評価
™設備変動時の要因
™設備効果の策定と評価

保全部門

™現場と計器室の情報共有
™異常発生時の迅速な対応
™適切タイミングでの保守

企　画 構　築

コンサルティング
プロセスデータ

管理

プロセス高度監視

操作支援

エネルギー運用
管理

電力需要調整管理

プロセス解析

点検支援

設備管理支援

実績管理

警報管理

帳票管理

異常兆候検出（ファジィ積分）

異常兆候検出（プロダクション）

設備稼動予定管理

原単位管理

需要予測

最適配分計画

負荷平準化

統計解析

アラーム分析

アラーム相関分析

シナリオ監視

巡回点検支援

画像管理（解析，蓄積，閲覧）

音声メモ管理

傾向管理

保守履歴管理

事例ベース異常対応支援

アナログ相関監視

プロセス状態推定

マルチメディア対応監視

操作手順ガイダンス

プラント運転訓練シミュレータ

™現状把握，分析
™効果予測シミュレー
　ション
™新運用方案企画
™新システム構想立案

運　用

運用サービス

™モデルパラメータ
™チューニングサー
　ビス
™システム運用教育
™システム保全教育
™システム保守教育

図２　操業管理ソリューション商品



プロセス生産ソリューション「Process_MEISTER」

兆候を事前に検出する「異常兆候検出機能」，時系列的

な変化挙動を監視する「シナリオ監視機能」，正常な相

関分布内にあるか監視する「アナログ相関監視機能」，

画像情報から異常を監視する「マルチメディア応用監視

機能」などがある。

操作支援

操作支援パッケージの目的は，熟練運転員の不足への

対応，運転員の教育，運転員の情報を共有化することに

ある。具体的には，実プラントをシミュレーションし，

熟練運転員がインストラクターとなり，異常状態を模擬

的に発生させ運転員の操作教育を行う「プラント運転訓

練シミュレータ」，異常発生時の操作方法をガイダンス

する「異常対応支援」がある。

生産計画・管理部門での課題とソリューション製品

生産計画・管理部門での課題は，オーダー変動，操業状

態に追従した生産計画の立案，省エネルギーをめざした計

画立案が挙げられる。これらの課題に対して「計画支援パッ

ケージ」を提供する。

計画支援パッケージの目的は，エネルギー管理と生産管

理を結合し，省エネルギー計画を実践することにある。具

体的には，生産計画の段階でエネルギーの負荷予測を行い，

能動的にエネルギーの需要量をコントロールする「電力需

給調整管理」，エネルギー供給量を最適にコントロールす

る「エネルギー運用管理」がある。

生産技術部門での課題とソリューション商品

生産技術部門での課題は，投資効果の策定と評価，設備

計画時の作業分析，設備特性の評価，設備変動時の要因把

握などが挙げられる。これらの課題に対して「プロセス解

析パッケージ」を提供する。

プロセス解析パッケージの目的は，プロセス特性の把握

およびイベント（警報）発生分析にある。プロセスデータ

を任意の抽出条件にて収集し解析する「プロセスデータ解

析」，発生した警報に対してデータごとの発生回数，復旧

回数，発生から復旧までの時間などを時分割し分析する

「アラーム分析」，発生した警報間の相関を分析する「アラー

ム相関分析」などがある。

保全部門での課題とソリューション商品

保全部門での課題は，現場と計器室の距離拡大による情

報共有管理体制の維持，異常発生時の迅速な対応，適切な

タイミングでの保守などが挙げられる。これらの課題に対

してマルチメディア技術を応用した「点検支援パッケージ」

と「設備管理支援パッケージ」を提供する。

点検支援パッケージは，点検時の効率化，計器室との情

報共有を目的に地図による点検ルート，点検チェック，報

告書作成を現場と計器室の映像，音声情報の共有により支

援する。

設備管理支援パッケージは，寿命予測による異常予知，

異常の早期発見，異常発生時の原因究明と対応の迅速化を

目的に，プロセスデータの傾向管理，保守履歴管理および

設備診断を行う。設備診断では，異常が発生したときの映

像，音声，プロセスデータを記録し，事例として登録する

ことにより類似事例検索により診断を行う。

プロセス生産ソリューションの適用例

プロセス生産ソリューションの具体的適用例として，工

場全体の省エネルギーなどを目的とした操業管理の改善に

ついて記す。対象設備はボイラ，タービンを主体としたユー

ティリティ設備で，そのシステム化にあたり企画，構築，

運用までの全般にソリューションを適用した。図３に概要

を示す。

３.１ 企画段階でのコンサルティングサービス

工場全体の操業管理システムを企画するためには，多く

の部門との調整，従来の運用にとらわれない新しい発想で

の運用方案の構築，シミュレーションを通じた効果試算が

必要である。富士電機は培った各種ノウハウをもとに，下

記のコンサルティングサービスを提供した。

現状分析

工場全体の操業に対して，ユーティリティ設備の現状分

析と課題の抽出を行った。定常運転時，非定常運転時，緊

急運転時の現状の運用を定められた手順に従って調査し，

「運用方案書」として提示した。

モデル同定

工場全体の操業に対するエネルギー需要パターンを実績

データから製造プラントごとに推定した。製造プラントの

処理量，および季節，時間によるエネルギーの変動量，周

期などのデータをもとにエネルギー需要を同定した。また，

エネルギーの供給側設備であるユーティリティ設備に関し

ては主としてボイラ，タービン設備を対象に設備特性図か

らモデル同定を行った。

省エネルギー運用企画の策定

現状のユーティリティ設備の運用方案に対して，シミュ

レーションを通じて新運用方案の立案を行った。契約電力

の低減，昼夜間運用，複数設備の効率的運用をポイントに

線形計画法によりコスト最小化となるメリット試算を行い，

省エネルギー運用方案を策定した。

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（c）
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企
画

課題，問題点 ソリューションの提供

構
築

運
用

™複数部門間の調整
™新発想での運用方案企画
™効果試算シミュレーション

™的確な運転操作の確保
™現場と計器室の情報共有
™異常の早期発見と迅速な
　対応
™省エネルギーをめざした
　計画立案
™若手運転員の早期熟練化
™設備変更への柔軟な対応

™現状把握，分析
™設備モデル同定
™制御モデル同定
™効果予測
™省エネルギー運用企画

™プロセスデータ管理
™プロセス高度監視
™エネルギ－運用管理
™事例ベース異常対応支
　援

™監視目標精度維持
™早期安定稼動
™メンテナンス

™モデルチューニング
™システム運用教育
™システム保守教育
™システム保全教育

図３　ソリューション適用例



プロセス生産ソリューション「Process_MEISTER」

３.２ システムの構築

システムの構築にあたっては，高信頼性，保守の容易性

とともに開発スピードと安さが要求される。システム化の

ポイントは，運用面での共通課題である運転員の経験と勘

に基づく操業をいかにシステムが支援，代行できるかにあっ

た。そこでこの要件を実現するのに必要なソリューション

パッケージをメニューから選択し，相互に関連づけること

でシステムを構築することができた。適用した各ソリュー

ションパッケージの画面例を図４に示す。

プロセスデータ管理

工場全体の操業状態をオンラインリアルタイムで把握，

解析するためにプロセスデータ管理パッケージを導入した。

制御 LANを介して関連システムとのデータ連携を実現し

工場全体の操業状態を集中監視することができた。

プロセス高度監視

従来，実績追従型で運転を実施してきた監視業務に対し

てプロセス高度監視パッケージを導入し，異常兆候の事前

検知，スタートアップ時の監視ができた。

エネルギー運用管理

ユーティリティ設備を計画的にかつ効率よく運用するた

めに，エネルギー運用管理パッケージを導入した。生産計

画部門にて製造プラントの操業計画・実績の管理，エネル

ギー原単位管理，エネルギー需給量予測などを行い，その

結果をもとにユーティリティ設備の最適配分を実現し高効

率な省エネルギー運用を達成した。

設備管理支援

ユーティリティ設備関連の安全操業，危険予知を行うた

めに，事例ベース異常対応支援パッケージを導入した。こ

れにより，過去の異常事例を蓄積し類似事例を検索するこ

とで原因と対応をガイダンスすることができ，的確な異常

対応ができた。

３.３ 運用段階におけるサービス

システムを早期に安定稼動させるために，次の運用サー

ビスを行った。

パラメータチューニングサービス

プロセス高度監視パッケージ，エネルギー運用管理パッ

ケージを対象に実運用の実績データによるモデルパラメー

タのチューニングを実施した。

システム導入後の教育

システム導入後は，システム導入の狙いと実操作方法の

修得を目的とした運用教育，設備変更などが発生したとき

の対処方法などの修得を目的とした保全教育，さらにコン

ピュータを対象としたシステム保守教育を実施した。

あとがき

本稿では，プロセス生産ソリューション体系のベースと

なる操業管理ソリューションを主体に紹介した。

プロセス生産ソリューションは，他にシステム構築コン

ポーネント，分野別ソリューション，情報統合共有ソリュー

ションなどを取りそろえている。富士電機はさまざまな装

置産業分野の課題に対して他の Solution_MEISTER 商品

と連携し，顧客の事業に幅広く柔軟に問題解決を図ってい

く所存である。

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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プロセス高度監視（異常兆候検出）画面例 プロセス高度監視（時系列シナリオ監視）画面例 

