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地方自治体，公共団体の 
情報化をご検討中の 
皆様に朗報です。 

富士電機の「行政情報システム」なら- 
あらゆる情報化を実現します。 

 インターネットの普及に伴い， 

 ディジタル化・マルチメディアの波がおしよせる今日， 

「電子決裁」「情報公開」など， 

 行政分野における情報化もますます加速しています。 

 情報化推進におけるあらゆるステップに， 

 富士電機の「行政情報システム」は 

 いますぐ役立つ6つのパッケージを取りそろえ， 

 柔軟にご支援します。 

 最適なシステムを提案するマルチベンダーの富士電機に 

 ぜひ一度ご相談下さい。 

グループウェア 
＋ 
業務 

アプリケーション 
「行政パック」 

グループウェア 
＋ 
業務 

アプリケーション 
「行政パック」 

人事給与 
システム 
人事給与 
システム 

電子決裁 
システム 
電子決裁 
システム 

LAN／WAN 
ネットワーク構築 
LAN／WAN 
ネットワーク構築 

公文書管理 
システム 
公文書管理 
システム 

財務会計 
システム 
財務会計 
システム 

お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム事業部 SIソリューション第一部 電話（03）5435-7090
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ソリューションと聞いて訳の分からない気

分を味わう人も少なくないのではなかろうか。

Solution とは，解決，解明，回答，ビジネ

スサービス，ライフサービス，豊かな人生設

計に必要なものと定義はいろいろある。

20世紀後半に始まったインターネットは，

最初は身近でなかったものが，今や時間と距

離の制限をなくし，なくてはならぬものとなっ

ている。21世紀は地球を守り，豊かで幸せ

な社会を創造するソリューションの時代とい

われる。特に行政を中心とする社会公共分野

が果たす役割に期待するところは大きい。富

士電機では，コンサルティング，システム構

築，サービス事業などを通して，公共分野が

抱える課題に対し解決策を提供する。

表紙写真は，子供，大人，女性，男性のあ

らゆる人々が，時間と距離を越え，ソリュー

ションライフを楽しんでいる様子をイメージ

的に表現している。
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今からちょうど30年前の1969年のある日，アメリカであ
る実験的なコンピュータネットワークが静かに動き出した。
時はアポロ宇宙船による人類初の月面着陸の余韻が覚めや
らぬころで，この ARPAネットワークのことを注目する
人など誰もいなかった。神だけがやがてこれが全地球を包
みこみ，21世紀の人類社会を変えようとしているテクノロ
ジーに変身することを知っていて温かい眼差しで見守って
いたに違いない。まさに1969年は人類が小さな一歩を記し
た年であった（筆者は奇しくもその年に大学を巣立ち社会
に出たので感慨深い）。30年が過ぎて1000年紀が終わる今，
インターネットは破竹の勢いで増殖している。インターネッ
トを流れる情報流を運ぶ帯域の需要は産業の米である LSI
技術の進展を示すMoore の法則をはるかに上回っている
といわれる。「ドットコム」ビジネスは利益が出るまえに
株価が天井知らずに高騰する。インターネットで一儲けし
ようと優秀な若者が群がり，ベンチャーが雨後の竹の子の
ように顔を出している。二十歳になるかならないかで巨万
の富を築く者もでている。日本の多くの電機会社は今赤字
体質から抜け出せず，あらゆるリソースをインターネット
に集中する，と宣言する新社長もいる。パソコンOSで世
界を制覇したビル・ゲイツの心胆を寒からしめたインター
ネットとは何なのか。
David Moschella が「Waves of Powers」で指摘したよ

うにコンピュータ産業は1980年代に垂直統合の時代から水
平統合の時代に大きくパラダイムシフトし，その展開にフォ
ローできないコンピュータメーカーの多くは消えていき，
産業界の覇者は IBMからプロセッサのインテルと OSソ
フトのマイクロソフトにとって代られた。それは主役がメ
インフレームから PCに交代したからである。そのパラダ
イムシフトはあっという間に進行し，ほんの一握りの経営
者だけがその変動を鋭く察知して波頭を捕え，サーフボー
ドを巧みに操って大波をサーフィンした。それ以外のコン
ピュータ企業は波に乗り損ね渦巻く波に翻弄されたのであ
る。情報産業の経営者にとって実に恐ろしい地殻変動であっ
た。
PCが主役の時代は1990年代とともに終わろうとしてい

る。かつてマイクロプロセッサが出現したばかりのころ，
これが家庭の中に数十個も侵入してくるとは想像しえなかっ
た。今インターネットは居間のデスクに鎮座する PCに繋

がっている。間もなくTCP/IP プロトコルを中心としたイ
ンターネット接続機能は 1チップになるだろう。それがマ
イクロプロセッサがそうであったように家庭内のいたると
ころに侵入し，そこにあるマイクロプロセッサと手を握り，
あらゆるマイクロプロセッサがインターネットでおしゃべ
りをするようになるだろう。工場やオフィスではもっと早
くそれが進行するだろう。主役はもはや PCではない。そ
こではインターネットが主役である。主役の交代は再び情
報・通信産業界に大激変をもたらすであろう。2000年代に
それが起こることは間違いない。経営者は夜も眠れないで
あろう。どんな波が来るのか。いつ波頭を捕えてサーフボー
ドに立ち上がればよいのか。もうそのタイミングは来てい
るのではないか。そう，それはもう来ているのである。
PC時代にはメインフレームメーカーの垂直統合が瓦解

し，ハード，OSソフト，アプリケーションの専業企業の
水平統合に移行した。インターネット時代は通信企業の垂
直統合が瓦解するという予測がある。それは確度の高い予
測だと思う。電話時代の通信は例えば NTTが通信インフ
ラ，電話端末，それらを利用したサービス，ネットワーク
の保守運用，全てを垂直統合して提供してきた。かつてメ
インフレームで IBMがやったように。2000年代はもはや
マンモス通信企業が全てを提供する時代は終息し，通信イ
ンフラ，端末，ネットワークサービス，コンテンツ，メイ
ンテナンス，などに特化した専業企業の水平統合の時代に
パラダイムシフトするであろう。この大波は放送業界にも
押し寄せる。放送局の垂直統合も崩壊することになるだろ
う。各企業はどの領域に自己のリソースを集中し，他の先
陣をきってダッシュするか決断する時間の余裕はもうほと
んどない。
PCのインパクトはその数量に比例して増大するが，イ

ンターネットはあらゆるプロセッサが会話することを可能
にするので，そのインパクトは指数関数的である。インター
ネットテクノロジーの進歩にリソースを集中し，その成果
を賢明に利用すれば21世紀の人類は差し迫っている地球環
境問題，高齢化社会問題，開発途上国問題などに対する有
効なソリューションを手にいれることが出来る。私自身も
残りの人生でその進歩にささやかでも貢献できればと夢想
しているところである。

Tidal Wave over IP

青山　友紀（あおやま　とものり）

東京大学工学部教授 工学博士

630（2）



伊藤　元規

情報システム分野におけるソリュー

ション事業の企画開発業務に従事。

現在，電機システムカンパニー情

報システム事業部SIソリューショ

ン第一部長。

榊原　行良

官公需分野における情報事業の企

画および行政情報システムの企画

設計に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム事業部SI

ソリューション第一部課長。
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まえがき

昨今，わが国の経済は国内外の環境変化のなかで閉そく

状態に陥っている。大量生産，大量消費の時代から，個人

の価値観を重視する成熟した消費の時代へ移行中との見方

もある。行政を軸とした社会システムでも，グローバル化，

少子高齢化対策，環境保全などが要求され，社会全体の合

理化，効率化，市民サービスの向上などが叫ばれている。

こうしたなか，行政側も従来の土木・建築分野を中心とす

る事業体質から，行政サービスを中心とするインフラスト

ラクチャ整備の方向に転換しつつあり，限られた資源のな

かで市民の価値観に合った質の高い，「開かれた行政」を

めざしている。

一方，急速な革新を続ける情報通信技術は，時間，距離，

組織などの壁を超えた活動を容易にし，業務の自動化，知

識の共有化，創造性の発揮などを可能としている。政府は，

この情報通信技術を有効に利用し，効率的かつ質の高い行

政サービスを実現するとともに，行政コスト削減のため，

2003年に向けて世界最高水準の電子政府（スーパー電子政

府）の実現に着手している。具体的には，

™申請・届出などの手続業務の電子化，ネットワーク化

™行政情報の電子公開

™行政のペーパーレス化

™住民基本台帳のネットワーク化

™公文書などの文書交換

™高度道路交通システム（ITS）の推進

™IC カードの装備推進

™医療，福祉分野の情報化

などが，課題として挙げられている。

図１は，日本におけるインターネット接続ホストコン

ピュータ台数の推移，図２は，自治体（市町村）での情報

処理システム導入団体数の推移である。急激な情報化への

動向が理解できる。

富士電機では，中央省庁あるいは地方自治体の抱える情

報公開，市民参加，福祉，交通，環境，防災などに対応し

た公共分野向けソリューション事業に注力しており，顧客

の持つ課題に対して，問題点の抽出から最終的な課題解決

までの，きめ細かなコンサルティング，確かなシステムの

企画，コストパフォーマンスに徹したシステム構築をサポー

トしている。また，運用開始後のシステムの保守，ヘルプ

デスクの設置といったサービス面の充実も強力に推進し，

顧客密着形トータルソリューションビジネスへの取組みを

行っている。
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伊藤　元規（いとう　もとき） 榊原　行良（さかきばら　ゆきよし）
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図１　日本のインターネット接続ホストコンピュータ台数の推移

（出典：米国Network Wizards 社調べ，1997年 7月現在）
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図２　市町村での情報処理システム導入団体数の推移

（出典：地方自治コンピュータ総覧）
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公共分野に対する情報ソリューション

従来，富士電機の公共情報分野に対する取組みは，主に

電力設備，上下水道設備，道路・トンネル設備など施設監

視制御を主体とするシステム全般に関するハードウェアと

ソフトウェアの提供に限られていた。それに対して現在は，

情報通信技術を駆使したサービス中心の分野全般に注力し，

顧客サービスや社会サービスの充実や，先に述べた高度情

報社会への課題解決のため，四つの新システムを柱とする

情報ソリューションに取り組んでいる。以下にその概要を

述べる。

２.１ 地域情報システム

情報化による地域住民への行政サービスの向上と庁舎内

業務効率化の推進に向け，庁舎内情報システムと地域・自

治体情報ネットワークを実現する。具体的には，住民基本

台帳を主体とする住民情報系システムと，行政サービスの

業務改善および将来の情報公開を見据えた庁舎内情報系シ

ステムとに大別される。住民情報系のシステムにおいては，

かなりの自治体で導入が検討され，システム化が進んでい

るが，庁舎内情報系システムは，現在，導入の検討が急ピッ

チで進められている。また，情報公開系システムについて

も，文書管理をキーワードとして，行政情報システム全体

の統合化にまで至る一連のシステムに対する検討が行われ

ている。図３は，行政情報システムの構成を示し，図４は，

地域情報システムの全体イメージを示す。庁舎（県庁，市

役所，役場など）が行う情報公開が，ネットワーク全体の

情報流通を活性化させ，地域に点在する行政拠点や一般家

庭が密接にリンクし，地域全体がシームレス化される。

２.２ 新道路情報システム

ITS（Intelligent Transport Systems）高度道路交通シ

ステムとは，最先端の情報通信技術を利用して，ナビゲー

ションシステムの高度化，自動運転を目標とする安全支援

システムなどの実現により交通の安全や効率化をめざすも

のである。21世紀初頭の実現が目標であり，約60兆円の市

場創出が試算されている。

現在，有料道路の自動料金収受システムや，交差点など

における高度画像情報システムの導入が開始され，富士電

機でもこれに対応したシステムを提供している。表１に

ITS と九つの適用分野を示し，今後の展望についてまとめ

た。

２.３ 施設管理システム

ファシリティマネジメント（FM）は，自ら使用するファ

シリティ（土地，建物，設備，施設，地域環境，執務空間

などの環境）を経営的・戦略的視点から，総合的・長期的

に企画し，管理する経営活動である。具体的には，経営を

軸とする資産管理や財務評価，生産性の向上などの戦略的

分野，ファシリティを快適かつ効率的に計画・建設・運営

維持するためのエンジニアリング分野，およびセキュリティ

や清掃業務などのサービス分野のコストダウンを総合的に

解決するシステムである。例えば，ビル建設にかかる建設

コストとビルの施設全体を維持管理するためのコストを比

較した場合，維持管理にかかるコストの方がはるかに大き

い。富士電機では，この維持管理コストの削減をめざした

システムの開発に取り組んでおり，従来のビル監視システ

ム（BAS）からファシリティマネジメントシステム（FMS）

まで，各階層に応じたシステムを提供している（図５）。

２.４ カードシステム

わが国のカード産業は，金融機関の情報システムの進展

をきっかけとして発達してきた。一般消費者の生活に密着

した銀行のキャッシュカードによって「カード」は，広く

一般に認知され普及した。キャッシュカードの発行枚数は，

2.9 億枚に達している。最近は，ICカードが次第に浸透し

始め，ある特定企業内における従業員管理システムや，入

退出管理システムで展開されている。さらに，インターネッ

トの普及や電子マネー（EC），さらに ITS での展開が予

想され，必要不可欠な技術として期待されている。富士電

機では，スキー場をはじめ，健康増進センター，食堂シス

テムなどに多数納入している。図６にカードシステム全体

の開発履歴を示す。
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庁舎内情報系システム 
 グループウェア 

決裁システム 
文書管理システム 
財務会計 
人事システム 
給与システム 

情報公開系システム 
文書管理システム　　　　　 
インターネットホームページ 

住民情報系システム 

住民情報システム 
戸籍総合システム 
介護保険システム 
福祉総合システム 
選挙総合システム 
税情報システム 

図３　行政情報システムの構成

関連機関， 
団体 

一般家庭 

役所各機関 
の情報公開 

役所 

防災センター 

自治会集会所 

関連機関， 
団体 

一般家庭 

消防詰所 
集会所 
など 
消防車両 

大会議室　 
として利用 

自治会集会所， 
学校授業，　　 
消防団会合所　 

図４　地域情報システムの全体イメージ
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富士電機の取組み

本章では，公共分野向けソリューション事業の核となる

庁舎内情報システムを例にとって取組み方法を紹介する。

また，システム納入後の保守，維持管理といったサービス

事業の展開についても，その取組み方を紹介する。

３.１ 庁舎内情報システム

庁舎内の情報システム化を推し進めるためには，大きく

四つの階層が考えられ，第四階層には，業務系のアプリケー

ションならびに基幹系の財務会計システム，人事給与シス

テムなどが存在する。図７は富士電機の商品を模式図で示

したもので，コンサルティング，教育，ヘルプデスクを含

めた提案を行っている。また，図８は LAN構築から情報

公開に至るまでの導入ステップの例である。

３.１.１ ネットワークの構築

業務支援用パーソナルコンピュータ（パソコン）の導入

と LANの構築を行う。従来，高価であったパソコン機器

も今や小形化，高機能化，高速化，低価格化がすさまじい
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表１　ITSと九つの適用分野 

テーマ名 利用者サービス 

�VICSの高度化 

�ETC本格導入 
�駐車場，ガソリンスタンド， 
　ドライブスルーへの適用 

�車間距離コントロール 
�ふらつき運転検知 

�信号制御の高度化 
�高度画像システムの導入 

�既存システム（道の駅など） 
　の高度化 

�利用者情報の提供 
�運行管理支援 

�運行管理支援 

�音声経路案内 
�信号制御管理の開始 

�緊急自動通知 
�信号制御管理の開始 

�リクエスト形ナビ 
�オンラインショッピング 

�カーナビとの一体化 
�多目的無線 ICカード 

�高度画像システム 
�全国展開 

�動画の取込み 

�情報提供システムの 
　高度化 

�自動運転補助運用の 
　開始 

�ネットワーク化 

�動画伝送 

�交通関連情報の提供 
�目的地情報の提供 

�自動料金収受 

�走行環境情報の提供 
�危険警告 
�運転補助 
�自動運転 

�交通流の最適化 
�交通事故時の交通規制情報の提供 

�維持管理業務の効率化 
�特殊車両などの管理 
�通行規制情報の提供 

�公共交通利用情報の提供 
�公共交通の運行・運行管理の支援 

�商用車の運行管理支援 
�商用車の連続自動運転 

�経路案内 
�危険防止 

�緊急時自動通報 
�緊急車両経路案内・救援活動支援 

ナビゲーション（ナビ）システム 
の高度化 

（カーマルチメディア） 

自 動 料 金 収 受 シ ス テ ム 
（ETC） 

安 全 運 転 の 支 援 
（AHS） 

交　通　管　理　の　最　適　化 

道　路　管　理　の　効　率　化 

公 共 交 通 の 支 援 

商 用 車 の 効 率 化 

歩　行　者　な　ど　の　支　援 

緊 急 車 両 の 運 行 支 援 

今後の展望 

2000年 2005年 2010年 

�車々間情報通信 
　（オンデマンド） 
�カーマルチメディア 

�2015年から実用化 

�AHSとの合体 

�AHSとの合体 

�AHSとの合体 

�動画・音声サービス 
　の開始 

FMS：Facility Management 
 System

施設内LAN

下位ネットワーク 

オーナー，経営管理者のため 
　運用，維持管理費の総合評価 
　間接経費処理業務支援 

F
M
S

BMS：Building Management 
 System

設備メンテナンスワーカーのため 
　施設の維持管理支援 
　施設の稼動データ収集 

B
M
S

BAS：Building Automation 
 System

コントローラ 

設備機器 

設備監視操作員のため 
　設備の集中監視 
　自動運転 
　遠隔操作 

B
A
S

図５　施設管理システム

ニセコスキー 
ゲート　　　 

1995年 2000年 

ハウステンボス 

ICカード 
入金機　 

ICカードリーダ　 
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ホテル精算機 

図書館　 
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セキュリティ 
システム　　 

食堂システム 標準食堂システム 

ザウス 
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スキー 
（非接触） 

（非接触式） 

（非接触式） 

スキーゲート 
システム（牛 
岳・ライザ） 

新標準スキー　 
ゲートシステム 
（野沢・栂池） 

標準スキー　　 
ゲートシステム 
（蔵王） 

入退場　　　　 
ゲートシステム 
（朝霞・那珂町） 

アミューズ 
メント　　 
（接触式） 

食堂　　 
（接触式） 

その他　 
（接触式） 

入退場　　　　 
ゲートシステム 
（屋内プール） 

非接触入退場 
ゲートシステム 

人事給与/財務 
会計連携シス 
テム 

OEM向け 
スキーゲート 
システム 

図６　カードシステム開発履歴
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勢いで進んでおり，１台/1 人も可能となりつつある。ま

た，LANの構築により，磁気ディスク装置，プリンタな

どの資源が共有化され，省スペース化される。また，各個

人の使用するパソコンの磁気ディスク装置で管理されてい

た業務文書が，１か所で管理可能となるため，組織内での

業務文書が共有化される。

３.１.２ グループウェアの導入

組織を構成する複数の人間（グループ）の間で行われる

協調作業とコミュニケーションを，コンピュータにより実

現あるいはサポートできるようにする。これらは，個々の

業務作業に加え，作業中に発生する意見の交換やミーティ

ング，書類の回覧などがすべて電子化して行われる。富士

電機では，行政サービス向上用として，職員が行う事務処

理業務全般を支援する「行政パック」を提供している。

３.１.３ ワークフローの導入

組織内のグループについて業務のアプリケーションを充

実させる。具体的には，

™財務会計システム

™人事給与システム

™電子決裁システム（勤怠・旅費精算含む）

™文書管理システム

™情報公開システム

などが考えられる。

さらに，すでに導入している住民情報系のシステムとの

統合をも念頭におくことにより，職員は１台のパソコン上

で，基幹業務から日常業務さらには電子メールまでこなす

ことができ，作業効率の向上が図られ，管理面でもコスト

の削減につながる。

３.１.４ 情報公開の達成

職員の業務処理についての効率化とともに，「開かれた

行政」の一環として，業務文書や議会議事録など必要な情

報を適宜住民に開示する，情報公開のニーズはますます増

大している。情報公開は，現在紙で行っている膨大な書類

を電子化し，ペーパーレス化を進め，行政における業務に

即した文書管理システムを駆使することにより達成される。

３.２ 保守サービス

システム運用開始後の保守サービスは，顧客の満足度を

充足させるために必要不可欠な分野である。図９に実施手

順の例を示す。

３.２.１ 情報提供

ソフトウェア・ハードウェア製品の仕様や利用方法など

の質問に答える，ヘルプデスク機能である。

その他，バージョンアップ情報をはじめとする各種技術

情報を定期的にホームページ，電子メール，雑誌などに提

供するサービスも含む。

３.２.２ リモート診断

顧客システムのクライアント・サーバシステムにリモー

ト接続して，トラブル調査，切分け，問題解決を行うサー

ビスである。

３.２.３ リモート監視

顧客システムの稼動状態をリモートで監視し，稼動パ

フォーマンスや，LANのトラフィック負荷などを確認す

る。問題があれば，顧客にいち早く報告し，対策案を提案

するサービスである。
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LAN/WAN

① 

② 

③ 

④ 

業務系 

構築・導入 

基幹系 

ハードウェア（パソコン） 

 
①ハードウェアの設置 
②LANの設計・布設 
③グループウェア導入・ 
　イントラネット構築 
④業務系アプリケーション・ 
　基幹系システム構築 
 
 

各種教育 
　利用者教育 
　管理者教育 
　運用メンテナン 
　ス教育など 

グループウェア 
　イントラネット 

ヘルプデスク 
　ネットワーク 
　管理 
　操作支援 
　障害対応 
　技術支援とコン 
　サルティング 
　グレードアップ 
　カスタマイズ 

 
～現状把握と実施 
　計画の立案 
 ①現状把握 
 ②提案システムの 
　 説明 
 ③コンサルティン 
 　グ活動計画立案 
 
～現状業務ヒアリン 
　グとシステム立案 
 ①現状業務と新業務 
　 構想ヒアリング 
 ②システム構想立案 
 ③システム運用案の 
　 立案 
 
～運用保守と導入計 
　画の立案 
 ①推奨サーバハード 
　 ウェア仕様 
 ②運用保守体制 
 ③導入計画の立案 
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図７　庁舎内情報システムの商品群
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図９　保守サービス実施手順例
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図８　庁舎内情報システムの導入ステップ



