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まえがき

日本経済は1980年代末からの世界的な政治・経済および

社会の構造変革の中にあって，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。しかしながら，経

済企画庁の法人企業動向調査では2000年度の設備投資実績

見込みは全産業で前年度比 3.5 ％増の 15.2 兆円となり，３

年ぶりで前年度比増となった。製造業は1999年度の 8.3 ％

減から2000年度は 9.5 ％増と持ち直した。素材産業では鉄

鋼と石油精製を除いて増加に転じており，特に IT（情報

技術）の従来枠を超えた投資が増えている。

直近では急激な IT 化への反動でパソコン生産高の落ち

込みに伴う半導体不況傾向にあるものの，長期的には景気

回復とさらなる IT 化が進展すると考えられる。

本稿ではこのような動向にあって IT 化と密接な関連を

持つプロセス産業の計測・情報・制御システムに対する取

組みを紹介する。

プロセス計測・情報・制御システムの動向と

課題

プロセス計測・情報・制御システムを必要とするプロセ

ス計装は，各産業分野で中枢神経的役割を担って発展を遂

げてきた。以下，主要分野での動向と課題を記す。

２.１ 素材産業における動向

プロセス生産システムと密接な関連を持つ素材産業の設

備投資動向と情報化投資動向を図１に示す。

長引く不況の中，多くの企業が設備投資を控えているが

IT 投資は増加している。EC（電子商取引）が本格化する

ことにより素材産業は SCM（Supply Chain Management）

といったスピードと全体最適化による顧客満足度の向上に

目を向け，ビジネスのあり方自体も従来の在庫を出荷する

方式から，在庫がなければ製品を仕入れてくるなり，原材

料を仕入れてスピーディに生産する方式に変わってきてい

る。生産は，規格大量生産から変種変量生産に移行し，計

画系と製造現場にある実行系とのシームレスな結合が求め

られてきており，さらに複数工場の仮想統合によるナレッ

ジの共有化と製造の最適化が進むと考えられる。

表１にプロセス産業の IT 化のテーマと狙いを示す。

２.２ 素材産業における課題

プロセス計測・情報・制御システムは，上述の動向と歩

調を合わせ，計画系と実行系の同時展開が課題となる。以

下，実行系での課題を述べる。

２.２.１ 変種変量対応スケジューリング

生産計画と連動して新製品，新製法への柔軟な対応を図
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図１　素材産業の設備投資動向と情報化投資動向
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るため変種変量対応スケジューリング，生産計画と生産実

