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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
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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）
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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
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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）
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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 電話（03）5435-7078

あらゆる段階でよどみのない効率のよいモノづくりを実現する。 

いま製造業に必須といえるのが，部門間・企業間の壁を越え，全体の流れをうまく 

マッチングさせていくサプライチェーンマネジメント（SCM）の構築です。富士電機は最新の情報技術を 

核に，需要予測をはじめ，生産計画から資材の調達，物流にいたるまで， 

すべてのプロセスを情報でリンクして一貫して動かす仕組みづくりを推進します。 

構築のフェーズに応じたコンサルティングメニューや，システム導入方法論などをご用意して， 

企画から，構築，運用，保守まで，トータルソリューションで応えます。 

「販売」「生産」「調達」を情報でリンクし，全体の流れを最適化。 
 サプライチェーンマネジメントを支援します。 

富士電機のSCMソリューション 

たったひとつの 
部品が足りないばかりに， 
ご要望の日時までに 
生産が間に合わないぞ。　 

製品別，地域別，時間別などの観点で，高精 
度な予測を実現。学習機能も装備しています。 

需要予測システム  
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厳しい経済環境のもと，各企業は生き残り

をかけ，収益の改善のために抜本的な対応を

図りつつあり，事業構造の変革を伴った業務

の革新，組織の再編や従業員の意識改革に積

極的に取り組んでいる。

富士電機はこうした状況のもと，特にこれ

まで産業分野において培ったノウハウをベー

スに，進展著しい IT（Information Tech-

nology）を駆使し，各産業界におけるさま

ざまな課題を解決（ソリューション）してき

ている。

表紙写真は，ソリューションを実践する主

役はあくまで人間であり，手段としての IT

を駆使し，顧客とともにソリューションを成

し遂げていく様子をイメージ的に表現したも

のである。

表紙写真



郵便局の OCRによる手紙の仕分け場に立って，作業員

が詰りを処理する様子を見ながら，「このシステムの問題

点は何？」と局員に聞いたとする。普段は，供給された手

紙の束が機械によって整然と処理されているのだが，規格

外の手紙が入っていたりすると，このように機械に詰って

しまうことがある。誰でも躊躇せずに「ジャムが起ること

が問題だ。」と答えるだろう。人々は正常な仕事の流れを

知っているので，一目でこのジャムの発生が問題だと判断

する。だが，この場合もそうだが，これが正常だと知って

いることが思考の発展を妨げることがある。ここでのソ

リューションは規格外の手紙が混入しないように仕分けを

維持するシステムを考えるということになってしまいがち

だ。

しかし，この場からは見えない，人々の指定する場所へ

手紙を滞りなく届けるというシステムを考えるとどうか。

そこで“あるべきシステム”をデザインすれば，このよう

な機械を使って，このような拠点で仕分け作業すること自

体が問題点となってしまうかもしれない。この場合のソ

リューションは手紙の伝達システム全体となる。

海外の研修生を集めて工場見学をしたことがある。先端

技術を駆使したこの工場の現場を前に，参加者の意見は

様々であった。「Excellent」「Wonderful」「まるでロボッ

トのようだ」，何度私が，「問題点は何？」と聞いても答え

がなかった。彼等にとって，問題点の背景にある“あるべ

きシステム”が見えないのである。問題点がないのではな

く，わからないのである。その見えない部分がソリューショ

ンとしては大切なのだ。

クライアントに対してソリューションを提供するとき，

“あるべきシステム”を生む問題の大枠を明確にしないと

解は定まらない。しばしば私達は，身近な，現状に近いと

ころに競争力の乏しいソリューションを求めてしまう。

あるべきシステムソリューションを求めるとき，機能展

開によりどのレベルの機能を選ぶかを決め，問題の大枠と

するとよい。

手紙の仕分け作業の詰りの手直しについていえば，その

機能は，

™仕分け装置に詰った手紙を取り除く。それは何のため？

™仕分け装置の詰りを解消する。その目的は？

™郵便番号に従って手紙を区分する。

™手紙を行先ごとに仕分ける。

™人々の指定する場所へ手紙を届ける。

™手紙を通して人々が情報を交換する。

™書いた情報をもとに人々が相手を理解する。

™人々が互いに理解し合う。

後に登場した機能をレベルの高い機能という。高いレベ

ルに対応して設計されるシステムは，低いレベルのそれを

含んでいる。つまり，選ぶ機能のレベルが高くなる程，問

題の枠は大きくなる。低いレベルの機能に対応するシステ

ムは見易い，設計し易い，入手し易い。あるものは，すで

にはっきりと現存している。逆に高い機能に対応するシス

テムははっきりとシステムという形をとっていないことが

多い。

理論的にいえば，時間と共にシステムはより上位の機能

の方へ成長していく。

詰りを上手に処理するやり方はすでにマニュアルも準備

され，教育も徹底していることだろう。しかし，手紙を通

して人々が情報を交換するとか，書いた情報をもとに人々

が相手を理解するという機能レベルでは，まだシステムは

見えていない。もちろんすでに投資された諸資源の重さを

考えれば，郵便番号に従って手紙を仕分けるといった機能

レベルでソリューションを求めることが差し当っての設計

対象になるかもしれないが，その先に視線をやれば，より

上位の機能があることに気づくはずだ。

クライアントと共にソリューションを求めて活動すると

き，安易に，解決し易い部分のみを取り上げるのではなく，

新しい視点をその将来（上位の機能）に向けたいものであ

る。それがソリューション・ビジネスのキーとなろう。し

かし，それは決して容易な道ではない。

新しい視点での
ソリューションを

高橋　輝男（たかはし　てるお）

早稲田大学教授
アジア太平洋研究センター副所長
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吉田　純一

民需向け情報システムの企画・エ

ンジニアリング統括業務に従事。

現在，電機システムカンパニー産

業システム営業本部 IT ソリュー

ション営業部長。

中島　千尋

情報制御システムの研究開発・技

術企画および情報ソリューション

事業企画を経て経営企画に従事。

現在，経営企画室企画部参与。

富士時報 Vol.73 No.5 2000

まえがき

“もの作り”を武器に未曾有（みぞう）の発展を遂げた

日本経済も，1980年代末からの世界的な政治・経済および

社会の構造変革のなかにあって，この10余年かつて経験し

たことのない低迷の時代を過ごしてきた。

問題の本質は，単にバブル経済が破綻（はたん）したと

いうことではなく，冷戦構造の崩壊，グローバルスタンダー

ド化，環境問題への対応などに代表される新たな枠組みと

新たな価値観に基づくグローバル競争において，日本が得

意としてきた“もの作り”のみに依存していたのでは勝者

になり得ないという点にある。

すなわち，グローバル競争において勝ち残るためには，

新たな価値基準に基づく価値連鎖において“もの作り”を

含めた企業システムを一つのシステム要素とし，価値連鎖

体系全体を最適化することが必要となっている。

富士電機はこのことを基本認識とし，日本の産業が持っ

ている“もの作りにおける強みを生かした価値連鎖の仕組

み”を基本とするフレームワークと，このフレームワーク

を最新の IT（Information Technology）と，制御システ

ム事業で培ってきた現場技術を駆使し実現する産業ソリュー

ションを提供している。

本稿では，このような「産業ソリューション」に対する

富士電機の最新の取組みを紹介する。

価値創造モデルとフレームワーク

２.１ 価値創造モデルと価値連鎖

企業を中心とした価値創造モデルと価値連鎖を図１に示

す。企業活動を価値創造の視点からとらえると，戦略，商

流・情流，物流，金流の機能により構成されているといえ

る。さらにこれらの各要素は販売市場，購買市場，同業他

社および外部環境により構成される価値連鎖の要素として

とらえることができる。

グローバル競争に勝ち抜く企業活動のためには，これら

の各要素を価値連鎖の視点でとらえ最大化し，総合的な企

業価値を生み出す企業ビジョン，戦略，および業務プロセ

スなどの仕組みを作ることが必要である。

２.２ フレームワークに基づくソリューションの提供

価値連鎖の視点から，価値を創造し最大化する業務プロ

セスおよび生産システムを作るために，富士電機ではフレー

ムワークと呼ぶ手法を提供している。フレームワークでは

ビジョン，戦略をもとにあるべき姿を想定し，現状との違

いを明確にすることで課題抽出を行い，お客様の BPR

（Business Process Reengineering）と同時に富士電機の

持つノウハウを生かし，最新の ITと現場技術を駆使した

インテグレーション技術，さらには幅広いパートナー会社

との協力によるソリューションの処方せんを提案し実現す

る。

２.３ 機能階層モデルとフレームワーク

経営から生産現場に至る機能階層を図２に示す。

戦略レベル

企業戦略，事業戦略に基づいた ROE（Return on Equi-

ty）などの経営目標を数値化し明確にすることで，情報の

共有を図るとともに具体的な計画に落とす。戦略により基

本的優位性を確保するレベルであり，富士電機ではフレー

ムワークをもとにし，SCM（Supply Chain Management）

ソフトウェアを中心に実現する。

基幹情報レベル

戦略レベルの計画を情報システムとして実行するレベル

であり，企業リソースの代表である“人”“もの”“金”を

企業全体として最適化するよう管理・運用する。

SCMの視点から見ると，SCMで立てられた計画を実行

するエンジン機能となる。富士電機ではフレームワークを

もとにし，ERP（Enterprise Resource Planning）ソフト

ウェアを中心に実現する。

管理レベル

“ものを作る”“ものを運ぶ”ことを効率よくまた高性

能に行うための管理のレベルである。MES（Manufactur-

ing Execution System）のレベルであり，業種，製品，顧

（3）

（2）
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客仕様などにより異なる部分が多く，富士電機が FA

（ Factory Automation） /CIM（ Computer Integrated

Manufacturing），プロセス管理，ロジスティクスなどの

種々の分野で培ってきた，ノウハウとパッケージソフトウェ

アおよびエンジニアリング力により実現する。

機器制御レベル

“ものを作る”“ものを運ぶ”レベルであり，設備機器

を PLC（Programmable Logic Controller），DCS（Dis-

tributed Control System），マテリアルハンドリングなど

で制御する。富士電機では最新の技術を用いた広範な制御

機器，電機品などのラインアップと種々のノウハウ，エン

ジニアリング力により対応する。

以上の機能階層が一貫した考え方と仕組みで構成されて

いることが重要であり，とりわけ戦略分析系，基幹情報系，

管理系，制御系の各機能が有機的に連携し PDS（Plan-Do-

See）のサイクルが回ることが必要である。

富士電機では，このことを実現するために全体を俯瞰

（ふかん）したフレームワークとそこからブレークダウン

された機能階層ごとのフレームワークおよびそれらのフレー

ムワークを実現するソリューションを提供している（図３

参照）。

ソリューションのコンセプトと特長

富士電機のソリューションのコンセプトは，「お客様の

立場に立って考え，お客様の価値を創造し高めること」で

ある。

とりわけ，長年の産業分野の監視制御システム事業を通

じて培ってきた生産現場を知る強みを生かし，以下の特長

（4）
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を持ったソリューションを提供している。

現場と経営を結ぶソリューション

戦略計画・分析系から基幹情報系，物流管理系さらに現

場支援系に至るまでを一気通貫でサポート。

実績に裏打ちされたフレームワークの提供

幅広い経験と実績を持つフレームワークを基に，コンサ

ルティングからシステムの構築，運用・保守までを実現。

財務指標と関連づけた SCMの構築

現場や物流のボトルネックを考慮し，財務指標と関連づ

けた SCMを構築。

ソリューション体系

以上の考えに基づき富士電機の持つ技術やノウハウを整

理し，体系化したものが「Solution_MEISTER」である。

４.１ Solution_MEISTERの体系

図４に示すように Solution_MEISTER は，企業や組織

に共通する基盤となる情報システムに関するソリューショ

ンを提供する情報基盤ソリューション，業種別の課題を解

決する業種ソリューション，さらに環境課題を解決する環

境基盤ソリューションの三つのカテゴリーに分けられた15

のソリューション商品と，システムの運用・保守を行うシ

ステムマネジメントサービスを，商品として体系的にまと

めたものである。

情報基盤ソリューション

SCMソフトウェアを用いた SCMソリューションと

ERPソフトウェアを用いた ERPソリューションを核に，

グループウェアを用いた業務支援，さらにネットワークの

計画・構築・運用を行うネットワークソリューションから

なる。

業種ソリューション

産業ソリューションとしての生産システム分野，物流・

流通分野，サービス分野だけでなく，社会インフラストラ

クチャー（インフラ）分野，公共サービス分野など，幅広

い業種に対応した業種ソリューションを提供する。

環境基盤ソリューション

国，地方自治体，企業，個人などの各レベルで環境負荷

を軽減するための施策・行動が求められている。

省エネルギーや廃棄物処理など，環境負荷軽減のための

各種ソリューションを提供する。

システムマネジメントサービス

構築したシステムが目的とした効果を発揮できるように，

システムの運用を支援し保守を行うサービスである。

４.２ Solution_MEISTERの商品構成とサービス内容

図５に示すように，Solution_MEISTER のそれぞれの

ソリューション商品は，コンサルティング，企画，システ

ム構築，運用・保守という，システムのライフサイクル全

体をカバーするサービス商品と，システム構築の中核とな

るパッケージ商品，プラットホームとなるハードウェア・

ソフトウェア商品からなっている。

お客様のニーズ，重点課題，予算に合わせてさまざまな

切り口からソリューションを提供できるように，サービス

商品とパッケージ商品の多様な組合せを可能としている。

コンサルティング

前述したように，各機能階層に応じたフレームワークに

基づき，目標の明確化とそれに伴う現状分析さらに課題抽
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富士電機は，これからの企業運営に必要とされる，情報・通信・制御のテクノロジーを， 
Solution_MEISTERとして体系化し，以下を狙ったソリューションを提供していく。 
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図４　富士電機のソリューション体系「Solution_MEISTER」
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出を行い実現の方法を提案する。目標設定においてはお客

様の考えとともに，客観的視点に立った参考となるひな形

（リファレンスモデル）をもとにあるべき姿を提案する。

企　画

フレームワークにより抽出した課題の解決手段を企画・

設計するフェーズである。

™Solution_MEISTERに用意されたどのパッケージを利

用すれば要件の基本的なところが実現できるかを検討

する，パッケージ選定コンサルティング。

™パッケージの持つ機能が，要件にどの程度適合して

いるか，要件を満たすのにどの程度のカスタマイズを

要するのかを検討するFIT/GAP（適合度）分析。

™ネットワーク構成やサーバ，クライアントの構成な

ど必要とされる機能と性能を実現できるシステム構成

を設計する，システム構成コンサルティング。

からなる。

構　築

企画フェーズでの計画に基づいて，システムの構築を行

い実運用に至るまでの立上げを行う。パッケージソフトウェ

アのカスタマイゼーションをはじめ，お客様の要求に応じ

たアプリケーションソフトウェアの開発，制御システムの

製作，さらに建物の設計や機械の据付けまで幅広い対応を

行う。

運用・保守

お客様の問合せに対応したり最新の技術情報を提供する

ヘルプデスク，ソフトウェアからハードウェアまですべて

の納入品の運用・保守を行う運用・保守サービスにて構成

する。

さらに，ネットワークシステムの運用すべてを受託する

サービス，あるいはデータ入力や更新などの業務を行うサー

ビスなど，システムの運用・管理を請け負うアウトソーシ

ングサービスがある。

あとがき

富士電機の考えるソリューションは，お客様にとっての

価値を創造し高めることである。今までは，富士電機の持

つ知恵と技術を“もの＝製品”に集約し，価値を提供して

きたわけであるが，今後はこれに加えて価値を生み出し高

める知恵およびサービスを提供することが重要であると考

えている。

すなわちソリューションとは，お客様の求める価値を，

最新の情報・通信・制御技術を駆使しながら，富士電機の

持つ知恵とサービスにより課題解決を図り，価値に見合っ

た価格で提供することといえる。このために，お客様のこ

とを知ること，ITをはじめとする最新技術の専門性を持っ

ていることが重要であり，富士電機の特長を生かしつつも，

自社の製品・技術だけでなく広範囲なパートナー会社との

協力のもとに，最良のソリューションを提供していきたい

と考えている。

自らも製造企業であることを生かし，産業分野の発展の

ために最良のソリューションを提供できれば幸いである。
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まえがき

日本におけるバブル経済崩壊以後，「ものは良いものを

作りさえすれば売れるもの」という考えはまったく通用し

なくなった。企業，特に製造業はこれまでの考え方を根本

から見直すことを余儀なくされるようになった。

一方この時期に，幸運にも情報技術（IT）は急速に進

歩を遂げ，これまで技術的にできなかった，経営的視点に

立脚した広義な“もの作り”のあるべき姿の追求およびそ

の具体的実現が可能となってきた。こうした環境下，各企

業は生き残りをかけ，安定的発展のためのあるべき姿の模

索，そしてその実現を求めることとなった。

本稿では，企業活動の基本である価値の創造を広義な製

造ととらえ，そのあるべき姿の提示とその具現化手法に関

するソリューションの基本的考えを論ずる。

製造・生産活動の仕組み

２.１ サプライチェーンとは

「もの」がどのようにして生産され，どのように消費者

に届けられるかを考えてみる。

まず商品が企画され，開発される。次に生産計画が立て

られ，必要な原材料や部品が調達され，製造される。完成

した商品は，物流センターを通して小売業者に配送される。

そこで商品は消費者の目に触れ，消費者が気に入れば買っ

てもらえるであろう。

こうした供給者から消費者までを結ぶ，開発・調達・製

造・配送・販売の一連の業務を「サプライチェーン（供給

連鎖）」という（図１）。一連の業務が，鎖の輪のようにつ

ながっているイメージを想定していただきたい。サプライ

チェーンでは「もの」が原材料・部品の供給会社（サプラ

イヤー），メーカー，卸売業者，小売業者といった多くの

企業のなかを流れていくのである。

２.２ サプライチェーンのなかの主な流れ

サプライチェーン上の関係者の間では，図２に示すよう

に，商品，情報，お金という三つの流れが発生する。

物　流

商品（製品）は，製造されてから消費者に購入されるま

での過程で，サプライヤーから，メーカー，卸売業者，小

売業者，消費者へと，サプライチェーンの上流から下流に

向かって流れていく。この流れを「物流」と呼ぶ。

商流・情流

商品の流れに伴いサプライチェーンの関係者の間では，

仕入れや販売といったさまざまな商取引が行われる。商取

引では扱う商品の種類・個数・価格などの取引情報が交換

されている。例えば，小売業者はそうした取引情報を使っ

（2）
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図２　サプライチェーンの三つの流れ
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図１　サプライチェーン業務の流れ
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て商品の発注をかけ，納品されてきた商品の検品を行う。

また取引情報のほかに売れ筋などの商品の需要動向に関す

る情報が交換される。これらサプライチェーンの上流と下

流との間を双方向に流れる情報を「商流」または「情流」

と呼ぶ。

金　流

商取引には当然ながらお金の受渡しが伴う。これは消費

者から，小売業者，卸売業者，メーカー，サプライヤーへ

と，サプライチェーンの下流から上流に向かって流れてい

く。この流れを「金流」と呼ぶ。

２.３ サプライチェーンのあるべき姿とサプライチェーン

マネジメント

ここでサプライチェーンのあるべき姿を考えてみる。前

節で述べた三つの流れのなかで，サプライチェーンの上流

から下流に向かい付加価値創造がなされ，消費者に至るこ

とが第一の必要条件となる。これをいかに無理なく，効果

的に行い，その対価としてサプライチェーン上の各企業が

キャッシュを得るかが経営手法としてのサプライチェーン

全体の課題・目的となる。

こうしたサプライチェーンのあるべき姿を実現させる手

法をサプライチェーンマネジメント（SCM：供給連鎖管

理）と呼ぶ。すなわち SCMとは次のように定義される。

「供給者から消費者までのサプライチェーンの業務プロ

セスの流れを統合的な視点から一つのビジネスプロセスと

してとらえなおし，製品・サービスの顧客への付加価値を

高めるべく，企業や組織の壁を越えて経営資源や情報を共

有し，ビジネスプロセスの全体最適をめざす戦略的な経営

管理手法の総称」となる。この定義に基づいた，従来の業

務から SCMへの変革のイメージを図３に示す。

次に，その代表的な付加価値創造活動として製造・生産

をとらえ，上記課題・目的を解決・実現していくための仕

組みのコンセプトを考えてみることにする。

製造業（メーカー）の変化の必要性

３.１ メーカーを取り巻く環境

現在は技術革新の速度が速く，市場には次々と新製品が

出ており，最先端の製品であっても，もっと高性能な製品

の出現により，あっという間に旧型となっていく。また，

情報化時代のなか，消費者はテレビや雑誌の影響で嗜好

（しこう）が移ろいやすく，今日のヒット商品が明日には

飽きられ，見向きもされなくなってしまうこともある。

このように製品のライフサイクルはますます短くなり，

市場でどんなものが好まれ，何が売れるかを予測するのが

難しい時代となってきている。このような不確実な時代に，

メーカーはいやおうなく変化することを求められている。

３.２ プッシュ（PUSH）型生産からプル（PULL）型生産へ

大量生産・大量消費の高度経済成長期には，品質のよい

製品を安く生産するために，一度にたくさん作ればよいと

考えられていた。しかし，現在の不確実な市場では新製品

の発売や消費者の嗜好の変化により，在庫として持ってい

る製品が売れなくなれば，不良在庫になり大きな損失がで

てしまう。

従来は，「在庫は資産である」と考えられていたが，現

在は「在庫はリスクの元である」と考えられている。キャッ

シュフロー重視の経営の点からも，在庫として資金が固定

化することは避けるべきである。

メーカーは，サプライチェーンの情報を利用することに

より，リードタイムを短縮し，在庫を削減するとともに，

消費者の嗜好に合った製品をタイミングよく生産し，タイ

ミングよく市場に提供しなければならない。

すなわち，図４に示すように，従来はメーカーが自らの

情報と判断に基づいて，大きなくくりで生産計画を立てて

製品を市場に流す「メーカー主導」の生産方式（プッシュ

型）が取られていたが，それでは市場の早い変化について

いけず，消費者の行動を判断基準とする「消費者主導」の

生産方式（プル型）へと変える必要に迫られるようになっ

（3）
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図３　部分最適から全体最適への変革
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図４　プッシュ型生産からプル型生産への転換
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た。また，プッシュ型からプル型への転換は，SCMの原