公共分野向けソリューション事業

３.２.４ オンサイト問題解決

リモート診断でも解決できない問題については，全国に

配置されたサービス拠点から，365 日24時間体制でオンサ

イト対応する，地域密着形サービスにより，顧客の満足の

いくシステムを実現している。

３.２.５ 拡大サービス

全国一律のサービスを実施するだけでなく，顧客の特性

に合わせた運用診断，運用管理教育，運用管理代行などに

つき，アウトソーシングをも含めた対応で実施する。さら

に，納入システムのメンテナンスに限らず，次なるシステ

ムの拡充，企画，コンサルティングなども行っている。

あとがき

公共分野における富士電機のソリューション事業につい

て，概要を紹介した。21世紀に向け，地域の活性化と地方

分権を進めるためには，「情報公開」「地域間の情報交換」

「行政サービスの向上」が必須（ひっす）条件になる。

情報通信技術の進歩は速く，高性能化，高機能化，低価

格化は今後も続くとともに，その適用環境の変化も急であ

る。このようななか，富士電機は，今までに培ったハード

ウェア・ソフトウェア技術のノウハウを提供するだけでな

く，広く国内，国外の技術を取り込んだ形でシステムを提

供するとともに，従来の業種・業界にとらわれず，幅広い

分野でパートナーとの協力体制を強化し，地域の求める豊

かさと，安心して生活できる環境作りに向けて貢献する所

存である。
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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

2948340 山本　慶二命令処理装置

2949867 西口　智春蒸気タービンケーシングのフランジ

2949874
辻　　直人
柴田　一喜
神山　道也

ECR プラズマ CVD 装置ドライク
リーニングの方法

2949888 橋本　　貴超音波距離センサ

2949889 鈴木　勝久ショーケース

2949892
杉本　大輔
伊藤　達郎ショーケースの商品陳列棚

2949898

長瀬　徳美
小知和眞一
福田　徳幸
中村　　司
市嶋　正明
内木　　孝

ガス漏れ警報器

2949907 海老澤恒雄
瀧浦　広之回路遮断器の引外し機構

2949917 山田　英司
青山　祐次冷気循環式オープンショーケース

2949929 山形　繁男
藤橋　博司無停電電源装置の電源切替え方式

2949938 田口　寛明高温用ポンプモータ装置

2949941
辻　　信雄
森　　久直
大森　　明

自動販売機の電子式冷熱制御装置

2949944 伊藤　義矩硬貨収納払出装置

2949953
野上　純孝
高橋　　章
國司　　徹

電子写真感光体

2949954 小林　敏夫過電流保護継電器

2949966
黒田　昌美
白石洋太郎
古庄　　昇

有機薄膜発光素子

2949971

川手　健司
黒田　昌美
天野　雅世
大倉　健一
古庄　　昇

電子写真用感光体

2949976 前田政一郎
太田　春夫炭酸水吐出装置

2949979 遠藤　幸一透過率測定装置とその校正方法

2949991 中地　　功電動ハイブリッドポンプ

2949999 岩田　英夫複合部品のプレス曲げ加工方法
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まえがき

近年，公共の施設間を結ぶ大規模ネットワークから庁舎

内を結ぶ小規模ネットワークまで，さまざまな情報インフ

ラストラクチャ（インフラ）が計画的に導入され，グロー

バルな情報化が進められている。一方，行政分野において

も情報公開への対応，住民への多様なサービス提供，行政

改革に沿った業務効率化などの課題解決のためにも，情報

化の推進は急務であり，今後も加速されることが予想され

る。

本稿では，富士電機が提供している，公共機関における

情報システムのインフラ構築から業務運用までのネットワー

クシステムとグループウェアを用いたソリューションにつ

いて紹介する。

ネットワークシステム

２.１ 公共分野のネットワークシステムの要件

情報ネットワークを構成するLAN，WANの技術は，こ

こ数年で著しい発展を見せている。特に，パソコンの登場

によって，情報ネットワークを構成する技術が，大形コン

ピュータメーカー独自のネットワーク体系から，Ethernet
〈注1〉

を基本としたよりオープンで標準的な技術体系に移ってか

らは，日進月歩の発展を見せている。

オープンで標準的な技術を使用して，自治体や公共施設

の情報ネットワークシステムを構築する場合，以下の要件

を満たす必要がある。

住民サービスを直接提供する部分のネットワークは，

特に信頼性が高くなくてはならない。

住民記録台帳をはじめとする基本システムは住民デー

タの蓄積に基づくものであり，スクラップアンドビルド

で対処できる性格のものではない。したがって，最新技

術のネットワークを導入する場合でも，既存システムや

ネットワークとの親和性を重視しなければならない。

〈注 1〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

行政情報の公開に関する要求と，住民の個人情報に関

する機密保持という相反する二つの要素を満たすために，

ネットワークに関するセキュリティ指針が明確でなけれ

ばならない。

２.２ ネットワークシステムの導入事例

ここでは，行政情報ネットワークのインフラである

LAN，WANなどの線路を中心とするネットワークの構

築について，事例を交えて紹介する。

２.２.１ 市役所向け地域情報ネットワークインフラの構築

市役所向けでは，庁舎内および出先機関の情報共有，行

政事務の効率化を図るために，情報インフラの拡充を図る

べく，庁舎内のネットワークの再構築を行った。構成を図

１に示す。

本ネットワークの特徴としては，以下の点が挙げられる。

ATMスイッチ，Fast Ethernet スイッチなどの最新

ネットワーク機器で構成された高速かつ大規模なネット

ワークとしている。

メインフレームを中心とする既存ネットワークの FD

DI（Fiber Distributed Data Interface）を最大限活用し，

再構築を行った。また，フロアレベルでは19インチラッ

クに搭載されたパッチパネルを配し，端末変更時の簡便

性を確保している。

コストを抑えつつ信頼性を重視した構成を随所に取り

入れている。

基幹部分を構成する ATMスイッチは 2台構成で，そ

れぞれがバックアップ機器となっている。万一，片方の

ATMスイッチが故障した場合でも，低層階部の窓口業務

をはじめとする市民サービスを中断させることのないよう

に，他方のATMスイッチをFast Ethernet スイッチ経由

で活用することにより，メインフレームからのルートを確

保している。FDDI と ATMスイッチ，Fast Ethernet ス

イッチ間の構内側結線（LAN系）と ISDNや HSD（高速

ディジタル専用線）などの局線側結線（WAN系）も，二

重化された 2台のルータを用いて，それぞれクロスの結線

を行っており，信頼性の高い構成としている。一方，コス

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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トを抑制するために，いたずらな二重化は行っておらず，

ATMのバックアップとしては，原則として Fast Ether

net スイッチを用いている。

支所などの出先機関とは，専用線接続を行ってバリア

セグメントとし，インターネット接続を行っている

WWWサーバ系は非バリアセグメントとして，明確な

セキュリティポリシーを持たせている。

大規模ネットワーク管理のために，UNIX
〈注2〉

ベースのネッ

トワーク監視システムを設置し，ネットワークの常時監

視を行っている。

本ネットワークの構築に関しては，3か月の短納期で完

全稼動を実現している。また，監視システムを基本に，運

用保守契約を締結していただいており，稼動から 1年を経

過しているが，その間若干のハードウェア故障があったも

のの，二重化設計の効果で業務に支障を与える障害は回避

している。

２.２.２ 大学病院向け高速ネットワークの構築

大学病院では，高度情報化の一環として，3段階にわた

る病院内および地域情報ネットワークの高度化を進めてき

た。

™第一次：院内業務システムの LAN化

〈注 2〉UNIX：X/Open Company Ltd.がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

™第二次：院内業務の高速化および画像システムのATM

化

™第三次：院内業務のさらなる高速化（ギガビットスイッ

チネットワーク）と地域内病院連携ネットワー

ク化

図２に第三次高度化のネットワーク構成図を示す。

本ネットワークの特徴としては，以下が挙げられる。

ATMスイッチ，ギガビットスイッチ，L3（レイヤ 3）

スイッチなどの最新ネットワーク機器を用いた大規模か

つ高速で大容量伝送にも耐えうるネットワーク構成となっ

ている。

放射線科のデータなど大容量伝送が行われる画像系シ

ステムにはATMスイッチを用いたネットワークを構成

し，高速性を要求される院内業務系にはギガビットスイッ

チを用いたネットワークを採用している。これらにより，

それぞれの特性を生かし，ネットワーク全体の高い性能

を確保している。

画像系，院内事務系ともに，ネットワーク機器の二重

化と結線のクロス化がなされており，高い信頼性を確保

している。

院内事務系では，ルーティングの可能な L3 スイッチ

を活用することにより，帯域の確保に努めている。

本ネットワークの構築では，医療機関という性格から業

務システムは常時稼動させねばならないため，既存ネット

（4）

（3）

（2）

（1）（5）

（4）
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基幹：ATM(OC-3)/FDDI　　支線：Fast Ethernet/Ethernet　　WAN系：170回線 
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図１　市役所総合情報ネットワーク構成図
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ワークをほとんど生かしたまま，新ネットワークへの移行

を行わねばならなかった。設計段階からの工夫や，効率的

な作業により，1,500 台以上の端末を持つ第三次のネット

ワーク改修に関して，期間 3か月で業務を停止させること

なく，スムーズな移行を実現することができた。

グループウェア

富士電機は，世界の二大グループウェア，Exchange

（マイクロソフト社）と Notes（ロータス社）の両者のソ

リューションを認定パートナーとして提供している。また，

グループウェアを利用した業務パッケージ商品（Exchange

USE パッケージシリーズ）を1996年 6 月から発売してお

り，1,000 ユーザー，100,000 ライセンスを超える実績を有

している。1998年にはグループウェア上の業務アプリケー

ション構築 No.1 の実績として，マイクロソフト社から

「MCSP SIA アワード」を受賞している。

３.１ グループウェアの概要

グループウェアはそれ自体で電子メールや文書共有など

の基本機能があり，庁舎内コミュニケーションのインフラ

として利用することが可能である。またそれらの基本機能

を利用して作成されている「文書管理」や「電子決済（ワー

クフロー）」など，特定業務用パッケージを開発し，業務

の効率化（スピードアップ）を実現させている。

３.２ 公共分野におけるグループウェアの利用

以下に Exchange の基本機能を利用して，自治体などで

要求されている業務を実現する場合の事例を紹介する。

電子メール機能

ネットワークを利用してコミュニケーションするための

基本機能である。

庁舎内電子メール

確実な配信と相手が読んだかどうかを確認できること

が必要であり，Exchange ではメール送信時の開封通知，

送付先ではポップアップ表示による着信通知，さらに重

要度表示による緊急度の高い内容からの確認などさまざ

まな使い方が可能である。

インターネットメール

インターネットメールアドレス（例： xxx@fujielec

tric. co. jp）を直接入力でき，内外のメンバーに同報通

知ができることが必要であり，Exchange では直接入力，

個人アドレス帳などの機能により，漢字表示でインター

ネットメールアドレスの管理が可能である。

スケジュール管理

個人スケジュール管理

各個人のスケジュールを登録・管理する。定例会議な

どに対応するために定期的（日，曜日など）なスケジュー

ル予約を可能としている。

会議室予約（b）

（a）

（2）

（b）

（a）

（1）
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電算室 

運用系 バックアップ系 

10M

基幹：Giga Bit Ethernet/ATM(OC-3)/FDDI　　支線：Fast Ethernet/Ethernet
サーバ台数：40台　　クライアント台数：1,500台　　ネットワーク機器：300台 
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図２　大学病院内総合情報ネットワーク構成図
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会議室を前述の個人スケジュール管理と同様に登録し

て予約状況を公開し，権限によって書込みを可能として

いる。

Exchange では同様の登録機能のほかに，登録した予定

時刻になるとアラーム表示（または音）により通知がされ

る。また，グループ作業のための機能として他のメンバー

への公開機能があり，富士電機のExchangeUSE のグルー

プスケジュール表示を追加することにより1画面でメンバー

全員や会議室全室の予定を確認することが可能としている。

また，一斉同報による会議の開催通知も可能としている

（図３）。

共有フォルダ

ワードプロセッサや表計算，PDF（Portable Document

Format）などの文書やビットマップなどの画像をサーバ

で保存するフォルダ機能である。

共有文書フォルダ

機関全体の規定や公開情報などを保管する機能である。

部門や役職，個人名でフォルダごとにアクセス権を設定

でき，セキュリティの確保ができる。

掲示板

一般的な連絡事項やイベント情報などを掲示公開する

機能であり，表題を検索して過去の掲示物を探すことも

できる。

電子会議室

会議室に投稿される表題に対してコメントを付けて投

稿することにより，議題の関連づけが分かるように階層

で表示する機能である。

さらに投稿された内容について既読・未読状態が個人ご

とに管理されているため，未読部分のみの確認などが容易

に行える。図４に画面例を示す。

３.３ グループウェアの導入事例

1999年10月 1 日から運用を開始した北海道西興部（にし

おこっぺ）村役場における導入事例を紹介する。

本システムは，Exchange によるコミュニケーションイ

ンフラの構築とインターネットメールとの統合，さらには

WWWサーバ構築による外部情報公開を行っている。

また，申請書類電子化の第一ステップとして共有フォル

ダと電子印鑑の利用による簡易決裁システムを構築し，旅

行命令および休暇申請の電子化を実現した。図５に共有フォ

ルダによる申請業務の流れを，図６に画面例を示す。

（c）

（b）

（a）

（3）
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図３　ExchangeUSEグループスケジュール

図４　Exchange パブリックフォルダ機能

図６　申請業務画面例

通知 通知 通知 

1件 1111件 

マウスで 
移動する 
(自由） 

フォルダに 
入ると 

メール通知 

○○係長 △△課長 ××部長 

申請 
シート 

申請 
シート 

申請 
シート 投入 

担当 

パブリックフォルダ パブリックフォルダ パブリックフォルダ 

4件 

図５　簡易決裁システム



ネットワークシステムとグループウェア

３.４ 公共分野向け業務アプリケーション「行政パック」

３.２節ではグループウェア基本機能によるソリューショ

ンを紹介したが，さらに，自治体などで行われる各種業務

に対する統合支援ソフトウェア「行政パック」を開発した

（図７，図８）。特長は次のとおりである。

Outlook
〈注3〉

のメイン画面（Outlook Today）から，マウ

ス操作で対象業務の選択を可能とした。

個人の予定だけでなく，会議室・公用車などの共有資

産のスケジュール表示・検索・予約を可能とした。

電子掲示板や官庁速報，Q&A，ヘルプデスクにより

組織内外の情報伝達・共有をスムーズに実現した。

〈注 3〉Outlook ：米国Microsoft Corp. の商標

よく使う電子文書フォーマットのひな型をサーバで一

元管理し，ドキュメント管理業務を容易化した。

あとがき

本稿では，導入事例を紹介するとともに富士電機の公共

分野におけるネットワークシステムとグループウェア構築

ソリューションを紹介した。

今後もさらに，情報公開や行政サービスの拡充に向け，

構築技術のレベルアップや柔軟性のある業務パッケージの

開発，将来を見据えたシステムの提案を行い，各自治体に

対し企画・検討から構築・運用までのトータルな最適ソ

リューションを提供していく所存である。

（4）

（3）

（2）

（1）
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齋藤　芳之

官公需分野における情報事業の企

画および行政情報システムの企画

設計に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム事業部SI

ソリューション第一部課長。

鳥山　和彦

官公需分野における各種情報シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパニー

情報システム事業部 SIソリュー

ション第一部課長。
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ソリューション統轄部第 2推進部

長。
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まえがき

近年，住民の主体性を尊重する開かれた行政の実現およ

び質の高い行政サービスを実現するため，各自治体は，地

域住民や地域企業に対する行政の透明性確保，サービスの

向上，業務効率化などかつてないほどの変革を求められて

いる。

従来，地方公共団体においては，財務処理や証明書発行

などの定型的な事務処理を実施するシステムの導入が各業

務ごとに進められてきた。しかし，定型業務である各個別

業務システムだけで効率を上げるには限界があり，近年，

決裁などの非定型業務を中心にシステム化し，各業務シス

テムと連携させることにより，トータルでの業務効率向上

へのニーズが高まってきている。さらに，行政文書業務で

は，情報公開法の制定などにより，事務作業の効率化・処

理スピードアップなどが強く求められている。

一方，最近になって，グループウェア，データベース，

ネットワークなどに代表される情報処理技術の急速な発達

により，非定型業務における決裁処理の文書情報を扱える

ようになった。決裁業務を効率的に処理でき，また膨大な

文字，数値，画像などの情報を同時に扱えるようになった

ことにより，文書処理および文書管理をシステム上で実現

できる環境が整いつつある。

本稿では，行政向けに開発した電子決裁システムに関し，

機能概要および各種サービスメニューについて述べる。ま

た，行政文書を電子化し，情報の共有・情報公開に対応可

能な市役所向け行政文書管理システムについて，機能概要

と神奈川県某市役所の適用事例を中心に述べる。

行政向け電子決裁システムの概要

本システムでは，民需分野向けに多数の納入実績がある

ExchangeUSE ワークフローパッケージを適用することに

より，日本の行政業務に適した電子決裁システムとして，

パッケージ化を行った。

本システムを使用することにより，官公庁における統合

した電子決裁システムを稼動させることが可能となる。ま

た，対象となる業務範囲は，収受・配布から決裁までと行

政における決裁業務をすべて網羅している。

図１に電子決裁システムの標準的な構成を，図２に画面

機能構成を示す。

２.１ 主な特長

導入の容易さ

起案文書には，官公庁にて標準的に採用されている

Word
〈注 1〉

，Excel
〈注 2〉

を採用しているため，短期間での導入が可

能である。

電子印鑑との併用が可能

行政文書で重要な意味をもつ印鑑については，電子印鑑

システムとの併用が可能なため，印鑑を使用した運用を変

更せず，導入が可能である。

将来的な拡張にも対応可能

将来的な利用者数の増加，決裁案件の増加についても，

〈注 1〉Word ：米国Microsoft Corp. の製品名

〈注 2〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名

（3）

（2）

（1）
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齋藤　芳之（さいとう　よしゆき） 鳥山　和彦（とりやま　かずひこ） 杉江　孝夫（すぎえ　たかお）

メールサーバ 

既設 
システム 

MS-Exchange 
4.0以上 

電子決裁サーバ 

利用者クライアント 

〈注〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標 

利用者クライアント 

OS ：Windows NT4.0 
WWW ：（IIS 3.0） 
RDB ：SQL Server V6.5 
  以上 
その他 ：OFFICE97 Pro以上 
Exchangeライセンス 
SQLクライアントライセンス 
NTアクセスライセンス 

OS ：Windows 95または 
  98，NT4.0 WS 
ブラウザ ：IE3.02+FileUPLOAD 
  または4.0以上 
OAソフトウェア：Word95， 
   Excel95以上 

〈注〉 

図１　電子決裁システムの構成



電子決裁・文書管理システム

メモリ追加やマルチサーバ構成をとることにより，システ

ムの性能を維持しながらの拡張が可能である。

各種業務システムと連携可能

本電子決裁システムは，他の業務システムとの連携を前

提としたキーワードの自動抽出機能を標準装備している。

それにより，行政文書管理・財務システムなどの他システ

ムと連携が容易となる。

２.２ 主な機能

プレビュー画面による電子決裁機能

決裁機能として，Word，Excel を開かずに決裁が可能

な決裁画面（決裁一覧画面，案件詳細画面）にて，決裁

（一括，個別）を実施できるため，ファイルを開く手間が

不要で，複数の決裁案件を短時間で処理できる。

カテゴリー別自動分類決裁機能

本システムでは，あらかじめ登録されたカテゴリーに従

い自動分類して決裁案件・案件数を決裁画面に表示する。

本機能を使用することにより，優先度による決裁処理が可

能である。

Web ブラウザ対応決裁機能

ブラウザ対応の電子決裁システムのため，クライアント

に対するインストール作業時の特別な設定が不要である。

また，職員ごとに作業性を考慮した文字サイズに個別設定

が可能である。

ビジュアルなフロー定義機能

図３に示すとおり，ルート定義については，グラフィカ

ルな画面を基に，条件分岐，メール送付，却下時の指定な

どのルートが設定できる。本機能により，複雑なルートに

ついても容易に設定が可能である。

日本文化に根ざした各種機能

その他の機能として，代理，委任，回議など，日本の行

政文化に根ざした決裁に必要な機能を実現している。

各種サービスメニュー

一般的には，決裁業務の規程は細かく規定されているが，

運用までは規定されていないため，職場ごとに運用が異な

るケースが多く，対象となる利用部門も全職場・全職員と

なるというケースがある。導入にあたっては，これらのこ

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）
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発意起案 
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〈注〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標 

出口処理制御 

回議・合議制御機能 

起案文書保管管理 

ルート管理 組織構成管理 

案件状態制御 
管理テーブル 

案件動的ルート 
制御管理テーブル 

ルート 
マスタ 

組織データ 
2年分 
5世代 

決裁状況監視 

回議・合議進捗管理 
（承認履歴，メール通知） 

Excelファイル 
印刷情報 
オーバレイ 

決裁文書 
保管管理 

電子印鑑 

制御情報 
案件情報DB

起案文書の検索 
検索処理 
検索結果一覧 

審査・決裁・施行 
未決済文書一覧 
決裁文書施行 

画面共通 
ログイン認証　　回議ル－ト設定　添付資料一覧 
パスワード変更　回議・合議　例文設定・利用 

対
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
 

状
態
変
化
制
御
 

財
務
（W

indow
s N
T
 W
S

）
シ
ス
テ
ム
 

起
案
連
携
 

旅
費
（W

eb

）
シ
ス
テ
ム
 

起
案
連
携
 

最
終
決
裁
 

決
裁
後
処
理
 

決
裁
後
デ
ー
タ
連
携
 

財
務
（U

N
IX

）
シ
ス
テ
ム
 

〈
注
〉
 

図２　電子決裁システム画面機能構成図

（1）シリアル 
（2）パラレル 
（3）ジョイン（合議） 
（4）ジョイン（結合） 
（5）コンディション（条件） 

（6）タイマ監視 
（7）不在スキップ 
（8）却下条件 
（9）役職，役割定義， 
　　　職務権限グループなど 

送り先の指定は組織の役職，役割，個人名などで選択 
（役職，役割，職務権限グル－プで選べば，組織変更によるルート 
　設定不要） 
組織階層図から簡単に定義可能 
却下時の戻し先も自由に選択（一つ前，起票者，特定の個人など） 
部門決裁者に該当者がいない場合やタイムアウト時，次ルートへ 
バイパス可能 