績・品質実績との比較による計画と作業標準の見直しが容

易となる生産管理および安定稼動状況管理が求められる。

２.２.２ 実行シミュレーション

新製品，新製法での最適条件を予測するため，実運転

データ活用による実行シミュレーションの利用が望まれる。

２.２.３ 情報制御システム

監視制御システムの高機能化

1980年代に納入された DCS（Distributed Control Sys-

tem）は長引く不況の影響もあり，ほとんど従来機能のま

まで IT 化に対応できておらず，計画系と容易な連携が行

える DCSの高機能化リフレッシュが求められる。

高度制御システム化

変種変量対応を柔軟に実現するため，レシピから実行プ

ログラムを自動生成するバッチ制御ソフトウェア，外乱変

化に対しても速やかに対応できる予測制御などによる最適

制御ソフトウェアの導入が求められる。

運転支援システムの導入

プラント安定運転の高度化を実現するために，次の手法

が求められる。

① 大量データの有効活用を行うためのデータマイニン

グ

② トラブル顕在以前に異常検知し，プラント停止を回

避するための高度監視と予兆自動告知，および異常検

知後の原因解析支援

③ オペレータ少人化対応としてトラブル事例や作業標

準，および発生現象の容易な検索比較

④ 非定常運転でのオペレータノウハウの共有化などの

運転支援システムの導入

複数工場の仮想統合

物流・生産販売システムと連携した生産情報，知恵，ナ

レッジの共有およびシミュレーションによる最適化が求め

られる。

異常自己診断機能と資産管理に適したフィールドバス

機器の導入

フィールドバス化は，DCSとフィールド機器の同時リ

フレッシュが必要なため，普及障害となっており，顧客の

意志決定に期待がかかっている。

センシング技術の向上

安定運転のため，物理計測に代わりモデル推定によるソ

フトセンサ，閉そくセンサの実用化が期待されている。

エンジニアリング支援ツールの導入

エンジニアリング，設計，試験運転を通じて一元化管理

でき，顧客による稼動状況把握，パラメータ設定，運転条

件変更などが容易な可視化エンジニアリング支援ツールの

導入が求められる。

保守支援の充実

事後保全から予防保全に主流が移っており，インター

ネットを利用した設備管理，事故に至る前にプレアラーム

を発信するオンライン設備診断の導入，さらには故障に至

る前に更新を促す余寿命診断の確立が期待されている。

２.３ エネルギー・環境分野における動向と課題

２.３.１ エネルギー分野

電力会社の設備投資が抑制される中，1996年から電力卸

の自由化，2000年から小売りの自由化が始まり，本分野で

は新たな投資が見込まれている。そこに使用される卸電力

事業（IPP）用監視制御システムは電力会社向けと同等機

能の APC（Automatic Power Plant Control）システムの

採用に加え，電力業務支援システムが導入されつつある。

また，小売りの自由化に向けて同時同量制御システムが

導入されつつある。

エネルギー供給面では，わが国の石油依存度が際立って

高い反面，比較的クリーンである天然ガスの利用が世界平

均レベルの半分以下である現状から天然ガスの利用拡大が

叫ばれている。これに伴いパイプライン輸送プロジェクト，

LNG（Liquefied Natural Gas）基地プロジェクト，LPG

（Liquefied Petroleum Gas）備蓄プロジェクトなどが脚光

を浴びており，SCADA（Supervisory Control And Data

Acquisition）システム，基地や備蓄計装システムの高度

化が期待されている。

２.３.２ 環境分野

快適な環境への関心の高まりを反映し，環境資源対策な

どを十分に考慮した技術的に質の高い燃焼施設が建設され

ている。最近はダイオキシン対策などからストーカ方式や
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表１　プロセス産業の IT 化のテーマと狙い�

分　野� 背景・狙い�テーマ�

共　　通�

食　　品�

化学・�
　　石油�

鉄鋼，�
非鉄金属�

繊維，�
紙パルプ�

*1 PDM ：Product Data Management�

*2 EDI ：Electronic Data Interchange�

*3 CALS ：Commerce At Light Speed

™製品開発力向上�
™開発・生産の製品情報ネットワーク化�
™最適調達システムの構築�
™調達・生産・販売の各プロセスの統合�
　化，最適化�

高性能設計支援�
（CADシステム）�
　の導入�
PDM*1の導入�
EDI*2の導入�
SCMの導入�

SCMの導入�

SCMの導入�

MESの導入�

EDI，ERPの導入�

EDIの導入�

CALS*3の推進�

EDI，SCMの推進�

CALSの推進�

™原材料調達のグローバル化�
™生産工程向上�
™物流管理の情報化�

™製造活動の安定化，スケジューリング，�
　品質保証レベルの向上，トレーサビリ�
　ティの確保�

™生産システムの効率化�
™各種業務の電子情報化による取引�
™受発注システムと生産管理，物流，�
　販売の連動�

™素材調達部門，生産部門，新素材・�
　新商品開発部門を統合化�
™化学プラントのプロセス設計，調達で�
　作業効率向上とコスト削減�

™生産性向上，在庫削減，物流コスト�
　削減�

™設備仕様，業務規格化による調達先と�
　の業務分担，設備管理情報の一元化，�
　工期短縮コスト削減�

™ハードタイムの短縮化と生産の最適化�
™顧客ニーズへの即応�

™多角化する素材事業に対応した生産管�
　理システムの効率化のため，受発注業�
　務改善�
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流動床式燃焼炉に代わり，ガス化溶融炉が主流になってい

