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まえがき

計測はあらゆる産業のサポート役として生産性の向上や

品質の向上に重要な役割を果たしている。なかでも，水処

理，石油，化学，鉄鋼など基幹事業での PA（Process Au-

tomation）化，自動車関連産業の FA（Factory Automa-

tion）化などには不可欠なものである。現在，IT（Infor-

mation Technology）産業が躍進中であるが，ここでも計

測は少なからぬ貢献が期待される。

富士電機ではこれら業界の要求にこたえるべく計測製品

を提供してきたが，本稿では最近の計測機器の動向とこれ

からのめざす方向について述べる。

市場動向

計測システム・機器の国内生産高は図１に示すようにこ

こ数年漸減傾向が続いており，1999年度の生産高はここ６

年のピーク時と比べ，計測システムで約 32 ％，計測機器

で約 16 ％の減少となっている。また，国内の受注高（計

器盤，調整・工事を含む）で見ても（図２参照），ここ２，

３年の減少額は大きく，1999年度はピーク時の約 17 ％減

である。

計測機器の機種別（図３参照）では，分析計（環境用，

工業用）は安定した生産高であるのに対し，フィールド機

器，パネル計器，操作端は，ここ 2年は生産高を減少させ

ている。

計測機器の動向と展望
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図１　計測システム・機器生産高推移

（日本電気計測器工業会データ）
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図３　計測機器生産高推移（日本電気計測器工業会データ）
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図２　計測分野の受注高推移（日本電気計測器工業会データ）
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これらの要因として次の三つが挙げられる。