図３　電子決裁システムの画面例
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とを考慮した導入・運用・保守を実施していかなければな

らない。そこで，電子決裁システムの検討にあたり，導入

から保守・運用に至るまでの作業をメニュー化することに

より，最適な電子決裁システムの構築・運用を可能として

いる。

導入メニューは次のとおりである。

導入コンサルティングサービス

図４に示すように，導入にかかわる作業を 3ステップに

分け，段階的に実施することにより，最適な電子決裁シス

テムの導入が可能である。

カスタマイズサービス

各官公庁の固有の運用についてもカスタマイズにより実

現可能である。

運用サポートサービス

日々発生する運用にかかわる問合せ，突発的に発生する

障害については，ヘルプデスクサービス，24時間コールセ

ンターなどを利用することにより，スムーズな運用をサポー

トしている。

運用管理・操作教育サービス

専任のインストラクターが行うシステム管理者に対する

教育，一般職員に対する操作教育などのメニューをそろえ

ている。

市役所向け文書管理システムの概要

本システムでは，ベースパッケージとして，世界の ED

MS（Enterprise Document Management System）分野

で世界 No.1 の実績（5,000 サイト，100 万クライアント以

上）を誇るDOCS Open
〈注3〉

を採用している。DOCS Open の

仕組みを図５，画面例を図６に示す。そのDOCS Open を

もとに，日本の行政業務に適合した文書管理システムとし

てパッケージ化している。また，対象となる行政文書のラ

イフサイクルは，収受・起案から公開・廃棄に至るまです

べてカバーしている。

実現機能を図７に示す。

４.１ 主な特長

行政文書のライフサイクルすべてを管理

日本の行政文書管理に適した収受・起案から公開・廃棄

までのライフサイクルを管理することが可能である。

電子化可能な情報をデータベース化

〈注 3〉DOCS Open ：カナダ PCDOCS 社の商品名

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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第一ステップ 
現状把握と 

実施計画の立案 

①現状把握 
②提案システムの説明 
③コンサルティング活 
　動計画立案 

第三ステップ 
運用保守と 

導入計画の立案 

①推奨サーバの仕様 
（ハードウェア） 
②運用保守体制 
③導入計画の立案 

第二ステップ 
現状業務ヒアリングと 

システム立案 

導入コンサルティング実施内容 

開発に進む以前に，下記の電子決裁システム導入コンサルティングを 
実施し，最適な電子決裁システムを導入することが可能となる。 

①現状業務と新業務構想 
　ヒアリング 
②電子決裁システム構想 
　立案 
③電子決裁システム運用 
　案の立案 

図４　導入コンサルティング
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④台帳管理機能 
⑤データベース保守 
⑥バックアップ 
⑦リモート保守 

保管・廃棄 
機能　　　 

 ①引継機能 
②保管機能 
③使用履歴管 
　理 
④廃棄機能 
⑤紙文書管理 
 

ワークフロー 
機能　　　　 

 ①供覧機能 
②決裁合議回 
　議 
③決裁中文書 
　管理 

検索機能 

①全文検索 
②属性検索 

図７　行政文書管理システムの機能

図６　行政文書管理システムの画面例

図５　DOCS Open の仕組み



電子決裁・文書管理システム

ワードプロセッサ，CAD，マルチメディアなどの電子

情報をデータベースにて管理できるため，行政内の電子化

された文書の管理が可能である。

現有の行政文書の所在管理機能

既存文書，電子化できない外部からの多量な文書につい

ても，所在管理機能により管理が可能である。

電子決裁システムとの連携が可能

日本文化に根ざした行政文書における決裁機能が実現可

能である。

オープンアーキテクチャ

主なデータベース，ネットワーク OS，クライアントを

サポートするオープンアーキテクチャを採用しており，既

設の環境を生かした構成にて導入が可能である。

４.２ 主な機能

セキュリティ管理機能

行政文書に必要なセキュリティ管理機能として，個人や

グループを対象に，文書ごとにフルアクセス，表示のみな

どの 8段階のアクセス権限の設定が可能である。

検索機能

WAN環境にも対応しており，出先機関からも，行政全

体の行政文書検索（目録検索，全文検索）が実施可能であ

る。

Web 環境からのアクセス機能

情報公開に必要な機能であるWebブラウザから，セキュ

リティ管理の下に，検索，文書登録，文書更新，チェック

イン，チェックアウトの基本機能を利用可能である。

文書のバージョン管理機能

行政文書ごとに99バージョン・26サブバージョンを保存

でき，行政文書に必要な最新のバージョン管理が実現可能

である。

文書履歴管理機能

行政文書に対し必要とされる履歴管理については，表示，

コピー，印刷，編集などの文書に対するすべての処理履歴

が記録可能である。

導入事例

導入事例として，1999年 4 月 1 日から運用を開始した神

奈川県某市役所における行政文書管理システムについて述

べる。図８にシステムの構成を示す。

サーバに Windows NT
〈注 4〉

，データベースに SQL Server
〈注 5〉

を採用し，クライアント台数は 1,000 台以上にて構成され

ている。また，今回の対象公文書は，表１に示すように，

公開条例対象文書を中心に管理を実現している。

本文書管理システムの導入により，職員の知識・ノウハ

ウの共有が可能となり，大量の公文書管理業務の効率化が

〈注 4〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 5〉SQL Server ：米国Microsoft Corp. の商標

実現された。なお，今後，市の公文書公開条例に基づく市

民への公開につなげるべく，システムを整備していく計画

である。

あとがき

市役所における電子決裁システムおよび行政文書管理シ

ステムの概要と導入事例を紹介した。

官公庁では，業務効率の向上として決裁業務を統合的に

実施する電子決裁システムを取り入れ，さらに文書管理・

情報公開をスピーディに行うシステムは不可欠である。今

後，富士電機は，各自治体に対し，文書管理システムと電

子決裁システムとを融合させた扱いやすい行政文書管理シ

ステムの提供を行っていく。

（5）

（4）

（3）

（2）
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（5）

（4）

（3）
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作成 

他のシステム 
データ連携 基幹系 

システム 文　書 
データ 
ベース 

回覧 承認 

保管 

廃棄 

参照 参照 

庁舎内 

出先機関 

図８　行政文書管理システムの構成

表１　行政公文書管理対象範囲 

公開条例 
対象文書 

非公開 
　　文書 

文書の種類 
電子目録 
管理 

対象外 

対象外 

行政 
情報 

公共 
情報 

文書管理 
規定対象 

決裁不要文書 

図面 

マイクロフィルム 

テープ 

光ディスク 

他データ 

広報資料 

統計資料 

例規資料 

職員資料 

議会議事録 

法令・法規による公開 
手続き文書化 

一般利用目的の図書・ 
図画など 

収受文書 対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対応 

対象外 

起案文書 

帳票台帳 

電子ファ 
イル管理 

対象外 

対象外 

対応 

対応 

一部対応 

対応 

一部対応 

対象外 

対象外 

対象外 

対象外 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

対象外 

対応 

対応 

一部対応 

対応 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

対象外 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

一部対応 

対象外 

保管期限 
管理 

対象外 

対象外 



高畑　　達

官公需分野における情報事業の企

画および行政情報システムの企画

設計に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム事業部

SIソリューション第一部課長補

佐。

野本　哲夫

官公需分野における各種情報シス

テムのエンジニアリング業務に従

事。現在，電機システムカンパニー

情報システム事業部 SIソリュー

ション第一部課長補佐。

小平　和正

情報処理関連の開発，水処理分野

向けの応用システムの開発に従事。
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一システム統括部公共ソリュー

ション部担当課長。情報処理学会

会員。
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まえがき

自治体における財務会計や人事給与といったシステムで

は月末・年度末などに業務が集中するため，ホストコン

ピュータによる高速のバッチ処理が主流であった。

今日のネットワーク時代の到来により，自治体における

情報システムにおいても出先機関との連携を含めた，シー

ムレスな情報環境の整備が必須（ひっす）となっている。

さらに，パーソナルコンピュータ（パソコン）の高機能

化・低価格化に伴い，各部署に数台設置されるようなハー

ドウェア環境が実現できるようになったため，パソコンを

端末にしたクライアント・サーバ形の行政情報システムに

移行しつつある。

クライアント・サーバ形にすることで即時性のあるシス

テムを構築することが可能となり，業務の効率アップによ

り住民へのサービス向上へとつながることになる。

本稿ではこのようなクライアント・サーバ形の財務会計

システム・人事給与システムについて紹介する。

図１に財務会計システムの構成例を示す。

財務会計システム

２.１ 財務会計の概要

財務会計は，一般的に以下のような四つの業務に分類さ

れる。各業務について簡単に説明する。

予算編成（予算）

地方自治体では毎年 9～12月にかけて次年度の予算を策

定する。そのため各課から提出された予算要求の資料の内

容を査定し，３月議会までに新年度の予算を確定し，予算

書の作成を行っている。

予算査定や予算書の作成は，財政部門の担当業務であり，

通常は総務部門に属する。

予算執行（会計）

予算に基づき，歳入・歳出の執行を行うことを予算執行

という。各課で執行伝票を発行し，その伝票に対して会計

部門（会計課や収入役室など）にて入出金の処理を行う。

具体的には請求に対する支払いや税金などの入金処理が発

生する。

また，各課では，伝票発行のたびに予算差引簿にて残金

の管理が行われる。

決　算（3）

（2）

（1）
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高畑　　達（たかはた　いたる） 野本　哲夫（のもと　てつお） 小平　和正（こだいら　かずまさ）

サーバ 

スイッチングハブ 
（10/100Base） 
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ハブ 
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クライアント 
プリンタ 

ISDN専用線 

10Base-5 リモートルータ 

出先11か所 
　公民館 
　市民ホ－ル 
　図書館 
　歴史民族資料館 
　勤労青少年ホーム 
　など 

図１　財務会計システムの構成例
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決算では，出納閉鎖後，前年度の執行状況を把握するた

めに会計科目ごとの集計を行い，会計部門にて決算書を作

成する。

決算統計

前年度の予算執行状況を都道府県や国へ報告する資料と

して決算統計がある。この統計作業は財政部門が行う。決

算統計は，歳入・歳出の種類ごとに集計された表であり，

全国で標準の様式が定められている。

２.２ 財務会計システムの特長・機能

本システムでは予算編成から決算，決算統計までの理想

的な行政運営を実現している。以下にその機能と特長につ

いて説明する。

操作性

マウスによる直感的な操作により，処理に応じて1ステッ

プずつ段階を追って実務・事務処理に合致した画面展開と

なるようにすることで各担当者が簡単に操作できるような

工夫を行っている。

また，オンラインヘルプ機能を充実し，入力コード表を

参照しないで済む入力などを実現することで初心者に対し

ても易しく，使いやすい入力画面としている。

図２に要求精算基礎入力画面例を示す。

セキュリティ

セキュリティ面においては，ユーザー IDごとのパスワー

ド入力はもちろんのこと，担当者コードをチェックするこ

とで担当者コードにより表示業務画面を替え，入力できる

業務画面を制限することにより，各課担当者が自分の担当

以外の処理を行えないようにしている。

予算編成業務における主な機能

各課において，前年度の予算内容を参照しながら新年度

の予算要求の入力を可能としている。詳細機能として，積

算基礎はかな漢字書換入力（日本語入力）形式での画面入

力で自動的に数式を判断し，その金額を予算要求額として

の積上げとなる機能を実現している。また，単位入力は，

テンキー＋単位キーにより，簡単に入力を可能としている。

財政部門の査定においては，査定履歴の管理を可能とし，

各種査定資料の作成を実現している。科目管理が統一的に

行え，予算科目コードの廃目や新設定の際に，科目スライ

ド機能により，科目コードが自動的に振り替えられるよう

にしたことで，簡単に再設定ができるようにしている。

予算データから予算書の版下作成はもちろんのこと，そ

のデータを任意に抽出し，Excel
〈注〉

などの表計算ソフトウェ

アに取り込むことが可能となる。Excel 上でのグラフ作成

や自治体独自の集計表を作成することなどを実現している。

予算執行業務における主な機能

従来，紙で行われていた伝票発行を各課の端末にて作成

し，会計への発行を行うことで，各課での分散入力が可能

となり会計部門での入力作業を不要とし，さらに発行した

伝票にバーコードを印刷することで，伝票が集中する会計

部門での事務（決裁）作業の軽減を可能としている。

また，各課端末からの，予算状況（予算差引簿）の把握

や，各種日計表・月計表や執行状況表などの印刷を可能と

することで，各課単位での予算執行が会計部門への問合せ

なしでもスムーズに行えるようにしている。

さらに，会計部門においては伝票データと債権者データ

から支払通知はがきの印刷や振込フロッピーディスクなど

の作成を実現し，支払事務や入金事務の合理化を行ってい

る。

図３に支出負担行為伺書の入力画面例を示す。

決算業務における主な機能

決算処理では出納閉鎖後，予算執行データから決算書の

版下を作成し，事項別明細書・実質収支計算書を作成する。

また，事項別明細書の備考欄の説明文は，予算執行で利用

したデータだけではなく，かな漢字書換入力機能を利用し

自由な編集を可能としている。流用・充当については，デー

タをまとめて修正し，説明欄に表示でき，それらの説明文

は，次年度にも利用することを可能としている。

決算統計業務における主な機能

統計調整処理，千円単位での端数丸め処理・表内検算・

表間の突合せの作業を自動的に行い，面倒な集計・確認作

〈注〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名
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図２　財務会計システム（要求精算基礎入力）画面例 図３　財務会計システム（支出負担行為伺書）画面例
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業を省力化した。自動集計した統計調査票は画面から帳票

イメージで参照できるようにし，画面からの直接数値入力

も可能としている。

また，性質コードや目的コード，臨時・経常の区分など

伝票の属性コードを決算統計時に修正することで，システ

ム上で決算統計表（財務会計にかかわる標準様式である

04表・05表・07～15表・19～23表・32表・47表が対象）を

作成できるようにしている。

人事給与システム

ここでは自治体における給与計算と，自治体職員に関す

る人事情報を一元管理する人事給与システムについて紹介

する。

図４に人事給与システムの処理選択メニューを示す。

３.１ 共通機能

コマンド操作からグラフィック画面による感覚的操作へ

の変更，オンラインヘルプ機能の充実，入力コード表参照

不要な入力画面設計などにより，簡単操作を実現し，人事

異動などで担当者が代わった場合における引継ぎの負荷を

軽減している。

また，各種項目設定による抽出メニューは一覧表の作成

だけでなく，Excel などの表計算ソフトウェアにデータを

出力できる。そのため，表計算ソフトウェアでの機能を使

用してグラフ作成や集計などを簡単に行うことができるよ

うにしている。

さらに自治体庁内職員管理だけでなく，市立病院など関

連施設の職員管理もネットワークを介して行うことを実現

している。

３.２ 給与計算の主な機能

基本機能

行政では，その年の民間での給与・賞与ベースをもとに

出される人事院勧告および法改正に伴う条件変更が実施さ

れ，４月にさかのぼって各種給与条件が設定されるため，

年末調整や差額計算に迅速に対応する必要がある。各種手

当や掛金・負担金などの基礎額，基礎率などを可能な限り

パラメータ化することにより自治体ごとに異なる計算への

柔軟な対応を実現し，合わせて年末調整や差額計算にも柔

軟な対応を可能としている。

また，月次や賞与時の振込先を複数設定することも可能

としている。

図５に人事給与システムの給与ファイル内容を表示した

画面例を示す。

月例処理・賞与処理機能

給与計算を行う際の変動データ，特に時間外手当や休日

出勤の支給率を複数設定可能とし，個人の給与振込の口座

も複数の設定を可能としている。これにより，自治体ごと

に異なる給与・賞与の体系に簡単に対応できるシステムと

している。

給与実態調査機能

都道府県に対する報告書として，給与実態調査に定めら

れた帳票（01表・02表・05表・12表・14表・15表・19表・

27表・28表）と給与実態調査フロッピーディスクの作成が

可能である。

また，付随資料として個人別表や指定統計調査票を作成

することも可能である。

財務会計システムとの連携機能

自治体の業務は予算をもとに運営しており，給与計算に

おいても次年度の予算の把握が必要となる。

本システムでは，人事給与情報をもとに昇給，昇格のシ

ミュレーションを用意し，次年度の予算見積りを簡単に行

えるようにしている。

３.３ 人事管理の主な機能

職員人事情報の一元管理機能

従来，紙で管理されていた職員人事情報を電子化し，昇

給・昇格・異動などを電子人事台帳で管理する。辞令を発

布することで自動的に台帳登録され，履歴管理が行われる。

その他，家族情報・手当関係・研修などの履歴を一元管理

できる。
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図４　人事給与システム（処理選択）の画面例 図５　人事給与システム（給与システム）の画面例
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図６に人事給与システム（人事管理）の画面例を示す。

人事異動への対応機能

自治体においては平均して 3～ 5年で所属部署が変わる

といった特色があり，本システムではそれらに対応するた

め，

™同一部署長勤者名簿

™同一職名長勤者一覧

により，異動対象者のピックアップを容易に行うことがで

き，また，

™人事異動対象者一覧

™人事異動内示一覧表

を作成することができる。

規模に応じたサブシステム

職員の管理をより詳細に実施し，システム化したいとい

う要望に対しては，

™職員健康管理サブシステム

™臨時職員管理サブシステム

™被服貸与サブシステム

などを用意している。

職員健康管理サブシステムでは，人間ドックの対象者の

選定や申込みの受付を行い，スケジュールを調整・管理し，

検診結果を登録することも可能としている。臨時職員管理

サブシステムにより，臨時職員も人事管理システムにて登

録管理が可能である。

また，被服貸与サブシステムにおいては，被服の貸与に

ついて管理ができ，いつ支給更新が必要かを判断すること

ができるようになる。

さらに，身分証明書（名札）を作成するサブシステムで

は顔写真付きでの登録，証明書作成が実現できる。

３.４ その他の機能

その他の機能として以下のような基本機能を有する。

™共済フロッピーディスク作成

™負担金計算機能

™特別減税処理機能

™源泉徴収機能

財務会計システム，人事給与システムの動作環境を表１

に示す。

あとがき

本稿では，行政情報システムの基幹システムである財務

会計システムと人事給与システムを紹介した。

これらのシステムは，オープン化，ネットワーク化を考

慮したパソコンをベースにしたクライアント・サーバ形シ

ステムであり，従来のオフィスコンピュータベースのシス

テムに比べ，導入コスト，メンテナンスコスト，スペース，

業務効率などの各面から効果のあるシステムとなっている。

また，これらのシステムを構築することにより，庁舎内の

ネットワークが整備されることになり，グループウェア構

築によるコミュニケーションインフラストラクチャの強化

も可能となる。さらには，電子決裁システムと基幹システ

ムの連携によるシステムのレベルアップが図れることにな

る。

以上のことを踏まえて，今後もさらに顧客にとって使い

やすく，特長を持った有効なシステムを提供し，庁舎内情

報システムの構築を図っていく所存である。

（3）

（2）
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図６　人事給与システム（人事管理）の画面例

表１　システム動作環境 

Windows NT4.0サーバ 
〈注1〉 

200 MHz 以上 
（推奨：300 MHz 以上） 

128 Mバイト以上 
（推奨：256 Mバイト以上） 

4 Gバイト以上 
（推奨：RAID構成） 

TCP/IP

ディスプレイ 
640×480画素以上 
無停電電源装置/DAT

OS

CPU

メモリ 

ディスク 

ネットワーク 

その他 

〈注1〉Windows NT：米国Microsoft Corp. の登録商標 
〈注2〉Windows：米国Microsoft Corp. の登録商標 

Windows NT4.0 
ワークステーション 

133 MHz 以上 

64 Mバイト以上 
（推奨：96 Mバイト以上） 

空領域100 Mバイト以上 

TCP/IP

ディスプレイ 
640×480画素以上 

人事給与システム 財務会計システム 

項　目 

分　類 

サーバ クライアント サーバ クライアント 

Windows NT4.0サーバ 

200 MHz 以上 
（推奨：300 MHz 以上） 

128 Mバイト以上 
（推奨：256 Mバイト以上） 

4 Gバイト以上 
（推奨：RAID構成） 

TCP/IP

ディスプレイ 
800×600画素以上 
無停電電源装置/DAT

〈注2〉 

Windows95，98

133 MHz 以上 

64 Mバイト以上 
（推奨：96 Mバイト以上） 

空領域100 Mバイト以上 

TCP/IP

ディスプレイ 
800×600画素以上 
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設計に従事。現在，電機システム

カンパニー情報システム事業部SI
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まえがき

ネットワーク技術の進展によって，わが国でも情報ネッ

トワーク社会へ向かう大きな変化が起ころうとしている。

情報ネットワーク社会の効果として，①位置格差の解消，

②遠近格差の解消，③規模格差の解消，④年齢格差の解消，

などがあげられ，その結果さまざまなハンディを克服した

均等な社会環境が整うこととなる。

21世紀に向かい，わが国ではますます高齢化や生活スタ

イルの多様化が進むなか，そうした動向に対応した行政の

一層の情報化が社会的な必須（ひっす）条件になってきて

いる。

特に，都市部以外の地方自治体では，高齢化と過疎化に

よる人口減少，若年層の流出による地域全体の活力低下が

大きな問題となっている。

このような地域では，地域の情報ネットワークを確立し

地域情報交流，情報発信，行政サービスを充実させていく

ことが先進的なまちづくりの条件となっており，行政サイ

ドの地域情報化への関心が非常に高まっている。

地域情報ネットワークシステムの構築事例

地域情報ネットワークシステムの構築において，数年前

までは光ファイバ網を張り巡らせることがマルチメディア

通信を実現するために重要であると考えられていた。しか

し今日では，過疎地ではワイヤレスループの無線ネットワー

クで十分であったり，CATV（Cable Television）が整備

されている地域では，その空いている帯域を使って安く大

容量の通信を実現した実施例が出てくるなど，選択の幅が

広がってきている。

地方自治体における地域の活性化と快適な地域社会の形

成促進を目的にした事例について以下に紹介する。

２.１ 村落における地域情報ネットワークシステムの構築

大都市から遠く離れ，人口も少ない村落での導入事例を

紹介する。地域には近隣の市町村が費用負担して運営を行

う主幹ネットワークが引かれ，低額でのインターネット使

用が可能な状況にある。このなかで，村全域においては

CATV網による地域のネットワークシステムを構成し，

外部とは主幹ネットワーク経由でインターネットへの接続

を実現することとした。さらに，村全体の活性化，地域住

民のコミュニケーション環境の向上，行政サービスの充実，

生活利便性の飛躍的向上をめざして，地域情報ネットワー

クシステム上で実施されるサービスコンテンツの整備を行っ

ている。システムの構成を図１に示す。

地域情報ネットワークシステム
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既存情報 
サーバ 

＜コンテンツの例＞ 
①村民ネット： 
　緊急通知，テレビ寄合い，村民個人情報管理， 
　村民ホームページ，電子メール，役場窓口サービス， 
　電子会議・掲示板，意見箱 