理を支える重要な考え方の一つでもある。

製造ソリューションの基本構成

サプライチェーンにおいて，メーカーの付加価値創造活

動として定義される製造・生産は，図５に示すように以下

の四つの要素で構成される。

計画系要素

ここで作成される生産計画は，メーカーのあらゆる事業

活動にかかわる重要なものであり，メーカー活動の出発点

となるものである。

生産計画の良否はメーカーの業績を直接左右するもので，

この要素における課題はいかに良い生産計画を立案するか

にある。良い生産計画とは，サプライチェーンの概念に裏

打ちされた「必要なものを必要なときに，確実にしかも無

駄なく作れる」生産計画である。

基幹実行系要素

計画系で立案された計画の確実な実行と管理，計画系へ

の状況フィードバックをつかさどり，かつ日常の企業活動

の基幹業務を遂行する。

具体的には購買，生産，販売，会計などの業務を行う。

現場実行系要素

基幹実行系からの指令に従い，実際の工場現場での製造

作業の実行と管理，作業進捗（しんちょく）状況などの基

幹実行系へのフィードバックなどを行う。

機器制御系要素

現場実行系からの指令に基づき，製造設備を動作・制御

し実際にもの作りを行う。

一般にセンサ，アクチュエータ，コントローラ，監視装

置で構成される。

４.１ 計画系ソリューション

前章で述べたように，製造業はサプライチェーンの情報

を利用することにより消費者の嗜好に合った製品をタイミ

ングよく生産し，タイミングよく市場に提供することが至

上命題になった。すなわち不確実な市場に対応するために，

いかに柔軟な生産計画を立てられるかがメーカーの競争力

を決定づけることになっており，計画系要素における究極

の課題である。

この課題を解決する一つの強力な手段として，SCMソ

フトウェアまたは SCP（Supply Chain Planning）ソフト

ウェアの有効な活用が挙げられる。

SCMソフトウェアとは，サプライチェーンの諸活動を

改善することをめざした計画用ソフトウェアである。サプ

ライチェーンの全体最適を実現するために，工場・物流・

販売にまたがる総合計画立案を行うことが主たる役目であ

る。そのほかサプライチェーン改善のための機能を持ち合

わせており，一般には表１に示す機能群を有する。

４.２ 基幹実行系ソリューション

基幹実行系における課題である計画の確実な実行と，日

常業務の効率的な運用をめざした経営情報システムの一つ

として ERP（Enterprise Resource Planning ：統合業務

システム）が注目されている。

ERP とは，企業全体の経営資源を一元的に管理するこ

とによって，業務の無駄を省いて経営資源の効率的な活用

を図ろうとするものである。当然ながら ERPは大規模な

システムとなり，各企業が自社の業務内容に合わせて独自

仕様の ERPを構築しようとすると長い期間と膨大な投資

が必要となる。そこで登場するのが ERPパッケージの利

用である（図６）。ERPパッケージには，標準的な業務機

能がすでに作り込まれており，各企業はこのなかから必要

な機能を選択することで，システムを構築できる。ERP

パッケージの特長は以下のとおりである。

一元化されたデータベースを介して，基幹業務（購買，

生産，販売，会計など）が互いに連携し合い，各業務が

リアルタイムに処理される。

「ベストプラクティス」と呼ばれるビジネスプロセス

モデルが組み込まれており，ビジネスプロセスリエンジ

ニアリングをサポートする。

多通貨，多言語を扱えるので，事業のグローバル化に（3）

（2）
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図５　生産システムの構成

表１　SCMソフトウェアの主な機能 

機　能 説　明 

需要予測 
現在までの売上データをもとに，今後の需要を 
予測する機能。 

生産・物流・配送計画 
生産・物流・配送・在庫を全般的に広くとらえ 
て，大枠の全体計画を立案する機能。 

生産スケジューリング 
（APS） 

制約を考慮しながら，詳細な生産スケジューリ 
ングを行う機能。 

納期確認，納期回答 
（ATP） 

取引先や営業からの要求に対してすぐに納期を 
計算する機能。 
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スムーズに対応できる。

パッケージに盛り込まれている機能をうまく利用する

ことにより，比較的短期間にシステムを導入できる。

４.３ 現場実行系ソリューション

基幹実行系の製造指示に従い，確実にかつ効率的に製品

を完成させるという課題を解決するために，やはり効果的

な情報システムが必要となり，MES（Manufacturing

Execution System）ソフトウェアの利用が進んでいる。

MESソフトウェアとは，工場現場の情報コミュニケー

ションシステムであり，オーダーの発行から製品の完成に

至るまでの生産活動の最適化を可能にする情報を，リアル

タイムで提供するものである。

MESソフトウェアは一般に下記の機能を持っている。

①作業の詳細なスケジューリング，②生産資源の配分と

監視，③データ収集，④品質管理，⑧プロセス管理，⑨修

繕管理，⑩製品追跡など。

４.４ 機器制御系ソリューション

“もの作り”最終段で必ず必要なものが機器制御システ

ムである。

多くの場合 3K（きつい，きたない，危険）職場となっ

てしまう工場現場での“もの作り”をいかに自動化するか，

そのためのシステムをどう構築するかが大きな課題である。

プロセス製造系をつかさどる分散形制御システム

（DCS：Distributed Control System），および組立製造系

をつかさどる PLC（Programmable Logic Control system）

が代表的なものであり，製造の最下端を支える重要な技術

としてさまざまな進化をし続けている。

これら，四つのソリューションがすべて的確に連携する

ことにより，はじめてサプライチェーンの概念に裏打ちさ

れた製造ソリューションの最適なシステムを構築すること

ができる。

富士電機は，機器制御系および現場実行系のソリューショ

ンに大きな実績およびノウハウを持っており，さらに上位

の基幹実行系および計画系においても，それぞれ特有なノ

ウハウを持つ多くの企業とのアライアンスを通じ，十分な

ソリューション技術および実績を持つに至った。すなわち

富士電機は，四つのソリューションをすべて一気通貫で実

行できるユニークな SI（System Integration）ベンダーと

して存在するに至ったことになるのである。

あとがき

これまで ITの応用としてのソリューションではなく，

ソリューションの一手段として ITをとらえ，広義なサプ

ライチェーンのもとでの製造ソリューションの基本的考え

およびフレームワークに関して論じてきた。

今後とも，富士電機がこれまで培ってきた現場に根ざし

た“もの作り”のノウハウを生かし，地に足をつけた製造

ソリューションを積極的に提供し，社会の安定した発展に

寄与していく所存である。

参考文献

SCM研究会：サプライチェーン・マネージメント，日本

実業出版社（1999-4）

松原恭司郎： SCM・ ERP事典，日刊工業新聞社（1999-5）（2）

（1）

（4）

富士時報 Vol.73 No.5 2000

276（10）

総勘定 
元帳 

購買管理 
発注伝票 
検収伝票 
請 求 書  

在庫管理 
入庫伝票 
出庫伝票 

生産計画・管理 
製造指示書 

財務会計 
経費伝票 
経理伝票 

管理会計 
配賦伝票 

人事管理 
給与伝票 

販売管理 

受注伝票 
出荷伝票 
請 求 書  

得意先 
元帳 

一元化データベース 

組織・物・金・時間 

仕入先 
元帳 

在庫 
台帳 

固定資産 
台帳 

得意先 
マスタ 

価格 
マスタ 

勘定科目 
マスタ 

固定資産 
マスタ 

従業員 
マスタ 

仕入先 
マスタ 

品目 
マスタ 

部品表 
構成表 工順表 作業区 

会計 
伝票 

受注 
実績 

製造 
実績 

出荷 
実績 
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まえがき

今日，日本を襲っている価格破壊は，従来の単なるコス

トダウンやコスト競争的なものではなく，日本経済のメカ

ニズムそのものを変化させる質をもっているといわれてい

る。企業は商品価格が前年より下がるという「右肩下がり」

の経済下で，収益構造を抜本的に改革する仕組みの構築が

急務となっている。

こういったなか，各企業が取り組まなければならない重

要課題は，従来，生産，販売，物流といった個々の部門で

行っていた効率化活動の一体化や，全体最適のメカニズム

の構築など，これまでと異なった視点で従来の枠組みを超

えた構造改革を実現することである。

物流とロジスティクス

２.１ 物流の役割と目的

物流は，その社会的役割として，

生産地と消費地のギャップを埋める場所的調整機能。

商品が生産されて，消費されるまでの時間的調整機能。

生産量と消費量を調整し，価格や需要を安定させる需

給調整機能。

という基本的な側面を備えている。

これを企業活動として見た場合，「物流活動」とは，「生

産または調達された商品を消費者に送り届ける過程にかか

わる諸活動」（製造業的観点），または「第三者へのサービ

スを目的として物を調達し，加工し，運搬し，送り届ける

過程にかかわる諸活動」（流通業的観点）と定義される。

すなわち，物流の目的は，これまで，輸送・保管・包

装・荷役・物流情報・流通加工といった六つの個別活動に

より，顧客または消費者を満足させる物流サービス（効果

性）を，より安い物流コスト（効率性）で提供することと

されてきた。

２.２ 物流における課題

物流の歴史を振り返ると，当初は企業の主要な機能であ

る生産と販売に対する補助的機能として位置づけられてお

り，商品が生産または調達された後のフローを確実に遂行

することを目標としてきた。

しかし，多くの企業は，企業としての生産性の向上の努

力を続ける過程で，物流に費やされている費用の大きさに

気がついた。そのきっかけはオイルショックによる輸送費

の高騰であった。さらに，高金利時代の在庫費用の増大や，

バブル景気時代の運転手不足が挙げられる。そしてさらに，

消費傾向の個性化・多様化によって作られる商品の多様化

や低価格化と多頻度の配送によるコスト上昇が顕著になる

につれて，物流の各個別機能を真剣に合理化する必要性に

迫られた。

しかしながら，物流を構成する個別機能間には，一方の

コストを削減すると，他方のコストが上昇するというトレー

ドオフの関係があり，個々の機能の合理化ではなく，原材

料の調達から商品の配送，さらには商品の回収に至るまで

の物流プロセス全体を見直し，改善することが重要な課題

となってきている。

２.３ 物流からロジスティクスへ

前述したように，物流がトータルとしての合理化に力が

注がれるようになり，さらに情報化の波が浸透するなかで，

次第に企業戦略のツールとして認識されるようになった。

これまで，現在の多くの企業における物流機能は，少品

種多量販売時代のメーカーの論理で組み立てられてきたが，

消費構造が変化するなかで，商品のライフサイクルが短命

化し，さらに物価が下落するというデフレーション経済下

では，在庫などのリスクの大きさに加え，生産・販売・物

流間での組織上の壁の影響が，企業経営を大きく圧迫し始

めている。

いくら物流部門だけが商品の在庫管理を行っても，生産

部門が自部門の都合だけで生産を行っていては，在庫の山

となるだけである。また逆に，営業部門が作成する販売計

画と販売数量の乖離（かいり）が大きいと，在庫が増加す

る一方で欠品も発生する。営業部門が金額ベースでの販売

予算のみを考えており，どの商品を売って予算を達成する
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かという点に関心がないとアイテムごとの販売計画と実績

との差がでてしまう。こういう状況下では，過剰在庫と欠

品が同時発生してしまい，在庫コストの増大と顧客信用の

失墜を同時に起こしてしまう。しかも，顧客視点での改革

を行うためには，単に物流部門だけでの改革ではもはや不

可能な状況にあり，そこにロジスティクス経営という経営

概念が必要になった。

ロジスティクスとは，生産または調達した商品を単に顧

客に届けることではなく，「顧客のニーズに対し，原材料，

半製品，完成品を，どこに・どれだけ配置し，そのフロー

とストックを効率的かつ費用対効果を最大ならしめるため

に計画，実施，統制を行うこと」と定義される。

当たり前のことであるが，企業というものは，物を生産

または調達し，販売することで収益をあげている。企業活

動の基本は，生産活動と販売活動であって，それぞれに最

も効率よく収益があげられるような戦略がある。それと同

じように，企業にとって物の流れが重要であることが認識

されている。それは生産活動や販売活動を行う限り，どん

な業種や業態であれ基本的な活動であるということである。

ロジスティクスとは，物流活動を生産活動や販売活動と

同じように，企業戦略の一つとして位置づけ，システム化

して運用することである。そのためには，物流活動に加え

て，生産部門や営業部門の協力なくして，所期の目的の達

成は不可能である。

ECRの出現

1993年，アメリカの加工食品業界において，消費者によ

り高い価値をもたらすことを目的として，ECR（Efficient

Consumer Response）が提唱された。製造業者から卸売

業，小売店を含む流通業者までが，互いに情報，物流，販

売戦略などいろいろな面で協力しあう一種の同盟である。

従来，メーカーも流通業者も，それぞれ独自に設備投資

を行い，「効率化，省力化」をテーマにさまざまな取組み

を行っていたが，その結果，取引先との業務が複雑になり

すぎて，流通全体からみると，かえってマイナスとなって

いた。そして，こうした流通システムのなかで，取引業者

間の金銭面でのたたき合いが起こり，取引関係の悪化すら

引き起こしていた。

そういったなかで，ECR戦略として下記の 5原則が重

要なポイントとして提唱された。

ECRは一貫して消費者により高い価値を提供するこ

とを目的とする。より高い価値とは，より良い商品を，

より高い品質で，より完全な品ぞろえで，より高い利便

性のもと，より低いコストをサプライチェーン全体で達

成することである。

ECRは「勝ち（WIN）負け（LOSE）」の取引を「勝

ち（WIN）勝ち（WIN）」の企業間同盟に置き換え，そ

れによって利益をあげることを決断した経営者によって

リードされなければならない。

正確かつタイムリーな情報を，効率的なマーケティン

グ，生産，ロジスティクスの意思決定の支援に活用すべ

きである。この情報は，サプライチェーンのなかで標準

化されたEDI（電子データ交換）を通して共有化される。

必要なものが必要なときに必ず入手できるように，生

産工程，包装工程の末端から消費者の手に渡るまでの全

プロセスに最大の付加価値を加えつつ，商品を流通させ

なければならない。

システム全体としての効果を狙い（コスト低減や在庫

削減，設備稼動率向上など），潜在的な利益を明確に特

定し，得られた利益の公正な配分を促進するために，共

通の一貫した業績評価・報償システムを定めなければな

らない。

SCM時代のロジスティクス

こうした ECRの出現を受けて，原材料の調達から最終

消費に至るまでにかかわる複数の企業間での最適化を図る

動きが模索されている。

すなわち，サプライチェーン（供給連鎖）全体でのマネ

ジメント（SCM： Supply Chain Management）の必要性

が強く求められていると考えられる。

これは，企業間でうまく連携して顧客価値を創出してい

こうということである。すなわち，企業間を横断したロジ

スティクス改革であり，言い換えれば，ロジスティクスに

おける企業間提携である。

例えば，卸が窓口となって量販店の物流を丸ごと請け負っ

たり，メーカーが小売店の店頭在庫の補充を代行するといっ

た協力関係が現実に始まっている。

顧客や仕入先，物流業者などの外部の企業と一体となっ

て，互いにメリットの出るやり方を提案するのが，今では

最も優れたロジスティクス改革といえる。他社と組んで，

これまでにない新しい仕組みを作り上げたときに，初めて，

飛躍的なコストダウンが可能となり，消費者ニーズに即し

た商品の供給体制も可能となる。

この実現のためには，ECRの観点からのアプローチが

重要であり，双方の企業経営者の信頼関係を築き，双方トー

タルでの最大のメリットを得る仕組みが重要なポイントと

なる。そして，サプライチェーン形成に内在する下記のよ

うな問題点を，提携した企業間で共同で解決していく必要

がある。

顧客サービスレベルの定義が企業間で不十分。

企業間および企業内での協調の不足。

企業間における情報の共有化の不足。

特定企業に都合のよいサプライチェーン形成。

企業間の情報のタイムラグによる在庫と生産のアンバ

ランス。

サプライチェーン全体での種々の評価尺度の欠如。

こういった問題を解決するためには，サプライチェーン

全体での情報の共有化を進め，かつスピーディに行う仕組

みを共有化することが重要である。特に重要と思われるの

が，小売が持つ顧客情報であり，POS（Point of Sales）
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情報をメーカーにもオープンにし，逆にメーカーが持つ生

産計画や需要予測情報などについても互いに共有化する必

要がある。

そのためには，今日，高度に発達した情報技術（IT）

をベースとした ITロジスティクスの構築が必要である。

環境変化が激変する今日，１社だけですべてのビジネスを

完結できる時代ではなくなってきている。ロジスティクス

においても例外ではなく，企業間の連携によるビジネスが

シームレスに連結できるような体制をとることが重要であ

る。

さらに，各企業においても，企業間連携が十分に発揮で

きるようなロジスティクス戦略のもとで，体制作りを行っ

ていく必要がある。

ロジスティクス戦略策定のためのフレーム

ワーク

前章で述べたように，ロジスティクスは今や企業戦略そ

のものとして位置づけられ，従来の論理でない新しい戦略

作りが必要な時代となっている。

ロジスティクスは，基本的に顧客サービスを起点として，

「ロジスティクス（物流）」プロセス

「ロジスティクス業務」プロセス

「ロジスティクス情報」プロセス

という三つのプロセスから構成される。

したがって，ロジスティクス戦略を策定するにあたって

は，この三つのプロセスの視点に基づいて，下記の項目に

ついて検討することが重要である。

５.１ 顧客サービスレベル

前述したように，企業のロジスティクスは自社の論理に

基づいて構築されてきた。しかしながら今日，ECRの観

点から顧客視点に立ったサービスレベルを設定することが

重要である。

これは，顧客の側に立って，本当に必要なサービス，メ

リットを感じるサービスは何かを自社なりに把握すること

である。

第一に，自社が顧客に提供できる物流サービス項目とし

てどういうものがあるかを明らかにすることであり，これ

らの項目のなかから，顧客が重視する物流サービス項目と

そうでないものを選別する。

第二に，顧客ごとの自社への貢献度と顧客ごとのサービ

スコストを把握することによって，顧客ごとのサービスレ

ベルに差をつけることも重要である。

５.２ 在庫政策

顧客へのサービスレベルを維持しつつ，効率化を図るた

めに，そのチェーン構造のどの部分にどれだけの量の在庫

を配置することが適正かを検討する必要がある。

基本的には，在庫を集約することにより出荷変動を抑制

するとともに，基準在庫レベルを集約効果により引き下げ

ていく。

従来のように，すべての商品を顧客サイドの川下に分散

配置するのではなく，商品のカテゴリー別に在庫ポイント

を設定し，できるだけ川上に集約し，在庫の適正化を行う

ような戦略も必要となる。

また，生産サイドの効率化を重視した大ロット生産から，

在庫保管コストを評価した適性ロット生産を行うことによ

り，適性在庫を維持することが重要である。

５.３ 物流ネットワーク

物流ネットワークを見直す場合，基本的な考え方は物の

流れをシンプルにすることである。物流拠点の集約により

在庫の偏在やそれによる拠点間の横持ちなどの見直しを行

うことが有効である。また，集約により輸送量に対し，ス

ケールメリットが得られ，それによる作業効率の向上も期

待できる。

また，工場から物流センターへの在庫補充を計画化する

ことにより，荷物を積み合わせて積載率を高めることも可

能である。また，リードタイムに余裕があれば，長距離輸

送のコストが安い鉄道や船を使うといった輸送モードの変

更も可能となる。

５.４ ローコストオペレーション

物流拠点における物流作業は，むり・むだ・むらによる

非効率な側面が多い。また，高度な経験が必要な世界とも

いわれており，結果的に高コスト体質になっている。

作業の標準化やレイアウトの変更などによる作業の効率

化を図るとともに，情報によるサポートが重要である。特

に，従来の「人」に頼る仕事から，「仕組み」に頼る仕事

への転換を実現させることが，現場作業の効率化のポイン

トである。

こういった改善を行い，人間系による効率化を進め，こ

れ以上の効率化が困難となった場合に自動化や機械化によ

る効率化をめざす。

また，輸配送にかかるコストは，物流コスト全体の 40

～ 60 ％といわれており，この部分でのローコスト化は急

務でもある。

そのためには，車両の運行効率を向上させることが重要

な課題となり，積載率，実車率，稼動率といったおのおの

のファクターを計画化という面から見直し，最適化を行っ

ていく必要がある。

５.５ 業務プロセス改革

ロジスティクスは，営業から生産に至るまでかなり広範

囲な業務の連携で成り立っている。単に，物流活動の改革

ではなく，受注から納品といったロジスティクス活動にか

かわる業務プロセス一気通貫での改革が重要である。

従来，生産は生産部門のみでの合理化を行い，営業は営

業部門での合理化を行ってきた。しかしながら，生産部門

や営業部門の効率化が物流部門の非効率につながってくる

のは明らかである。これは逆の考えも成り立ち，生産・販
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売・物流一体での全体最適をめざした業務プロセス改革が

必要なのである。

すなわち，情報を徹底的に共有・活用することによりロ

ジスティクス活動におけるコラボレーション（電子協働）

を実現することが重要である。そうすることによって，業

務のシームレスな連結，同時並行化，集約化，むだな業務

の廃止が可能となる。

５.６ ロジスティクス情報システム

ロジスティクス活動を行っている過程にはさまざまな情

報が流れている。その情報を素早く収集し，ロジスティク

ス活動を支援していくことが，ロジスティクスの効率を飛

躍的に向上させる重要な条件である。

まず第一に，情報がスピーディに収集できるインフラス

トラクチャー（インフラ）を整備し，プロセスにおける実

態把握ができる仕組みの構築を行う必要がある。この実現

のためには，各物流拠点ベースでの情報武装化が必要とな

る。第二に，情報によるロジスティクスの計画化を実施す

る。従来のような成行き物流ではなく，生産・販売・物流

を一体化し，最小限の在庫によるビジネスのスピード化を

実現することである。特に，物流拠点単独での情報武装化

だけでなく，各物流拠点や生産・販売拠点全体での水平統

合が重要である。

水平統合することにより，各物流拠点間の社内ベンチマー

クが可能となるとともに，ロジスティクスの評価が全社と

して実現できるインフラが整備される。

５.７ ロジスティクス評価

ロジスティクス情報システムのインフラが整備されるこ

とにより，ロジスティクスの評価がディジタルに行える仕

組みが整備される。そういったロジスティクス情報によっ

て，ロジスティクスにかかわるさまざまな活動をコストに

換算して評価することが重要な観点である。コストに換算

して評価することによって，ロジスティスクのなかにある

トレードオフが正確に把握可能となり，ロジスティクスに

おける全体最適が初めて可能となる。

さらには，市場環境の変化を素早く把握することにより，

次なる戦略を立てることが可能となる。

ロジスティクスの評価は，基本的には下記の 4項目（場

合によっては在庫も含めた 5項目）で評価することが肝要

である。

顧客サービスレベル

ロジスティクススピード

ロジスティクスクオリティ

ロジスティクスコスト

富士電機が提供するロジスティクスソリュー

ション

富士電機では，ロジスティクスソリューションの提供を

目的として，「Logistics_MEISTER」を開発し，戦略企画，

システム構築，運用評価の 3フェーズにおけるサービスを

行っている。

６.１ ロジスティクス改革企画

ロジスティクスの戦略策定のための基本フレームに従っ

て，各企業の改革のための課題整理および仮説設定・検証

を行い，ロジスティクス戦略を企画するソリューションで

ある。

企画コンサルティングは下記の 3レベルで構成されてお

り，各企業の実情に合わせた選択が可能である。

戦略企画コンサルティング

企業における全社レベルでのロジスティクスの戦略を立

案・企画する。

™企業戦略，物流ネットワーク再構築ビジョン企画

™ロジスティクス情報システム化ビジョン企画

ロジスティクスリエンジニアリング

ロジスティクスにおける構造改革に関するコンサルティ

ングを実施する。

™ロジスティクスセンター構想企画

™ロジスティクス業務改革ビジョン企画

ローコストオペレーション企画

日常の物流活動の効率化およびローコスト化を実現する

ためのコンサルティングを行う。製造現場や物流現場を

IE（Industrial Engineering）診断の経験を基に，現場改

善を行う。

また，輸配送におけるコスト削減を目的として，輸配送

の効率化の企画を実施する。

™物流 IE分析

™輸配送効率化ビジョン企画

６.２ システム構築サービス

戦略企画フェーズで作成したプランを実際に構築するサー

ビスである。富士電機が物流分野で長年培ってきた，情報

システム開発およびオートメーション構築技術により実現

する。

™ロジスティクス情報システム構築

™ロジスティクスセンターシステム構築

™輸配送計画システム構築

６.３ 運用・評価サービス

富士電機では，従来，生産管理システムにおける，生産

性管理や原価管理の仕組みにより，工場における PDCA

（Plan-Do-Check-Action）や QC（Quality Control）といっ

た場面への適応を行ってきた。

このノウハウは，ロジスティクスの分野においても適応

が可能であり，ロジスティクス活動を，その生産性とコス

ト（原価）で評価するツールとしての応用を行っている。

あとがき

日本において，「ロジスティクス」という言葉が出現し
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て久しい。多くの企業が物流部門をロジスティクス部門と

