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近年，情報技術（IT）が企業競争力を左右

する最大の要素であるといわれて久しい。IT

戦略の優劣が，市場における企業の優勝劣敗

に直結する新たな世紀の始まりである。

富士電機は，あらゆる業種・分野の企業経

営において，全体最適の概念をコンサルティ

ング・開発・運用保守サービスのフェーズで

実現するソリューション展開を強力に推進し

ている。これにより，企業の価値連鎖・価値

創造に大きく貢献してきた。

表紙デザインは，他社の追随を許さない富

士電機の「まるごとソリューション」（商標）

をイメージしたものである。銀河系を構成す

る星のごとく企業情報システム（CRM，ロ

ジスティクス，SCM，ERP，MES，PDM

ほか），施設情報，環境，エネルギーに関連

するソリューション群が生命力を得て輝いて

いる。
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顧客主導とか，顧客のニーズをとらえてといった言葉を

しばしば耳にする。しかし“あなたの企業の客は誰です

か？”と聞いてみると意外にそれが明確ではないのだ。

製薬業の営業の方にこの質問を投げかけてみよう。圧倒

的に多いのは“病院のドクターです。”という答だろう。

そこで少しけげんそうな顔をして“患者はどうなんです

か？”と聞き直してみると，きっと次のような答が返って

くる。“そう患者さんもお客様です。”

ガラスを製造する工場の生産管理担当者について調べた

ことがあった。“客は？”“問屋です。”問屋を訪問してま

た聞いてみた。“ガラスの小売店です。”そこで小売店まで

出向いて同じ質問をするとやはり“工務店です。”さらに

工務店はマンションの施主を顧客といい，マンションの

オーナーは初めて生活者を顧客と呼んだのである。

私達はしばしば見易い次のプロセスの直接の関与者を顧

客と呼んでいるようだ。輸送業者は移送の依頼主を顧客と

いう。

こうした発想は，伝統的な工場の中で育てられてきた。

良品を作り続けるために，次工程はお客様といういい方を

して，常に次工程のいう通りに良品を提供すれば，全体と

して最適なやり方で，良い製品が最終的な消費者に供給さ

れるはずだというのである。

こうした一連の話はまさに部分最適を助長することにな

る。各々が自分の部署にたいして最適性を求めることにな

るからである。だが全体が見えないときは，止むをえず簡

単に見ることができる次のプロセスの関与者を仮の客と認

めざるをえない。ところでわれわれは全体を見る努力をは

たしてしてきたのだろうか。

こうしたサプライチェーンにおいて，もし節々の情報が

人々に共有されれば事態は一変する。製薬業の営業はドク

ターのもつ患者の様々な情報を把握できるようになると，

その壁が透明になって，その先にいる患者が見えるように

なる。そこで初めて顧客としての患者を意識するようにな

る。ガラス工場の生産管理担当者が問屋の情報を把握し，

他の企業と共にそれを共有するようになれば，さらにその

先が見えてくる。もちろんその情報を密かに保有すること

こそが商売上で競争優位を維持してきたもとであると考え

てきた人々は，それを安易には開示しないだろう。

情報化が進み，全体最適を目指す企業群が現われ始めて

いる。ロジスティクスの実践である。このサプライチェー

ンにおいては，最終的な消費者，つまりエンドユーザーが

顧客として位置づけられる。これが全活動における眞の顧

客なのである。これまでの関与者達はチェーンにおける協

力者である。もちろんロジスティクス発展途上で，眞の顧

客が見えないとき，次善の策として，一つ手前のプロセス

の関与者が眞の顧客の意見を代弁することがある。これは

あくまで代弁者である。デマンドチェーンにおける顧客の

声はこうして発信される。

このようにして顧客をとらえたとしても，彼等のいうが

ままでは好ましいシステムは生まれない。私も含めて顧客

はしばしばわがままで，自己中心的であり，社会全体とか

将来を展望してニーズを発信してくれるわけではない。そ

こで顧客の単なる生のニーズではなく，もう一つ上のレベ

ルの社会性を考慮に入れた顧客あるいは人々のためになる

システムが求められる。

ソリューションビジネスにおいても，直接にフィーをく

れる客は，実は単に次工程の関与者なのだ。そうするとそ

れを使う客の，そのまた客のといった最終の，つまり眞の

顧客をイメージする必要がある。もしそれが不可能でも，

彼等の要求を正しく代弁する関与者を通してユーザーの発

信を見逃してはならない。そしてさらに単なる生の要求だ

けではなく，それを吟味して顧客のためになるシステムを

いかに生み出し，それを供給していくかがソリューション

ビジネスにも求められているのだ。

眞の顧客のためになる

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所長
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米国・ガートナー社の調査（図１）によると，世界の

IT（Information Technology）産業の市場規模は 1999 年

から 2004 年にかけて 1.46 兆ドルから 2.55 兆ドルに拡大す

ると予測されており，このうち ITサービスの占める割合

も 41.5 ％（0.61 兆ドル）から 51.3 ％（1.31 兆ドル）へと

急拡大するとされている。

日本では IT 不況と騒がれながらも，ここ数年一進一退

している製造業の設備投資の状況のもと，情報化投資（図

２）だけはプラス成長を持続している。

一方，非製造業の設備投資はマイナス成長が続いていた

が，2002 年以降回復の兆しが見えており，この中にあっ

ても情報化投資（図３）は一貫して成長基調を維持してい

る。

これに見るように，企業における情報化投資は生き残り

をかけた激烈な市場競争の中で，競争優位を獲得するため

の重要な手段として，各社とも今後も高い水準を維持継続

すると予測される。

富士電機の企業情報ソリューション

富士電機では，加工・組立分野や電子・精密分野などの

製造業と，流通分野・食品分野・物流分野などの流通サー

ビス業とを中心に，いろいろな業種業態の企業に向けて広

範囲に企業情報ソリューションの企画・提案・構築に取り

組んできている。

その取組みの力点は，長年富士電機が培ってきた IT 活

用技術を駆使することで付加価値の高いソリューションを

実現して，顧客企業の価値創造活動に貢献することにある。

このため，企業経営においていかに全体最適の概念を実

際のソリューションとして具体化し，大きな価値連鎖

（Value Chain）を生み出していくかが重要な課題である。

富士電機の主要なソリューション群をイメージ化して図

４に示す。

（社）電子情報技術産業協会（JEITA）では，ハード

ウェア，ソフトウェア，サービスをソリューションの商品

群として，体系化したソリューション商品フレームワーク

（図５）を定義している。
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このプラットフォームからミドルウェアまでの基盤技術

については本特集号の別稿に譲り，本稿では ITサービス

にフォーカスして展望を述べる。

富士電機のソリューションメニューを基幹系から現場系

までの機能階層に応じて，JEITAフレームワーク概念に

対応して展開したものを図６に示す。

２.１ コンサルティングサービス

コンサルティングサービスとしては，BPE（Business

Process Engineering）コンサルティングが代表的である。

BPEとはビジネスでの競争優位と企業の成長発展を確

保するために，経営の効率化と顧客満足の最大化を実現す

るビジネスプロセスの設計・構築技術である。一般的に，

BPR（Business Process Reengineering）が IT 導入によ

る業務プロセスの再構築とされるのに対して，BPEはビ

ジネスプロセスをモデル化し，このビジネスモデルを活用

して継続的に業務改革する手法をいう。

このモデリング技法としては，以下の六つの方法がある。

付加価値連鎖図：VCD（Value Chain Diagram）

組織図

ファンクションツリー

プロセス連鎖図：PCD（Process Chain Diagram）

データフロー図：DFD（Data Flow Diagram）

課題モデル

２.２ CRMソリューション

大量生産の時代はすでに終焉（しゅうえん）し，消費者

の嗜好（しこう）が常に変化する多様化・複雑性の時代が

到来して，これからの企業のとるべきマネジメント戦略と

して CRM（Customer Relationship Management）がある。

顧客企業の投資方向が生産現場からフロント（営業・企画

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　富士電機のトータルソリューション
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図５　ソリューション商品フレームワーク
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部門）に移行し，マーケティング・販売戦略上から CRM

が重視されるようになり，CRM市場は年率 16 ％の成長

をしている。

顧客との接点には，コールセンター（コンタクトセン

ター），Webサービス，対面セールスの三つがある。富士

電機は，コールセンターおよび営業支援ツールである

SFA（Sales Force Automation）に関するコンサルティン

グ，システム企画構築，運用教育サービスを提供している。

コールセンターの構築サポートとコンサルティング支

援

コールセンターの構築ツールとして以下の製品を有して

おり，構築サポート，コンサルティング支援も実施してい

る。

① CTIパッケージ製品「Web-Channel」

② 対話履歴管理ツール「Call Tracking System」

③ ナレッジマネジメントツール「アンサーヘルパー」

SFAの構築サポートとコンサルティング支援

SFAの構築ツールとして以下の製品を有しており，構

築サポート，コンサルティング支援も実施している。

① SFAツール「ｅセールスマネージャー」

② 情報共有ツール「ExchangeUSE」

２.３ 製造ソリューション

製造業においては，需要予測と需要変動に即時に対応で

きる生産計画システムの実現により，不良在庫の圧縮や販

売機会損失の減少による売上げ利益拡大が求められている。

また，部品調達から製造・販売・納入までのリードタイム

を短縮し，回転率を上げることによるキャシュフロー改善

も叫ばれている。在庫圧縮やリードタイム短縮を実現する

ために，基幹系業務の改革を実現する手段として，SCM/

ERP（Supply Chain Management/Enterprise Resource

Planning）システムの導入が活発に行われている。

設計開発・調達・製造・輸送・販売の一連の業務プロセ

スが，鎖の輪のように密結合している状態をサプライ

チェーン（供給連鎖）といい，物流・商流・情流・金流と

いった流れがサプライチェーンの中で製品・取引・情報・

お金を動かすビジネスプロセスを形成している。このビジ

ネスプロセスの全体最適化を目指す戦略的経営管理手法を

サプライチェーンマネジメント（SCM）という。

この SCMの実現には計画系システムだけでは最適化の

効果が得られない。ERPを中核とした実行系システムで

ある現場系の設備・製造管理システム（MES：Manufac-

turing Execution System）と物流管理システムとの垂直

連携が欠かせない。

富士電機の製造ソリューションの特徴は，以下のとおり

である。

富士電機がメーカーとして蓄積した製造現場向けの豊

富な実績と経験を生かして，顧客の経営情報と現場情報

とをシームレスに結ぶ。

戦略計画系（SCM），基幹情報系（ERP），現場実行

系（MES）の全体を一気通貫で構築サポートする。

BPEコンサルティング，システム企画構築，運用保

守に至る全体フェーズをサポートする。

図７に，設計・調達・生産・販売に至る製造業モデルを

示す。また，図８に，ERPを中心としたコラボレーショ

ン事例を示す。

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図６　富士電機のソリューションメニュー
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２.４ ロジスティクスソリューション

SCMのコンセプトが導入されて，物流もロジスティク

スへと大きく概念が進歩し，さらに SCMを実現する高度

なロジスティクスマネジメントへと変貌している。

富士電機の提案するロジスティクスマネジメントは，経

営と物流現場とをリアルタイムで結び付ける物流システム

の実現を特徴とする。また，現場で複雑に絡み合った因子

（特性）をコストに換算し，指標化してシステムの運用に

活用している。

物流センターシステム（WMS：Warehouse Manage-

ment System）の構築に使用するソリューション「Logis-

tics_MEISTER」商品は，企業の業種・業態・物流特性に

合わせた各種の業務モジュールの形で用意している。

２.５ まるごとソリューション

21 世紀に入り，多くの企業は競争力強化に向けてコア

コンピタンス重視，つまり核になる本業にフォーカスする

動きに向かっている。各企業は捨てる分野と伸ばす分野と

を選別して，経営資源を投入すると決めた分野においては，

新工場・新事業所の建設を行っている。

富士電機は，経営資源を投入する分野における新しいビ

ジネスモデルの提案と全体最適化を，「まるごとソリュー

ション」（富士電機の商標）として提案している。図９に，

まるごとソリューションの概念を示す。

まるごとソリューションの特徴は，企業情報システムを

経営戦略の中核として，エネルギー・環境・設備情報およ

び建物・施設をも包含して，企画・エンジニアリング・建

設・導入・運営管理のあらゆるフェーズをまるごと提案・

構築・サービスすることにある。

これにより得られるお客様のメリットは，次のとおりで

ある。

企業価値経営へ向けた全体最適システムの実現

エネルギーコストの削減

環境負荷の低減

システムのライフサイクルコストの削減（4）

（3）
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図７　製造業モデル（設計　調達　生産　販売）
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図８　ERPを中心としたコラボレーション事例
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あとがき

本特集号で取り上げた主要なソリューションについて，

その展望を述べた。ITが企業競争力を左右する最大の要

素であるといわれて久しいが，IT 活用で効果を出す企業

も出てきており，まさに IT 活用の正念場といえる IT 経

営時代の到来である。

富士電機は，これまで自らが製造業のトップランナーと

なるべく，魅力あるものづくりに取り組んできた。そして，

この知識・経験を商品・サービスとして開発し納入してき

た。さらに，流通・サービス業をはじめとするさまざまな

業種・業態に対してもソリューションを提案してきた。

今後も，歴史と伝統に裏打ちされた専門知識をベースに

コンサルティング，システム企画構築，運用教育サービス

に対して，顧客企業の価値を高める企業情報ソリューショ

ンを提供していく所存である。
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図９　富士電機まるごとソリューション



富士時報 Vol.75 No.6 2002

まえがき

近年，製造業を取り巻く市場環境は厳しい状況が続き，

多くの企業が生き残りをかけた構造改革に取り組んでいる。

これらの企業から情報システムに強く求められているのが，

顧客ニーズの変化を鋭敏につかむ感度と，その変化にすば

やく対応できる柔軟性である。まさに，「スピード」が企

業の命運を握る時代といえる。

この課題を解決するには経営管理から顧客管理，エネル

ギー管理，プロセス制御，生産管理，物流管理および工場

現場の設備，運用まですべての全体最適化と統合を実現す

るトータルソリューションが要求される。

このソリューションを実現する効果的な手段が，近年，

一般市場での浸透が著しい，インターネットを応用した技

術である。

富士電機は，長年培ってきた製造現場での自動化設備の

制御技術，システム適用技術およびノウハウをもとに，最

新のインターネット技術を駆使し製造業が抱える諸問題解

決のための製造ソリューションとして提供する。

製造ソリューションの特徴

製造業のソリューションは，製造現場である工場を中心

とした自動化設備やライン，工場内外の物流およびそれら

を活用する運用と情報システムなどが有機的に連携して初

めて効果を発揮する。

このような，製造業に特化したトータルソリューション

として以下の特徴を持つ。

製造現場の最適化まで含めた業務コンサルティング

サービス

企業戦略に基づく，経営合理化と情報化計画立案から富

士電機の多くの構築実績でのノウハウをもとに現場の業務

運用を最適化する BPR（Business Process Reengineering）

を実施し，企画立案から設計，導入構築，試験，運用保守

までの一貫したサービスを提供する。

あらゆる企業情報（製造，顧客情報など）の有効活用

EAI/EIP（Enterprise Application Integration/Enter-

prise Information Portal），DWH（Data Warehouse）な

ど，最新のインターネット技術を投入したシステム基盤を

構築し，製造にからむ，設計，製造，流通の各システムを

有機的に結合する統合データベースの構築することにより，

SCM（ Supply Chain Management）， PDM（ Product

Data Management）， CRM（ Customer Relationship

Management）など上流工程システムとの連携によるデー

タ有効活用を実現する。

工場全体を最適化するトータルソリューション

施設，環境，エネルギーまで含む工場全体を対象にごみ

発生や CO2を削減し企業イメージを向上させる環境ソ

リューションや工場運営の安全性，信頼性を確保し，維持

管理費削減を実現する総合施設管理サービスおよび省エネ

ルギー，環境負荷低減を実現するエネルギーソリューショ

ンにより工場全体の最適化を実現する。

製造ソリューションの体系

富士電機の製造ソリューション体系は図１に示すとおり

製造分野の企業が必要とするあらゆる機能を有しており，

それらはインターネット基盤上で有機的に結合されている。

また，その外側には，効果的に活用するためのサービス

群が用意されている。

主なソリューションの概要

４.１ SCMソリューション

最近，特に注目されているソリューションに SCMがあ

る。調達，生産，倉庫，物流，販売のすべてにわたるサプ

ライチェーンの全体を最適化する仕組みを構築することに

より，ハイスピードな経営を実現する。

富士電機では，SCM構築のコンサルティングから需要

予測などの支援ツール群を活用した運用までをサポートし

ており，そのメリットを図２に示す。

特徴は次のとおりである。

（3）

（2）

（1）
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八尋 憲太郎（やひろ　けんたろう）

八尋 憲太郎

製造ソリューションのシステムイ

ンテグレーション業務に従事。現

在，電機システムカンパニー情報

システム事業部ソリューション第

二部担当部長。
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全体最適化を実現

全体最適をコンセプトとし，製造業のノウハウを生かし，

生産システムを中心とした経営改革，情報システム革新を

実現する。

トータル・短期間に実現

企画・設計段階におけるコンサルティングからシステム

構築までを，一貫した手法で短期間に実現する。

豊富なソリューションを提供

基幹情報システム〔SCM，ERP（Enterprise Resource

Planning）〕をはじめ，生産現場の稼動，実績を管理，実

行するMES（Manufacturing Exection System），さらに

はロジスティクスに至る豊富なソリューションを統合して

提供する。

４.２ ERP基幹情報ソリューション

ERP 基幹情報システムは，経営戦略としての計画を生

産現場まで確実につなぐための企業活動の共通インフラス

トラクチャーであり，経営と生産現場をつなぐ企業活動の

要である。富士電機では製造業の経験，ノウハウを生かし，

生産システムを中心とした経営革新から最適な情報システ

ムの構築および運用までを総合的に実現する。

特徴は次のとおりである。

経営革新・業務改革を実現

製造業の経験・ノウハウを生かした BPRコンサルティ

ングにより，生産システムを中心に効果的な経営改革・業

務革新を実現

ハイスピード経営を支援

生産現場の稼動・実績情報，在庫情報などを経営情報と

リアルタイムに連携することでハイスピードな経営の意思

決定を支援

トータル・短期間で実現

BPRコンサルティングから ERPシステム構築を一貫し

た手法で短期間に実現

柔軟なシステムを構築

業務システムのモデリング，シミュレーションツールを

用いることで，無駄のない開発およびプロセスの変更に柔

軟に対応できるシステムを構築する。

４.３ MESソリューション

市場ニーズの急激な変化と多様化の中で，製造現場と直

接連携し，リアルタイムに進捗（しんちょく）実績を把握

し，最適な管理・制御を実現するMESソリューションは，

製造ソリューションの中でも最も重要な機能を持つ。富士

電機の生産現場での豊富な経験と装置，機器の製品群を生

かし，製造現場で発生する情報を統合化し，生産現場での

（4）
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（2）
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（3）

（2）
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統合 
データ 
ベース 

生産設備 

MES

ERP

IE分析 

 業務コンサル 
ティング 
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　コンサル 
　　　ティング 

設計・製造・流通 

エネルギー 

環境 施設 
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サービス 

各種最適制御 
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設備 制御 物流設備 

クリーン 
エネルギー 

環境 
　モニタ 
　　リング 

環境情報 

付帯設備 

図１　製造ソリューション体系
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図２　SCM構築のメリット



製造ソリューション

あらゆる場面をサポートする。

MESソリューションは，各製造現場の業態，工程およ

び運用により大きく異なってくるが，インターネット技術

を活用した最新の事例を図３に示す。

特徴は次のとおりである。

情報収集の簡易化

Web-PIOなどのインターネット技術を使った富士電機

の B to M（Business to Machine）の最新機器により，生

産設備からの実績収集を自動化する。

情報のリアルタイム把握

設備，機器を工場内 LAN（Local Area Network）に直

結し，各工程のパソコンで稼動状況，進捗，異常情報をリ

アルタイムに把握する。

的確な作業指示

現場管理サーバにより，リアルタイムに在庫や進捗，設

備状況などを把握し，その情報に基づいた的確な生産指示

を実現する。

４.４ ディジタルファクトリー

ディジタルファクトリーは，製造現場のあらゆる情報の

「見える化」を図ることにより，設計・生産準備期間の短

縮と生産技術，製造ノウハウの蓄積と活用を推進する。

以下にその特徴を記す。

ナレッジフローによる確実な製造ノウハウの蓄積

製品企画，設計から製造準備および製造工程のすべての

作業指示と実績入力がワークフローにより実施され，同時

に設計，製造，品質などの情報がナレッジとして蓄積され

る。

（1）

（3）

（2）
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図３　MESソリューションの事例
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図４　CRMソリューションの事例
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各種の分析ツールによるナレッジの活用

各工程にて蓄積されたナレッジ情報は，各種の表示，分

析ツールにて前後の工程へフィードバックされる。これに

より，設計，製造段階の「PDCA（Plan-Do-Check-

Action）サイクル」を展開し設計，製造準備，生産のリー

ドタイム短縮と品質の向上を実現する。

４.５ CRMソリューション

顧客ニーズの変化を的確に把握し，製品設計，製造設計，

生産計画に迅速にフィードバックし，受注拡大と，より高

度な顧客サービスを実現する。図４に富士電機のサポート

監視センター CRM24としても活用されている，ヘルプデ

スク，クレーム受付CRMの事例を示す。

特徴は次のとおりである。

顧客ニーズの変化を生産・調達業務に直結

販売情報，顧客情報と生産・調達業務を直結させ，顧客

ニーズの変動にスピーディに対応した生産システムを実現

する。

ナレッジデータベース（DB）による情報の戦略活用

ナレッジデータベース技術により，社内に分散する情報

を戦略的に活用し，SFA（Sales Force Automation）によ

る営業活動支援や顧客，調達先，製品などへの付加価値の

あるサービスを提供する。

保守サービスセンターによる高度な顧客サービスの実

現

富士電機の保守サービスセンター構築の実績に基づき，

B to M技術を活用し，設備と直結した 24 時間コールセン

ターを実現する。

４.６ ソリューション構築サービス

富士電機では，ソリューション構築サービスとして企

画・立案から構築・運用保守までお客様のあらゆる要望に

応じた作業をメニュー化し，図５に示すサービスとして提

供している。

あとがき

富士電機が提供する製造ソリューションの全容を紹介し

た。これらのソリューションはすべて当社内における工場

などでの実績や設備機器，製造装置による制御システムや

生産管理システム構築実績から製品化している。したがっ

て，製造におけるソリューションとしては絶対的な信頼性

と品質を勝ち得ていると確信している。これらのソリュー

ションが低迷の続く日本の製造業に有効に使われるように

サービス内容の拡充と体制整備を図っていく所存である。
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解　説 B to M

24

工場，物流センター 

無停電電源装置， 
プログラマブル 
コントローラ， 
電力量計， 
変圧器，ポンプ， 
モータ 

空調機， 
エレベータ， 
照明 

自動販売機， 
ショーケース， 
家電品 

オフィス，ビル 

B to M（ボード/ボックス） 

設備運転 
状態データ 

広告配信情報 在庫・製品 
情報 

インターネット 

防犯警備 
データ 

設備運転管理 
センター 

広告情報 
配信センター 配送センター 警備センター 

商店，家庭 

インターネット技術の急速な一般顧客（コンシュー

マ）への浸透は企業のビジネスモデルを大きく変えて

きている。いわゆる，B to B（Business to Business），

In B（In Business）といった企業間，企業内から，

一般顧客を対象とした B to C（Business to Customer）

が CRMなどで注目されているのはご存知のとおりで

ある。ここで，さらに新たなモデルとして，富士電機

が提案している B to M（Business to Machine）があ

る。インターネット技術を使って，企業と自動機器，

設備をつなぐことにより，まったく新しいビジネスモ

デルを創出している。身近な例でいえば，街角に置か

れている自動販売機の集中管理や保守サービスなど多

くの適用モデルが考えられる新しい技術である。
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米国で生まれたサプライチェーンマネジメント（SCM）