②行政ネット： 
　書類管理，情報公開，村ライブ情報，学校サービス， 
　防災システム 

③産業ネット： 
　観光PR，産業情報，御用聞き，ホテル予約， 
　農業・酪農情報，天候情報，獣医情報 

④娯楽ネット： 
　憩いのサービス，カラオケサービス 

ゲート 
ウェイ 
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ヘッドエンド 
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チェック 
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光スプリッタ 
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管理サーバ 
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特産物PRと 
商品受注 

村民用 
ホームページ 

受注サーバ 
地域外向け 
　WWWサーバ 

地域外向け 
　DNSサーバ 

インフラ 
ストラクチャ 
整備用 

Proxy 
サーバ 

Newsサーバ 

地域向け 
  DNSサーバ 

地域向けWWWサーバ 
ドキュメント管理サーバ 

受発注 
サーバ 

IDカード 
照合サーバ 

中央設備（センター） 

E-mailサーバ 

図１　村落・地域情報ネットワークシステムの構成
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サービスコンテンツのコンセプトを以下に記す。

住民ネットとして地域内交流の活発化と地域外への個

人情報発信

行政ネットとして行政サービスの充実，住民の利便性

向上

産業ネットとして（外部への情報発信）地域 PR，農

業・酪農に関する情報提供，地域産業の活性化

娯楽ネットとして家族および近隣住民とのふれあいの

場の提供

２.２ 都市部における地域行政情報ネットワークシステムの

構築

都市部では，地域活性化のため専用回線〔ディジタル専

用回線，ISDN（Integrated Services Digital Network）な

ど〕を用いて庁舎と各拠点（公民館などの出先機関，コン

ビニエンスストアなど）を接続した地域ネットワークが整

備されつつあり，これらによって種々の行政サービスが市

民生活における利便性の向上，地域情報化の促進などを目

的として企画されている。

システムの概要を図２に示す。

この事例では，市内約15か所にマルチメディア端末を設

置してネットワークと接続することで市庁舎内のイントラ

ネットと接続し，行政手続き情報の提供，地域イベントや

特産物案内，公共施設の案内・検索・予約サービスを実現

している。情報端末の特長としては以下が挙げられる。

タッチパネルにより操作が簡単である。

動画，静止画，音声，文字表示により，利用者の必要

な情報，欲しい情報を分かりやすく案内できる。

磁気カードの利用も可能とすることで，セキュリティ

や便宜性を向上させている。

プリンタを装備することにより簡単な記録を実現して

いる。

以上のような機能を備えることで，若年層から高齢者に

至る幅広い層の住民に対して，違和感のないシステムを提

供している。

アミューズメントシステム

富士電機は，1996年からテーマパーク企画運営企業のア

トラクションシステムを手がけており，最新のマルチメディ

ア技術〔一般映像や立体映像（3D），音声認識や無線通信

など〕と制御技術により仮想世界の体験システムを開発し

た。導入事例アトラクションを図３に示す。

３.１ 地方自治体向けアミューズメントシステムの導入事例

2000年に構築予定の地方自治体向けアミューズメントシ

ステムの事例を紹介する。

この村落では庁舎内のネットワーク構築から地域全体の

情報化推進を複数年で計画しており，内外からの来場者に

対して，地域情報化構想について分かりやすく PRしてい

くことを狙いとしてアミューズメントシステムの導入を決

定した。

全体のイメージを図４，図５に示す。

コンセプト（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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ビデ
オ 

伝言
板 

切手・書類 

＜将来展望を含めたコンテンツの例＞ 

行政手続サービス 

�行政証明書 
�申請，申告，届出 

コミュニケーション広場 

�会議室・フォーラム 
�市民の意見，要望 

公共施設サービス 

�施設案内・予約 
�蔵書，所蔵品，施設検索 

情報公開・閲覧 

�市政広報 
�市長の部屋 
�市政要覧・統計情報 
�プロジェクト，議事録 

専門分野相談 

�医療相談 
�（老人）福祉相談 
�税相談 

市役所 

公共施設 

公共施設 

庁舎内イントラネット 

公共施設案内 
（案内・予約・検索） 行政情報案内 

ディジタル専用回線，ISDNなど 

公民館 郵便局 コンビニエンスストア 

情報端末 
（マルチメディア端末） 

全15か所 

公共施設案内参照・検索・予約， 
行政情報案内，イベント・特産物 
案内参照が各施設の情報端末から 
常時可能 

図２　都市部・地域情報ネットワークシステムの概要 図３　民間アミューズメントシステムのアトラクション事例

図４　アミューズメントシステム導入事例
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システムのコンセプトは下記の三つである。

自治体のマルチメディア構想の PR

立体映像システム（3D），音響システム，コンピュー

タなどを使ったアトラクションを体験してもらうことに

より，現存のマルチメディア技術の体感と現在推進して

いるマルチメディア構想に対する理解や親密度を高める

とともに，インターネット接続により広く世界的に PR

を行う。

家族がふれあえるスペース

家族それぞれが楽しめることを狙いとしており，施設

構成として，若年層向けの企画，中年層向けの企画，老

年層向けの企画を設け，それぞれ隔離せず相互にふれあ

いができるスペースを提供した。

インターネットによる思い出作り

インターネットからの訪問時アトラクションへの個人

情報アクセスの実現により，利用者に継続的な興味を持

たせるシステムとした。

図書館システム

昨今，図書館システムは，地域における生涯学習の拠点

であるという位置づけから，地域情報サービスの発信基地

としての役割も担いつつある。ここでは，公共図書館シス

テムと大学図書館システムの導入事例をもとにその概要に

ついて紹介する。

４.１ 公共図書館システムの概要

公共図書館システムの構成を図６に示す。本システムの

特長としては，以下が挙げられる。

業務処理系には UNIX
〈注 1〉

サーバ，情報発信系のWWW

サーバには Windows NT
〈注 2〉

サーバを適用し，端末側は

Windows
〈注3〉

の GUI（Graphical User Interface）を用いた

パーソナルコンピュータ（パソコン）で構成している。

また，それらは高速 LAN接続され，オープンかつ信頼

性の高いネットワーク構成となっている。

貸出し，返却などの基本機能はもちろんのこと，目録

作成や検索機能を強化している。

ワードプロセッサなみの操作性を確保するとともに，

オープンシステムにありがちな，誤操作やセキュリティ

の弱さを機能制限機能や IDパスワード方式でカバーし

ている。

TRCD（出版情報などのデータベース CD）をダイレ

クトに検索できる。

インターネットサーバ（WWWサーバ）機能を充実

させ，インターネット，イントラネット利用者もシステ

ムの利用ができる。

４.２ 大学図書館システムの事例

神奈川大学図書館は，横浜キャンパスに図書館，平塚キャ

ンパスに図書室を持ち，合計蔵書数は現在80万冊を超えて

いる。同図書館では高度情報化社会への対応，サービス向

上の要請にこたえ，さまざまな場所から各種サービスを利

用できるオープンで安定した新図書館システムの構築をめ

ざした。

神奈川大学図書館システムの構成を図７に，実際の端末

設置例を図８に示す。

本システムの特長としては，以下が挙げられる。

Web ブラウザによる，利用者にやさしいサービスの

提供

図書館システムの情報は大きく二つに分けて管理されて

おり，利用者は NC（Network Computer）の Web ブラ

〈注 1〉UNIX：X/Open Company Ltd. がライセンスしている米国

ならびに他の国における登録商標

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

〈注 3〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（1）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（c）

（b）

（a）
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構成条件 
�利用者　10万人 
�書誌数　80万冊 
�蔵書数 100万冊 

図６　公共図書館システムの構成図５　富士電機アミューズメントソリューション
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ウザ（Netscape Navigator
〈注4〉

）のみで，簡単に各種情報にア

クセスすることができる。

蔵書データベース（ホストコンピュータ）

™蔵書データベースを利用した蔵書検索

その他各種サービス用データベース（Notes/Dom

ino
〈注5〉

）

™FAQ（よくある質問解答集）と電子メール

™大学の講義要領の照会

™文献複写申込み

NCによるシステムの運用管理業務の効率化

本システムは，NCを利用したシンクライアントシステ

ムとし，クライアント端末としてWindows パソコンを使

用した場合に発生する種々の課題を次のように解決してい

る。

保守・運用コストの低減化

Windows パソコンをクライアント端末とした場合，

ソフトウェアのバージョンアップや磁気ディスク装置の

障害，学生のいたずらによるパソコンのトラブルに対す

る復旧作業など，保守・運用管理コストの増大が大きな

課題であった。なかでも，学生によるOS環境設定変更，

アプリケーションの無断インストールなど，システム復

旧のためのOS再インストール作業が日常茶飯事であり，

システム管理者は本来の業務以前に復旧作業に忙殺され

ていた。

今回，NCを端末として採用することにより，端末の

運用管理にかかるさまざまな負荷を簡素化することがで

〈注 4〉Netscape Navigator ：米国 Netscape Communications Corp.

の登録商標

〈注 5〉Notes/Domino ：米国 Lotus Development Corp. の登録商標

きた。ソフトウェアのインストールなど，運営上必要な

機能をサーバのみに集約し，NCサーバによるクライア

ントの一元管理を徹底・実現させた。

端末の自動一括起動・停止の実現

NCは，電源オフのための OSシャットダウン操作が

不要であるため，管理サーバなどからのリモート電源制

御が可能である。新図書館システムでは，ネットワーク

接続されたリモート電源制御装置を各NC端末に接続す

ることにより，各端末の電源オン（起動）・オフ（停止）

を図書館開館・閉館時に合わせて自動的に管理サーバか

ら行える。これにより，端末の起動・停止のために各端

末を回る必要がなくなり，図書館職員の負担軽減がなさ

れた。

あとがき

地域活性化を目的とした地域情報システムを紹介した。

今後も，地域情報ネットワークシステムへの要望は行政

サービスから防災，医療，福祉など住民にかかわるすべて

の分野に幅広くわたっていると考える。図書館システムに

ついても，インターネットによる館外閲覧はもちろん，文

化施設との連携や小中学校への機能提供など，地域情報ネッ

トワークシステムに接続され非常に有用な展開が想定され

る。

また，地方自治体においては，現状は一部地域での試行

レベルであるが，今後，本格的な整備推進が期待されてい

る。このような情勢のなか，行政の情報公開，行政サービ

スの充実，地域活性化のためのコンテンツ企画などを中心

として，最新技術を積極的に活用し，さらに地域の要望・

特性を生かした地域情報システムを提供していく所存であ

る。

（b）

（a）

（2）

（b）

（a）
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NCサーバ 

Sun Ultra2
NC  
Administration
Server

Webサーバ 

蔵書 
データ 
ベース 

Notes/Domino

図書館内利用者開放端末（NC） 
×30台 

平塚キャンパス 神奈川大学　学内LAN

神奈川大学図書館システム 

インターネット インターネット 
ユーザー 

学内ユーザー 

図７　神奈川大学図書館システムの構成 図８　端末設置例（神奈川大学図書館）
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施設管理システムの企画・設計業

務に従事。現在，電機システムカ
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ソリューション第一部課長。日本
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テム学会会員。
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まえがき

各種ビル施設においては，その施設の目的に応じた最適

な管理運営を行うためにさまざまなシステム化が行われて

おり，富士電機も統合的な施設管理システム
（1）（2）

を供給してき

ている。

本稿では，これまでの事業活動を通じて得られた今後の

ビル施設の動向と，それに対応した富士電機のシステム体

系を紹介する。また，個別のシステム化技術については最

新の納入例を中心として，本特集号の別稿にて紹介する。

今後のビル施設管理のあり方

ビル施設の長寿命化

ビル施設の耐用年数は30～40年とされているが，省資源，

環境保護，産業構造の変革などの世論の影響もあって，今

後は60～70年と従来の 2倍の期間の使用に耐えうることが

求められるようになった。このことは，ビル施設のライフ

サイクルコストにおける維持管理費の比重が増大し，また

ビル設備の中途更新の重要性が注目されることを意味して

いる。

利便性の向上

特に民間のビル施設では，ベンチャービジネスの興隆や

社内カンパニー制の導入，プロジェクトチーム体制の普及

など，流動的で合目的的な組織による企業活動に対応して

自由なオフィスのレイアウトができるビル設備と情報イン

フラストラクチャ（インフラ）が求められるようになった。

また，オープンなビジネス環境を保持しつつセキュリティ

を確保するためのハードウェアやソフトウェアの重要性も

高まりつつある。

資産価値の配慮

使いやすく管理しやすい施設は，時間がたってもその利

用価値が劣化せず，資産として有用であるということがで

きる。換言すれば，資産価値を保持しやすいビルの建設と

管理が重要といえる。

ビル施設管理の現状と問題点

３.１ 維持管理経費の実態

耐用年数60～70年のビル施設のライフサイクルコストは

図１のような構成と想定され，初期建設費の約 7倍となる。

そのため，維持管理経費を削減することがビル施設の経営

改善に直結する。

しかしながら，さまざまな理由によりその実態は正確に

把握できていない。

エネルギー消費の詳細内容が把握できない

従来の電力の計量は，施設全体の電力消費量を計測して

電力会社との契約を確認するために行われており，電力メー

タの設置もごく限られている。このため，設備ごと，部屋

ごと，部署ごとなどの詳細な電力消費量の内訳が把握され

ていない。今後省エネルギーを推進するためには，夜間や

昼休みなどの不要な電力消費を抑えたり，効率の悪い設備

機器を特定して改善を行うなどの対策が必要となり，詳細

な電力使用の把握ときめ細かい電力供給操作が不可欠であ

る。また，施設の設計段階から設備間の連携制御による省

エネルギーの仕組みを作り込んでいくことも有効と考えら

れる。

設備の改修・更新費用が高い

各種ビル設備の耐用年数は躯体（くたい）寿命に比較し

て短いため，施設の長寿命化とも相まって数回の更新は必

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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清掃費 
8％ 

警備費 
10％ 

保全費 
14％ 

エネルギー費 
34％ 

初期建設費 
14％ 

設備改修・更新費 
20％ 

図１　ビル施設のライフサイクルコスト（60～70年耐用）
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須（ひっす）である。最近のビル設備の高機能化と設置工

事の複雑化に伴い，ビルオーナーにとっては予期せぬ更新

費用や改修費用が発生する傾向があり，これを軽減するこ

とが求められている。

保全・保守経費が高い

施設設備は常に安全で正確に動作するよう，法令その他

による保守点検が行われる。この結果は書類として保存さ

れているだけで，データとして集計しようとすると作業量

が膨大になる。今後は保全・保守業務の合理化や改善をめ

ざした費用対効果の評価が重要である。

清掃経費や警備経費が高い

上記の保全・保守業務と並んで，費用対効果の評価が難

しい業務であり，改善の余地があると思われる。

３.２ オーナー業務の効率化

上記のように直接外部に支出される経費のほかに，間接

的に経費が発生するさまざまな業務がある。

躯体や設備に何か問題が起こったときに，早く正確に

事態を把握して対策するため，関連する情報（図面や図

書類）の検索や関係者への連絡・依頼。

規模の大小を問わずレイアウトの変更を行うときに，

最小の手間と経費で実施するため，現状を正確に反映し

た図面による計画ともろもろの手配。

財産番号を取得するべき機器や備品を購入するときに，

その必要性を判断したり重複の有無を確認したりするた

め，現状を正確に示した台帳類の管理。

これらはごく典型的な例示であって，施設の用途目的に

よって他にもさまざまな業務が行われており，この効率化

も看過できない課題である。

３.３ 解決するべき課題

上記のような問題の原因として次のような状況の存在が

挙げられる。

各設備システムは，おのおの個別に設計・施工され，

管理も個別に行われている。また，機器の状態・故障信

号や計測信号の取込みは，主に経済的な事情により限定

的であり，詳細なデータを入手する手段がない。

各種の間接業務は，さまざまな部門でまったく個別に

行われていて，組織にまたがった施設管理業務として認

識されておらず，全容を把握する手段がない。

これらの課題を解決するキーワードは「施設管理の統合

的なデータベース化」ということになろう。

FMSとその機能

４.１ FMSとは

このような課題を解決するコンセプトとして，いわゆる

FMS（Facility Management System）の必要性が提唱さ

れ，さまざまな場で議論されている。文献によれば，FM

（Facility Management）とは「企業・団体などの全施設

および環境を経営的視点から総合的に企画・管理・活用す

る経営管理活動」とされている
（3）

。しかしながら前述の技術

的な課題のほか，対象業務の幅の広さや日本的な組織運営

風土になじみにくいという実状から，実践的な施設の運営

手法として広く普及しているとは言い難い。

そこで富士電機は，前述の技術的な課題を解決し，目に

見える維持管理経費の削減や，間接業務の支援に有用な，

「データを活用した施設管理」を FMSのコンセプトとし

て提唱する。

FMSの対象業務として考えられる項目を図２に示す。

４.２ FMSの機能

FMSに必要な機能として富士電機が体系化した内容を

以下に述べる。

４.２.１ 施設の現況データベースの検索・参照

現況の図面や各種施設・設備の台帳を電子データベース

化し，パーソナルコンピュータ（パソコン）のネットワー

クシステムなどで検索・表示する。図３に端末表示画面例

を示す。建築施設平面図と同等の精緻（せいち）な図面に

着色表示するなどして一目で直感的に理解できる表現力が

特徴である。従来のビル監視システム（BAS）にも適用

することが可能であり，設備の運用を大幅に効率化するこ

とができた。

これらのもとになる情報は，近年 CADソフトウェアや

ワードプロセッサソフトウェアなどで電子化されることが

多くなってきているため，従来に比較すると容易にシステ

ム化することができるようになった。これを発展させて，

施設の竣工（しゅんこう）時に竣工図書の情報から抽出で

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）
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設備運転監視制御 

光熱水（課金）管理 

エンジニアリング 
業務 

廃棄物処理管理 

物流管理 

清掃管理 床清掃，外壁・窓ガラス清掃，外溝清掃， 
日常清掃 

建設工事，計画修繕，維持保全計画， 
中長期事業計画 

電気設備，衛生設備，空調設備， 
防災設備，昇降機設備などの詳細な監視を 
通じたデータ収集，自律分散設備制御 

オーナー支援業務 スペース利用，近隣対応，自動販売機・ 
植栽・リース絵画，有資格者の確保 

資産管理支援 土地・建物資産，隣地境界・権利保全， 
税務 

器具備品管理 

ヘルプデスク 

器具・備品，機器リ－ス， 
固定資産什器（じゅうき） 

設備機器運転実績 
管理 

電気設備，衛生設備，空調設備， 
防災設備，昇降機設備などの詳細な運転実 
績把握・集計 

日常，定期， 
法定点検・調査 

建築本体，電気設備，衛生設備， 
空調設備，防災設備，昇降機設備 

配線管理 電話，LAN，モデム，電源（コンセント） 

環境・衛生管理 空気環境測定，給水管理，排水管理， 
害虫駆除 

建物・設備機器保 
守管理 

図２　FMSの対象業務
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きるようになればさらに効果的なシステム構築が可能にな

る。

CADデータについては CADデータ交換標準開発コン

ソーシアムで具体的な検討が始まっており，その成果にも

期待しているところである。

４.２.２ 維持管理実績データの評価・分析

多種多様な維持管理にまつわるデータベースに対して，

経費削減や経営的な観点から評価・分析を行う。

設備機器の累計運転時間や累計入切動作回数と故障発

生頻度を比較対照し，機器の相違による故障の傾向を詳

細に把握して，より経済的な保守・保全計画を立案する。

分電盤のフィーダごとに電力消費量を計量し，実働ベー

スで部門ごとに経費を配分する。また，長期間の計測値

のトレンドから，電気事故の前兆を察知して予防保全を

行う。

熱源機器の出力や電力消費量を詳細に計測し，長期間

のトレンドから機械の効率劣化を把握してタイムリーな

保全を行う。

間接的な業務経費を部門ごとに把握し，部門の成果に

基づいた経費効率を経営指標として計算する。

４.２.３ 維持管理データの収集

このようなデータベースを蓄積するために，各種設備機

器のデータと間接業務のデスクワークによるデータを，そ

れぞれ収集する仕組みが必要になる。

間接業務のデスクワークによるデータについては，富士

電機のグループウェア「Exchange USE」のワークフロー

機能を活用し，ペーパーレスシステムを実現することで業

務内容や経費の実績などが自動的にデータベース（ORA

CLE
〈注1〉

）に生成されるようにした。

設備機器のデータは，以下のようなオープンなネットワー

クで対応する。

オープンなネットワークによる設備システム

設備機器のデータについては，富士電機が早くから取り

組んできたオープンなネットワークによるマルチベンダシ

ステムをさらに発展させた形で対応する。

５.１ 設備ネットワーク LONWORKSの採用

LONWORKS
〈注 2〉

とその応用製品については，本特集号の

別稿（LONWORKS の施設管理への適用）にて詳述する

が，期待できる効果として下記のような項目が挙げられる。

配線配管工事の単一化

分散形のノードを多数設置することによる詳細な設備

データの経済的な収集

マルチベンダによる設備機器の構成

例えば，エネルギー効率のよい空調機械を製造業者を問

わずに採用するなど。

ユーザー固有ニーズに基づいた設備制御の実装

例えば，並列している機械群に対する意図的に不均等な

運転指令による経済性の追求など。

省エネルギーや自動化を指向した精緻な設備間連携制

御の実装

例えば，空調機械の連続制御による柔軟な電力デマンド

制御の実現など。

オープンでフリーなトポロジーの利点を生かした，容

易で制約の少ない設備更新

富士電機は LONWORKS 応用製品の供給はもとより，

これらビル設備全体の総合的なエンジニアリングを指向し

てシステム構築を行っていく。

５.２ 管理ネットワークBACnet の採用

BACnet
〈注3〉

の内容については各種参考文献などに譲るが，

LONWORKS と並んで今後急速な普及が見込まれており，

富士電機としてもいち早く対応したものである。BACnet

の効果としては以下のような項目が挙げられる。

各種設備システムの管理コントローラ同士の相互接続

による連携的な運転管理の実現

統一的な運転管理データの収集

統一的な運転管理データの分析・評価

５.３ クライアント・サーバ形システムの構成

富士電機の施設管理システムは従来からオープンなネッ

トワーク Ethernet
〈注 4〉

の上に，パソコン機器と汎用的なプロ

グラマブルコントローラ（PLC）を主体としたクライアン

ト・サーバ形の構成を採っており，今回の BACnet の採

用に伴って一層のレベルアップを図っている。

ネットワーク上へ必要に応じて自由に監視管理端末が

〈注 1〉ORACLE：米国Oracle Corp. の登録商標

〈注 2〉LONWORKS ：米国 Echelon 社の登録商標

〈注 3〉BACnet ： 1995年に ANSI/ASHRAE135 として規約化された

通信プロトコル。ANSI：米国標準仕様（the American Nation-

al Standards Institute），ASHRAE：米国冷暖房空調工業会

（the American Society of Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers, Inc.）