呼び替え，この領域における合理化や改革に取り組んでい

る。また，運輸業や卸業においても，サードパーティロジ

スティクス（3PL）という新しい概念により，製造業や小

売業の物流を代行するビジネスの展開を模索している。

さらにはインターネットビジネスの普及に伴い，ロジス

ティクスは大きく変化しようとしている。今後ますます緻

密（ちみつ）で小回りの利くロジスティクスが求められて

くることは間違いのないところである。

そのためには，企業間連携はますます重要な課題となり，

さまざまな分野での提携が進んでいくと考えられる。そう

なると，これまで述べてきたように，これからのロジスティ

クス領域における情報化は不可欠な時代となってくると考

えられる。

これは，ロジスティクス領域でのコンサルティング活動

を実践してきたなかでの偽らざる実感である。今後とも，

富士電機としての実績と経験を生かし，ロジスティクス領

域におけるソリューションを提案していく所存である。
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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

3010599

小野寺克己
伊藤　幸治
小池　　学
波多腰　保
富田　一好
二村　和男

薄膜磁気記録媒体の製造方法

3010601 田村　信一
伊藤　成通電子写真感光体

3010603 井出　哲雄
兼田　博利光点弧サイリスタの過電圧保護装置

3010604 冠野　恭範自動販売機の内扉

3010605 小林　康夫
植木　浩一スイッチング電源装置

3010608 植木　浩一リンギングチョークコンバータ

3010609 逸見　徳幸

小林　康夫
植木　浩一

昇降圧チョッパ方式DC-DCコンバ
ータ

3010611 リンギングチョークコンバータ

鈴木　信也

水口　信浩

3010613 自動検針端末装置の入居手続自動化
装置

曽根原達彦3010615 硬貨の搬送障害除去装置

野上　純孝
喜納　秀樹
万徳　兼之

3010616 電子写真感光体

青山　祐次3010617 オープンショーケースのミラーヒー
タ

野上　純孝
喜納　秀樹
万徳　兼之

3010618 電子写真感光体

谷川　　清3010708 パルス発生器

尾崎正志朗3010792 回路遮断器の遠隔操作装置

富田　孝昭3010846 原子炉燃料貯蔵装置のドアバルブ

藤井　　誠
喜納　秀樹3011184 電子写真用セレン感光体

下田　和昭
白倉　三徳3011725 直流電動機の速度制御方法

藤平　龍彦3011727 電流検出回路

林　　則夫3011814 入出力割付可変プログラマブルコン
トローラ

伊東　貞雄3011848 平面往復式駐車場におけるパレット
移送装置

林　富士雄
清水　　浩

3010722 燃料電池のマニホールド締付装置

丸山　　茂
古庄　　昇3010619 電子写真感光体

3010614 平形半導体整流素子の取付け構造

3013506 伊藤　政芳ヘリカルコイル

3013576 片桐　源一ドライクリーニング方法

3013596 花宮　幾雄透過式超音波流量計

3013619 八ツ田　豊プログラマブル・コントローラ

3013620 伊藤　敏成自動販売機のスパイラルワイヤ式商
品ラックにおける商品表示装置

3013656 渡辺　　学
鳥羽　　進

樹脂封止型半導体装置のパッケージ
組立構造

3013666 市川　裕章半導体装置

3013794 山田　敏総半導体装置

3016909 三反畑　博センタ側網制御装置

3013667 松崎　一夫薄膜の表面状態の評価方法
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需要予測，生産計画技術の開発を

経て SCM導入コンサルティング
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FFC産業システム統括部SCMセ

ンター長。
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まえがき

「サプライチェーンマネジメント（SCM）」とは，供給

業者からの資材の調達，製造業者による製品の生産，物流

業者による運搬や保管，販売業者による消費者への商品の

供給，といった一連の業務や物の流れを，企業や組織の壁

を越えた一つのビジネスプロセスとしてとらえ直し，全体

最適化の視点から経営資源や情報を共有化することにより，

顧客満足度やキャッシュフローを向上させ，優位性の確保

をめざす経営管理手法である。図１の上側は，従来のサプ

ライチェーンの例を示すもので，販売業者や卸業者では販

売機会損失を恐れるあまり十分な在庫を持とうとし，実需

以上の仕入れ計画を立て，その情報をもとに製造業者は操

業度を重視した大ロット生産ベースの生産計画を立て，資

材の調達を行い，さらにその情報をもとに供給業者は単価

削減のために必要以上の大量仕入れをしており，それぞれ

の業者が個別に最適化を行っていることを表している。こ

のことは消費者からの情報の流れが企業や組織の壁により

分断され，結果としてサプライチェーン全体で多くの無駄

が発生していることを示している。SCMの基本的な考え

方は，図１の下側に示すように，サプライチェーンにおけ

る情報の流れ（商流）を共有化させ同期をとることで，正

確かつ迅速な商流連鎖を実現させ，顧客要求にあったタイ

ミングで必要なものを必要なだけ供給しようとする物流連

鎖を実現することである。

商流連鎖，物流連鎖の上位に位置する概念である戦略連

鎖，さらに金融連鎖，技術連鎖を含めた「価値連鎖」を考

慮する場合，それを広い意味での SCMということができ

る。一方，SCMの実現には最新の情報技術（電子商取引

やいわゆる SCMソフトウェア）が不可欠であり，それら

の情報技術導入に着目した SCMは狭い意味での SCMと

いうことができる。富士電機は，単なるソフトウェアベン

ダーや SI（System Integration）ベンダーではなく，ソ

リューションプロバイダーとして，価値連鎖に着目したコ

ンサルティングから実際の SCMソフトウェア導入までを

サポートした幅広いソリューションメニューを用意し，お

客様の価値創造を強力に支援している。

SCMソフトウェア

図２に，製造業の場合の企業活動における重要機能とそ

の関係を示す。現場系から基幹系，物流系，計画系，戦略

系に至るそれぞれが重要な役割を果たしており，それらが

図３のように回ることでPlan-Do-See のサイクルが成り立っ

ている。本特集号の別稿で取り上げる ERP（Enterprise

Resource Planning），MES（Manufacturing Execution

System），運搬物流，マーケティングの各ソリューション

は基幹系，現場系，物流系，戦略系にそれぞれ対応したソ

リューションといえる。一般に言われる SCMソフトウェ

アは計画系（plan）の機能を支援するためのツール群であ

り，商流あるいは物流の計画レベルでの連鎖を実現させる

SCMソリューション
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正確かつタイムリーで，迅速な情報の流れ 

図１　SCMの考え方



SCMソリューション

ものである。

SCMソフトウェアの重要なツールには，サプライチェー

ンの高度なモデル化技術に基づき，サプライチェーン上の

制約条件を加味し，調達・製造・物流における実現可能な

計画を同時に，かつ高速に作成できるものや，種々の統計

手法に基づき，過去の需要や現在の受注状況から，商品・

部品別，地域・営業セグメント別などの需要予測を行うも

のがある。これ以外にも工場の生産計画や配送計画，積付

け計画などを行うツールもあり，それらを単体，あるいは

組み合わせて用いることで柔軟かつ高速に最適な計画が得

られるようになっている。

SCM ソフトウェアの特長とそれらが対資産利益率

（ROA： Return on Asset）に与える効果の関係を図４に

示す。図４は，SCMソフトウェアが売上げ向上，外部費

用や経費の削減，資産の低減いずれにも効果があることを

示している。また，図５には SCMソフトウェアを含めた

SCM導入効果を業界別にまとめたものを示す。このよう

に SCMソフトウェアの優れた機能を十分発揮させること

でキャッシュフローの改善が可能となるわけである。

富士電機では，SCMソフトウェアとして i2テクノロジー

ズ・ジャパン（株）（i2），バーンジャパン（株）（BaaN）と

提携し，それぞれ RHYTHM，BaaNSCS の各シリーズ

（ツール群）を展開している。なお，i2 は SCMソフトウェ

アベンダーとして世界 No.1 のシェアを持ち，BaaN は世

界 5大 ERP ソフトウェアベンダーの一つである。さらに

富士電機では，サプライチェーンの情報連鎖の最下流をつ

かさどる重要技術である需要予測について，独自のツール

を含めたソリューションを提供している。図６はその体系

を示すもので，種々の統計手法をもとにした RHYTHM

Demand Planner 以外に，マーケティング情報をもとにし
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図２　製造業の構成機能
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図４　SCMソフトウェアのROAに与える効果
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図３　製造業の構成要素とPDSサイクル



SCMソリューション

た新製品の需要予測や，相関関係が不明確な影響因子を定

量化するニューラルネットによる需要予測を独自に準備し

ている。

富士電機のSCMソリューション

図６にも示したように，富士電機では SCMソフトウェ

ア導入サービスのみならず，構想企画サービスを含めたトー

タルソリューションを提供している。図７は SCM実現の

ためのステップに応じたソリューションメニューを示すも

ので，現状分析から改革の方向性を導き，構想をまとめ，

効果を確認し，システム化企画を行い，実際のシステムを

導入して，さらにその運用の評価を行うそれぞれに，お客

様の要求に応じたサービスを準備している。特に富士電機

のソリューションは以下の特長を持っている。

現状分析では，TOC（Theory of Constraints）に基

づく意志決定ツールであり，全体最適化の視点から中核

問題を抽出する「問題構造図」を採用している。

構想段階では，業務フロー表記手法の世界標準である

IDEF（Integrated Definition Methodology）をベース

とし，各業務定義を明確にし，革新課題を盛り込んだビ

ジネスモデルを構築する方法を提唱している。

（2）

（1）
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図７　SCM導入ステップと対応するサービス
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包装材在庫削減 ：50％ 

納期回答迅速化 ：30～50％ 
計画リードタイム短縮 ：25～50％ 
在庫削減 ：10～40％ 

需要予測精度向上 ：  70％ 
在庫削減 ：15～80％ 
計画サイクル削減 ：66～75％ 
納期達成率向上 ：  30％ 
売上げ増大 ： 4.8％ 

納期遅れ減少：10％以上 
10オーダー中9オーダーは無欠品納入 
計画業務費用の削減 

物流コスト削減 ：1億円 
製品在庫削減 ：20％ 
製品在庫日数短縮 ：35％ 
配送コスト削減 ：10％ 
包装材在庫削減 ：50％ 

計画サイクルタイム短縮 ：80～95％ 
納期短縮 ：10～40％ 
製造リードタイム短縮 ： 2～5％ 
納期達成率向上 ：25～50％ 
オペレーションコスト削減 ：10～50％ 
在庫削減 ：10～50％ 

計画サイクルタイム短縮 ：50～80％ 
納期短縮 ：10～40％ 
製造リードタイム短縮 ：20～30％ 
納期達成率向上 ：25～30％ 
オペレーションコスト削減 ：10～60％ 
在庫削減 ：20～75％ 

計画サイクルタイム短縮 ：80～95％ 
納期短縮 ：10～40％ 
製造リードタイム短縮 ： 2～5％ 
納期達成率向上 ：25～50％ 
オペレーションコスト削減 ：10～50％ 
在庫削減 ：10～50％ 

図５　SCMの導入効果



SCMソリューション

さらに，改革の評価指標として最近注目されているバ

ランスドスコアシートに基づくKPI（Key Performance

Indicator）を設定し，SCM導入の期待効果をシミュレー

ションにより確認するサービスを提供している。

システム導入では，お客様への SCM導入経験や提携

先 SCMソフトウェアベンダーとの連携をもとに短期導

入を実現している。また，豊富な SI 実績をもとに現場

系，基幹系，物流系を含めた一気通貫のシステム構築を

可能としている。

運用評価では KPI に連動した評価をフィードバック

させ，スパイラルアップによる導入効果の向上を図って

いる。これによりお客様の負担を軽減するばかりか，各

ステップごとに効果の確認を行い，確実に SCMの改善

をしていくことができるようにしている。

あとがき

今後はさらに物流系や戦略系，さらに開発系のソリュー

ションとより深く連携し，ソリューションミックスによる

「面」のソリューションにより，お客様に「価値」を提供

していく予定である。また，そのためにパートナー企業と

の連携もより広く，深くしていく予定である。

（5）

（4）

（3）
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3018855 坂本　雅司台間玉貸機

3018846 小松　幸哲
泉　　晶雄測距ユニット

3018827 坂本　雅司台間玉貸機

3018857 石川　　稔
石川　公忠電磁石装置の駆動回路

3018862
海老澤恒雄
石川　　稔
石川　公忠

電磁開閉器の駆動回路

3018971 高橋　良和半導体装置

3019000 降籏　光男
甕　　建志樹脂封止形半導体装置の製造方法

3019274 藤井　　清
山田　　守光検出装置

3019359 藤田　光悦
佐度　勝祐電動機の瞬時回転速度検出方法

3019498 川崎　一哉
杉野　一彦自動販売機の情報収集システム

3019560 中島　昌俊送電線用避雷装置の続流遮断試験方
法

3019570
大久保秀法
安田　哲夫
真鍋　和久

CVCFインバータの制御方法

3019588
丹羽　雅夫
坂元　雄三
近藤　　悟

自動販売機の外扉ロック装置

3019595 田村　嘉忠自動販売機の商品見本保持装置

3019611
斎藤　　明
本井　康朗
渡辺　恒夫

ワンチップ形スイッチング電源装置

〔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

3018618 富松　和成
平野　達也

液体用熱交換器

3018627

佐々木光夫
片桐　源一
清水　明夫
辻　　直人
虎口　　信

絶縁膜の製造方法

3018668 高橋　康弘２線式無接点スイッチ

3018718
堤　　岳志
内藤　裕宣
和田　元生

合成油入り電気機器の劣化度判定方
法

3018719 吉崎　　務紙幣識別装置

3018732 八ツ田　豊
下川　孝幸

プログラマブルコントローラ

3018739

川上　幸次
田中　良春
財津　靖史
中村　裕介

トリハロメタン分析計

3018762

山口希世登
上住　洋之
小沢　賢治
山崎　　恒

磁気記録媒体およびその製造方法

3018767 相場　　茂水位調整装置

3018774 井上　斉彦自動販売機の制御装置

3018780 石垣　賢一主蒸気止め弁のカップリング

3018785 中村　雅昭
藤田　哲也自動販売機の袋搬出装置および袋

3018790 八ツ田　豊プログラマブルコントローラ

3018814 下川　孝幸プログラマブルコントローラ

3018512 宮下　茂光硬貨入出金機



鈴木　　實

産業プラント用制御システム品の

生産管理，工場窓口業務に従事。

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

ション第二部担当課長。

岡嶋　英治

基幹業務システム分野のソリュー

ションビジネスにおいて，ERPソ

リューションビジネスに従事。現

在，電機システムカンパニー情報

システム営業本部営業第二部主任。
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まえがき

バブル崩壊以降の日本経済低迷のなか，消費の冷え込み，

売上高の減少，設備投資の抑制など，デフレスパイラルに

より企業経営が悪化している。

さらに，規制緩和，資金調達環境の変化に見られる制度

改革，経済のソフトウェア化，既存産業の成熟化に見られ

る産業構造の変化，国際調達の増大，国際間M&A（Merg-

er and Acquisition）に見られるグローバリゼーションの

進展，少子高齢化，価値観の多様化に見られる国民生活の

変化，情報化の進展などにより，企業を取り巻く環境が大

きく変化してきている。

このようななか，各企業とも生き残りをかけ，あるいは，

市場での優位性を確保するために，従来のビジネス形態の

枠組みを見直し始めている。

一方，生産管理業態の推移を見ると，何を（製造品，購

買品），いつ（着手時期，完了時期），幾つ（数量）製造，

調達すべきかの所要量計算・計画を行う狭義のMRP（Ma-

terial Requirement Planning）から，生産計画から製造ま

での一連の生産管理業務全体を，コンピュータ利用を前提

とした広義のMRP理論へと移行してきた。さらに現在で

は，企業活動全体を効率よくスピーディに，そして企業環

境の変化，顧客ニーズの多様化に柔軟に対応するために，

戦略的企業経営の仕組み作りのインフラストラクチャーと

して，ERP（Enterprise Resource Planning）への移行が

図られている（図１）。

このことは，生産性向上や業務の効率化などで，従来行

われてきた部分最適化の考え方の改善策では，もはやこれ

以上のコストダウンや収益の向上を望めない状況になって

きていることを示唆している（図２）。

本稿では企業の基幹業務の核（コア）となる，基幹シス

テムのパッケージソフトウェアである ERPソリューショ

ンを説明するとともに適用例を示すことで，基幹業務再構

築の考え方を述べる。

ERPソリューションの概要

２.１ ERPの位置づけ

ERP が対象とする範囲は，商談や見積り業務から，納

品後の保守や問合せ対応，廃品回収などのサービス業務ま

ERPソリューション
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鈴木　　實（すずき　みのる） 岡嶋　英治（おかじま　えいじ）

1970 
年代 

主要機能 

〈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 

テクノロジー 特　徴 

1980 
年代 

1990 
年代 

汎用機 

汎用機 
ミニコンピュータ 
オフィス 
コンピュータ 
第三世代言語 

Automate 
Bean Counting

対象領域の拡張 
とそれらの統合 
が必要 

データドリブン 

UNIX/PC 
クライアント・ 
サーバ 
オープンシステム 
第四世代言語/ 
RDBMS

〈注〉 

ERP 
　すべての業 
　務領域 

MRPⅡ 
　オーダー 
　エントリー 
　購買管理 
　工程管理 

MRPⅠ 
　伝票発行 
　総勘定元帳 

図１　MRPから ERPへの移行

単価低減のための大ロット化 

仕入れ 

部門連携 

新しいアプローチ 

全体最適 

パッケージ化 

生産 物流 販売 

単価低減のための大量購入 売上げ向上のための在庫確保 

■組織評価の改善（安価仕入れ，生産性向上， 
　販売増） 
　　部門独自による弊害 
　（在庫増大，リードタイム増大） 

■仕組みの見直し（個別合理化，系列依存） 
　　部分最適の限界 

■情報システムの革新 
　　オリジナルによるシステムのリアル 
　　タイム構築の限界 

図２　従来枠組み下での弊害と限界



ERPソリューション

でを含み，統合データベース（DB）上で，それら生産・

販売・物流・会計・人事などの企業における基幹業務全体

を，リアルタイムに横断的にカバーし，意志決定の迅速化，

経営のスピード化を実現するためのコアシステムである

（図３）。

ERP は，上位の計画系のシステムから計画情報を取り

込み，それに基づき各種業務データを作成し，製造に必要

な各種購買オーダー，製造オーダーを発行する。ERP は

これら発行した各種購買オーダー，製造オーダーに対する

実績管理を，下位の現場系システムから POP（Point of

Product）などを利用してデータを取り込むことにより行

う。

すなわち，計画（Plan）するための情報，実行（Do）

するための情報，実行結果を見る（See）ための情報を一

元管理することにより，PDS（Plan-Do-See）サイクルを

回すことができるようになる。その結果，計画精度の向上，

問題箇所の検出，原因分析が容易となり，改善，改革のト

リガーとすることができる。このように PDS サイクルを

回す仕組みを標準で提供しているのが，ERP である（図

４）。

２.２ ERPソリューション

２.２.１ パッケージ概要と要件

図５に ERPパッケージが提供する機能モジュールの概

要を示す。

ERP パッケージを使うことは単なる手段の選択ではな

く，「作るシステム」から「使うシステム」へと，システ

ム化の本質が変化することを意味している。

確かに手作りで自社に最適化したシステムは，自社の特

性に自由自在に合わせることができる。しかしそれは，シ

ステムを開発する時点の特性でしかない。企業は変化する

もので，開発時点に最適化したシステムが将来も最適であ

るという保証はない。

ERP ソリューションの基本的な考え方は，企業はシス

テムを作ることではなく，システムを使って自社に最適な

ビジネスプロセスを構築させることである。その際，基幹

としての本来の業務と，その上に作られるべき戦略的な支

援業務とを明確に分け，企業の変化に柔軟に対応できるよ
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会計 生産 物流 

リアルタイムに把握 

一元管理 

SCM 
/ERP DB

販売 

※統合データベース上で，生産・販売・ 
　物流・会計・人事などの企業における 
　基幹業務全体を，リアルタイムに横断 
　的にカバーし，意志決定の迅速化，経 
　営のスピード化を実現する。 

意志決定の迅速化，経営のスピード化 

図３　ERPの概要

戦略 

基幹 

管理 

設備 

S
C
M

See

Plan
SCP 

（Supply Chain 
Planning） 

ERP 
（Enterprise Resource 

Planning） 

MES 
（Manufacturing Execution 

System） 

Manufacturing/Control System

Do

図４　ERPの位置づけ

生産制御 
情報 

共通 
情報管理 

品目 
情報管理 

部品表 
管理 

工順管理 

設計 
情報管理 

設計 
変更管理 

繰返し生産 

時間計上 

販売統計 

プロジェクト管理 
工程管理 

能力所要量計画 

固定資産管理 原価配賦 現預金管理 

総勘定元帳 

財務予算 

財務諸表 

買掛金管理 売掛金管理 

資材所要量計画 
生産日程 
計画 

原価管理 

製品仕様 
決定管理 

サービス， 
メンテナンス管理 

マーケティング 
管理 

在庫管理 生産計画 財務会計 人事管理 

出荷管理 能力計画 管理会計 組織管理 

請求管理 工程管理 原価管理 給与管理 

倉庫管理 品質管理 

PDM SCP CRM MES

☆基幹業務に対 
　応した豊富な 
　モジュールと 
　充実した機能 

〈SCM/ERPの概念を実現する，統合型ソフトウェアパッケージ〉 

受発注 旅費管理 

補完ソフトウェア 

物流 生産 会計 

統合データベース 

ERPパッケージ群 

人事 

工程在庫補充管理 在庫管理 

棚在庫管理 

ロット管理 

E
D
I
管
理
 

顧
　
客
 

業
　
者
 

外
　
注
 

購買統計 
購
買
管
理
 

販
売
管
理
 

先進ITの進化に容易に追従 
開発期間の短縮，システム保守費用の低減 
変更に対する柔軟性・拡張性の確保 
過去の導入実績で蓄積されたノウハウの活用 

図５　ERPパッケージとモジュール体系
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うにしておく。業務に密着した支援システムは，基幹業務