る。

計測制御システムではごみ質変動や焼却炉経年変化対応

のため，ニューロ自動燃焼制御方式の導入，自動化運転対

応の高効率エンジニアリング，大型ディスプレイによる監

視，リモートメンテナンスが注目されている。

他方，持続可能な発展を継続するために環境の維持・改

善を進めることが緊急課題となっており，環境情報システ

ムの導入が進んでいる。

進化する計測・情報・制御システム

富士電機グループでは顧客が直面するさまざまな課題に

対し，ソリューションとサービスを提供している。以下，

掲題システムについて将来を見据えた展開について述べる。

３.１ MESソリューション

富士電機グループは長年培った生産現場ノウハウを

SCMソリューション，ERP（Enterprise Resource Plan-

ning）ソリューション，ロジスティックスソリューション

に生かすことにより，生産現場指向型の SCM構築を提案

している。それと連携したMES（Manufacturing Execu-

tion System）ソリューションの同時計画を提案している。

図２に製造業ソリューションパッケージ「NEOシリー

ズ」の体系を示す。

需要予測に基づく生産計画，調達計画の同期化を図る一

方，調達から製造・出荷までのリードタイム短縮と在庫圧

縮などによるコスト最小化，製造品質の安定化も図ること

が工場管理システムに求められ，BPR（Business Process

Reengineering）の革新や EC/EDIビジネス展開とともに，

最新の ITを駆使した SCP（Supply Chain Planning）ソ

フトウェアの活用，Web 技術，DWH（Data Ware House）

を利用した情報共有化技術で新工場管理システムを実現で

きる。

システム計画にあたり，複数工場をバーチャル的に一つ

として統合生産物流管理が行えるよう，計画系は共通的に

配置し，実行系は各工場に分散させ，計画系と実行系を

シームレスに結合する。

生産現場を指向した生産管理システムと製造管理システ

ム間は品質実績と運転実績により計画を見直す PDCA

（Plan-Do-Check-Action）サイクル，および計画の基と

なる作業標準を見直す SDCA（Standard-Do-Check-

Action）サイクルが実施される。製造管理システムと監視

制御システムとは容易なデータ連携がなされる。さらにイ

ンテリジェントナビゲータを使用することで膨大なデータ

の中から関連するタグのデータマイニングや複数の同じバッ

チプロセス採集データの比較解析が行える。

21世紀に向けた工場管理システム例として，食品分野の

新工場管理システムを図３に示す。素材産業のそのほかの

分野についても同様なコンセプトで展開を図っていく。

３.２ プラント監視制御システムの進化と継承

DCSを1975年に発売して以来，富士電機グループは

トータルオートメーションのニーズに合わせ，EIC（電気，

計装，コンピュータ）統合化システム，ライトサイジング

システムを提供してきた。

現在では企業情報システム（SCM，MESなど）とシー

ムレスな統合が行えるオープン統合化分散監視制御システ

ム「MICREX-AX」を市場に提供している。図４に MIC

REX-AXシステムの構成例を示す。

３.２.１ 情報 LAN

情報 LANとして TCP/IP（Transmission Control Pro-

tocol/Internet Protocol）ベースの Ethernet
〈注１〉

を採用し，

HMI（Human Machine Interface）や DB（Data Base）
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図２　製造業ソリューションパッケージ「NEOシリーズ」の体系
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ステーションと企業情報システムとはデータ連携が行える。

HMIや DBステーション自体はパソコン（IBM 互換機，

WindowsNT
〈注２〉

）を使用しており，HMIには各社の高度制

御，運転支援，保守支援パッケージを自由に取り込める。
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〈注１〉Ethernet ：米国Xerox Corp.の登録商標 〈注２〉Windows NT：米国Microsoft Corp.の登録商標
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図４　MICREX-AXシステムの構成例