〈注 4〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

（1）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図３　施設の現状データベース表示画面例
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配置できるので，ユーザーの管理体制に即応したシステ

ム構成が可能である。

オープンなネットワークを各設備サブシステムとも共

有できるため，システムを構成する機器の設置や将来の

増強にもきわめて柔軟に対応できる。

インターネットのブラウザ機能を用いた施設設備情報

の提供や，空調照明設備の残業・休出時運転予約など，

情報インフラをフルに活用した快適な施設環境が容易に

構築できる。

ここまで述べたシステム体系について，システム構成の

概念を図４に，ソフトウェアの構造を図５に示す。

あとがき

施設のFMを「データを活用した施設管理」と考え，オー

プンで汎用的な素材によるシステムとして体系化した。こ

こに至るまでにご指導いただいた関係各位に謝意を表する

ものである。今後とも施設の付加価値を向上させるシステ

ムを供給すべく努力していく所存である。
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図５　FMSのソフトウェア構造の概念



白井　英登

公共分野の情報処理システムのエ

ンジニアリング業務に従事。現在，

電機システムカンパニー情報シス

テム事業部 SIソリューション第

一部。

原　　義明

公共分野の施設管理システムの設

計・エンジニアリング業務に従事。

現在，（株）FFCシステム本部第

一システム統括部公共ソリュー

ション部担当課長。

渡辺　正幸

公共分野の施設管理システムの設

計・エンジニアリング業務に従事。

現在，（株）FFCシステム本部第

一システム統括部公共ソリュー

ション部。

富士時報 Vol.72 No.12 1999

まえがき

情報化というキーワードが世の中に叫ばれて久しいが，

その流れは，昨今，ますます加速している。

また，一方で，地球レベルでの環境問題が深刻化してお

り，長引く日本経済の不況も相まって，効率的に自然環境

と共生していくべく情報技術の適用が期待されている。

ビル管理に始まる施設管理分野においていえば，施設設

備の効率的な管理，自然環境に対する配慮，経営資源とし

ての「ひと，もの，かね，情報」の効率運用（ランニング

コストの削減）などの観点からメンテナンスサイド，オー

ナーサイド両面から支援するシステム（FMS：Facility

Management System）が望まれている。

本稿では，上記需要を考慮し，新設「都道府県会館」向

けにFMSを開発，納入したのでその概要を紹介する。

システムの概要

本施設は，赤坂にあった旧来の都道府県会館の建屋およ

び設備の老朽化に伴い，その施設を取り壊し，新都道府県

会館として新設したものである。延床面積が 42,313m2，地

上14階，地下 4階，最高点 77.1mの大規模ビルであり，施

設内には全国各都道府県事務所，および銀行，コンビニエ

ンスストアなどの周辺テナントが入っている。

今回納入したシステムは，この施設内の電気，空調，照

明，防犯，防災，電話といったサブシステムを統合的に管

理し，これらサブシステムから収集したデータを統合的に

分析・提供するものである。保守業者に対しては効率的な

設備管理を，ビルを経営するオーナーに対しては戦略的な

ビル経営を支援するツールとして提供するのが目的である。

図１に本システムの構成を示す。

機能概要

本システムで提供する機能概要を以下に説明する。

３.１ 統合設備管理機能

本施設においては，電気，空調，防犯，防災，照明，電

話といった設備ごとに各サブシステムを設け監視している。

しかし，本施設のように大規模なビルでは管理する設備の

規模，種類も多岐にわたり，独立したサブシステムだけで

効率的に管理するのは容易なことではない。本システムは

これらサブシステムの上位に位置し，統合的に管理するこ

とによりビル全体をリアルタイムかつ効率的に管理するこ

とを目的としている。

また，異常事態が発生した場合に瞬時に全体を把握でき

るよう最適化を図るために，データの一元化を追求してお

り，スケジュールデータなどの各種設定データの管理は極

力サブシステム側で行うようにしている。

３.２ 各システム連携機能

本システムは，各サブシステムと以下のような連携機能

を有している。

３.２.１ 会議室予約連携機能

情報サブシステムとしてのグループウェアから入力され

た会議室予約情報と連携し，その予約時間にあわせて空調

設備の入切制御を行う。

３.２.２ 防犯システム連携機能

各事務所のセキュリティ情報〔鍵（かぎ）情報〕と連携

し，出勤時に照明，空調を連動して点灯し，最終退出時に

は，タイマ制御により消し忘れ制御を行う。

３.３ 請求管理機能

各事務所の事務所情報を管理し，その事務所で使用した

電気，水道，電話料金を請求管理する機能である。事務所

情報として事務所の契約情報，代表者，電話，ファクシミ

リ，内線番号などを一元管理する。事務所情報に基づき，

あらかじめ入力した固定費とサブシステムから収集したデー

タに基づく変動費を基に月 1回所定のフォーマットに従い

請求書を発行する。また，電気，水道などの使用量の変動

をグラフ化しビジュアルに管理できる。
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３.４ 施設情報管理

３.４.１ 設備台帳管理

大規模施設になればなるほど，その設備機器を管理して

いくことは容易ではない。例えば，将来のメンテナンス，

改造および部品交換時にそのメーカー，仕様などを把握す

る必要があるが，従来のように納入図書から探していたの

では非効率であり，最悪の場合は，図書が散逸してしまっ

ていることもある。統一されたフォーマットに従って一元

的にデータ管理することは，設備メンテナンスの効率化を

図るうえで非常に重要である。

３.４.２ 故障・修繕履歴管理機能

設備の管理を効率化し，メンテナンスを効率的に行うこ

とは設備機器の延命，ランニングコストの削減両面にわた

り重要であるが，そのためには，現在の設備状況を的確に

把握する必要がある。設備の稼動状況とそのメンテナンス

履歴を把握し，故障の原因および妥当性を評価するため，

設備ごとに故障およびその修繕履歴を管理し，グラフ化し

て一目で状況が評価可能なようにしている。

３.４.３ 予防保全管理機能

設備のメンテナンスにおいては，前記のように故障・修

繕といった事後処理に基づく管理と同様に予防保全といっ

た事前処理も重要な要素である。予防保全の重要な一つに

設備診断などがあるが，本システムでは，それとは若干異

なり，機器ごとの機械的仕様と稼動実績値を基にメンテナ

ンス計画を支援するという観点から，その機器，部品ごと

の設備容量，仕様からメンテナンス目標値をビジュアル的

に管理し，機器ごとにオンラインで収集した稼動情報と連

携させることによりメンテナンススケジュール立案を支援

する。

３.４.４ 運営費管理機能

ビルオーナーの立場からビル管理業務にかかわる経理業

務を支援し，所定の勘定課目に対し，その予算と実績の比

較分析，グラフ表示を行う。当該年度の運営費用管理はも

ちろん，次年度の予算の立案を支援することもできる。

３.４.５ 業務支援管理機能

施設管理業務に伴う，業務日誌，月報，年報などの定期

報告書の作成について所定のひな型ファイルを用意し支援

するとともに，設備ごとに電子的に管理することにより，

過去の文書の検索，呼出しおよび編集，コピーを容易にし，

煩雑であった業務文書管理の効率化を支援する。

３.４.６ エネルギー管理機能

施設内事務所および各テナントで使用した電気，水道な

どの光熱費の基礎データを管理するとともに，その使用量

の推移のグラフ化などを行い，ビジュアル管理する。また，

日，月，年単位にその最大，平均，最小デマンドを管理す

るとともに，電力デマンドの時間，季節，年度変動を把握

することにより，現況の把握と将来の設備更新の一助とす

る（図２）。

３.５ 図面管理機能

図面の電子管理の必要性が叫ばれて久しいが，実際にう

まく適用できているケースは多くない。その原因としては，

™コンピュータ操作になれていない人が保守担当である

富士時報 Vol.72 No.12 1999

658（30）

管理室 

レーザプリンタ 
リモート端末1

リモート端末2

無停電 
電源装置 

ハブ 

ATM-LAN

館内インフォメーション 
システム 

守衛室 

防災センター 

設備管理サーバ BMSサーバ カラープリンタ レーザプリンタ 

総合監視端末1 総合監視端末2 
 

図面管理端末 

プロッタ 

スキャナ 

スイッチングハブ 
（24ポート） 

防犯用 
GW

防災用 
GW

自動 
制御用 
GW1

自動 
制御用 
GW2

電源 
監視用 
GW

照明用 
GW
RS-232C

RS-232C

GW用 
CRT×2 

（GW3台ごとに1台） 

PLC

B１SV-1 
盤内蔵 

MAU

防
犯
シ
ス
テ
ム 

グ
ル
ー
プ
ウ
ェ
ア
シ
ス
テ
ム 

電
話
シ
ス
テ
ム 

防
災
シ
ス
テ
ム 

自
動
制
御
シ
ス
テ
ム 

電
源
監
視
シ
ス
テ
ム 

照
明
制
御
シ
ス
テ
ム 実線部（富士電機） 

破線部（当社範囲外） 

図１　システム構成
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場合が多いこと。

™従来の紙での確認に慣れていること。

™うまく運用サイクルに組み込まれておらず，付随的な

作業になっていること。

™システム的にメンテナンスに労力がかかること。

などが考えられるが，管理業務の効率化，紙文書の削減が

重要視される時代背景からも，これらのハードルをクリア

して，運用サイクルのなかに組み込むことが設計上での重

要なファクタになる。

上記要件を踏まえ，本システムでは，設備の竣工（しゅ

んこう）図面の電子管理という従来からある機能に加え，

情報設備と低圧電源との配線管理および容量管理を行うと

いう機能を有している。

３.５.１ CAD図面管理機能

設備ごとに竣工図面をCAD（Computer Aided Design）

図面として管理する機能とともに，平面図，配線図などに

対しては，使用区分を色分けしたレイヤを重ねることによ

り，より使用しやすく表現の工夫を施した。

３.５.２ 配線管理機能

情報系 LAN，低圧電源系統に関し，配線管理，容量管

理および自動配線を行う。

配線管理機能

平面図において情報系，低圧電源系の配線系統とデータ

ベースをリンクさせ，系統，仕様，使用状況（空きの有無）

を表示することにより，新規に負荷を追加する場合，負荷

を変更する場合および系統を変更する場合の管理業務を容

易にすることができる（図３）。

容量管理機能

上記配線管理機能とリンクし，負荷の仕様（容量，需要

率など）を入力しておくことにより，負荷の追加，変更に

際し，どこからとればよいか，容量的に許容内か，などを

判断するための機能である。

以下に詳細を述べる。

各事務所レベルの部屋では，コンセントレベルの系統お

よび負荷状況の変更が多発するのが普通で，厳密に管理す

るには煩雑な作業を要する。そこで本機能は，分電盤以降

の電源系統に特化して，系統およびその負荷状況を CAD

図をベースにした平面図とデータベースをダイレクトにリ

ンクさせ，ビジュアルに管理する。平面図上で該当する系

統を選択すれば，現在の負荷率を集計表示し，負荷変更

（追加，削除，変更）の際の指標とする。この際，負荷と

してファクシミリやパーソナルコンピュータなどのレベル

で管理し，需要率をかけて算出している。

自動配線機能

情報系統，電話系統について，盤内および盤間の接続端

子を管理し新規に追加する場合，どこに接続するかを設計

支援するツールとなる。また，あらかじめ設定しておいた

法則に従い，自動的に盤間の布線表を作成する機能も有し，

納入後のメンテナンスだけでなく，導入前の電話系統など

の全体設計にも非常に有効な機能である。

以下に詳細を述べる。

従来，設備追加，系統変更などが発生して配線系統を変

更する場合に，そのメンテナンス作業は通常，図４のよう

な手順を踏んで行われる。

実際には，端子表の追加ないしその後の図面フォローが

なおざりになるケースも少なくなく，また，図面が散逸さ

（3）

（2）

（1）
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図２　デマンド管理画面例

＜従来のやり方＞ ＜今回のやり方＞ 

計画立案 計画立案 
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作業実施 作業実施 

作業報告 
図面フォロー 

自動配線 

作業指示書作成 

作業履歴管理 

手作業 

図４　配線作業フロー

図３　配線管理画面例
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れていることもあり，厳密に現場管理ができない事態にな

ることが少なからず発生する。本システムにおいては，特

に LAN系統管理においてこのような作業指示，作業実績，

作業履歴管理などといった業務作業を一元的にフロー管理

し，自動化することで，設備状況の把握，追加，撤去，変

更などに伴う業務を簡便化するものである。

さらに，アウトレットから基幹ハブまでの接続を行う際

に，あらかじめ設定しておいた条件に従い，空状況を検索

し，盤間の接続を自動的に決定して作業指示書を作成した

り，ラックや盤内の接続状況（ジャンパ接続など）をビジュ

アルに管理することで，視覚的に理解することを可能とし

ている。

あとがき

FMSの納入事例として「都道府県会館」を紹介した。

本施設は，1999年 4 月に竣工したものである。

一口に FMSといっても多岐にわたり，その適用範囲は

広い。従来の管理方法に情報ツールとしてメスを入れ，管

理業務の効率化の追求，経営資源の最適化を図る手段とし

てFMSは今後ますます有効なツールとなる。

富士電機としては，蓄積したビル管理のノウハウを基に，

FMSをさらに有効なツールとしてレベルアップを図るよ

う努めていく所存である。
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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

2950019 岩瀬　　広ペルトン水車ニードルの土砂排出装
置

2950027 青山　祐次冷気循環式オープンショーケースの
本体ケース

2950034 松崎　一夫可変抵抗器

2950044
稲毛　秋夫
針江　博史
辻村　　勲

車両用引戸の戸閉装置

2950048
森　　真司
藤原　富男バルブ水車のランナベーン組立方法

2950001 小田　孝一長尺材移送装置の負荷分担制御回路

2950068 木本　　裕ペルトン水車のデフレクタ制御装置

2951769 清水　　均気相成長装置

2951788
鎌田　　尚
若生　雅明
日下　　豊

光装飾用コンクリート製構造物およ
びその製造方法

2951798 清水　　均気相成長装置

2951874 藤田　　満放射能汚染金属の溶融除染方法

2951949 嶋津　和雄
大越日出男クリーンルームの局所空調システム

2953072

高松　英治
杉野　一彦
川崎　治夫
槙田　幸雄

自動販売機の制御装置

2953073
海老澤恒雄
朝日　信夫
尾崎正志朗

回路遮断器における開閉機構支持フ
レームの取付装置

2953114 古川　国幸回路遮断器の電圧引外し装置

2953253 児玉　健光粒状製品の分離装置

2953443
中村　彰吾
笹本　利治
蓑輪　義弘

トンネル集じん装置

2956227 倉　　　馨自動販売機

2956256 藤　　一彦閉鎖配電盤の電気機器駆動軸保持装
置

2956279 田沼　良平Qスイッチ制御レーザ装置

2956280 清水　一浩
平野　　博磁気記録媒体の熱処理治具

2956315 青木　　泉リアクトル装置

2956319 宮坂　忠志電圧駆動形スイッチング素子の逆バ
イアス制御回路

2951774 小林　和典超限流電力ヒューズ用検出装置
石川　

2956336
近藤　邦彦
山本　克己
植　　益伺

立形屋外全閉外扉形回転電機の防水
カバー

2956358 郡浜　英一カップ自動販売機の制御装置

2956359 郡浜　英一カップ式飲料自動販売機

2956363 征矢野　伸
鳥羽　　進パワー半導体装置
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情報通信システムの技術営業に従

事。現在，電機システムカンパ
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進部長。
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産業用ネットワークの開発設計に

従事。現在，電機システムカンパ

ニー技術開発室ソリューション開
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大日方 宏至

東光電気（株）埼玉事業所システム

設計部主任。
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まえがき

近年のパーソナルコンピュータ（パソコン）やインター

ネットなどオープンな基盤上の情報システムの劇的ともい

える発展は，施設管理システムをはじめとした監視・制御

システムに対して，オープン性や情報システムとの連携な

どの新たな対応を迫っている。また，企業を取り巻く社会

情勢の急速な変化は，環境の変化により柔軟に対応できる

施設管理システムの出現を強く要求し始めている。

このような要求を実現する一つの素材として，今 LON

WORKS
〈注 1〉

に注目が集まっている。本稿では，この LON

WORKS に対する富士電機の取組みと，東光電気（株）と

共同で LONWORKS を蓄熱空調プラントに適用した実施

例を紹介する。

LONWORKSの概要

LONWORKS（以下，LON
〈注2〉

と略す）は，米国Echelon社

が開発した，現在全世界で最も普及しているといわれて

いるフィールドネットワークシステムである。LONは，

現場機器にコントロール機能を内蔵（あるいは近傍に設置）

することにより，分散設置された現場機器を自律した機能

を持つノード（LONノード）とし，これらの自律・分散

ノードを接続してシステムを構築するところに最大の特徴

がある（図１）。空調・照明などのビル管理システム，エ

ネルギー計測システム，機器の故障監視などのための設備

管理システムなど，多数の自律した機器で構成され比較的

頻繁に構成が変わる可能性のあるシステムに特に適した

フィールドネットワークである。

２.１ LONのハードウェア

１チップ LSI（Neuron
〈注3〉

Chip）

以下の機能を 1チップに集積した LSI である。

™LONTALK
〈注4〉

と呼ばれる LONの通信プロトコルのすべ

て

™NeuronC 言語によるユーザープログラムの格納と実

行

™数点の PIO端子

これにより，比較的容易にセンサやアクチュエータを直

接通信システムに接続するノードを構築でき，相互互換性

にも優れている。

多種の伝送媒体ごとに用意されたトランシーバ

結線の形態に制約がない（フリートポロジー）ツイステッ

ドペアケーブルのほか，電力線搬送，無線，光ケーブルな

ど多様な伝送媒体に対応している。

２.２ LONのシステム構築

LONノードは，現場機器をモデル化した複数の LON

オブジェクトからなる（図２）。LONオブジェクトは，温

度や圧力などの計測値・設定値インタフェースとしての入

出力ネットワーク変数（NV）と，上下限値や動作モード

などを設定するためのコンフィグレーションプロパティ

（CP）とを持つ。LONオブジェクト間の通信には，NVや

CPの直接アクセスと，変数バインド（NV同士を結線す

るイメージの通信）の 2種類の方法がある。上位系からの

〈注 1〉LONWORKS ：米国 Echelon 社の登録商標

〈注 2〉LON：米国 Echelon 社の登録商標

〈注 3〉Neuron ：米国 Echelon 社の登録商標

〈注 4〉LONTALK：米国 Echelon 社の登録商標

（2）

（1）
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図１　LONシステムの特徴
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監視や設定には主に前者が，LONオブジェクト間の横の

連携には後者が用いられる。

LONシステムは，現場機器を LONオブジェクトとし

てモデル化（ネットワーク上の部品化）し，変数バインド

によりそれらの部品を結合するという，2階層のプログラ

ミングで構築される。これにより，システム構築を容易に

し，機器（ノード）の追加・削除などのシステムの変更に

も柔軟な対応が可能となる。

施設管理システムの構成

富士電機が提案する施設管理システムは，本特集号の別

稿〔データを活用した施設管理（FMS）の体系〕で紹介

しているように，管理業務レベル，監視操作レベル，自動

制御レベルの 3階層からなる。

LONで構成される自動制御レベルは，性能や管理の容

易性などを考慮し，複数のサブシステムに分割して構築す

る。サブシステムへの分割は，照明や空調，受配電といっ

た機能単位に行うことも可能であるが，LONの特長を最

大限に発揮するためには，区画ごとにサブシステム化する

のが望ましい（図３）。こうすることにより，管理が容易

になるだけでなく，配線コストの低減にもなる。

各区画サブシステムは，複数の LONノードと，LON

システムを統括し，上位系と接続するためのコントローラ

（エリアコントローラと呼ぶ）で構成される。エリアコン

トローラで統括されたサブシステムは，LONノードで実

現される自律した機器を統合した，運用レベルでの自律性

を実現することができる。

LON対応PLC（SXLON）

４.１ SXLONの狙い

自動制御レベルを構成する製品として，富士電機の高性

能オープンプログラマブルコントローラ（PLC）である

MICREX-SX の LON対応製品（通称：SXLON）の開発

を完了し，現在フィールドテストを行っている。

PLCのフィールドネットワーク対応というと，一般に

は PLCが中心となり，フィールドネットワークで現場機

器を束ねる構成が考えられる（図１の左側の構成）。SX

LONはこのような構成ばかりではなく，機能的に自律し

た LONノードを構成するためにも最適な製品としている

（図１の右側の分散コントローラに相当）。

現在市販されている LON製品の多くは，たかだか数点

の PIO を有しているに過ぎない（機器組込形の製品を除

く）。しかしながら数点のPIOでは，機能的に自律したノー

ドとすることは困難なケースも多い。SXLONは，数十か

ら数百点の PIO を必要とする中大規模な現場機器をコン

トロールするとともに，自律した LONノードとしてシス
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テムを構成する 1部品として使うことを可能とする製品で