システムに比べてライフサイクルが短く，組織や事業ごと

の違いも大きい。長い期間を安定利用できる保守性よりも，

ニーズにいち早くこたえて，求められるシステムを次々に

実現し，企業の変化に対応していくことが重要である。

したがって，従来のシステム化のパワーは戦略的支援シ

ステムの構築に充てられるべきである。そのためには，基

幹業務をシステムとして支える ERPパッケージには，大

きく分けて以下の四つが具備すべき要件として求められる。

短期導入が可能である。

開発期間の短縮，システム保守費用の低減。

™過去の導入実績で蓄積されたノウハウを活用できる。

変化に柔軟に対応できる。

変更に対する柔軟性・拡張性の確保。

™製品のライフサイクルに応じて，生産形態を容易

に変更できる。

進化（拡張）できる。

™先進 IT（Information Technology）の進化に容易

に追従。

自走できる手段を有する。

の自走できるとは，どんなにすばらしい自転車で，そ

れぞれのパーツが高価であっても，駆動力を伝えるチェー

ンがなくては進めない。それと同じで，個々の機能はどん

なにすばらしくても，それらを有機的に連携させる仕組み

や，導入を支援するツール，環境変化に対応してビジネス

モデルを簡単かつ自在に再構築する手段が提供されていな

ければ，従来の作り込みシステムへと逆戻りしてしまう恐

れがあるからである。

２.２.２ ソリューションメニュー

図６に ERP導入における富士電機のソリューションア

イテムを示す。

２.２.３ ソリューションの役割

ここでは社内適用の経験を通した，ERP導入における

ソリューションの役割を述べる。

ERP パッケージを入れれば，また，概念や理論に従っ

てBPR（Business Process Reengineering）を行えば，現

状を改善できる，改革できる，より良くなるといったもの

でもない。ERP は市販のパッケージであり，改革を推進

するための単なる手段でしかない。改革の姿を描き，その

姿を現実化するための手っ取り早い道具である。しかし，

ERP を導入するということは統合データベースの構築を

前提とする。これは，単にデータを集約するだけではなく，

ビジネスプロセス全体とデータにかかわるあらゆるルール

を見直すことを意味している。

自社の業務全体を，供給側の視点であるサプライチェー

ンの観点と，顧客側のニーズを視点としたデマンドチェー

ンの観点の両方から分析し，自社の各業務が本当に価値を

生み出す仕組み，バリューチェーンで連携されているかを

見直してみる必要がある。

ここで，サプライチェーンの視点で，在庫を切り口とし

た業務連鎖を考えて見る。

顧客が必要とする時にタイムリーに製品を提供するには

在庫を持てばよい。しかし在庫は必要以上に持つと死蔵化

して不良資産となる危険性がある。では，在庫を極力少な

くするには製品の納入リードタイムを短くする必要がある。

製品を製造するには資材の調達が必要である。資材の調達

には製造するための部品表（BOM： Bill of Material）が

必要となる。すなわち，BOMが早くできている必要があ

る。BOMは設計によりベースが作られるので，設計部署

からできるだけ早く BOM情報をもらう必要がある。設計

は顧客ニーズなどを取り入れる形で開発を行うことを考え

れば，顧客と接触する販売元から，開発に必要な情報を早

期に入手することが必要となる。そのためには，営業が顧

客からいかに信頼性のある潜在需要や的確なニーズをタイ

ムリーにしかも早く引き出せるかがポイントとなる。

このように見ると，すべての業務は密接に関連し影響を

与えあっていることが分かる。だからこそ，部門ごとの改

善レベルではなく，全体最適な観点から改革を進めていく

必要がある。つまり，全体最適が図れる仕組みを構築する

ことが重要で，そのベースとしては，商品ー製品ー部品体

系がしっかりと定義されるべきである（図７）。

これは ERPパッケージを入れたからといって，自動的

に構築されるものではない。ERP導入にあたっては，こ

れら仕組みをバックで支えるために，ERP パッケージの

どの機能をどのようなパラメータで使用すればよいかを検

討することになる。

ERP導入におけるソリューションとは，資材の調達か

ら製造，物流，製品の販売までの，一連の枠組みのなかで

全体最適な観点から全体の仕組み構築を検討・提案し，そ

れを実現すべく最適な ERP導入のためのソリューション

を提供することである。

２.３ ERPを前提にしたシステム構築

ERP は基幹業務機能を盛り込んだ各モジュールからな

るアプリケーションパッケージのみならず，先進企業の実

績や経験からのフィードバック，あるいは，学術的研究か

らの成果を反映する形で，企業の基幹業務としてのあるべ

き業務プロセスを，リファレンスモデルやテンプレートで

提供している。

（4）

（4）

（3）

（2）

（1）
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ERPソリューション

あるべき姿を前提に，従来の一から仕様設計を行い，各

機能を作り込んで積み上げていくやり方に対し，ERP導

入では，すでにあるべき理想の姿としてのビジネスモデル

があり，さらにそのモデルをシステム的に支える各種アプ

リケーションモジュールが提供されている。したがって，

自社のモデルを実現すべく機能を選択し，絞り込んでいく

アプローチを取ることになる。

しかしながら，現実には企業の基幹業務を再構築するう

えではさまざまな制約条件が存在する。前述したように，

１企業の１部門の改善，あるいは複数部門での閉じた（独

立した）改善レベルでは，企業収益の向上，企業環境への

適応，顧客満足度の向上に限界が生じてきている。すなわ

ち，顧客が真に望むものをタイムリーにスピーディに提供

できるようにするための，資材の調達から生産，販売，在

庫計画，そして物流計画までの一連のサプライチェーン全

体を管理・統合する仕組みが必要になってくる。まさに，

部門ごとの改善の積上げである部分最適の考え方ではなく，

ものの調達から生産，販売までの一連の流れを，全体的に

どのような仕組みを構築することで効率よく，スピーディ

に行えるようになるかという，全体最適化の考え方が重要

になってくる。改善ではなく，改革である。

したがって，従来のビジネス形態の枠組みを見直し，自

社にとって全体最適なビジネスプロセス，すなわち，ある

べき姿を導くためのBPRが必要となる。

そして，BPRにより得られたあるべき企業モデルから，

その実現のために ERPのどの機能モジュールを使い，ど

のように運用させるかのパラメータ設計，コード設計など

に落としていくことになる。

ERP導入の最大のポイントは，まさに，この BPRから

ERP導入への落し込み方であるといってもよい（図８）。

ERPソリューションの適用例

これまでの基幹業務システムは統合化が不十分で，業務

や組織ごとに分断していた。その一方で，ときどきの課題

に応じて作られる支援システムやデータ活用アプリケーショ

ンなどを，基幹業務システムの一部として一緒くたに作り

込んでいた。システムのライフサイクルも安全性に対する

要求も，すべての特性が異なるシステムを基幹業務システ

ムの枠組みのなかで一つにしてしまった。このため，基幹

業務システムは著しく肥大化・複雑化して，企業の変化に

スピーディに対応することができない状態に陥っていた。
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図７　ERP（SCM）ソリューションの考え方（商品ー製品ー部品体系）



ERPソリューション

基幹業務システムは本来，骨格となる業務処理部分を担

うコアシステムであり，支援システムなどとは構造的に分

けて考えるべきものである。このような観点から，社内導

入の適用推進を行った。以下に，導入手順の概要を述べる。

現状分析

現状分析として問題点の抽出を行い，それら問題点の因

果関係を構造的に分析し，目的（リードタイム短縮，在庫

削減など）を実現すべく問題のつぼ（押え所），へそ（根

本原因）を明確にし，問題解決のための課題を洗い出した。

革新の方向性

それら課題を幾つかにグルーピングすることで，革新の

方向性を導き出した。

仕組みの概念構築

革新の方向性に基づき，あるべき仕組みの概念構築を行っ

た。

ERP導入：システム設計

これをベースに ERPパッケージの機能を有効に生かす

形で，基幹業務システムと支援システムを明確にしたシス

テム全体像を描き，ERP導入に向けた詳細設計の検討を

行った。

あとがき

ERP ソリューションおよび導入事例について紹介した。

今後は SCM（Supply Chain Management），CRM（Cus-

tomer Relationship Management），MES（Manufactur-

ing Execution Systems）などと連携強化を図り，顧客ニー

ズに対応した最適ソリューションの提供を図っていく所存

である。
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まえがき

製造業において SCM（Supply Chain Management）を

構築する際，MES（Manufacturing Execution System）

の役割は非常に重要である。SCM，ERP（Enterprise Re-

source Planning）領域において，いくら最適システムを

企画し，実際にSCP（Supply Chain Planning）ソフトウェ

アを導入しても期待される SCM効果は限定される。例え

ば，基幹系で最適な生産計画を立案し，その計画に基づい

た作業指示を出しても生産現場が追随できていないために

生産滞留が頻繁に発生している工場や，現場の生産進捗

（しんちょく）状況，在庫状況を正確に把握できていない

ために誤った生産計画を立案し，供給部品，仕掛品などの

余剰在庫を自社内に多く抱えている工場を目にすることが

ある。

富士電機は，本特集号の別稿で述べている「SCM ソ

リューション」「ERPソリューション」「ロジスティクス

ソリューション」と連携することで，生産現場指向型の

SCM構築を念頭に，長年培った生産現場ノウハウをMES

ソリューションとして集約し，提供している。

最近の生産現場動向とMESに対する要求

日々顧客ニーズが変動する現在，各社，市場環境に柔軟

に対応できる力強い企業をめざし，構造改革を推進してい

る。このような状況下において生産工場に求められる姿は

「高品質な製品を納期どおりに製造できる生産工場」であ

る。そしてこれを実現するには現場の意識改善，生産形態

の改革，情報武装化の三つの要素が必要不可欠である（図

１）。

そのなかでも情報武装化は，短期間で費用対効果を出せ

る最も重要な要素である。

MESの領域では，ERP側で作成された計画に従って生

産を行い，状態を把握して計画を見直す PDS（Plan-Do-

See）サイクル，および計画の基となる作業標準を策定・

実行し状態を把握して標準を見直す SDS（Standard-Do-

See）サイクルが実施されている（図２）。

MES領域において，SDS，PDS サイクルが円滑に回り，

さらに SCM，ERP と連携することで SCM効果を最大に

引き出せることになる。

具体的にMESのサイクルを円滑にするポイントには，

以下の実現が要求される。

製造リードタイムの短縮

生産計画を受けてから製品が完成するまでの製造期間を

（1）

MESソリューション
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MESソリューション

短縮することで，営業の機会損失を回避する。また，製造

リードタイムを短縮することで，生産計画の変更に柔軟に

対応できる現場づくりが可能となる。

在庫レス（圧縮）によるコスト削減

製品，半製品や部材の在庫を自社の生産現場に持つこと

で，ニーズに対する迅速な製品供給が可能である。しかし，

在庫を持つことで工場または企業全体では直接費用が増加

するため，工場での在庫圧縮は重要な課題である。

製品のトレーサビリティデータの管理

出荷した製品に関する検査項目やその検査結果などのト

レーサビリティ情報（品質情報）を，製品の識別番号（製

造番号やロット番号など）から参照することが要求される。

製造の現場においては，より多くの品質情報を収集し活用

することで，安定した品質の製品を出荷する必要がある。

これらの要求を実現するために，MESの領域への情報

技術（IT）の適用が行われている。現場に強い富士電機

においても，これらの課題に的確に対応できるよう，各種

ソリューションサービスを用意している。

適用事例

これらの課題解決のために，個々の課題ごとに，MES

の領域への具体的なソリューション提供事例を紹介する。

３.１ 製造リードタイムの短縮

製造リードタイムの短縮を目的とした，ソリューション

事例として，稼動管理の適用事例と設備管理の適用事例を

紹介する。

３.１.１ 稼動管理

製造現場における最大の課題は「要求された製品を期日

までに生産すること」である。これを実現するために，生

産設備の稼動率を向上させ，製品の納期達成率を向上しな

ければならない。

そのために，実際の生産能力を把握し，当初の設備の計

画能力と比較し，設備総合能力を向上させる必要がある。

また，万一設備にトラブルが発生した場合，そのトラブル

を解決するために要因分析を行い，対策を事前に行うこと

で稼動率を維持・向上させる必要がある。

設備に発生するトラブルのなかで，1回/日，または数

回/週といった頻度で起こる間欠トラブルがある。このよ

うなトラブルは，停止した瞬間をとらえなければ原因の特

定ができないケースが多く，対策することは非常に難しい。

この問題を抱えていた電気機器組立ラインで，顧客要件

を整理し，以下の項目を対策ポイントにしたソリューショ

ン提案を行った。

設備の稼動状況が視覚的に把握できる。

設備の停止要因を分析し対策できる。

設備管理を効率的に実施できる。

設備アラームと連動し映像を保存できる。

実際に，富士電機の設備稼動管理パッケージ（NEO

availability）と映像記録パッケージ（NEOvideo）を適用

し稼動管理システムを構築した。

本システムの導入により以下のような改善が実現できた。

設備の稼動状況がアンドン表示，PHS（Personal

Handyphone System）・構内ポケットベル連携され稼

動・停止が一目で分かる。

稼動率の時間推移を視覚的に確認できる。

停止要因のパレート図がリアルタイムに表示されるの

で停止要因の分析が容易に行える。

組立ロボットの部品挿入異常を発見することができ後

工程に影響せずに対策が行える。

本システムの導入により，受注から出荷までのリードタ

イムが 2日から 1日に，生産設備の稼動率が 12 ％向上し

た。本システムの代表的な画面例を図３に示す。

３.１.２ 設備管理（巡視点検）

現場では，指定された生産要求を確実に実行するために，

現場の生産設備をいつでも稼動できる状態に保つ必要があ

る。そのために，設備の日常点検業務は日々の生産活動に

影響を及ぼさないように実施する必要がある。

従来，設備管理業務は管理対象となる設備についての知

識が必要とされていた。しかし，市場要求に対応するため

に，最新の設備が導入されたり，コスト削減の目的で現場

の熟練者が減らされるなど，効率的に設備管理を行うこと

は困難になりつつある。

この問題を抱えていた，ある機器組立メーカーの組立ラ

インで，顧客要件を整理し，以下の項目を対策ポイントに

したソリューション提案を行った。

対象となる設備（機器）情報を管理できる。

作業方法を画像などでガイダンスできる。

点検結果と現場の画像をともに管理・集計できる。

実際に，富士電機の巡視点検パッケージ（NEOpatrol-

man）を適用し，設備管理システムを構築した。

点検を行う担当者はあらかじめ事務所で点検作業ルート

や手順のデータをダウンロードした携帯端末（ペンノート

パソコン）を所持し生産現場に入る。各工程の点検作業を

行い，結果を逐次入力する。点検作業が完了したら，事務

所で点検結果をアップロードする（図４）。
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図３　設備稼動管理の画面例
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本システム導入により以下のような改善が実現できた。

点検ルートや手順が携帯端末に表示されるので熟練者

でなくても点検業務が行える。

現場の画像が点検結果に添付されているので，事務所

にいても現場の不具合状況が一目で分かる。

点検作業後の報告用の帳票作成が簡単にできる。

本システムの実施に伴い，設備の停止時間が 10 ％削減，

保守部品が 15 ％削減できた。

３.２ 在庫レス（圧縮）による製造コスト低減

在庫圧縮を目的とした，ソリューション事例として在庫

管理の適用事例と部品調達・受入検査の適用事例を紹介す

る。

３.２.１ 在庫管理

企業全体で見ると，部品や原料の在庫を減らすことは，

当然コスト低減につながる。しかし，製造リードタイムの

視点から見ると，部品や原料の在庫を生産ラインの近くに

持ったほうが製造要求に対して即座に対応できる。

平置在庫管理においては，製造要求に対して，できるだ

け早く部品や原料を生産ラインに供給でき，しかも，可能

な限り在庫を抑える適正在庫の管理が要求される。

受入場を持つある機械メーカーの機械製造工場の原料在

庫管理について顧客の要件を整理し，以下の項目を対策ポ

イントとしたソリューション提案を行った。

納入された原料をロット単位に管理できる。

保管場所（棚の位置）を指示管理できる。

出庫の引当てが簡単に入力できる。

棚卸しの業務を効率化できる。

これらの課題に対して，倉庫管理パッケージ（PRO

KSA
〈注〉

）を適用し，在庫管理システムを構築した。

入庫時には原料に添付された納品書の注文番号から必要

な情報を表示し，原料保管に添付するラベルを自動作成す

る。作業者には，そのラベルの情報での保管する棚の位置

〈注〉PROKSA：富士通（株）の製品名

を指示する。出庫時は出庫する原料の情報を無線ハンディ

ターミナルで簡単に読み込み，在庫データから原料引当て，

更新が行える。本システムの代表的な画面例を図５に示す。

３.２.２ 部品調達・受入検査

在庫管理を行うにあたって密接に関連する項目として，

部品の調達がある。この部品調達を関連取引業者との間で

電子的に行うことで手配のリードタイムを短縮することが

できる。その結果，自社の余剰在庫を削減することができ

る。また，取引会社においても納品計画が立てやすいメリッ

トを生む。このような課題に対して，富士電機の購買EDI

（Electronic Data Interchange）パッケージ（NEOpur-

chase）が適用できる。

次に，調達した部品の受入検査業務がある。納入された

部品の受入検査を効率的に行うことで，納品後できるだけ

早くラインに対して部品供給を行う体制が可能となる。こ

れにより，部品在庫を減らすことにつながる。

ある加工組立工場の受入検査業務において，顧客要件を

整理し，以下の項目を対策ポイントとしたソリューション

提案を行った。

受入部品に対する検査項目が簡単に表示できる。

検査項目に対応する図面や写真が表示できる。

入力した検査結果を自動的に合否判定できる。

これらの課題に対して，富士電機のビジュアル検査パッ

ケージ（NEOinspection）を適用し，受入検査システムを

構築した。

検査対象の部品が納入されると，検査員が部品に添付さ

れている現品票のバーコードを無線リーダで読み込む。読

み込んだ部品情報をもとに，検査項目が表示され，選択し

た検査項目に対応する図面や写真が自動表示される。検査

を行い結果を画面から入力すると自動的に合否判定が表示

される。

本システムの導入により受入検査効率が向上し，受入検

査専任者が他業務を兼任することで，受入検査人員が 30％

削減され，検査精度もアップした。図６に本システムの代

表的な画面例を示す。

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

293（27）

富士時報 Vol.73 No.5 2000

巡回保守点検 
データベース 

ホストパソコン 

①点検プランの 
　ダウンロード 

②点検ルートマップ表示 

③点検帳票表示結果入力 

④点検ガイダンス表示 

あれ？ 

⑤現場画像撮影 

故障 

⑥点検結果送信 

無線 
設備 

図４　巡視点検の運用イメージ 図５　在庫管理システムの画面例
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３.３ トレーサビリティデータの管理

製品のトレーサビリティデータの管理を目的とした，ソ

リューション事例として，品質管理の適用事例を紹介する。

３.３.１ 品質管理

一般的に，製造ラインの各工程，または全工程の完了時

に製品（中間製品）の品質を管理する目的で検査が実施さ

れる。品質データを収集することは，製品の良品数・不良

品数を把握し，計画に対する実績を把握するために必要で

ある。また，製造現場では設計品質と製造品質のばらつき

から，設備の調整を行い稼動率向上の対策を検討したり，

不良要因を解析することで，良品率を向上させるための対

策を検討するのに用いられる。

収集された品質データの有効活用として，製品の品質履

歴管理（トレーサビリティ）がある。出荷した製品につい

て，各工程での品質データを管理しておくことで，出荷後

の製品にクレームが発生した場合，いつ，だれが，どんな

検査を行い，その検査結果に問題はなかったのかなどの履

歴情報をいつでも確認できる。

ある機器組立メーカーにおいて，顧客要件を整理し，以

下の項目を対策ポイントにしたソリューション提案を行っ

た。

各検査工程で検査データを収集できる。

収集した検査データを製品ごとに管理できる。

検査結果を統計処理し解析できる。

製造番号から各検査項目の検査結果を参照できる。

これらの課題に対して，富士電機の品質管理パッケージ

（NEOquality）を適用し，品質管理システムを構築した。

本システムにより，クレーム製品の製造番号から検査履

歴（検査での不具合など）を確認することが可能となった。

図７に品質管理の代表的な画面例を示す。

さらに，最近，品質管理の発展形態として，製品の品質

管理だけではなく，その製品を製造するために使用された

材料や製造設備の加工条件も併せて管理することが要求さ

れ，対応している。

以上，MESソリューションの事例について幾つか述べ

た。富士電機では顧客の現場課題に最適なMESソリュー

ションを提案し，その実施には豊富な納入実績のあるパッ

ケージ（NEOfactory シリーズなど）を用いることで短期

間で SCM効果を引き出すことができる（図８参照）。

将来展望

近年，顧客のニーズが多様化し，これに伴い，生産形態

も大きく変化している。従来のようなライン形式の生産で

は，製品ニーズの変化に簡単には対応できない。設備の配

置を簡単に変更できるような生産形態も現れてきている。

このような固定ラインを持たない設備を管理するために，

設備変更がユーザーでも容易に行えるような稼動管理シス

テムや設備管理システムを提供することが必要である。

あとがき

本稿では，MESソリューションについて事例を交えて

紹介した。現在，各業種の製造課題に対してソリューショ

ンを提供している。

今後とも，新技術を積極的に取り入れ，効果ある生産現

場改革に寄与していけるよう尽力していく所存である。
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図６　ビジュアル検査の画面例 図７　品質管理システムの画面例
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図８　製造業ソリューションパッケージ群
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まえがき

経営方針は時代によって大きく変化するが，不況が深刻

化するなかで，これまでの市場占有率至上主義から利益志

向への体質転換を余儀なくされている企業が多くなってい

る。そのために，経営資源の再配分による事業の再構築が

急がれており，その大きなテーマの一つがロジスティクス

といわれている。

わが国においては1997年に「総合物流施策大綱」が決定

され，国家レベルの物流戦略が構築されている。このよう

な状況において，荷主が最も求めているのは本業に集中で

きる，つまりコアコンピタンス経営できる体質作りである。

本業以外の業務は外部の専門家に委託する，いわゆる「ア

ウトソーシング」の動きが強まっている。もともと一般の

企業にとって物流部門はコスト発生部門であって，それ自

体では利潤を生まない。荷主にとって物流業務は常にアウ

トソーシングしたい業務の代表となっている。また，アウ

トソーシングの範囲としては，物をただ目的地に運んだり，

保管したりするだけに限らず，物流という枠を大きく超え

て企業活動の全般にわたるサプライチェーンマネジメント

（SCM）への貢献も期待されている。

これを実現できる物流企業は，高度な情報技術（IT）

を駆使し，さまざまな輸送モードを保有のうえ単なる「運

送事業者」から「ロジスティクスサプライヤー」に脱皮し

ていることが条件と考えられる。

本稿では，このような状況を踏まえ，運輸業界の課題と

富士電機のソリューションが合致し解決に至った，ある陸

運大手企業に提供したソリューション事例を紹介する。

ソリューションの概要

本稿で説明する運送会社とは，正式には積み合わせ貨物

運送事業者を指す。つまりトラック運送において，不特定

多数の荷主から集荷した貨物（荷物）を営業所（営業

店）・トラックターミナル（中継センター，ハブセンター）

で仕分けし，運行車（路線トラック）で遠隔地の営業所・

トラックターミナルに輸送し，さらにそこで配達に必要な

仕分けを行い荷受人へ配送する事業者をいう。また，運行

車，集配車を保有し，幹線ルートを定め，貨物追跡管理体

制を整備して事業計画を運輸省に申請し認可される必要が

ある。

荷物の流れを図１に示す。

富士電機は個々のシステム・運用における解決策を提案

するだけでなく，顧客の抱える全体的な課題と将来計画を

踏まえたトータルソリューションを提案・提供している。

導入されたシステムは，部分的な情報化・自動化ではな

く，全国の各営業店およびターミナルで発生あるいは必要

とする情報がシームレスに連携できるよう考慮した情報ネッ

トワークシステムとなっている。物流業界の常識であるが，

一見相反する特徴である商物分離と情物一致を実現させた

ソリューションとなっている。

ソリューションの全体構成を図２に示す。

ソリューション事例

具体的なソリューション事例を示す。

３.１ 基幹系オンラインネットワークシステム

本システムは基幹システムと各営業店情報システム，ター

運送物流ソリューション
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図１　荷物の流れ
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ミナル情報システム，車載端末，携帯端末などをつなぐ大