エネルギー運用管理（需要予測）画面例 設備管理支援（事例ベース異常対応支援）画面例 

図４　ソリューション商品画面表示例
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まえがき

消費者のライフスタイルの多様化・スピード化に伴い，

商品やサービスに対する要求も多種多様になりつつある。

こうした消費者ニーズにこたえるため，企業ではさまざま

な対応を迫られている。

例えば，生産部門では生産ロットと販売量のアンマッチ，

物流部門では納品リードタイム短縮への対応，販売部門で

は商品ライフサイクルの短命化対策などの課題がある。

これらの課題を解決するには，部門内での調整・最適化

では限界があり，生産，物流，販売について，部門間を超

えたロジスティクス全体最適化の考え方が必要になってき

ている（図１）。

こうした全体最適型課題解決を行おうとする場合，物流

システムを構成する諸要素を戦略的視点でとらえることが

必要不可欠であり，そのためのコンサルティングが重要に

なってくる。

富士電機の物流ソリューション「Logistics_MEISTER」

はこれらのニーズにこたえるものである。

Logistics_MEISTER は顧客企画段階でのコンサルティ

ングサービスから，構築，運用，保守サービスまでシステ

ムのライフサイクル全体を網羅，また戦略，管理，業務，

設備，情報インフラストラクチャ（インフラ）までの全階

層を包含し，物流システムに対するトータルソリューショ

ンを提供している。

物流ソリューション「Logistics --MEISTER」

664（26）

吉田　　清（よしだ　きよし） 中峠　史朗（なかたお　しろう） 岩田　誠也（いわた　せいや）

™アイテム増加による生産効率の低下
™生産計画の精度低下
™生産ロットと販売量のアンマッチ
™デッドストックと廃棄率の上昇
™生産コストの上昇

™流通加工の増大
™納品リードタイム短縮への対応
™日付管理の徹底
™管理項目増加による誤配率上昇
™作業の繁雑化と物流コスト上昇

販売部門内での問題点物流部門内での問題点生産部門内での問題点

販売部門内で課題解決物流部門内で課題解決生産部門内で課題解決

個別課題解決にあたっての相互矛盾
個別（部門）最適による課題の解決の限界

部門最適型課題解決から全体最適型課題解決へ（スループット発想）

生産管理

工場 センター 営業所倉庫

需給調整・在庫計画 販売管理

生　産

加工 包装
輸送在庫 在庫

™品種，アイテム数の限りない増加
™商品のライフサイクルの短命化
™販売計画精度の低下
™競争激化による売上げ・利益の低下
™ニ－ズ対応による販売コスト上昇

調
　
達

配送在庫
（原材料）
（資材）

顧
　
客

図１　ロジスティクスフローとロジスティクスの課題



物流ソリューション「Logistics_MEISTER」

商品の概要

Logistics_MEISTER は以下に記す各種サービス群から

構成されている（図２）。

２.１ コンサルティングサービス

コンサルティングサービスには，戦略，管理，業務の各

レベルがあり，「Logistics_BisionFrame」として体系化し

ている。

２.１.１ 戦略レベル

各企業は多様化する市場ニーズにこたえるために，現状

のロジスティクスを改革しようとしており，戦略レベルで

の転換が求められている。これに対応し，サポートするの

が戦略レベルでのコンサルティングサービスである。

物流ネットワーク再構築

流通在庫をトータルで最適化する目的で，全社在庫計画，

物流拠点の統廃合について分析・評価するサービスである。

例えば，各物流拠点の配置をベースに，在庫偏在の防止，

適正在庫の配分計画を提案し，高度な在庫計画システムを

構築支援するサービスや，地図情報をベースに，拠点再配

置計画を戦略的に支援するサービスなどがある。

統合物流情報システム構築

全社物流の効率化を図るために工場，物流センター，営

業所倉庫などに散在するロジスティクス情報を統合化し，

最適な物流情報システム構築を支援するサービスである。

特に，全社レベルでの物流情報の共有化と広域情報のリ

アルタイム化が重要である。

２.１.２ 管理レベル

物流センター全体の効率化を目的として，現状の物流構

造および活動を再評価し，物流改革を推進するためのコン

サルティングサービスである。

物流センター構築

物流センターの運営方針の設定から建屋，設備，業務，

マテリアルハンドリング機器導入に至るまで，顧客ニーズ

にあった最適規模のセンター構築を支援するサービスであ

る。

物流センターBPR（Business Process Reengineering）

物流センター内における各種業務を評価し，業務改革を

支援するサービスである。

輸送コスト，荷役コストなどにより，物流構造を再評価

する物流コスト分析評価や欠品率削減，リードタイム短縮

など，物流品質向上に関する物流品質分析評価サービスな

どがある。

２.１.３ 業務レベル

物流現場における日常の業務活動全般についての改善点

を抽出し，課題設定を行い，より効率的な作業および設備

への改善提案を実施するコンサルティングサービスである。

（2）

（1）

（2）

（1）
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統合物流情報システム構築
™全社物流情報の共有化
™広域情報のリアルタイム化

物流ネットワーク再構築
™在庫計画高度化
™物流拠点統廃合

物流運用サービス
™物流運用診断サービス
™設備メンテナンスサービス

システムマネジメント
サービス
〈Support_MEISTER〉
™システム運用管理サービス
™ネットワ－ク診断サービス

生産・物流・販売統合管理システム（SCP）

統合物流情報システム

戦略的物流システム（SCM）

輸配送

™受発注管理　　™入出荷管理　　™在庫管理
™自動補充管理　™配車管理　　　　　　　　

物流センターBPR
™業務改革
™物流コスト分析評価
™物流品質分析評価

物流IE分析
™拠点合理化
™拠点自動化
™業務改革

輸配送効率化

輸配送支援
システム
™配車計画
™運行実績
　管理
™GA積付け
　計画
™貨物追跡，
　問合せ

設備

™温度管理システム
™急速冷凍・解凍機
™冷凍倉庫

ネットワ－ク構築

〈Net_MEISTER〉

クライアント・
サーバ運用管理

〈Manage_MEISTER〉

インターネット・　
イントラネット構築
〈Info_MEISTER〉

グループウェア・
WWW応用　　　情報インフラ

構築サービス

Logistics_BisionFrame

コンサルティングサービス SIサービス，カスタマイズサービス，導入支援サービス 運用サービス

企　画 構　築 運　用

〈Joint_MEISTER〉

™高速自動仕分け　　　　　　™保管設備
™パレタイズ・デパレタイズ　™搬送設備

物流センター

物流センター管理システム

計画・管理系
™入荷
™出荷
™在庫

作業支援システム
™ディジタル
™ピッキング
™棚卸し
™検品

分析系
™出荷分析
™在庫分析
™入荷分析
™稼動分析

店舗・消費者

店舗向け支
援システム
™売筋傾向
　分析
™棚割管理
™人流管理

物流センター構築
™建屋　
™設備
™業務

戦
　
略

管
　
理

業
　
務

図２　物流ソリューション「Logistics_MEISTER」



物流ソリューション「Logistics_MEISTER」

物流 IE（Industrial Engineering）分析

物流現場における非効率作業の改善や設備レイアウトの

変更，自動化などを提案するサービスである。

FA/CIM（Factory Automation/Computer Integrated

Manufacturing）で培った IE 分析技術を物流向けに応用

したもので，物の流れを中心に人と業務・情報の流れを分

析する。

輸配送効率化

輸送目的に応じた効率的な運行システムの提案に関する

サービスである。

例えば，トラック台数の削減や稼動率の向上によるコス

トダウンを支援するサービスである。

２.２ システム構築サービス

システム構築サービスにはSI（System Integration）サー

ビス，カスタマイズサービス，導入支援サービスがある。

SI サービスではシステム，設備，情報を高いレベルで

統合し，顧客ニーズにあったシステム構築を実現する。

カスタマイズサービスではパッケージ商品の顧客仕様へ

の適合性を判別し，必要なカスタマイズを行い，納入する。

導入支援サービスでは，パッケージや設備のセットアッ

プ，据付けおよび試運転，調整を行う。

２.２.１ 戦略的物流システム

工場，物流センター，営業所など，複数拠点の物流情報

を最適化する統合物流情報システム構築サービスである。

統合物流情報システム

物流拠点ごとの物流情報を統合し，全社レベルでの物流

情報の最適化を図るシステムである。

サブシステムとして，①受発注管理，②入出荷管理，③

在庫管理，④自動補充管理，⑤配車管理がある。

受発注管理

受発注情報をオンラインで共有化することにより，販

売ー生産間の納期調整・リードタイム短縮，および消費

者サービスの向上・拡大を実現する。

また，Web によるシステム構築で TCO（Total Cost

of Ownership）の削減を実現する。

入出荷管理

拠点別入出荷計画時，欠品対応などの最適出荷拠点引

当や拠点間の在庫移動計画を立案作成し，入出荷に対す

る柔軟性を確保する。

在庫管理

拠点別在庫量を把握し，各拠点の在庫受け払い実績の

管理や全社在庫の適正化を図る。

従来，1日以上かかっていた全社在庫をリアルタイム

で把握することが可能となる。

自動補充管理

全社的に統一された在庫管理基準により，拠点への在

庫を自動補充する。

これにより，拠点間の在庫偏在や，過剰在庫を防止す

ることが可能となる。

配車管理

全社レベルでの荷動きを把握することにより，効率的

な配車スケジューリングや輸配送ルート，ディスパッチ

計画を行い，輸配送コストを削減する。

２.２.２ 物流センター

物流センターには在庫型，通過型など，さまざまな形態

があり，それぞれ目的に応じたソリューションメニューと

パッケージを用意している。

物流センター管理システム

物流センター管理システムは計画・管理系と分析系から

なる。

計画・管理系の機能は入荷，出荷，在庫で構成され，分

析系の機能は出荷分析，在庫分析，入荷分析，稼動分析で

構成される。

これにより，物流センターのタイプや規模に応じた最適

な組合せや段階的導入が可能となる。

作業支援システム

物流センター管理システムとの連携により，効率的作業

を実現する支援システムである。

構成される機能としては，ディジタルピッキング，棚卸

し，検品などがあり，機能ごとに種々のパッケージを用意

しており，さまざまな用途に対応したメニューを提供でき

る。

また，単独機能としての構築も可能である。

設　備

保管設備，搬送設備，自動仕分け設備などに対し，最適

なソリューションを提供する。

また，食品分野に対応した温度管理システム，急速冷

凍・解凍機，冷凍倉庫などのシステム構築サービスも用意

している。

設備全体として，最大限の性能と効率を引き出すため，

管理・情報システムと調和のとれたシステム構築を実現で

きることが最大の特長である。

２.２.３ 輸配送

物流拠点における輸配送の計画管理業務を支援するサー

ビスである。

配車計画，運行実績管理

輸送目的に応じた車両の効率的なスケジューリングとディ

スパッチ計画，車両とドライバーの実績管理などを行う。

GA積付け計画

GA（遺伝アルゴリズム）を用い，効率的な積付け計画

を行うシステムである。

積載効率および荷下ろし効率を向上し，ケースなどの荷

姿変更に柔軟に対応できる。

貨物追跡・問合せ

貨物が物流拠点内もしくは拠点間移動中であるかを追跡

し，顧客からの問合せに対し，素早く回答するシステムで

ある。

２.２.４ 店　舗

卸・小売り業界の消費者満足度の向上につながるサービ

スで，売筋傾向分析，棚割管理，人流管理などを用意して

いる。

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）

（2）

（1）
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２.３ 運用サービス

運用サービスには物流運用サービス（運用・設備）とシ

ステムマネジメントサービス（情報・システム）がある。

物流運用サービスには物流システム稼動後のパフォーマ

ンスを診断する物流運用診断サービスと設備メンテナンス

サービスがある。

システムマネジメントサービスには「Support_MEIS

TER」を適用する。

ソリューション事例

某飲料メーカー向け統合物流情報システム

背　景

生産・販売・物流における種々の計画や実績に関する情

報が部門単位での管理となっていたため，各営業所および

各工場における在庫量が増加する傾向にあった。この対策

として，部門間での情報連携方法の効率化と在庫削減が課

題となっていた。

改革内容

各物流拠点の在庫を本社で一元管理する統合物流情報シ

ステム，Web を適用した受発注システム，全社配車計画

システムを導入した。

これにより，各拠点への適正自動補充，各拠点での在庫

の適正化，および帰り便の有効利用による配送の効率化を

実現した。

さらに，効率的生産計画のための全社在庫情報の提供に

より，需給バランスの安定化が実現できた（図３）。

創出効果

在庫削減，配送効率化によるコスト削減，商品日付管理

の浸透，物流業務マインドの向上など，全社レベルでの業

務改革を実現した。

あとがき

物流ソリューション「Logistics_MEISTER」のサービ

ス体系および導入事例について紹介した。

今後も顧客ニーズに対応したソリューションメニューを

拡充するとともに，さらにより高度なトータル物流ソリュー

ションを開発提供していく所存である。

参考文献

高橋輝男：物流デザインハンドブック，日本ロジスティク

ス協会，p.120-190（1991）

田中信博： 21世紀 物流技術戦略，物流技術センター，

p.107-138（1997）

鈴木安昭ほか：マテリアル 流通と商業（第 2版），有斐閣，

p.41-53（1997）

今岡善次郎：サプライチェーンマネージメント，工業調査

会，p.130-223（1998）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）
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（1）
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本社

