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まえがき

日本の景気は，個人消費の落込みにより悪化の一途をた

どっており，民間設備投資は一段と減少している。1999年

度の設備投資の当初計画は，２年連続してマイナスとなり，

1998年度の実績見込みより約 10 ％減少すると試算されて

いる（日本経済新聞）。また，アジアの通貨危機に端を発

したアジア経済の停滞は，世界的に広がり，世界のプラン

ト建設は低迷化し，プロセス計測制御機器の伸長は期待で

きない状況である。

国内外経済のこの傾向は，今後も続くものと思われるが，

計測・制御・情報システム分野は製品の高信頼性や競争力

強化への要求，ハイテクノロジー製品の開発，環境問題対

策投資などにより，情報分野へ移行しつつ安定した回復基

調に乗ると予測される。

（社）日本電気計測器工業会の1998年12月の調査では，

1999年から2002年までの民需分野における計測制御機器

（制御システムを含む）の伸び率を年平均約 4％としてい

る。

本稿では，市場動向を概観し，富士電機の情報・制御シ

ステムと計測機器の展開について説明する。

情報・制御システムの技術と市場動向

プロセス制御分野での市場動向としては，新設プラント

の建設は少ないものの，製品競争力強化のための更新，合

理化，能力増強など既存プラントの情報・制御システムの

再構築が増加の方向にある。

システムの再構築を顧客側から見ると，国際競争力の維

持強化のため，経営戦略・計画レベルの SCM（Supply

Chain Management），基幹情報管理レベルのERP（Enter-

prise Resource Planning）により，全体最適システムの構

築とグローバルスタンダードへの対応がある。また，TC

O（Total Cost of Ownership）を削減するため，リモート

メンテナンスやオープンシステムの導入，さらには環境規

制や省エネルギーへの対応がある。

一方，制御システムベンダはそのドメインの拡大を図る

ため，制御システム領域を生産・制御支援レベルのMES

（Manufacturing Execution System）領域まで広げ，制御

システムビジネスからソリューションビジネスへと展開を

図っている。図１に経営情報生産システムの階層を示す。

現場から経営までの高度情報化を効率的・経済的に支え

るのがオープン化である。ネットワークのオープン化，オー

プンなソフトウェア資源の採用や，オブジェクト指向のソ

フトウェア応用などによりマルチベンダ対応が図れる。

２.１ 情報・制御システムのオープン化対応

現場から経営までのシームレス結合を達成するためのキー

テクノロジーが，情報通信技術であり，ネットワークシス

テムは情報ネットワーク，制御ネットワーク，フィールド

ネットワークで構成される。特に分散形制御システム

（DCS ： Distributed Control System）の世界でのプライ

ベートネットワークが，通信速度の高速化とともにオープ

ン化され情報処理システムと容易に融合できるようになっ

た。さらに，DCS は既存システムと親和し，システムの

部分更新に対応できることも重要である。

オープン統合化分散監視制御システム「MICREX-AX」

は，これらの機能を実現すべく「進化と継承」をコンセプ
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図１　経営情報生産システムの階層
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トに開発された。Ethernet
〈注 1〉