ある。

４.２ SXLONの仕様

表１に，SXLONの主な仕様を示す。NeuronChip は通

信用の LSIとしてだけ使用し，ソフトウェアはMICREX-

SXの CPUで実行する方式としている。

これにより，MICREX-SX の持つ以下のような優れた

特徴をそのまま活用することができる。

超高速制御（最速 1ms でのコントロール）

国際標準の PLC 言語である IEC61131-3 に完全準拠

したオープンなプログラミング環境

豊富な直結 PIOあるいはフィールドネットの利用

マルチCPU（機能分散，負荷分散，冗長化）

Ethernet
〈注5〉

などとの連携

４.３ SXLONの定義

SXLONを使って LON部品（LONオブジェクト）を構

築するための統合ツールを用意している。このツールは，

LONオブジェクトの定義を一元的に行うことのできるも

のであり，以下の機能を有する。

NVおよび CPのユーザー型の定義

LONオブジェクトの定義

LONに必要な定義ファイル（XIF ファイル，リソー

スファイル）の生成

LONノードに格納される LON定義（セルフドキュ

メントを含む）の生成

SX-CPU のソフトウェア開発に必要な，LON定義

（NV，CPの変数定義など）の生成

４.４ SXLONのプログラミング

SXLONのプログラミングは，NeuronCではなく，監視・

制御分野のプログラミングの国際標準である IEC61131-

３を使って行う。ラダー，FB（ファンクションブロック）

図，ST（ストラクチャードテキスト）など，豊富な言語

を用途に応じて使い分けることにより，効率よく LONオ

ブジェクトのプログラミングを行うことができる（図４）。

〈注 5〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標

NeuronC は使用しないが，LONとしての完全な互換性を

確保している。

エリアコントローラ

５.１ エリアコントローラの概要

中大規模の施設管理システムにおいては，LONだけで

システムを構成するのは，性能面，管理面などで問題があ

る。エリアコントローラは，自律した LONノードを束ね，

独立したサブシステムを構成することを目的とした装置で

ある。

パソコンベースのエリアコントローラの開発を完了し，

実システムへの適用を開始している。さらに，SXLONを

ベースにした高信頼性エリアコントローラを計画している。

５.２ エリアコントローラの機能

独立したサブシステムを構成するために，エリアコント

ローラは下記のような機能を有している。これらの機能に

より，LONベースの自動制御レベルと監視操作レベルと

を連携させることができるばかりでなく，万一監視操作レ

ベルとの通信が途切れても一定レベルの運転を続行するこ

とができるといった自律性も実現している。また，小規模

システムではエリアコントローラだけでの運転・監視も可

能である。

LON-Ethernet のゲートウェイ機能

中央監視システムと LONシステムを仲介する機能であ

る。現状，Ethernet 側は富士電機独自の仕様に基づいた

ものであるが，BACnet
〈注6〉

などオープンな標準への対応も推

進中である。

サブシステム間の連携機能

〈注 6〉BACnet ： 1995年に ANSI/ASHRAE135 として規約化された

通信プロトコル。ANSI：米国標準仕様（the American Nation-

al Standards Institute），ASHRAE：米国冷暖房空調工業会

（the American Society of Heating, Refrigerating and Air-

conditioning Engineers, Inc.）

（2）

（1）（5）
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LONのネットワーク変数バインド機能を，Ethernet を

介して拡張したものである。異なるサブシステムのNV同

士を，エリアコントローラおよび Ethernet を介してバイ

ンドすることができる。

LONシステムの簡易監視機能

LONの優れたドキュメント性（インタフェース定義）

を最大限活用し，エリアコントローラでの定義を一切する

ことなく，LONオブジェクトのNVの設定・表示，CPの

設定を可能とする機能を有している。

さらに，Excel
〈注7〉

や VISIO
〈注8〉

などの汎用ソフトウェアを使用

しての監視機能も用意している。図５に自動監視画面の例

を示す。

スケジュール運転機能

空調機や照明などのスケジュール運転機能を有する。

ログデータ収集機能

〈注 7〉Excel ：米国Microsoft Corp. の製品名

〈注 8〉VISIO ： VISIO 社の商標

NVの値を自動的に収集し，履歴データとして保存する

機能を有する。

システム構成例

これまで紹介した，SXLONおよびエリアコントローラ

を用いて，実証システムを構築し，現在評価・運用を行っ

ている。この実証システムは，東光電気（株）と共同で東光

電気（株）のビルに適用したもので，SXLON，エリアコン

トローラと，東光電気（株）製の各種空調コントローラ，お

よび東光電気（株）の蓄熱空調システム制御技術を結集し，

氷蓄熱と低温冷風空調による高効率運転制御を実現してい

る。

そのほか，富士電機の吹上工場においては，エネルギー

監視システムを構築し運用中である。

図６に東光電気（株）と共同で構築した実証システムを基

にした構成例を，図７にエネルギー監視システムの構成例

をそれぞれ示す。

図６では，可変風量ユニット（VAV），ファンコイルユ

ニット（FCU），空調機などの分散設置される空調機械に

は，LonMark（LONの標準化団体）などで規定されたファ

ンクションを実装した LONノード〔東光電気（株）製〕を

内蔵し，熱源など多数の PIO が比較的狭い範囲に集中し

ている設備については SXLONを適用している。また，居

室の状態監視などにも SXLONを適用した。分散されたセ

ンサなどについては Echelon 社の LonPoint
〈注9〉

などの PIO イ

ンタフェースを持った LONノードを使用することもでき

る。このように，機器の特性にあった製品を使い分けるこ

とにより，分かりやすくメンテナンスのしやすいシステム

の構築が可能となる。

図７は，LONを使ったエネルギー監視システムの例で

ある。富士電機製の F-MPC04 などの電源監視ユニットか

らの計測値と，トリップなどの接点信号を，SXLONでオ

ブジェクト化することにより，フィーダの増設・移設など

〈注 9〉LonPoint ：米国 Echelon 社の登録商標

（5）

（4）

（3）
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図５　エリアコントローラの画面（自動監視画面）
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図６　空調システムの構成例
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など 

図７　エネルギー監視システムの構成例



LONWORKSの施設管理への適用

のシステム変更を利用者が行うことができるなど，メンテ

ナンス性の高いシステムとなっている。

あとがき

本稿では，施設管理システムへの適用に多くの注目を集

めている LONに対する富士電機の取組みを紹介した。今

後，ここで紹介した製品をベースにさらに品ぞろえを充実

するとともに，施設管理システムの一層のオープン化に貢

献するようユニークな製品開発を行っていく。

オープンな基盤が技術の進歩を加速させることは，パソ

コンやインターネットの世界で今起こりつつある状況を見

れば明白である。監視・制御システムの 1分野としての施

設管理システムにおいては，LONによりそのオープン基

盤の確立に向けて一歩踏み出したことは確実である。しか

しながら，特にインターネットをはじめとした情報システ

ムのなかにおいて，監視・制御システムをどう扱うかにつ

いての統一した方向性が見えていないなど，まだまだ課題

も多い。１日も早く，監視・制御の分野でも情報システム

のようなオープン基盤が確立し，この分野がさらに活性化

されるよう，富士電機としてもさらに貢献していく所存で

ある。

参考文献

LONWORKS については，下記Web サイト参照
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まえがき

わが国は「地震大国」といわれ，まだ記憶に新しい1993

年の北海道南西沖地震，1994年の三陸はるか沖地震，1995

年の阪神・淡路大震災など大規模な地震がたびたび発生し

ており，海岸保全施設（堤防，ゲートなど）の被害も大き

い。特に北海道南西沖地震による津波は，海岸保全施設計

画で想定した規模をはるかに超えて，大きな人的被害をも

たらし，津波被害の脅威を再認識させた。

以上の背景のなかで建設省の防災計画白書は津波災害予

防対策として，水門などの一元的な遠隔制御，自動操作を

導入した津波防災ステーションの整備推進をうたっている。

このような津波防災管理施設整備の一環として，富士電

機は，北海道浜中町津波防災ステーションを開発し納入し

たので，その事例を紹介する。

浜中町は北海道釧路支庁の最東端に位置し，厚岸町・根

室市・別海町に接している。また浜中湾および琵琶瀬湾に

面し，太平洋に通じており，1960年（昭和35年）に来襲し

たチリ地震津波を契機に，同町の海岸・港湾には防潮水門

や陸閘（りっこう）が建設されてきた。

これらの水門・陸閘のゲート操作は，津波警報発令時に

操作員が現地まで直行して行う機側操作が主体であった。

しかし，奥尻島での津波来襲が地震発生から約5分後であっ

たということもあり，より迅速なゲート操作および操作員

の安全確保がゲート操作の課題となっていた。また，市街

地化に伴い住民の安全確保，資産保全など防災に対する危

機管理の重要性も増してきている。これらの情勢を踏まえ

水門・陸閘を有効に機能させるため，「津波防災ステーショ

ン」が計画され，構築された。

施設の概要

対象とする施設と構成施設の概要を表１，図１に示す。

津波防災管理システム

３.１ 操作運用フロー

本システムは津波防災ステーションから水門などの一元

的な遠隔制御，監視を実現し，操作員・住民の安全性，操

作の的確性，維持管理の効率性の確保を図っている。

津波警報発令時の水門遠隔基本操作を以下に記す。

気象衛星「ひまわり」からの津波警報情報を受信する。

卓上に地震発生警報表示を行い同報装置によって責任

者，操作員に通知する。

CCTV（Closed-Circuit Television）モニタによりゲー

ト周辺の安全確認を行う。

ゲートを閉操作する。

警告灯，警告放送はゲート動作に連動し開始する。

以上の操作運用の詳細フローを図２に示す。

３.２ 津波防災ステーションの特徴

津波防災ステーションの主要機器および機能を表２に示

す。

３.２.１ 監視操作

監視操作卓構成は各水門，陸閘に 1対 1に対応した卓構

（4）

（3）

（2）

（1）
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小野　和夫（おの　かずお） 永池　幸男（ながいけ　さちお）

表１　施設の概要 

ゲート数 水門・陸閘 

新川水門 3基 建設省 

備　考 

漁船の航行あり 

琵琶瀬川水門 5基 

水産庁 

運輸省 

漁船の航行あり 
役場からの距離約6 km

羨古丹（うらやこたん） 
　　　　　　　川水門 

奔幌戸（ぽんぽろと） 
　　　　　　　川水門 

1基 
役場からの直線距離 
約8.5 km

1基 
役場からの直線距離 
約9 km

陸閘1 

陸閘2 

陸閘3 

陸閘4

1基 

1基 

1基 

1基 

市街地回りの陸上部 
ゲート 

所轄省庁 
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成とし操作運用の区分を明確にしている。図３，図４に局

舎および監視室を示す。

各卓の操作・表示面は監視表示の集約化を図り，操作は

誤操作を防ぐため分かりやすいスイッチ構成としている。

また卓上に割込み用放送マイクおよび水門，陸閘部映像モ

ニタ（10 インチ）を監視面に配置している。モニタは画

面分割による水門画像の海，川側の同時表示を可能とし監

視性を高めている。
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カメラ 照明 スピーカ 警告灯 水位計 

無
線
伝
送 

光
ケ
ー
ブ
ル 

新川水門 

カメラ 照明 スピーカ 警告灯 

陸閘1

カメラ 照明 スピーカ 警告灯 カメラ 照明 スピーカ 警告灯 

陸閘4 陸閘3

情報受信 
装置 

防潮監視 
装置 

TC/TM 
装置 

監視 
操作卓 

津波防災ステーション 

カメラ 照明 スピーカ 警告灯 

陸閘2

光ケーブルと 
400MHz無線 

光ケーブルと 
SS無線 

400MHz無線 

気象衛星 
ひまわり 

奔幌戸川水門 

カメラ 照明 スピーカ 警告灯 水位計 

琵琶瀬川水門 

羨古丹川水門 
北海道 

浜中町 

図１　施設の概要

項目 津波防災ステーション 防潮水門・陸閘 

津波情報受信装置 監視制御卓 

表示器 

監視テレビモニタ 監視テレビカメラ 

表示器 

機側操作盤 

ゲート全閉 

機側操作盤 

ゲート全開 

ゲート開中 
および降下 

警告開始 
〈スピーカ放送〉 
〈警告灯〉 

警告開始 
〈スピーカ放送〉 
〈警告灯〉 

警告中 

警　告 

警告停止 

自動停止指令 

潮位・河川 
水位ゲート開度・状態 
自家発電状態 

津波発生 気象庁（ひまわり） 

監視モニタによる手動 
閉・停止指令 

ゲート操作中：自動運転指令 

（自家発運転・停止指令） 

割込放送指令 

津波警報発令 

津波警報発令 

津波警報解除 

津波警報発令 

津波警報解除 

津波警報解除 

制
　
　
御 

監
　
視 

C
C
T
V

カ
メ
ラ
制
御
指
令 

図２　操作運用フロー
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３.２.２ 記録機能

防潮監視装置

諸情報を収集し水位変化記録，操作履歴，通信履歴およ

び機器の状態，故障履歴，表示を行う。図５に防潮監視装

置を示す。

ビデオによる長時間録画

各水門，陸閘映像をタイムラプスビデオにより 960 時間

までの録画を行い，事象発生時の事後分析確認を可能とし

ている。

３.２.３ 気象庁からの発令受信

津波情報受信装置は，気象衛星「ひまわり」からの津波

情報，警報をリアルタイムに受信し卓上に警報表示を行う

とともに，同報装置により管理者への電話連絡を行う。

装置は，受信部（空中線，ダウンコンバータ，受信機），

処理部，表示部，帳票装置，同報装置，ファクシミリ装置

から構成されている。

図６に津波情報受信装置を示す。

３.２.４ 情報通信方式

津波防災ステーションと各水門，陸閘間の情報にはゲー

ト遠隔開閉制御，監視，CCTV制御などの情報系データ

と CCTV画像系データがある。これらの情報通信手段は，

常時は光通信，そのバックアップとして無線伝送を適用し

信頼性の高い通信を実現している。

水門用無線は，安定性の高い 400MHz無線を採用し，陸

閘は近距離であることから，SS 無線（スペクトラム拡散

方式）を採用している。

光通信

光通信によって高速な情報，動画伝送を行っている。ま

（1）（2）

（1）
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図５　防潮監視装置

図４　局舎内監視室

表２　主要機器と機能 

機　能 機器名 

TC/TM装置 

局
舎
設
備 

防
潮
水
門
お
よ
び 

　
　
　
　
陸
閘
設
備 

有線・無線の通信制御 

監視操作卓（CCTVモニタ含む） マンマシンインタフェース 

津波情報受信装置 津波警報などの情報入手，通知 

帳票装置 操作履歴・通信履歴などの帳票 

自家発電装置・無停電電源 停電時のバックアップ 

監視用テレビカメラ装置 
テレビカメラによるゲート部 
などの遠隔監視 

水位計 潮位，内水位の監視 

警告用スピーカ・警告灯 視覚，聴覚による情報伝達 

自家発電装置・直流電源 停電時のバックアップ 

図３　津波防災ステーション・局舎

図６　津波情報受信装置
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た，回線は各水門・陸閘と放射状に接続し，光ファイバは

北海道電力（株）の電柱に共架している。光通信の仕様を表

３に示す。

400MHz 帯無線

水門部の漁船航行監視は準動画で十分であり，維持管理

が容易であることから 400MHz 単一無線を採用している。

無線局は固定局とし，各無線機の送信出力は 1Wとし

ている。また，伝送は 1：N方式とし，1水門あたり情報

系伝送，画像系伝送を行うため 2波使用しており，津波防

災ステーションのアンテナは，指向範囲の広いカーディオ

イド形，水門側は 5素子八木アンテナ形を採用している。

表４，表５に情報系伝送方式，画像系伝送方式の仕様を

示す。

SS無線

陸閘部の車両交通監視のため，単一無線では難しい動画

伝送を SS 無線によって実現している。表６に SS 無線の

仕様を示す。

３.２.５ 屋外機器

屋外機器には，水門，陸閘部の状況把握のための

CCTVカメラ，周知装置として警告灯，拡声放送スピー

カ，水門水位計があり，警告灯・放送は，ゲート開閉と連

動し動作，固定放送を行う。図７，図８に水門，陸閘の周

（3）

（2）
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表３　光通信の仕様 

光強度変調方式 

周波数変調方式 

ポイント-ポイント形 

LD1.3   m帯 

Gi 形（50/125） 

10 km 

�映像NTSC信号   1チャネル 
�シリアルデータ     1チャネル 
�音声15 kHz 帯域  1チャネル 

光変調方式 

符号方式 

通信形態 

発光素子 

光ファイバ 

伝送距離 

接続インタフェース 

表４　情報系伝送方式の仕様 

半二重通信方式（単信無線回線） 

建設省電気通信仕様21号，27号に準拠 
�符号方式　NRZI 等長符号方式 
�同期方式　非同期方式 
�変調方式　周波数変調方式 
�伝送速度　200ビット/秒 

通信方式 

伝送方式 

表５　画像系伝送方式の仕様 

単信無線回線 

9,600ビット/秒 

H. 263準拠，準動画 

通信方式 

伝送速度 

画像通信方式 

表６　SS無線の仕様 

2.4 GHz 帯 

10 mW 

スペクトラム拡散方式 

直接拡散方式 

約1 km 

9,600ビット/秒 

H. 263準拠，動画 

�シリアル信号　1チャネル 
�映像信号　　　1チャネル 
�音声信号　　　1チャネル 

周波数帯 

送信出力 

通信方式 

変調方式 

伝送距離 

伝送速度 

画像通信方式 

接続インタフェース 

表７　カメラ設置と台数選定 

水門・陸閘特性 施設区分 

大水門 
漁船などの航行 
　あり 
（津波時の緊急 
通過） 

琵琶瀬川 
　水門 
新川水門 

小水門 
漁船などの航行 
　なし 
（津波波圧によ 
りゲート自動閉） 

奔幌戸川 
　水門 
羨古丹川 
　水門 

車両交通，歩行 
　者あり 

陸閘 
　1～4

設置目的 カメラ台数・機能 

�ゲート操作時の漁船 
　航行の安全確保 
�海面監視，内水監視 
　によるゲート開操作 
　判断 
�被害状況の把握 

2台 
規模が大きく， 
　全貌（ぜんぼう） 
　を見るには2台 
　必要 
海側1台：首振， 
　ズーム 
川側1台：固定 

�ゲート操作時の一般 
　人の安全確保 
�海面監視，内水監視 
　によるゲート開操作 
　判断 

1台で全貌可 
首振，ズーム 

�ゲート操作時の車両 
　交通，避難者の安全 
　確保 
�海面監視 
�被害状況の把握 

1台で全貌可 
首振，ズーム 

図７　水門とその周辺

図８　陸閘とその周辺



津波に対する防災管理システム

辺を示す。

カメラ台数選定

遠隔制御時の現場ゲート付近の状況確認のため CCTV

カメラを設置している。操作運用上重要機器であるカメラ

の台数選定と設置位置の考え方を表７に示す。

カメラ映像位置決め機能

カメラ映像位置を決めるカメラ首振，ズーム機能は，光

通信時はリアルタイムで操作可能とし，無線（バックアッ

プ通信）時は，通信速度を考慮しプリセット選択方式（10

か所の設定が可能）としている。

なお，カメラは被写体の判別性からカラーカメラを採用

している。

あとがき

津波防災管理施設として，浜中町津波防災ステーション

の実施例を紹介した。本システムは1999年 4 月に運用を開

始し，順調に稼動中である。

今後，情報通信，マルチメディアなどの技術動向を見極

め，より信頼性の高い防災管理システムの構築をめざして

いく所存である。

最後に，本システムの構築に際し種々のご助言をいただ

いた関係各位に対し深く感謝の意を表する次第である。

（2）

（1）
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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

2956392 深尾　　一カードリーダ・ライタ

2956660

小田　威夫
岩本　昌三
木村　幸雄
永田　和重
川上　浩二

自動販売機の商品取出装置

2956672
高木　利夫
佐藤　俊博
多和　章徳

カップ式飲料自動販売機

2956673
高木　利夫
佐藤　俊博
多和　章徳

五十嵐征輝
鈴木　明夫

カップ式飲料自動販売機

2956681 スイッチング電源の切換運転回路

糸賀　一穂2959073 光－電気入出力装置

田中　正男

宮本　昌広
新貝　和照
蓑輪　義弘
高橋　武男

2959190 自動車道トンネル用電気集じん機の
粉じん除去方法

坂元　雄三2959148 自動販売機の電装ボックス

中村　　靖2959219 シート状物体の断面輪郭測定装置

山田　　守
小出　英延2959228 光変成器

今泉　光男2959199 回転電機の固定子コイル導体

津山　裕之2959282 退場ゲート装置

井上　斉彦2959250 アイスクリーム自動販売機の庫内温
度表示装置

池野　吉廣2959552 閉鎖形配電盤のシャッタ装置

後藤　　久2959454 食材積載用トレイ

佐々木康成
森　　　豊
初又　　繁

2960272 間欠曝気式活性汚泥法における有機
物と凝集剤の添加方法

原　　　毅
久保山公道2959198 自動販売機

2959136 周波数可変キャリア波発生回路

2960273
佐々木康成
森　　　豊
初又　　繁

間欠曝気式活性汚泥法の運転制御方
法

2960319 藤川　泰孝ビニールハウスの巻取装置

2961806 小澤　芳明燃料電池のガスシール構造

2961823
和田　達也
野並　光晴
河村　幸則

圧電アクチュエータによる薄板の打
ち抜き方法

2961951 稲毛　秋夫車両用引戸の戸閉装置

2962068 橘　　　学自動販売機に搭載したカップ供給装
置のカップ切離し機構

2962300 新井　明夫
喜納　秀樹電子写真用感光体

2962427
長谷川　淳
青山　　豊
石井　　靖

プログラマブルコントローラおよび
その入出力信号変換回路

2962428 森　　久直自動販売機の商品搬出扉制御装置

2962903 田中　　貢LANにおける新局勧誘方式

2961988 小澤　芳明燃料電池の冷却装置

2962045 今野　孝志電動機の －Δ始動制御回路



荒井　　広

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，電機シ

ステムカンパニー情報システム事

業部SIソリューション第一部。

安田　基司

カードシステム分野のシステムエ

ンジニアリング業務に従事。現在，

三重工場第三設計部課長補佐。

増倉　孝好

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，エンジ

ニアリング統括本部情報制御事業

部システム技術部。
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まえがき

コンピュータ技術の進歩により，われわれを取り巻く社

会環境のなかに，さまざまな情報管理システムが構築され

るようになった。アミューズメント施設など多くの人々に

利用される施設においては，運営の効率化を図るべく，磁

気カードやバーコード，IDタグなどを媒体とし，利用者

の入退場管理や売上げの集計管理を行う情報管理システム

が導入されるようになってきている。このようなシステム

として，富士電機は，健康増進施設向けキャッシュレスシ

ステムおよびスキー場向けスキーゲートシステムを納入し

たので，以下にその概要を紹介する。

ラスパOSAKA向けキャッシュレスシステム

ラスパOSAKAの外観を図１に示す。

２.１ 施設の特徴

ラスパ OSAKAは大阪市東住吉区にあり，天然温泉を

利用した温泉浴施設とフィットネス施設からなる健康増進

施設を中心に，レストランや会議室も備えた多目的利用施

設である。利用者は子供からお年寄りまで幅広く，市民の

福利厚生の充実に貢献している。

２.２ システム運用フロー

本施設は健康増進施設がメインであるので，利用者は施

設内で身軽な服装に着替え，各種サービスを受ける。した

がって，快適な利用環境を提供するためには，財布から現

金を取り出す煩わしさから利用者を解放することが，シス

テム設計上のキーとなる。ここでは，入退場管理に加え，

入館手続き後から退館するまでの施設利用がキャッシュレ

スで行えるようにシステム構築を図った。図２に本システ

ムの構成，図３に運用フローを示す。

まず，利用者は入口に設置してある券売機で入場券を購

入する。その後，靴を脱ぎ入場ゲート（ターンスタイルゲー

ト）を通って，チェックインカウンタへ向かう。チェック

インカウンタで利用者が入場券を提示すると，IDタグ付

リストバンドが渡され，その利用者の口座（ロッカー番号

に対応）が開設され，チェックイン処理される。館内での

飲食，物品購入，レンタル品借用の際には，POS（Point

of Sales）レジスタに接続された IDタグリーダにリスト

バンドを読み込ませることで，そのとき発生した売掛デー

タが個人の口座とリンクした形で，上位のサーバへ転送さ

れる。この結果，利用者個人の売掛データがサーバで一元

管理され，物品の購入など売掛けが発生した場合は，逐次

データが更新される。また，館内には料金照会機が配置さ

れ，利用者が任意にその時点での精算金額を知ることがで

きるようになっている。施設の利用を終えて退館する際に

は，利用者は自動精算機にリストバンドを挿入し，そこに

表示される精算額を確認した後，必要金額を自動精算機に

投入する。精算処理が終わると自動精算機から退場券が排

出されるので，その券で退場ゲートを通過し退館する。

２.３ システムの技術的特徴

２.３.１ リストバンド

図４に本システムで採用したリストバンドを示す。

本システムのリストバンドには，円盤状の IDタグが埋

め込まれている。このリストバンドを IDタグリーダに近

アミューズメント施設向け入退場管理システム
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荒井　　広（あらい　ひろし） 安田　基司（やすだ　もとし） 増倉　孝好（ますくら　たかよし）