〈改革前〉 〈改革後〉

（凡例）
　　　物流
　　　オーダー・出荷指示・
　　　在庫情報

在庫
情報

工場 非効率的な配送計画

ファクシミリまたは
電話で個別に発注　

各工場が個別に
在庫を管理　　

各営業所が個別に
在庫を管理　　　

在庫
情報

在庫
情報

受発注
情報

在庫
情報

営業所

在庫
情報

本社

工場

本社にて全社の在庫・受発注
情報を一元管理することによ
り，全社レベルでの在庫の削
減を実現

在庫情報と連
動した効率的
な生産計画

Web（EDI）

ル－ト配送・帰り便の利
用による配送の効率化

営業所

量販店側
配送センター
（DC）

自動販売機

コンビニエンス
ストア

量販店側
配送センター
（DC）

自動販売機

コンビニエンス
ストア

発注方法の改善：
™過去データに基づき予測値算出
™小売側イベント情報（バーゲン
　セールなど）に基づくオーダー
　修正

図３　事例：某社の改革内容と創出効果



橋　清信

社会システム分野における情報処

理システムの開発に従事。現在，

（株）FFCシステム本部社会シス

テム部長。

長原　洋二

社会システム分野における情報処

理システムのシステムエンジニア

リング業務に従事。現在，システ

ム事業本部社会システム事業部技

術第三部長。
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まえがき

富士電機は社会システム分野において，病院，公園，公

共建築物などの公共施設，民間の大規模施設の監視・制御

設備を「統合施設管理システム（SOINS）」として数多く

納入しており，多くの経験を積み重ねてきている。この数

年は，巨大規模の研究開発施設，公共団体の大規模なビル

施設，大規模な総合病院などの施設全体を対象として，情

報の管理を強化した「施設情報管理システム（SOINS-IIS）」

を納入してきている
（1）（2）

。

一方，最近では「ファシリティマネジメント（FM）」

という言葉が盛んに使われだしている。ファシリティ（土

地，建物，設備からなる施設と地域環境や執務環境などの

環境）を，経営的な視点から総合的にマネジメント（企

画・管理）する経営活動のことである。

FMの目的・効果は一般に次の 4点に要約される。

コストミニマム（設備投資，施設運用費の最小化）

エフェクトマキシマム（効用の最大化）

™合理性（過剰，遊休，老朽，不足などの排除）

™機能性（必要な機能の充実）

™生産性（業務能率，使いやすさ）

™快適性（良好な執務環境）

™環境適合性

™その他（組織イメージ，顧客満足度など）

フレキシビリティ（将来の発展，変化への柔軟な対応）

社会，環境対応

今回，ソリューションとして提供するにあたり，従来か

ら富士電機が取り組んできた「設備自動化システム：

BAS」，「設備管理システム： BMS」を「業務支援システ

ム： FMS」の視点から再構成し，統合した施設管理シス

テムとしてのコンセプト全体をまとめ直した（図１）。

背景と狙い

一般的に，施設の維持管理費はその建設費の 3～ 4倍で

あるといわれており，その低減が要求されだしている（図

２）。

例えば，以下の質問（Q）に対する答えはどうだろうか。

Q1：水光熱費は必要にして十分なミニマムに抑えられて

いるか。

Q2：清掃の委託経費は適正に査定されているか。

Q3：施設の補修は計画的に行われているか。

Q4：設備の保守委託経費は適正に査定されているか。

また，以下のような日常業務のちょっとした疑問や計画

はすぐに処理できているだろうか。

（4）

（3）

（2）

（1）
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長原　洋二（おさはら　ようじ） 橋　清信（たかはし　きよのぶ）

設備自動化システム 
（Building 
　Automation 
　System） 

BAS

FMS

BMS

設備管理システム 
（Building 
　Management 
　System） 

業務支援システム 
（Facility Management 
　System） 

BASの機能 FMSの機能 BMSの機能 

共通エリア 
（情報化） 

FMS，BMS，BASが統合されたビジュアル施設管理システム 
（オ－プン化－施設管理－マネジメントの一体化をめざして） 

①電気設備自動化 
②空調設備自動化 
③衛生設備情報連携 
④防災設備情報連携 
⑤入退室管理システ 
　ム連携 
⑥機械設備連携 
⑦防犯システム情報 
　連携 
⑧自家発設備情報連 
　携 
⑨駐車場設備情報連 
　携 

　①日常点検情報管理 
　②定期点検情報管理 
　③法定点検・調査・ 
　　確認情報 
　④配線管理 
　⑤環境衛生管理 
　⑥故障・苦情管理 
　⑦トラブル対応情報 
　　管理 
　⑧応急措置対応情報 
　　管理 
　⑨警報防犯情報管理 

　①機器備品管理 
　②配線管理 
　③器具・備品管理 
　④光熱・水管理 
　⑤物流管理 
　⑥清掃管理 
　⑦廃棄物管理 
　⑧エンジニアリング 
　　業務管理 
　⑨資産管理支援 

BASの目的 FMSの目的 BMSの目的 

　①管理能力の向上 
　②サ－ビス性の向上 
　③管理情報の電子化 

　①経営の効率化 
　②店舗などの顧客満 
　　足度向上 
　③良好な社会資本の 
　　蓄積 

　①省エネルギー 
    （DSM：Demand 
　　 Side Manage- 
　　 ment） 
　②設備・機器の自動 
　　運転化 

図１　システムコンセプト
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Q5 ：LAN（Local Area Network）に新たにパーソナルコ

ンピュータ（パソコン）をつなごうとしたとき，す

ぐに最寄りの空きポートが見つかるか。

Q6：すぐに最寄りの電源コンセントが見つかるか。

Q7：そのパソコンがレンタル・リース品であれば，本当

に新たに調達しなければならなかったのか。

Q8：各部門の一人あたりのレンタル・リース経費は大体

同じような水準に保たれているか。突出して多い部

門はないか。

これらの問いに答えられるようになれば，日常の業務効

率が向上し快適に業務ができるようになる。すなわち，こ

れからの社会・経済情勢において，業務の効率を上げて，

収益の向上に結び付けるには，①所有する資産・財産の現

況を克明に把握して，②それらの活用効率を徹底して向上

し，③それらとともに無駄なものは排除し，④管理経費を

徹底して削減する，ことが必要になる（図３）。

富士電機の取組み

一般に建設計画・設計から廃棄までの施設のライフサイ

クルにおいて，FMではその施設の建設，修繕の計画から

実行計画，運営管理，そしてその結果を評価すること〔こ

れが「FMサイクル」（図４）といわれる〕が終始繰り返

される。

前述の課題を解決するために，富士電機では「SOINS-

IIS」を基に，FMサイクルの考えにのっとって「施設管

理ソリューション」を構築した（図５）。

ソリューションは調査・分析から運用までの全プロセス

を順序立てて実施することにより得られる。統合化した施

設管理システムの例を図６に示す。

ソリューションの構成を以下に述べる。

３.１ 業務分析，企画

ソリューションはユーザーのニーズを的確に把握するこ
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ビルメンテナンス費や清掃費が無査定
水光熱費の管理不在
賃貸料や税金の相対評価が不足

企業収益の圧迫
公共予算獲得の困難

施設管理支援システム
（FMS）の必要性

™維持管理費の実態が
　正確に把握されていない。

図３　施設管理の現状と課題

業務分析 運　用企　画 構　築

業務分析支援
サービス

システム企画サービス
システム構成設計コンサルティング

SIサービス，カスタマイズサービス

導入支援サービス

ソリュ－ションパッケージ

SOINS-BMS SOINS-FMS

保守情報管理 施設図面，ドキュメント管理 セキュリティ（防犯，防災）

施設情報管理 資産管理 入退室管理

エネルギー管理 配線管理 カードシステム（キャッシュレス）

賃貸借管理 清掃・廃棄物管理 設備・施設監視（BAS）

インターネット・
イントラネット構築 CS運用管理 ネットワーク構築情報インフラ

構築サービス

施設運用業務改善

保全・修繕計画サポート

情報化企画サービス

資産管理（システム化）

業務分析支援サービス サポートサービス

情報入力
サービス

パッケ－ジ保守
Q&A

システム運用
管理サポート

ネットワークQ&A
ネットワーク診断

ヘルプデスク

図５　施設管理ソリューション

面積標準，経費標準，
機能標準，エネルギー
標準の設定と見直し 戦略

計画

プロ
ジェクト
管理

FMサイクル

運営
維持

評価

™ファシリティの
　現状分析
™経費，資産，
　機能評価

™建設・修繕計画
™維持管理計画
™中長期計画

™建設，
　修繕実行管理

™運営管理，維持管理

図４　FMサイクルの概念

™オフィスビルのライフサイクルコスト
　（建設から廃却までのコスト）

建設費，
設計費

25％ 維持管理費は
建設費の3倍

税金，保険，
利息，
一般事務

26％

水光熱費
21％

設備保全，
清掃，警備
16％

修理，
更新
11％

企画・設計費
　1％

図２　ビルのライフサイクルコスト
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とが重要であり，ユーザー側とメーカー側との意志疎通，

共通認識を確認したうえで，システムが本来要求する機能

を業務分析と改善検討によって明らかにすることである。

対象は施設全体のライフサイクルである。

富士電機はユーザー施設の調査・分析結果を基に，維持

管理状態を把握・評価し，情報化，インテリジェント化，

OA（Office Automation）化，などを目的とした業務の再

構成（BPR： Business Process Reengineering）のために

「業務分析支援サービス」として，以下のようなメニューを

用意している。

施設運用業務改善

施設の維持・保全にかかわる設備点検などの業務を分析

し，業務フロー立案，パッケージ選定適用を含む業務改善

の立案を行う。

保全・修繕計画サポート

建設データ，設備・機器データ，設備機器の管理（メン

テナンス）データから，最適な保全・修繕の計画立案をサ

ポートし，効果予測を行う。

情報化企画サービス

ネットワーク化，インターネット・イントラネットの構

築などの情報インフラストラクチャ（インフラ）診断を実

施して，情報化システムの在り方を提案する。

資産管理（システム化）

施設の備品，機器，土地，建物を含めた全資産を統一デー

タベースで一元管理し，原価償却などの計算に活用できる

ようシステム化の立案を行う。

３.２ 構　築

企画に基づき，具体的なシステムを構築する。富士電機

では実際の構築を担当する SE（System Engineer）で構

成する専門家チーム，およびユーザー施設の維持管理業務，

運用業務を支援するソフトウェアパッケージ「SOINS

（Social Information System）-BMS」「SOINS-FMS」を

用意している。本パッケージによって，適正な費用で「施

設管理システム」の構築が可能となる。

３.３ 運　用

システム導入後の運用によって発生する諸問題に適用する

サービスである。

ヘルプデスク

日常業務上のQ&A対応，突発的な異常時の対応などを

迅速に行う。

サポートサービス

システムの健全な運用を実現するために，計画された保

守・保全や運転保守要員の教育・訓練などを行う。

ソリューションパッケージ

従来の SOINS-IIS を，FMの考え方に従って見直し，

再構成した（図７）。

SOINS-BMS

日常の管理・保全を目的としたものである。

SOINS-FMS

FMの視点から整理をして，運営管理に必要な機能を強

化したものである。

これらは次の特徴を持つ FMに最適なパッケージであ

る。

施設や設備の扱いやすい現況図面データの表示

維持管理費の各種演算機能

各表示のWeb 化によるユーザーのネットワーク上

で自由な活用

他の設備管理サブシステムとの連携，携帯端末の活

用による施設や設備の稼動状況や保守状況データの反

映

現況図面と，写真や文書など，各種データとのリン

ク

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（2）

（1）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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TCP/IP

（FMV）

F
M
S

経営管理者のため
™総合評価機能
™ベンチマーク
™間接経費処理業務

B
A
S

設備監視操作員のため
™設備の集中監視
™設備の遠隔操作
™設備の自動運転

B
M
S

設備メンテナンス
ワーカーのため
™設備の維持
™管理支援
™設備の稼動
™データ収集

SOINS-IIS

SOINS-FMS

情報配信機能
SOINS-IIS

SOINS-BMS

Pリンク

SOINS-WIN

SOINS-WIN 次世代
SOINS-WIN

SOINS-WIN
（MICREX-F）

MICREX
-F

MICREX
-SX

Pリンク

（FMV）
Pリンク

LON-  
WORKS

SOINS-WIN
（MICREX-F）

図７　施設管理システムパッケージ構成
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サーバ 

カラー 
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レーザ 
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設備管理 
サーバ 
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メーション　 
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施設管理 
CRT

スイッチング 
　ハブ 

リモート 
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図６　施設管理システムの構成例
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本パッケージの導入によってユーザーは次のような効果