の概念の導入により，バブル崩壊後，日本の物流分野にお

いても従来の現場改善だけの取組みではなく，全体最適を

目指したロジスティクス戦略へと発展してきており，ロジ

スティクス戦略が経営戦略の重要な課題として認識される

ようになった。

その一例として，製造，卸，小売りの企業間を超えた協

業型プロセスが行われるようになり，ロジスティクス分野

においては共同配送などの取組みが新聞紙上に紹介される

ことが以前に比べて多くなっている。

そこで本稿では，現在の物流の置かれている状況を紹介

し，最新の技術動向と，富士電機が提供するロジスティク

ス戦略上重要な物流センターシステム（WMS：Ware-

house Management System）とを，その特徴および導入

方法を中心に説明を行う。

最近の物流動向

２.１ 米国に見るベストプラクティス

日本における物流の変遷は，次のとおりである。

後処理物流の時代

1985 年以前は，ようやく物流という概念が生まれ始め

た時期である。倉庫内のものの管理は倉庫台帳による管理

が主流であり，「物流発生源」である生産，仕入れ，販売

の活動結果の後処理として物流が考えられていた。

物流システムの時代

1985 年以降は，無意味な在庫をなくすため，在庫拠点

の配置と拠点への移動の仕組みが導入され，ジャストイン

タイム（JIT）の概念が進み，JIT 物流が重要視され，情

報化が進み，倉庫内のものの管理もオフィスコンピュータ

を用いたロケーション管理が行われ，ロジスティクスとい

う概念が生まれた時代である。

ロジスティクスの時代

1995 年以降，生産・販売・物流のプロセスは統合して

行われ，一気通貫の供給システムとして，市場に商品を過

不足なく供給するためのマネジメント手法が導入されるよ

うになった。これに並行して通信コストの低下やパソコン

の低価格化が「物流」から「ロジスティクス」への移行を

加速し，SCMという管理手法が完成することになった。

一方，米国では，デルモデルで注目されている DELL

Computer 社が 2001 年度第 4四半期の決算報告の中で，

部品の平均在庫日数が約 4日間という報告を行っている。

IT（Information Technology）バブル企業などがある中

でも，この数値は驚愕（きょうがく）に値する。この驚く

べき在庫日数は，生産拠点の周辺に部品のサプライヤーに

在庫を持たせるというロジスティクス戦略が組み込まれて

いるからだと考える。また，現場の正確な在庫状況，出荷

計画などをすばやく経営判断の場で展開できるシステムが

できていることも，在庫日数短縮に大きく貢献していると

推測する。

以上のことから，日本においても今後ますます，経営戦

略の側面からロジスティクスを追求していくことが重要と

なる。特に物流現場のデータを，いかに正確に，かつ迅速

に把握して計画系に反映していくかがその企業の経営効率

を左右するといっても過言ではないと考える。

２.２ 今後向かうべきロジスティクス

物流からロジスティクスへの転換，またより高度なロジ

スティクスへの移行のためには，物流現場で求められるオ

ペレーション効率の向上要求と，経営サイドから求められ

るサプライチェーンとデマンドチェーンとを最適化するロ

ジスティクスの実現要求という，二律背反的な要求を短期

間で満足させる解決策を発見することが必要である。

そのための一つの方法としては，物流プロセスの情報化

による物流システムの高度化が必要となる。現場のオペ

レーション情報を活用することで得られる生産性向上と歩

留り改善だけでなく，現場で収集されるさまざまな情報を

経営判断に活用するためのシステム基盤を構築することで，

すばやく現場側と経営側の両方の要求を満たすことが可能

となる。

（3）

（2）

（1）
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富士電機の提案する「ロジスティクス」における基本的

考えは，「経営と物流現場とをリアルタイムで結び付ける

物流システムの実現」であり，ロジスティクスに関する具

体的な評価指標を設定することでその実現したシステムを

評価する。ここで，図１に示す評価指標は，ロジスティク

スにかかわるさまざまな特性をコストに換算して指標化し

ている。コストに換算することで，ロジスティクスシステ

ムのトレードオフの関係が定量化され，全体最適化が可能

となる。

図１に示すロジスティクスマネジメントを実現するため

の一つのソリューションとして，WMSがあり，以下に

WMSの概要，特徴，メリット，導入例を説明する。

物流センターシステム（WMS）

３.１ システムの概要

WMSは一般的な倉庫管理システムが持つ倉庫管理機能

を持つだけでなく，商流（つまり「物流＋金流＝ SCM」）

を扱う情報システムと製品を扱う物流システムとの間でリ

アルタイムに情報交換を行う機能を保有して，無線端末

（ハンディターミナル）や DPS（Digital Picking System）

などで迅速に作業実績データを伝送できるシステムである。

富士電機が提供する WMSのソリューション「Logis-

tics _MEISTER」の全体像とその機能構成について図２と

図３を使って説明する。

さまざまな顧客企業の業種・業態・物流特性に合わせる

ため，図２に示す物流の一般的業務に対し，今まで培って

きた富士電機のノウハウを盛り込んだ各種の業務モジュー

ルを基本パッケージとして準備しており，それらの中から

顧客企業にフィットするモジュールを選択することで，最

適な物流センターシステム構築を提案できるようにしてい

る。このような倉庫単体を管理するシステムに加え，顧客

企業の全社の在庫拠点を統合管理するための上位系モ

ジュールも提供できるようにしている点が Logistics _

MEISTERの一つの特徴でもある。

このように，倉庫内の管理を行う機能とともに，作業実

績，入出庫実績，在庫状況などの物流基本情報を迅速に基

幹系システムへ伝送できるWMSを導入することで， 章

で述べた現場における作業効率向上と歩留り改善を実現し，

物流システムのさまざまな情報を企業の経営判断にすばや

く生かしていくことが可能となる。

３.２ システム導入の手順

３.１節でまとめたように，物流システムの高度化のため

に欠かすことのできないソリューションである「Logis-

tics _MEISTER」であるが，その導入，特にパッケージ

選定・導入にあたっては留意すべき点が幾つかある。ここ

ではそれらのポイントについて説明する。
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３.２.１ パッケージの選定

パッケージやモジュールの選定にあたっては，総合的な

業務分析や取扱商品の特性との親和性などを考慮して選定

を行う。特に現状業務に対する親和性，言い換えるとカス

タマイズに対する考え方を十分に事前に検討熟慮すべきで

ある。３.１節で紹介した Logistics _MEISTERでは，あら

かじめモジュール化して，組合せを作りやすいタイプの

パッケージなので，導入前にカスタマイズ範囲やカスタマ

イズの作業規模の想定が容易である。また，ソフトウェア

構築だけでなく，運用までどのような作業を行うかという

導入コンサルティングも提供している。さらに Logis-

tics _MEISTERは，ロジスティクス・ビジョンフレー

ムを用いて，現状分析（FIT/GAP）を短期間で実施する

サービスメニューも用意している。詳細は後述する。

３.２.２ カスタマイズ量

標準的なパッケージを導入してシステムを構築する目的

の一つは，導入コストの低減である。しかし，現状の業務

プロセスにフィットしていない内容についてパッケージの

カスタマイズを行うことで，カスタマイズの作業量が多く

なり，結果として導入コストがシステム全体を作り込む費

用より多くかかってしまうケースもある。したがって，

パッケージの導入コンサルティングを通じて，現状の姿だ

けでなく，常にあるべき業務の姿を視野に入れ，パッケー

ジに合わせるべきところは合わせ，カスタマイズ量を可能

な限り減らし，導入コストを削減することを十分検討すべ

きである。また，そのような観点で適切なモジュールを選

定していく必要がある。

３.２.３ その他のシステムとの親和性

「物流センターシステムを導入し，リアルタイムで在庫

情報が得られるようになったが，それをホストマシンへ反

映するのは夜間のバッチ処理」といった状態では，システ

ムの導入効果は半減する。システム導入の目的の一つが，

企業全体として現場の情報をできるだけ早く，しかも正確

に共有することにあるだけでなく，その情報をいかに活用

して効果を出すかを考慮したシステムの実現であるから，

システム導入に合わせた既存システムとの連携も重要とな

る。したがって，単にシステム導入コストのみで検討を行

うのではなく，既存のシステムの改造作業量までを含めて

適切なパッケージ群を選定する。

３.２.４ ソースマーキング（物流ラベル付け)

システムの性能を発揮するためには，取り扱う商品に関

して物流タグや RF-ID（Radio Frequency IDentification）

などでソースマーキングを行い，物流システムにおける商

品固体の管理に積極的に活用している。

取扱商品のどこかに最初から ITFコードや JANコード

などのバーコードを張り付けて利用すればいいが，現状の

物流現場ではそうしない場合が多く，現場にて発行する帳

票類にバーコードを一緒に印刷するなどの対策が必要とな

る。つまり，例えば入荷検品の場合を考えると，入荷時点

でのソースマーク添付率により検品作業の効率が変わって

くることとなる。したがって，物流センター内部だけでな

く，その他の場面ででもソースマーク添付率を高めてもら

う必要がある。この際，取引作業条件の見直しも必要とな

る。また，その添付精度の改善も必要である。

ソースマークに関しては，従来から ITFコードや JAN

コードのバーコードが一般的であるが，富士電機では無線

インテリジェントタグ〔RF-ID：シャープ（株）/JRFS（株）

製〕を利用して，流通業界向けにローコストオペレーショ

ンを実現する業務プロセスのテンプレートを提供している。

システムの代表的な機能は次の３点である。

™店舗ノー検品機能

™バックヤード在庫管理機能

™発注支援機能

図４に画面イメージを示す。また，このシステムの定性

的効果は次のとおりである。

入荷検品業務のリードタイム短縮

バックヤード在庫管理精度の向上・在庫の可視化

発注業務の効率向上

RF-IDを適用した自動受入れシステムの例を図５に示す。

まとめると，「システムの導入理由を明確にし，導入に

（3）

（2）

（1）
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際しては業務内容を含めた周囲の環境条件の整備」が必要

である。システムが必要のない状況でシステムのメリット

のみに着目し，投資を行うことは効果を生みにくい。また，

システムを有効に活用するための環境を十分に整えない状

態での導入では，十分な投資効果が得られない。

次に，システムを導入すべきかを診断するための一つの

方法である物流コンサルティングに関して説明する。

３.３ 物流コンサルティング

ここでは簡単にコンサルティングの概要を説明する。作

業内容を図６に示す。図の流れは物流に限らず一般的なコ

ンサルティングの流れと同一であるが，ここで物流コンサ

ルティングにあたっての重要なポイントに絞ってまとめて

いる。

まず，特に重要なのは現状把握フェーズである。このフ

エーズの調査とヒアリング結果を用いて，現状の姿を取り

まとめ，最終的に物流センター管理システムの持つべき機

能とシステムを導入すべきか否かの判断を行う材料とする。

また，調査結果からシステムを導入することを決めて構築

段階となる場合に，導入コンサルティングにより不必要な

作業を削減するとともに，計画を策定するフェーズとなる。

このフェーズでは，コンサルタントの能力を有効活用し，

望むレベルのアウトプットが得られるまで妥協しないで進

める。

さらに，不必要な投資を避けて，生産性の高い作業の実

現を行うためにも，現状調査の結果得られた課題の対策を

検討し，不必要な機能，「あればいいな」というレベルの

機能に情報システムとして重み付けを行い，排除すること

が重要である。

以上のポイントを押さえられるコンサルタントあるいは
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図４　システムの機能および画面例
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SIベンダーとして精緻（せいち）な作業を行うことで，よ

りよい物流システム，さらに全体最適を可能とするシステ

ムを実現することが可能となる。

あとがき

ビジネス環境は猛スピードで変化し続けている。例えば

一時もてはやされたドットコムバブルも，数多くの企業の

破綻（はたん）により終焉（しゅうえん）した。それにも

かかわらず，ITという「技術」によって現在も急激に企

業のビジネスモデルが変化しているといえる。

その潮流の中にあっても，普遍的な業務の一つである物

流，つまり物をいかにして正確に，安いコストで運ぶか，

といった業務の変革への取組みが今後も重要であり，最優

先で取り組むべき課題の一つである。DELL Computer 社

の例に見るまでもなく，経営のコンピテンスに物流（ロジ

スティクス）を置く企業が優位性を維持しており，経営改

革が進んでいる企業と考えられる。

このような厳しい経済環境下で，すばやい変化，改革を

求めて努力している顧客企業に対し，富士電機は今後もベ

ストプラクティスを実現するためのロジスティクスにおけ

るソリューションを創造していく所存である。
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まえがき

現在，多くの企業が 21 世紀のあるべき企業戦略として，

CRM（Customer Relationship Management）を一つのコ

ンピテンスに位置づけた事業展開を行っている。これは企

業と顧客との関係を強化・充実させることによって，企業

の売上げ，収益を向上させるビジネス戦略にほかならない。

これまで企業は，顧客ニーズの最大公約数的な商品と

サービスを提供する「マスマーケティング的アプローチ」

を行ってきた。しかし，今日の顧客ニーズが多様化する状

況では，顧客個々のニーズや購買履歴などに基づき，顧客

ニーズに合った商品やサービスを提案する顧客中心の「ワ

ンツーワンマーケティング的アプローチ」が必要となって

きた。その施策として，CRM概念に基づき，販売から

サービスまで一貫した顧客満足度の向上を狙いとした組織

的な企業活動により顧客離れを防ぎ，継続顧客の囲い込み

を図っている。

米国のロックフェラーインスティチュート社の調査によ

ると，70 ％近くの顧客は企業のサービスに対する不満で

取引を中止し，一般的な企業はこうした顧客対応の不備が

原因で５年間に半分の顧客を失っている。図１に示すよう

な顧客離れの要因を，5 ％防止できれば企業利益は 2 倍に

なるといわれている。クレームを防止して，企業ファンを

生み出す顧客対応はどの企業にとっても大きな課題である。

この課題解決のために，図２のようにマーケティング活

動，営業活動，サポート業務などを通じて個別に得られる

お客様の情報を，統合管理・分析し，ナレッジデータベー

ス（DB）化することで，お客様のニーズの把握，収益向

上を図ることが可能になる。

実際には最新 IT（Information Technology）を活用し

たコールセンターや SFA（Sales Force Automation），

EC（Electronic Commerce）などで，個人のスキルに依

存しない営業活動の支援が重要性を増している。しかし，

当然単なる ITツールの導入だけでは効果が出ないので注

意する必要がある。

富士電機は早くからこの CRM課題解決に着手し，豊富

なコールセンター構築実績のある（株）メディアクリエイト

や，有力な営業支援（SFA）パッケージを開発・販売し

ているソフトブレーン（株）と協力し，富士電機の顧客情報

データベース構築技術とシステム開発力とを生かした

CRMソリューションの体系化（図３）を進めている。

本稿ではフロント系 CRM展開について紹介する。 章

では（株）メディアクリエイトとのコールセンター構築技

術， 章ではソフトブレーン（株）との SFA構築技術，

章では富士電機でのフロント系 CRMの外販適用事例を紹

介する。

CRMソリューション
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及川　　弘（おいかわ　ひろし） 清水　　工（しみず　たくみ） 三島　麻子（みしま　あさこ）

価格不満 

品ぞろえ 

クレーム未対応 

粗悪なサービス 

対話不足 

マンネ 
リズム化 

図１　顧客離れの要因

及川　　弘

情報ソリューション事業の推進に

従事。現在，電機システムカンパ

ニー情報システム事業部ソリュー

ション第二部課長。

清水　　工

CRMソリューション事業の推進

に従事。現在，電機システムカン
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図２　CRMのコンセプト
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新コールセンター構築の現状

２.１ コールセンターに求められる課題

サービスが商品選択の重要な位置づけにある今日，顧客

との接点であるコールセンターに求められる課題は非常に

高いものとなってきている。

具体的には以下があげられる。

製品サービスが複雑になってきている。

購入や契約時にますますサポートが要求される。

顧客はよいアフターサービスやサポートを期待する。

競合他社とのサービスレベルによる差別化が必要であ

る。

これらの課題を解決するには，古典的なコールセンター

が重視する測定基準（平均放棄呼，平均通話時間，オペ

レーター処理能力）ではもはや判断できない。

２.２ コールセンター設計のポイント

将来的に増加し続けるコールセンターへのアクセスに対

していかにハイパフォーマンスを実現するか。また，運用

コストに跳ね返る人件費を削減し効率的なオペレーション

システムを目指すことがシステム開発上の重要なポイント

になる。

実際には以下の点に気をつける必要がある。

即答率向上

応答タイムの短縮

コールバック回数極少化

呼損率極小化

これらはすべて数値として測定可能であるために評価し

やすくコールトラッキングシステム分析と PBX（Private

Branch eXchange）機能との連携により現状のコールセ

ンターのパフォーマンスを確認することが十分可能である。

実際に 20 人規模のコールセンターで 1 件あたりの応答を

10 秒短縮できると 1 人分の人件費削減につながるといわ

れている。市場環境の変化とともに，コールセンターへの

期待度や要求レベルは明らかに変化していることを企業は

認識する必要性がある。

２.３ コールセンター構築システム

顧客はファクシミリ，電話，インターネット，電子メー

ル，モバイルなど多様なコンタクト手段を選びたい一方で，

一つのチャネルですべて応えて欲しい（ワンストップサー

ビス）を求めている。ここで VoIP（Voice over Internet

Protocol）技術を最大限に活用して，コールセンターを安

価で，効率よく稼動させるシステム構成を図４に示し，そ

の構築の際に使用する三つの最新ツールを以下に紹介する。

２.３.１ CTI パッケージ製品「Web-Channel」

富士電機の関連会社である（株）FFCの CTI（Computer

Telephony Integration）製品は交換機（PBX）が不要で，

パソコンサーバベースにて交換機機能を実現している。さ

らに VoIP 方式の採用により，インターネット経由のコ

ミュニケーションと統合が図れる。CRMサーバとオペ

レーター用パソコンだけで，着信振り分け（ACD：Auto-

matic Communication Distribution），一斉自動発信（プ

レディクティブダイヤリング），履歴管理などを行うコー

ルセンターが構築できる。また，お客様の電話番号から，

今までの問合せ内容などが表示できるので，迅速・正確な

対応が可能になる。

２.３.２ 対話履歴管理ツール「Call Tracking System」

エージェントに対話の履歴を記録・参照させる機能を持

ち，お客様に同じことを聞かない，説明させないツールで

ある。これはWebシステムからアンケート，プロファイ

ル情報を取得し，基幹システムデータベースからは購買履

歴の取得などを行い，最適なナレッジデータベースを構築

することで可能となる。送付した資料などの履歴により，

対話時点でアップセリングやクロスセリングなどのセール

スを行うことも可能となる。

（4）
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図３　富士電機CRMソリューションの体系

トラフィック 
統計管理情報 

さらに発展的運用として，インター 
ネットフォンを使いオペレーターと 
顧客が同じサイトを見ながら電話で 
会話を行うことができる本格的なマ 
ルチメディアコンタクトセンターに 
発展させることができる。 

●オプション 
　①プレディクティブ 
　　ダイヤル機能 
　②IVR 
　　（音声自動応答） 
　③ファクシミリ自動 
　　応答 
　④Web連携機能 
　⑤インテリジェント 
　　ルーティング 

提供製品： 
™対話履歴管理ツール 
™ナレッジマネジメント 
　ツール 

CTI 
UnPBX 
サーバ 

インターネット 

業務系の各種アプリケーションを 
インストール 

業務 
サーバ 

メール 
サーバ 

Web 
サーバ 

CTIパッケージ製品 
「Web-Channel」 

VoIP

レポート 

図４　コールセンター構築システム
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２.３.３ ナレッジマネジメントツール「アンサーヘルパー」

エージェントに模範解答や回答ソースとなる情報を与え

る機能を持ち，即答率を高め，顧客の問題解決を図るため

の，コールセンターに特化したナレッジ管理のツールであ

る。これは上位 20 ％の FAQ（Frequently Asked Ques-

tions）を特定できれば即答率 80 ％を維持できるという概

念でナレッジデータベースを構築し，関連システムと連携

している。

２.４ コールセンター構築サポート支援

富士電機ではいままで培った顧客の企業財産を最大限に

生かし，図５のように段階的にコールセンターシステムを

構築するサポートを行う。業務効率の監視，対応品質の監

視などを実現し，単なる顧客とのコールセンターにとどま

らず，企業の戦略的コールセンター構築を提供する。

最新SFA構築の現状

３.１ SFAに求められる課題

「SFA」という言葉が日本に流入してかなりたつが，い

まだに日本社会には根付いていない。実際，SFAツール

は営業要員の管理志向が強い欧米企業を対象に開発された

ため，日本企業に合わないという問題があった。

日本社会では，経験ある優秀な営業マンのノウハウに依

存している会社も多いのが現実である。また，営業情報武

装化でモバイルパソコンなどのハードウェア購入を検討す

る企業も少なくない。しかし，企業を変えるのは仕事の仕

組みやノウハウで，機械そのものではない。

「営業社員を管理する SFA」から「営業情報を有効に

共有，展開する SFA」に転化しなければ成功はありえな

い。

３.２ SFA設計のポイント

従来アナログであった営業活動をディジタル化し，時

間・金額・量といった数値などでデータ化すれば，営業分

析も可能で，今後の戦略が練りやすくなる。SFAを導入

する際には，すべての立場の人に次のような導入メリット

を明確にする必要がある。

営業担当

携帯電話や PDA（携帯情報端末）から顧客や商品の情

報を参照できるほか，営業日報の入力や営業課題の分析が

可能である。

営業マネジャー

行くべき顧客，行くべきタイミング，使う手段，提案商

品などを的確に指示可能である。また，効率よい営業プロ

セスを実行できる。

経営者

マーケット動向を事前に察知し，スピーディな経営判断

を行うことができる。また，部署間に情報共有で経営リ

ソースが有効活用できる。

３.３ SFA構築システム

日本型社会を意識して開発し，豊富な実績を持つ二つの

関連した SFAツールを紹介する。いずれも，ブラウザ上

の環境下で動作する。

３.３.１ SFA最新ツール　「ｅセールスマネージャー」

営業マンがｉモードを通じて，顧客や販売情報の確認や

営業日報の入力，販売戦略の分析などが可能となる。その

際，営業マンが入力する内容は，あらかじめ用意した複数

の選択肢からボタンを押すといった簡単な操作でできる特

徴がある。

収集した情報をもとに，良い商談のパターンや良くない

商談のパターンおよび各商談にかかった営業費用まで算出

可能である。

本ツールは以下の三つの機能要素から構成される。

ポータル機能

営業担当の手間を省きながら効率の高い営業を支援

ビジネスロジック＆マーケティング

営業戦略をサポート

ナレッジマネジメント

営業プロセスのパターン化，コスト分析，売上げ予測

図６に営業社員をサポートするポータル画面例を示す。

（3）

（2）

（1）

（3）
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他システムへの応用 

自動応答，ファクシミリ 
オンデマンドなど無人対 
応システムの開発。 

積極的な情報配信で先手を 
打ちコンサルティング的な 
アプローチを行う。 

第二 
ステップ 

第三 
ステップ 

第四 
ステップ 

ユーザー 
支援 

呼量削減 FAQをWebサイトに反映させユーザーに 
自主的問題を解決させる。 第一 

ステップ 

要員の支援 要員が利用するFAQの充実。 

図５　コールセンター構築ステップ 図６　eセールスマネージャーのポータル画面例
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３.３.２ 情報共有ツール「ExchangeUSE」