B工場�

生産管理システム�

WAN/�
インターネット�

EDI

SCM WAN/�
インターネット�

品質管理システム�

製造管理システム�

監視制御システム�

C工場�

生産管理システム�

品質管理システム�

製造管理システム�

監視制御システム�

E工場�

生産管理システム�

品質管理システム�

製造管理システム�

監視制御システム�

D工場�

生産管理システム�

品質管理システム�

製造管理システム�

監視制御システム�

A工場�

共通�
I/F 共通�

I/F

共通�
I/F 共通�

I/F

工場管理システム�

需給調整系�

Demand Planning

計画系プロセス�
（複数工場を一つのバーチャルファクトリーとして統合生産物流管理）�

実行系プロセス�
（工場ごと）�

稼動実績�
生産実績�
製品入出庫情報�

Supply Chain�
Planning

出荷予測�

情報共有（DWH）�

新基盤システム�

Webサーバ機能�

本社・コンピュータセンター�

ASP/�
IDC

工程条件管理�

分析管理�

SDCA/PDCA�
サイクル�

品質管理システム�

原料品質管理�

検査管理� 包材品質管理�

製品品質管理�

製品製造計画�

生産管理（製品製造計画）システム�

販社（顧客）�

原料包材�
メーカー�

製造指示・出荷計画�

購買計画� 在庫管理�

製造実績管理�

製造管理システム�

監視制御システム�

在庫情報管理� 製造依頼�

進ちょく管理�

工程1�
監視制御（DCS）�

工程　�
監視制御（DCS）�

N 充てん�

トレンド�

原料�
受入れ�

出荷�原料加工�
プロセス�

製品化�
プロセス�

充てん，�
包装　�

倉庫�

制御情報� 検査� 包材情報� 出荷情報�

倉庫�

実績収集�

ユーティリティ�

品質情報管理�

納期照会�
注文納期回答�

過去の出荷実績�
変動要因（価格変更，�
プロモーションなど）�
による出荷量予測�
曜日別の出荷パターン�
による日別按分�
計画値（品種別，日別）�
の確定�

システムコンセプト�

21世紀へ向けた新工場管理システムの構築�
製造品質活動の安定化（PDCA/SDCA）�
需給調整業務の精度向上と効率化�
（調達から製造・出荷までのコスト最小化）�
需要予測に基づく生産計画策定と調整�
（需要予測，生産計画，調達計画の同期化）�

需給計画�

各種製造実績と制約条件�
（適正在庫維持，コスト最小），�
および出荷予測に基づく製造�
計画立案�
工場別品種別製造数（計画）�
社内移動計画�

物流管理系�

受注出荷管理�
移出入管理�
原料包材受払管理�
在庫管理�

生産管理系�

製造計画�

工場別製造計画�
仕込・貯酒計画�
製造予実管理�
製造制約条件管理�

Webブラウザによる�
　受発注入力�
　在庫照会�
　納入指示�
　請求照会�

情報共有化�
　品質情報�
　製造情報�

図３　食品分野の新工場管理システム
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DBステーションには汎用 DBを搭載しており，プリント