が得られる。

部門ごとの維持管理費が算出できるため，業務効率

や経営効率の評価が容易になる。

ユーザーの資産・財産に関する各種データが即時に

取り出せて，経費や時間が削減できる。

このシステムの稼動によって，維持管理の実態をデータ

として収集・解析・評価できるようになる（図８）。

各パッケージのコンポーネント構成を図９に示す。

オープンな施設管理ソリューション

複数の大規模な施設を集約して管理することを目的とし

て，富士電機では施設のオーナーや管理部門，テナントに

対して，より利用価値の高いオープンなシステムを提案す

ることができる（図 ）。

このシステムによって，設備監視制御システム，施設情

報管理システムともに，オープンでマルチベンダー環境を

提供し，顧客の施設運用・ライフサイクルコストを意識し

た運用・管理を実現することができる。

設備監視制御システムと施設情報管理システムとを統合

的・シームレスに連携させ，施設オーナー，施設管理者，

テナント入居者・来訪者の各部門にとって，効率的かつ利

便性の高いシステムを構築することができる。

あとがき

BASーBMSーFMSと連携するあらゆる施設・設備の情

報監視・制御装置（システム）は施設の建設，運営，維持

管理に携わる関係会社が多く，範囲が複雑多岐にわたるこ

１０

（b）

（a）
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とから，その導入は通常，共同企業体（JV）の形態をとっ

て進めることが多い。富士電機は「情報」をキーワードと

したソリューション（ファシリティのライフサイクルに関

する問題解決）を従来以上に提案していく。真の答えは経

営に関する全責任を持つ経営者，あるいは担当部門の責任

者自身の決定によるが，それに役立つソリューションを開

拓していきたい。

これからも広い意味での FMをさらに研究し，社会資

本の効率的な運営を目的とした良好なライフサイクル管理

を目標として，さらにだれにとってもミニマムコストでの

負担（その時々ではなく，施設のライフサイクル期間内の）

を目標に努力する所存である。

参考文献

長原洋二ほか：統合施設管理システム SOINS，富士時報，

Vol.70，No.3，p.156-160（1997）

島岡成治ほか：施設情報管理システム「SOINS-IIS」，富

士時報，Vol.71，No.7，p.393-397（1998）
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図１０　オープンな施設管理ソリューションのシステムイメージ
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まえがき

近年，間接部門の合理化が叫ばれて久しく，グループウェ

アおよび非定型データを扱える仕組みとしてワークフロー

管理システムが注目を集めている。

ワークフロー管理とは，複数の人がネットワーク上で仕

事をする際に，作業を円滑に進めるために担当者間で受け

渡す情報の流れを管理することであり，こういった管理機

能を備えたシステムをワークフロー管理システムと呼ぶ。

りん議書や申請書などの起案，承認，決裁をペーパーレス

で行ったり，商品開発やクレーム処理など複数の担当者が

作業結果を引き継ぎながら作業を進める業務に向いている。

ワークフロー管理システムには，各作業の担当者を割り当

てるフロー定義，フロー定義された情報を実行するワーク

フローエンジン，業務の進捗（しんちょく）を把握するた

めのモニタリングなどの機能が必要になる。

本稿では，これらワークフロー管理システムとして開発

され，業務支援ソリューション「Joint_MEISTER」とし

て位置づけられる「ExchangeUSE ワークフロー」につい

てその狙い，効果などを具体的な事例とともに紹介する。

ExchangeUSEワークフローの狙い

ワークフローといってもさまざまな形態のソフトウェア

が商品化されている。メールベースの回覧ソフトウェアか

ら基幹業務を担う複雑なソフトウェアまで，その狙いとす

る業種・運用形態により持つべき機能もまちまちである。

ExchangeUSEワークフローは，ワークフローに関する特

別な知識・技術を持っている「いわゆる情報処理畑の人」

でなくても，簡単に導入・運用できるようなワークフロー

管理システムとして開発された商品である。その商品ライ

ンアップも，汎用ワークフロー（ユーザーがノンプログラ

ミングで業務構築できる商品：ExchangeUSEスタートワー

クフロー）を筆頭に，出張にかかわる各種起票機能を完備

した商品（ExchangeUSE旅費精算ワークフロー）および勤

怠管理（ExchangeUSE勤怠ワークフロー）といった具合に，

業務内容をあらかじめ規定してある業務ワークフロー商品

まで，即導入できる商品として品ぞろえされている（図１

参照）。

ExchangeUSEワークフロー商品

３.１ ExchangeUSEスタートワークフロー

Excel
〈注1〉

，Word
〈注2〉

で業務追加可能

案件起票フォームに Excel，Word を利用しているため，

エンドユーザーが簡単に業務を追加できる。また，個別業

務（VisualBasic
〈注 3〉

）からの呼出しも可能であり，既存業務

からワークフロー管理機能を利用できる（図２参照）。

WWWブラウザ対応ワークフロー

ブラウザ対応のワークフローであるため，インターネッ

ト，イントラネットと同様，個別教育なしに基本機能（提

出，承認，進捗，実績）が利用できる。また，HTML

（Hyper Text Markup Language）化されたデータだけが

ネットワークを流れるので，既存ネットワークに負荷をか

〈注 1〉Excel ：米国Microsoft Corp. の商品名称

〈注 2〉Word ：米国Microsoft Corp. の商品名称

〈注 3〉VisualBasic ：米国Microsoft Corp. の商標

（2）

（1）
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図１　ExchangeUSEシリーズ商品ラインアップ
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けずに導入できる。

豊富な運用機能

ExchangeUSE ワークフローへのログイン認証後は，提

出，承認，進捗，実績管理などさまざまな操作が可能なメ

ニューが表示される。

決　裁

「承認」ボタンを選択することで決裁案件の一覧を表

示できる。個々の案件を詳細表示し内容を確認後，決裁

することも可能であるが，この画面から複数案件をまと

めて一括決裁できる。多忙な決裁者の業務効率を考えた

一機能である。いずれにせよ「承認」ボタンを押すこと

で，次の決裁者へ案件が渡される（図３参照）。

進捗・実績

管理されている案件は「進捗」ボタンにて現在の処理

状態をモニタリングできる。モニタリングできる案件は，

関係者（起票者，決裁者）に限定され，その案件の処理

履歴（どのようなルートを通って，現在の状態にあるか

を表示）とともに，現在の案件保持者が表示できる。一

方，「実績」ボタンでは，ワークフローの最終決裁者に

よって受理または起案者へ差し戻されて棄却された案件

の処理履歴を確認できる（図４参照）。

代理・委任，写し送り

「代理」機能は決裁権限を持っている人が，業務ごと

権限を委譲し，その業務の全案件を代理人に引き継げる

機能であり，代理設定時に期限設定も可能である。決裁

者が出張などのため，一時的に決裁が行えないような場

合に有効な機能である。次に「委任」機能は，特定案件

に限って決裁権限を委譲する機能である。決裁者自身で

判断できないような場合に有効な機能である。最後に

「写し送り」機能は，通常の決裁ルート以外のメンバー

にも決裁案件の内容にコメントを付けて送付できる。運

用画面から決裁者自身が写し送りを行うメンバーを自由

に追加でき，関連部署や担当者への事前通知（根回し）

といった日本的な習慣に適応できる。

ワークフロールート定義

ExchangeUSEワークフローのルート定義は，専用のルー

ト定義ツールで定義する。

図５中，右上のウィンドウ内の中段に並んだ8種類のピー

スを組み合わせてルートを定義する。特定の決裁者を定義

するには「承認待ち」，複数決裁者の承認が必要な場合に

は「複数分岐」を利用する。そして，その結果の処理で決

裁者全員の承認が必要であれば「AndJoin（合議）」，だれ

か一人の決裁で処理可能であれば「OrJoin（結合）」を利

用できる。

また，右下のウィンドウの付帯情報設定パネルは「承認

待ち」や「複数分岐」時にはその決裁者を指定するパネル

になり，左下ウィンドウの組織名簿パネルから「個人名」

「役職名」「役割名」で柔軟に定義できる。このように定義

された情報は，実行時にダイナミックに決裁者が割り当て

られるため，組織変更に対してもルート定義を変更するこ

（4）

（c）

（b）

（a）

（3）
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図２　ExchangeUSEスタートワークフロー起票画面例

図３　ExchangeUSEワークフロー決裁画面例

図４　ExchangeUSEワークフロー進捗画面例

図５　ExchangeUSEワークフロールート定義画面例
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となく対応できる。

また，複雑な組織構造に対応するため，当該決裁者がい

ない場合（例えば，特定組織はフラット化され課長がいな

い場合など），自動的にパスする機能も兼ね備えている。

３.２ ExchangeUSE旅費精算ワークフロー

ExchangeUSE 旅費精算ワークフローを起動後ログイン

認証されると仮払い，旅費精算，小口精算など目的に応じ

た起票操作が可能な精算画面が表示される（図６）。

起票機能

旅費精算機能

本製品の代表機能であり，「日帰り出張」「宿泊出張」

「研修出張」，日当の付かない「近地出張」などさまざま

な出張形態に対応しており，もちろん日当も自動計算で

きる。日当計算のパラメータ設定も機能が豊富で，シス

テム管理者が職掌ごとの日当の違い，宿泊費用，移動時

間の合計あるいは早朝・昼食・深夜手当などを定義する

だけで自動計算できるため，人手による検算は不要とな

り，大幅な省力化が図れる。「精算」ボタンを押すか，

画面左部に表示される精算伝票のひな型を参照作成（再

利用）することで精算起票画面が表示される。また，簡

単に起票できるようさまざまな工夫が施されている。

① ExchangeUSE 乗換案内からの運賃データの転記

新規訪問時または運賃改定時には，乗換案内連携に

より運賃データを検索後，精算書へ転記できる。

② 出張先ごとの運賃データ

①のようにして設定されたルート（出発地ー到着地）

と運賃は，自動的に出張先ごとに記録されるため，二

度目は乗換案内を呼び出すことなく，運賃データを設

定できる（図７参照）。

③　精算書の再利用

精算済みの旅費精算伝票は，ひな型として保存でき，

同様な出張時には，ひな型の日付・時刻などを修正す

る程度で再利用できる。

起票済みの案件は，「提出」ボタンを押してワーク

フローエンジンに処理要求を行うだけで，その書式に

定義されたルートに従って処理される。

仮払い機能

出張前の仮払い（前借り）申請ができ，決裁後は個人

ごとに未精算データとして管理されるため，精算漏れを

防止できる。

小口精算機能

図書代，備品代など精算者本人が立て替えた物品代を

精算できる。

決裁機能

前述のExchangeUSE スタートワークフローの機能をそ

のまま利用できる。

会計システムとのデータ連携も充実

決裁された精算データは自動的に会計科目ごとに編集さ

れ，会計システムへと渡され管理される。この間，伝票の

手渡しやデータの再入力といった人手介入は不要で大幅な

省力化が期待できる。

３.３ ExchangeUSE勤怠ワークフロー

ExchangeUSE 勤怠ワークフローを起動後ログイン認証

されると前回までの入力データが表示され，新たな就業入

力が可能となる（図８）。

起票機能

専用起票画面から，マウス操作だけで簡単に入力で

き，入力同時に残業，深夜残業，休日残業，遅刻・早

退，フレックスによる就業過不足などの管理項目が自

動的にセットされるため，面倒な集計も不要である。

また，平日未入力欄には定時時間を自動セットするな

どの実用的な機能も豊富である。

タイムカード連携により，基本運用はタイムカード（b）

（a）

（1）

（3）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）
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図６　ExchangeUSE旅費精算ワークフローシステムフロー図

図７　ExchangeUSE旅費精算ワークフロー行入力画面例

図８　ExchangeUSE勤怠ワークフローシステムフロー図
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で行い，出張などでデータ入力できなかった日を画面