ExchangeUSEは，富士電機が開発したワークフローシ

ステムであり，すでに 25万クライアント，500サイトの導

入実績を持つパッケージシステムである。経費精算や旅費

精算，勤務表などの申請業務をすべて Web 画面上から

ペーパーレスで，スピーディに行うことができる。製品の

画面例を図７に示す。

営業マンは申請業務の簡略化を図ることで本来の業務時

間を有効に利用できるようになる。

３.３.３ SFA構築サポート支援

顧客からの注文や問合せ電話や電子メールで受け付ける

コールセンター，ECサイトなど他システムとデータベー

スを統合し，企業内のどこからでも顧客情報を共有する仕

組みづくりのサポートを行う。特に，富士電機が得意とす

るバックオフィス〔SCM/ERP（Supply Chain Manage-

ment/Enterprise Resource Planning），物流，生産〕と連

携させることで，従来の基幹システムのみでは不可能な戦

略的なフロントシステムを構築することが可能となる。

営業支援ーマーケティング支援の適用事例

４.１ 概　要

顧客との接点になるチャネルは，コンタクトセンター，

Web，セールス（面談）の三つがある。セールス（面談）

は，顧客との親密性，定性的な情報提供，提案（コンサル

テーション）の面で重要な役割を果たす。

ここでは，セールスのステージにおける営業支援システ

ム（フロントオフィス）とマーケティング支援システム

（バックオフィス）の適用事例について述べる。図８に示

すような，日々の営業活動から顧客・商談情報，マーケッ

ト情報を収集し，営業，マーケティング部門での情報共有，

評価を行い，その結果を営業部門にフィードバックする仕

組みである。

４.２ アプローチ方法

具体的なシステム設計のアプローチは，次のとおりであ

る。

「営業支援システム」

① 顧客・商談情報を収集するための業務フロー整理

② 収集した情報の集計と分析方法の設計（マーケティ

ング支援システムのプロトタイプ要件定義に反映す

る）

③ 分析結果の共有と伝達方法の設計

④ 営業業務のアクション，プランへの反映（関連部門

との業務連携を分析し，ワークフローを設計する）

⑤ 営業業務プロセスの設計，ハードウェア，ソフト

ウェア設計

「マーケティング支援システム」

① 分析要件ヒアリングによるプロトタイプの構築

② プロトタイプによる最終要件定義の抽出

③ ハードウェア，データウェアハウス，BI（Business

Intelligence）ツールの選定

④ データ，レポートの設計および配信方法の設計

システム設計のスタート時は，システム要件（顧客の分

類方法，情報共有のレベル，分析方法）が不明確な状態か

らスタートするケースが多い。したがって，システムを展

開する営業部門の絞り込み，分析用のプロトタイプを早期

に構築し最終的な分析要件を抽出するなどのステップを踏

む必要がある。

また，本プロジェクトを成功させるには，次のようなシ

ステム設計・構築が必要である。

① 営業，マーケティング部門内でプロジェクトを運営

する。

② 営業現場の業務生産性を上げ，実際に利益を見せる。

４.３ システム機能と構成

各システムの機能について述べる。

「営業支援システム」

① 顧客情報データベース：顧客マスター管理，関係会

社・系列会社情報，購買履歴

② 商談履歴情報：商談情報，競合情報，契約条件情報

の履歴管理

③ 報告書作成：日報，週報，月報

④ 情報連携機能：他部門への業務連携機能

「マーケティング支援システム」（2）

（1）

（2）

（1）
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図７　ExchangeUSEのルート設定画面
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図８　営業支援とマーケティング支援の関係



CRMソリューション

① 顧客分析：新規獲得顧客，離脱顧客の販売比率

② 競合分析：特定競合企業から顧客を抽出し，商品，

契約条件の戦略を支援

③ 販売分析：商品，顧客業種，地域，販売チャネル，

組織別販売比率，販売伸長率

④ プロモーション分析：プロモーションの展開率，応

答率，売上げ貢献率

「システム構成」

図９にシステム構成と各機能を示す。

① データウェアハウス：ホストからデータを蓄積検索

用に多次元データベースを構築

② BIツール：多次元データベースから各種レポート

を編集，ユーザーに展開

③ Web：帰社後営業情報を更新。他部門へも情報を

開示し，営業戦略を共有

④ PDA：顧客情報，商談情報，報告書，他社情報の

入力・検索が外出先で可能

４.４ 導入効果と今後

次の効果を実現した。

™商談情報の的確な把握と全社での活用によるスピード化

™競合分析による他社との差別化提案

™地域，業種に適した商品の展開による売上げ増

™プロモーション効果の早期把握

これにより顧客との関係を把握するビジネスシステムを

構築できたが，ビジネス（顧客）の要求は常に変化（要求

を満たし続けるのは困難）するので，その変化に迅速に対

応できる情報システムの構築が必要である。

あとがき

CRM導入を成功に導く絶対的な条件がある。それは，

「顧客の獲得と維持に関する戦略が練り上げられている」

ということである。そして，システムを設計する前に「顧

客戦略」を共有し，それを実践するためのビジネスプロセ

スを整合させる必要がある。

富士電機では，バックオフィスとの連携方法を含めパー

トナー企業と連携し，そのビジネスプロセスに合わせたシ

ステム設計，開発を行うアプローチ手段をとっており，

CRM導入を成功に導いている。

（3）
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図９　システム構成と各機能
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まえがき

日本企業が経営環境の変化に即応し，企業理念に沿って

組織や業務の革新を実現するためには，ERP（Enterprise

Resource Planning），SCM（Supply Chain Management）

といった統合化された情報システムを迅速に構築すること

が最も現実的な手段といえるだろう。しかし，いくら素晴

らしいシステムを導入してもビジネスプロセスのデザイン

や，業務運用の基盤が整備されていなくては，その能力は

発揮されない。パッケージソフトウェアはあくまでも情報

システム構築のための道具であり，それだけですべてを解

決しようというのは無理である。

実際，多くの日本企業ではビジネスプロセス自体が，過

去の習慣や発想から脱却できず，現事業に不適合となって

いたり，手作りによるつぎはぎだらけのシステムの活用の

結果として，本来あるべきビジネスプロセスがゆがめられ

てしまっている。

また，業務基盤についても，コード体系などが現実に不

適合になっているケースが多い。業務のルールが，事業分

野，事業拠点で個別に体系化された結果である。したがっ

て，情報システム構築の前にこれらのビジネスプロセスや

コード体系をコンセプトから再構築し，標準化や共通化を

図ることが求められる。図１に企業存続の必須条件を示す。

本稿では情報システム構築を前提としたビジネスプロセ

スや業務基盤の再構築手法と，BPE（Business Process

Engineering）コンセプトを軸とした業務改革コンサル

ティングのフレームワークについて述べる。

BPEとは

BPEを定義すると，「BPEとはビジネスの競争優位と発

展を確保するために，経営効率と顧客満足の最適化を実現

するビジネスプロセスの設計構築技術である」となる。

また，BPEと BPR（Business Process Reengineering）

の違いは，「BPEが欧州で生まれ，遅れて米国に BPRが

生まれた。前者は情報システム化のためのプロセス設計

BPEコンサルティング
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殿原　秀男（とのはら　ひでお）
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図１　企業存続の必須条件

殿原　秀男

企業の業務改革コンサルティング

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企画部

課長。



BPEコンサルティング

ツールとして，後者は IT（Information Technology）活

用の考え方として展開された」といえる。この違いについ

てコンサルティングの現場では，BPEを「ビジネスプロ

セスをモデル化し継続的に業務を改革する手法」とし，

BPRを「IT 導入に伴う業務改革」として説明する場合が

多い。

マサチューセッツ工科大学のチャールズ・ H・ファイ

ン教授は，著書「クロックスピード」において，「自然界

では，種は進化して新しい環境に適応しなければ絶滅する

ほかない。企業の世界でも同じ遺伝的な強制力が働いてい

る」と述べている。企業の競争優位は一時的なもので，そ

れを維持するには俊敏に環境に適応して，進化と再生を繰

り返すしかない。これがビジネスの運命であるとすれば，

ビジネスモデルチェンジのためのエンジニアリングをいち

早く体得しないかぎり，成長や延命はあり得ない。これが

BPEのコンセプトである。

ビジネスプロセスの再構築とモデリング技法の

概要

BPEでは，人，物，情報，業務，課題など企業におけ

るビジネスファクタを図形（以下，オブジェクトという）

に置き換え，それぞれの因果関係をマトリックスやツリー

によって表現したり，連鎖図（チェーン）や，時系列図

（フロー）として記述する。このような作業を広義でのビ

ジネスプロセスモデリングという。しかし企業活動の詳細

を一元的に記述するとモデルが巨大化し，分析作業の効率

が低下するため，通常はオブジェクトを階層化し，そのう

えで目的に合った業務や機能単位に分解して記述を行う。

記述されたモデルは，暗黙知として業務担当者の頭の中

にあったものが形式知として可視化されたものである。つ

まりビジネスプロセスモデルは企業資産であるといってよ

い。

図２はビジネスプロセスの再構築を行う方法論と，使用

するモデリング技法を示したものである。各モデリング技

法はインタフェースに留意して選択した。

３.１ ビジネスプロセスの再構築

この方法論は日本企業（特に製造業）を意識して設計し

た。欧米では経営ビジョンに沿ったビジネスプロセス構築

がトップダウンで行われ，大規模に業務改革が展開されて

いるが，これは前述した業務基盤の整備が継続的に行われ

ている欧米企業でのみ可能な改革プロセスである。日本企

業においては多くの場合，現状ビジネスプロセスの改善を

無視することはできない。「現状」の背後には過去の習慣

や企業風土といったものが根強く残っており，現状は維持

すべきものという価値観が企業内に浸透しているからであ

る。無論このプロセスは再構築のスピードを著しく低下さ

せている。この傾向は雇用形態の差によって生ずるものと

考えられており，日本企業においても欧米流に終身雇用が

消滅しつつある現状を考えれば，今後の企業改革の速度は

加速の方向に向かっているといって過言ではない。また，

それに伴い欧米並みの具体的な経営ビジョンと，他と明確

に差別化できるビジネスモデルの構築が企業存続の必須要

素となるだろう。

３.２ モデリング技法

経営要件を記述する技法から，データの入出力を記述す

る技法まで数種の書式（ダイヤグラム）を使用した。

VCD（Value Chain Diagram：付加価値連鎖図）（1）
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経営ビジョン 
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現状データフローの記述 
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図２　BPEによるビジネスプロセスの再構築
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VCDを使用し，経営ビジョンを戦略的ビジネスモデル

として記述する。VCDのオブジェクトは企業の戦略的機

能である。図３は米国 SCC（Supply Chain Council）が提

供する SCORモデルで，VCDでレベル１～３が多層に記

述されている。

組織図

階層化された組織図を，現状ビジネスプロセスを記述す

る最初の工程で使用する。組織図のオブジェクトは機能を

表す組織名である。

ファンクションツリー

バリューチェーンモデルや組織図を構成するオブジェク

トの機能をツリー状に記述するために使用する。

PCD（Process Chain Diagram）-１，２

PCDを使用し，ビジネスプロセスの流れを記述する。

一般に業務フローと呼ばれているもので，部・課レベルと

個人（または装置）レベルの 2 階層に分けて業務別に記述

する。PCDのオブジェクトは業務（機能）である。図４

は試験装置の組立業務と，出図業務を 2 階層で記述してい

る。

DFD（Data Flow Diagram）

DFDを使用して PCDの個々のオブジェクトにおける

データの入出力とオブジェクト間で行われる情報の受け渡

しを記述する。図５は「販売計画を立てる」から「収支報

告を行う」までの業務を PCDで記述し，そのオブジェク

ト間で行われる情報交換を DFDで記述している。した

がって，DFDは PCD同様，2 階層で記述される場合があ

る。情報交換は，情報システムや帳票で行われており，

個々の情報はデータディクショナリーとしてまとめ，シス

テム設計に活用する。

課題モデル

コールドツリーやロジックツリーといった問題解決手法

のモデル化である。経営上の主要課題を個別解決策にまで

論理的整合を保ちながらブレークダウンし，PCDのオブ

ジェクトとの因果関係を明らかにしておくために使用する。

また，業務担当者からヒアリングした問題点も課題モデル

にひも付けする。この作業は，ビジネスプロセス上流で発

生していた問題を解決することで下流に及ぼす影響を連鎖

的に回避することを可能にする。

BPEコンサルティングのフレームワーク

４.１ フレームワークの概要

BPEコンサルティングは以下の手順で実施する。これ

らの作業は順を追って行うが，必要に応じて問題点の構造

化を並行して行うことがある。

経営ビジョンの明確化

日本企業は経営ビジョンが抽象的に記述されている場合

が多く，中長期経営計画などを参考にして明確化していく。

ビジネスモデルを VCDで記述する。

現状業務の可視化

組織図からファンクションツリー，PCD-１，２とモデ

ル化を行う。

現状データの可視化

PCD-１，２から DFDを作成する。

問題点の構造化

課題モデルと PCDで問題発生の原因と位置を明確にす

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）
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図３　VCDで記述されたSCORモデル
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る。

中間レビュー

作成したモデルや図表類を印刷し，会議室の壁などには

り付けて関係者全員で鳥観しディスカッションすることで

部門間の業務のつながりや重複業務，欠落業務が確認でき

る。また，ビジネスプロセスモデルを議論のテーブルとす

ることで，改革意識が喚起され，効率のよいヒアリングが

行える。

新ビジネスプロセスの構築

課題解決のために現状のビジネスプロセスを一部改造す

る。現状業務に機能が欠落している場合は，まったく新し

いビジネスプロセスを構築しなければならない。業務の実

行に必要なツール（IT）とルールを設定し，新しいビジ

ネスプロセスの仮説を複数立て，その効果を検証する。

（6）（5）

富士時報 Vol.75 No.6 2002

339（25）

製造要求が 
発生した 

製造指図書を 
発行する 

製造指図書を 
受領する 

工事番号が 
発生する 

1部 
営業控え 

1部 
資材控え 

1部 
技術控え 

営業控え 
差し替え 

製造 
指図書 

製造 
指図書 

製造 
指図書 

製造 
指図書 

5

5

製造 
指図書 

3

6

5

製造 
指図書 

5

1部 
総務控え 

製造 
指図書 

4

3

PCD-2：出図作業 

製造指図書 
を受領した 

部品表は 
あるか？ 

製造指図書に 
日程を 
記入する 

電算処理 
依頼書を 
発行する 

部品を 
出図する 

製造 
指図書 

製造 
指図書 

製造指図書 
営業控え 

製造指図書 

破棄 

破棄 

3

2

製品を 
検査する 

技術部で 
保管する 

製品を 
調整する 

製造 
指図書 

製品を 
組み立てる 

部品表の 
変更処理を 
行う 

製造 
指図書を 
資材に渡す 

機械図面を 
資材に渡す 

機械図面を 
受領する 

製造 
指図書を 
受領する 

電算処理 
依頼書を 
受領する 

部品を 
調達する 

部品を 
出庫する 

部品を 
受領する 

終了 

製造終了 

電算処理 
依頼書で 
出図を 
依頼する 

部品表を 
作成する 

機械図面を 
作成する 

保管 

1部 
総務控え 

1部 
資材控え 

製造 
指図書 

部品表 

電算処理 
依頼書 

機械図面 

機械図面 

電算処理 
依頼書 

電算処理 
依頼書 

機械図面 

電算処理 
依頼書 

電算処理 
依頼書 

5

Yes

No

機械部品 
あり？ 

試作品？ 出荷？ 

Yes

製品を 
倉庫に 
しまう 

No

No Yes

No

Yes

Yes

部品表 
変更依頼 
あり？ 

No

Yes

機械図面は 
あるか？ 

No

Yes
機械部品 
あり？ 

No

O
P
技
術
部
 

PCD-1：試験装置の組立 

O
P
営
業
部
 

O
P
技
術
部
 

資
材
部
 

総
務
部
 

資
材
部
 

総
務
部
 

図４　PCDで記述されたビジネスプロセス
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効果の検証は ABC（活動基準原価計算），ROA，キャッ

シュフローなどを指標としてビジネスプロセスの各階層や

オブジェクトの付加価値を定量的に評価する。また，シ

ミュレーションにより，業務のリードタイムやプロセス上

のボトルネックを明らかにし，ビジネスプロセスのパ

フォーマンスを動的に検証する。

実行計画の策定

新ビジネスプロセスを実行するスケジュールと要員計画

を策定する。

４.２ BPEコンサルティングの特徴

BPEツールの使用による作業期間の短縮

ビジネスプロセスモデリングの全般にわたって，iGrafx

PROCESS/Flowcharter Professional（カナダ・ COREL

社製）を使用する。iGrafxツールはシミュレーション機

能を搭載したビジネスプロセスモデリングツールで，操作

性もよい。作業時間も飛躍的に短縮され，クライアントの

費用負担も激減する。

モデルの電子データ化による継続的改革の推進

紙で保存されるモデルは更新が困難だが，電子データ化

することでビジネスプロセスの仮説立案と検証を容易に行

うことが可能となる。また，本コンサルティングでは基本

的にモデルの記述をクライアントと共同作業とすることを

提唱している。記述文法やノウハウを提供し，クライアン

トが自律的改革を継続して行えるような土壌をつくるのが

目的である。

コンサルティング成果物の具体性向上

コンサルティングの成果物は，「精神論」や「絵に描い

たもち」になりがちだが，本コンサルティングでは，現状

から将来像まですべて可視化されたビジネスプロセスモデ

ルが成果物となる。したがって，構造や課題を容易に共通

認識できる。

あとがき

本稿では日本企業の持つ特質を踏まえた業務改革の方法

論について述べてきた。

製品のライフサイクルが短縮化し，ビジネスプロセスの

再構築に許される時間も年々短くなってきている。加えて

経済は混迷の度合いを高め，経営戦略のあり方も劇的な変

化を余儀なくされている。この状況の中で富士電機は業務

改革を自らも実践し，最新の経営手法をより具体的な形で

クライアント企業に提供していく所存である。

参考文献

吉原賢治．ビジネスモデル入門．工業調査会．2000，

p.17-26．

シェアー，A. -W．ARIS-ビジネスプロセスフレームワーク．

シュプリンガー・フェアラーク東京．1999，p.119-131．

ダイヤモンド・ハーバード・ビジネス編集部．バリュー

チェーン解体と再構築．ダイヤモンド社．1998，p.33-51．
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バブル経済の崩壊，株価の低迷，米国連続テロ事件の影

響などによる停滞する経済環境の中，各企業は生き残りを

かけて，業務改革を推進する動きが顕著になってきている。

具体的には，これまでの「マス製造方式」から，業務効率

向上を行い，在庫削減・リードタイム短縮を実現する「戦

略的効率経営」を目指す動きが活発化している。このよう

な業務の抜本的改革（BPR：Business Process Reengi-

neering）を実現する手段として，SCM/ERP（Supply

Chain Management/Enterprise Resource Planning）シス

テムの導入検討が盛んに行われている。

富士電機は，これまでの現場系システムでの経験とノウ

ハウを最大限に活用し，SCM/ERPソリューションを提供

してきており，以下に，その内容および導入実績を述べる。

BPR/SCM/ERPの重要性

２.１ 業務改革（BPR）の重要性

成長・存続し続ける企業体を実現するためには，既存の

方法における問題点の克服と同時に，企業の「あるべき姿」

を実現するために業務の仕組みを再構築することが必須と

なる。

２.２ 基幹情報インフラの整備（ERPの重要性）

「戦略的効率経営」を実現するための情報インフラスト

ラクチャー（インフラ）として，企業活動における全社情

報を一元管理し，スピーディな情報提供を行い，経営判断

に活用する仕掛けが必要となる。また，これまでの「シス

テムを作る」（手作りシステム）という発想から，ベスト

プラクティスモデルを内包した「システムを使う」（ERP

の適用）への変革が必要となってきている。

™手作り：現時点での業務に最適なシステムが構築できる

反面，工期がかかり，かつ将来の状況変化への追従が難

しい。

™ERP ：ベストプラクティスモデルを内包しており，短

時間での導入が可能である。また，適用モデルの変更を

行うことで，状況変化への追従も容易である。

さらに，現行業務をモデルに合わせて変革することで，

「あるべき姿」を実現することも可能である。

２.３ SCM思想の重要性

部品供給のサプライヤー 製造 卸を経て，最終需要家

に至るまでの流れを，一つのビジネスプロセスとしてとら

え，このプロセス内の全体最適を図ることで，在庫削減と

リードタイム短縮を同時に実現する SCMが重要となって

いる。この SCMを実現するためには，上記「ERP」を中

核として，需要予測，最適製造物流計画，およびそれを実

行する現場系システム（MES：Manufacturing Execution

System），物流管理システムが必要となる。

富士電機は，これまでに現場系，物流系システム構築に

豊富な実績と優れたソリューションメニューを有している。

富士電機のソリューションメニュー

図１は，製造業における情報システムの階層モデルであ
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り，各階層間の統合が重要である。

このモデルに対し，富士電機は，図２に示すようにすべ

ての階層において豊富なソリューションメニューを有して

いる。

富士電機は，設備・制御機器（プログラマブルコント

ローラなど）と情報システムを組み合わせた現場系システ

ムおよび物流システムのリーディングカンパニーであり，

各形態を網羅したソリューションメニューを有している。

この現場・物流系ソリューションと SCM/ERPソリュー

ションを組み合わせる（計画から設備までの垂直統合）こ

とにより，製造業における最適ソリューションを提供して

おり，戦略・基幹・管理・設備に至る全領域のソリュー

ション提供が富士電機の特徴である。

納入事例

以下に（株）モリタ向け ERPシステムの事例を紹介する。

４.１ 「人と地球のいのちを守る」企業：（株）モリタ

創業以来 90 年以上にわたり消防車のトップメーカーの

地位を維持している（株）モリタは，普通消防ポンプ自動車，

はしご付消防ポンプ自動車など各種消防関係車両の製造販

売という消防事業から防災事業，そしてリサイクル処理施

設，衛生車，塵芥（じんかい）車など環境事業まで手掛け，

まさに「人と地球のいのちを守る」ことを企業目標として

挑戦し続けている企業である。

４.２ ERPを中核とした情報システム全体像

図３に富士電機が納入し，2002 年４月から稼動を開始

した（株）モリタ・ポンプ事業部の ERPシステムとその周

辺の情報システムの全体像を示す。

主力である消防車事業の業務改革の 2005 年 4 月達成を

目指す（株）モリタは，「設計や製造などものづくり情報の

ディジタル化」を進めることで設計期間の短縮や社内の情
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報共有化を図り，これまでの受注型事業から提案型事業へ

と事業形態を大きく変えようとする経営戦略を有している。

図中の製品情報管理システム（PDM：Product Data

Management）や営業支援システム（SFA：Sales Force

Automation）は三次元 CAD（Computer Aided Design）

導入とともに業務改革の施策の一つであるが，その中核に

位置づけられるのが ERPシステムである。また，富士電

機はMESやグループウェア導入でも実績を多く有するが，

導入済みであったグループウェアを活用することにより，

新たに人事給与システム，就業管理システムや旅費・経費

システムを構築し，ERP 会計との連携を実現させている。

さらに前者の現場系MESについてもインタフェース開発

により生産現場の実績収集システムと ERPとの連携を実

現している。図３の ERPを中核とした全システムは，（株）

モリタの大阪本社・東京支社，ポンプ事業部の主力 2工場，

そして全国の支店・営業所をシームレスに結ぶ情報ネット

ワークシステムとして構成されている。

４.３（株）モリタのERPシステムの特徴

以下に特徴として 2 点挙げる。

ERPが経済誌上をにぎわし，日本の企業各社で導入検

討が盛んに進められるようになって久しいが，その導入事

例の多くはまだ「会計」など一部機能のみの限定的導入で

あるといわれている。しかし（株）モリタ向け ERPシステ

ムは，会計・購買・販売・生産という（株）モリタの基幹業

務のすべてを包含したトータルシステムとなっており，

（株）モリタのシステムの第一の特徴として挙げられる。２.