工業計測器の主要顧客である石油・石油化学，鉄鋼な

どの基幹産業の設備投資抑制

設備の休止・廃止，新設・改修計画の繰延べや設備更新

期間の延長による影響が大きいが，2000年度当初の製造業

種別の設備投資計画調査では製造業全体はほぼ前年並みに

回復してきており，その後の追加設備投資の情報から推測

すると2000年度は前年に対し伸びを期待できる。

工業計測器の市場価格の低下

通商産業省生産動態統計の1997年度と1999年度を比較す

ると，圧力発信器は単価が約 11 ％，差圧発信器は同じく

約 4％低下している。

輸出の減少と輸入の増加

1999年度の前年比で輸出は 9％強減少し，輸入（大蔵省

貿易統計）は 10 ％弱増加している。

1999年度までの市場状況は必ずしも良くないが，最近の

景気回復により，一部の基幹産業では設備がフル稼動の状

況であり，今後，設備の更新・増設が期待でき，（社）日本

電気計測器工業会の1999～2003年度中期予測でも，工業用

計測機器・制御システムの市場は，2003年と1998年の比較

で年率 1.5 ％成長と予測されている。

それを裏付けるように最近の 4半期ごとの通商産業省の

生産動態統計を見ると（図４参照），電力量計・指示計器

が主体の電気計器と ICテスタなどの電気測定器はすでに

大幅な前年同期比の伸びを示している。省エネルギー関連

の設備投資や IT関連の設備投資が寄与しているものと思

われる。

工業用計測機器も機種別に見ると（図５参照），PAが

主体の圧力・差圧発信器はこれからの素材産業の復活や機

械組込み用機器の伸長に期待することになるが，機械組込

みの簡易計装が主体の調節計，特に温度調節計は大きな伸

びを示しており，計測機器全体として回復の兆しが見えて

いるものと推測する。

富士電機の取組み

計測機器はグローバル商品化が顕著で世界戦略が事業の

成功のための重要なポイントである。富士電機では1997年

に計測機器専門メーカーである富士電機インスツルメンツ

（株）に計測機器の販売・開発・製造の一貫体制を確立する

とともに，海外製造販売拠点としてフランス（フランス富

士電機），中国（蘇州蘭煉富士儀表有限公司）を核として，

海外販売拠点を全世界に約50か所設置し，グローバル化に

対処している。

また，計測機器メーカーの世界的な M&A（企業の合

併・買収）による再編はますます活発になっているが，今

のところ日本は残された聖域となっている。一方，国内外

を問わず機種のアライアンスも活発であり，富士電機も積

極的に計画・実行していく考えである。

計測に限らずサービスが今後の重要な事業となるが，富

士電機では幅広い機種およびシステムに対応したコールセ

ンターを開設し，サービスの向上に努めている。また，そ

れと連携した計測機器専用のコールセンターを富士電機イ

ンスツルメンツ（株）にも設置しており，温度調節計など売

切り形の簡易計装品の顧客支援窓口としてサービスを定着

させている。

計測機器の今後の方向としては通信機能の拡充，データ

処理速度のアップ，小型化，低消費電力化などの共通的な

技術革新要素の具備とともに，市場動向を踏まえ以下の分

野への事業展開をめざしている。

維持や部分的な設備更新分野

今後，大型プラントの建設はあまり期待できず，既存シ

ステムとの親和性や，部分設備更新への対応性が重要とな

る。

エコビジネス（環境関連産業）分野

エコビジネスの市場規模は，2000年版環境白書によれば，

2010年には約40兆円で年率 5％弱の伸長が見込まれており，

今後大いに期待できる分野である。

機械組込み（簡易計装）分野

機械産業は顧客の要求が比較的短期間で変化し，それに

対処する設備投資のため今後も継続して需要増が期待され

る。
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図４　最近の機種群別生産高伸張率（通商産業省生産動態統計）
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特定業種，個別ユーザー向けスタンドアロン計測器分