からデータ設定することも可能である。

途中提出管理

ワークフローが月ごとにまとめて提出されるため，日々

の就業管理を目的に，起票済みの就業票を決裁者へ提出す

る機能がある。

決裁機能

前述のExchangeUSE スタートワークフローの機能をそ

のまま利用できる。

給与システムとのデータ連携も充実

決裁された就業データは専用ツールで給与システムの項

目の並びに合わせて抽出できるため，給与システムとの連

携も簡単に実現できる。

旅費精算・勤怠ワークフローの導入事例

実際の導入事例を基に導入効果を紹介する。

顧客プロフィール

ここで紹介する事例の顧客（仮に A社）プロフィール

を紹介する。

業　種：ソフトウェア製作会社

従業員： 500 人

事業所：全国8拠点に事業所があり，フレームリレー

により，社内ネットワーク構築済み。

伝票枚数： 1,000 枚/月

導入の狙い：旅費精算・勤怠を中心に各部門（起票

部門はもとより，総務・経理部門）の合理化を図る。

旅費精算の導入効果

図９に導入前後の運用フローの変化を示すが，かなり簡

素化されている。現金の授受がなくなり，起票から入金ま

でが平均 2～ 3日で処理されており，精算当日に決裁され

れば，翌日入金も可能である。一方，担当ごとの合理化指

数を 1か月の作業時間でまとめると表１のような結果が得

られた。何と 5人月強/月の改善効果が生まれている。ま

た，数値的な導入効果も大きいが，利用者（起票者）への

サービス向上といった，付帯効果も見逃せない。主な改善

ポイントは次のとおりである。

日当計算の自動化に伴い検算業務（本人，庶務，経

理）が不要になり，改善効果が大きい。

現金・伝票の授受といった受渡し業務の省力化が図

られる。

経理側でのデータ入力業務がなくなり，業務時間が

大きく改善されている。

勤怠の導入効果

勤怠での合理化指数をまとめてみると 2人月/月の改善

効果があった。主な改善ポイントは次のとおりである。

起票部門の作業軽減

起票・集計時間を中心に 180 時間削減できた。

総務・経理部門の作業軽減

データの転記作業，内容チェック作業など 150 時間削

減できた。

あとがき

本稿では業務支援ソリューションのなかの「Exchange

USE ワークフロー」について事例を交え紹介した。なお，

ExchangeUSE シリーズはMicrosoft 社の BackOffice 製品

を活用した優秀製品事例として「1998年アワード」を受賞

した。今後さらに，Java
〈注 4〉

化や業務ワークフローの拡充と

いった顧客のニーズを取り入れ，その期待にこたえていく

所存である。

〈注 4〉Java ：米国 Sun Microsystems. Inc. の登録商標

（b）

（a）

（3）

（c）

（b）

（a）

（2）

（e）

（d）

（c）

（b）

（a）

（1）

（4）

（3）

（2）
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表１　Ａ社旅費精算ワークフロー導入効果

担　当

導
入
前

導
入
後

導
入
効
果

上　司 庶　務 総務課 経理課 合　計

166時間
（1,000件/500人）
™紙ベースでの作成

83時間
（1,000件/500人）
™パソコンでの作成
（自動計算）

－83時間
™出張先からの精算も可能
　™旅費業務のスピードアップ

①乗換案内との連動
②ひな型の使用
③日当自動計算

500時間
（25部署）
™配送業務

30時間
™緊急時業務対応

－470時間
™業務大幅削減

　　　   10時間
™緊急時業務対応
™手動計算部分のチェック
™サンプリングチェック

100時間
™書式チェック

－90時間
™業務大幅削減
™転記ミスなし

　  200時間
™書式チェック
™会計処理
™現金出納業務

　 20時間
™書式チェック
™会計処理

－180時間
™転記ミスなし

　　　16時間
™紙ベースでの内容
　チェック

　　　4時間
™パソコンでの内容
　チェック

　　－12時間
™出張先からの承認
　も可能

982時間

147時間

－835時間
（5.4人月/月）

図９　A社旅費精算運用フロー



萩原　賢一

情報通信制御システムの研究開発，

事業企画に従事。現在，システム

事業本部SIセンターSI技術営業

部主席。

津田　　宗

プロセスオートメーションにかか

わる情報処理システムの開発に従

事。現在，（株）FFC営業本部第

一営業統括部第一システム営業部

担当課長。

網代　　隆

FA・ PAシステムおよびOAシ

ステムのエンジニアリング，企画，

設計に従事。現在，（株）FFC営

業本部第一営業統括部第一システ

ム営業部。
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まえがき

今日ではインターネットが急速に普及し情報通信技術の

標準化が進んだことにより，われわれは世界中のコンピュー

タに瞬時に接続して情報交換をすることができる。ブラウ

ザと呼ばれる仕組みでアクセスすれば，個々のコンピュー

タや通信方式を意識しなくても，ネットワーク全体が持つ

さまざまな情報処理機能を利用できる。

また，イントラネットを使って社内の情報共有化を進め，

業務のスピードアップとコスト削減を図りたい，エキスト

ラネットを使って会社間の受発注を迅速に処理し売上げ増

加につなげたい，情報系と制御系とをネットワークでシー

ムレスに統合し，オフィスのパーソナルコンピュータ（パ

ソコン）でも制御システムを監視・管理できるようにした

い，といった顧客の要望が増えてきている。

さまざまな要望に適した個々のネットワークシステムを

企画・設計し，オープンな部品を組み合わせて低価格・短

納期で構築し，サービス品質を維持しながら運用管理して

いくことが大きな課題である。

富士電機は，ネットワークシステムのライフサイクル全

般にわたるこれらの課題にこたえられるよう，「Solution_

MEISTER」の体系のなかにネットワークソリューション

を商品化し，1998年 3 月に発表した。本稿では，富士電機

のネットワークソリューションについて紹介する。

商品メニューの紹介

ネットワークソリューション関連のメニューは図１に示

すように，ネットワークの企画・構築サービスと運用管理

サービスとに大別される。おのおののメニューは，さらに

細かな手順やパッケージなどの個別メニューで構成される。

それらの個別メニューをさまざまに組み合わせることによ

り，顧客の多様な課題に対するソリューションを実現でき

るようになっている。

ここではネットワークソリューションのメニューである

下記の三つについて紹介する。

ネットワークインフラストラクチャ（インフラ）の企

画・構築を行う「Net_MEISTER」

イントラネットの企画・構築を行う「Info_MEISTER」

ネットワーク運用管理の仕組みを企画・構築する

「Manage_MEISTER」

なお，ネットワークソリューションと関連が深い「Joint_

MEISTER」および「Support_MEISTER」については，

本特集の別稿で説明している。

適用事例

ネットワークソリューションのメニューは，一般に幾つ

かのものが組み合わされて顧客へのソリューションを構成

する。ここでは三つのメニューの特徴を説明するために，

おのおののメニューが特に中心となっている事例を紹介す

る。

３.１ ネットワークインフラ構築（Net_MEISTER）
顧客の課題

某製造会社は，社内のコンピュータをすでに 1本のネッ

トワークで結んでいた。さらなる OA（Office Automa-

tion）業務合理化と生産業務合理化を目的として，インター

（1）

（3）

（2）

（1）

ネットワークソリューション「Net --MEISTER」
「Info --MEISTER」「Manage --MEISTER」
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顧客に最適なネットワークインフラを企画・構築する。