図１　ラスパOSAKAの外観



アミューズメント施設向け入退場管理システム

づけると，電磁誘導方式により IDタグー IDタグリーダ

間でデータの送受信が行われ，IDタグに記録されている

ロッカー番号が読み込まれる。IDタグの読取りは非接触

で行われるため，リストバンドや IDタグリーダに物理的

な摩耗や汚損が発生せず，メンテナンス上，取扱いが容易

になるという利点がある。

２.３.２ サーバ

本システムでは，サーバが各種売掛データおよび入退場

データを一元管理するため，その運用上の信頼性は十分に

高くする必要がある。この要件を満たすため，サーバは二

重化され，一方の CPUに障害が発生しても，ただちに予

備系の CPUに切り換わるようになっている。また，万一

の障害に対しても，データの消失，欠損が起こらないよう

にサーバの磁気ディスク装置はRAID（Redundant Array

of Inexpensive Disks：複数の小形の磁気ディスク装置を

使って，単独の磁気ディスク装置の場合より信頼性，性能

を向上させたもの）構成とし，データバックアップの面で

も配慮している。さらに，商用電源が停電した場合に備え，

無停電電源装置（UPS）もサーバの必要電源容量を長時間

にわたって十分給電できるものを設置している。

２.３.３ POSレジスタ

POS レジスタは，大形カラー液晶タッチパネル付 POS

レジスタを用いている。これによって操作性を高めるとと

もに，メニューの改変にも柔軟な画面構築を可能としてい

る。

２.３.４ 自動精算機

図５に本システムで用いられる自動精算機を示す。

利用者がリストバンドを自動精算機の挿入口に入れると，

自動精算機はそのリストバンドのロッカー番号を読み取る。

そして，サーバ側へそのロッカー番号に対する売掛金を問

い合わせ，精算金額を画面に表示する。利用者の操作性向
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サーバ（主系） 

帳票管理機1

ハブ 

サーバ（従系） 

帳票管理機2

POSレジスタ×4

POS 
レジスタ×1

通信管理機 
（予備） 

通　信 
管理機 
5

通　信 
管理機 
4

通　信 
管理機 
3

通　信 
管理機 
2

通信管理機1

〈注〉機械式の 
　　　ため独立 

自動精算機 

POSレジスタ×1

POSレジスタ×8 券売機 退場ゲート 自動販売機 自動販売機 

入場ゲート 

料金照会機 

自動販売機 

POS 
レジスタ×2

POS 
レジスタ×1

レストラン 
通信管理機 

オーダリング 
コントローラ 

オーダリング 
コントローラ 

オーダリング 
コントローラ 

図２　ラスパOSAKAのシステム構成

券売機 入館 入場 
ゲート 

自動 
精算機 

（精算処理） （精算金額の照会） 

料金 
照会機 

退場 
ゲート 退館 

チェックイン 
カウンタ 

（チェックイン処理） 下足エリア 

下足エリア 

入場券購入 リストバンド 

リストバンド回収 
退場券発行 

入場券 

館
内
利
用 

図３　ラスパOSAKAの運用フロー 図４　ラスパOSAKAのリストバンド
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上を図るため，音声ガイダンス機能を設けたほか，複数リ

ストバンドの一括精算も行えるものとし，精算時の処理の

効率化を図っている。

２.３.５ ゲート部

本施設においては，入場ゲートは 3本バーのターンスタ

イルゲート 1通路とし，通路数が少なくても，時間あたり

多くの人の通過を可能としている。また，退場ゲートは閉

館時など退館する利用者が集中することを考慮し，フラッ

パゲート 2通路を設置している。フラッパゲートは緊急退

避時には開放できるように，監視室にある通信管理機から

の制御を受け付けるようになっている。図６に入場ゲート，

退場ゲートを示す。

栂池高原スキー場向けスキーゲートシステム

３.１ 施設の特徴

栂池高原は中部山岳国立公園内の長野県北安曇郡小谷村

にあり，冬季には国内屈指のスキー場として初心者から上

級者までの幅広いファンを集め，一方，春・夏・秋には懐

深い自然の景観が楽しめる人気スポットである。

３.２ システム運用フロー

スキー場はシーズンには多数の利用者が一度に来るので，

目視によるリフト券のチェックでは対応に限界があるとと

もに不正確さも否めない。そこで，本施設においては膨大

かつ多様な種類の利用券を機械で瞬時に読み取ってデータ

処理を行い，運営を効率化するシステムを構築した。利用

券には耐環境性の高い非接触カード（スノーパス）を適用

し，情報伝送には施工上，地形的な制約を受けにくい SS

（スペクトラム拡散）無線を用いた。図７，図８にそれぞ

れ運用フロー，システム構成を示す。

まず，利用者は券売所の窓口発券機でスノーパスを購入

する。一定額の保証金を含めて販売し，使用終了後の返却

時に保証金を返金する「保証金制度」にて運用している。

スノーパスを購入した利用者は，ゲートのアンテナにスノー

パスを読ませることによりゲートを通過し，リフトやゴン

ドラを利用する。その際，スノーパスの券種類，有効日数，

有効回数などのデータが判別されるとともに，初回通過時

刻，残日数，残回数などのデータがスノーパスに書き込ま

れる。使用終了後，預り金返却機にスノーパスを投入する

と回収され，保証金が返却される。

３.３ システムの技術的特徴

３.３.１ スノーパス

スノーパスは，非接触でデータの書換えが可能なチップ

で，48× 48× 4（mm）サイズのABS樹脂でコイルをモー

ルドしたもので，10万回のデータ書換えを保証している。

また，表面には，券種名や料金などの書換えが可能なリラ

イトシートを装着し，物理的には約 500 回の再利用を可能

としている。

３.３.２ 窓口発券機

発券部にスノーパスの整列収納不要な「投入れ式」を採

用することにより，後方業務の効率化を図っている。また，

シーズンイン，通常，感謝デーなどで販売価格が異なる券

は，カレンダー機能により自動的に対応期間価格の券を発

売可能としている。

３.３.３ スキーゲート・ゴンドラゲート

アンテナ部の交信距離を 100mm，交信エリアを高さ

400 ×幅 200（mm）にすることにより，身長の高低差に

かかわらずスノーパスを瞬時に読み取ることを可能として

いる。図９にスキーゲートを示す。
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図５　ラスパOSAKAの自動精算機

  
窓口 
発券機 

預り金 
返却機 

ご来場 お帰り 
スキーゲート 
ゴンドラゲート 

スキー場利用 

スノーパスの供給 

スノーパス スノーパス スノーパス 

スノーパス購入 
（保証金含む） 

スノーパス返却 
保証金受取り 

図７　栂池高原スキー場の運用フロー

図６　ラスパOSAKAの入場ゲート，退場ゲート
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３.３.４ 預り金返却機

投入されたスノーパスのデータを確認し，発売時に預っ

た保証金の返金およびデータ消去を自動処理する機器であ

る。未使用券の受付を禁止する「誤返却防止機能」により

利便性を高めている。

３.３.５ SS無線ネットワーク（フレキシブル無線ネット

ワーク）

データの送受信には，約 100 台の SS 無線機を設置し，

ネットワークを形成している。特徴としては，自動学習に

より通信ルートを確立する「ダイナミックルーティング」

機能を装備している点である。また，複雑な地形に起因す

る困難な通信線布設工事が不要になり，機器の移設や増設

が容易に行えるという利点がある。図 に SS 無線機の外

観を示す。

あとがき

アミューズメント施設向けの入退場管理システムは，そ

の施設の運営効率を向上させることに加え，その施設を利

用する人々に質の高いサービスを提供するためにも不可欠

となるシステムである。今後も「高効率性」「多様なサー

ビスへの対応」をキーワードとし，より高度な情報管理シ

ステムが要求されてこよう。

富士電機はこのようなシステムの構築に対し，これまで

蓄積した技術を最大限に適用し，顧客へ最適なソリューショ

ンを提供できるよう，さらなる努力を続ける所存である。１０
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預り金返却機 

サーバ 

DSU

ブルータ 
ハブ 

プリンタ 

SS無線機 
（中継機）33台 

SS無線ネットワーク 
「フレキシブル無線ネットワーク」 

管理装置 

SS無線機 

SS無線機 

ゲート 
コントローラ 

RS-485

索道会社A・B

幹事会社 

スキーゲート 
28セット（ゲート64台） 

SS無線機 
SS無線機 

SS無線機 
（機器内蔵） 

ゲート 
コントローラ 

RS-485

ゴンドラゲート 
3セット（ゲート6台） 

預り金返却機 
12台 

窓口発券機 
19セット 

DSU

ブルータ 

ハブ 

プリンタ 管理装置 

SS無線機 索道会社C

ISDN

DSU

ブルータ 

ハブ 

プリンタ 管理装置 

SS無線機 索道会社D

図８　栂池高原スキー場のシステム構成

図９　栂池高原スキー場のスキーゲート 図１０　栂池高原スキー場のSS無線機
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レーザ応用装置の営業業務，エン

ジニアリング業務に従事。現在，

電機システムカンパニー情報シス

テム事業部精密FA部担当課長。

川村　浩徳

レーザ応用装置のエンジニアリン

グ業務に従事。現在，東京システ

ム製作所開発設計部担当課長。
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まえがき

YAGレーザマーカの市場は環境が大きく変化している。

数年前の廉価機の出現により市場が大きく拡大し，さらに

近年の地球環境保護，エコロジー意識の高まりにより飛躍

的な市場拡大が始まっている。

YAGレーザマーカは，レーザ光にて非接触状態でのド

ライマーキングが可能となるため，以下に挙げる二つのエ

コロジーに大きく貢献できる装置である。

産業廃棄物，フロンなどの大幅削減〔フロン洗浄→

インク捺印（なついん）工程の代替〕

樹脂リサイクルの促進（接着剤，インクなどの不純

物混入問題の解決）

富士電機では，早くからYAGレーザマーカを製品化し，

業界トップクラスの実績を確保しているが，上記のような

市場環境の変化に対応し，従来品を凌駕（りょうが）する

新形YAGレーザマーカの開発に成功した。

前述のエコロジー市場の中心的な市場である電子・情報

機器などの小形精密部品分野の共通的なニーズは，多数製

造ラインに対する省スペースレーザマーカの適用である。

このため，新形YAGレーザマーカ「ドライライター2000

シリーズ」の共通コンセプトは超小形化であり，1999年４

月に発売した「ドライライター 2000」は，レーザ発振器

の長さを従来機に対して 50 ％短縮，制御・冷却ユニット

の体積を 60 ％縮小した業界一の超小形 YAGレーザマー

カである。次期発売機種「ドライライター 2100」に関し

ては，さらに小形化を追求する予定である。

本稿では，これら装置の概要と応用事例を紹介する。

レーザマーキングの優位性

レーザマーキングとは，レーザ加工の持つ優れた特徴

（非接触，高自由度，高速精密加工）を生かして被加工物

表面にレーザ光を照射し，加熱・溶融・蒸発といった熱加

工原理によりマーキングを行うものである。本方式では，

レーザ照射パラメータを適切に選択することで，熱変色か

ら彫り込みまでのニーズに応じたマーキングが可能である

ため，従来手法（打刻，印刷，エッチングなど）に比べて

以下の長所を有する。

環境保護

捺印・エッチング方式のデメリットであるフロンなどに

よる前洗浄処理が不要である。

リサイクル促進

非接触で部品などへ直接マーキングすることにより，ラ

ベル・シルク印刷などを廃止し，特に樹脂部品の場合には，

リサイクル時の不純物混入低減が可能となる。

マーキングの自動化

マーキングの内容は，すべてソフトウェアで管理でき，

製品個々の特性や試験結果などのオンラインマーキングが

可能である。装置の自動化が容易であり，ラインへの組込

みが簡単である。

製品の管理強化

捺印などのインクを用いたマーキングと異なり，消えな

い永久マーキングが行える。

製品のイメージアップ・差別化

美しいマーキングが可能であり，製品の差別化ができる。

製品精度の確保

非接触方式であるため，打刻式マーキングと異なり，製

品にひずみ，こわれなどが発生せずセラミックス，超硬製

品などにもマーキングが可能である。

微小文字マーキング

文字高さ 0.08mmからマーキングが可能である。この

ような微小文字のマーキングは他のマーキング法では困難

である。

透明体透過マーキング

ガラス，透明プラスチック基板などに挟まれた部分への

マーキングが可能である。

在庫圧縮

非接触，ドライマーキングのため，組立最終工程での完

成品へのマーキングが可能である。在庫管理，在庫圧縮に

貢献できる。

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）
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ドライライター2000シリーズの特長と構成

３.１ 概　要

ドライライター 2000 の外観を図１に，構成を図２に，主

な仕様と特長・用途を表１に示す。

３.２ 特　長

シンプルで堅ろうな超小形高品質レーザ発振器

通常，レーザ発振器の小形化は，出力ミラーと全反射ミ

ラー間の光学距離（発振器長）を一定にしたままで，折返

しミラーを入れることによりスペースを有効活用して実現

する手法が取られてきた（図３）。しかし，この方法では，

光学系が複雑になり安定性とコストの両面に問題があった。

これに対し富士電機では，共振器設計の最適化と独自のシ

ミュレーション技術による検証実験の結果，折返しミラー

を持たないシンプルな直線形レーザ発振器構造を採用しな

がらも，レーザ出力の安定性およびビーム広がり角のいず

れのパラメータにおいても従来機を上回る高品質なレーザ

ビームの確保が可能となった（図４）。

イージーメンテナンス

消耗品であるKr ランプの保守性については，従来機で

（2）

（1）
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表１　ドライライター2000シリーズの仕様と特長 

型　式 
分類・項目 

レ　ー　ザ　種　類 

出　　　　　　　　力 

照 　 射 　 方 　 式  

マ
ー
キ
ン
グ 

太　　　　　さ 

フ ォ ン ト  

電　　　　　源 

演 算 方 式  

ドライライター2000 
可変印字型 

ドライライター2100 
繰返し印字型 

Nd：YAG（波長：1.06　m） 

50 W

連続，ジャイアントパルス 

ユ
ー
テ
ィ 

　
リ
テ
ィ 
外
形
寸
法 

特
　
長 

用
　
途 

三相 AC200 V　20 A，単相AC100 V　5 A

レーザヘッド  W180×D640×H220（mm） 

冷 　 却 　 水  

�大容量データ 
�中小ロット生産品 

制 御 ・ 冷 却  
W410×D430× 
H600（mm） 

高速マーキング 

高速データ可変 

△ 

◎ 

大容量データ  ○ 

パソコンレス 
　　　　　運転 

× 

○ 

△ 

△ 

◎ 

主 用 途 区 分  

温度：5～25℃，圧力：0.2～0.5 MPa， 
流量：12 L/min

0.05～1 mm 
（らせん方式） 

英字，数字，片仮名， 
平仮名，漢字，バー 
コード，二次元コード 

ス ピ ー ド  低速～中速 

並列演算方式 

�捺印 
�中小量データ 
�大量生産品 

W410×D380× 
H600（mm） 

英字，数字，片仮名， 
平仮名，漢字 

範囲，分解能  φ120 mm，5   m

中速 

一括演算方式 

φ120 mm，30  m

図１　ドライライター2000の外観

N99-2501-3

パソコン 
制御・冷却ユニット 

CNT部 

純水 
冷却部 

MKPS RFDRV

レーザ発振器 
X,Yスキャナ 

Fθレンズ 

図２　ドライライター2000の構成

100%ミラー QSW

レーザ共振器 

ランプハウス アパーチャ 出力ミラー 

図４　直線形レーザ発振器

全反射ミラー 

レーザ共振器 

QSW

折返しミラー 

折返しミラー 

ランプハウス アパーチャ 出力ミラー 

図３　折返し形レーザ発振器
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も好評を博している上面脱着方式を採用している。

超小形一体形制御・冷却ユニット

制御ユニットと冷却ユニットを一体化し，電源ユニット

の集約，冷却器の配管損失削減をはじめとする徹底した小

形化により超小形化を実現した。

広範囲・高品質マーキング

対象ワークを動かすことなく標準でφ120mmの広範囲

にわたるマーキングが可能であり，しかも位置決め分解能

が従来機種比 2倍の 5μmに向上しているため，文字形状

に忠実なマーキングが可能である。

パーソナルコンピュータ（パソコン）の操作性向上

標準システムの OSに日本語Windows
〈注〉

98 を採用し，

RAS情報と消耗品交換情報の一括アクティブ管理を実現

している（図５）。

３.３ 構　成

本装置は，レーザ発振器，制御・冷却ユニット，パソコ

ンの三つのユニットから構成される。レーザ発振器には，

レーザ媒体としての YAGロッドと，この励起源である

Kr アークランプを収納する反射室がランプハウス内にあ

り，ランプ光は効率よくかつ均一にYAGロッドへ集束さ

れる。

レーザ共振器は，誘電体多層膜の全反射ミラーと出力ミ

ラー，YAGロッドからなり，各ミラーは効率と発振モー

ドが最適化されるように配置され，曲率も選定される。ま

た，共振器内にはAO-QSW（音響光学効果素子）および

モード選択用アパーチャが配置されている。AO-QSWは

連続的レーザ発振出力をパルス化してピーク値の高いレー

ザパルスを生成するもので，連続出力の約 1,000 倍のピー

ク出力が可能となる。アパーチャは開口径（φ1～ 3mm

程度）の取替えが可能（オプション）であり，発振モード

およびビームサイズの変更ができるので焦点でのスポット

サイズなどの変更が容易である。

発振したレーザはビームを拡大するエキスパンダレンズ

を介し，通常 2～ 6倍に広げられて，Xミラー（スキャナ），

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

Yミラー（スキャナ）を介し，Fθレンズで集束されワー

ク面で焦点を結ぶ。X，Yのスキャナの回転角を制御する

ことで二次元的に焦点を移動しマーキングしている。

制御・冷却ユニットは，コントロール・スキャナドライ

ブ部（CNT部），Krランプ電源部（MKPS部），RF-QSW

ドライブ部（RFDRV部），純水冷却部などのユニットか

らなる。CNT部はマイクロプロセッサによりパソコンと

の通信，座標計算，シャッタ制御，X，Yスキャナドライ

ブ信号出力，などの演算を逐次高速に行っている。また

MKPS 部への電流設定，RFDRV部への QSW周波数発生，

各種アラーム検知なども並行処理している。

MKPS 部は，Kr ランプを点弧し，指定の電流（8～ 20

A）でランプを定電流点灯制御し，励起光の強度を一定に

制御するもので，リプルを抑え，安定化している。

RFDRV部は，AO-QSWをドライブするための RF信

号を発生し指定の周波数（0～ 49.9 kHz）で変調を行う。

この変調周波数をQSWに加えると変調周波数に応じたレー

ザパルスを発生させることができる。

純水冷却部は，市水と純水との熱交換を行う熱交換器，

圧送ポンプ，純水の純度を高く保つためのイオン交換樹脂，

流量などのアラーム検知，温度調節計などからなる。

実際の応用事例

４.１ 環境保全エコロジーテーマ

直接マーキングによる銘板ラベルの削除事例

本事例は，品種ごとに多数の専用組立ラインを有する組

立工場において，銘板ラベルをはり付けるため，表面をフ

ロンにて洗浄する作業をレーザマーキングに置き換え，フ

ロン廃棄を行い，大幅なコストダウンを行った事例である。

本事例では，多数個取りの治具にセットされており，専用

の位置決め治具にてレーザヘッド直下への搬入・位置決め

がなされ，φ120mm内でのマーキングが行われた後に，

治具ごとコンベヤへ搬出される。また，本システムでは位

置決め治具に実装されるプログラマブルコントローラ

（PLC）とプログラマブル操作表示器（POD）にて集中的

な制御と操作が行えるため，起動・停止はもちろんのこと，

段取りデータの入力とアラーム表示のすべてが，POD上

で行えるように配慮されている。さらに既設コンベヤに装

置を効率よく配置するために，特に制御ユニットの高さと

（1）

（5）

（4）

（3）
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図５　パソコン画面 図６　マーキングシステムの外観
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レーザヘッド全長のコンパクトさが非常に有効に生かされ