２節で記した「戦略的効率経営」を実現する情報インフラ

としての ERP 本来の強みは，「会計」機能，「販売」機能

や「生産」機能の単独あるいは部分的導入ではなく，基幹

を成す業務全体への一括導入によってこそ発揮できるもの

であり，（株）モリタのケースはまさに理想的な導入事例と

いえる（図３参照）。

また，第二の特徴は，（株）モリタの主力製品である消防

自動車の製品特性に関係するが，（株）モリタの ERPシス

テムで取り扱う製品の機種あたりの部品点数が数万点，ほ

とんどの受注案件が個別受注設計品である消防自動車を生

産するシステムであるという点である（繁忙期には複数台

/日のペースで設計をこなすこともある）。このような生産

を可能とするシステム構築の成功要因を以下に 2 点挙げる。

第一に富士電機が採用したバーン ERPは種々の生産形

態に柔軟に対応可能な製造業における最強の ERPパッ

ケージであるが，ERP 導入成功の要因としては，（株）モ

リタが模索していた業務改革の方向性に合致した「あるべ

き姿」を初期の段階から具体的なモデル（レファレンスモ

デル）として提供し，消防自動車生産に最適な生産モデル

の検証に十分な時間を費やすことが可能であった点を挙げ

ることができる。また，第二には，２.１節で紹介した富士

電機の製造業における業務改革（BPR）フレームワークが，

バーン ERPの設計コンセプトに合致するため，富士電機

とパッケージベンダーであるバーン社の 2 社が協同し，

（株）モリタの ERP 導入プロジェクトを強力に支援できる

体制を構築することができたことである。

４.４ ERP導入による効果と今後の施策

ERPシステム導入の効果として，（株）モリタは以下の

２点を挑戦目標にしている。

通常，受注から納車まで 2か月かかる納期（小型消防

車の場合）を 1 週間から 10 日間短縮する。

製造コストを 20 ％削減する。

また，（株）モリタにとって，2002 年 4 月の ERP 稼動開

始は（株）モリタの業務改革の出発点であり，これからが改

革の本番であるとの認識を持ち，あくまでも 2005 年 4 月

達成を目指す業務改革の一里塚と位置づけられるものであ

る。図３に全システム構成の概略を示したが，（株）モリタ

は製品情報管理システム（PDM），営業支援システム

（SFA）や三次元 CADなど諸システムとのさらなる連携

強化により設計期間 30 ％短縮も視野に入れた挑戦を続け

ている。

ERP/SCMソリューションを展開する富士電機にとって，

この ERPシステム導入の成功，（株）モリタからご評価い

ただいたことは大きな収穫である。現在，（株）モリタの他

事業部（防災事業部）への ERP 導入（水平展開）も受注

し，2002 年 5 月からプロジェクトを発足させている。

あとがき

最後に，今後の課題を以下に記す。

中小規模ソリューション

中小規模の要求に対し，低コストで短納期のシステム構

築を実現するためのソリューションメニューの完備を行う。

連続プロセス系企業向け ERPソリューション

現時点では，加工・組立業を対象とした ERPソリュー

ションメニューとなっているが，今後は，対象範囲を連続

プロセス系（例えば，鉄鋼，化学）に広げていく予定であ

る。

（2）

（1）

（2）

（1）
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1970 年代以降，日本企業は，高品質・高性能の製品を

低コストで大量生産することによって世界市場に進出し，

1980 年代後半まで世界の製造業のトップを維持してきた。

欧米の製造業界では，日本的生産・経営手法の研究が盛ん

となり，日本を追い越す努力を重ねた。さらに 1990 年代

に入ってからは世界規模での製造業の改革が図られ，グ

ローバルスタンダードへの対応が促進された。一方，日本

の製造業界は，バブル崩壊とともに「失われた 10 年」と

呼ばれる 1990 年代にアジア各国からの低価格製品による

攻勢と，グローバル化の趨勢（すうせい）の中，現在まで

経済の低迷が続いている。アメリカの製造業界が，商品企

画・マーケティング研究とともに，アメリカ独自の生産プ

ロセスのイノベーションとして「TOC：Theory Of Con-

straints（制約条件の理論）」などを活用して復活を果たし

たことを見ても，今後日本企業が目指すべきことは，「何

を開発し」「どのように生産するか」，すなわち顧客が求め

ている物を，顧客が求める条件で提供することが重要であ

り，メーカー側の制約（価格，納期など）を押し付けては

ならない。

顧客の多品種で高機能な製品の要求に対して，メーカー

側の開発投資は膨れ上がり続けている。経営から製造現場

までのトータルコストダウンを実現しなければ，グローバ

ル競争に勝ち残れない。言い換えるならば，全社規模での

シームレスな情報連携システムを構築していかに経営のス

ピードを上げるかが重要になってきている。その情報連携

の中核を MES（Manufacturing Execution System）が

担っており，本稿ではこのMESソリューションに関する

富士電機の最新の取組みを紹介する。

富士電機のMESソリューションへの取組み

２.１ MESの役割

MESは業務・計画システムと制御システムをつなぐ情

報システムとして 1990 年代に提唱された。図１は製造業

における「3 層モデル」と呼ばれるものであるが，実行系

のMESの焦点は「製品」であり，管理範囲は「工場全体」

である。

計画系の業務システムで作成された「生産計画」を生産

現場のレベルに落としてMESに伝達し，逆に生産現場か

ら集めた実績・進捗（しんちょく）情報をMESから業務

システムに連絡する。したがって，MESは生産管理業務

と生産現場との情報をつなぐ役割を持っている。

２.２ 富士電機のMESソリューションの特徴

富士電機のMESソリューションは，全体最適をコンセ

プトとしている。部分最適ではなく全体最適を目標とし，

製造業のノウハウを生かした生産管理システムを構築し，

経営改革に基づいた情報システム革新の実現を目指してい

る。その概念を図２に示す。富士電機では，「SCM（Sup-

ply Chain Management）」「ディジタルファクトリー」

「エネルギー・環境管理」の 3 面から製造現場をとらえ，

現場情報の「見える化」をコンセプトに，V字形 PDCA

サイクルを構築することを提案している。

SCMから見たソリューション

SCMは MESの上位層に位置しており，その導入効果

として顧客サービスの向上，キャッシュフロー改善などが

ある。これらの効果を確実に上げるためには，ものづくり

の現場である製造現場の情報をリアルタイムにかつ正確に

把握することが必要不可欠である。富士電機では生産現場

での豊富な経験，実績を生かし，SCMの一構成要素とし

（1）
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図１　3層モデル
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ての生産計画，販売計画，財務計画と連携した生産管理の

システム構築を行い，コストダウン，在庫削減，リードタ

イム短縮などの課題解決を可能とすべく，製造現場を

SCM/ERP（Enterprise Resource Planning）の視点から

とらえたソリューションを提供している。

ディジタルファクトリーから見たソリューション

ディジタルファクトリーは，生産活動における課題解決

に際し発生する，「業務の進捗が見えない」「生産設備の状

態が見えない」「改善点が見えない」といった問題に対し

て，「業務の進捗，生産設備の状態，改善点の見える化」

を実現することを目的としたソリューションである。この

ディジタルファクトリーを導入することにより，最終的に

は「生産情報の見える化および全体設計の最適化」が可能

となるが，富士電機では二つ目の視点として，品質設備管

理を中心としたシステム構築を行い，製造現場をディジタ

ルファクトリーの視点からとらえたソリューションを提供

している。

エネルギー・環境保全から見たソリューション

製造業においては，省エネルギー，環境保全は必ず求め

られるところである。省エネルギーを例にとれば，①エネ

ルギー状況の把握→②目標値の設定と管理→③省エネル

ギー対策と確認→④エネルギーの能動的運用というように，

省エネルギー管理サイクルを確実に回す必要がある。富士

電機では省エネルギー，環境保全のツールとして「Eco

PASSION」「FMPC」「EcoANALYST」といった商品群

を用意し，三つ目の視点として製造現場におけるエネル

ギー・環境保全を MESの範囲としてとらえたソリュー

ションを提供している。

以上述べたとおり，富士電機では経営視点に立った製造

現場の「見える化」を実現するべく，MESソリューショ

ンを提供することを特徴としている。

MESの課題とソリューション事例

３.１ MESの課題

MESおよび生産管理における今日の課題として，一般

的に以下のものが挙げられる。

トータルコストダウンの実現

在庫の削減

リードタイムの短縮

正確な生産計画・実績管理

稼動率向上

品質の改善（ISO9000 活動）

環境の保全（ISO14000 活動）

特にこれからは経営の国際化が重視され，その決め手は

いわゆるグローバルスタンダードに対応できるか否かであ

る。MESにおいては，これに関する大きな課題としては

二つあり，その一つは上記課題に示した「ISO 活動への対

応」であり，もう一つは，「ERPへの対応」である。

ISO14000のマネジメントシステムにおけるサイクルの

考え方は，MESにおける品質管理モデルと似ており比較

的導入しやすいため，積極的に対応すべきである。また，

ERPについては IT（Information Technology）化された

パッケージとして汎用性は高いが，生産の実態に即したも

のではないケースも多く，MES側での補完・連携が重要

となってきている。

３.２ 富士電機のソリューション事例

MESの各種の課題を解決する手段として，富士電機で

は製造業ソリューションパッケージとして「Factory_

MEISTERシリーズ」を提供している。図３にその商品体

系を示す。
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図２　経営と製造現場を直結するMESソリューション
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これらの各種パッケージは，経営と製造現場を直結する

MESソリューションのツールとして位置づけられ，ソ

リューションに応じた適用を図っている。富士電機のソ

リューション事例として「ERPへの対応」「Webへの対

応」「環境 ISOへの対応」の各事例を以下に述べる。

３.２.１ ERPへの対応

MES領域におけるリアルタイムな予測・実績管理およ

び在庫状況の把握により，ERP 側でのダイナミックに変

動する現場状況に則した詳細計画の再立案と製造指示を実

現するため，ERPと MESの融合が必要になってくる。

ERPとMES融合の概要を図４に示す。

ERPとMESの融合によって，現場生産実績・在庫状況

がリアルタイムで ERPに反映されると同時に，製造原価

の正確な把握ができるようになる。

３.２.２ Webへの対応

Web-PIOサーバモジュールは，現場のプロセスデータ

をインターネットやイントラネットを経由して，パソコン

のブラウザの画面から，監視・操作することを可能にする。

図５にシステムの基本構成例を示す。

生産現場の最適化において，生産設備情報のタイムリー

な把握は不可欠となる。Web-PIOは既存のネットワーク

を生かし，各生産設備からの情報をリアルタイムに把握す

ることを可能にする。また，電子メール機能により，設備

の異常時には，アラームを送信し，迅速な対処を可能とす

る。リアルタイムな設備稼動状況，生産実績，中間在庫の

把握，そしてトラブルへの対処は生産計画の最適化へとつ

ながっていく。

３.２.３ 保全管理システム（Webへの対応例）

富士電機グループで開発した保全管理システム POJ

（Point Of Job）はインターネット上に専用のサイバワー

クスペースを開設し，現場作業では携帯型の端末を利用す

る。これにより最前線のプロセスまでがネットワーク化さ

れ，シームレスな業務遂行が可能になる。図６に POJの

機能構成を示す。
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POJサーバ（Webサーバ）とオフラインで動作する携

帯端末の組合せで，現場の情報化を実現する。機能の大半

を POJサーバで実現するため，利用者端末はWebブラウ

ザの動作環境だけが条件となり，既存のパソコンを利用す

ることで，経済的な広域保全管理の仕組みを提供する。

導入効果としては，定型な作業に関する熟練者の知識や

ノウハウを作業標準として体系化し，POJで一元的に管

理する。また，点検作業自体はプランニングされた手順を

携帯端末で参照しながら実施されるため，熟練度の低い作

業員であっても一定の品質を保った作業が可能となる。体

系化された作業標準を共有し，現場で繰り返し実践するこ

とにより，作業員の迅速なスキルアップを図ることができ

る。

３.２.４ 環境 ISOへの対応

富士電機では，環境情報管理システムを「Eco_MEIS

TER」（エコマイスター）として体系化し，ユーザーに提

供している。以下に各支援システムの概要を述べる。

環境モニタリングシステム（EcoHIESSENCE）

電力モニタリングシステム，ガス・水道などのユーティ

リティモニタリングシステムと廃棄物部署別計量管理シス

テムから構成されている。

環境文書管理システム（EcoFILING）

ISO14001の活動状況をタイムリーに把握するのに有効

な情報ネットワーク利用の電子文書管理システムである。

化学物質総合管理システム（EcoCHEMICAL）

PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）法で

義務づけされている有害化学物質などを継続的に管理し，

かつ削減する目的を持った総合化学物質管理システムであ

る。

無線ネットワーク収集システム（EcoPASSION）

局間距離約 500 mのフレキシブル無線ネットワーク

〔SS（Spread Spectrum）無線〕を利用することにより，

省配線・省施工・省スペースでの環境データ収集を実現し

た。

MESソリューションの開発の方向

富士電機では，「中堅顧客向け対応」および「現場制御

収集系への展開」さらには「自動車業界向けの展開」を今

後のMESソリューション開発の重点項目としている。

４.１ 中堅顧客向けMESソリューションの展開

富士電機では中堅 SCP（Supply Chain Planning）であ

（4）

（3）

（2）

（1）
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図７　自動車業界向けシステム構成例
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る GSFとの連携を，経営管理の観点から基幹業務系とし

て重要視している。GSFの特徴として，現場サイドのノ

ウハウ活用や，製造重視・生産配分の考慮など日本企業の

考え方に対応した計画を立案することができる。装置産業

向けと加工産業向けの 2 種類があり，MESとの連携機能

構築に重点的に取り組んでいる。

４.２ 現場制御収集系への展開

富士電機では，経営層から製造現場まで全社規模での情

報のシームレス化を目標としている。特に現場制御および

マルチベンダーコントローラへの標準対応のツールとして

CITECT 5を採用する。CITECT 5は各種ネットワーク

（Ethernet
〈注 1〉

，FL-NET，PEリンク）に対応できる。また，

ODBC（Open Database Connectivity），OPC（OLE for

Process Control），SQL（Structured Query Language）

の各サーバおよびクライアント機能を持っている。LON

WORKS
〈注2〉

対応も可能である。

４.３ 自動車業界への対応

オープンネットワークシステム対応

従来のＰリンク・ PEリンクのほかに，オープンネット

ワークシステム（FL-NET）を新たに加え，MESとコン

トローラを結ぶネットワークとして採用する。今後は

FL-NETを，MESソリューションとしても制御用ネット

ワークの標準として使用していく。

生産管理システムへの対応

JIT（Just In Time）生産管理システムを採用し，各種

情報系，設備系，現場系のサブシステムとの連携機能の標

準化を図る。

自動車業界向けのシステム構成例を図７に示す。

あとがき

過去10年，日本のメーカーの経営環境は激変した。1990

年代初頭のバブル崩壊，価格破壊，デフレ経済の進行など

により，大量生産大量消費を受け入れる経済環境という前

提条件は崩れてしまった。また，最近では外資系 EMS

（Electronics Manufacturing Service）メーカーが，日本

に生産拠点を設ける例も出てきている。日本企業がリスト

ラクチャリングを本格化させている現在，ますますこれら

外資系 EMSとの競争は激化してくるであろう。富士電機

としても，このような EMS 化の波に対して，当社の

「MESソリューション」を核とし，「生産現場の見える化」

をコンセプトとしてお客様へ最良のソリューションを提案

し提供していく所存である。
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まえがき

多様化するニーズ，価格競争の激化によりわれわれメー

カーは多品種，短ライフサイクル，少量生産に対応できる

体質への変革を求められている。すなわち，図１のように，

より早く市場のニーズに合った製品を投入〔製品投入時間

（Time to Market）のスピードアップ〕できる，設計ー製

造準備ー生産（量産化）体制の確立が課題となっている。

製品投入時間は，所要計画立案ー資材調達ー生産出荷ま

での時間（Time to Delivery/Time to Volume）と，製品

企画・設計ー設備設計・調整ー生産開始までの時間

（Time to Development）により構成される。

前者は ERP（Enterprise Resource Planning），SCM

（ Supply Chain Management），MES（Manufacturing

Execution System）など，さまざまな情報システムによ

り支援環境が整備されているが，後者の分野は，設計

フェーズまでの上流工程を支援する CAD（Computer

Aided Design），PDM（Product Data Management）と

いったツールが準備されているものの，上流から下流まで

の流れをすべてカバーリングできる情報支援環境が未整備

の状況にある。

本ソリューションは，製品企画・設計ー生産開始におけ

るさまざまな活動を，①製品品質の設計レベルからの作り

込み，②活動実行品質の安定化・改善，③リードタイムの

短縮などの視点から，総合的に支援する情報システム環境

を提供するものである。

以下に設計から生産開始までのプロセスと活用情報につ

いて述べる。

製品設計から生産準備・生産開始までの一連のプロセス

において，その実行品質，期間および初期目標の達成を左

右する情報は大きく二つに分類される。一つは既存の生産

ライン能力および製造ノウハウであり，製品の生産性・品

質および設備の能力設計・品質改善に活用される。もう一

つは新製品または改良製品の立上げプロジェクトに関する

改善ノウハウであり，図２のように，製品企画アイデア，

実行効率・品質および目標実行スケジュール策定に有効な

情報となる。しかし，多くの場合，上記ノウハウは担当す

る「人」に依存するケースが高く，暗黙知となりがちであ

る。このため実行メンバーのスキル（熟練度や経験した業

務内容と実行プロジェクトテーマ間の FIT/GAP性）に依

存しており，プロセス実行品質のばらつきや手戻り，実行

リードタイムの差となって表れてくる。
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図１　市場変化に伴う課題と現状ツールのカバー領域
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本稿では，図３に示すように，製品設計から生産準備・

生産開始までの活動サイクルにおける，品質改善，スピー

ドアップを目的とした総合支援環境の中核となる「生産能

力・製造ノウハウの収集と共有化を実現する『ライン情報

システム（MainGATE
〈注1〉

）』」「プロジェクト実行ノウハウの

収集と共有化を実現する『ナレッジフロー
〈注2〉

システム』」を

紹介する。

ライン情報システム「MainGATE」

２.１ システムの目的

MainGATE（Manufacturing information GATE）は，

加工組立型生産ラインの情報を管理するためのシステムで

あり，生産現場の「モノの見える化」を実現する。

生産現場における製造・保全部門では，設備プログラム

の一元管理ならびにリアルタイムで設備アラームや稼動情

報を集中管理することができる。また，過去の履歴がシス

テムに蓄積されるので，生産性向上や保全活動のための分

析に活用することができる。

生産技術部門では，本システムにより全社の生産設備情

報（台帳）の管理を行うとともに，設備の実際の稼動率や

サイクルタイムなど能力情報をリアルタイムで把握するこ

とができる。これにより，製品の設計から量産までの生産

準備段階における，最適設計および実行期間短縮を支援す

る。

２.２ システム構成

本システムにおいて対象とする設備は，生産ライン単位

での組立加工設備（工作機械，ロボットなど）群とその制

御装置，ツール，搬送装置などである。

本システムは図４に示すように次の 3 階層から成る。

現場情報収集システム

実績収集サーバ

全社サーバ

は設備情報を伝送する情報収集ユニット，無線 LAN

（Local Area Network）と情報収集ステーションにより構

成される。無線 LANはライン単位でアクセスポイント

（親機）と各設備にステーション（子機）を配置してネッ

トワークを形成する。設備台数に応じ，幾つかのラインを

一括して１台の情報収集ステーションで集中管理する。

情報収集ステーションでは設備ごとに定周期で稼動情報

データを収集する。プログラム類は１日に１回など，情報

に応じた収集周期を設定する。

実績収集サーバは工場ごとなど適切な管理単位で複数の

収集ステーションからデータを収集蓄積してデータベース

（DB）化するとともに，Web 形式で蓄積したデータの公

開，データ分析などのサービスを提供する。

中小規模の場合は のみで全体システムを構築するこ

とが可能であるが，実績収集サーバが複数ある場合は全社

サーバを設置して全社の情報を一元管理する。全社の生産

ラインの情報を現在稼動しているものだけでなく，その履

歴や休止中あるいは廃止されたものまで全社サーバにて

DB化することにより，新設・改造するラインに対する既

存設備の再利用の検討やシミュレーションを効率的・効果

的に行うことができる。

２.３ システム機能

２.３.１ 設備情報管理

対象とする設備の構成はラインごとにさまざまであるた

めに，ユーザーが自由に管理設備の構成を図５の画面イ

メージに示すようにツリー形式で編集定義できるようにし

（2）（1）

（1）

（3）

（2）

（1）
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〈注１〉MainGATE：富士電機の商標

〈注２〉ナレッジフロー：富士電機の商標

企画 

設計 

試作 

評価 

ナレッジフロー 

Manufacturing 

Information GATETime to Development

Time to Market

Project/ 
Know How 
Benchmark

PDM

BOM

Manufacturing/ 
Know How 
Benchmark

調整 

量産 物流 

販売計画 生産計画 調達 

Time to Delivery

ERP/MES

SCM

生産指示 

販売 

生産 
準備 

シミュレーションツール 

コラボレーションツール 

図３　ディジタルファクトリーソリューションの位置づけ

操作 
盤 

操作 
盤 

操作 
盤 

アプリ 
ケーション 
サーバ 

DB 
サーバ 

A工場実績収集サーバ 他工場 

情報収集 
ステーション 

ルータ 

無線LAN 
アクセス 
ポイント 

情報LAN

現場情報収集 
システム1

ローカルLAN

無線LAN 
子機 

RS-232C

RS-485

搬送 
装置 

設備 設備 設備 

情報収集 
ユニット 

NC PLCPLCPLCPLC
PLC

ハブ 

UPS

情報収集 
ステーション 

現場情報収集 
システム2

I/O I/O I/O DI/DO/AI/AO

UPS

DB

アプリ 
ケーション 
サーバ 

社内ネットワーク 

全社DB 
サーバ 

全社サーバ 

図４　ライン情報システム構成
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ている。また，一つのラインで複数のワークを加工する場

合にも対応した管理方式としている。

２.３.２ プログラム情報管理

制御装置の持つプログラムと付随するパラメータファイ

ル類をその履歴とともに管理する。そのために，定期的に

制御装置から DBサーバにプログラム類をアップロードし，

保存している最新のプログラムと比較し，その差分を蓄

積・表示する。これにより，設備にインストールされてい

る実プログラムと管理している情報が常に一致するととも

に，プログラムの変更をいつ行ったかが履歴として管理す

ることができる。

NC（Numerical Control）プログラムから，その構文を

解釈して切削条件の抽出と理論的なサイクルタイムを計算

する。切削条件を抽出し履歴管理することにより，プログ

ラムが意図どおりに作られているかのチェックならびにプ

ログラムを変更した場合，その主要因である切削条件の変

更が履歴として残る。理論的なサイクルタイムの計算は，

稼動情報から上がってくる実際のサイクルタイムとの違い

により，設備の能力（実力）やどこに問題があるかを分析

するのに役立つ。

２.３.３ 刃具情報管理

切削加工の場合，刃具は消耗品であり，品質面，コスト

面から寿命管理が重要となる。そのため，刃具の交換まで

の使用回数と切削時間の履歴を管理する。これらは分析し

やすいようにグラフ表示する。

２.３.４ 稼動情報管理

設備稼動情報の収集は設備ごと，収集項目ごとに周期を

設定することができる。通常，設備のアラーム情報は 1 ～

10秒程度で，刃具交換回数，サイクルタイム，加工数，稼

動時間，設備異常発生時間などの純然たる稼動情報は１～

60 分程度の周期で収集するよう設定する。同一のアラー

ムは発生時間と復旧時間にて履歴を管理する。

２.３.５ データ分析・グラフ表示

稼動情報は，CSV（Comma Separated Value）形式に

てユーザーのパソコンにダウンロードして好きなように加

工・分析することができる。

２.３.６ 他システム連携（NCシミュレータ連携）

NCシミュレータ，ラインシミュレータとのデータ連携

を実現する。

NCシミュレータとして DELMIA社の三次元（3D）シ

ミュレータ Virtual NCと連携した機能を実現している。

3Dシミュレータを利用することにより，ワークと工具と

の干渉のチェックやサイクルタイム，刃具使用時間，切削

量の算出など NCプログラムの事前チェックがより精密に

可視化して実施可能となる。一方，稼動中のプログラムで

問題が生じた場合，そのプログラムを NCシミュレータに

かけることによって，さまざまな分析や対策を仮想的に行

うことができる。

Virtual NCをベースに次のような機能を実現している。

複数台の工作機械，ワークピース，搬送ラインを連携

させたライン全体のシミュレーション（図６）

NCプログラムとパラメータファイルからシミュレー

ションデータを自動作成

シミュレーション結果を XML（eXtensible Markup

Language）形式で出力し，Web 形式でグラフ，表と

して表示

今後，NCシミュレータやラインシミュレータにより，

工程分割の最適化など，ライン設計の支援機能を充実する

予定である。

ナレッジフローシステム

３.１ システムの目的と概要

ナレッジフローシステムは，製品企画・設計から生産開

始までの生産準備業務の実行プロセスを支援するシステム

である。

本システムは，図７に示すように，①業務実行プロセス

を可視化する機能，②可視化されたプロセス情報を取り込

み，実際の業務実行を管理する機能，③業務実行の経過お

よび実行過程の活動情報（業務ノウハウ）を記録し，比較

分析を行う機能から構成され，各機能をシームレスに共有

する構造を持つ。

（3）

（2）

（1）
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図５　ライン情報システムの画面イメージ 図６　NCシミュレータによる生産ラインの表示例
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３.２ 業務実行プロセス可視化機能（Planner）