ネットワークを安心して使えるよう運用方式を企画・構築する。

ワークフローや文書管理など業務アプリケーションを企画・構
築する。

ユーザーからのQ&A，トラブル対応，ソフトウェア配付など
ネットワークの運用管理を支援する。

™Net_MEISTER

™Manage_MEISTER

WWWサーバ，セキュリティ，モバイルなどイントラネットを
企画・構築する。

™Info_MEISTER

™Joint_MEISTER

™Support_MEISTER

図１　ネットワークソリューション関連のメニュー



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

ネットおよびグループウェアの導入を検討していた。

しかし，既存のネットワーク環境が「今後の情報処理量

の増加に実用上耐えられるであろうか」という不安があっ

た。インターネットとグループウェアの導入に際し，ネッ

トワークを更新すべきか否か判断しかねていた。

提供したソリューション

図２に示すように，OA業務系と生産業務系のネットワー

クをスイッチングハブで明確に分離するシステムを企画し

構築した。

合わせて，万一ネットワークに異常が発生したとき，早

期に原因を究明し対処できるようネットワーク管理ソフト

ウェアを導入した。

サービスの実施手順

既存のネットワークが今後の情報処理量に耐えられない

と判断し，新たなネットワークを企画・構築して運用に結

び付けるのにNet_MEISTERを適用した。

Net_MEISTER の個別メニューの実施手順を以下に説

明する。なお，以下では個別メニュー名を〈 〉で囲んで

明示する。

〈ネットワーク基本設計〉

顧客から下記の内容をヒアリングし，課題を解決するた

めのネットワーク要件と概略構成を整理した。

™ネットワーク現状構成と布設状況

™接続サーバ台数とクライアント台数（現状と将来計画）

™建屋図面

™サーバが提供しているサービス内容と将来計画

〈ネットワークトラフィック診断解析〉

ネットワークを流れるトラフィックの負荷，各種サーバ

へのアクセス負荷などを測定し，現在どのような状態でネッ

トワークが利用されているか調査した。その結果，ネット

ワークに対する負荷が限界に達していることが分かり，早

急にネットワークを再構築する必要があると判断した。

〈ネットワーク構成設計〉

ネットワーク基本設計にて作成した構成を実現するため

に，ネットワーク機器選定，IP（Internet Protocol）アド

レス決定，機器配置など細部にわたる設計を行った。

〈ネットワーク工事構成設計〉

ネットワーク構成設計の内容を踏まえて工事箇所を下見

し，工事図面と工事実施手順を作成した。

〈ネットワーク工事施工〉

工事図面と工事実施手順にのっとり，ツイストペアケー

ブルおよび光ケーブルの布設工事を実施した。

〈ネットワーク機器スタートアップ〉

設置するネットワーク機器に，構成設計した内容をイン

ストールした。そして，機器を設置した後に動作確認を行っ

た。

その他

ネットワーク運用（Manage_MEISTER）に関連するも

のとして，ネットワーク管理ソフトウェアを導入した。こ

のソフトウェアにより，ハードウェア故障通知やネットワー

ク負荷状況などを顧客が管理できる環境を提供した。

効　果

ネットワークを再構築したことにより，インターネット

およびグループウェアの利用開始に伴うネットワーク負荷

の増大に対処できた。

また，CAD（Computer Aided Design）データと生産

（4）

（3）

（2）
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インターネットインターネット

事務棟 

工場棟 

OA系端末 CAD端末 

OA系端末 

OA系端末 

コンピュータ室 

工場管理サーバ FA端末 

FA端末 

（将来） 

：バックボンルータ 

：Catalyst5000(スイッチングハブ） 

：Catalyst2100(スイッチングハブ） 

：100BASE-Tケーブル 

：光ケーブル（100Mビット/秒） 
：10BASE-Tケーブル 

：メディアコンバータ 

：ハブ 

＊ 

＊ Catalyst：米国Cisco社の商品名称 

図２　スイッチングハブを導入したネットワーク



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

指示・実績データが流れるネットワーク部分を論理的に

OA系ネットワークと分離したため，OA業務に与える影

響を抑えることができた。

さらに，ネットワークの異常が発生した場合にも，早期

に復帰できるようになった。

３.２ イントラネット構築（Info_MEISTER）
顧客の課題

某製造会社は，インターネットにある情報の活用，およ

び各部門に散在している情報を全社で共有することにより

業務の質と効率を向上させようと検討していた。

情報共有の範囲は，本社にとどまらず海外拠点や関連会

社などを含むものであった。さらに，出張先や現場事務所

などいわゆるモバイル環境での利用も要求されていた。

また，部門ごとに異なったグループウェアが導入されて

おり，未導入の部門もあった。このような状況で十分な情

報連携を図るのが難しかった。

提供したソリューション

全社で情報共有を図るために，図３に示すようなインター

ネット，イントラネット，モバイルを統合したネットワー

ク環境を構成した。

企業のイントラネットは，セキュリティ上の理由から外

部と隔離されている。この閉じられたネットワークに安全

な方式で外部への「口」を設けることにより，地域や組織

を超えたネットワークの利用と情報共有を実現した。

サービスの実施手順

図３のネットワーク環境構築にあたっては，Info_MEIS

TERを適用した。

〈インターネットサーバ構築〉

インターネットの用途として外部からの情報収集，公開

WWW（World Wide Web）サーバを利用した外部への情

報発信はすでに広く普及しているが，情報の安全性に不安

がある。本システムでは，インターネットを専用線のよう

に利用する技術である VPN（Virtual Private Network）

を導入することにより海外拠点と安全に通信を行っている。

また，図３の限定公開サーバを用いて，特定の顧客，関

連会社，取引先に限定した通信，情報交換も安全に実現し

た。

〈イントラネットサーバ構築〉

各部門をイントラネットで結び，部門ごとにばらばらに

導入されていたグループウェアに代わって，図３の全社

WWWサーバおよび部門WWWサーバに「EASY-Intra」

を導入し，全社ー部門間の情報共有を実現した。

EASY-Intra はインターネット技術に基づいた電子メー

ル，グループウェア，掲示板，ライブラリ管理，フォーラ

ムなどの機能を持つ。

さらに，認証サーバを導入してセキュリティを確保して

いる。

〈モバイル環境構築〉

企業ネットワークに外部からアクセスするには，大きく

二つの方法がある。インターネットを経由する方法と公衆

回線を経由する方法である。

図３の事例は公衆回線経由である。通信プロトコルの自

由度と使用できるアプリケーションの多様性からこちらの

方法が選択された。全国十数箇所に設置されたリモート

LAN（Local Area Network）サーバがアクセスポイント

（3）

（2）

（1）
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海外拠点，関連会社 

ファイア 
ウォール 

ファイアウォール 

公開WWW

公開WWW

全社WWW

ルータ 

ルータ 

インターネット 

クライアント 
（出張先，現場事務所） 

公衆回線網 

リモートLANサーバ 
（モバイル） 

限定公開サーバ 

インターネット，イントラネット，モバイル環境 

DNS 
E-mail 
News

社内 
E-mail 
News

クライアント（社内） 部門WWW 認証サーバ プロキシサーバ モバイル管理サーバ 

社内LAN-WAN

図３　インターネット，イントラネット，モバイルを統合したネットワーク



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

となる。出張先や現場事務所の社員はダイヤルアップで社

内 LAN-WAN（Wide Area Network）にアクセスできる。

アクセスセキュリティの管理，各種ログ収集などの運用

管理用としてモバイル管理サーバを設置した。

効　果

インターネット，イントラネット，モバイルを統合した

ネットワーク環境を導入したことにより，顧客は以下のこ

とができるようになった。

™各自の机上で情報入手，作業，発信ができる。

™出張先，自宅などから部門，全社，社外情報が参照

できる。

この結果，ある部門では間接業務の改善が図られ，全体

人員規模を維持しながら業務の効率を 20 ％増加させたと

報告されている。

３.３ ネットワーク管理（Manage_MEISTER）
顧客の課題

某石油会社では，クライアントパソコン 2,500 台および

サーバ32台から成る全社ネットワークを構築し，社内情報

システムを運用していた。

しかし，ネットワーク上に分散したシステムの運用性と

信頼性を維持するためには，システム管理者の負荷が大き

かった。運用性と信頼性をさらに向上させると同時に，管

理者の負担を軽減するためには，従来のものとは異なる運

用管理体制と技術が必要とされた。

提供したソリューション

大規模な分散ネットワークを効率よく管理するために図

４に示す運用管理システムを構築・導入し，1998年 3 月か

ら運用を開始した。本システムは，集中管理の形態を採用

し，管理部門での一元管理を可能とした。富士通（株）の運

用管理ツールMpWalker（現 SystemWalker）を適用して

いる。

このシステムの運用管理機能を以下に記す。

リモート操作

™遠隔地にあるサーバまたはクライアントを自席か

ら操作可能

™トラブルの解決を目的としたエンドユーザーとの

対話やファイルの送受信

™画面共有による利用者教育が可能

システム監視・ネットワーク監視

™ネットワークシステム内の異常発生（イベントメ

ッセージなど）が監視され，問題がある場合には運

用管理サーバに通知される。このため，リアルタイ

ムにシステムの異常を一括管理できる

™TCP（Transmission Control Protocol）/IP でネッ

トワークに接続されている機器のマップ表示，動作

（b）

（a）

（2）

（1）

（4）
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リモート操作（四国）

Notes

メール
送信

サテライトのマップ表示
ネットワーク情報履歴

グラフ表示

WAN

Help!
メール送信
方法が分か
りません？

™イベントログでの
　サーバ動作異常通知
™トラップによる
　ネットワ－ク異常
　通知

™サテライト（支店）でのネット
　ワ－ク機器マップ取得
™ネットワーク機器（サーバ
　主体）からのトラフィック
　量などの情報取得

〈狙い〉
　™管理マシンから遠隔地のネットワーク機器の集中管理と，資源配付の効率化
　™リモート操作によるトラブル中のエンドユーザーのサポート
　™システムの安定運用や緊急時の復旧処置の迅速化
　™固定資産情報として，機器に付随する情報（人，場所など）をデータベースで一元管理

サテライトに
1～5台

Notesサーバ ユ－ザ－使用
クライアント
10～200台

ルータ

動作中か
チェック

MpWalker
部門サーバ

異
常
機
器
の
色
変
更

①リモート操作

③資源配付

④ワークステーション管理

②システム監視
　ネットワーク監視

サテライトに
1～5台

Notes
サーバ

Notes
インストール
完了形態

Notes,     
MpWalker
など

ホスト
インタフェース
CSVファイル

IBM
ホスト

コンピュータ

固定資産
データ

設定情報

完了
報告

入力・参照
業務グループ

帳票印刷

入力・参照
管理グループ

Excel
人事異動データ

＊Excel：米国Microsoft Corp. の商品名称

サーバ

情報システム部  運用管理マシン

ユ－ザ－使用
クライアント

10～ 
200台

ルータ

MpWalker部門サーバ

自動インストール
またはクライアント
からインストール
指示

四国支社

Notes

メール送信 Excel
使用者情報

＊

図４　ネットワーク運用管理システム



ネットワークソリューション「Net_MEISTER」・・・

状況の監視・管理

™トラブルの発生時に異常箇所の表示色を変更し，

システム管理者へ通知する。このため，トラブルの

早期検知，発生場所のリアルタイムな確認が可能

資源配付

™Notes，MpWalker などのソフトウェア資源を，管

理者の指示により全クライアントへ自動インストー

ル

ワークステーション管理

™パソコン関連の固定資産情報，IP アドレスなどを

データベース上で管理し，データの追加，更新，削

除を対話形式で実行

サービスの実施手順

図４のシステム構築にあたっては，Manage_MEISTER

の個別メニューである〈システム運用管理インテグレーショ

ン〉を適用した。その実施内容とおおよその実施期間を以

下に記す。

運用管理設計（1か月）

顧客の要件をヒアリングし，監視項目，実現方式，

運用体制を決定した。

プロトタイプ構築・テスト（1か月）

ヒアリングした要件と環境に基づいてプロトタイプを

構築し，動作確認した。その後，運用テスト・展開作業

の準備を行った。

全国展開（2.5 か月）

全国14拠点のパソコンへクライアント機能を導入し，

テストを行った。

運用マニュアル作成（0.5 か月）

操作方法，運用規約を整理して，運用マニュアルを作

成した。その後，運用スタッフへの教育を実施した。

効　果

本システムの導入により，以下のような効果が得られた。

ユーザーからの問合せ対応時に，画面を共有するこ

とができる。このため分かりやすい説明が可能となり，

トラブル解決の時間と工数を短縮できた。

ネットワーク機器の異常状態を早期に検出できる。

クライアント・サーバ機器，ネットワーク機器を一

元管理できる。

少人数での運用管理・保守が可能となり，管理レベ

ルを下げることなく運用費用を最小化できた。

あとがき

富士電機のネットワークソリューションについて，その

サービス内容を説明してきた。ここで紹介した事例も含め

て，ネットワークソリューションの適用が増えてきている。

ネットワークソリューションを構成する個別メニューを

顧客の課題に対応してその都度組み合わせることと並行し

て，今後はネットワークの総合診断やネットワーク機器の

総合管理などのセットメニューも増やしていきたい。

ネットワークコンピューティングという言葉に代表され

るように，これからの情報処理システムにとってネットワー

クはますます重要な役割を担う。

情報処理システムの性能，信頼性，可用性，コストなど

に大きな影響を持つネットワークのライフサイクル全般に

わたって，顧客の課題にこたえられる総合的なサービスを

提供していく所存である。

（d）

（c）

（b）

（a）

（4）

（d）

（c）

（b）

（a）

（3）

（d）

（c）
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滝沢　　繁

情報通信，一般産業分野向けシス

テムの品質保証を統括。現在，シ

ステム事業本部 SIセンター技術

企画部主席。

土井　敏生

ソリューションビジネスの企画，

開発および推進業務に従事。現在，

（株）FFCシステム本部システム

推進統括部ソリューション推進セ

ンター担当課長。

迫田　悟志

ソリューションビジネスの企画，

開発および推進業務に従事。現在，

（株）FFCシステム本部システム

推進統括部ソリューション推進セ

ンター。
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まえがき

米国が先行している情報システムの分野は，1970年代に

始まる業務の連携処理を目的とする情報システム（IS ：

Information System）から，経営戦略を目的とした情報戦

略（IT： Information Technology）へと変遷してきてい

る。バブル崩壊後の日本では，規制緩和，市場開放，国際

化に伴う経営環境の悪化により，業務革新に取り組むBPR

（Business Process Reengineering）を抜本的に実施する

状況となった。

システムマネジメントサービスは，情報システム部門が

維持管理している業務をアウトソーシングして，ハードウェ

アの保守だけでなく，システムの運用管理，ネットワーク

の管理，トラブルや技術の支援，運用状況の診断・分析，

利用状況の管理・報告を支援する付加価値サービスである。

本稿では，ソリューションビジネスにおけるシステムマ

ネジメントサービスの概要と取組みを紹介する。

システムマネジメントサービスの取組み

システムマネジメントサービスは，「Solution_MEIS

TER」の運用フェーズにかかわる主要サービスであり，シ

ステムのライフサイクルを回し維持継続する位置づけとな

る（図１参照）。

高度な情報通信技術を活用したシステムを顧客が運用す

るとき，システムの疑問やトラブルをネットワークからシ

ステムまで，トータルな解決支援を実施し，また，次世代

システムの企画へつなげるシステムの分析評価支援を行う

サービスである。

市場において情報システムの運用管理サービスへの期待

は急速に高まってきている。

情報システムの需要は「仕様提示，システム開発委

託」から「まるごと依頼，ソリューション期待」へと

変わってきている。

ネットワーク化の進展に伴い，顧客ニーズが「単な

るハードウェア保守」から「業務ソフトウェアを含む

ネットワークシステム全体の運用サポート」に移って

きている。

顧客の運用にかかわることによって，業務ノウハウ

の理解や顧客システムの問題点把握が可能となり，顧

客とメーカーの新しい関係が築かれつつある。

これまで納入した情報システムのサポートは，担当 SE

（System Engineer）部門が個々に実施対応してきたが，

上記の期待にこたえるため，Solution_MEISTER が提供

するさまざまなソリューションの効果を確実にするシステ

ムマネジメントサービスの強化を図っていく。その一環と

して，情報システムのシステムマネジメントサービスの提

供と管理を実施する専門部署として，（株）FFCのなかに

ソリューションサポートセンターを設置した。

ソリューションサポートセンターは，ハードウェア保守

部門である同じ富士電機グループの富士電エンジ（株）だけ

でなく，技術補完，サービス強化のために，外部の協力会

社である富士通（株）統合サポートセンターをはじめ，デファ

クトスタンダード（業界標準）の主力ベンダーであるOra

cle 社カスタマーサポートセンター，Microsoft 社サポート

センターとセンター間連携をとっており，ネットワークベ

ンダー（Cisco，3 Com，BayNetworks）との窓口を持っ

（3）

（2）

（1）
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滝沢　　繁（たきざわ　しげる） 土井　敏生（どい　としお） 迫田　悟志（さこだ　さとし）