による情報ネットワークとの

接続はもちろんのことで，制御ネットワークにもEthernet

を用い，FAオープンネットの一つである FL-net プロト

コルを使用しオープン化を図っている。これらのネットワー

クにより，製造情報と経営管理情報の結合が図られ，経

営・計画・生産・製造・物流にわたる広範囲な統合システ

ムが実現できる。オペレータステーションには汎用パーソ

ナルコンピュータ（パソコン）が利用でき，Windows NT
〈注2〉

によるオープンな環境下でよりビジュアルな表現により操

作性の向上が図れ，また Excel
〈注 3〉

，Access
〈注 4〉

などの汎用ソフ

トウェアや汎用データベースの SQLサーバとの容易な連

携で，操業管理・品質管理・保守管理（リモートメンテナ

ンス）に有効なデータを柔軟に提供できる。

２.２ フィールド情報の分散化

オープンなネットワークにより必要なときに必要な情報

が得られると，情報は一極集中から安全性を重視した分散

配置へと移行する。フィールド機器は，端末に位置づけら

れているが，今後は高機能・インテリジェント化と相まっ

て，一層の情報分散化が図られるようになる。

富士電機は，フィールドネットワークとして FOUN

DATIONフィールドバス
〈注5〉

の国際規格化を強力に推進し，

1995年光フィールドバスが IEC規格として成立した。

フィールドバス上の各フィールド機器は，インテリジェ

ンスを持ち，自己診断情報や仕様情報を含む現場情報は

フィールドバスを介して上位システムに伝送される。この

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

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

〈注 3〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名

〈注 4〉Access ：米国Microsoft Corp. の製品名

〈注 5〉FOUNDATIONフィールドバス：フィールドバス協会の登録

商標

フィールドバスの採用により，オープンなマルチベンダに

よるシステムが構築できる。また，DCS のインタフェー

スの合理化による初期投資の削減，リモートメンテナンス

機能による保守費用の削減など，TCOの低減を図ること

ができる。

電気/光フィールドバス対応のオープン統合化システム

は，電気機器制御用の高速オープンバス Profibus にも接

続できるEIC（電気，計装，コンピュータ）統合化システ

ムである。図２にシステム構成を示す。

また，システムのなかのプロセス入出力デバイス（PIO）

は，高速・小形・高信頼性が要求され，DCS 用とプログ

ラマブルコントローラ（PLC）用の境界が不鮮明となって

きている。Ethernet 接続のオープン PIO は，コンパクト

なリモート設置形であり，フィールド分散化を進めること

ができる。

２.３ ソリューションへの対応

企業環境の変化のなか，顧客が直面するさまざまな課題

に対して最適な解決（ソリューション）を提供するため，

富士電機が持つノウハウを分かりやすい形に整理し，

Solution_MEISTER（ソリューションマイスター）として

体系化した。Solution_MEISTER は，企業や組織の共通

基盤である情報システムの課題，業種別の課題，環境対応

の課題について，サービス商品やパッケージ商品などを組

み合わせて，システムのライフサイクル全体にわたるサー

ビスを提供できるようにしている。プロセス制御分野にお

いて，製品現場の情報技術をベースにソリューションを提

供するのが Process_MEISTER（プロセス生産ソリュー

ション）であり，この位置づけを図３に示す。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。

２.４ 今後の展開

情報・制御システムもオープン化の時代を迎え，ソリュー
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図２　オープン統合化システムの構成
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図３　プロセス生産ソリューション体系
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ションを提供するシステム構築コンポーネントは出そろっ