た事例である。図６にシステムの外観を示す。

マイクロドリルへの管理番号マーキング事例

本事例では，フロン洗浄＋エッチングをレーザマーキン

グに置き換えることで，フロンの削減を行うとともに，フ

ロン洗浄装置とマスクの削減で大幅なコストダウンを行っ

た事例であり，サンプルの写真を図７に示す。

４.２ リサイクルエコロジーテーマ

PLC 筐体（きょうたい）への配線図・管理番号マー

キング事例

本事例では，従来，シルク印刷と銘板はり付けを行って

いた筐体（樹脂）に，直接レーザマーキングを行うことで

シルク印刷工程と銘板自体が不要となり，コストダウンと

リサイクルが可能となった事例である。マーキングサンプ

ルを図８に示す。

あとがき

レーザマーカは，エコロジー対策，PL対策はもちろん，

電子部品など軽薄短小化する部品に対する微細マーキング

が可能なツールとして，今後もさらにその必要性は高まる

と考えられる。業界一の小形化と高度なフレキシビリティ

に加えハンドリング機構との連動，生産管理システムとの

連携が図れる本マーカは，より多くの分野で大きくお役に

立てるものと確信している。

（1）

（2）
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図７　マイクロドリルへのマーキングサンプル

図８　PLC筐体へのマーキングサンプル
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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

2964793 石橋　剛信カップ式飲料自動販売機の飲料攪拌
装置 2973563 大塚　　弘加圧式自動注湯炉の注湯制御方法

2964820 石川　建司円柱成形品の積層装置

2965025

淺川　浩司
藤平　　巧
内田　直司
久保山勝典
高橋　龍典
外山健太郎

回路遮断器

2965387 丸山　智弘
郡浜　英一無線ネットワークの立ち上げ方法

2965388 丸山　智弘
郡浜　英一

無線局ネットワークにおける局撤去
方法

2965422 重野　敏男
吉岡　秀樹バーナの失火検知方法

2967012 小松　雄邦個人認識装置

2967092
森田　　公
武　　達男
藤田　　満

浮上溶解装置

2967629 後藤　幹生カードディスペンサ

2967630 岡本　元秀自動販売機の商品搬出装置

2967633 神崎　克也自動販売機の制御装置

2967644 川崎　一哉
杉野　一彦自動販売機の情報収集装置

2967933 比留川賢二シーケンステーブルの同期実行方法

2967939 松山　修也
新妻　正行レーザマーキング装置

2969807 植木　芳照
福山　良和系統事故区間判定方法

2970007 新妻　信行硬貨選別計数機およびその誤振り分
け検出方法

2970134 宮澤　健一硬貨搬送機構および硬貨入出金機

2970142 八ツ田　豊
池嶋冨美夫

プログラマブルコントローラ

2970165 根本　成幸
神　　俊裕条鋼圧延機の速度制御装置

2970250 平田　伸生測距装置

2971251 和田　宏行
乳井　直樹SFCプログラミング装置

2972787
森田　　公
武　　達男
藤田　　満

浮上溶解装置

2973555

上田　典宏
小林　初夫
亀谷　伸彦
川合　正美
下田　　勲

オープンショーケース

2973557 大久保　温低漏洩電流インバータ装置

2973588 大日方重行MOS型半導体装置

2973608 福頼　寿彦カップ式自動販売機の冷却装置

2973610

川上　浩二
宮尾　哲也
永田　和重
松島　幸三

自動販売機の商品搬出装置

2973628 若井　大資年間プログラムタイマ機能内蔵コン
トローラ

2973633 関　　康和導伝度変調型MOSFETおよびその
製造方法

2973640 篠田　正紀
松本　浩造ファクシミリ

2973663 古賀由紀夫瓶口の外観検査方法

2973664 久米　秀男
野口　信和表示灯

2973665 郡司　琢巳プロセス量の表示方法

2973673 新妻　正行Qスイッチレーザ装置

2973680 坂元　雄三自動販売機の外扉ロック装置

2973681 丹羽　公一
山田　　修直流昇圧装置

2973699 福頼　寿彦自動販売機の商品選択釦

2962931
窪田　真和
黒谷　憲一
桐野　秀明

ダム流入量予測方法

2963908 杉山　修一
高尾　宣行高速シャッタ

2964609 岩室　憲幸絶縁ゲート型バイポーラトランジス
タおよびその製造方法

2964673 小西　茂雄電力系統故障検出回路

2964684 井上　彰紀文字読取りにおける文字データ収集
方法

2964708 高橋　　薫並列トランジスタのベース駆動信号
供給回路

2964714 箆津　精一
浜中　　仁紙幣両替装置及び遊戯島

2964723 大日方三千雄回転体の回転試験装置

2964729 廣田　信明電子写真感光体用基本およびその製
造方法

2964736 甲斐　　聡二慣性系における結合軸の機械時定
数同定方法

2964756 田中　創一燃料交換機のパンタグラフ機構の強
制折畳み装置

2964762
黒田　昌美
天野　雅世
古庄　　昇

有機薄膜発光素子



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，交流電力調整器，近接スイッチ，光応用センサ，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，水質計測制御装置，遠隔制御装置，オゾン処理システム，電気集じん機，計

測情報通信制御システム，レーザ応用装置，画像処理応用装置，工業計測機器，放射線計測機器，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，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリ

シック IC，ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ

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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社会公共分野において，経済社会全体の効率化と市民サービスの

向上が大きな課題となっている。政府をはじめ行政側も「開かれた

行政」あるいは「スーパー電子政府」の構想を打ち出した。これに

対応して，情報通信技術を核とする情報ソリューション事業を四つ

のシステム分野について立ち上げたので紹介する。特に，「情報公

開」を最終目標とする庁舎内情報システムに対する取組み方法，お

よび保守メンテナンスサービス事業の拡充について言及する。

公共分野向けソリューション事業

伊藤　元規 榊原　行良

富士時報 Vol.72 No.12 p.631-635（1999）

本稿では，公共機関における情報システムのインフラストラクチャ

部分となるネットワークシステムとグループウェアのソリューショ

ンについて述べる。

ネットワークシステムについては，公共分野における要件と導入

事例を交えて富士電機のネットワークソリューションを紹介する。

また，グループウェアについては，公共分野における業務の効率化

のためのグループウェアの利用状況とグループウェアパッケージ商

品を紹介する。

ネットワークシステムとグループウェア

鳥丸　兼代 久保　　智 武田　健三

富士時報 Vol.72 No.12 p.636-640（1999）

近年，住民の主体性を尊重する開かれた行政の実現，さらには質

の高い行政サービスを実現するため各自治体は，地域住民や地域企

業に対する行政の透明性確保，サービスの向上，業務効率化などの

変革を求められている。

本稿では，行政向けに開発した電子決裁システムに関し，機能の

概要および各種サービスメニューについて述べる。さらに，開かれ

た行政に向けて，行政文書を電子化し，情報の共有・情報公開に対

応可能な市役所向け行政文書管理システムの機能概要と神奈川県某

市役所の適用事例を中心に述べる。

電子決裁・文書管理システム

齋藤　芳之 鳥山　和彦 杉江　孝夫

富士時報 Vol.72 No.12 p.641-644（1999）

自治体に提供する行政情報システムのうち，本稿では財務会計シ

ステムと人事給与システムを紹介する。どちらも大規模なホストコ

ンピュータを設置するシステムではなく，パーソナルコンピュータ

を利用したクライアント・サーバ形のシステムであることを特長と

する。また，画面はグラフィック画面により操作性が向上し，オン

ラインヘルプによりだれでも簡単に入力処理を行うことができると

ともに，Windows により，データを Excel に取り込み，表やグラ

フなどを簡単に作成できるようにしている。

財務会計・人事給与システム

高畑　　達 野本　哲夫 小平　和正

富士時報 Vol.72 No.12 p.645-648（1999）

中央一極集中の見直しのなかで，地域の活性化対策として，地域

情報交流，情報発信，および行政サービスの充実による先進的なま

ちづくりが住民に求められており，行政の関心も高まりつつある。

本稿では，地域の情報化，活性化のための必須（ひっす）システ

ムである地域情報ネットワークシステムについての全体的概要と，

人集めとPRを狙いとしたアミューズメントシステム，地域情報サー

ビスの発信基地となる図書館システムについて，その導入事例を紹

介する。

地域情報ネットワークシステム

田中　　貢 高畑　　達 宮脇　優子

富士時報 Vol.72 No.12 p.649-652（1999）

今後のビル施設の管理では，長寿命化や利便性の向上というニー

ズに対応していく必要がある。まず，現状の解決すべき課題を考察

し，その手段としての FMSを紹介する。FMSとは，施設の維持

管理にまつわる各種の情報を一元的に集約し，評価・分析を加える

ことで実態を把握したうえで，より合理的・経済的な施設の運営を

支援するシステムである。富士電機では，ビジュアルな施設の現況

データベース機能，およびオープンネットワークによる設備システ

ム機能などによって，このFMSを体系化した。

データを活用した施設管理（FMS）の体系

柄沢　　隆

富士時報 Vol.72 No.12 p.653-656（1999）

ビル管理業務において，省エネルギーの追求，ランニングコスト

の削減は緊急のテーマである。本施設では，上記観点からコージェ

ネレーションシステムを導入している。富士電機としては，コージェ

ネレーション設備の省エネルギー性評価をはじめ，設備メンテナン

ス，維持管理，テナント管理，図面管理などの施設管理業務全般に

わたって支援し，業務の軽減化を図る FMSシステムを開発し，納

入した。本稿では，「都道府県会館」の納入事例を紹介する。

「都道府県会館」への FMSの適用

白井　英登 原　　義明 渡辺　正幸

富士時報 Vol.72 No.12 p.657-660（1999）

LONWORKS（LON）を適用したオープンな施設管理システムの

考え方およびシステムを構成する製品を紹介する。富士電機の統合

コントローラMICREX-SXの LON対応製品（通称 SXLON）と，

サブシステムの統合管理を行うエリアコントローラの開発を完了し

た。東光電気（株）とこれらの製品を使用した実証システムを構築す

るとともに，実システムへの適用を開始している。LONを適用す

ることにより，システム構築が容易で，拡張性，柔軟性に優れた施

設管理システムを構築することが可能となった。

LONWORKSの施設管理への適用

福間　廣一 藤井　準一 大日方 宏至

富士時報 Vol.72 No.12 p.661-665（1999）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

This paper outlines solutions for network systems

and groupware for the infrastructure of information sys-

tems in public facilities.

With regard to network systems, Fuji Electric’s net-

work solutions including requirements of public facili-

ties and application examples are described.  With

regard to groupware, the status of groupware used for

raising efficiency in public facilities and groupware

packages marketed by Fuji Electric.

Network Systems and Groupware for Public Facilities

Kaneyo Torimaru Satoshi Kubo Kenzo Takeda

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.636-640  (1999)
With regard to public facility and goverment infor-

mation network, efficiency of economic society as a

whole society and improvement in services to citizens

have become an issue.  The Administration as well as

Government has mapped out a scheme of “open admin-

istration”  or “super-electronic government.”  To meet

the situation, Fuji Electric has set up informative solu-

tions for four systems based on information transmis-

sion technology.  The paper particularly describes a

solution for information systems that finally aims at

“information open to the public” in public office build-

Solutions for Public Facility and Goverment 
Information Network

Motoki Ito Yukiyoshi Sakakibara

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.631-635  (1999)

This paper describes the financial accounts and per-

sonnel/salary systems out of administrative information

systems which Fuji Electric has supplied to municipali-

ties.  Either system is characterized by not requiring a

large host computer, but being a client-server system

using a personal computer.  The display operation is

improved using graphics, so that anyone can easily per-

form input operation and also draw up tables and

graphs by storing data in Excel on Windows.

Financial Accounts and Personnel/Salary Systems

Itaru Takahata Tetsuo Nomoto Kazumasa Kodaira

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.645-648  (1999)

Recently, to realize open administration based on cit-

izen subjectivity and provide high-quality administra-

tive services, municipalities are required to make admin-

istration transparent to the citizens and enterprises,

improve services, and raise work efficiency.  This paper

describes an outline of the functions and the service

menu of the electronic accounts system developed for

administration.  Further, it outlines the functions of the

administrative document management system for a

municipal office in which administrative documents are

digitized so that information can be used in common

Electronic Accounts and Document Managing 
Systems

Yoshiyuki Saitou Kazuhiko Toriyama Takao Sugie

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.641-644  (1999)

The management of buildings in the future is

required to meet needs for improvement in the life span

and convenience.  This paper first examines present

problems to be solved and describes the facility manage-

ment system (FMS) as a solution.  The FMS is a system

that supports more rational, economical management

for facilities by collecting various kinds of information

on facility maintenance in a centralized manner and

grasping the actual state through evaluation and analy-

ses.  Fuji Electric has systematized this FMS using the

visual database function for current facility conditions

Facility Management Systems Using Data

Takashi Karasawa

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.653-656  (1999)

In the review of centralization upon the metropoli-

tan, citizens desire and administrations are also inter-

ested in advanced town development through district

information interchange and dispatch and improvement

in administrative services to activate local districts.  This

paper gives a general outline of the local information

network system indispensable to information-intensive

and activated districts, and describes examples of an

amusement systems, aiming at an attraction and public

relations, and a library system to be a base for dispatch-

ing local information services.

Local Information Network Systems

Mitsugu Tanaka Itaru Takahata Yuuko Miyawaki

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.649-652  (1999)

This paper describes the idea of the LONWORKS-

applied open facility management system and the sys-

tem composing products.  Fuji Electric developed a LON-

WORKS Controller based on Integrated Controller

MICREX-SX and an area controller for LONWORKS sub-

system.  We in cooperation with Toko Electric

Corporation constructed a demonstrative system using

these products and also started application to actual sys-

tems.  The application of LONWORKS has made system

construction easy and has enabled the construction of

expandable, flexible facility management systems.

Application of LONWORKS to Facility Management 
Systems

Kouichi Fukuma Junichi Fujii Hiroshi Obikata

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.661-665  (1999)

Urgent themes for building management are reduc-

tions in energy consumption and running cost.  From

this point of view, the Todofuken-Hall was equipped

with a cogeneration system.  Fuji Electric developed and

supplied a facility management system supporting the

whole facility management such as evaluation of reduc-

tion in energy consumption by the cogeneration system,

equipment maintenance, maintenance management, ten-

ant management, and drawing management.  This paper

describes the system supplied to the Hall.

Application of a Facility Management System to the 
Todofuken-Hall

Hideto Shirai Yoshiaki Hara Masayuki Watanabe

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.657-660  (1999)



津波災害予防として津波発生時海岸保全施設〔水門・陸閘（りっ

こう）〕を一元的に遠隔制御監視するため「浜中町津波防災ステー

ション」を構築した。本システムは津波発生時の地震津波警報を受

信し，ゲート付近の船舶の航行，車両交通の情況を CCTV映像に

て確認し，ゲート操作および警告灯，拡声放送による周知を行うシ

ステムであり，「分かりやすい監視操作」「光通信および単一無線ま

たは SS無線による情報および画像伝送」による信頼性の高い，か

つ迅速な操作監視運用を実現している。

津波に対する防災管理システム

小野　和夫 永池　幸男

富士時報 Vol.72 No.12 p.666-670（1999）

YAGレーザマーカの市場は，近年のエコロジー意識の高まりに

より飛躍的な市場拡大が始まっている。レーザ光ドライマーキング

はインク利用法に対しフロン洗浄前処理を不要とし，樹脂製品筐体

（きょうたい）のリサイクル時不純物混入問題を解決することがで

きる。

新形YAGレーザマーカ「ドライライター2000」はエコロジーマー

キングの中心的市場である電子，情報分野の省スペース要求に対応

するため，従来機比レーザ発振器長－50 ％，制御ユニット体積

－60 ％とした超小形FAライン収納，デスクサイドタイプである。

エコロジーマーキング「ドライライター2000」

植田　　進 川村　浩徳

富士時報 Vol.72 No.12 p.675-678（1999）

アミューズメント施設のように多くの人々に利用される施設には

磁気カードやバーコード，IDタグなどを媒体とし，利用者の入退

場管理や利用料金管理の効率化を図る情報システムが求められてい

る。本稿では，健康増進施設向けキャッシュレスシステムとスキー

場向けスキーゲートシステムを紹介する。

アミューズメント施設向け入退場管理システム

荒井　　広 安田　基司 増倉　孝好

富士時報 Vol.72 No.12 p.671-674（1999）



Fuji Electric has constructed “Hamanakacho Disaster-

Prevention Station Against a Tsunami” with the aim of

performing the centralized, remote control and monitor-

ing of the seacoast protection facilities (floodgates and

land gates) to prevent a disaster when a tsunami occurs.

When this system receives a tsunami warning when an

earthquake occurs, it checks the traffic conditions of

ships and vehicles near the gates with closed-circuit tele-

vision (CCTV) display, executes gate control, and make

the warning known to everyman without exception with

warning lights and loudspearkers.  It realizes highly reli-

able, quick control and monitoring operation through

Disaster-Prevention Management System Against a 
Tsunami

Kazuo Ono Sachio Nagaike

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.666-670  (1999)

Facilities such as amusement facilities which receive

many visitors desire an information system capable of

efficient management of visitor check-in/out and admis-

sion fees by means of media such as magnetic cards, bar

codes, and ID tags.  This paper describes a cashless sys-

tem for a health promotion facility and a gate system for

a ski resort.

Check-in/out Management Systems for Amusement 
Facilities

Hiroshi Arai Motoshi Yasuda Takayoshi Masukura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.671-674  (1999)

The yttrium-aluminum-garnet (YAG) laser marker

market is rapidly expanding because of recent increase

in ecology awareness.  Laser beam dry marking needs no

pre-treatment by fluorocarbon cleaning compared with

ink methods and can solve the problem of impurity mix-

ing when resin cases are recycled.  To meet the require-

ment for reduction in space in the fields of electronics

and information, the core market for ecology marking,

the new YAG laser marker “DRY WRITER 2000” has been

reduced in laser oscillator length by 50% and in control

unit volume by 60% compared with the former type.  It

Ecology Marking “DRY WRITER 2000”

Susumu Ueda Hironori Kawamura

Fuji Electric Journal  Vol.72 No.12 p.675-678  (1999)
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関 西 支 社 1（06）6455-3800 〒553-0002 大阪市福島区鷺洲一丁目11番19号（富士電機大阪ビル）
中 国 支 社 1（082）247-4231 〒730-0021 広島市中区胡町4番21号（朝日生命広島胡町ビル）
四 国 支 社 1（087）851-9101 〒760-0017 高松市番町一丁目6番8号（高松興銀ビル）
九 州 支 社 1（092）731-7111 〒810-0001 福岡市中央区天神二丁目12番1号（天神ビル）

北 関 東 支 店 1（048）526-2200 〒360-0037 熊谷市筑波一丁目195番地（能見ビル）
首 都 圏 北 部 支 店 1（048）657-1231 〒330-0802 大宮市宮町一丁目38番1号（野村不動産大宮共同ビル）
首 都 圏 東 部 支 店 1（043）223-0701 〒260-0015 千葉市中央区富士見二丁目15番11号（日本生命千葉富士見ビル）
神 奈 川 支 店 1（045）325-5611 〒220-0004 横浜市西区北幸二丁目8番4号（横浜西口KNビル）
新 潟 支 店 1（025）284-5314 〒950-0965 新潟市新光町16番地4（荏原新潟ビル）
長 野 シ ス テ ム 支 店 1（026）228-6731 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
長 野 支 店 1（0263）36-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
東 愛 知 支 店 1（0566）24-4031 〒448-0857 刈谷市大手町二丁目15番地（センターヒルOTE21）
兵 庫 支 店 1（078）325-8185 〒650-0033 神戸市中央区江戸町95番地（リクルート神戸ビル）
岡 山 支 店 1（086）227-7500 〒700-0826 岡山市磨屋町3番10号（住友生命岡山ニューシティビル）
山 口 支 店 1（0836）21-3177 〒755-8577 宇部市相生町8番1号（宇部興産ビル）
松 山 支 店 1（089）933-9100 〒790-0878 松山市勝山町一丁目19番地3（青木第一ビル）

道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町163番地30
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（0177）77-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通16番21号（住友生命盛岡駅前ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8004 郡山市中町1番22号（郡山大同生命ビル）
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目8番8号（櫻井第2ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
松 本 営 業 所 1（0263）33-9141 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
浜 松 営 業 所 1（053）458-0380 〒430-0945 浜松市池町116番地13（山崎電機ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1号（安田火災松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0015 宮崎市大工二丁目27番地
南 九 州 営 業 所 1（099）224-8522 〒892-0846 鹿児島市加治屋町12番7号（日本生命鹿児島加治屋町ビル）
沖 縄 営 業 所 1（098）862-8625 〒900-0005 那覇市天久1131番地11（ダイオキビル）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
回 転 機 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県中巨摩郡白根町飯野221番地の1
吹 上 工 場 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
大 田 原 工 場 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

地方自治体，公共団体の 
情報化をご検討中の 
皆様に朗報です。 

富士電機の「行政情報システム」なら- 
あらゆる情報化を実現します。 

 インターネットの普及に伴い， 

 ディジタル化・マルチメディアの波がおしよせる今日， 

「電子決裁」「情報公開」など， 

 行政分野における情報化もますます加速しています。 

 情報化推進におけるあらゆるステップに， 

 富士電機の「行政情報システム」は 

 いますぐ役立つ6つのパッケージを取りそろえ， 

 柔軟にご支援します。 

 最適なシステムを提案するマルチベンダーの富士電機に 

 ぜひ一度ご相談下さい。 

グループウェア 
＋ 
業務 

アプリケーション 
「行政パック」 

グループウェア 
＋ 
業務 

アプリケーション 
「行政パック」 

人事給与 
システム 
人事給与 
システム 

電子決裁 
システム 
電子決裁 
システム 

LAN／WAN 
ネットワーク構築 
LAN／WAN 
ネットワーク構築 

公文書管理 
システム 
公文書管理 
システム 

財務会計 
システム 
財務会計 
システム 

お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム事業部 SIソリューション第一部 電話（03）5435-7090
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聞こえてきますか、技術の鼓動。

富

士

時

報

公
共
分
野
向
け
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
特
集

定価525円（本体500円）

昭和40年6月3日　第三種郵便物認可　平成11年12月10日発行（毎月1回10日発行）富士時報　第72巻　第12号（通巻第777号）

公共分野向けソリューション特集
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