規模ネットワークシステムであり（図３），文字どおり顧

客の大動脈ともいえるシステムとなっている。このシステ

ムでは，荷物が荷主（荷送人）から荷受人へ移動するたび

に発生するポイント情報（貨物追跡情報）をリアルタイム

に受信・編集し，基幹システムにリアルタイムに送信でき

る。

大きな特徴の一つとして，オープンな情報プラットホー

ムに最先端のハードウェア・ソフトウェアを統合した本格

的 3階層クライアント・サーバシステムになっていること

が挙げられる。このシステムは，第 1階層に UNIX
〈注 1〉

サー

バ，第 2階層にWindowsNT
〈注 2〉

サーバ約30台，最下層の第

３階層にWindowsNTサーバ約 400 台の構成となってい

る。各サブシステムとはマルチホストコンピュータ対応の

伝送ツールで接続している。

また，膨大な情報（最高 800 万件/時間，4,000 万件/日）

をリアルタイムに受送信・編集する高速オンライン環境・

トランザクション環境を構築するとともに，高度な冗長化

構成でシステムの高信頼性・高セキュリティを確保してい

る。

データベースサーバの冗長化対策（イメージ）を図４に

示す。第 1階層のデータベースサーバは CPUの二重化ク

ラスタ構成，それぞれのチャネルも二重化構成とした。ま

た，ディスクは RAID（Redundant Arrays of Inexpen-

sive Disk）の三重化構成かつそれぞれをミラー化し，I/O

バス，ユニット，ロッカーも多重化した。データベースは

Oracle
〈注 3〉

のパラレルサーバを適用した。クラスタの負荷分

散を考慮し下位側のアプリケーションサーバで負荷監視を

行い，切換を短時間に行える仕組みを組み込んで，システ

ム全体のノンストップオンライン環境を実現している。第

〈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〉WindowsNT：米国Microsoft Corp. の登録商標

〈注 3〉Oracle ：米国Oracle Corp. の登録商標

２階層のWindowsNTサーバも障害対策として並列相互

バックアップを行っている。

ちなみに，アプリケーションソフトウェア規模は 2,100

本（容量換算で 170Mバイト）以上にのぼる。

本システムにより顧客のサービスレベルは劇的に飛躍し

た。また，新規サービス時に投下する基幹システム変更コ

ストが大幅に減少している。

３.２ マルチクライアント対応型エミュレータ環境構築

従来のホストエミュレータは専用端末でしか動作しない

状況であった（本稿でいう端末エミュレータとは，ホスト

コンピュータ専用端末ソフトウェアを指す）。これは顧客

にとって端末オープン化の最大阻害要因になっていた。富

士電機は蝶理情報システム（株）と連携し，顧客独自仕様の

整理を行い，開発に成功した。

画面例を図５に示す。

これにより顧客の悲願であった端末エミュレータ環境の

オープン化が実現され，端末投資予算（専用端末購入，維
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図２　ソリューションの全体構成
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図４　データベースサーバの冗長化構成
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持予算）が大幅に削減されている。

３.３ 荷物自動仕分けシステム

荷物を方面別に自動的に仕分ける機械を自動仕分け機と

呼ぶが，通常は半自動で使われていることが多い。これは

作業者（オペレーター）の指示，つまり方面情報（仕向け

先コード）を入力する必要があるからである。

自動化を図るためには事前に個々の荷物情報と仕向け先

情報を取得することが必須（ひっす）である。つまり，事

前取得した情報とコンベヤライン上を高速で通過する際に

取得する荷物情報をマッチングさせる必要があるからであ

る。

集荷する際に発生する荷物情報は，営業（ドライバー）

の携帯端末（ハンディターミナル）に入力されるが，情報

はマルチチャネルアクセス（MCA）無線などに代表され

る無線システムからのリアルタイム送信，あるいは帰社

（帰店）後の専用接続端末からの送信で，システムに蓄積

される。結果としてドライバーは集荷終了後帰社したとこ

ろで，直ちに荷降し場にて仕分けラインに荷物を投入する

ことができる。

図１に示したように荷物の中継地点にあたる中継センター，

ハブセンターにおいての荷物情報は，川上側で発生した情

報を３.１節で示したシステムを経由し送信される仕組みと

なっている。これは情報システムをジャストインタイム

（JIT）対応したもので，「必要な情報」を「必要な時」に

「必要な量」だけ「必要な所」へ送信する仕組みとなって

いる。

この仕組みがシステムの肥大化と通信コストの削減に大き

く貢献している。

システムの心臓部は管理サーバにWindowsNTサーバ，

制御クライアントに UNIX 機で構成している（図６）。ク

ライアントが UNIX 機になっている理由は，コンベヤラ

イン上に設置された全方向読取り型バーコードスキャナか

らの荷物情報と事前取得した荷物データを瞬時にマッチン

グさせ，即座にコンベヤコントローラに指示情報を送信す

るリアルタイム性が要求されるからである。

仕分けのサブシステムとして，荷降し場に SS（Spread

Spectrum）無線ハンディターミナルシステムを配置して

いる。これは荷降し場へ路線トラックが到着した際の情報

入力およびガイダンスを容易にするだけでなく，突発的な

路線トラックの向け先変更措置（気象条件，交通状況によ

る）に対応するためである。これは次節の路線トラック発

着管理システムとも密接に連携し実現している。

３.４ 路線トラック発着管理・構内誘導管理システム

幹線輸送で活躍する路線トラックは系列業者に委託され

る場合が多い。これは区域免許で区域積み合わせを行って

いる運送業者の幹線輸送に見られる形態である。
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図６　荷物自動仕分けシステムと路線トラック発着管理・構内誘導管理システム

図５　エミュレータ画面例
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路線トラックの発着状況，到着予定時刻などは，貨物追

跡情報と密接に結び付いている。顧客満足度を高めるため

には，問合せに対して，迅速に荷物の所在情報をアナウン

スしなければならない（例えば，だれが，どのトラックに，

どの荷物を積み込み，いつ，どこに着くかが瞬時に分かる

こと）。従来人手により監視・管理されていたこの運用を，

富士電機は構内到着時の路線トラックの行先指示（待機場

所指示，荷降しホーム誘導など）および，荷降し開始・終

了時間の管理を行い，前節の自動仕分けシステムと連動す

ることにより本システムを構築した（図６）。

本システムは構内 PBX（Private Branch Exchange），

PHS（Personal Handyphone System）を用いた構内通信

ネットワークと，前節の SS 無線ハンディターミナルを入

力システムおよびガイダンス機器を入出力システムとし，

最終的には３.１節の上位システムから送信される川上側の

路線トラック情報と連動することで正確な発着状況を監

視・管理している。発着実績は該当する川上側（出発店）

と川下側（到着店）に自動ファクシミリ送信している。

現在では第 2ステップとして発着状況をWeb 化し，全

国均一のサービスに展開することを予定している。

３.５ 地図情報応用システム

運送業界では，不況による競争激化と規制緩和による競

争促進で貨物の奪い合いが行われている。マーケティング

は運送業においても非常に重要なポイントである。近年，

営業戦略の切札として，データウェアハウス（DWH：時

系列に蓄積された詳細情報倉庫で，営業戦略の武器になる

情報の集まり）が構築される場合が多くなっている。しか

しながら，せっかくDWHを導入しても正確な情報の収集

能力と分析能力がなければ意味がない。

富士電機は営業戦略立案支援，すなわち情報分析支援ツー

ルとして，地図情報応用システムを提供している。運送会

社にとって意思決定など戦略立案を行う際は，地図を基本

に行うことが重要なためである。それはもちろん地図が視

覚的に表現できる機能をもっていることも大きいが，営業

戦略が，多店舗展開と地域（エリア）に密着した営業スタ

イルになっている点も見逃すことができない。

ディジタル地図上に営業情報（実績情報，他社情報など）

と外部統計データを組み合わせ視覚的に表現することで意

思決定を迅速にかつ容易にできる。また，エリア内におけ

る投資（車両の投入，店舗展開，人員投入など）のシミュ

レーションが容易にかつ専門的な知識なしで行えるように

なった。画面展開例を図７に示す。

あとがき

荷主の物流ニーズは単なる輸送のみでない。いかに在庫

を少なくできるか，多頻度・小口化に対応した品ぞろえを

どのようにするか，受発注をいかに合理化するかなどさま

ざまである。そして荷主企業はこうした物流機能をアウト

ソーシングする意向を強めつつある。こうしたなかで，荷

主の物流センター機能を中心として，トラック運送業者が

代行することが今強く求められている。サードパーティロ

ジスティクス（3PL）もこのような流れのなかに位置づけ

られる。物流センター機能は，荷主にとって物流システム

の中核である。これを特定業者に全面的に委託するのであ

るから，その業者は信頼できるパートナーでなければなら

ない。

富士電機は，こういった企業（荷主，3PL 業者）のニー

ズを満足できると確信している。富士電機のソリューショ

ンは，戦略立案から物流情報システム，物流センター（建

物，設備），輸配送システムまで一貫してマネジメントし，

提供できる能力を有している。今後はさらに外部企業（マ

テリアルハンドリングメーカー，ソフトウェアハウス，外

部コンサルタントなど）と連携を強化し，より最適なソ

リューションの提供に努めていきたい。

最後に本ソリューションの提供にあたり多くのご指導を

いただいた関係各位に深く謝意を表する次第である。
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図７　地図情報応用システムの画面展開例
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まえがき

食品業界を取り巻く環境は，ここ数年で大きく変化して

いる。製造物責任（PL）法の施行，病原性大腸菌 O-157，

さらにサルモネラ菌による食中毒事故の多発によって，消

費者の食品に対する安全性への関心が高まっている。

一方，消費者のライフスタイルの多様化，スピード化に

伴い，商品やサービスに対する要求も多種多様になりつつ

あり，食品流通基盤が従来の「川上志向：メーカーに視点

を置いた考え方」から「川下志向：消費者・小売業に視点

を置いた考え方」に移行してきている。また，EDI（Elec-

tronic Date Interchange），POS（Point of Sales），インター

ネットの浸透により今後，eビジネスの普及・加速が予想

され，これらに柔軟に追従するビジネスモデルの構築が企

業経営上の大きな課題になってきている。

これらの課題を解決するためには，各部門の個々の改善

では限界があり，個々の改善を超えて，部門間・企業間の

壁を取り払い，調達から生産・販売・物流に至る一連のサ

プライチェーンマネジメント（SCM）による全体最適化

を図るシステムが必要になる。

富士電機の提供する食品流通ソリューションのコンセプ

トは，SCM＆ロジスティクスをベースに食品を安全に，

より新鮮な状態で，タイムリーに，効率的に届けることを

具現化することであり，これらを強力に支援するソリュー

ション商品の体系化を進めてきた。

本稿では，食品の安全性〔IE（Industrial Engineer-

ing ：生産管理工学）&HACCP（Hazard Analysis Criti-

cal Control Point ：危害分析重要管理点）コンサルティン

グフレーム〕と消費者を起点とした流通インフラストラク

チャー（SCMシステム構築の考え方）にテーマを絞り，

食品流通ビジネスへの取組みについて紹介する。

食品流通事業の取組み

取組みについて，以下に述べる（コンセプト：図１参

照）。

２.１ 事業の概要

メーカー・卸売業・小売業をカバーする SCMの視点か

らアプローチし，高機能な物流センター，プロセスセンター

および店舗バックヤードシステムの提供を通じて，在庫削

減，各種リードタイム短縮，コスト低減を図るとともに，

顧客サービスの向上も実現する。

２.２ サービスの範囲

あるべき物流センター，プロセスセンター，店舗バック

食品流通ソリューション
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図１　取組みコンセプト
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ヤードシステムの提案〔コンサルティング，業務診断

（IE手法）〕，全体エンジニアリング〔建築エンジニアリン

グ，マテリアルハンドリング（マテハン），冷凍冷蔵設備，

情報システム〕，運用サービスの提供（効果創出支援，保

守メンテナンス）。

以上，現状分析からあるべき姿の策定およびシステム構

築にあたり専門技術者の強力なサポート，豊富なコンサル

ティングツールおよび合理化技術の提供を行っている。

食品流通ソリューションツール

（IE&HACCPコンサルティングフレーム）

富士電機では，経験豊富な専門技術者が食品流通分野の

合理化に有効な「IE 手法」を用いて，店舗の現状分析か

ら総合的な合理化まで一貫して支援している。この手法は，

店舗とそのバックヤードの合理化を実現しながら生産・物

流に至る総合的なシステムを対象とする SCMに展開し得

るものである。

３.１ 小売業向けソリューションツール

激変する企業環境と厳しい企業間競争のなかで小売業に

求められているものは，ローコストオペレーションとハイ

レベルなサービスの創造である。

富士電機では，小売業向けに既存店舗の改革と新店舗構

築の基盤整備を推進するコンサルティングツールを開発し，

実用化している。これは現場の抱える課題を IE分析手法

に基づいて人，物，情報の 3面から診断，分析することに

より身近な改善から大きな改革まで体系的に推進するソ

リューションツールであり，業務の改革と質の高いシステ

ムの設計と開発が容易にできるものである。以下，ツール

の特長を述べる。

店舗内外の物流プロセスと業務フローに重点を置いた

分析と計画の立案ができる。

™体系的な調査･分析に基づき，物流プロセスと業務・

情報および店舗のレイアウト計画を立案する。

バックヤード合理化の具体例を以下に記す。

人の作業効率の向上

①　バックヤードの作業ロスの削減

②　人配置とパートタイマー出勤時間管理

物の搬送と在庫管理の改善

① バックヤードレイアウト合理化による搬送ロスの

削減

②　バックヤード現品管理の改善による在庫削減

現場の情報を正確に把握する

①　商品補充システム情報の正確な設定

② 新店舗の管理効率総合評価シミュレーションの実

施

明確な目標設定・企画立案ならびにシステムの評価と

育成ができる手法を確立している。

™企画段階での顧客方針の確認と目標設定に基づいて，

システムを設計し，運用後の評価まで可能にする。

経験・ノウハウに裏付けされた技術力でプロジェクト

を推進できる。

ソリューションツール導入による効果は，図２に示すと

おりである。

このようなソリューションツールを駆使して推進する富

士電機のコンサルティングは，次のような特長を持ってい

る。

™単なるメーカー的な対応でなく，顧客と共同作業で

進めることにより，質の高いサービスが提供できる。

™作業合理化・自動化・物流合理化・業務改革と物流

システムの構築，さらには全社管理情報システムへ基

礎を固めながら SCMへと体系的に順序よく展開して

いくことができる（図３参照）。

™システムの分析，システムの計画から導入，構築・

運用まで一貫したサービスを提供する。

™長年のシステム開発とコンサルティングの集大成と

してのソリューションツール（IE 分析，システム開

発手法など）を適用していく。

™経営戦略と先端技術のレベルを目標としたトップダ

ウンの計画手順を使う（ボトムアップとトップダウン

のバランス）。

（3）

（2）

（c）

（b）

（a）

（1）
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（1）標準作業手順・作業分担の設定による作業品質の向上。 
（2）作業手順，ドキュメント体系が明確になる成果物サンプルの 
 提示による成果物の品質向上。 
（3）計画作成，進捗（しんちょく）管理，品質管理などの標準手 
 順の提供による適切なプロジェクト管理の実施。 
（4）開発手法に基づく体系的な教育による質の高い人材の育成。 
（5）設計・開発・運用の一貫した開発手法に基づく共通ドキュメ 
 ントの確立と活用。 

だれでもシステムの設計と開発に参画できる。 
手順が決まっているので欠落のないシステムができる。 
システムの開発効率とスピードが上がる。 

図２　ソリューションツール導入の効果

バックヤード合理化 
（現場合理化・自動化） 

小売店舗業務改革 

店舗と配送システム構築 

全社管理情報システム 

全社ネットワーク・SCMの構築 

最新のトータル店舗システム実現のためのツール（商品）として， 
（1）バックヤードIE分析と設計，構築のための分析と企画の 
 ツールを提供 
（2）店舗システム・SCM構築・運用のための多彩なシステム商 
 品を提供 

図３　ソリューションツールの体系
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３.２ 食品工場におけるHACCP計画と運用システム

HACCP の概念は，食品の栽培，飼育から加工，流通過

程を経て最終消費者の手に渡るまで一貫して適用される。

HACCP方式は，あらゆるプロセスにおける危害発生要因

を把握して管理結果が管理責任者の手元で掌握できるよう

にすることが特長である。

富士電機では，IE 分析手法，品質管理，環境管理およ

び情報処理技術を使って HACCP 計画と HACCP 運用シ

ステムの導入を支援している。

その結果，HACCP導入と製造工程の合理化，製造管理

情報システムの導入を一挙に同時解決した例も増えている。

図４は，新工場建築，製造および情報システム導入と運用

の各セグメントにおいて HACCP 導入と製造改革を同時

に達成することを目標に IE分析を行って課題を整理した

例である。

次に，IE 分析を HACCP 導入と製造改革および情報シ

ステムの構築に活用した事例を図５，図６に示す。

HACCP7 原則とHACCP12 手順に準拠して IE手法の製

造工程分析と作業分析を実施して，効率的（稼動率向上）

かつ安全性の高いフローダイヤグラムの立案を行った。

また，工程分析データを活用して人と物の動線分析を行

い，工場全体を HACCP 対応によるゾーニング計画（作

業室の区画間仕切り）の立案も行った。

このような取組みで工場を品質，納期，コストの面で大

幅に合理化する計画も策定され，実行された。

飲料メーカーにおけるSCMシステムの適用

事例

SCMの定義は，サプライヤーから資材を購入し生産し

て，顧客に商品を納入する全体の流れを効率化することと

される。

導入の狙いとしては，トータル在庫量の削減を代表とし

たコスト削減，リードタイムの短縮による顧客満足度の向

上である。

しかしながら，この定義を食品業界のビジネスモデルに

当てはめようとすると，非常に窮屈になってしまう。商品
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HACCP計画と製造管理 
システムの導入と運用 
HACCPの7原則と12手順 
に基づくHACCP計画の作 
成と導入 
製造ラインの人と設備の稼 
動率向上とコスト低減の実 
現 

HACCP対応の 
情報システムの導入と運用 
システムの実地導入 
システムの運用サポート 

HACCP対応の 
製造システム設計 

工場内物流動線計画とHA 
CCP対応レイアウト計画 
の作成 
HACCP対応の原料保管・ 
計量と製造ラインへの供給 
システム設計 
製造計画と製造ライン実績 
管理システムの設計 
包装出荷工程の改革とピッ 
キング・配送システムの設 
計（SCM） 

IE手法による現場調査と 
改善項目を提案 

PQ（Product Quantity） 
分析：製品分類と製品特性 
製品工程分析：製造工程フ 
ローダイヤグラム 
物流工程分析：工場内物流 
経路と搬送 
製造プロセス作業分析： 
人と設備の相関分析 
物と人の動線分析と動線計 
画：工場レイアウトと動線 

物・人・情報の3面から 
総合的なシステムを立案 
IE分析と連携した業務フ 
ロー分析 
制御技術を応用したモニタ 
リングシステムの設定 
モバイル情報収集機器の検 
討 
ペーパーレスのHACCP 
実施記録と各種文書管理 
コンピュータによる総合情 
報管理システム構想立案 

HACCP対応の 
情報システム設計 

信頼性と経済性に優れたパ 
ッケ－ジシステムの検討 
HACCP対応のデータベー 
ス設計 
顧客にマッチしたシステム 
要件の抽出 
システムのカスタマイズと 
運用マニュアル作成 

コンセプト 
環境変化に迅速に対応できる製造システムと情報戦略システムの構築 

図５　HACCPシステム導入と製造改革に向けてのアプローチ

HACCP管理端末 
（クライアント） 

HACCP管理サーバ 

HACCP導入支援 
システム 

HACCP運用システム 

マスタ管理 
HACCPデータ管理 
（帳票管理） 
HACCP運用管理 
スケジュール管理 
トレーサビリティ 
設備管理 
記録・承認保管管理 

フローダイヤ 
グラム作成 

危害分析 

文書作成 

モニタリング 進捗管理 

HACCP情報・ 
法規 

モニタリング 
データ（温度・ 
湿度） 
設備稼動情報 
各種帳票データ 
清掃項目 

モニタリング 
データ（温度・ 
湿度） 
設備稼動情報 
各種帳票データ 
清掃項目 

ライン 
端末 

HACCP 
データ 
ベース 

ライン 
端末 

デシジョン 
ツリー 

設備データの自動収集 
帳票類のパソコン入力（ペーパーレス） 

現場状況の工程管理 

図６　HACCPシステム全体イメージ

ゾーニング 
動線設計 

建　築 

モニタ 
リング 

HACCP 
システム 

情報 
システム 

運　用 

製造 
システム 

作業管理 
ペーパーレス 
トレーサビリティ 

ゾーニング 
保管場所見直し 
運搬ルート見直し 

原料キット供給 
段取り改善 
清掃チェック 

HACCP導入 
歩留り向上 
ライン稼動率向上 
クレーム削減 

図４　HACCP導入と製造改革の相関図
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企画，顧客サービスのレベルまで包含する必要がある。さ