野

ニッチ市場は顧客ニーズの多様化でますます増加すると

思われる。顧客要求を着実に拾い上げ，商品化することが

重要である。

３.１ フィールド機器

圧力・差圧発信器はデファクトスタンダードがポイント

であり，富士電機でもそれにマッチするべく精度，安定性

など仕様の向上，製品の小型化，導圧管レス構造による保

守作業の軽減，およびスマート伝送，フィールドバスによ

る通信機能の向上を図ってきた。

発信器の需要動向は市場動向で述べたように，今後リプ

レースが大きなウエートを占めると予想される。この観点

から交換用ストックの削減に寄与できるワイドレンジ差圧

発信器を開発した。詳細は本特集号の別稿（新形差圧・圧

力発信器「FCX-AⅡシリーズ」）を参照されたい。また，

簡易計装用の商品も計画中である。

流量計は電磁式，超音波式などさまざまな方式があり，

計測の基本的なコンポーネントで，需要は今後も堅調に推

移するものと見られる。また，エコビジネス関連では，工

業用水，飲料水，工場空気の節約に流量計測は不可欠であ

り，工業用に比べると低価格商品にはなるが台数需要は飛

躍的な拡大が期待される。

流量計は一般にオンラインで設置される。そのため一時

的に流体の供給を停止し，バイパス配管を用意するなどの

大掛かりな取付け工事を必要とすることと，挿入された検

出センサのため圧力損失を増大させる欠点がある。超音波

式流量計のセンサは配管の外側から挟むように取り付ける

ため，工事も簡単で既設配管にも容易に設置でき，かつオ

ンラインで流体を非接触で測定できるという利便性があり，

複数センサによる多測線計測による測定精度の向上もあっ

て，今後の流量計測の主流になることが期待される。詳細

は本特集号の別稿（新形超音波流量計「NEW TIME DEL

TAシリーズ」）を参照されたい。

フィールドバスシステムは，実証テストやプラントの一

部システムへの採用段階で本格的なプラントへの導入はこ

れからである。しかしながら，海外の発信器の市場では

フィールドバス機能を要求されることが多くなってきてお

り，既存機器との融合性への検討がなされ，早晩フィール

ドバスの時代がくると予想される。富士電機ではフィール

ドバスシステム機器として，光フィールドバス機器を発表

済みであり，電気フィールドバス機器も用意している。

３.２ パネル計器

調節計，指示・記録計などのパネル計器分野では，デー

タ処理速度，通信機能，大容量メモリが新製品のキーポイ

ントになっている。

調節計分野ではすでに制御ループを 4チャネルマルチ化

し，パソコン，プログラマブルコントローラ（PLC）など

との通信機能をアップしたプロセス用調節計を発表し好評

を得ているが，今後の需要増が期待される機械組込み用と

して，通信機能，表示機能などをアップした温度調節計

（形式：PXR，図６参照）を商品化しており，今後も引き

続き拡充していく予定である。

記録計の海外市場ではビデオチャート（ペーパーレス）

記録計が導入期から成長期へ移行の段階になりつつあると

見られる。すでに市場投入しているビデオチャート記録計

をさらに機能アップ，レベルアップしてこれに対応してい

く所存である。

エコビジネス向けのパネル計器としては，「エネルギー

の使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律」（改

正省エネ法）および ISO14000 シリーズ対応用に交流電力

モニタを商品化した。設備機器端末や分電盤を対象とし，

IC メモリカードに 1年分のデータを保存できるとともに，

通信機能で上位の監視システムやパソコンでの集中監視が

可能である。詳細は本特集号の別稿（1回路形多機能交流

電力モニタ）を参照されたい。

３.３　分析計

富士電機の分析計は工業用や環境用の発生源を対象とし

たガス分析計と，上水の各工程を対象とした水質計が主体

である。センサとしては NOx，SO2，CO，CO2 などを測

定するマスフロー形赤外線センサ，O2 を測定するジルコ

ニア固体電解質センサ，急性毒物を検出するバイオセンサ，

微粒子測定用光センサなどがある。

工業用，環境用を合わせた分析計の市場規模はここ数年

安定している。地球環境への関心が高まる反面，分析計の

設置は法規制によるところが多く，需要に結びついていな

いのが実情である。今後は ISO14000 シリーズでの自主的

な分析計設置の増加，廃棄物焼却炉のダイオキシン類排出

規制のように新たな法規制の実施で市場は拡大する方向と

予想される。

ガス分析計の環境関連商品としては，1999年に発表した

廃棄物焼却炉などの固定発生源の排出ガスモニタである小

型 NOx，SO2，CO，CO2，O2 の 5 成分分析計に続き，自

動車整備工場向けに CO，HC，CO2，O2 の 4 成分を測定
（10）

（9）

（4）
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図６　温度調節計（形式：PXR）
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する自動車排気ガス測定器（形式：ZKE，図７参照）を市

場投入した。台湾，中国，タイなどのアジア地域の排出ガ

ス規制により需要拡大している。今後も，発生源用の分析

計を中心に，品ぞろえと，規制対応品をタイムリーに商品

化していく。またコア技術の赤外線分析計をグローバル展

開すべく小型化，使いやすさを向上していきたい。

水質計については安全でおいしい水への要求に対処する

ため，シアンやゴルフ場農薬などの急性毒物を検出する水

質安全モニタや，発がん物質であるトリハロメタンを検出

するトリハロメタン計などの商品化に続き，厚生省のクリ

プトストリジウムの暫定指針に対応し，検出粒径と通信機

能をさらにアップした高感度濁度計〔詳細は本特集号の別

稿「クリプトスポリジウム暫定対策指針に対応した高感度

濁度計（MK-Ⅱ）」を参照〕を市場投入した。今後も引き

続き安全でおいしい水をキーに，水処理システムの目玉と

なるべくセンサの開発に努めていく。

あとがき

富士電機の持つセンサ技術，エレクトロニクス技術，製

造技術，計測機器事業を担う富士電機インスツルメンツ

（株）の製販一体の商品化体制を駆使し，市場動向にあった

製品開発を短期間で進め，工業計測器事業分野でグローバ

ルなビジネスを展開していく所存である。
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図７　自動車排気ガス測定器（形式：ZKE）
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