業務実行ルール，役割分担，実行時間を可視化する

BPR（Business Process Reengineering）ツールとして

コーレル社の iGrafx PROCESSを利用する。また，業務

の実行過程におけるデータの流れ図（DFD）を整理する

ツールと，業務を実行するために必要なフォーム（画面・

帳票）を作成するツールと合わせ，業務プロセスにおける

必要情報の整理を支援する。図８のように，本ツール群に

より整理された情報は，業務実行管理機能の基本データ

（ひな型）として取り込むことが可能である。

３.３ 業務実行管理機能（Manager）

可視化機能により整理されたひな型情報をもとに，実際

の業務実行を支援する役割を担う。ツールの構成は，実行

ルール，役割分担，実行時間および必要フォームに従い，

プロジェクト参加者の役割に応じ，必要な仕事を必要なタ

イミングで実行を促すワークフローを中心に構成される。

本機能では，図９に示す①今何をしなければならない

か？ を担当者に通知する To Doリスト機能，②プロ

ジェクトの進み具合を視覚的に把握できる進捗（しんちょ

く）管理機能，③次工程の担当者への前工程の完了通知や，

実行結果の承認依頼を電子メールにて通知し，またプロ

ジェクトメンバーへの伝達や，質疑・相談をパソコン上で

行えるコミュニケーション機能を有する。さらに，業務に

必要な図面・文書を格納・共有するドキュメント管理シス

テムとも連携が可能となっている。

３.４　実行結果分析機能（Analyzer）

業務実行結果を蓄積し，ベンチマークを行うことで，プ

ロジェクトの実行品質改善やリードタイム改善などを支援

する環境を用意するものである。

本機能は，①業務の開始，終了，待ち時間などを業務実

行記録にタイムスタンプし，プロジェクトごと・実行業務

単位ごとの実行時間分析や，図 のような複数プロジェク

ト間の実績比較が可能となる支援機能，②業務実行過程に

おける検討アイデアやディスカッション内容など，非定型

な業務ノウハウを検索・抽出可能な，ナレッジマネジメン

ト機能により構成される。

あとがき

本ソリューションは，設計・製造プロセスにおけるノウ

ハウ情報を必要なときに必要な人が「見える」環境，計測

可能な業務のベンチマーキングが確実に行える環境および

メンバーのスキル差を埋める環境を構築し，今後ますます

要求される経営のかじ取りのスピードアップを支える情報

システムの中核となるものである。

１０
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図７　ナレッジフロー機能構成イメージ

図８　Plan：BPRツールによる業務の可視化

図９　Do：ナレッジフロー，進捗管理，To Do リスト

図１０　Check：ナレッジフロー，実績分析
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まえがき

「気候変動枠組み条約第 3回締約国会議」（COP3）を

契機に，エネルギーの有効活用が大きくクローズアップさ

れてきた。また，環境に関する国際標準規格 ISO14001を

取得または取得予定の企業が急増し，環境・省エネルギー

問題に真剣に取り組み始めたこと，「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）が 1999 年４月１日から施行されたことなど，省エネ

ルギー促進への環境が整ってきた。エネルギー消費の中で

も民生・業務部門でのエネルギー消費は伸びも大きく，今

後も有効な対策を実行し，エネルギー消費量の削減を達成

する必要がある。しかし，単なる掛け声だけではエネル

ギー消費を抑制・削減できない。そのためには，実際に有

効な手段や対策を講ずる必要がある。

富士電機では，早くから環境や省エネルギーに関するビ

ジネスを展開しており，エネルギー全般の効率的な活用を

促進すべくさまざまな活動を行ってきた。このノウハウを

もとに，エネルギーに関するビジネスおよび商品をソ

リューションとしてまとめたので，その導入事例も含めて

紹介する。
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ソリューションの概要

富士電機が提案するエネルギーソリューションの全体イ

メージを図１に示す。富士電機では，図示のとおり，エネ

ルギーの計測から総合マネジメントの環境整備，クリーン

なエネルギー供給設備の導入，ユーティリティ設備の運用

に至るまで，エネルギーに関するトータルな提案を行って

いる。省エネルギー活動の初期段階は，省エネルギー診断

や，エネルギー計量・計測システムの導入により，現状の

対策すべきエネルギー・設備状況の「見える化」を行うこ

とであり，この情報をもとに，各種集計や解析などを行い

継続的な改善を行うことが可能となる。また，人に依存し

ないエネルギー安定供給の実現および省人化と安定運用の

推進をしていく必要があり，太陽光，風力などの新エネル

ギーや代替エネルギーの活用，さらに，これらのシステム

や設備の運用費低減と安定運用を図ることにより，維持管

理サービス事業や ESCO（Energy Service Company）事

業に発展させていくことが可能となる。

エネルギーマネジメントシステム

本システムを構成する製品は次のとおりである。

３.１ エネルギー計量システム

３.１.１ 電力量計測ツール「EcoPASSION」

図２に示すとおり，EcoPASSIONは，電力量計測を行

う子局とフレキシブル無線ネットワーク SS（Spread

Spectrum）無線およびデータ管理用パソコンで構成され

る。入力は，専用電流センサを使用した簡易計測とパルス

入力を使用した精密計測とに限定し，プログラムレスとし

て構築されており，「現場にフィットした」というコンセ

プトで開発されたため，以下に記す多くの特徴がある。

無線使用のため局間のケーブル配線工事が不要

分割型電流センサの開発により，活線状態での取付け

が可能

子局１台であらゆる回路方式に対応

コンパクト設計のため専用の取付け場所が不要

EcoPASSIONを使用することにより，収集したデータ

を解析して省エネルギーポイントの抽出ができる。

３.１.２ エネルギー管理・解析システム「EcoANALYST」

EcoANALYSTは，省エネルギー推進に必要な省エネ

ルギー管理サイクル（計測，解析，対策，評価）に重点を

おいた「省エネルギーデータ解析支援ツール」である。特

徴は次のとおりである。

イントラネットへの対応

汎用データベースとブラウザによるオープンな環境を

提供

計測タグのグループ管理を実現

省エネルギー管理のための標準画面を豊富に用意

生産管理システムなどの他システムとの連携が可能

EcoANALYSTの概要を図３に示す。

EcoANALYSTを活用することにより，計測するだけ

でコスト削減が図れると同時に「改正省エネ法」や

「ISO14000」推進の効果が発揮できる。また，エネルギー

量や環境値のさまざまな計測，解析（原単位解析，部署別

解析，モデル同定，需要予測など）ができる。

３.２ 施設情報管理システム

施設情報管理システム「SOFIAS」は，１台のサーバに

て建物の「敷地」「建物」「付帯設備」「設備機器」「備品」

などが精緻（せいち）な画像表現で管理ができ，必要な最

新の施設情報をスピーディに得られる。また，以下のよう

な豊富な機能や特徴がある。

図面上からクリックで設備の詳細情報をポップアップ

メニューで表示

レポート機能によりさまざまな管理帳票を容易に作成

図面上に付加する情報を階層構造で管理でき，その情

報を同一平面上に配置し表示が可能

付帯設備などの情報のほか点検・修繕情報が管理可能（4）

（3）

（2）

（1）

（5）

（4）

（3）
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図２　電力量計測ツール「EcoPASSION」の構成
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CAD（Computer Aided Design）データ連携などに

よりデータ入力作業を低減

CADと同等の操作により，各種図面の修正が簡単

計測情報や警報情報と連携して，画面上で異常の検知

や状態監視を実現

このシステムを活用しデータの一元管理を図ることによ

り，常に最新の情報をどこででも見たり操作したりするこ

とができるばかりでなく，データの作成・更新作業が容易

となる。また各種集計機能や各種解析機能などにより，さ

まざまな角度から情報を分析することができる。

エネルギー供給設備最適運転支援システム

生産現場では，電力，熱，蒸気，工業用エアなどさまざ

まな形態のエネルギーを必要とする。生産目標を達成する

ために，これらのエネルギーを供給する原動力設備の安定

運転が要求される。また，省エネルギー対策や，生産コス

トの低減，環境への対応が一層求められている今，エネル

ギー供給設備のランニングコストの削減や CO2 排出量の

低減などがますます重要な課題となってきている。富士電

機では，エネルギー利用状況の見える化を進める一方，エ

ネルギーの最適運用や設備の最適運転を目的とするソ

リューションを提供している。

４.１ 設備運用支援フレームワーク

エネルギー供給設備の運用は，日常運用サイクル，設備

運転サイクルおよび設備計画サイクルに分けて考えること

ができる。図４に設備運用支援のフレームワークを示す。

各サイクルは，Plan → Do → Check → Action（PDCA）

の流れに従って運用されるべきであり，富士電機の提供す

るフレームワークにより，各サイクル間の連携が容易とな

り，設備運転や設備構成の最適化を実現できる。

４.２ 最適運転支援システム

生産現場におけるエネルギー供給設備は，工場ごとに異

なるが，図５には代表的なコンバインドコージェネレー

ションプラントおよび最適運転支援システムを示す。一般

的に，電力，熱など個々の設備系統では，効率化，自動化

が図られているが，各種設備の運転は現状，オペレーター

の判断にゆだねられて，プラント全体からみた場合，必ず

しも最適な運転とはなっていない。富士電機では，長年

培ってきた予測・最適化技術を生かしたエネルギー供給設

備の最適運転支援ソリューションを提供している。

設備運転にあたり，各種負荷状況に応じて，いつ，何を，

何台，どのくらいを決める運転計画を立てなければならな

い。富士電機が提供する最適運転支援システムは，以下の

ような機能から構成されている。

負荷予測機能

負荷特性に応じて，予測精度が高くかつ予測結果を説明

可能な独自の構造化ニューロ，従来型の統計手法やカルマ

ンフィルタなどさまざまな予測方法が適用可能である。

プラントシミュレーション機能

一般的な線形・区分線形モデルのみならず，ニューロ・

応答局面法などによる非線形なモデル化および数式化でき

ない運用ルールの取扱いが可能であり，現実的なモデル化

が可能である。

最適運転計画機能

最新のモダンヒューリスティクや既存の数理計画法など

の最適化手法を利用して，消費エネルギーのコストと CO2

排出量を考慮した目標関数の最小化を狙い，経済性，環境

性が最適となるような運転計画を立案している。

運転支援システムを利用することにより，省エネルギー

や環境に優しい最適な設備運転が実現できる。また，運転

計画システムが下位制御システムと連携を取れば，運転の

自動化・省力化が容易に実現できる。さらに，最適計画の

シミュレータ機能を利用することにより，設備の最適構成

の検証，設備計画および設備投資の策定などにも活用でき

る。

（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）
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図４ エネルギー供給設備運用支援フレームワーク
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図５ エネルギー供給設備最適運転支援システム
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導入事例

（株）デンソー池田工場冷却機器製造部では，2001 年４

月からエネルギー計測システムを導入し稼動中である。今

回はその事例を紹介する。

５.１ システムの概要

今回導入したエネルギー計測システムは，本工場内の４

工場すべてに導入され，電力量計測点約 500 点，流量計測

点 6点を測定している。計測規模と導入コストを考慮して，

無線を使用した簡易計測方式の計測装置を採用している。

今回のエネルギー計測装置を採用した狙いは，

無線を使用しているため，低コストでの導入が可能

電力量および流量の計測が簡単

短周期でのデータ収集が可能

グラフデータは Excel
〈注〉

連携を備えているため，データ

の加工・解析が可能

などがあげられる。

５.２ システム構成

図６に工場全体および工場内のシステム構成を示す。各

設備からの電力および流量の消費量はエネルギー管理・解

析サーバにより収集・蓄積されている。また，エネルギー

管理・解析サーバは既設「ライン別コスト管理システム」

「生産実績システム」と基幹 LANで接続している。また

クライアントパソコンからWeb 上でエネルギー消費量の

閲覧ができる。

５.３ システムの特徴

システムの特徴を以下に説明する。

設備単位でエネルギー使用量を把握

照明・空調設備・動力設備のエネルギー計測を実現

各職場のパソコンすべてからエネルギー量の閲覧可能

既設「ライン別コスト管理システム」との連携により，

ライン別のエネルギーコストが把握可能

既設「生産実績システム」との連携によりエネルギー

原単位が把握可能

５.４ 具体的効果

従来のエネルギー計測では，フィーダでの計測値を設備

定格電力で案分しているため，「細かな解析ができない」

「改善効果が把握しがたい」という問題があった。しかし，

今回，設備ごとにリアルタイムで電力を計測・ビジュアル

化する解析システム「ECOFIT」を導入し，誰でもどこで

でも設備・時間ごとにエネルギー消費量が見えるようにな

り，改善案件発掘・実施・効果の確認が容易にでき，エネ

ルギー改善の PDCAを効率よくまわすことができるよう

になった。表１に導入効果の例を示す。各設備の待機電力

が目に見えるようになったことで，待機電力削減の改善策

を実施し，効果を上げている。図７に「非稼動時の電力ゼ

ロ化に向けた取組みと効果」を，図８に「大型炉の直間停

止による改善の事例」をそれぞれ示す。

また，「ライン別コスト管理システム」と連携し，エネ

ルギー費をラインへ課金することにより，全員の目がエネ

ルギー費低減へ向くようになり，省エネルギー活動の活性

化を図ることができた。今後さらに他工場への水平展開も

検討している。
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（3）

（2）
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表１　（株）デンソー池田工場の環境対応効果 

改善案件 環境対応 
効　果 

（kWh/日） 

非稼動日消費電力ゼロ化 

ろう付炉直間停止（1） 

ろう付炉直間停止（2） 

リザーブ成形休日停止［材料変更］ 

P 成形インバータ設定最適化 

CO2削減：20 t-C/年 800 

509 

1,358 

388 

1,334

ライン リーダー 設備 金額 OFF 理由 休日電力 
HA-0271 2805 可 － 166
IM-5661

IM-5793

357 不可 立上げ 21
SUS ○○EX 

○○T

電
力
 

1号ライン 活動開始 

日 
待機電力 

電源マップ 

設備 電源 
チェックシート 

6/1
メイン電源（200V） 

メイン電源（200V） 

　　　　　（100V） 
V
V

ポンプ電源 V
搬送用電源 V

V

6/8
IM-1355

IM-0527

活動前 

休日電力量（ライン合計） 

2,000

0

4,000
4,700

2,700

活動後 

電
力
量
 

（
k
W
h
/日
）
 

作業 
分析 

意識 
づけ 

効果 

目標 
非稼動時電力ゼロ化 

全170台 

ライン・設備別 
むだを定量的に明示 

休日設備停止診断表 

結果が定量的にみえる　　やる気の向上・歯止めのかかる仕組み 

チェックシートにより 
切り忘れ防止 

CO2削減：20t-C/年 

設備 
切り忘れ 

作業者 
自らアク 
ション 

図７ 導入による改善効果事例1

〈注〉Excel ：米国Microsoft Corp. の登録商標
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図６ （株）デンソー池田工場のシステム構成
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あとがき

世の中は今まさに環境・省エネルギー問題に直面してお

り，各企業においては，今後も継続的にエネルギー消費量

の削減を推進するための仕組みづくりが求められている。

本稿では，エネルギーソリューションの中でもエネル

ギーマネジメントシステムを中心に，省エネルギー管理サ

イクルをまわす仕組みについて紹介してきた。富士電機で

は，長年にわたって培った環境・エネルギー分野の実績や

ノウハウをもとに，クリーン＆ハイクオリティなエネル

ギー環境を構築する機器，設備などを提供すると同時に，

さらに ESCO事業をはじめとしたユーティリティ設備管

理・運用などのアウトソーシングの事業化を含めて，お客

様のニーズに合わせた環境・省エネルギー活動を強力にサ

ポートするソリューション群を提供していく所存である。

参考文献

福田英治ほか．省エネルギーへの取組みとエンジニアリン

グ．富士時報．vol.73，no.7，2000，p.406-412．

安東伸彦ほか．フレキシブル無線ネットワークによる「総

合エコ監視システム」．富士時報，vol.73，no.6，2000，

p.337-341．
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図８ 導入による改善効果事例2
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まえがき

日本経済の低迷や中国など ASEAN諸国の低価格商品

の攻勢に対して，産業界では SCM（Supply Chain Man-

agement）に基づく全体最適化による抜本的な生産システ

ムの改革と製造システムの情報化が急がれている。

従来の製造システム合理化では，工場内での製造リード

タイム短縮や仕掛り在庫圧縮が主な改善目標であったが，

今後の製造業の生き残りのためには，原料・資材調達メー

カーや顧客ニーズ（需要予測）との情報共有化とネット

ワーク化が重要であり，製造現場情報システムの改革が急

務となっている。また，地球規模でのグローバリゼーショ

ンの流れの中で，エネルギー管理や環境対策問題も企業存

続の重要なアイテムとなりつつあり，製造現場情報の把

握・管理が企業の経営革新に不可欠の課題となっている。

本稿では，設計・調達・製造・出荷配送などの一連の製

品ライフサイクルに対応する情報システム化の潮流の中で，

製造設備の構築方法と情報システムが果たすべき役割と事

例について富士電機の取組みを紹介する。

製造物流ソリューションの基本コンセプト

製造物流システムは，原材料また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，経営情報システムとの情報の一元管理を行うことが

主要な目的である。

製造物流ソリューションの体系を表１に示す。この中で，

富士電機は導入コンサルティングフェーズ，情報システム

構築フェーズ，設備システム構築フェーズおよび保守保全

サービスフェーズに特徴を持っており，以下のコンセプト

を掲げてシステム構築を進めている。

IE（Industrial Engineering）分析と BPR（Business

Process Reengineering）を複合させた人・物・情報の

一元化と運用バランスのとれたシステム構築

物量計画に沿った要求レベル，達成目標，制約などを

与えられた条件の中で実現する能力計算を用いたシステ

ム構築

製造ラインと保管・搬送システムを結ぶ最適な移動時

間を実現するレイアウト構築

将来の需要変動・設計変更・製造ロット変更に柔軟に

対応できる製品ライフサイクル管理システム構築

顧客要件の実現のための課題

富士電機の製造物流ソリューションでは，顧客要件を実

現するために表２のような課題を掲げ，顧客要件の最大限

の実現を目指している。

システム構築コンサルティング

上記課題のために，製造システム設計を行うにあたり，

事前にシステム構築コンサルティングを実施する。システ

ム構築コンサルティングは大きく分けて，現場調査による

基本構想立案および立案システムの検証の二つがある。

（4）

（3）

（2）

（1）
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福田　和彦（ふくだ　かずひこ） 三嶽　　悟（みたけ　さとる） 船戸 健太郎（ふなと　けんたろう）

表１　製造物流ソリューション体系 

ソリューション 
のフェーズ 

商品例・ツール ソリューション内容 

導入コンサル 
ティング 
フェーズ 

物の流れの分析，人の動きの分析， 
情報機能の分析により，レイアウ 
ト・搬送を合理化し，むだ作業を排 
除，生産性を向上する。さらに業務 
プロセスを改革していく。 

製造物流の 
情報システム 
構築フェーズ 

製造物流の 
設備システム 
構築フェーズ 

製造物流の 
維持管理サー 
ビスフェーズ 

製造物流の 
保守保全サー 
ビスフェーズ 

コンピュータによる物流計画と倉 
庫・搬送系を中心とした設備機器と 
連携を図り，設備能力を最大限に発 
揮させる。 

厳密な能力計算により，最適な設備 
機器選定と最適なレイアウト配置を 
決定し，システムインテグレーショ 
ンを行う。 

導入設備の稼動状態や運用状況をリ 
アルタイムで監視し，最小の運用経 
費にて最大の稼動効果をもたらすた 
めのサービス。 

設備の不具合や稼動履歴を監視し， 
即時に原因究明と修復を行うサービ 
ス。 

IE 分析 
コンサルティング 
物流能力 
シミュレーション 

コンピュータ 
およびネット 
ワークシステム 

自動倉庫，AGV， 
リニアシャトル， 
垂直搬送機， 
その他 

稼動管理システム 

24 時間コール 
センター 

福田　和彦

情報ソリューションの企画・開

発・エンジニアリング業務に従事。

現在，電機システムカンパニー情

報システム事業部ソリューション

第三部次長。電子情報通信学会会

員。

三嶽　　悟

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。

現在，東京システム製作所情報・

社会システム装置部。

船戸 健太郎

民需向け情報ソリューションの企

画・エンジニアリング業務に従事。

現在，電機システムカンパニー情

報システム事業部ソリューション

第三部。
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４.１ 基本構想の作成

IE 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

結果の確認までを行う。具体的作業内容を図１に示す。

４.２ 構築システムの検証

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，最適化

シミュレータを用いて設備計画の妥当性の能力を検証する。

図２にシミュレーションを実施した工場内物流搬送フ

ローを示し，図３にシミュレーション結果の出力画面例を

示す。
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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 

特徴　　〈IE診断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，物と人と情報の三面から総合的にアプローチする。 

現状把握 実態分析 新構想立案 基本計画 実施計画 
期間 

6週 

10週 

14週 

8週 

IE診断 IE分析と課題抽出 

IE診断と合理化計画 

新工程構築 
　実施計画策定 

基本構想立案 

IE分析と合理化計画実施計画 

（1）作業合理化・効率化 
 ①配送プロセス別の作業効率化 
 ②作業の改善・むだ排除 
 ③加工方式，搬送方式の改善 
 ④検品包装作業の改善 
 ⑤積込作業の合理化 

（2）設備合理化・自動化 
 ①仕分け自動化，搬送設備合理化 
 ②商品の保管と入出庫の合理化 
 ③レイアウトの改善 

（3）管理・情報合理化 
 ①欠品防止・サービス向上 
 ②出荷指示の迅速化・短納期化 
 ③誤出荷防止・信頼性向上 

 ①基本要件 
 ②設備と情報と管理システムの構想 
 ③コスト試算 

 ①作業と工場全体イメージ 
 ②設備計画 
 ③現場で必要な情報と作業管理 
 　システム 
 ④効果予測と採算計算（回収年数） 

I
E
診
断
と
合
理
化
提
案
 

新
構
想
立
案
 

図１　基本構想立案の具体的作業内容

表２　製造物流ソリューションにおける顧客要件の実現と課題 

最重要課題：顧客が期待するシステムのパフォーマンスの実現 

具体的 
施策と 
要件 

タクトタイム 
の目標値設定 
と実現するた 
めの具体的施 
策の計画と実 
行 

システム構成要素 
（コンピュータ， 
プログラマブルコ 
ントローラ，トラ 
バーサ，倉庫，リ 
ニアシャトル，ク 
レーン，など）を 
有機的に結合させ， 
タクトタイムを極 
力短くすること。 

動作単位の異なる各構成要 
素の機能を把握したうえで， 
システム運用でのパフォー 
マンスを最大化する設計 

顧客が望む運 
用法案と使い 
勝手のよさの 
追求 

計画入出庫 

通常のデータベースでなく， 
入出庫に適したデータ検索 
機能の充実など，MRP 
（Material Requirement  
Planning）的な考え方で 
方式設計すること。 

物流搬送系 

複数台の搬送系の運用のア 
ルゴリズムを設計し，むだ 
のない運用方式を提案・実 
行できること。 

ソフトウェア 
顧客側で必要に応じて修正 
できるような，モジュール 
構造設計であること。 
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図２　シミュレーションを実施した工場内物流搬送モデル