らに，本来のグローバルレベルの SCMとなると達成して

いる企業も一握りにとどまっているのが現状である。

４.１ SCMの視点

食品業界において SCMへの取組みは活発であるが，扱

う商品の特性によりその定義，目的は当然異なる。

商品特性とは，以下の項目である。

賞味期限：保存が可能であるか。

配送形態：センター納品か個別納品か。

商品ライフサイクル：新商品投入，プロモーションが

活発であるか。

ここでは，飲料メーカーにおける SCM構築事例を紹介

する。

４.２ 飲料業界の動向

飲料業界の動向は次のとおりである。

™少子高齢化による需要の減少

™プロモーション攻勢

™需要の変化（炭酸飲料→コーヒー→ニアウォーター）

™少量多品種多頻度配送

このような市場の変化に追随するために SCMの構築が

必要となってきている。富士電機では，以下のアプローチ

を行い SCMの構築を行っている。

コンセプトの明確化：現状の問題点を分析。

業務・運用設計：課題解決のための改善。項目の洗出

し，ビジョンの策定。

情報システムの設計・構築。

４.２.１ コンセプトの明確化

SCM構築のコンセプトを明確化するために，業務機能

を持った各部署ごとに業務定義を分類する必要がある。そ

して，その業務を遂行するうえでの，関連部門，実施頻度，

インデータ・アウトデータを洗い出し，業務上の問題点と

その原因を抽出し，業務フロー図，業務関連図に整理する。

具体的な問題点は次のとおりである。

市場変化のスピードに計画系業務が追随できない。

™人間による業務が限界にきている。

™計画と実績の対比がタイムリーにできない。

™計画サイクルが長い（月単位）。

不良在庫，廃棄ロスによるコスト増。

™少量多品種化，ロットの細分化によるロスの発生。

™部門間の連絡が遅く，不良在庫が発生。

計画立案の根拠が不明確。

™プロモーションなどによる計画立案根拠が不明。

™操業効率に関する計画立案基準が不明確。

４.２.２ 業務・運用設計

問題点を分析し，調達から生産・販売・物流に至る全体

最適システムの構築を提案し，期待される効果を策定した。

部門間，機能間の壁を取り払い設計することがポイントで

あり，具体的な改善テーマを以下のように抽出した。

計画立案周期を週 1回にする。

プロモーション計画立案のため商品を分類管理する。

計画立案基準を明確化する（納期優先，在庫優先，操

業優先など）。

情報共有システム構築によるフレッシュデータを公開

する。

これにより，計画立案者の基準が情報共有システムで明

確となり，タイムリーな予実管理が実現でき，各部門の責

任が明確になるような運用が設計できた。

４.２.３ 情報システムの設計・構築

情報システムの導入目的は，「環境変化を的確にキャッ

チし，迅速に対応できる仕組みの構築」である。設計のポ

イントは，既存システムの活用と人が操作しやすい環境の

構築，すなわち計画立案だけでなく予実管理のアラーム機

能も考慮した点である。

需要予測システム

現状の販売予測値は，営業部門が販売目標を前提として

算出している。また，プロモーション，新商品投入時にお

いては，計画立案者の勘に頼ってしまっているのが現状で

ある。予測精度の向上を図るためには，恣意（しい）的な

データ（販売目標達成のための実態と異なる販売実績デー

タ）を除き予測を立案することがポイントとなり，新商品

の予測については，類似商品選択により予測立案を行うこ

とにした。本システムでは，過去の販売実績パターン（波

形）を予測モデルに登録し，ニューロ技術による学習・予

測エンジンを使い需要予測を立案している（図７参照）。

生産計画システム

生産計画システムでは，需要予測システムの結果と連動

した計画シミュレーションを行う。設計において生産ライ

ンにおける制約条件（ラインが共有して使用する設備があ

るかなど）を整理することがまず必要である。そして，生

産計画業務の問題点を解決するために，さまざまな視点で

計画推論ができるスケジューリングエキスパートパッケー

ジを選定した。以下に三つの機能の概略を記す。

計画立案機能

最適化スケジューリングエンジンによる計画立案。

™配置ルール（納期優先）

™資源管理（資源量過不足，資源負荷）

™効率アップ（切換最小，在庫最小 ，稼動率最大）

計画評価・編集機能

ガントチャートによるグラフィカルなインタフェース。

（b）

（a）

（2）

（1）

（4）
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（1）
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生産計画 
システム 

計画値 

需要予測システム 

定番商品 
リニュー 
アル　　 
季節商品 

新商品 類似商品選択・修正 

実績 
データの 
調整 

商品マスタ 
保守 

学習・ 
予測　 
エンジン 

予測値の修正 

予測モデルの 
監視 

　週単位 
（予測・修正） 
　月単位 
（集計・表示） 

図７　需要予測システムの主な機能
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™資源推移グラフなどによる計画評価

™計画編集：オーダー追加，割当て，移動，分割，削除

™制約の自動チェック：納期遅れ，資源の過不足，競合

データ連携機能

™CSV（Comma Separated Value）ファイル出力との

連携

™表計算ソフトウェアとの連携

計画立案の手順としては，中日程計画として14週間の計

画を立案し，直近２週間の計画を小日程計画で日別展開す

る（図８参照）。

物流管理

物流管理システムでは，需要予測，生産計画の基礎デー

タとなる在庫データを管理する。在庫データは，製品在庫，

物流在庫，市場在庫に分類されるが，今回は，物流在庫ま

での把握とした。従来の在庫管理は，各拠点ごとで在庫デー

タを把握してきたが，拠点間の移管計画などを最小限にす

るためにも全社レベルでの管理が必要となる。

また，帳票によるコンピュータ入力が翌日となってしま

うと当然引当てのタイミングで相違が出てしまうため，デー

タのフレッシュ化が図れない。そして，賞味期限管理も必

須（ひっす）となるため，入荷，ロケーション移動，出荷

指示および配車計画すべてをコンピュータによる指示系で

運用させるシステム構築を行った。

あとがき

本稿では，食品流通ビジネスに向けたソリューションの

考え方，アプローチおよび構築手順の考え方について簡単

に紹介した。食品業界における課題は広範囲にわたる。

例えば，受注から納入までのリードタイムの短縮，棚卸

し資産の縮小，資材調達リードタイムの短縮が挙げられる

が，食品の場合はさらに，高品質保証かつ安全性の確保が

重要なテーマとなる。

HACCP の本質は，「生産地から食卓までの生産・流通

のすべての段階の安全性の追求」をめざすものであり，生

産地から食卓までというフレーズは，SCMコンセプトの

点から面への全体最適の必要性を示唆している。

生産拠点だけでの対策では不十分であり，今後はさらに，

品質保証・安全性の確保を追求した高度なロジスティクス

の適用が必要となる。それらの解決策の実現には，従来の

業種業態を超えた取組みが必要であり，富士電機としては

各分野で培ってきたノウハウを組み合わせて，顧客の抱え

るさまざまな課題に対して，幅広い視点からのソリューショ

ンを提供していく所存である。

（3）

（c）
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販売計画 

在　庫 

在庫算出 
（当週末，翌週末） 

品種別 
ライン，週決定 

品種別 
製造量算出 

該当週分 

評価，編集 

〈立案〉 

★中日程計画サブシステム 

〈編集〉 画面イメージ 

小日程 
計画 

中日程 
計画 

14週分の製造ライン量を算出 
中日程計画の2週分が日別製造計画の立案の対象 

在　庫 

在庫算出 
（当週末，翌週末） 

品種別 
在庫推移算出 

ライン別 
製造順序立案 評価，編集 

〈立案〉 

★小日程計画サブシステム 

〈編集〉 画面イメージ 

前回小日程 
計画 

中日程 
計画 

小日程 
計画 

直近2週間の製造計画を立案 
段取り時間や製造ユニットなどを考慮しながら計画 

図８　生産計画システム運用イメージ
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民需向けFAおよび物流システム

のエンジニアリング業務に従事。
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まえがき

景気低迷下での一層の市場競争力を追求する産業界では，

SCM（Supply Chain Management）導入など，全体最適

化の流れを受けて製造現場においても，抜本的な設備合理

化と情報オープン化が急がれている。

すなわち，従来から工場内努力目標であった製造リード

タイムの短縮や，仕掛り在庫の圧縮にとどまらず，原料・

資材調達メーカーや営業部門（納入顧客の需要予測）との

情報共有化のなかで，より一層緻密（ちみつ）な製造現場

のシステム作りが求められている。また，グローバル化の

流れのなかで，製造エネルギーや環境改善の問題も，企業

存続基盤の重要なアイテムとなりつつあり，この面におい

ても製造現場情報が経営情報に欠かせない緊密なものとし

てオープン化が求められている。

本稿では，調達・製造・出荷配送の流れのなかで，製造

現場が果たすべき製造設備合理化と情報一元化の構築につ

いて，富士電機が取り組む製造物流ソリューションの概要

を紹介する。

製造物流ソリューションのコンセプト

製造物流システムは部品の入荷から始まり，製品の出荷

までを構成する各工程，設備を有機的につなぎ，そこにか

かわる人・設備を最も効率よくサポートすることが必要で

ある。

製造物流ソリューションとして富士電機は次のコンセプ

トを掲げてシステム構築を進めている。

人・物・情報の一元化とバランスのとれたシステム。

要求レベル，達成目標，制約など与えられた条件のな

かでシンプルな構成で最先端の機器選定。

製造ラインと保管・搬送システムを接近または直結さ

せて物の移動時間の最短化を指向。

システムの柔軟性・拡張性に対応できるシステム構築。

システム構築コンサルティング

上記ソリューションの実現に向けて，システム構築コン

サルティングを実施する必要がある。システム構築コンサ

ルティングは大きく分けて，実態調査による基本構想の立

案，および立案したシステムの検証の二つがある。

３.１ 基本構想立案

IE（Industrial Engineering）分析技術をベースに物流

現場の実態分析を行い，物の流れを中心に人と業務・情報

の流れ，作業の改善や設備の配置，物流システムなどの提

案を行い，期待効果，実施結果の確認まで行う。具体的作

業内容を表１に示す。

３.２ 立案システムの検証

基本計画のアウトプットである設備仕様，設備配置，物

流レイアウト，物流頻度などの諸元の入力によりシミュレー

ションを実施し，計画の妥当性および能力検証のアウトプッ

トをビジュアルに提供する。特に複合システムにおいては

必須（ひっす）の要件となる。

図１にシミュレーションを実施した工場内物流搬送フロー

を，図２にアウトプットの例を示す。

これらの結果として，制約条件のなかで目標レベルを実

現する物流レイアウトの提案，最適機器の選定，最適人員

配置，運用案に基づいた能力検証データなどを提供できる。

物流設備インテグレーション

コンサルティング結果を基に，表２に示すように機能別

に大別して保管・搬送・仕分け・ピッキングについての設

備機器をインテグレーションする。機能実現に必要な機器

の最適な選択を行い，また要求仕様に合致したコンポーネ

ントを製作する。

インテグレーションの一例を以下に記す。

保管系の主な設備は自動倉庫であるが，最近では生産

の小ロット化に伴いますます入出庫能力の増大が求めら

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）
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製造物流ソリューション

れているため，製造現場に配置して製造機械と近接させ，

バッファ機能としての用途が増加している。富士電機で

は標準のパレット保管用やコンテナ保管用自動倉庫，水

平・垂直回転ラックのほかに，サーボモータ駆動の高

速・高加減速スタッカクレーンやロール紙をパレットレ

スで格納する立体紙庫など，用途に応じてインテグレー

ションする（図３）。

搬送系設備についても物流量，形状，制約条件に応じ

て方式を選定する。代表的なコンポーネントとしては，

有軌条式台車，AGV（Automatic Guided Vehicles）天

井走行台車，各種コンベヤなどがある。また，これらの

設備に付随・連携するハンドリング設備，垂直搬送機な

ども合わせてインテグレーションし，期待にこたえてい

る。また，高速リニア台車は，リニアサーボモータと

NC（Numerical Control）装置を適用し，高機能の搬送

システムを実現する（図４）。

仕分け・ピッキング系設備については，工場内の部品

供給や出荷センターにおける配送業務の合理化などで，

（3）

（2）
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図１　シミュレーションを実施した工場内物流搬送フロー

表１　基本構想立案の具体的作業内容 

種類 項　目 コンサルティングの内容 
コンサルティング工程 

現状把握 

IE 診断 

I 
E
診
断
と
合
理
化
提
案 

新
構
想
立
案 

IE 分析と課題抽出 

IE 診断と 
合理化計画 

新工程構築に 
あたっての 
実施計画策定 

IE 分析と合理化計画実施計画 

作業合理化・効率化 
�配送プロセス別の作業効率化 
�作業の改善・無駄排除 
�加工方式，搬送方式の改善 
�検品包装作業の改善 
�積込み作業の合理化 
設備合理化・自動化 
�仕分け自動化，搬送設備合理化 
�商品の保管と入出庫の合理化 
�レイアウトの改善 
管理・情報合理化 
�欠品防止・サービス向上 
�出荷指示の迅速化・短納期化 
�誤出荷防止・信頼性向上 
�作業と工場全体イメージ 
�設備計画 
�現場で必要な情報と作業管理システム 
�効果予測と採算計算（回収年数） 

基本構想立案 

特長：「 IE 診断と合理化提案型」と「新構想立案型」のどちらでも選択できる 
　　　（1）IE 診断と合理化提案型は，身近な改善を短期間に実現することができる。 
　　　（2）新構想立案型は，物と人と情報の3面から総合的にアプローチする。 

�基本要件 
�設備と情報と管理システムの構想 
�コスト試算 

実態分析 基本計画 新構想立案 実施計画 
期間 

6週 

10週 

14週 

8週 

図２　シミュレーションを実施した工場内物流搬送アウト

プット例

表２　物流設備機器の分類 

保　　　管 

搬　　　送 

仕分け， 
ピッキング 

立 体 自 動 倉 庫  

ロ ー ル紙自動倉庫  

ケ ー ス 自 動 倉 庫  

無 人 搬送システム  

各 種 コ ン ベ ヤ  

垂　直　搬　送　機 

高速スタッカクレーン 

ケーススルーラック 

各　種　保　管　棚 

高 速 リ ニ ア 台 車  

天 井 走 行 台 車  

ディジタルピッキング 

ケ ー スパレタイザ  

高 速 仕分けソータ  

自動倉庫＋ピッキングコンベヤ 
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自動化のニーズが高まってきている。情報システムと連

携した高速処理のソーティングシステム，ケーススルー

ラック，ケースパレタイザ，ディジタルピッキングシス

テムなどで期待にこたえている（図５）。

物流情報ソリューション

５.１ 物流情報ソリューションのコンセプト

原料・資材調達ー製造ー物流ー消費者の一連のつながり

において，全体最適化の目的に沿った形で自社の仕組みが

追従できるように，業務改革する必要がある。業務改革す

るためのソリューションの一つとして物流情報ソリューショ

ンがある。

これは課題解決のために，ロジスティクスの観点で情報

技術を活用するものである。

５.２ 物流情報システムの構築

業務改革を行う際に重要なことは，実際に現場が円滑に

機能する仕組みを構築することである。

306（40）
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図３　高速スタッカクレーン

DK10743

図５　ケースパレタイザ

N99-2274-4

図４　高速リニア台車

DK10739

営業所 

営業所 

営業所 

生　産 入　荷 

入荷実績管理 

在庫管理 ピッキング指示 

出荷実績管理 

棚卸し実績管理 

保　管 ピッキング 

搬送制御 

仕分け計画 

出荷計画 

納入指示 

生産予定 

納入指示 生産指示 

在庫引当て 配車計画 

配送センター 
（物流情報システム） 

仕分け 

荷ぞろえ作業指示 

受発注システム 

本社 

出　荷 

フォークリフト 
無線端末 

自動化設備 
（保管，搬送，仕分け） 

生産管理 
システム 

生産工場 

生産実績 

図６　物流情報システムの概要



製造物流ソリューション

例えば，配送センター構築を検討する場合，富士電機で

は，全体を見据えて個別の役割を位置づけることを基本課

題と考える。そのうえで，実態の作業に即した運用形態を

念頭に，情報システムによる作業支援を主体に位置づけ，

自動化設備のフレキシブルなコントロールにより，現場機

能の円滑化を実現する。そのためには，配送センター内は

もちろん，商品の入出荷にかかわるセンター外の営業所ー

工場間の情報伝達の仕組みを理解したうえで，システム構

築を行う必要がある。

本社営業所ー生産工場間の受発注システム，各工場の生

産管理システムとの連携がポイントである。

５.３ 物流情報システムの概要

図６に物流情報システムの概要を示す。

納入事例

最先端のモータ組立工場に物流搬送システムを納入した。

この工場は大幅な生産量の増大をめざした専用工場である。

サーバコンピュータ 3台を核とした情報システム，自動倉

庫，自動搬送台車を中心とした物流搬送システム，各組立

現場に設置された自動倉庫（分散倉庫方式）と直結した多

数の組立ロボットで構成され，各システム間をオープン基

幹 LANで結合し，物と情報を完全に一元化して高速，高

頻度で部品供給を行い，完成品搬送までの自動化を実現し

ている。

物流搬送システムは高速化を実現するため，自動倉庫ス

タッカクレーンの駆動系にはサーボモータ，搬送台車には

リニアモータを適用している。

この分散倉庫方式によるシステムは，高速化，自動化，

安定性向上によりリードタイム短縮に貢献し，今後の製造

物流システムの理想形を示すものと考えている。図７にモー

タ組立工場のレイアウトを示す。

あとがき

製造物流ソリューションの概要を紹介した。富士電機は

21世紀の産業改革を実現するためには，情報技術（IT）

を核として，より一層，情報（ネットワーク）・制御・メ

カが緊密な連携を取ることが欠かせない条件であると考え

ている。

今後も，より一層顧客ニーズに対応したソリューション

体系を整備・拡充させるとともに，より高度な製造物流ソ

リューションメニューを開発・提供していく所存である。
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図７　モータ組立工場のレイアウト
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まえがき

現在，多くの企業が21世紀に向けたロジスティクス戦略

として，「サプライチェーンマネジメント」をキーワード

に展開を行っている。これは一企業だけでなく，メーカー

から小売業までのサプライチェーン全体での統合的な活動

で効率化を図る動きが必要とされているからにほかならな

い。

このサプライチェーン効率化のために，需要予測や商品

企画などのデマンドチェーン最適化が重要性を増している。

現在，この変化の源泉である市場動向を取り込む，つまり

各商品の購買データを迅速に収集・分析を行う手段の一つ

として，コンビニエンスストアなどに代表される小売業に

おいては，POS（Point of Sales）システムが必要不可欠

とされている。これは購買状況の把握により，ヒット商

品・不人気商品，性別・世代別の購買傾向などをつかむこ

とで，より効率的で有効な生産計画や販売戦略をサポート

することを目的としているためである。しかし，商品が売

れる（また逆に売れない）理由・背景を統計的に検証し，

新商品開発，マーチャンダイジング（MD），需要予測な

どに役立てることは POS システムからの結果だけでは不

足であり，またあえて試みてもその精度は決して高いとは

いえない。これは，POS システムでは商品をハードウェ

アとしてのみとらえているためである。つまり実際には消

費者がある商品を選択・購買する理由には，さまざまな心

理的要因が絡んでくるため，POS データを分析してもな

ぜ消費者がその商品を選択したのか，選択した商品からど

のような心理的満足を求めているのかまでは分からない。

そのため購買理由と直結せず，よって分析精度，予測精度

の向上に結びつかないためである。

このような分析を，従来はアンケート調査などに基づい

て商品開発担当者，商品企画担当者の感性・推定により行

われているケースが多い。しかし，これら手作業の経験，

勘に頼る方法では，定量的・定性的な裏付けを確実にかつ

タイムリーに得られるとは限らず，その担当者の裁量次第

で結果が左右される度合いが大きい。よって，需要予測す

る際でも，予測精度にばらつきが生じ，安定して精度よく

予測を行うことが難しいとされている。

この複雑化・多様化する消費者ニーズを的確かつ迅速に

把握するソリューションへのニーズが高まってきている。

そこで，高度な解析技術を駆使しマーケティング調査分析

を行っている（株）シタシオンジャパン，幅広いサービスラ

インで総合コンサルティングを展開している朝日アーサー

アンダーセン（株），そして富士電機の高度なアルゴリズム

開発力とシステム開発力の融合により，マーケティングソ

リューションの体系化とそのツールであるVMAS（Visual

Marketing Support System）を共同開発した。

新商品の企画・開発のためのマーケティング

分析

２.１ 目　的

本システムの目的を一言でいえば，“商品・サービスが

売れる要因を心理的因子から明らかにする”ということに

なる。ここでいう心理的因子とはユーザーが商品・サービ

スを選択する，あるいは購買するときのさまざまな諸要因

を指す。具体的には“なごみ”“パーソナル”“エコロジー”

“シンプルな”といったものになる。

２.２ 考え方と原理

本システムの基本的な考え方を図１に示す。まず，先に

述べた心理的因子（購買要因と想定されるもの）を商品に

あらかじめ付しておく。一方で商品の“売行き”を把握す

マーケティングソリューション
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図１　VMASの分析原理
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ることによって，売行きに関係する心理的因子を発見しよ

うということになる。

基本的な考え方は非常にシンプルであるが，実場面では

ここでいう心理的因子は多種多様に想定される多変量が対

象となる。また，売行きに関係する心理的因子が発見され

ても商品企画上の意味をはっきりさせる必要がある。これ

らのことを解決するために，心理的因子と商品固有の物理

的因子「プロダクトハードスペック因子」，例えばカメラ

でいえば，外観デザイン，大きさ，ズーム機能，アパレル

でいえば，色・柄パターン，型，素材などを統合的に扱え

るようになっていることが分析上の特徴である。データ解

析手法としては数量化理論Ⅲ類を用いてこれらの多変量因

子を同時に処理し，二次元のマップ上に視覚的に分かりや

すく表現することができる。

２.３ ソリューション体系

売れる要因が分かることによって，次のような商品企画

や販売管理に関するさまざまな用途が考えられる。

一般消費者向けの商品企画

ヒット要因の分析

売れ筋・死に筋商品の見極め

新商品のコンセプト作り

™ターゲット層の絞り込み

™マクロな売上げの予測

企業商品群のイメージ分析，PR戦略

流行の先取り

また，基本分析パッケージ VMASを中心に，図２に示

すようなソリューションメニューを用意している。

対象となる顧客は「消費財メーカー」「製造小売業」全

般およびこれらの商品を扱っている「流通企業」と幅広い。

本システムは POS および売上げ管理システムと連動す

ることによって，大きな効果が期待できる。つまり，売上

げの要因をリアルタイムに分析し，次の一手をスピーディ

に打つことができることになる。

２.４ 適用分野（“これまで”と“今後の可能性”）

VMAS開発以前に，先に述べた分析原理を用いて，（株）

シタシオンジャパンにて約50例に及ぶ分析実績がある。そ

こでの適用例は時計，カメラ，電動工具といったプロダク

ト系商品，下着，スポーツシューズなどのアパレル系商品

といった分野に及んでいる。

VMASの開発によって，これまでの方法では作業上あ

るいはコスト上困難であった，プロダクトライフサイクル

（PLC）の短い食品業界や取扱商品数の多い流通業界にも

同様の手法が適用できるようになった。特に POS との連

動で効果を発揮する本システムは流通や SPA（Speciality

store retailer of Private lavel Apparel）での導入も期待

できる。

マーケティング分析システム「VMAS」

先に述べたマーケティング分析手法を視覚的・体系的に

行うコンピュータシステム「VMAS」を開発した。

３.１ システム構成と機能

VMASはWindows
〈注〉

95/98 のもとで動作する。システム

機能構成を図３に示す。

評価表作成・編集

因子辞書商品データベース（DB）から選択される因子

と商品を読み込み，図４に示すような評価表を作成する。

分析者は，商品ごとに各因子のうち，適合する因子をマウ

スでクリックしていく。このとき，商品ならびに因子の挿

入・削除を適宜行うことができる。また，因子間・商品間

の類似度ならびに各因子の適合度がチェックされ，この段

〈注〉Windows ：米国Microsoft Corp. の登録商標

（1）

（6）
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（4）
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図２　ソリューションメニュー
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図３　VMASのシステム構成
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階で因子の削除や追加など，因子の見直しを行うことがで