データの自由な活用が可能である。さらにプリンタもネッ

トワークプリンタが使用できる。

３.２.２ 制御 LAN

MICREX-AXでは制御 LANに UDP/IP（User Data-

gram Protocol/Internet Protocol）ベースの Ethernetを

採用し，プロトコルとして FL-net 準拠（10/100Mビット

/秒）を適用している。FL-net LANは（社）日本電機工業

会標準のプロトコルであり，Ethernetのオープン性と制

御向けのリアルタイム性を考慮した制御 LANである。

この FL-net 準拠 LANにパソコンベースの HMIや AX

コントローラ，SXコントローラ，DBステーションが接

続できる。

３.２.３ フィールド I/O LAN

AXコントローラには，UDP/IPベースの Ethernetが

適用可能である。プロトコルには，フィールド I/O LAN

として横河電機（株）と共同開発した EPAP（Ethernet

Precision Access Protocol）を適用しており，Ethernetの

オープン性と I/Oリフレッシュのための高速リアルタイ

ム性を考慮した I/O LANを実現した。この LANの適用

により，リモート I/Oとデータリンクが行える。図５にリ

モート I/O（オープン PIO）の外観を示す。

３.２.４ 高機能PLC

SXコントローラは FA（Factory Automation）に多用

されている PLC（Programmable Logic Controller）を

ベースに PA（Process Automation）用に開発された高機

能 PLCである。

すなわち FL-net 準拠 LANでの二重化対応やメモリ容

量の拡大が考慮されており，高信頼性と PLCの汎用性を

両立させながら究極の分散配置が可能となる。しかも安価

に提供できる。さらにWeb PIOを付加すればコントロー

ラから直にインターネット経由で遠方のパソコンにアラー

ム情報を通知できる。

３.２.５ 仮想統合

上述のMICREX-AXシステムを使用して複数の工場の

仮想統合が実現できる。今日では，高速光ネットワークが

安価に提供されるようになってきた。複数の工場を高速な

光ネットワークで結び，FL-net 準拠 LANに TCP/IPプ

ロトコルを重畳させることにより，制御と情報の一元化が

行える。この結果ナレッジの共有化が進み，操業，保守，

保全面でより最適な運営が行えるようになる。

３.２.６ Web対応

Webサーバを設置することによりブラウザ機能を有す

る携帯パソコンで遠隔地からリモート監視，操作やリモー

トメンテナンスが行える。

３.２.７ 継　承

日本の素材産業では DCSの更新マーケットが広がりつ

つある。その対象は1980年代を中心としてその前後に納入

されたシステムである。更新にあたっては TCO（Total

Cost of Ownership）ミニマム化を考慮しながらハード

ウェアの老朽化対策とユーザーの製品競争力強化を実現し

なければならない。

そのために富士電機は DCSの更新に際し，HMI，制御

コントローラ，I/Oの順序で行えるよう対応している。

HMIの更新

HMI/DBステーションを生産活動の IT 化に連動できる

ようパソコンベースで更新する。このためには新 HMIに

既設制御 LANへの接続ができることと既設コントローラ

をサポートできることが必要となってくる。

旧世代対応として，MICREX-PⅡ用に DPCS-Eゲート

ウェイを，MICREX-PⅢ用に DPCS-F 接続用 HMIが用

意されている。

コントローラの更新

既存コントローラのアプリケーションソフトウェアを新

コントローラに継承できるようソフトウェアコンバータを

用意してあり，容易な更新が可能である。

PIOの更新にあたってはコネクタコンパチブルで既設

ケーブルを流用する方式と，リモート I/O 化して既設

ケーブル劣化対策を含めて低コストで高信頼化できる方式

があり，顧客の都合に合わせてシステムデザインが行える。

詳細は本特集号の別稿「顧客レガシー（設備財産）を継承

する分散制御システム」を参照いただきたい。

３.３ プラント高度制御システム

富士電機は，制御理論を用いたアドバンスト制御，AI

（Artificial Intelligence）応用，最適化技術などを使用し各

種プラントの制御を行ってきた。以下では，プラント高度

制御システムへの取組みについて述べる。

最適レギュレータやオブザーバに代表される現代制御理

論は，1970年代からさまざまな分野に応用されてきた。そ

の後，モデル予測制御，Ｈ∞制御，GPC（一般化予測制御）

などの適用を図ってきた。また，最適化手法としては，数

理計画法を使用した線形計画法，非線形計画法，01 混合

非線形計画法などを使用し複数プラントの最適制御に適用

してきた。

AI 応用技術として，1980年代後半からエキスパートシ

ステムを中心とする AI 技術が注目され，さまざまな業種，

計画，制御，診断などの分野に適用されてきた。また，

ファジィ制御技術が手動運転を自動化する手段として制御
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分野に多数導入され，さらにプラント運用支援やプラント