図３　工場内物流搬送シミュレーション結果



製造物流ソリューション

以上のコンサルティングフェーズにより，種々の制約条

件の中で目標レベルを実現する最適な製造・物流レイアウ

ト，採用機器，人員配置，運用法案に基づいた提案を行う。

製造物流ソリューションのシステムエンジニア

リング

富士電機の製造物流ソリューションでは，顧客要件のコ

ンサルティングを行った後，図４に示すようなシステムエ

ンジニアリングフローにより，短納期でのシステム設計と

現地据付け工事を実現している。

製品ライフサイクル管理への取組み

経済環境の変化や需要の変動は今後，ますます激しくな

り，その結果，製造対象製品の設計・製造・保守に関する

ライフサイクル管理がますます重要になってきている。

富士電機では，生産管理業務統合システムの専門ソ

リューションベンダーであるブロードシステムソリュー

ションズ（株）との共同開発により，在庫削減・リードタイ

ム短縮・納期回答機能などを実現するための，製品ライフ

サイクル管理システムの構築および各業界への適用を進め

ている。

組立製造業向けの製品ライフサイクルソリューションの

概念を図５に示す。

この製品ライフサイクル管理システムは，BOM（Bill

Of Materials：部品構成表）を基軸として企業の製品ライ

フサイクル管理を改革するものであり，システムの特徴は

次のとおりである。

在庫圧縮，リードタイム短縮を実現する二段階生産を

標準装備（図６に示す）

見込み生産，受注生産，受注組立生産，個別受注生産

などハイブリッド生産形態に対応

ERP（ Enterprise Resource Planning） に PDM

（Products Data Management）機能を含めた新しい概

念の次世代システム

受注オーダーに基づいた販売，生産ロスを最小化する（4）

（3）

（2）

（1）
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図４　製造物流ソリューションにおけるシステムエンジニア
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図５　製品ライフサイクル管理システムの体系



製造物流ソリューション

受注能力所要量計算による納期回答機能

組図を利用した設計－製造－保守サービスのコラボ

レーション

100 ％ Web 対応とオブジェクト指向によるシステム

部品化

以上の特徴により，特に中堅加工組立製造業の製品ライ

フサイクル効率化のソリューションを提供する。

各業界への製造物流システムの適用

富士電機では，この製造物流ソリューションの思想のも

とに多くの業界へ製造システムを適用している。主な業界

を下記し，適用事例または適用の考え方を示す。

７.１ 機械加工組立業界

機械加工組立業界は，国際競争力の強化のために，製造

リードタイム短縮や在庫削減を目標として，最適な製造物

流の実現を目指している。

製造物流ソリューションの一例として製造機械の組立工

場のシステムを示す。

このシステムでは製造機械の製造ラインのうち，取扱部

品点数が多い機械組立セルでの部品保管と搬送を行ってい

る。昨今の物流システムにも見られるように，いかに在庫

を持たずリードタイムを短縮して部品供給を行うかについ

て主に考慮している。

分散倉庫方式

システム内に配置されている自動倉庫は分散倉庫と呼ば

れ，保管だけの機能でなく，生産現場直結型の搬送機能と

段取り替え機能も兼用している。このため保管用の倉庫と

比較すると棚数は少ない。情報システムのスケジュール計

画によって，部品倉庫と呼ばれる保管専用倉庫と分散倉庫

の在庫を移動することで棚数が少ない問題を解決する。

レール２台スタッカクレーン走行の高効率倉庫

分散倉庫の搬送時間を短縮させるため，一部分散倉庫で

は１レールに２台のスタッカクレーンを走行させて搬送効

率を上げている。図７に小物分散倉庫の例を示す。

両スタッカクレーンが衝突する危険性の回避については，

それぞれのスタッカクレーンが相手の位置を測定しながら

走行することで問題を解決した。

質量（荷姿）別に独立したシステム

搬送品の質量によって，バケット系（50 kg 以下），小

物系（1 t 以下），大物系（2 t 以下）の独立した保管搬送

システムで構成されている。機械系はもちろん制御系も完

全に分離されているため，１システムの障害が他方へ波及

することを防止している。図８にバケット分散倉庫，図９

に大物分散倉庫の例を示す。

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）
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図６　在庫削減・リードタイム短縮への取組み（2段階生産） 図７　小物分散倉庫（1レール2台スタッカクレーン走行）

図８　バケット分散倉庫

図９　大物分散倉庫
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高速化に対応した自動倉庫

自動倉庫に使用されているスタッカクレーンはサーボ

モータ駆動方式を採用し，高速移動と高速位置決めを可能

とした。

メンテナンスの容易性

設備異常の早期発見の目的で，設備稼動情報（設備異常

内容）をポケベルで担当者に通知している。

障害の初期状態で異常が通知されることにより，二次・

三次の障害を防止することを可能とした。

安定搬送を目指した搬送系

搬送物が目的地に到着するまでに複数のルートが存在す

る場合，設備の稼動状況に応じて最適なルートをその都度

選択変更する機能を持つ。

例えば設備の故障によりそのルートが搬送不可の場合，

後続搬送は自動的に別ルートに切り替わる。

省エネルギー対応

通常稼動時，無負荷状態時は一時動力停止によって電力

消費を抑えることはもちろん，夜間休日の工場操業休止

時には必要最低限の制御電源を残し，すべての動力と付随

する制御電源が停止する。

以上紹介した分散倉庫による生産システムは，在庫の削

減と効率的な生産調整が可能な点で，多くのメリットがあ

ることが顧客からも評価されている。

７.２ 医薬品業界

医薬品業界は，GMP（Good Manufacturing Practice）

思想のもとで，バリデーションによる厳密な製品管理が要

求される業界であり，また，最近では製造環境のクリーン

化・無菌化が重要になっている。

医薬製造における代表的な工程を図 に示す。

富士電機は，この中で製品工程における組立・包装，搬

送システム，クリーン機器応用システムおよび品質管理に

おける各種外観検査システムなどに特徴を持っている。こ

の中で特に外観検査システムは，異物検査，ラベル検査，

異種ロット検査など，30 年の研究開発の実績をベースに

顧客のニーズに応えている。医薬品業界における外観検査

システムの適用事例を以下に記す。

錠剤外観検査装置・カプセル外観検査装置

注射針検査装置

医療チューブ外観検査装置

カラーおよびレーザ刻印による異種ロット検査装置

細粒体検査装置

液量検査装置

巻締検査装置

ラベル検査装置・ロット番号検証装置

容器内面検査装置・容器外面検査装置

品質管理では，製品の品質情報管理（製造条件，試験

データ），生産設備の稼動管理（稼動状況，稼動率），また

調剤などのバッチプロセス制御システムなどを用意されて

いる。品質稼動情報管理システムの一例を図 に示す。

あとがき

製造物流ソリューションおよび製品ライフサイクル管理

などを中心に，富士電機の取組み姿勢を紹介した。

低成長下での製造物流のあり方を追求し，需要変動や在

庫削減による経営体質の強化に取り組むためには，情報技

術（IT）を核として，システム制御，機構，センサなど

を統合化かつ効率的に運用する全体最適が重要であり，今

後もより一層顧客ニーズに密着したソリューション体系を

整備するとともに，より付加価値の高い製造システムを開

発・提供していく所存である。
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まえがき

食品業界では，1996 年の HACCP（Hazard Analysis

Critical Control Point：危害分析重要管理点）承認制度の

開始以降，衛生管理のレベルアップが図られている。その

一方，1996 年の大阪における O157 集団感染や，2000 年

の牛乳汚染事故など，食中毒問題が解消されたとは言い難

い。厚生労働省の統計資料によると，1990 年以降，届け

出患者数は年間 2～ 5万人ほどで増減を繰り返し，届け出

事件数は世間の関心の高まりに伴って増加傾向にある。

食中毒問題が改善されない理由は，現在の細菌検査のス

ピードが食品の流通や汚染の進行に追いつかない点にある。

培養を要する方法では，結果を得るまでに 24 時間以上を

要するため迅速検査は難しい。消費者の安全を保障し，食

品事業者のリスクを軽減するには，迅速簡便な細菌検査手

段の確立が急務である。

富士電機は，これまで水や環境分野を中心に微生物検査

技術を培ってきた。現在，これらの技術を応用し，全生菌

を 1 時間以内で検査できる装置「生菌センサ」（仮称，図

１）を開発している。今後，生菌センサを活用し，在庫削

減ソリューション，器材清浄度チェックの迅速化，食品工

場におけるユーティリティコスト削減など，さまざまなア

プリケーションシステムを展開していく。

本稿では次の 2 点を紹介する。

生菌センサの概要

想定されるアプリケーションシステム

生菌センサ

従来の細菌検査には，次の二つの課題がある。

培養時間が必要で迅速に結果が得られない。

生きているが培養できない細菌（VBNC菌：「解説」

参照）を検知できない。

これらの課題を解決するには，培養に依存せずに単一の

細菌を検出できる以下のような技術が必要である。

細菌が持つ遺伝子や各種抗原，酵素活性を利用する標

識技術

標識された細菌を検出する技術

生菌センサは，細菌の酵素活性を利用して蛍光標識した

生菌を，蛍光画像解析によって自動計数する検査装置であ

る。以下で，その詳細について述べる。

２.１ 計測原理

生菌センサでは，標識試薬としてカルボキシフルオレセ

インジアセテート（CFDA）を用いている。CFDAは無

蛍光性だが，菌細胞内で酵素エステラーゼによって分解さ

れると蛍光性となる。このため，エステラーゼ活性を持っ

ている，すなわち生きている細菌は，CFDA添加後，励

起光を照射すると蛍光を発する。生菌センサは，オート

フォーカスを行いながら蛍光画像を取り込み，それを処理

することで個々の生菌を蛍光輝点としてとらえ，計数する。

CFDAによる生菌の蛍光標識を図２に示す。

２.２ 測定手順

測定手順の概略を図３に示す。画像処理上の工夫によっ

て蛍光性夾雑（きょうざつ）物の影響を軽減している。

サンプリング（ 過やふき取りなど，手作業）

CFDAで蛍光標識（手作業）

生菌の蛍光発光画像を取得（自動装置）

画像処理によって生菌数を得る。（4）

（3）

（2）

（1）

（7）（6）

（2）

（1）

（5）

（2）

（1）

（2）

（1）

（4）（3）

（2）

（1）
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高橋　一仁（たかはし　かずひと） 龍崎　義紀（りゅうざき　よしのり） 野田　直広（のだ　なおひろ）

図１　生菌センサの外観
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食品，薬品分野の情報システム設
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龍崎　義紀

食品，薬品分野の新規事業開拓と

営業に従事。現在，富士電機シス

テムズ（株）営業本部第五統括部副

統括部長。

野田　直広

微生物検査装置，水質計測機器の

研究開発に従事。現在，（株）富士

電機総合研究所機器技術研究所。

日本防菌防黴学会会員。
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２.３ 仕様・特長

生菌センサの仕様を表１に示し，主な特長を以下に記す。

™迅速性 ： 1時間以内で結果出力

™簡便な操作：無菌操作など特殊技術不要

™小 型 ：現場に持ち込み可能

２.４ 計測事例

生菌センサによる細菌検査事例を紹介する。

図４は，培養した大腸菌を希釈し，生菌センサで測定す

るとともに同じ試料を従来法（培養法）で測定し，両者を

グラフで比較したものである。横軸が従来法，縦軸が生菌

センサの測定結果である（黒丸データは大腸菌の測定結果，

白丸データは標準蛍光ビーズの測定結果）。両者は 102 ～

107 個/mLの濃度範囲で良好な相関を示しており，生菌セ

ンサは従来の培養法に代替しうるといえる。

食品衛生法などによれば，細菌数の検査基準には，表２

のようにｇあるいは mLあたり 105 ～ 106 個の評価を求め

るものが多くある。図４の結果によれば，生菌センサの測

定下限は 102 個/mLであり，分解能として，これら食品

の検査に適用できる可能性を持っている。

現在，各種の実サンプルの測定に取り組んでいる。これ

までのところ，図５のように実際のサンプルで菌が輝点と

して検出できることを，蛍光顕微鏡観察によって確認して

いる。実サンプルは，例えば同じ食材であっても汚染状況

や乾燥の程度などがそれぞれ異なっており，非常に多様な

状態にある。今後，前処理方法の確立などを行い，定量性

や使いやすさなど，実用性の高い検査装置としていきたい。
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制御用 
パソコン 

生菌センサ 蛍光試薬 
CFDA

計数 
結果 

Ac

生菌は酵素活性で 
蛍光性になる。 

生菌 

死菌 

培養大腸菌を蛍光 
標識した状況 

O

OHC

O

Ac

図２　CFDAによる生菌の蛍光標識

②CFDAで蛍光標識 

③生菌の蛍光発光画像取得 

④画像処理で 
　生菌数を得る。 

①サンプリング 
（　過，ふき取りなど） 

図３　測定手順

表１　生菌センサの目標仕様と公定試験法との比較 

項　目 生菌センサ 

測 定 原 理  CFDA 蛍光標識法 

公定試験法 

培養法 

所 要 時 間  
1時間以内（前処理含） 
（培養菌の実績：20分） 

24時間以上 

VBNC  菌 検出可（原理的に） 検出不可 

操　　　作 
サンプリング， 
試薬添加で蛍光標識 

無菌操作で希釈， 
複数分注，培養 

装置・設備 
W240×H310×D270（mm） 
（制御用パソコンが別途必要） 

無菌設備が必要 

測 定 範 囲  
102～107（個/mL） 
106まで希釈操作不要 
（培養菌での実績） 

コロニー：数十～ 
数百個になるよう 
希釈操作が必要 

生
菌
セ
ン
サ
（
個
/m
L
）
 

107

106

105

104

103

102

101

100
107106105104103102101100

従来法（培養法） （個/mL） 

菌数定量性　従来法とのクロスチェック 

図４　生菌センサの測定データ（培養大腸菌）

表２　食品衛生法などの検査基準の例 

検査対象 

弁当・惣菜（そうざい）（加熱品） 

弁当・惣菜（非加熱品） 

生乳（工場受入れ時） 

検査基準 

1×105（個/g） 

1×106（個/g） 

3×105（個/mL） 

ミネラルウォータ 
に添加した菌 

まぐろ刺身に塗布した菌 

牛乳に添加した菌 

豚生肉に付着していた菌 

図５　実サンプルの菌の検出（蛍光顕微鏡写真）
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アプリケーションシステム

近年，培養に依存しない方法によって VBNC状態の細

菌も併せて評価した結果，無菌と思われていた試料にも細

菌が多数存在するケースが見いだされている。

今後，細菌の検査基準は，従来の「いる，いない」とい

う内容から大きく変わる可能性がある。その結果，細菌が

いるからだめということでなく，どのような細菌が，どの

くらいの数いて，どんな状態だから安全であるとか危険で

あるといった判断が必要になる。

企業活動であれば，こうした細菌の情報をいかに経済効

果に結び付けていくかが課題となろう。その際，検査の迅

速性，リアルタイム性は大きな価値を持っている。培養法

に代えて生菌センサを用いると何ができるのか，想定され

る応用事例を以下に紹介する。

３.１ 在庫削減・物流の高速化

現在の培養法は，結果を得るまで 24 時間以上を要する。

検査済み出荷の場合，製造終了後，出荷検査結果が出るま

で商品を在庫する必要があり，スペースの確保，冷凍冷蔵

のエネルギーなど多くのコストを要している。一方で，在

庫は鮮度低下や細菌汚染のリスクを増大させている。特に

生鮮食品ではこの問題は重大である。また，キャッシュフ

ローの観点からも，企業は在庫削減を求めている。

図６は生菌センサで１時間以内に検査結果を得ることを

キーとする，在庫削減・物流高速化システムの概要である。

以下に，このシステムのメリットを列挙する。

在庫を削減・解消し土地代，冷凍冷蔵エネルギーなど

のコストを削減

出荷後に汚染が発覚し，回収に奔走するリスク解消

鮮度向上により商品の味，安全性の向上

賞味期限の 1 日長い商品を店舗に陳列し競争力向上

CFDAによる蛍光標識法は，現在，公定法ではないた

め，定期的に公定法との相関をチェックし，日常管理に用

いることとなる。

３.２ 次世代HACCP・器材の衛生管理システム

過去の食品メーカーにおける食中毒事故でも，HACCP

の承認を取った工場なのになぜという例があったが，その

一つの理由は細菌汚染のチェック手段がない点にある。こ

れは，従来の HACCPシステムの弱点といえる。

富士電機は，生菌センサを利用して，重要管理点（CCP）

で細菌検査を行う次世代 HACCPシステムの構想を提案

している。その結果として，HACCP 手順がどう変わるか

を図７に示す。具体的には，従来，温度と時間という物理

量であった手順 3の管理基準に生菌数を設定する。手順４

のモニタリング方法には生菌センサを適用する。生菌数と

いう情報をその場で得られるため，トラブル発生地点，汚

染度の軽重などが的確にとらえられる。このため，手順５

の改善措置を従来以上に詳しく設定することができる。

次世代 HACCPの概念は，食品工場，学校や病院など

の給食施設，ファミリーレストランの厨房（ちゅうぼう）

など，多くのサイトで応用が期待される。

食材とともに，衛生管理が問題になるのは，製造工場や

調理加工現場における器材である。具体的には，鍋，釜，

調理台，タンクなど食材と接するものが検査対象となる。

図８は，給食施設の器材衛生管理に次世代HACCPの概

念を導入したシステムの概要である。CCPに設定された

器材を生菌センサで検査する。検査結果は，例えば給食セ

ンターの情報管理サーバと連携し，現場の調理者は，サー

バからの OK回答を確認した後，調理を開始する。これに

より，製造完了時点で安全保障も完了するという HACCP

（4）

（3）

（2）

（1）
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在庫 

培養検査（24時間以上）→OK→出荷 

生菌センサ（1時間以内）→OK→出荷 

→在庫削減，鮮度向上 

製造 

図６　在庫削減・物流高速化システム

異常情報を基に詳 
しい改善措置決定 

危害分析（HA） ① 

重要管理点（CCP）の設定 ② 

管理基準（CL）の設定 生菌数の設定 ③ 

モニタリング方法の設定 生菌センサを適用 ④ 

改善措置の設定 ⑤ 

検証方法の設定 ⑥ 

記録の維持管理方法 ⑦ 

HACCP手順 

図７　次世代HACCP

情報管理サーバ 

OK確認後 
調理開始 

情報連携 

鍋，調理台， 
釜，手指など 

生菌センサで迅速検査 

図８　器材の衛生管理システム
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本来の衛生管理が細菌検査も含めて達成できる。

３.３ 再利用水管理システム

昨今の景気低迷の中，食品製造業界ではコスト体質強化

の動きが加速している。飲料メーカーでは，特にユーティ

リティコストとして水の原単位削減が課題となっており，

廃水の再生や洗浄水の循環利用が進められている。

生菌センサを用いれば，再利用水の細菌汚染の有無につ

いてリアルタイム性を持った管理が行える。その結果，製

品に近い部分（容器や製品の通る配管の洗浄など）にも再

生水を使用することが可能となり，水の原単位削減に大き

な効果が期待される。

図９は，生菌センサを用いる再利用水管理システムを模

式的に示したものである。ここでは生菌センサとともに水

道レベルの水質を監視できる計測機器（給水モニタ）を備

えている。測定データは情報管理サーバによって統合管理

される。異常データの発生時には，設備の自動停止，担当

者への通報などを行う。

あとがき

迅速簡便な細菌検査装置として開発した生菌センサと，

それを用いるアプリケーションシステムを紹介した。

培養に依存しない迅速検査装置は，細菌汚染によるリス

クの回避とコスト縮減を両立させる新たなツールになろう

としている。今後，数年の間に，食品業界の衛生管理は大

きな変革の時を迎えるであろう。

富士電機は生菌センサというキーハードウェアと，運用

上のノウハウを結集したアプリケーションシステムの両輪

を持って，顧客のニーズに応えていく。

本件に関しては，大阪大学大学院薬学研究科那須正夫教

授から多大なご指導をいただいた。末筆ながら謝意を表す

る。
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図９　再利用水管理システム

解　説 VBNC状態の細菌

細菌には「生きているが通常の方法では培養が困難

な」状態のものが存在する。こうした状態を viable

but nonculturable，略して VBNCや VNCという。

VBNC状態の菌は培地上にコロニーを形成しないた

め，従来の培養法では検出できない。したがって，こ

れまでは「存在しない」ものとして取り扱われ，衛生

管理の対象にはならなかった。

しかし，近年の研究で，VBNC状態の細菌も，そ

の一部は，周囲の温度や栄養状態の変化によって増殖

能力を取り戻すことや，感染能力や毒素産生能力を保

持していることが明らかになってきた。それに伴い，

VBNC状態の細菌を検出できる，すなわち培養に依

存しない検出手法の必要性がクローズアップされるよ

うになった。

培養からの脱却は検査の迅速化にもつながることか

ら，欧米諸国をはじめ日本でも積極的な研究が進めら

れている。
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まえがき

インターネットに代表されるネットワークの普及とネッ

トワークインフラストラクチャーの速度向上によって情報

交換，意志の伝達に対する距離的，時間的隔たりが少なく

なり，これに伴う企業のビジネスプロセス，ビジネスルー

ルも刻々変化している。またユビキタスコンピューティン

グ時代を迎え，いわゆるモバイル機器からのネットワーク

アクセス比率も急激な増加を示している。

本稿では，これら情報新世紀に求められるフロントチャ

ネルの多様化への対応，個人認証，バックオフィス連携な

どの企業ニーズに応えるビジネスシステム基盤を構成する

コア要素の一つとして，富士電機のモバイルテクノロジー

フレームワークについての概念にその応用例を交えて紹介

する。

ユビキタスネットワークに対応する企業情報

ポータルサイトの考え方

ビジネスシステム基盤の一般的な構成例を図１に示す。

この中で企業情報ポータルはアプリケーションサーバや

Java
〈注〉

実行環境などと連携し，認証，セッション管理など

の機能を提供しながら社内外の複数の情報やシステムへの

アクセスを統合する。ここで従来のパソコンからのイン

ターネット接続に加え携帯電話，PDA（Personal Digital

Assistant）などのモバイル機器からのアクセスも同列で

扱った開発・利用環境が必要となっている。また，世の中

は，人がどこに移動してもコンピュータを利用でき，また

どこでも同じ利用環境を実現するユビキタスネットワーク

の方向に進むと考えられ，富士電機としてもユビキタス

ネットワークとビジネスの最適マッチングを推進している。

モバイルソリューション

３.１ モバイルの課題と求められる機能

モバイルシステムにおいて以下の課題や問題が考えられ

る。

多くのモバイル端末（NTT DoCoMo，J-PHONE，au

などの複数キャリア）への対応

複数の開発言語による煩雑さ，メンテナンスのしにく

さ

限られた画面で効率的に情報提供できるユーザーイン

タフェース

モバイル機器特有のセキュリティ

モバイル環境での通信の途切れ，セッションの維持

基幹システムとの容易な接続・連携

これらに対し以下の機能を具備することが必要になる。

単一のソースコードでマルチキャリア（マルチデバイ

ス）への対応

Javaなどによる統合的な開発環境

メニューのパーソナライゼーションや画像の有効活用

顧客の要求レベルに応じたセキュリティポリシィ

連続的な接続・維持ができる堅ろうなセッション管理（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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図１　ビジネスシステム基盤の一般的な構成例