きる。

多変量解析

評価表を数量化理論Ⅲ類で解析することにより，商品・

因子を特徴づける軸とその軸に対する商品・因子のスコア

を算出する。軸は固有値の大きいものから 5軸まで算出さ

れる。各軸ごとに商品・因子をスコアの大きい順に棒グラ

フ（図５）で表示する。これをもとに他の因子から極端に

離れた因子のチェックを行うとともに，各軸に表すマクロ

な特性を読み取り，軸に名前を付与する。

５軸から任意の 2軸を取り出し，それらを横軸・縦軸と

する二次元平面上にそれぞれのスコアによって商品・因子

をマッピングする（図６）。

数量化理論Ⅲ類により算出されたスコアをもとに商品な

らびに因子をクラスタ分析し，それぞれをグループ分けす

る。デンドログラム（樹形図）を表示し，任意のグループ

数に分けることができ，人為的な分け方を介在させること

も可能である。グループ分けした各グループ単位で因子ご

との適合度を自動的に計算する。

クラスタ分析後は，二次元平面上の商品・因子のマッピ

ングをグループごとに色を変えるなどグループの識別が可

能となる。さらに，グループの重心にグループに属す商品

（因子）の数に応じた大きさの円を描くことで，グループ

の位置・規模を明示することができる。

販売データ連携表示

販売地域や顧客属性に応じた売上げ，客数などの販売デー

タを検討に必要な期間分，POS データなどから取り出し，

VMASに入力設定する。データは解析する商品，目的に

応じて，日・週・月などの単位となる。この販売データを

前述の二次元平面上の各商品位置に表示する。表示方法は

二次元等高線（図７）ならびに三次元の等高線，棒グラフ

である。これらは時間の経過とともにアニメーション的に

変化する。また，三次元グラフは視点の位置・角度を可変

な鳥観図（図８）として表示する。

グループ別の商品に対し，販売データを目的変数に，因

子を説明変数として，数量化理論Ⅰ類で解析することによ

り，どの因子が販売に大きく正（負）に寄与しているかを

定量的に分析することができる。

３.２ 分析の手順

VMASを使ったマーケティング分析の大まかな手順を

図９に示す。

３.３ 特長ならびに導入効果

主な特長とそれによってもたらされる効果は以下のとお

（3）

（2）
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図４　評価表（一部）の画面例

図５　因子・商品スコアの棒グラフ（例）

図６　因子・商品の二次元マップ（例）

図７　二次元等高線による売上げ推移
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りである。

ビジュアルな分析による課題発見の容易化

従来は因子設定とアウトプットの関係を把握するのに高

度なスキルや経験を必要としていた。これが販売データと

リンクした形でかつビジュアルに表示されることにより，

マーケティング課題（自社商品と他社商品の違い，売れ筋

商品の要因など）を発見しやすくなり，従来では気づかな

かったような現象までみえてくることが期待できる。

シミュレーションによる分析精度の向上

分析時間（特にデータ解析）の短縮により最適な解が得

られるまで複数回のシミュレーションが可能になるため，

分析精度の向上が期待できる。

また，何度もデータ解析をしながら因子の検討・入替え

をシミュレーションできることにより，課題に対する最適

解を発見しやすくなる。

説得力の増大

分析者にとって分かりやすいだけでなく，意思決定者へ

の説得力（プレゼンテーション効果）も高い。特に販売デー

タが時系列で（時間概念をもって）表現できることの分か

りやすさは特筆すべきものがある。

分析期間短縮とコスト削減

VMASを使うことにより，従来複数のツールを使って

行ってきたデータ操作の手間を最小限にすることができる。

これにより，分析の期間が短縮するとともにその工数にか

かるコストを削減することができる。

マーケティング分析事例

VMASによるマーケティング分析事例として，1990年

後期から1991年におけるコンパクトカメラ市場を取り上げ

てみた。

４.１　当時の市場概況と分析の目的

分析の対象期間は1990年 7 月から1991年12月までの16か

月である。この時期は各社からニューコンセプトカメラと

呼ばれる新機軸のコンパクトカメラが相次いで投入された

時期であった。

その例として発売順にオリンパス光学工業（株）の「イズ

ム 330D」，キヤノン（株）の「オートボーイ JET」，ミノル

タカメラ（株）の「APEX105」が挙げられる。しかしなが

ら，ユーザーはこれを容易に受け入れず，当時，市場を制

したのはキヤノン（株）の「オートボーイAiAFズーム」，

富士写真フィルム（株）の「カルディアミニ」といったデザ

イン的には従来のコンサーバティブ路線であった。

以下に述べるケーススタディ分析の目的は当時のこの

“明暗”や“売れた”要因がどこにあったのかを，VMAS

を適用し，解明することにある。

４.２ 分析設計

分析はコンパクトカメラ32機種を対象に行った。各月の

売上データはカメラ業界で通常使われている「MRCデー

タ」と呼ばれる主力パネル店への調査データを用いた。

売上げの要因を解明するために用いた“因子”は合計60

個で，そのうちプロダクトハードスペック因子は33個（ズー

ム機能，大きさなど），購買行動因子21個（「シンプルな」

といった外観イメージ，価格帯など），コミュニケーショ

ン因子 6個（宣伝，カタログイメージなど）という構成に

なっている。これらの因子と月次売上げ推移がどのように

関係しているのかを VMASによって分析することにより，

売上げに寄与する因子あるいは因子軸を発見することとな

る。

４.３ 分析結果

主な分析結果を図６，図７に示す。図６は32機種，60因

子の関係を 1軸（X軸）と 2軸（Y軸）によって表したも

のであり，左側を「因子マップ」，右側を「商品マップ」

と呼ぶ。まず，この 2枚のマップから各社商品の質的違い

がどのような因子構成によるものかを分析することができ

る。「因子マップ」における各因子の“並び”から，１軸

左右の関係を「マニアック」ー「カジュアル」と，２軸上

下の関係を「静的」ー「動的」という概念でとらえること

（4）

（3）

（2）
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図９　マーケティング分析の手順

図８　売上げの三次元等高線表示
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ができる。

図７は 3か月おきに各時期での売上データを「商品マッ

プ」上に重ねて表示したものである。図中，売上げの高い

エリアが，より濃いトーンで表示されている（実際の

VMASではこの時間推移をアニメーションで視覚的にと

らえることができる）。この売行き動向によって，売行き

が良いエリアとそこに寄与する因子（すなわち売行き要因）

を発見することができる。

（結果 1） 図６の「商品マップ」を見てみると「マニアッ

ク」×「静的」エリア（左上）に各社の商品が集中してい

ることが分かる。ここに大きな市場性があれば別だが，こ

こでの競合状況はたいへん厳しいものといえる。

逆にいえば，これ以外のエリアでは商品の差別性を図り

やすく，今後の新商品開発における一方向として考えるこ

とができる。

また，同エリアの売上げを図７から読み取ってみるとヒッ

ト商品は存在するものの，ピンポイントのエリアに限られ

ており，商品仕様・デザイン処理のさじ加減が微妙なエリ

アといえそうだ。

（結果 2） 図７からは売れ筋の動向がはっきりと読み取

ることができる。1990年 9 月期から1991年12月期の 1年半

で，売れ筋が「マニアック」×「静的」エリアの左上から，

マップの下側（すなわち“動的”エリア）にシフトしてい

ることが分かる。また，同時期では「カジュアル」×「静

的」エリア（右上）の売行きが芳しくないことが分かる。

（結果 3） 1991年 3 月以降の動きとしては，「動的」エリ

アにおいて「マニアック」から「カジュアル」へ（左から

右へ）という動きが見えてくる。

「カジュアル」軸の構成因子として，外観イメージ（購

買行動因子）で「軽そうな」「明るい」「女性的」などが，

機能（プロダクトハードスペック因子）として「パノラマ

撮影」「フラットな形状」があり，これらの因子あるいは

因子の統合概念である「カジュアル」軸がヒット商品の要

因として考えられる。

４.４ 商品開発の方向性（結論）

当時を振り返るレビューではあるが，先に述べた市場状

況のとき，どのような商品戦略・販売戦略を採るべきであっ

たかについて簡単にふれておく。

「オートボーイ JET」はキヤノン（株）の戦略的商品で

あったが，このマップ上で「マニアック」×「動的」のベ

クトルが強く，顧客ニーズ（＝因子）にマッチしていると

はいいがたい。むしろ同社の商品でいえば，カジュアル方

向にある「オートボーイ AiAF ズーム」こそが顧客ニー

ズにマッチした商品であったと思われる。

一方，富士写真フィルム（株）の「カルディアミニ」はこ

うした時流となった“カジュアル”路線を“パノラマ機能”

によって具現化し，ヒット商品となったと考えられる。な

お，この分析では，商品企画案が商品マップ上のどこに位

置づけられるのかをシミュレーションすることもできる。

これを利用することによって，売れ筋のピンポイントエリ

アへの商品開発も可能となる。

以上は VMASによって分析される商品軸，因子軸のう

ち，説明率の高い 1軸，２軸へのマッピングによる分析結

果であるが，本システムではこのほかに第 3～第 5までの

軸と，これら 5軸の組合せ（10とおり）のマップをアウト

プットすることができる。これによって，売れ筋要因や各

社の商品分析をより細かく分析することが可能である。

あとがき

（株）シタシオンジャパン，朝日アーサーアンダーセン

（株）ならびに富士電機の提携，協力により，非常に有効な

マーケティング分析システムを開発することができた。

今後，３社はこのシステムを多くの実業務に適用してい

き，さらに役立つマーケティングツールに発展させていく

所存である。関係各位の温かいご指導をお願いする次第で

ある。
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テム統括部産業ソリューション部

長。

植草　　誠

産業分野向けコンピュータシステ

ムの企画，設計，開発に従事。現

在，（株）FFC産業・公共システ

ム統括部産業ソリューション部主

任。
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まえがき

昨今の企業を取り巻く厳しい経営環境は，今後も不透明

な状態にある。製造業，とりわけ直接生産をつかさどる各

工場においては生産性を維持・向上することが従来にも増

して重要な使命となっている。これを設備管理の観点から

とらえると，大型の設備投資は減少し，既存設備を改善・

延命しつつ最大限の生産性を確保することにあり，保全活

動の合理化が生産活動の根幹と位置づけられる状況にある。

保全技術・ノウハウの共有化・伝承，信頼性・安全性・経

済性の確保，計画的かつタイムリーな保全の実施，設備の

増設・改造・変更の容易性の確保など，保全活動に求めら

れる要件は数多くある。この要件に対し情報技術（IT）

を応用・駆使し，システム化することが保全業務の合理

化・省力化に有効な手段となっている。すなわち保全情報

を共有し，活用することで保全活動を強力に支援すること

が可能となる。

一方，前述の自工場における保全活動の効率化とは別に，

製品の納入先である顧客へのサービス向上を目的としたア

プローチもある。すなわち，納入製品の稼動状況などを監

視・管理することで顧客の機会損失と負荷を軽減し，併せ

てベンダー側の点検・保全活動の合理化を図ることにある。

富士電機は，この二つのアプローチを基本に，保全情報

のスタティックな管理のみならず，現場情報のリアルタイ

ム収集による傾向分析・解析などによる予防保全，点検業

務の合理化など従来から培ったノウハウを加え，「トータ

ル保全ソリューション」を提供している。

富士電機の「トータル保全ソリューション」

保全システムを構築していくうえでの顧客の悩みには以

下のようなものがあげられる。

保全業務に必要な設備情報が個別に管理されている。

保全担当者のノウハウにばらつきがある（○○さんに

しか分からない）。

故障が起きたとき，原因特定に時間がかかる。

予防保全のための点検ポイントが分からない。

点検記録・保全記録が紙ベースで有効活用できない

（例えば，傾向管理ができない）。

保全コストを圧縮したい。

富士電機では，このような顧客の課題に対し，保全業務

の目的を以下の 3点に整理した。

™故障が起きたら迅速に復旧させること。

™故障が起きないように予防処置を行うこと。

™故障が起きにくい（起きても復旧が容易な）設備を

造ること。

富士電機の保全ソリューションでは，これらの目的のた

めに保全計画立案（Plan），定期点検・故障復旧処置の実

施（Do）から，活動の記録・分析（Check）による保全

活動の改善（Action）までをトータルにサポートするソ

リューションを提供するものである。

保全ソリューションは図１に示すように，保全活動を故

障復旧サイクル，保全管理サイクル，設備導入サイクルの

三つのサイクルに分類し，それぞれのサイクルを情報管理，

情報共有の観点から支援する。

設備構成管理は，設備導入サイクルと保全管理サイクル

をカバーするものである。

２.１ 故障復旧サイクル

運転サイドのオペレーターは通常「運転監視」を行って

おり，何らかの「異常検出」により保全担当者に通知する。

保全担当者は工事業者，設備メーカーなどの協力を得て

「設備点検」を行い「原因特定」し，「復旧処置」を実施する。

「処置記録」は再発防止を含め保全部門の大事なノウハ

ウ，情報となる。この「処置記録」を有効利用することで

故障復旧のレベルを上げていく。

２.２ 保全管理サイクル

このサイクルでは設備「台帳登録」が起点となる。ここ

には保全活動の対象となる設備の必要最小限の情報が登録

されている。この情報を基に保全担当者は「保全計画」を

立案し，工事業者，設備メーカーなどの協力を得て「定期

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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点検」を実施する。

点検の結果「点検記録」が情報として出力される。この

「点検記録」と前述の「処置記録」などの「実績収集・記

録」を「統計・分析」することにより「兆候検出」「原因

推定」が可能となり，故障復旧サイクルの「異常検出」

「設備点検」を支援する。同時に保全管理サイクルでは，

「ガイダンス整備」により「保全規準見直し」が可能とな

り，その結果は「台帳登録」され次回の保全管理がレベル

アップされる。

２.３ 設備導入サイクル

このサイクルの実施部門はいわゆる生産技術部門である。

サイクルのスタートは「設備導入計画」に始まる。「設

備導入（改造）仕様」が作成され，現場に「設備導入（改

造）」される。この情報は保全管理サイクルに「台帳登録」

される。ここで「稼動実績記録」を行うことにより，同じ

く保全管理サイクルの「実績収集・記録」データと「統

計・分析」され，「改善ノウハウ」が生成・蓄積される。

これを次回の「設備導入計画」にフィードバックさせる。

設備保全管理ソリューション例

設備保全管理はユーザー自身の設備を管理する場合と，

ユーザーに生産設備を導入いただく設備（機械）ベンダー

の立場で求められる課題に違いがある。

ここではエンドユーザー向け設備保全管理とベンダー向

け設備保全管理を紹介する。

３.１ エンドユーザー向け設備保全管理

エンドユーザー向け設備保全管理では，図２に示すよう

に保全活動のサイクルを大きく三つに分け，それぞれのサ

イクルが相互に情報を共有することで相乗効果を上げてい

く。

故障復旧サイクル支援

本サイクルでは，シナリオ監視による高度な異常検出，

故障履歴の一元管理によるノウハウ共有，推論エンジンに

よる原因特定支援，処置ガイダンスによる復旧処置サポー

ト，稼動時間管理による予防保全支援などの機能が求めら

れる。その結果，設備稼動率向上・運転停止の最小化，不

必要な設備損傷の防止などの効果が期待できる。

予防保全の推進（管理保全サイクル支援）

本サイクルでは，機器台帳管理，マスター管理による現

状把握と整理，計画機能による保全計画，作業計画，備品

計画の立案，点検記録，故障・交換記録を分析することに

より有効な保全計画を立案するなどの機能が求められる。

その結果，オーバメンテナンスの防止，整備範囲の最小化，

突発・計画外補修の防止，改善部位・改善項目の明確化，

再発防止策の立案・展開などの効果が期待できる。

設備設計への保全ノウハウの織込み（設備導入サイク

ル支援）

本サイクルでは，保全情報・改善ノウハウのフィードバッ

ク，設備関連情報（仕様，導入記録，保全記録，稼動記録

など）の収集・蓄積，設備品質管理・改善活動支援環境の

整備などの機能が求められる。その結果，導入時点での予

防保全ノウハウの織込みによる計画外補修の防止，メンテ

（3）

（2）

（1）
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故障復旧サイクル 

保全管理サイクル 
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Action

ActionPlan

Do

Do
Plan

Action

Check

Check

Check

Plan/Do

稼動実績記録 

設備導入 
（改造）仕様 

設備導入 
（改造） 

ガイダンス整備 

保全基準見直し 

設備構成管理システム 保全管理システム 

実績収集・記録 

台帳登録 

保全計画 定期点検 

点検記録 

兆候検出 

設備点検 

原因特定 

復旧処置 

処置記録 

運転監視 

異常検出 

原因推定 

統計・分析 

図１　保全ソリューションのコンセプト
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ナンス性の向上による保全効率の向上などの効果が期待で

きる。

３.２ ベンダー向け設備保全管理

顧客に納入した製造設備の迅速な故障復旧処置や予防保

全の実施は，図３に示すように顧客からの信頼獲得のため

の大切なサービス活動である。

しかし，一方で保全・保守活動の効率化によるコストの

圧縮は，収益性向上の重要な要素でもある。

この設備保全管理では，情報の共有，リモート環境，ノ

ウハウ蓄積とフィードバックをキーワードに保全・保守活

動の効率化とレベルアップを強力にサポートする。

顧客台帳による設備納入情報の一元管理。

リモートメンテナンス環境により，遠隔にて機械の稼

動情報・故障情報の収集。

保全データベース（DB）の構築により，保全情報（3）

（2）

（1）
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図２　エンドユーザー向け保全管理システムの構成
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（設備台帳，点検スケジュール，点検手順，点検履歴な

ど）の共有化，可搬化の実現。

ファイリングシステムを活用した保全ノウハウのオー

プン化により，設計，製造，検査部門などと保全ノウハ

ウの共有化を実現。

以上の各機能により実際に次のような効果が期待できる。

™効率的な保全活動による保全費用の削減。

™保全ノウハウのフィードバックによる販売商品（機

械）の品質向上。

™アフターサービスの充実による顧客満足度の向上。

設備構成管理パッケージ

生産設備を管理するうえでの顧客の悩みとして，①末端

設備までの構成状態が把握できない，②省エネルギーを推

進するために細かな計量を行ったとしても収集データの精

度が維持できない，③設備の構成状態変更に柔軟に対応で

きない，などが挙げられる。富士電機の設備構成管理パッ

ケージは本課題に対し，設備の導入時や改造に伴う設備仕

様，保守・保全情報などの設備情報管理機能を提供する

（図４）。

具体例として電力幹線系統を記す。

電力幹線系統管理システムは，電力幹線に設置している

設備，機器の名称，位置，仕様などをビジュアルに表現し

管理する“構成管理機能”，構成管理機能からリンクし電

力幹線に設置している設備・機器の各種マニュアル，ドキュ

メント，図面を履歴管理する“図面管理機能”に大別され

る。これらの機能をWeb 環境にて実現している。

それぞれの機能により次のような効果が期待できる。

電力設備・系統情報の管理精度向上。

設備情報の一元管理による設備管理業務の効率向上。

電力幹線系統システムは，電力量計測システムとのリン

ケージによる省エネルギーの推進や水配管系統や施設管理

への整備・拡充を図る計画である。

あとがき

「規制緩和」の時代に生き残るための企業のテーマは，

企業全体の合理化の加速推進とカスタマーフォーカスによ

るビジネスチャンスの拡大にある。システム的な観点から

すると，ネットワークを中心に，SCP（Supply Chain Plan-

ning）， ERP（ Enterprise Resource Planning），MES

（Manufacturing Execution System），コントロールの各

階層が連携することで最大効率を導き出すことにある。

ここに紹介した「保全ソリューション」は，限られたリ

ソース（人，物，金）の合理化であり，狙いは顧客の信頼

を獲得しビジネスチャンスを拡大することにある。すなわ

ち，SCM（Supply Chain Management）の描く全体最適

化のなかに組み込まれた一つのカテゴリーとして重要な位

置づけにあるものと考え，富士電機のソリューション全体

コンセプトと連動し今後も整備・拡充を図る所存である。

（2）
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設備番号 設備区分 
工場 

メーカー名 

継電器1
メータ1
変圧器1

メーカー型番 
受電変 
継電器 富士電機 FUJI0001
メータ 富士電機 FUJI0002
変圧器 富士電機 FUJI0003
継電器 富士電機 FUJI0004
遮断器 富士電機 FUJI0005
変圧器 富士電機 FUJI0006
遮断器 富士電機 FUJI0007
電気室 
変圧器 富士電機 FUJI0008
遮断器 富士電機 FUJI0009
フィーダ 
遮断器 

継電器2
メータ2
変圧器2
遮断器2
電気室2
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図４　設備構成管理システムの構成
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三木　俊也

FAPIG，154（2000）

光機能材料研究
会光触媒，創刊号（2000）

日本応用磁気学
会

日刊工業新聞社

日本応用磁気学会誌，24，4
（2000）

富士・川重原子力推進本部
東京システム製作所
エネルギー製作所
原 子 力 事 業 部

〃
〃
〃
〃

光触媒による低濃度 NOx 除去法（光脱硝
法）の最新動向

富士電機総合研究所
〃

西方　　聡
西村　智明

総合コントローラ「MICREX-SX」による
分散制御システム 技 術 統 括 部 永田　康則 オートメーション，5月号

（2000）

日本能率協会補助スイッチ付き新部分共振形コンバータ 富士電機総合研究所 五十嵐征輝 2000スイッチング電源シンポジ
ウム（2000）

The Electro-
chemical Socie-
ty

Surface Characterization of Silicon Ni-
tride Films Biased in Ionic Water

富士電機総合研究所
松 本 工 場

〃

松崎　一夫
御子柴康治
藤原　　等

Journal of The Electrochemical
Society，147，4（2000）

IFAC2000
Considerations of islanding and Self-
Excitation Problems of Induction Genera-
tors

富士電機総合研究所
〃

中沢　親志
中西　要祐

IFAC Symposium on Power
Plants & Power Systems Con-
trol 2000 予稿集（2000）

CrX 下地膜構造の CoCrTaPt 膜成長へ与
える影響

富士電機総合研究所
〃
〃

松 本 工 場
〃
〃

久保木孔之
石渡　　統
折笠　　仁
高橋　伸幸
柏倉　良晴
下里　　学

SPring-8 産業用専用 BMビームライン：
XAFS実験装置の試用

富士電機総合研究所
〃

大沢　通夫
寺西　秀明

SPring-8 産業用専用 BMビームライン：
ビームラインの概要

富士電機総合研究所
〃

大沢　通夫
寺西　秀明

SPring-8 産業用専用 BMビームライン：
X線トポグラフィー装置の試用

富士電機総合研究所
〃

大沢　通夫
寺西　秀明

SPring-8 産業界専用 ID ビームライン：
ビームラインの概要 富士電機総合研究所 広瀬　隆之

第13回日本放射光学会年会・放射光科学合同シン
ポジウム（2000-1）SPring-8 産業界専用 ID ビームライン：

蛍光X線装置の試用 富士電機総合研究所 広瀬　隆之

SPring-8 産業界専用 ID ビームライン：
蛍光X線装置の概要 富士電機総合研究所 広瀬　隆之

SPring-8 産業界専用 ID ビームライン：
マイクロビーム装置の試用 富士電機総合研究所 広瀬　隆之

SPring-8 産業界専用 ID ビームライン：
X線回折装置の試用 富士電機総合研究所 広瀬　隆之

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

精密工学会　柔軟媒体搬送技術と学理に関する研
究協力分科会（2000-3）

紙の搬送ガイドとの衝突による動的変形解
析

富士電機総合研究所
〃
〃

山本　健明
川崎　哲治
山田　隆典

日本水環境学会年会（2000-3）微生物を用いた微量有害化学物質の毒性評
価法の研究

富士電機総合研究所
〃

田口　和之
田中　良春

日本セラミックス協会・ 2000年年会（2000-3）

吸着酸素と添加遷移金属が形成する ZnO
バリスタの界面準位

富士電機総合研究所
〃
〃

永田　徳久
津田　孝一
向江　和郎

空乏層幅により支配された ZnOバリスタ
の伝導機構

富士電機総合研究所
〃
〃

津田　孝一
永田　徳久
向江　和郎

フロンティアセラミックス拡大会議（2000-3）界面電子構造制御によるフロンティアセラ
ミックスの創製

富士電機総合研究所
〃
〃

津田　孝一
永田　徳久
向江　和郎

電子情報通信学会　全国大会（2000-3）ケーブルを接続したディジタル IC 回路の
静電気放電による誤動作の測定 生 産 技 術 研 究 所 外薗　洋昭
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フレキシブル無線ネットワーク 技 術 開 発 室
三 重 工 場