総合最適化への適用範囲の拡大を行ってきた。また，この

ころから，ニューロ技術を取り入れた階層型ニューラル

ネットワークの最適設計制御に取り組み，その後予測問題

やパターン認識問題への適用を行ってきた。

近年では，過去のデータを基に精度のよい予測などに

ニューラルネットワーク技術からさらに最適構造を自動生

成する構造化ニューラルネットワークを使用し，従来より

予測精度の向上を図ってきている。また，部分的な制御か

ら複数プラントの最適制御に遺伝的アルゴリズム，タブー

サーチ，パーティクルスワームオプティミゼーションなど

のアルゴリズムを使用したモダンヒューリステック技術を

使用した最適制御に取り組んでいる。今後とも基盤技術研

究ならびに製品開発に取り組んでいく。

３.４ フィールドバス

次世代プラントの計装制御システムのインフラストラク

チャーとして期待されているフィールドバスが実用化段階

を迎えた。

富士電機グループでは，電気フィールドバス機器に加え

光フィールドバス機器をシリーズ化している。

光フィールドバス機器 FFXは光フィールドバス協会仕

様に準拠しており，

耐ノイズ性・耐雷性

安全バリアなしでの本質安全防爆

伝送ラインの二重化対応

電池駆動による電源分散，計装電源の小容量化

の特長を有しており，電気フィールドバスでは適用が難し

いアプリケーションにも単独または両立対応が可能で，

フィールドバスの広がりが期待されている。詳細は本特集

号の別稿「グローバルスタンダードに対応した光計装シス

テム」を参照いただきたい。

３.５ エンジニアリング支援ツール

生産工場は高付加価値製品を迅速かつ低コストで，しか

も変種変量に対応できるよう変革している。そこに使用さ

れる制御ソフトウェアは複雑化・高機能化しており，制御

ソフトウェアの企画，設計，試験，メンテナンスを効率的

に行えることが要件となっている。

制御ソフトウェア作成ツールは時代とともに人間の思考

形態により近いものに発展を遂げ，SFC（Sequencial

Function Chart）などの仕様記述表現や IEC61131-3 準拠

など高機能化してきた。

エンジニアリングの場面では，パソコンの高性能化とと

もに OA（Office Automation）ソフトウェアが広範囲に

普及し，業務に多用されるようになってきた。

しかしながら，制御ソフトウェア作成ツールとエンジニ

アリングツールは別々に発展したため，互換性がない，

IEC 準拠であってもプログラムは複数メーカー間での動作

はしないなど，課題がある。以下これらを解決するうえで，

OAソフトウェアで仕様記述し，DCSおよび PLCのシー

ケンス制御，フィードバック制御ソフトウェアを自動生成

でき，作成した表現形式のまま動作モニタを行うことがで

きるオープン化を意識したエンジニアリング支援ツールを

富士電機は提供している。詳細は本特集号の別稿「生産性

と品質を向上させるエンジニアリング支援ツール」を参照

いただきたい。

３.６ プロセス環境情報システム

改正省エネルギー法，環境省アセスメントなどの施行に

より，環境・省エネルギーへの対応は待ったなしの状況と

なっている。生産プロセスにおいてはエネルギー生産性を

上げるためメインストリームをいかに効率よく，むだなく

運転するかが鍵（かぎ）である。

富士電機グループは従来から製鉄所のエネルギーセンタ

や食品工場のユーティリティ監視制御など業界のトップ

リーダーとして提案を行ってきた。今後はさらに ISO

14001などに対応した展開として，長年培った確かな計測

機器技術，SS（Spread Spectrum）無線ネットワークに

よる手軽なデータ収集，先進の ITを活用したアプリケー

ション（統合エコ監視システム「EcoEASIEST」，環境情

報管理システム「EMS」，施設管理システム「FMS/BAS」）

でソリューション提案していく。詳細は本特集号の別稿

「企業の環境保護活動を支援する情報管理システム」を参

照いただきたい。

３.７ 総合プラントメンテナンスリモート支援

安定操業を目指し，MTTR（Mean Time To Repair）

短縮と突発故障防止の観点から生産現場では従来の日常点

検や事後保全は予防保全や予知保全に移り始めている。

富士電機グループは長年にわたる緊急対応やリモートメ

ンテナンスの実績から統合プラントメンテナンスサービス

を提案している。本サービスは次の要素から構成されてお

り，顧客に大規模プラントから小規模装置までフレキシブ

ルに対応できる。図６にシステム概念図を示す。
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以下に適用技術と特長的な機能を述べる。

コールセンター

CTI（Computer Telephony Integration）システムと

データサーバから構成され，24時間 365 日フルタイムで障

害発生受付からリモートメンテナンス受信，解析，情報配

信機能など CRM（Customer Relationship Management）

機能を装備している。

リモートメンテナンス

EIC 設備全体にわたり，通信回線で故障データの収集と

解析や稼動状況を定期的に情報収集し故障兆候を監視する。

またWebアダプタにより，設備のリモートメンテナンス

も行える。

オンライン診断

電圧，電流から電動機の軸出力や高調波，漏れ電流など，

しきい値監視と傾向管理を行い，絶縁劣化やフィルタ目づ

まりを事前検出する。また，回転機の周波数分析などによ

り劣化部位と程度を特定する。また，プロセス特性の経時

変化をとらえ，性能劣化や異常を検出する。

施設管理情報オンライン提供

設備台帳や設備障害履歴・保守点検履歴，設備図面，さ

らには長期保全計画を作成するとともに，顧客に代わって

管理を行い，インターネットを通じて最適ライフラインの

作成や部品交換時期の通知サービスなどタイムリーに情報

提供する。

あとがき

富士電機グループは21世紀を展望し，新たな環境，情報，

サービスソリューションをこれからも提供していく。ソ

リューションとは顧客の求める価値を最新の技術を駆使し

ながら課題解決することである。今後，ネット社会に向け

た ITが必要であり，Java
〈注３〉

連携商品やイントラネットシス

テム化開発や CAD（Computer Aided Design）とシミュ

レーションによるコンカレントエンジニアリングなどをさ

らに進め監視制御ー操業ー保全にわたり価値ある商品を提

供していき，豊かな社会の創造に貢献していく所存である。
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