〈注〉Java ：米国 Sun Microsystems, Inc. の登録商標

西村　　誠

CRM，ERP，SCMなどの民需分

野の情報システムのエンジニアリ

ング業務に従事。現在，関西支社

情報システム営業部。

菅野　智司

CRM，データウェアハウス，モ

バイル関連などのソリューション

ビジネスの事業開発に従事。現在，

事業開発室 ITソリューション部。

福島　健吾

情報システム部門の営業として，

ExchangeUSEの販売・製品企画

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ソ

リューション第二部。
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機能

J2EE（Java2 Platform Enterprise Edition）などによ

るエンタープライズ対応

３.２ モバイルテクノロジーフレームワーク

上記のような課題・ニーズに応えるための，富士電機と

してのモバイルテクノロジーフレームワークを図２に示す。

マルチキャリア・マルチデバイス技術，モバイルセキュリ

ティ技術，マルチメディア技術の三つのコアコンポーネン

トに，フロント部連携およびバックオフィス部連携を加え

た五つのコンポーネントから構成される。この五つを組み

合わせたモバイルプラットフォームをベースに，さまざま

なモバイルアプリケーションを容易に，かつスピーディに

構築できる。

３.３ 適用分野・適用業務

企業の業務プロセスは，業種・業態によって大きく異な

り，モバイルの適用分野も千差万別である。モバイルを適

用できる汎用アプリケーションの分野として，①グループ

ウェア，② SFA（Sales Force Automation），③ CRM

（Customer Relationship Management），④ ERP（Enter-

prise Resource Planning）， ⑤ SCM（ Supply Chain

Management）などが挙げられる。また，ある業界に特化

したモバイルアプリケーションの提供も重要な位置づけに

ある。これらの中で，富士電機が得意な分野をメインター

ゲットとしビジネス展開を推進している。モバイルソ

リューションのプラットフォームおよび適用領域を図３に

示す。

モバイルテクノロジーのコンポーネント

４.１ Aligo 社M-１サーバのマルチデバイスやマルチキャ

リアへの対応技術

富士電機が採用した，マルチデバイスやマルチキャリア

への対応技術を有する Aligo 社のＭ-１サーバについて以

下に記す。Aligo 社は，モバイルアプリケーションの開発

と総合的なソリューションを提供する米国のベンチャー企

業である。

Ｍ-１サーバは，J2EEに準拠したモバイルアプリケー

ションを短期間で構築できるミドルウェアである。Ｍ-１

サーバの最大の特徴は，既存の J2EEのアプリケーション

をそのままモバイル端末向けに利用できる点である。具体

的には，J2EEアプリケーションにモバイル端末からのア

クセスがあると，Ｍ-１はその端末の種別を検知して，

Ｍ-１サーバ側に用意されたデバイスプロファイルを基に

その端末向けのマークアップ言語で記述されたコンテンツ

を送り返す。送り返すコンテンツの生成は動的に行われる

ため〔基となる画面の情報は XML（eXtensible Markup

Language）形式で管理される〕，コンテンツの提供者側は

ビジネスロジックの開発に注力することができる。これに

より，「モバイル端末ごとにそれ専用のマークアップ言語

で記述したコンテンツを用意する」という面倒な作業を行

う必要がなくなる。その結果，既存の J2EEシステムを迅

速かつ容易にモバイル対応にすることが可能となる。Ｍ-１

サーバの Javaによる開発統合環境画面例を図４に示す。

４.２ モバイルセキュリティ

モバイルセキュリティコンポーネントの概念を図５に示

す。モバイルセキュリティを，モバイル端末側，モバイル

端末ーキャリア GW（Gateway）間通信，キャリア GWー

IP（Internet Protocol）サーバ間通信，IPサーバ側に分

（6）
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図２　モバイルテクノロジーフレームワーク
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図３　モバイルソリューションのプラットフォームおよび適用領域



モバイルソリューション

類・コンポーネント化し，顧客の使用環境・セキュリティ

ポリシィに応じて最適なレベルのセキュリティを提供する

ことが可能となる。

モバイルソリューションの適用例

５.１ ExchangeUSEへのモバイル適用例

「ExchangeUSE」は，富士電機が開発したワークフ

ローシステムであり，経費精算や旅費精算，勤務表などの

申請業務をすべて Web 画面上からペーパーレスで，ス

ピーディに行うことができる。すでに 25万クライアント，

500サイトの納入実績を持つパッケージである。

しかしながら，入力手段がパソコンに限定されているた

め，店舗の販売員や人材派遣の担当者など，一人 1台のパ

ソコンの設置ができない職場への導入は困難なシステムで

あった。そこで，今回，携帯電話を入力端末として利用で

きる勤怠システムの開発を行った。システム構成の概要を

図６に示す。このシステムの主な特徴は次のとおりである。

携帯電話だけ準備すればよいので，入力端末（例えば

パソコンやタイムレコーダなど）の導入やネットワーク

の構築をする必要がなく，導入のためのコストを抑える

ことができる。

入力する際に，出社した時刻だけでなく入力者の位置

情報〔携帯電話の GPS（Global Positioning System）

サービスを利用〕も同時に記録することにより，不正入

力もチェックすることができる。

入力した情報を，部門の上司（派遣元の上司）と職場

の上司（派遣先の上司）の両者にメール通知することに

より，たとえ離れた場所にいても，勤務者の勤務状況を

把握することができる。

同様の技術を「旅費精算システム」にも利用すること

により，出張の出発時と到着時に携帯電話をクリックす

るだけで，位置情報から電車代や日当が自動判別され，

従来のパソコンシステムより簡易に旅費の精算業務を行

うことができる。

従来の ExchangeUSEとの共存も可能であるため，例え

ば現場部門だけ携帯電話を利用して，管理部門はパソコン

から入力する，というシステムも構築可能である。本シス

（4）
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図４　M-1サーバ開発統合環境画面例
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図５　モバイルセキュリティコンポーネント
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図６　ExchangeUSE適用例
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テムにより，従来提案が困難であった「パソコンのない職

場で働くユーザー」へ，最適なシステムを提案することが

できるほか，この開発技術を他ソフトウェア開発業者へ公

開することにより，さまざまな業務用のサイトが構築され，

利用者に対しより多くのサービスを提供できることになる。

５.２ 施設管理情報オンライン提供サービスへのモバイル

適用例

富士電機は，設備の安定運用と運用費の改善を目的に，

装置から施設・プラントの運用を遠隔支援する「総合プラ

ントメンテナンスサービス」を提供している。その中の一

つのソリューションとして「施設管理情報提供オンライン

サービス」があり，富士電機が顧客の設備機器の情報や保

全計画，設備図面などを管理し，顧客側はブラウザを利用

して，インターネット経由で富士電機内にあるシステムに

アクセスし利用する ASP（Application Service Provider）

システムである。

従来は事務所内にあるパソコンのみからアクセス可能で

あったが，今回，PDAやｉモードを用いたサービスの提

供を開始した。これにより，設備現場で設備点検内容の入

力・参照ができるようになり，作業効率の大幅な向上を可

能にした。施設管理情報オンラインサービスの概要および

画面例を図７に示す。主な特徴は，①端末 IDによる点検

者氏名取得，② SSL（Secure Socket Layer）による通信，

③ASPのデータベース（DB）との連携機能である。

５.３ 学校向けモバイル適用例

最近の少子化傾向に伴い，学校運営においても学生・教

員へのサービス向上が求められている。その中でも携帯電

話を使ったモバイル情報提供は重要な位置づけにある。休

講情報，出欠管理，行事案内，掲示板情報などのリアルタ

イムな情報提供により学生の利便性が格段に向上する。ま

た，学校側にとっても他の学校などとの差別化の一つとな

る。
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図７　施設管理情報オンラインサービス概要
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図８　e自治体公共施設予約システムの概要
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５.４ 公共施設予約システムへのモバイル適用例

ｅ自治体の一つのソリューションとして，インターネッ

トを利用した，体育館やテニスコートなどの公共施設を予

約し，また予約状況を参照できるシステムをすでに開発し

ている。これにより，住民へのサービス向上および庁内に

おける施設・予約管理業務の効率化が図れた。今回，オプ

ション機能としてｉモード端末機能を開発し，パソコンを

所有していない人でもｉモード端末があれば予約申込みや

予約状況の参照が可能となり，さらなる地域住民へのサー

ビス向上が図れる。図８にｉモードオプション機能を付加

したｅ自治体公共施設予約システムの概要を示す。

あとがき

富士電機の取り組むモバイルソリューションについて実

例を含めて紹介した。今は，いつでもどこでもネットワー

クから遠隔地にあるコンピュータにアクセスできる時代で

ある。あらゆる分野・用途で，ますます加速されるユビキ

タスコンピューティングのニーズに対して今回の成果をも

とに，今後も CRM，ERP，SCMなど，富士電機の提供す

る各種ソリューションに対してさらなる優れた新技術の投

入を図って高度な利便性を提供していく所存である。

参考文献

台頭する米国モバイル CRM 市場と今後の方向性，Fuji-

Keizai U.S.A. inc. 2001，p.106-110．

テクマトリクス．JavaOne 2001 Japan Report．Java

World．no.3，2001，p.56-57．
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まえがき

デフレ経済環境の中で各企業は，「調達・製造・物流の

合理化によるコストダウン」「在庫圧縮などによる資金の

効率的運用」「グループ経営強化」など重要テーマに焦点

を当てて積極的な情報化投資をしている。

１.１ IT 戦略を企画するための基本認識

富士電機の基本認識は「グローバル市場に事業展開する

ためにインターネットなどの先端技術を利用し，

™経営のスピードアップ

™グローバルな経営リソースの共有化

™顧客・競争・変化への迅速な対応

を BPR（業務プロセス改革）と一体化して推進させるこ

と」である。

１.２ IT 中期計画策定指針

富士電機は 2000 年に中期経営ビジョン「S21プラン」

を発表した。「S 21プラン」を実現するための「 IT」

（Information Technology）の役割を整理すれば，多くの

目的と手段が相互に関連し図１のようになる。「S21プラ

ン」に向けた中期 IT戦略の策定指針は次のとおりである。

富士電機本体だけでなくグループ全体を対象とする。

全社共通的なコーポレートとして取り組むテーマと，

自主自律性が重要なカンパニーで取り組むテーマを峻別

（しゅんべつ）する。

経済性と実現可能性を十分評価し，その必要性・効果

性・実現可能性が明確なものに絞って集中投資する。

IT 中期戦略は新規開発のみに重点を置くのでなく，

すでにインフラストラクチャー（インフラ）として定着

しているシステムの改善・教育（リテラシー）を含める。

１.３ IT 中期計画の具体化

IT 中期戦略策定指針に基づき，図２のように主要な IT

のテーマを整理し，大きく四つの系に分類し七つのテーマ

に集約した。そしてこれら戦略性の大きさと統合性・共通

性の大きさからマッピングし，全社共通的なコーポレート

の IT 戦略テーマと自主自律的なカンパニーの IT 戦略

テーマに分けて実行することにした。

１.４ 富士電機のビジネスプラットフォーム

図３のようにビジネスプラットフォームを「富士電機グ

ループ全体として事業の統廃合，アライアンス，再設計や

新規事業をスピーディかつ柔軟に実施するために，グルー

プとして持つインフラ」と位置づけている。

ビジネスプラットフォームの要素は「グループネット

ワーク」「ホストコンピュータ・サーバの統合センター」

「フロント系システム」および「バック系システム」から

成っている。

以下にビジネスプラットフォーム上の重要な要素と管理

支援系の概要を紹介する。

（4）

（3）

（2）

（1）

富士電機グループの IT戦略

372（58）

福本　武也（ふくもと　たけや）

①顧客へ最大の満足を提供する会社 
　商談から見積り，受注，開発，製造，納入，サー 
　ビスのすべてにおいて，顧客に満足を提供，最大 
　の利益をもたらすための「IT導入」が必要 

④ソリューションへの力点 
　「開発，製造，販売，サービス」の多岐にわたる 
　アライアンス 

⑨グループ経営システムのレベルアップ 
　グループ全体の情報システムの統合 
　電子取引への積極的取組みと条件整備 

③成長分野のキーワード：「環境」「情報」「サー 
　ビス」「コンポーネント」 

⑥社員全員がその知識と知恵と創造性を結集し，最 
　高のサービス，最高の技術，最高の品質の提供 

⑦顧客の生産，販売設備や生産販売システムを含む 
　経営システムの高効率化 

⑧環境，情報，サービス，コンポーネントの分野に 
　対し，カンパニーを超えた戦略を統合してグルー 
　プ全体の資源の集中 

⑤権限委譲とコーポレートガバナンスの強化 

⑩環境会計の導入 

②幅広い生産技術に支えられた確かな 
　「ものづくり」の基盤 
　強い信頼関係で結ばれたディーラーを中心とする 
　広い営業ネットワーク 
　創業以来培ってきた強固な財務基盤 

　CRM 
（SFA，CTI） 
 
　SCM 
（Field to ERP） 
 
　BPRと基幹系 
　の強化，統合 
 
　グローバル標準 
 
　DWH，KM 
 
　eコマース 
（B to B） 
 
　電子カタログ， 
　ホームページ 
 
　集中購買 

図１　「S21プラン」における「IT」の役割

福本　武也

計測・情報・制御システム事業に

従事。現在，IT推進室長。計測

自動制御学会（SICE）会員。
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重要テーマへの取組み

２.１ CRM

富士電機グループでは「S21プラン」に掲げた「顧客に

最大の満足を提供する会社」という目標を達成するための

施策の一つとして，グループ CRM（Customer Relation-

ship Management）の構築を進めている。先行して整備

の進んでいる電機システムカンパニーグループの CRMシ

ステムについて述べる。

２.１.１ 富士電機グループCRM

コンセプト

構築に先立ち，CRMを「顧客との長期的な関係を構

築・維持・管理することにより，顧客の満足度を向上し，

長期的な収益機会を取り込んでいく仕組み」と定義した。

CRMは単なる ITツールではなく，「思想」や「戦略」で

あり，顧客主義に業務を変革することを目指す，という思

いを込めている。

全体モデル

富士電機グループでは ICから発電プラントまで多種多

様な製品・サービスを提供しており，それぞれの事業ユ

ニットでビジネスモデルに差異がある。その一方で顧客や

チャネルの視点からはどの事業ユニットであっても「富士

電機」ブランドと認識され，そのブランド価値を高めるこ

とが求められている。

この現状を踏まえ，グループ CRMの全体モデルとして，

事業ユニットごとに独自性のある部分とグループで共通の

部分とから構成される図４のようなモデルを採用した。

２.１.２ 電機システムカンパニーグループCRM

ビジネスの特徴

電機システムカンパニーグループは電力・官公需・民需

分野向けのプラント・システム事業を中核としている。顧

客・案件ごとのソリューションビジネスがかなりの割合を

占めており，営業活動は F to F（Face to Face）が主体

で，納入後もメンテナンスサービスを提供する必要があり，

エンジニアリング部門やメンテナンスサービス部門など多

くの部門が関係する，といった特徴がある。

システムの全体像

電機システムカンパニーグループ CRMの全体像を図５

に示す。大きく分けると，マーケティングから受注に至る

までの営業活動支援，受注から納入までのプロジェクト管

理支援，納入後のメンテナンスサービス支援の各業務シス

テムと，それらの情報を統合・提供するポータルから構築

される。

営業活動支援

顧客へ最適のソリューションを提供するために，富士電
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（2）

（1）

（2）
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図２　IT 中期戦略テーマの抽出
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 新事業開発をスピーディかつ柔軟 
 に実施するために用意すべきイン 
　　　　　　　　　　　　　フラ 

図３　ビジネスプラットフォームの構成
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機グループの製品やソリューション，納入実績などを営業

担当者やエンジニアが検索・活用できるナレッジマネジメ

ントデータベースを導入した。全文検索も可能なので，顧

客からの問合せメールの文章をそのままコピー＆ペースト

して，適切なソリューションや事例を見つけ出すことがで

きる。

また，営業活動の生産性向上を目指して，営業活動のプ

ロセスマネジメントシステムを導入した。営業担当者から

顧客・案件ごとのプロセス進捗（しんちょく）状況を報告

させ，停滞案件への対応の見直しや営業活動プロセスその

ものの見直しに活用する。営業担当者からの報告はパソコ

ンのほかブラウザ機能を持った携帯電話からも可能とした。

顧客訪問後に携帯電話から顧客名や案件名，活動プロセス，

結果を選択方式で入力し，それ以外の詳細情報は必要に応

じてパソコンから後刻入力する。これらの入力情報は商談

管理や予決算管理，受注登録にも活用する。

プロジェクト管理支援

プラント・システム事業では受注以降の活動が顧客満足

度に大きく影響する。顧客と合意した仕様，品質，工程を

遵守し，顧客の期待を上回る対応をするために，技術とり

まとめ，設計，製造，試験，メンテナンスサービス，など

多くの部門にまたがってプロジェクトを管理していく必要

がある。このために，プロジェクト単位にWebページ上

で仕様書や図面情報，工程情報を登録，確認できるシステ

ムを導入した。将来は顧客や協力企業との情報共有も視野

に入れている。

メンテナンスサービス支援

納入したプラントやシステムの多くは社会の生活基盤や

顧客の生産基盤として安定した稼動が求められ，万が一不

具合が発生した場合には迅速な修復対応が必要である。こ

のために富士電機は 1999 年に「富士電機コールセンター」

をリニューアルオープンするとともに，コールセンターお

よびメンテナンスサービス部門を支援するシステムを立ち

上げた。このシステムは過去の納入情報や定期点検結果，

障害受付履歴，障害対応履歴などを格納し，Web 上から

検索・照会できる。また，メンテナンスサービス要員のス

ケジューリングや保守部品の在庫確認なども，同じく

Web 画面から可能とした。さらに定期点検結果や障害履

歴結果を，単なるオーバホールや更新ではなく，対象プラ

ントやシステムのライフサイクル全般にわたって最適の提

案をするために活用する機能の追加を予定している。

EIP（Enterprise Information Portal）による顧客情

報の統合

前述した業務システムのほか，富士電機では顧客ごとの

取引実績，企業プロフィール情報，与信情報などの管理シ

ステムがある。これらの業務システムの顧客情報を統合す

（6）
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営業活動支援機能 

個人型CRM

部門型CRM

各SBUごとに異なるビジネススタイル CRMの仕組みにはSBU固有部分と共通部分がある 

「個人型CRM　－　部門型CRM　－　SBU型CRM　－　企業グループ型CRM」 

富士電機ブランド，SBU間連携ビジネス SBU間の情報共有の仕組みが必要 

持株会社化，M＆A 柔軟性を持った構造 
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図４　富士電機グループCRM全体モデル
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図５　電機システムカンパニーグループCRM全体図
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るために B to E（Business to Employee）の EIPを導入

した。CRMパッケージの利用や大規模な統合顧客データ

ベースの構築も検討したが，過去からの情報資産の活用や

今後のシステムの拡張性や柔軟性を考慮し，EIPによる仮

想的な情報統合を選択した。

また EIPの特性を生かして，各業務システムや管理シ

ステムに存在する顧客情報を，各従業員の属性（所属，職

種，役職など）や担当（顧客，地区など）に応じて，整理

し提供することにより，現場における業務のスピードアッ

プを図っている。

CRM活動の施策

システム導入だけではなく，業務の各局面で入力する顧

客情報の精度を上げたり，顧客情報を活用して対応を変革

したりすることが，CRMには欠かせない。そこで電機シ

ステムカンパニーグループでは，CRMの思想に基づいた

運用の見直しを進めている。

２.２ 経営管理

財務経理部門関連のシステム群を紹介する。関連を図６

に示す。

２.２.１ 会計システムおよび公開用データベース

富士電機の「全社情報化武装戦略」活動の財務経理部門

における「間接部門の効率化・生産性向上施策」として

1997 年 7 月に稼動させた。これは全社共通の財務会計シ

ステムで，総勘定元帳と職場からのオンライン入力の機能

を持ちメインフレームで稼動し，次の特徴を持っている。

日次決算処理

財務会計の全社統合（コード系の統一含む）

キャッシュレス

「職場責任」によるオンライン入力（伝票レス）

公開用データベースによる EUC（End User Comput-

ing）

パッケージ利用

現在一部のグループ会社も含め，約 1万4,000 人を対象

に，月間 30 万明細を処理している。蓄積した明細は複写

分を公開用データベース化され，財務経理部門，各カンパ

ニーの業務部門は自由に検索・加工できる。

２.２.２ CMS

富士電機グループは，グループ内銀行として富士電機

フィアス（株）を設立し，グループ内の余資・融資の管理に

よる資金の効率化，約 7,000 社の取引先とのファクタリン

グ契約化による支払手形の廃止を行った。これをサポート

するシステムが CMS（Cash Management System）であ

る。オープン系のシステムで，取引先とのやりとりはセ

キュリティ確保のため銀行系の通信サービスを利用してい

る。

２.２.３ 連結決算収集システム，経営情報収集システム

連結決算および月次の経営情報収集のため，インター

ネットを利用した Web 系の収集システムである。イン

ターネット経由のオンライン入力でも，表計算ソフトウェ

アのシート（テンプレート）でも申請できるようにしてい

る。また，セキュリティ確保のため，利用者の認証や伝送

データの暗号化を行い，収集したデータの連結決算諸表へ

の出力はパッケージを利用している。

２.２.４ 経営層向けレポートシステム

各システムで処理した主要な経営指標は統合して，富士

電機グループの経営陣が随時見られるようにしている。

２.２.５ 外販パッケージ

上記の公開用データベースで使用している汎用検索パッ

ケージを「軽技」（かるわざ）として，また CMS，連結決

算収集システム，経営情報収集システムの部分は

「FLINE」シリーズとして外販パッケージ化している。

２.２.６ 次世代会計システム

上記の取組みで経営管理分野に関するシステム化を行っ

てきたが，富士電機グループ全体として見たとき，会計シ

ステム部分について，

運用コストの削減

夜間・休日での旅費などの入力

他システム連携の随時処理化による確定の迅速化

管理会計の充実

を目指し，グループの基盤として次世代の会計システムを

開発中である。電子伝票部は富士電機製のワークフローシ

ステム「ExchangeUSE」を，また勘定元帳部もパッケー

ジを利用する予定である。処理イメージを図７に示す。

２.３ 統合バックオフィス

人事部門関連のシステム群を図８に紹介する。

２.３.１ 人事基幹システム群

人事給与情報の全社集中処理により業務の効率化や管理

レベルの向上を狙ったメインフレームのシステムで，1983

年（昭和 58 年）４月にスタートした。以降，順次機能追

加を行い，統一の人事データベースを中心とし，給与計算，

保険料や住民税など人事関連の 28サブシステム群から成

る。管理対象は約 2万3,000 人，伝票投入枚数は年間約 360

万件である。

２.３.２ 申請・マネジメント支援システム

人事部門の「間接部門の効率化・生産性向上」施策とし

て，1998 年 8 月に本稼動させた，人事基幹システム群と

各職場間の伝票の電子化を担うオープン系のシステムであ

る。「職場責任」および「徹底した事務マナーの標準化」

を前提に，
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図６　経営管理システム群の関連
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™人事関連業務の申請手続きの徹底した効率化