畠内　孝明
杉野　一彦

薄膜インダクタを集積した超小型 DC/DC
コンバータ

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

片山　　靖
菅原　　聡
中澤　治雄
林　　善智

電子情報通信学会総合大会（2000-3）

平成12年電気学会全国大会（2000-3）

交流変換回路 富士電機総合研究所 黒木　一男

大型回転機の解析技術 エネルギー製作所 村岡　政義

磁気で浮かしたものを動かす！回す！ー磁
気浮上系における非線形技術：永久磁石の
開発動向と磁気浮上への適用

富士電機総合研究所 渡部　俊春

同期機諸定数の算定法と測定法 富士電機総合研究所 日和佐寛道

無声放電型オゾナイザの誘電体の違いによ
るオゾン発生特性（2）

富士電機総合研究所
〃

石岡　久道
田中　義郎

高圧モータのインバータサージ電圧分担

富士電機総合研究所
〃

富 士 電 機 モ ー タ
電機・交通システム事業部

小原　孝志
辻村　輝雄
篠崎　信行
保坂　　忍

変圧器絶縁物電極系におけるカー効果を用
いた油中電界分布測定

富士電機総合研究所
〃
〃

清水留美子
仲神　芳武
宮本　昌広

固体絶縁物表面における油中沿面放電の進
展（10）

富士電機総合研究所
〃

仲神　芳武
宮本　昌広

２重チョッパを用いた高周波漏洩電流抑制
回路

富士電機総合研究所 五十嵐征輝

双方向スイッチ回路を用いた昇降圧形直接
変換回路の入力電流波形改善方法と実験結
果

富士電機総合研究所
〃
〃

三野　和明
大熊　康浩
黒木　一男

新方式単相三相直接変換回路のシミュレー
ション結果

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

小高　章弘
三野　和明
五十嵐征輝
黒木　一男

直接AC/AC変換方式による直列形電圧安
定化装置の検証試験

富士電機総合研究所
〃

吉岡　康哉
小西　茂雄

ディジタルデッドビート制御を用いたアク
ティブフィルタの電流追従性の向上

富士電機総合研究所
〃

徳田　寛和
天野　　功

モータの中性点を用いた高力率コンバータ
の運転特性

富士電機総合研究所
〃

伊東　淳一
石井　新一

１インバータ・複数台誘導機用ベクトル制
御を適用した鉄道車両駆動システムの動作
解析

富士電機総合研究所
〃

松本　　康
尾崎　　覚

誘導機の速度センサレスベクトル制御にお
ける速度推定演算の問題点と改善法

富士電機総合研究所
〃

田島　宏一
海田　英俊

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

フィードフォワード制御を併用した永久磁
石同期電動機のセンサレスベクトル制御

富士電機総合研究所
〃
〃

山嵜　高裕
野村　尚史
大沢　　博

無声放電型 ESP の集じん率向上に関する
研究

情報システム事業部
〃
〃

瑞慶覧章朝
川上　一美
高松　武史

電気集じん装置におけるスパーク発生と凝
集粒子形状の関係

情報システム事業部
〃
〃

瑞慶覧章朝
川上　一美
高松　武史

オゾン発生装置用インバータの出力制御方
式

富士電機総合研究所
〃

神 戸 工 場

山田　隆二
小林　宣之
米田　和生

新しい規範モデルを用いたモータ速度の単
純適応制御

環境システム事業部
〃

西田　英幸
戸高　雄二

変圧器用遮音板への能動制御の適用検討

富士電機総合研究所
〃
〃

変電システム製作所
〃

清水留美子
仲神　芳武
宮本　昌広
川西　敬造
高坂　正明
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過渡安定度に対する q軸過渡定数の影響
に関する一考察

富士電機総合研究所
〃

中沢　親志
千原　　勲

熱容量法による損失測定の大形回転機への
適用

富士電機総合研究所
〃

日和佐寛道
大久保憲悦

２極空気冷却タービン発電機の漂遊負荷損
の検討

エネルギー製作所
〃

富士電機総合研究所

木村　　誠
新倉　仁之
小原　孝志

負荷時タップ切換モールド変圧器の開発

変電システム製作所
〃
〃
〃

渡邉　賢治
伊藤　敬三
松山　　亮
和田　元生

新絶縁油の変圧器への適用検討（Ⅲ）
ーーー菜種エステル油の絶縁特性ーーー

富士電機千葉テック
富士電機総合研究所

〃
〃

宮　　良一
清水留美子
仲神　芳武
宮本　昌広

直冷式 IT超電導パルスコイルの特性評価
（1）

富士電機総合研究所
〃
〃

富岡　　章
今野　雅行
能瀬　眞一

NN応用電力需要予測システムの運用結果
富士電機総合研究所

〃
〃

植木　芳照
松井　哲郎
飯坂　達也

ダム流入量予測へのニューラルネットワー
クの適用

富士電機総合研究所
〃
〃

植木　芳照
松井　哲郎
飯坂　達也

抵抗型限流器のモデル化と配電系統導入時
の短絡故障シミュレーション
ーーーATP（Alternative Transients Pro-
gram）‐EMTPによる解析ーーー

富士電機総合研究所 磯崎　　優

非常用発電機の誘導機負荷投入に伴う電圧
降下解析

富士ファコムシステム
富士総合サービス

壱岐　浩幸
船場　　洋

実系統機器の特性を考慮した配電系統状態
推定手法の基礎検討

富士電機総合研究所
〃

福山　良和
高山　信一

分散電源の連系を考慮した電圧制御機器の
最適整定の基礎検討

富士電機総合研究所
〃

高山　信一
福山　良和

実配電系統を対象とした配電設備増強手法
の比較検証

富士電機総合研究所
〃

林　　巨己
福山　良和

配電系統に連系される発電機起動停止時の
実測と解析ーその 2ー

富士電機総合研究所
〃

藤田　超徹
中西　要祐

超電導発電機による電力系統定態安定度向
上効果のアナログ型シミュレータ実験 富士電機総合研究所 小島　武彦

超電導発電機による電力系統過渡安定度向
上効果のアナログ型シミュレータ実験 富士電機総合研究所 小島　武彦

平成12年電気学会全国大会（2000-3）

標　　　　　題 所　　属 氏　名 発　　表　　機　　関

機構解析プログラムと圧力解析プログラム
を連成した 3相一括形 GCBの動作特性の
解析

富士電機総合研究所
〃
〃
〃

恩地　俊行
遠藤　　弘
高尾　宣行
杉山　修一

ノズル空間内における各種環境適応型ガス
アークの二次元温度分布解析 富士電機総合研究所 杉山　修一

新型ディジタル90リレーの開発
富士電機システムクリエイト
情報システム事業部
東京システム製作所

宮田　三史
湯谷　浩次
尾崎　修二

配電用変電所における制御回路への侵入サ
ージ測定

変電システム製作所
〃

電機・交通システム事業部
中 部 支 社

田之倉一夫
隅　　和憲
小野　浩志
吉田　典雅
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電子カンパニー

流通機器システムカンパニー

電機システムカンパニー
水処理システム，情報・通信・制御システム，計測システム，電力システム，FA・物流システム，環境装置・システム，

電動力応用システム，産業用電源システム，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，UPS，ミ

ニUPS，変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，放射線機器，電力量計，省エネルギーシステム，新エネルギー

システム

機器・制御カンパニー

PLC，POD，操作表示機器，FAセンサなどの FA制御機器，開閉機器，高低圧受配電機器，電力制御機器，モールド変

圧器，ガス関連機器，インバータ，サーボシステム，回転機，回転機応用機器，上記構成の小システム

MOSFET，パワートランジスタ，スマートパワーデバイス，IGBTモジュール，整流ダイオード，電源用パワー IC，高耐

圧 IC，オートフォーカス用 IC，圧力センサ，加速度センサ，ハイブリッド IC，磁気記録媒体，感光体およびその周辺装置

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



富士電機は，「お客様の立場に立って考え，お客様の価値を創造

し高めること」をコンセプトとするソリューションを体系化し，

「Solution_MEISTER」として商品化している。Solution_MEISTER

ではフレームワークと呼ぶ手法により，全体最適の視点に立った課

題の抽出と課題解決の方法を設計する。このフレームワークに基づ

き SCM，ERPによる基幹情報系からMES，制御システムによる

現場の管理・制御系，さらに物流系に至るまでを，最新の情報技術

（IT），ネットワーク技術および現場技術を駆使し実現する。

産業ソリューションの現状と展望

吉田　純一 中島　千尋

富士時報 Vol.73 No.5 p.269-272（2000）

日本におけるバブル経済崩壊以後，「ものは良いものを作りさえ

すれば売れるもの」という考えはまったく通用しなくなった。各企

業は急速に発展した情報技術（IT）を利用し，生き残りをかけ，安

定的発展のためのあるべき姿の模索，そしてその実現を求めること

となった。本稿では，企業活動の基本である価値の創造を広義な製

造ととらえ，そのあるべき姿の提示とその具体化手法に関するソ

リューションの基本的考えを論ずる。

製造ソリューションのコンセプト

田中　春樹 吉田　　清

富士時報 Vol.73 No.5 p.273-276（2000）

今日，製造業，流通業ともに，価格破壊の波を受けて構造改革を

迫られている。各企業ともに生産性を追求していくなかで，次第に

物流コストの増加が目立ち，その大幅なコストダウンを行ってきた。

しかし，従来の物流改善では商品の低価格化に追いつけず，抜本的

な改革の必要性に迫られている。本稿では，生産・販売・物流一体

となったロジスティクスとその戦略立案のフレームにテーマを絞り，

ロジスティクスビジネスへの取組みについて紹介する。

ロジスティクスソリューションのコンセプト

岩田　誠也

富士時報 Vol.73 No.5 p.277-281（2000）

富士電機ではサプライチェーンマネジメント（SCM）ソリュー

ションプロバイダーとして，お客様の価値創造のために，導入コン

サルティングから実際の SCMソフトウェア導入までをサポートし

た幅広いメニューを用意している。SCMソフトウェアとしては，i2

テクノロジーズ・ジャパン（株）やバーンジャパン（株）の製品を展開

している。また，SCM構想企画コンサルタントとして，期待効果

シミュレーションを含め，導入ステップに応じたメニューを準備し

てお客様の SCM構築を支援している。

SCMソリューション

土屋　和広 菅井　賢三

富士時報 Vol.73 No.5 p.282-285（2000）

バブル崩壊以降の日本経済低迷のなか，企業を取り巻く環境が大

きく変化してきている。各企業とも，企業活動全体を効率よくスピー

ディに，そして，企業環境の変化，顧客ニーズの多様化に柔軟に対

応するために，戦略的企業経営の仕組み作りのインフラストラク

チャーとして，ERP（Enterprise Resource Planning）への移行を

図っている。本稿では企業の基幹業務のコアとなる，基幹システム

のパッケージソフトウェアである ERPソリューションを説明する

とともに適用例を示すことで，基幹業務再構築の考え方を述べる。

ERPソリューション

鈴木　　實 岡嶋　英治

富士時報 Vol.73 No.5 p.286-290（2000）

製造業において SCM（Supply Chain Management）を構築する

際，MES（Manufacturing Execution System）の役割は非常に重

要である。SCM，ERP領域において，いくら最適システムを企画

し，実際に SCPソフトウェアを導入しても期待される SCM効果は

限定される。富士電機は SCMソリューション，ERPソリューショ

ン，ロジスティクスソリューションと連携することで生産現場指向

型の SCM構築を念頭に，長年培った生産現場ノウハウをMESソ

リューションとして集約し，提供する。

MESソリューション

及川　　弘 加藤　知一 田中　　優

富士時報 Vol.73 No.5 p.291-294（2000）

運送会社は単なる荷物の輸送だけでなく，情報システムを核に，

荷主に対して高付加価値サービスを提供する企業に生まれ変わろう

としている。本稿では，陸運大手企業に対して提供したソリューショ

ンを数例紹介する。具体的には，基幹システムを包括する大規模ネッ

トワークシステム，端末をオープン化するエミュレータ，ターミナ

ル内荷役作業を合理化する荷物自動仕分けシステム，トラックの運

行状況の監視システム，そして意志決定支援ツールとして地図を応

用したシステムである。

運送物流ソリューション

口　聖児 下津　慎治

富士時報 Vol.73 No.5 p.295-298（2000）

食品業界を取り巻く環境は，ここ数年で大きく変化している。

HACCPをベースとした品質保証，安全性の確保および消費行動の

変化（個性化，多様化など）に柔軟に追従するビジネスモデルの構

築が企業経営上の大きな課題になっている。本稿では，食品の安全

性（IE＆ HACCPコンサルティングフレーム）と消費者を起点と

した流通インフラストラクチャー（SCMシステム構築の考え方）

にテーマを絞り，食品流通ビジネスへの取組みについて紹介する。

食品流通ソリューション

高橋　一仁 清水　　工

富士時報 Vol.73 No.5 p.299-303（2000）
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Abstracts (Fuji Electric Journal)

After the bubble economy burst in Japan, the thought of “quality

products sell well” has become unwarrantable.  Utilizing rapidly devel-

oped information technology (IT), enterprises have groped for an attitude

toward stable development to survive and desired its realization.

Grasping that value creation fundamental to enterprise activity is manu-

facture in a broad sense, this paper proposes how it should be and dis-

cusses a basic thought on solutions for its embodiment.

Concept of Manufacturing Solutions

Haruki Tanaka Kiyoshi Yoshida

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.273-276  (2000)

Fuji Electric has systematized solutions based on the concept of

“value creation and enhancement from the standpoint of the customer,”

resulting in the “Solution_MEISTER” on the market.  The Solu-

tion_MEISTER uses technique called framework to  extract problems

from the viewpoint of value chain and design a method of solving them.

Based on this framework, an information system for enterprise by SCM

(Supply Chain Management) and ERP (Enterprise Resource Planning), a

field management/control system by MES (Manufacturing Execution

System) and control systems, and logistics are realized utilizing the

advanced information, network, and control technologies.

Overview of Fuji Electric’s Industrial Solutions

Junichi Yoshida Chihiro Nakajima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.269-272  (2000)

With the aim of value creation for customers, Fuji Electric as a solu-

tion provider for supply chain management (SCM) has prepared wide

menus that support from consulting on introduction to introduction of

SCM software.  The products of i2 Technologies Japan, Inc. and Baan

Japan Co., Ltd. are applied to the SCM software.  We as a SCM scheme

planning consultant support customers in structuring SCM with menus

prepared corresponding to introduction steps, including the simulation of

expected effects.

Solution to Supply Chain Management

Kazuhiro Tsuchiya Kenzou Sugai

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.282-285  (2000)

Both manufacturing and distribution industries are currently faced

with structural reform by a heavy price fall.  Enterprises in pursuit of pro-

ductivity noticed that increase in distribution cost gradually became

remarkable, so they had tried to reduced the cost.  However, the former

improvement in distribution was not enough to compensate the reduction

in commodity prices, so enterprises are under the necessity of drastic

reform.  With the theme narrowed down to the frame of logistics, incorpo-

rating production, sales and distribution, and strategy planning for it, this

paper describes our achievements in logistics business.

Concept of Solutions to Logistics

Seiya Iwata

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.277-281  (2000)

In structuring supply chain management (SCM) in the manufacturing

industry, the role of the manufacturing execution system (MES) is very

important.  In the region of SCM and enterprise resource planning (ERP),

even if an optimum system is planned and supply chain planning (SCP)

software is actually introduced, only a limited SCM effect can be

expected.  Fuji Electric has integrated long-cultivated manufacturing

know-how into the solution to the MES with an intention to structure

manufacturing-field-oriented SCM by linking solutions to SCM, ERP and

logistics.

Solution to Manufacturing Execution System

Hiroshi  Oikawa Tomokazu kato Masaru Tanaka

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.291-294  (2000)

The environment around enterprises has greatly changed in sluggish

Japanese economy since the bubble burst.  To make the total enterprise

activity efficient and speedy and to flexibly meet changes in enterprise

environments and  diversified customer needs, enterprises are planning to

shift the existing methods to enterprise resource planning (ERP) as the

infrastructure of strategic enterprise management.  This paper describes

the solution to ERP which is package software for the key system, the

core of enterprise basic business, and also an application example, giving

guideline for restructuring the basic business.

Solution to Enterprise Resource Planning

Minoru Suzuki Eiji Okajima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.286-290  (2000)

The environment around the food industry has greatly changed these

several years.  It has become an important problem of enterprise manage-

ment to structure a business model that can flexibly follow quality assur-

ance based on hazard analysis critical control point (HACCP), safety

securing, and changes in consumption behavior (individual liking and

variety).  With the theme narrowed down to food safety (industrial engi-

neering [IE] and HACCP consulting frame) and distribution infrastructure

from the standpoint of consumers (how to structure a supply chain man-

agement [SCM] system), this paper describes our activities for food distri-

bution business.

Solution to Food Distribution

Kazuhito Takahashi Takumi Shimizu

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.299-303  (2000)

Transport companies are trying to become enterprises that can pro-

vide not only goods transportation but also high-value-added service to

the consignor mainly with information systems.  This paper gives exam-

ples of solutions provided to major land transportation companies.  In

concrete terms, they are a large-scale network system incorporating basic

systems, an emulator that makes the terminal open, an automatic goods

sorting system to rationalize loading and unloading in the terminal, a truck

operation monitoring system, and a system that use maps as a decision

making support tool.

Solution to Distribution

Seiji Hamaguchi Shinji Shimotsu

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.295-298  (2000)



従来から工場内の努力目標であった製造リードタイムの短縮や，

仕掛り在庫の圧縮にとどまらず，原料・資材調達メーカーや営業部

門（納入顧客の需要予測）との情報共有化のなかで，より一層緻密

（ちみつ）な製造現場のシステム作りが求められている。調達・製

造・出荷配送の流れのなかで，製造現場が果たすべき製造設備合理

化と情報一元化の構築について，富士電機が取り組む製造物流ソ

リューションの概要を紹介する。

製造物流ソリューション

森　　良一 河田　康晴 福島　康博

富士時報 Vol.73 No.5 p.304-307（2000）

富士電機は，（株）シタシオンジャパンおよび朝日アーサーアンダー

セン（株）と共同で，消費者の購買行動を説明するさまざまな次元の

評価因子を統合的に分析し，企業における商品開発・需要予測の作

業が効率的に行われるように支援する「マーケティング分析システ

ム」を開発した。本システムでは，商品を心理的視点および物理的

視点から各評価因子に要素分解し，さらに各種多変量解析処理を実

行することで，より精度の高いマーケティング分析・予測が可能と

なる。

マーケティングソリューション

高橋　美克 福島　　勉 金塚　厚樹

富士時報 Vol.73 No.5 p.308-312（2000）

保全活動の合理化が生産活動の根幹と位置づけられる状況にある。

保全技術・ノウハウの共有化・伝承，信頼性・安全性・経済性の確

保，計画的かつタイムリーな保全の実施，設備の増設・改造・変更

の容易性の確保など，保全活動に求められる要件は数多い。これら

の要件に対し，保全情報のスタティックな管理のみならず，現場情

報のリアルタイム収集による傾向分析・解析などによる予防保全，

点検業務の合理化などトータルな保全ソリューションを提供してい

る。

保全ソリューション

及川　　弘 大池　克幸 植草　　誠

富士時報 Vol.73 No.5 p.313-316（2000）



In addition to reduction in lead time for production and in stock under

manufacture, formerly endeavor objectives in the factory, there is a

demand for more carefully thought-out manufacturing-field systems in

jointly holding information on the supply and demand forecast of material

suppliers and customers.  With regard to the rationalization of manufac-

turing equipment and the structuring of a unified information system to be

provided by the manufacturing field in the flow of procurement, manufac-

turing, and shipping, this paper outlines Fuji Electric’s solution to manu-

facturing distribution.

Solution to Manufacturing Distribution

Ryouichi Mori Yasuharu Kawata Yasuhiro Fukushima

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.304-307  (2000)

Fuji Electric in cooperation with Citation Japan Co., Ltd. and Asahi

Arthur Andersen Limited has developed the “marketing analysis support

system” which supports the integrated analysis of evaluation factors of

various dimensions and efficient commodity development and demand

estimation in the enterprise.  With this system, more precise marketing

analysis and estimation are made possible by analyzing a commodity into

evaluation factors from psychological and physical points of view and fur-

ther making various multivariate analyses.

Solution to Marketing

Yoshikatsu Takahashi Tsutomu Fukushima Atsuki Kanezuka

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.308-312  (2000)

The rationalization of maintenance is currently ranked as the basis of

production activity.  There are many requirements for maintenance such

as maintenance technology and know-how used in common and inherited,

ensured reliability, safety and economy, planned timely maintenance, and

equipment easy to expand, remodel or modify.  To meet these require-

ments, Fuji Electric provides a solution to total maintenance that includes

not only the static management of maintenance information but also pre-

ventive maintenance by the trend analysis of real-time field information

and the rationalization of inspection.

Solution to Maintenance

Hiroshi Oikawa Katsuyuki Oike Makoto Uekusa

Fuji Electric Journal  Vol.73 No.5 p.313-316  (2000)
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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）

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 電話（03）5435-7078

あらゆる段階でよどみのない効率のよいモノづくりを実現する。 

いま製造業に必須といえるのが，部門間・企業間の壁を越え，全体の流れをうまく 

マッチングさせていくサプライチェーンマネジメント（SCM）の構築です。富士電機は最新の情報技術を 

核に，需要予測をはじめ，生産計画から資材の調達，物流にいたるまで， 

すべてのプロセスを情報でリンクして一貫して動かす仕組みづくりを推進します。 

構築のフェーズに応じたコンサルティングメニューや，システム導入方法論などをご用意して， 

企画から，構築，運用，保守まで，トータルソリューションで応えます。 

「販売」「生産」「調達」を情報でリンクし，全体の流れを最適化。 
 サプライチェーンマネジメントを支援します。 

富士電機のSCMソリューション 

たったひとつの 
部品が足りないばかりに， 
ご要望の日時までに 
生産が間に合わないぞ。　 

製品別，地域別，時間別などの観点で，高精 
度な予測を実現。学習機能も装備しています。 

需要予測システム  
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聞こえてきますか、技術の鼓動。

富

士

時

報

産
業
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
特
集

定価525円（本体500円）
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産業ソリューション特集

本誌は再生紙を使用しています。
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