てきた。グローバルスタンダードへの対応と最適なソリュー

ションの実現のため，最新の情報通信技術の適切な活用と

先進的なサービスやソフトウェア，ハードウェアの積極的

な導入により，より一層オープンな自律分散化されたシス

テムを構築していく。

計測機器の動向

計測機器業界を計測機器メーカーの生産高という視点か

らみると，長期にわたる民間需要の停滞と為替問題が各企

業のリストラクチャリングを加速し，やっと安定期を迎え，

やや明るさを取り戻してきたような感があった。しかし，

昨今の国内消費，アジア市場の冷え込み，海外メーカーの

進出，産業構造の変化による設備投資の減少から1998年度

は 12 ％弱の計測機器生産高の低下〔（社）日本電気計測器

工業会統計〕を招き，計測機器メーカーの業績を一段と悪

化させている。アジアの金融財政に立ち直りの兆しがみえ

るので今後に期待したい。

この期間に計測機器業界に起きたことは，プロセス機器

の種類によっては 50 ％に達する市場価格の低下と，その

結果による計測機器メーカーの経営の圧迫，必然的な世界

的M&A（企業の合併・買収）による再編の波であった。

今後もこの波に日本メーカーが巻き込まれるのは避けられ

ないであろう。

富士電機はすでに計測機器専門メーカー〔富士電機イン

スツルメンツ（株）〕を設立し，世の中の変化への素早い対

応と顧客への要望にこたえられる計測機器の事業構造改革

を行った。

３.１ フィールド機器

計測機器ではグローバル商品が顕著で，富士電機は製

造・販売拠点として中国（蘇州蘭煉富士儀表有限公司），

フランス（フランス富士電機），インド（サーマックス富

士電機）の 3か所と，全世界に約50か所の販売拠点を設置

して，グローバル化を展開している。

発信器ではトップシェアメーカー品がデファクトスタン

ダード化し，富士電機でもそれにマッチするべく精度，安

定性など仕様・性能の向上およびスマート伝送，フィール

ドバスによる通信機能の向上を図っている。

流量計には差圧式，電磁式，超音波式などさまざまな方

式があるが，超音波式の流量計は非接触測定や利便性で今

後の基本的な計測コンポーネントであり，需要は大きく拡

大すると期待される。このような背景下，携帯形超音波流

量計と設置形超音波流量計に改良を加え測定精度と応答特

性の向上，流体中の気泡による影響度の改善，小形軽量化，

２測線・２配管仕様による機能・性能を向上させた。

フィールドバスシステム用機器においては，富士電機が

指導的役割を果たしてきた光フィールドバス機器の開発を

行っている。雷被害の多い場所や防爆地域での安全操業に

大きく貢献できる。

３.２ パネル計器

調節計，指示・記録計などのパネル計器分野では，プロ

セス用コントローラおよびビデオチャートレコーダ（ペー

パーレス記録計）を市場投入した。

調節計分野では，温度調節計などの小形専用調節計が性

能・機能アップされた。PLCとの組合せで小規模プロセ

ス計装への使用など，これまでより上位の工業用分野へ応

用されている。また，新形マルチループコンパクトコント

ローラCC-Mは，制御ループの 4チャネルマルチ化，PLC

機能の内蔵，パソコンでの集中監視ソフトウェアの用意な

どを行い，中規模計装システムまでの対応ができる。

記録計の分野においては，現在主流のチャート式記録計

は日用品化が進み，いずれ高級機種が簡易形にとってかわ

りハイブリッド記録計のみの市場になると考えられる。記

録計市場は長期漸減傾向にあり，ディジタル記憶媒体に

徐々に置き換わっていくと思われる。この分野での市場要

求にこたえるためビデオチャートレコーダを商品化した。

３.３ 分析計

富士電機の分析計はプロセス用と環境用が主体である。

プロセス用の国内市場はここ数年横ばい状態であったが，

1998年度は約 10 ％減少した。今後は横ばい基調が続くと

予想している。

環境用市場は1996年度からの回復基調が持続しており，

1998年度は約 10 ％拡大した。この伸長は，ダイオキシン

類の削減対策に関連して一定規模以上の焼却施設には

CO/O2 分析計の設置が法制化されたこと，欧米先進国を

中心に固定発生源や自動車排ガスに対する規制が強化され

たこと，環太平洋諸国でも規制強化が行われたことによる。

今後も ISO14000 認証取得事業所の増加で環境計測に対す

る期待が高まり，環境分析計市場は引き続き伸長すると予

想される。

このような状況のなかで，富士電機ではダイオキシン対

策用小形 CO/O2 分析装置や焼却炉やボイラの燃焼排ガス

測定用の 5成分（NOx，SO2，CO，CO2，O2）小形分析装

置，自動車排ガス測定器を商品化した。さらに水質計では

「安全でおいしい水」の要求にこたえるため，富士電機独

自のユニークな水質計（トリハロメタン計，水質安全モニ

タ，高感度濁度計など）を商品化した。

あとがき

富士電機の情報・制御システムと計測機器への取組みに

ついて紹介した。企業はグローバリゼーションのなか，生

き残りをかけた抜本的な収益改善をめざし業務改革を急速

に行っている。富士電機は，システムコンポーネントのボー

ダレス化が進むなか，先進のハードウェア技術とソフトウェ

ア技術を駆使し，顧客のよきパートナーとしてシステムや

サービスをソリューションとして提供していく。
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