① ハードウェア，ソフトウェア，LANの問題を切り分けて対応

™問題の切分けから解決までサポート
™マルチベンダー環境をサポート

② 顧客のシステム状況を把握して，定期報告

™常に最新の顧客システム構成情報を管理
™Q&A，トラブル対応履歴を管理

顧客システムのレベルアップにタイムリーな提案

システム計画

構築・導入 運用

レベルアップ

システム開発

ソフトウェア保守，
運用管理，
トラブル対応

システムマネジメント
サービス

企画・設計

図１　システムマネジメントサービスの位置づけ



ている。

さらに，情報処理，ベンダー資格を保有するエキスパー

ト SEを要員として集結し，増強を進めている。

設置後まず，ネットワークシステムの運用管理の新サービ

スメニューを準備して，1998年 3 月に Solution_MEISTER

のなかで発表，システムマネジメントサービスの運用を開

始した。

システムマネジメントサービス関連のサービス

商品

システムマネジメントサービスはシステムライフサイク

ル（企画・構築・運用）のなかでシステムの運用に関する

サポートサービスを中心に，図２に示すとおり幾つかのサー

ビスメニューを準備している。

３.１ 運用管理インフラストラクチャ（インフラ）構築

（Manage_MEISTER）
システム運用管理コンサルティング

クライアント・サーバの現状運用を調査して，運用管理

に関するガイドラインを作る。

システム運用管理インテグレーション

分散処理形クライアント・サーバシステムを効率的に管

理する運用管理システムを作る。

システム運用管理サポート

クライアント・サーバシステムの運用において発生した

問題をリモートメンテナンスで調査し，状況に応じた対応

を行う。

３.２ クライアント・サーバシステムサポート

バックアップサポート（ヘルプデスク）

クライアント・サーバシステムの技術回答や運用におい

て発生した問題解決の支援をする。

ORACLE
〈注〉

サポート

ORACLE 製品の技術回答や問題解決，バージョンアッ

プソフトウェアの提供をする。

３.３ ネットワークソリューション関連の運用支援

（Net_MEISTER，Info_MEISTER，Joint_MEIS
TER）

ネットワーク性能診断

運用しているネットワークのトラフィック量を診断して，

状況を判断する。

ネットワーク構成管理

〈注〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

（2）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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ソリューション 

業種ソリューション 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン 

業務支援ソリューション 
＜Joint_MEISTER＞ 

インターネット・ 
イントラネット構築 
＜Info_MEISTER＞ 

運用管理 
＜Manage_MEISTER＞ 

ネットワークインフラ構築 
＜Net_MEISTER＞ 

バックアップサポート 

バックアップサポート基本 
プログラム 

 バックアップサポートオプション 
プログラム 

ORACLEバックアップサポート 
プログラム 

企画・設計 

業種システムコンサルティング 

システム運用管理コンサルティング システム運用管理インテグレーション 

システム運用管理サポート基本 
プログラム 

システム運用管理サポートオプション 
プログラム 

ネットワークトラフィック診断解析 

ネットワーク構成設計 

ネットワーク基本設計 

ネットワーク工事構成設計 

ネットワーク機器スタートアップ 

ネットワークQ&Aサポート 

ネットワーク性能診断 

ネットワーク構成管理 

ネットワーク障害解析 

（ネットワーク監視） ネットワーク工事構施工 

情報共有システムコンサルティング 

グループウェア導入コンサルティング 

グループウェア導入基本設計 

ワークフロー導入基本設計 

業種システムインテグレーション 業種システム運用管理サポート 

業種システム運用管理サポート 情報共有システムインテグレーション 

InfoTerraceパッケージ導入 InfoTerraceパッケージ保守 

グループウェア導入スタートアップ 

ワークフロー導入スタートアップ 

グループウェア問合せサポート 

ワークフロー導入問合せサポート 

インターネット・イントラネット 
Q＆Aサポート 

ファイアウォール診断 

構築・導入支援 運用支援 

インターネットサーバ構築 

イントラネットサーバ構築 

WWWコンテンツ作成 

ドキュメント管理サーバ構築 

モバイル環境構築 

システムマネジメントサービス 
＜Support_MEISTER＞ 

図２　システムマネジメントサービスメニュー



システムマネジメントサービス「Support _MEISTER」

ネットワークに接続している機器やサーバをドキュメン

ト上で管理する。

ネットワーク障害診断

ネットワークで発生したトラブルを解析して解決する。

ファイアウォール診断

セキュリティログファイルを分析して，セキュリティ診

断をする。

インターネット・イントラネットのQ&A診断

構築したインターネット・イントラネットサーバに関し

て疑問やトラブルを解決・支援する。

グループウェアの問合せサポート

グループウェアの問題において発生した疑問やトラブル

にQ&Aサポートする。

システムマネジメントサービスの実施手順

システムマネジメントサービスの個別メニューを組み合

わせることで，顧客の要望に合わせたシステム運用管理サ

ポートが実施できる。図３に一つの実施手順を紹介する。

顧客システム環境を把握したサポートの実施

顧客のシステム環境（ソフトウェア・ハードウェアのシ

ステム構成，ネットワーク構成，運用スケジュール）に関

する情報を管理してサポートを実施する。

™ソフトウェア・ハードウェア製品の仕様や利用方法

の質問に回答

™ソフトウェアのレベルアップ情報や技術情報に関す

る技術情報誌を定期的に送付

リモート診断によるトラブル調査，切分け，解決

顧客システムのクライアント・サーバにリモート接続し

て，トラブルの原因を調査し要因を切り分ける。

™問題の原因がソフトウェア障害の場合，障害対応ソ

フトウェアを提供または回避策を提示する。

™問題がハードウェア障害の場合，担当 CE

（Customer Engineer）に出動依頼する。

™問題が業務アプリケーションの場合，担当 SEと連携

して解決する。

システム稼動状況のリモート監視

顧客システムの稼動状況をリモートで監視し，問題発生

時に顧客へ通報する。

™監視対象サーバのハードウェア・ソフトウェアの稼

動状況やパフォーマンス状況

™システムを構成する LAN（Local Area Network）機

器の稼動状況やトラフィック負荷

オンサイトによる問題解決支援

リモート診断でトラブル調査できない場合に，オンサイ

ト出動してトラブル調査を実施する。

佐川急便（株）向け自動仕分けシステムの運用

管理サポート

佐川急便（株）では，情報テクノロジーを活用してトータ

ル物流サービスを展開している。その一環として，今後３

年間で全国40サイトの集配所に自動仕分システムの導入・

展開を計画している。1998年 9 月現在，東京地区でベイエ

リアセンター，横浜店，台東店が，大阪地区で大阪鶴見店，

西大阪店でシステムが稼動済みであり，1998年中に東京店，

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）
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図３　システムマネジメントサービス実施手順



加西ハブセンターが稼動予定である。

今後の稼動を踏まえ，顧客コンピュータシステム部門が

狙っているハードウェア，ソフトウェア，業務アプリケー

ションのトータルシステム運用管理に関する業務改革を実

現するため，システムマネジメントサービスのソリューショ

ンを提供するに至った。1998年 9 月から順次サービスを開

始している。

図４はその全体運用をまとめたものである。

トータルシステムマネジメントサービスの拡大

システムマネジメントサービスはシステム運用管理サー

ビスから顧客満足度の向上のため，日々，メニューの改善，

増強をし，顧客課題解決の全体への対応を進めている。

システム運用管理サービスメニューのレベルアップ

運用管理形態，体制が異なる顧客はシステムの運用を維

持する要件も異なっている。したがって，一律のサービス

だけでなく，運用診断，運用管理教育，運用管理代行など

顧客の立場にフィットし選択できるサービスメニューを整

備，拡大している。

システムのライフサイクル全般へのサービス品ぞろえ

納入システムのメンテナンスに限らず，業務ノウハウを

保有している多数の SEを登用して，システムの分析，次

世代システムの企画，コンサルティングの実施が可能な環

境が整ってきている。

業種サービスとの組合せ拡大

ネットワークインフラのメンテナンスだけでなく，業種

系ソリューションとの組合せによる制御システム運用，現

場運用管理，業務運用管理のサポートサービスを提供，拡

大している。

あとがき

システムマネジメントサービスの提供は顧客との協調が

前提であり，メーカーのプロダクトアウトな論理であって

はならない。相互補完によるビジネス拡大があって成功評

価される。また，新しい技術革新に伴う最先端のサービス

を継続して提供していくこともメーカーの重要な課題であ

る。

最後に佐川急便（株）殿をはじめとして，ご指導とご協力

をいただいた関係各位に深く感謝する次第である。

（3）

（2）

（1）
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図４　佐川急便（株）向け自動仕分けシステム運用管理サポート



業務用民生機器ほか

電　機
電動機，可変速装置，誘導加熱装置，誘導炉，産業用電源装置，クリーンルームシステム，非常用電源装置，コンピュー

タ用電源装置，舶用電気品，車両用電気品，変圧器，遮断器，ガス絶縁開閉装置，電力変換装置，原子力機器，火力機器，

水力機器，発電機，新エネルギー発電システム，発電設備用保護・監視・制御装置，発電設備用コンピュータ制御装置，

誘導電動機，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，ポンプ，ブロワ，電磁開閉器，操作・表示機器，制御リレー，

タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配電機器，汎用モールド変圧器，電力制御機

器，プログラマブルコントローラ，プログラマブル操作表示器，多重伝送システム，汎用インバータ，サーボシステム，

加熱用インバータ，可変速電動機

制御・情報・電子デバイス

コンピュータ制御装置，運転訓練・系統解析シミュレータ，電力量計，放射線モニタリングシステム，保護・監視・制御

装置，マイクロコントローラ，水処理装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，FAシステム，電話自動

選択着信装置，レーザ応用装置，ビデオセンサ応用装置，工業計測制御機器，分析機器，放射線計測機器，OCR，磁気記

録媒体，複写機・プリンタ用感光体，パワートランジスタ，サイリスタ，シリコン整流素子，集積回路，パワーハイブ

リッド IC，サージアブソーバ，半導体センサ，スイッチング電源

自動販売機，コインメカニズム，紙幣識別装置，貨幣処理システム，飲料ディスペンサ，自動給茶機，冷凍冷蔵ショー

ケース，ホテルベンダシステム，カードシステム
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最新の情報通信技術に制御技術を加えたソリューション体系

「Solution_MEISTER」を整備した。基幹情報システムや業務支援

システム，ネットワーク構築・運用サービスを提供する情報基盤ソ

リューション，省エネルギーや廃棄物処理に関する課題を解決する

環境基盤ソリューション，さらに各業種別の課題には業種ソリュー

ションを用意した。コンサルティング，企画，システム構築，運

用・保守まで，システムのライフサイクル全体にわたるサービスを

さまざまな切り口から，顧客のニーズや予算に応じて提供できる。

富士電機のソリューション体系「Solution_MEISTER」
横田　四郎 平松　純一 佐々木裕一

富士時報 Vol.71 No.12 p.641-644（1998）

電力ソリューション「Energy_MEISTER」は，これまでに構築

してきた各種システムのノウハウをもとに，企画，設計，構築，運

用段階までのシステムのライフサイクル全般にわたり，ユーザーの

抱える課題を解決するための方法を体系化したものである。その体

系は，コンサルティングサービス，ソリューションソフトウェア，

システムマネジメントサービス，情報インフラストラクチャ構築サー

ビスから構成される。

電力ソリューション「Energy_MEISTER」
松本　　強 寒河江 繁市 植木　芳照

富士時報 Vol.71 No.12 p.645-648（1998）

昨今の上下水道分野においては，変化する地球環境や社会環境を

背景に，業務の効率向上，コスト縮減，市民サービスの向上が求め

られている。富士電機はさまざまなソリューション技術（エネルギー，

プラント，プロセス，電気・計装・コンピュータシステム）をもっ

て水環境問題に取り組んでいる。本稿では，広範な水環境の課題の

なかで，上下水道におけるコンピュータシステムの構築，情報の共

有化および維持管理をトータルに解決する水処理ソリューション商

品（Aqua_MEISTER）について紹介する。

水処理ソリューション「Aqua_MEISTER」
田中　義郎 山岸　　馨 高橋　正行

富士時報 Vol.71 No.12 p.649-654（1998）

「Factory_MEISTER」は，加工組立産業の製造現場部門におけ

るさまざまな問題に最適な解決方法を提供する 6種類のBPR（Busi-

ness Process Reengineering）コンサルティングサービスと15種類

のソリューションパッケージ（NEOfactory シリーズ）を体系化し

たソリューションである。お客様の業務システム構築にあたって，

最新の情報通信技術，オープンなネットワーク，Windows パソコ

ンをベースとして，企画・設計・構築・運用段階までシステムのラ

イフサイクル全般にわたる最適なソリューションを提供している。

加工組立ソリューション「Factory_MEISTER」
菅井　賢三 寺 健 加藤　知一

富士時報 Vol.71 No.12 p.655-659（1998）

プロセス生産ソリューションは，主に装置産業分野を対象に，業

務コンサルティング，システムの企画，構築，さらには運用支援ま

でのライフサイクル全般にわたるソリューションを提供するもので

ある。その体系は装置産業分野のソリューション対象を四つのカテ

ゴリーに大別しており，そのおのおのにサービス，パッケージなど

を整えていくことを基本としている。本稿では，プロセス生産ソ

リューションの一つとして操業管理ソリューション商品の紹介と，

その適用事例を記す。省エネルギーなど工場全般の改善に寄与する

商品である。

プロセス生産ソリューション「Process_MEISTER」
白川　順一 大池　克幸 植草　　誠

富士時報 Vol.71 No.12 p.660-663（1998）

消費者のライフスタイルの多様化に伴い，商品やサービスに対す

る要求も多種多様になりつつあり，消費者ニーズにこたえるため，

物流・流通過程におけるロジスティクス全般の見直しが必要である。

本稿では，富士電機のロジスティクスに関する企画，設計，構築，

導入，運用段階までのトータルソリューション商品（Logistics_

MEISTER）について紹介する。

物流ソリューション「Logistics_MEISTER」
吉田　　清 中峠　史朗 岩田　誠也

富士時報 Vol.71 No.12 p.664-667（1998）

最近，公共施設，大規模民間施設などの社会資本に対して，いわ

ゆる「コスト」の説明が求められるようになってきた。種々の社会

資本の建設から運用・廃棄に至るライフサイクルにおいて，すべて

の必要コストを具体的に計画し，的確に実行し，かつ適切な時期に

見直しをして，健全な経営を継続することが求められている。その

ような問題の解答として，富士電機が用意した「情報」を中心にし

た施設管理用のソフトウェアコンポーネントとソリューションメ

ニューを紹介する。

施設管理ソリューション「Facility_MEISTER」
長原　洋二 橋　清信

富士時報 Vol.71 No.12 p.668-672（1998）

業務支援ソリューション「Joint_MEISTER」は，グループウェ

アやWWWアプリケーションに代表される業務システムとして位

置づけられる。本稿ではその代表商品である ExchangeUSE ワー

クフロー商品についての機能を紹介するとともに，その導入効果に

ついて具体的な事例を交え紹介する。ExchangeUSE の旅費精算・

勤怠ワークフローを導入したA社では，7人月/月の業務改善効果

を得ている。

業務支援ソリューション「Joint_MEISTER」
渡辺　　裕 伊東　晋治

富士時報 Vol.71 No.12 p.673-676（1998）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

The power system solution “Energy_MEISTER” has been work out

by systematizing the methods of solving user problems through the life

cycle of systems ranging from planning to design, system construction,

and operation on the basis of know-how in various systems so far accu-

mulated.  The system consists of consulting services, solution software

package, system management services, and information infrastructure

construction services.

Power System Solution “Energy_MEISTER”

Tsuyoshi Matsumoto Shigeichi Sagae Yoshiteru Ueki

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.645-648  (1998)

Fuji Electric has introduced its solution framework Solution_

MEISTER.  It provides solutions for enterprise information and network

systems, solutions for ecological challenges, and specific solutions for

operations, including manufacturing, logistics, and utility.  The services

such as consulting, system integration, operation, maintenance, and infor-

mation technology packages can be arranged to provide the optimum

solution for various customer needs and estimates.

Fuji Electric’s Solution Framework “Solution_
MEISTER”

Shiro Yokota Junichi Hiramatsu Yuuichi Sasaki

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.641-644  (1998)

The Factory_MEISTER is a solution technology which has been

worked out by systematizing 6 BPR (business process reengineering) con-

sulting services and 15 solution packages (NEOfactory series) to provide

the optimum solution for various problems in the field of the manufactur-

ing industry.  In developing a lot of systems in practical use, we can pro-

vide the optimum solution through the life cycle of systems ranging from

planning to design, system development, and system maintenance by uti-

lizing the latest information technology, open networks, and Windows

personal computers.

Manufacturing Solution “Factory_MEISTER”

Kenzo Sugai Takeshi Terasaki Tomokazu Kato

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.655-659  (1998)

In recent water and sewage treatment, there have been demands for

improvement in business efficiency, reduction in cost, and improvement

in services for citizens according to changes in global and social environ-

ments.  Fuji Electric has tackled water environment problems with various

solution technologies (for energy, plant, process, and electric-instrumenta-

tion-computer systems).  This paper describes the Aqua_MEISTER which

will give a total solution to computer system construction, information

sharing, maintenance and management for water and sewerage systems

from among wide issues of water environment.

Water Treatment Solution “Aqua_MEISTER”

Yoshio Tanaka Kaoru Yamagishi Tadayuki Takahashi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.649-654  (1998)

Consumers in the diversifying life-styles have had various desires for

commodities and services.  To meet consumer needs, the review of logis-

tics in general through transportation and distribution is necessary.  This

paper describes Fuji Electric’s total solution Logistics_

MEISTER ranging from logistics planning to design, system construction,

introduction, and operation stages.

Logistics System Solution “Logistics_MEISTER”

Kiyoshi Yoshida Shiro Nakatao Seiya Iwata

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.664-667  (1998)

The process production solution mainly provides the process industry

with solutions through the life cycle ranging from business consulting to

system planning, construction, and operation support.  The system

roughly divides the solution objects of the process industry into four cate-

gories and basically prepares services and packages for each category.

This paper describes the operation management solution,  a category of

the process production solution, citing an example of its application.  This

system contributes to the improvement of the whole plant such as reduc-

tion in energy consumption.

Process Production Solution “Process_MEISTER”

Junichi Shirakawa Katsuyuki Oike Makoto Uekusa

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.660-663  (1998)

The business process solution “Joint_MEISTER” can be ranked

among computer systems represented by groupware and WWW applica-

tions.  This paper describes its typical system, ExchangeUSE work flow

solution, and the effect of its introduction, citing a concrete case.  The

Company A introduced the ExchangeUSE work flow for traveling

expenses adjustment and attendance, and has gained a reduction of 7 man-

months/month.

Business Process Solution “Joint_MEISTER”

Yutaka Watanabe Shinji Itoh

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.673-676  (1998)

Recently, so-called cost explanation has been requested from social

capital such as public and large-scale private facilities.  It is necessary to

concretely plan all costs required, exactly execute the plan, and check up

at appropriate times to continue sound management through the life cycle

from construction to operation and disposal of various social investments.

This paper describes the information-oriented software components and

solution menu for facility management which Fuji Electric has prepared to

answer the problem.

Facility Management Solution “Facility_MEISTER”

Youji Osahara Kiyonobu Takahashi

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.668-672  (1998)



インターネットやイントラネットを応用して情報の共有を進め，

業務のスピードアップとコスト削減を図りたいというお客様が増え

ている。さまざまな要望に適した個々のネットワークシステムを企

画・設計し，オープンな部品を組み合わせて低価格・短納期で構築

し，サービス品質を維持しながら運用管理していくことが大きな課

題となっている。富士電機では，ライフサイクル全般にわたるこれ

らの課題にこたえられるよう，ネットワークソリューションを商品

化した。本稿では，適用事例を含めながら，商品メニューを紹介す

る。

ネットワークソリューション「Net_MEISTER」
「Info_MEISTER」「Manage_MEISTER」
萩原　賢一 津田　　宗 網代　　隆

富士時報 Vol.71 No.12 p.677-681（1998）

近年の企業における情報システムの活用は，業務の効率化から経

営戦略の立案へと変遷し，その役割が重要性を増している。その一

方で情報システムの維持管理費用の増大が課題となっている。シス

テムマネジメントサービスは，企業の情報システムをアウトソーシ

ングして，ハードウェア，ソフトウェア，ネットワークを含めたシ

ステム全体の運用管理を提供する付加価値サービスである。本稿で

は，富士電機のソリューションビジネスにおけるシステムマネジメ

ントサービスの概要と取組みを紹介する。

システムマネジメントサービス「Support_MEISTER」
滝沢　　繁 土井　敏生 迫田　悟志

富士時報 Vol.71 No.12 p.682-685（1998）



Information systems in recent enterprises have been applied to busi-

ness strategy planning more than business efficiency improvement, and

the importance of their role has increased.  On the other hand, there has

been a problem of an increase in maintenance cost for the information

system.  The system management service is value-added service to pro-

vide the operation management of the total system including hardware,

software, and networks with the enterprise’s information system outsourc-

ing.  This paper describes an outline of the system management service of

Fuji Electric’s solution business as well as our activities.

System Management Service “Support_MEISTER”

Shigeru Takizawa Toshio Doi Satoshi Sakoda

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.682-685  (1998)

More and more customers desire information for common use with

the internet and intranet to raise working speed and reduce cost.  Major

problems are to plan and design each individual network system to meet

various demands, to construct the system by  combining open components

at a low cost within a short period, and to perform operation control while

maintaining service quality.  Fuji Electric has commercialized network

solutions which can meet these problems ranging through the life cycle.

This paper describes the solution menu, citing examples of application.

Network Solution “Net_MEISTER”
“Info_MEISTER” “Manage_MEISTER”

Kenichi Hagiwara Takashi Tsuda Takashi Ajiro

Fuji Electric Journal  Vol.71 No.12 p.677-681  (1998)
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きめ細かなソリューションメニューをご提供。
各部門の悩みを解決（ソリューション）します。

富士電機の加工組立ソリューション

Factory-MEISTERは

●ビジュアル作業指示パッケージ
●設備稼動管理パッケージ
●工程管理パッケージ
●品質履歴管理パッケージ
●実績収集監視パッケージ

●品質管理パッケージ
●ビジュアル検査（受入れ・製品）
パッケージ
●ドキュメント管理パッケージ

●マルチメディア携帯端末による
巡視点検システム
●設備映像記録パッケージ

●在庫管理パッケージ

富士電機では，お客様の業務システム構築にあたって，最新のIT（Information Technology），オープンなネットワーク，
パソコンをベースとした質の高いサービスとパッケージをそろえ，企画・設計・構築・運用段階まで
システムのライフサイクル全般にわたる最適な業務ソリューションを提供します。
生産活動の効率化を支援する加工組立ソリューション
「Factory_MEISTER（ファクトリーマイスター）」をご活用ください。

●原価見積支援パッケージ
●設備映像記録パッケージ

●JIT生産管理パッケージ
●計画スケジューラ
●在庫管理パッケージ

●購買EDIパッケージ
（購買ワークフロー）
●在庫管理パッケージ

●インターネット/イントラネット構築サービス
●C/S運用管理サービス
●ネットワーク構築サービス
●グループウェアパッケージ（ExchangeUSE）
●ドキュメント管理パッケージ

製造部門 保全部門 出荷部門

情報部門購買部門生産計画･管理部門設計･生産技術部門

得意先・営業所

仕入先・外注先

得意先・営業所

他工場・納入先

品質管理部門
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聞こえてきますか、技術の鼓動。
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「Solution---MEISTER」特集
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