™人事関連情報の提供による職場マネジメント支援

を狙いとし，富士通（株）の協力を得ながら自社開発をした。

各職場の従業員の操作が中心となること，制度変更が多い

という人事システムの特徴を考慮し，

ひと筆書き申請

入力は 1 回（重複なし）で，受理したデータはそのまま

人事データベースヘ投入する。また，関連した事象は一連

の質問に回答すると申請が完了する仕組みである。

画面の入力ガイド

銀行の ATM（Automatic Teller Machine）のように

コード入力は一切なく，職場からの銀行や住所などの申請

をシステムがコード変換して，銀行振込や住民税の納付業

務につなげる。

職場のマネジメント支援

職場のマネジメントを支援する機能で，各従業員および

上司は部課員の照会（基本情報，家族，住所，連絡先，所

属歴など）ができる。

柔軟性を考慮したシステム

柔軟に業務の追加・変更に耐えられるよう，業務画面と

ワークフローなどの機能を分離している。

などの機能と特徴を持つ。

本稼動後に，幹部社員の業績目標制度，各事業所の給与

計算にかかわる業務の「サービスセンター化」に向けた対

象帳票と対象会社の拡大を実施してきた。今後，グループ

として人事制度の異なる会社への展開を視野に入れた取組

みを計画中である。

２.３.３ 健康管理システム

各従業員の毎年の健康診断（健診）データを一元的に蓄

積し，異動にかかわらず過去からの状況をつかんで保健指

導ができるようにした産業医などの健康管理スタッフの支

援システムである。2000 年９月に本稼動を開始したオー

プン系のシステムで，特徴としては，

外部の健診機関とのデータ交換，各個人の異動データ

は人事システムと自動連携するなど，入力操作を極力少

なくしてほぼ自動化している。

業務面では，検査を含めさまざまな検診の種別にかか

わらず，同じ健診項目は「経時変化」を簡単に見られる

工夫をしている。

また，ライフスタイル（喫煙や飲酒）などの健康管理

に必要な項目も履歴が見られるようになっている。

本システムは外販のパッケージに，富士電機独自の旧健

康管理システムの健診ノウハウを反映させて再構築したも

のである。管理対象者は約 2万3,000 人，約 8 年の健診

データが検索可能である。

２.４ 機器・制御カンパニーSCMプロジェクト

２.４.１ SCM導入の背景

近年，消費者のニーズはますます多様化し，企業に対す

る要求水準も高まる一方である。しかし一方で，多様かつ

高レベルの消費者ニーズへの対応力を強めることは，業務

効率を落とし，コストの上昇を招く危険性を持っている。

トレードオフの関係にある「顧客満足度の向上」と「コス

ト削減」を両立し，最終的に企業の利益を最大化させる手

法として SCM（Supply Chain Management）を導入する

ことになった。

２.４.２ 各工場における生産の特徴

機器・制御カンパニーの各工場の主要生産品目は，

吹上工場：電磁開閉器，プログラマブルコントローラ

（PLC）

大田原工場：ブレーカ，漏電遮断器，FAセンサ

鈴鹿工場：小型・中型回転機，インバータ

神戸工場：配電盤，無停電電源装置（UPS）， イン

バータ

のように異なっており，受注してから製品が届くまでの期

間（リードタイム）も１日から数か月と多様である。これ

に対応する生産システムも各工場独自であり，部分最適と

なっている。
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２.４.３ SCMの狙い

機器・制御カンパニーでは，今日の急激な市場変化に効

率的に対応するため，図９に示すように統一的な SCM構

築で，

リードタイムの短縮

素材や部品，製品などの棚卸資産の極小化

間接業務の効率化

を目指している。

商流ワーキンググループ（ＷＧ），生産管理ＷＧ，物流

ＷＧに分かれて活動を行っている。生産管理ＷＧで導入を

図っているシステムは，2002 年 5 月に富士電機モータ（株）

で稼動開始し，以後鈴鹿，吹上，大田原などの各工場に導

入される予定である。

２.５ 受注・手配システム

２.５.１ 現　状

富士電機の営業部門の受注案件は，図 に示す受注・手

配システムにより処理される。受注・手配システムは社内

関連部門および販社，特約店，特約販売店に約 3,000 台の

端末を置き，月 30 万件の受注案件を処理している。また，

手配する製品の特性に対応した以下の３システムで構成し

ている。

標準品手配システム（仕込生産）

™主に在庫品手配，製品在庫管理機能あり

™国内・海外の顧客，販社，特約店との EDI 取引

注文品手配システム（受注生産）

™受注時に仕様決めが必要であるが，製品仕様が標準化，

コード化されており，技術部門の参加が不要な製品

プラント品手配システム（受注生産）

™受注時に技術部門での仕様決めが必要。製品仕様の表

現方法はエンジニアリングドキュメントなど多様

２.５.２ 今後の取組み

富士電機グループ全体として「棚卸資産圧縮」「リード

タイム短縮」「業務効率化」が急務である。その実現には

商流・生産・物流業務を通した業務の再設計と情報システ

ムの整備が必要である。ポイントは以下の３点である。

EC/EDI（Electronic Commerce/Electronic Data Inter-

change）の推進

™グループ会社間取引（国内・海外）の EDI 化

™業界ECへの参加と電子カタログの活用

情報共有の拡大

™グループ会社間（国内・海外）のシームレス，リアル

タイムな情報連携と情報公開

情報システムの TCO（Total Cost of Ownership）削

減

™グループ会社間での情報システムの共同利用による導

入・運用費用の削減，IT 部門の生産性向上

２.６ 富士電機グループネットワークの拡充

富士電機では，「グループ経営の強化」に向けて，イン

フラの統合，強化およびコスト削減を目的としてさまざま

な施策を進めている。その一つとして，「IP-VPN」を利

用した「グループネットワークの再構築」を行った。2002

年 5 月に富士電機を中心とする 56 拠点を新ネットワーク

に移行し，現在グループ会社に展開中である。以下にその

概要を紹介する。

２.６.１ 新しい「グループネットワーク」の要件

新しい「グループネットワーク」の要件を，企業経営情

報システムおよびネットワークの観点から述べる。

企業経営の面からの要件

グループ企業の経営状態をスピーディに把握する。

グループ内の調達，製造，販売，物流などの情報を

一元管理する。

グループ内の総務，経理，資材，IT 部門などの

「共通作業」を集約して，費用を削減する。

情報システムの面からの要件

「メインフレームからサーバへの移行」を進める。

エクストラネット，インターネットを利用した，

「EC/EDI」を拡大する。

ネットワークの面からの要件（3）
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拠点および回線能力の変更・追加が容易である。

低価格で高速化を実現する。

トラブルが少なく，あっても他に波及しない。

２.６.２ 新ネットワークの概要

狙　い

最新の ITに対応した「安全，安定，効率」的なネット

ワーク（図 ）を構築する。

高速，大容量かつ企業間取引拡大に十分なセキュリ

ティを持つ安価なネットワークとする。

トラブルが全体に波及しないネットワーク構成とし，

拠点･回線能力の変更への素早い対応を可能とする。

データ・音声を統合し通信コストを削減する。

改善前の状況

自営のネットワークで，「距離に応じた通信費」であっ

たため，通信費用の削減を目的として，「階層型のネット

ワーク」とした。その結果，拠点や回線能力の変更などに，

多くの工数を要するとともに，中継点での障害が他に波及

する状態であった。

また音声とデータとは，回線は共有するものの，帯域を

固定的に分割して使用しているため，非効率的であった。

改善後の状況

「IP-VPNサービス」を利用し，フラットなネットワー

クによる高速・大容量・低コストを実現した。

また「VoIP」を使用し，音声とデータとを統合した。

効果は以下のとおりである。

回線能力増強：平均 2倍強，必要に応じて増強可能

通信関係費用の削減：年間 15 ％削減

拠点・回線能力変更および障害対応の迅速化

構築時の技術的課題は以下のとおりである。

マルチキャリアへの対応

バックアップネットワークの見直し

音声データ（VoIP）の優先制御

トールダイヤル方式の変更

FNAおよび IPX/SPXプロトコルの取扱い

ホスト端末用シリアル回線の取扱い

音声の専用線-公衆回線接続方式の検討・評価

EC，「関連会社との情報共有強化」に対応したセ

キュリティ強化

２.７ ソフトウェア資産管理

２.７.１ 概　要

社会的に「ソフトウェア著作権の遵守」の動きが活発で

ある。しかしソフトウェアは取得形態や提供メーカーで使

用許諾条件が異なっており，しかもバージョンアップグ

レードやダウングレード使用時に対象ライセンスとのひも

付き管理が必要であるなど，複雑なライセンス管理につい

て高度な知識が必要である。さらに膨大な数のパソコンに

対してソフトウェアライセンスを効率的かつ高精度に管理

するには，管理ツールの導入・整備が必要不可欠である。

そこで富士電機はソフトウェア資産管理ツールを導入し，

内製のサポートツールを連携させてライセンス管理の合理

化に努めてきた。以下に管理ツールの特徴を紹介する。

２.７.２ 特　徴

ソフトウェア資産管理ツール（図 ）は，主にライセン

スの使用数を管理するツール（TCOSTREAM）と所有数

を管理するサポートツールにより構成している。

TCOSTREAM（ライセンスの使用数管理ツール）

インベントリ収集機能（ライセンスの使用数の収集）

TCOSTREAMはパソコンのソフトウェアのインス

トール情報とハードウェア仕様情報の自動収集と集計が

できる。収集できるソフトウェアのインストール情報は，

メーカー名，ソフトウェア名称，バージョンなどライセ

ンス管理に必要不可欠な情報である。また，インストー

ルされたパッケージソフトウェアのキーコード情報の収

集により，パッケージ製品購入時の管理にも適用できる。

これらの情報は通常はクライアント起動時に自動的に管

理サーバに送信されるほか，サーバからファイル識別子や

実行形式での強制検索ができ目的に合った情報を得ること

ができる。

ハードウェア仕様情報は，日々のメンテナンス対応や

ハードウェア更新時の情報として活用できる。

その他の機能

① リモートコントロール機能
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管理者がユーザーのパソコンをリモートコントロー

ルできる機能である。リモートコントロール時，ユー

ザー承諾の必要性などきめ細かなセキュリティ設定が

できる。

② ソフトウェア配信機能

配信するソフトウェアのパッケージ化や送り先のグ

ループ化および配信するタイミングなどきめ細かな設

定ができる。また，台数規模やネットワーク状況に合

わせてサーバ負荷を分散する構成をとることができる。

③ メータリング機能

各種ソフトウェアについてユーザーの使用時間を測

定する機能である。この測定結果の活用により不要な

ソフトウェアの購入を抑制できる。

サポートツール（ライセンスの所有数管理）

ソフトウェア資産管理で重要なことは，使用しているラ

イセンスを正確に把握することと，購入履歴から所有して

いるライセンス数を正確に把握することである。

しかし先にも述べたように，ソフトウェアの購入履歴か

らソフトウェアの購入形態別に，しかもバージョンのアッ

プグレードやダウングレードを考慮しながら，所有数を正

確に把握するには，ライセンスに関する高度な知識が必要

である。併せて全社的に均質な管理体制を敷くには管理

ツールが必要不可欠である。そこで富士電機では TCO

STREAMと連携して全社的に標準的な管理ができる内製

ツールを作成した（図 ）。

作成したサポートツールは，ライセンス管理に関する深

い知識を持っていなくても，バージョンアップ製品の購入

履歴などを入力することによって，ライセンス所有数を自

動計算する機能を持っている。またライセンスのバージョ

ンアップやダウングレード使用時のひも付き管理，ライセ

ンスの移動や廃棄の記録管理などができる機能を併せ持っ

ている（図 ，図 ）。

一般的にパソコンにインストールされている数百から数

千にも及ぶソフトウェアのうち，実際にライセンス管理に

必要なソフトウェアの種類は限られているが，その判断に

は幅広い知識が必要である。そこでライセンス管理に必要

なソフトウェアをマスター化し，該当ソフトウェアの使用

状況を管理できるようにしている。

さらに計算したライセンス所有数と TCOSTREAMで

得られた使用数の突合せを自動的に行い，過不足状況を一

覧表示するようにしている（図 ）。

あとがき

富士電機グループの「IT 戦略，IT 中期計画およびその

中の重要テーマ」について概要を紹介した。社内システム

は長い開発・運用の歴史を持ち，経営および事業運営の重

要なツールとして，ニーズに応じて常に維持・改版されて

きた。今後もさらに磨きをかけていく所存である。

これら社内システムの実績は，同様な顧客のニーズに対

しても十分活用可能なシステムである。

１６

１５１４

１３

（2）
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図１３　サポートツールメニュー画面

図１４　購入ソフトウェア管理台帳入力画面

図１５　購入ソフトウェア管理台帳

図１６　ソフトウェア管理表
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第 49 回応用物理学関係連合講演会が 2002 年 3 月

27 日から 30 日まで東海大学において開催された。

近年，微細化は加速前倒しされ，2015 年には 10

nm，2025 年には 1 nmとチャネル長の微細化は進ん

でいくと予測されているが，デバイス性能面でのス

ケーリング限界が懸念されている。このような背景も

あり，今回の講演会では三次元新構造や材料の新しい

組合せなどを利用し，この限界を克服しようとする発

表が多かった。また信頼性や量産性向上のための技術

開発に関する発表も多く，エッチング量産装置を想定

したプラズマ計測技術の発表などが注目を集めていた。

その中にあって富士電機は，シリコン半導体分野を中

心にポリシリコン CVD 3 件，トレンチエッチング 2

件，トレンチの水素アニール２件をはじめ計 9 件の発

表を行った。

「トレンチエッチング形状の開口率依存性」

発表者：（株）富士電機総合研究所 脇本節子

シリコン基板に形成されるトレンチの形状は，デバ

イスに固有のトレンチマスク開口率に大きく依存する

ことが知られている。トレンチ形状の開口率依存性を

系統的に調査するとともに，その変動要因の解明を進

め報告した。開口率が増加すると，基板シリコン開口

部から発生するシリコン化合物と酸素が反応して生成

するシリコン酸化物が増加し，エッチング表面に再付

着するため，トレンチ深さ，側壁角度などにトレンチ

開口率依存性が現れることを述べた。

「トレンチエッチングにおけるプラズマ密度と

エッチング速度面内均一性の関係」

発表者：（株）富士電機総合研究所　松原邦雄

シリコン基板を直接エッチングするトレンチエッチ

ングは，異種の膜でエッチングを停止できないため，

エッチング速度の面内均一性向上が重要である。トレ

ンチマスク開口率を系統的に変化させ，面内のエッチ

ング均一性を調査した。今回の発表ではプラズマソー

スパワーを低減することで，プラズマの均一性が向上

し，エッチングのウェーハ面内均一性が向上すること

を示した。開口率依存性や面内均一性については参加

者の興味も高く，均一性低下などのメカニズムについ

て活発な議論がなされた。

「ポリシリコン CVD過程の素反応解析」

発表者：（株）富士電機総合研究所　清水了典

共同研究者：東京大学工学部　霜垣幸浩助教授

半導体デバイス量産用大型 CVD 装置で生成したポ

リシリコン薄膜の膜厚分布を解析し，反応シランガス

（SiH4）から発生した活性なラジカルがウェーハ周辺

部での膜厚増加の要因であることを解明した。特に反

応管内のラジカル分布に対して円筒管素反応解析を実

施し，ラジカル分子の同定を行った。2001 年秋から

の継続研究発表であり，業界標準シミュレータで使用

（3）

（2）

（1）

されているパラメータの更新についても提案がなされ

た。

「減圧CVDによる Phosphorus doped Poly-Si 膜

の抵抗率と膜構造」

発表者：富士電機（株）松本工場 成田政隆

CVD 法によりたい積した Poly-Si 膜は半導体デバ

イスのゲート電極として広く利用されている。特にト

レンチゲートデバイスなどで一般的に使用される

doped Poly-Si 膜では，不純物を成膜時にドープする

が，ドープされた不純物量のみならず，膜の微細構造

が膜の抵抗率に大きく影響する。成膜温度，成膜後の

熱処理温度条件による抵抗率の変化と膜質の関係につ

いて実験結果とメカニズムを述べた。

「トレンチ側壁表面ラフネスに及ぼす水素雰囲気

熱処理効果の AFM評価」

発表者：（株）富士電機総合研究所　蛭田玲子

トレンチ構造を利用したMOSゲート素子はトレン

チエッチング面にゲート酸化膜を設けてチャネルを形

成する。トレンチコーナー丸めや表面平たん化を行う

ために 900 ～ 1,000 ℃の高温水素アニールを行い，ト

レンチ側壁のラフネスを原子間力顕微鏡（AFM）で

評価した。トレンチ側壁のエッチングによる面荒れは，

1,000 ℃のアニールでは側壁にステップが形成され，

1,100 ℃ではベアウェーハ並みの平たん性が得られる

ことを観測した。温度と時間を変えることで，表面形

状がどのように変化していくか，活発な議論がなされ

た。

（5）

（4）
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最近の学会発表

応用物理学会2002年春季学術講演会半導体関連発表の紹介
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IT 不況と叫ばれながらも，企業の情報化投資は，生き残りをか

けた競争戦略の中で高い成長を維持している。加工・組立分野，電

子・精密分野などの製造業や物流・流通・食品分野などの流通サー

ビス業を中心に，企業経営における全体最適を目指した新たな価値

創造を実現する富士電機の企業情報ソリューション群について，そ

のフレームワークと特徴を紹介する。

企業情報ソリューションの展望

横田　四郎 松浦　由武

富士時報 Vol.75 No.6 p.317-321（2002）

製造分野の企業から情報システムに強く求められているのが，顧

客ニーズの変化を鋭敏につかむ感度と，その変化にすばやく対応で

きる柔軟性である。まさに，「スピード」が企業の命運を握る時代

といえる。富士電機は，長年培ってきた製造現場へのシステム適用

技術とノウハウをもとに，最新の ITを活用し，製造業が抱える諸

問題解決のための製造ソリューションとして情報システムを提供す

る。

製造ソリューション

八尋 憲太郎

富士時報 Vol.75 No.6 p.322-325（2002）

サプライチェーンマネジメント（SCM）の概念の導入により，

バブル崩壊後，日本の物流分野においても従来の現場改善だけの取

組みではなく，全体最適を目指したロジスティクス戦略へと発展し，

ロジスティクス戦略が経営戦略の重要な課題として認識されるよう

になった。そこで本稿では，現在の物流の置かれている状況を紹介

し，最新の技術動向と，富士電機が提供するロジスティクス戦略上

重要な物流センターシステム（WMS：Warehouse Management

System）を，その特徴および導入方法を中心に説明する。

ロジスティクスソリューション

高橋　一仁 成國　哲仁

富士時報 Vol.75 No.6 p.326-330（2002）

現在，多くの企業が 21 世紀のあるべき企業戦略として，CRM

（Customer Relationship Management）を一つのコンピテンスに位

置づけた事業展開を行っている。富士電機は早くからこの CRM課

題解決に着手し，豊富なコールセンター構築実績のある（株）メディ

アクリエイトや，強力な営業支援（SFA）パッケージを開発・販

売しているソフトブレーン（株）と協力し，富士電機の顧客情報デー

タベース構築技術とシステム開発力とを生かした CRMソリュー

ションの提供を進めている。

CRMソリューション

及川　　弘 清水　　工 三島　麻子

富士時報 Vol.75 No.6 p.331-335（2002）

多様化するマーケットニーズ，価格競争の激化，業界再編など企

業を取り巻く外的経営環境は急速に変化している。古い企業体質か

ら脱却し，競争優位なビジネスモデルを作り上げ，収益を確保する

ことが生き残りの必須条件である。本稿ではビジネスプロセスモデ

リングを軸とした業務の可視化手法から，業務改革，IT 導入へと

シームレスにつなげる方法論をコンサルティングメニューというか

たちで概説する。

BPEコンサルティング

殿原　秀男

富士時報 Vol.75 No.6 p.336-340（2002）

激動する経済状況下において，製造業各社は，従来の生産重視の

生産方式から，全体最適生産により，リードタイムの短縮および在

庫量の削減を実現しようとする動きが顕著になってきている。本稿

では，上記を実現するための①業務改革，②基幹情報インフラスト

ラクチャー整備，③ SCM思想，の各々の重要性についての説明お

よびこれらを実現するための富士電機のソリューションメニューを

紹介する。

また，（株）モリタに納入したシステムの事例紹介を通して，最新

の動向についても説明する。

SCM/ERPソリューション

田中　春樹 相馬　　寛 久道　　功

富士時報 Vol.75 No.6 p.341-343（2002）

1990 年代に入ってから世界規模で製造業の経営改革が進められ，

グローバルスタンダードへの対応が必須となる中で，経営と製造現

場を直結することで経営の効率化とスピードアップが求められてき

ている。本稿では，全社規模での情報のシームレス化を基本として

「製造現場の見える化」のコンセプトを実現する富士電機のMES

ソリューションを紹介するとともに，各種ソリューション事例や

MESソリューションの開発の方向についても解説する。

MESソリューション

守本　修司 中川　雅史 久保　真人

富士時報 Vol.75 No.6 p.344-348（2002）

製品ライフサイクルの短期化，多品種化が進み，製造業はフレキ

シブルな設計から製品投入までの体制が一層求められる状況にある。

本稿では製品の企画・設計から生産開始までの生産準備業務プロセ

スを支援し，製品品質，製造設備品質，業務実行品質および実行

リードタイム改善を目的とした，富士電機の開発ソリューション商

品について概説する。

ディジタルファクトリーソリューション

津田　　宗 東谷　直紀 黒谷　憲一

富士時報 Vol.75 No.6 p.349-352（2002）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Manufacturing enterprises strongly require information systems to
have sensitivity capable of sharply catching a change in customer
needs and flexibility capable of quickly meeting the change. In the pre-
sent age, we can say “speed” affects the fate of enterprises. On the
basis of the technology and know-how of system application to the
manufacturing field accumulated many years, utilizing the latest infor-
mation technology, Fuji Electric offers information systems as manu-
facturing solutions to solve problems the manufacturing industry is
confronting. 

Manufacturing Solutions

Kentaro Yahiro

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.322-325  (2002)

Although it is said we are now under the IT depression, invest-
ment in information management by enterprises maintains high growth
because they stake their survival on the competitive strategy. Fuji
Electric has created new values that aim at the overall optimum in
business management, focusing on the manufacturing industry, such as
processing, assembly, electronics, and fine machining, and the distribu-
tion service industry, such as physical distribution, circulation, and
foods. This paper describes the framework and features of Fuji
Electric’s solutions to business information management.

Prospects for Solutions to Business Information
Management

Shiro Yokota Yoshitake Matsuura

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.371-321  (2002)

Many enterprises now forward business development considering
customer relationship management (CRM) to be their competence in
the 21st century. Fuji Electric early started solving this CRM problem.
It offers solutions to CRM utilizing its customer information database
structuring technology and system development force, in cooperation
with Media Create Co., Ltd. which has ample experiences in call center
structuring and SOFTBRAIN Co., Ltd. which developed a powerful
sales support (sales force automation: SFA) package and sells it.

Solutions to Customer Relationship Management

Hiroshi Oikawa Takumi Shimizu Asako Mishima

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.331-335  (2002)

After the bubble collapsed, the distribution industry in Japan has
similarly striven not only for the conventional improvement in the field
but also for logistics strategy aiming at the overall optimum by intro-
ducing the concept of supply chain management (SCM). Logistics
strategy has become realized as an important subject of management
strategy. This paper describes the present status of physical distribu-
tion, the latest technical trend, and the warehouse management system
(WMS) essential to Fuji Electric’s logistics strategy, focusing on its fea-
tures and a method of introducing it.

Solutions to Logistics

Kazuhito Takahashi Akihito Narikuni

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.326-330  (2002)

Under the violent economy, manufacturing companies have shown
a remarkable movements to shorten the lead time and reduce the total
stock by means of overall optimum production instead of the conven-
tional production attaching importance to each productivity. This paper
describes the importance of (1) business reformation, (2) the comple-
tion of the resource information infrastructure, and (3) the thought of
supply chain management, for realizing the above-mentioned, and
introduces Fuji Electric’s solution menu for them. In addition, the lat-
est trend is described with an example of the system supplied to
MORITA Corp.

Solutions to Supply Chain Management (SCM) and
Enterprise Resource Planning (ERP)

Haruki Tanaka Hiroshi Soma Isao Hisamichi

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.341-343  (2002)

For example, diversified market needs, intensified price competi-
tions, and the industry reorganization, there have been rapid changes
in the external environment of management surrounding enterprises.
It is indispensable conditions for survival to get rid of the old business
constitution, make up a competitive business model, and secure profit.
This paper in the form of a consulting menu describes an outline of the
methodology of making a seamless connection from the visible busi-
ness technique based on business process modeling to business refor-
mation and IT introduction.

Consulting About Business Process Engineering

Hideo Tonohara

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.336-340  (2002)

Because of the shortening of the product lifecycle and the increase
in multi-kind production, the manufacturing industry has more
required flexible systems ranging from designing to producing a new
product. This paper describes an outline of Fuji Electric’s solutions for
sale that support the process of preparation work for production from
product planning and designing to the start of production, aiming at
improvements in product quality, production equipment quality, work
quality in practice, and lead time in practice.

Solutions to Digitized Factory Management

Takashi Tsuda Naoki Azumaya Kenichi Kurotani

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.349-352  (2002)

As the management reformation of the manufacturing industry
was promoted in a worldwide scale in the 1990s and it has become
indispensable to meet global standardization, the efficiency improve-
ment and speeding up of management by directly linking the manage-
ment and the manufacturing field have been required. This paper
describes Fuji Electric’s solutions to the manufacturing execution sys-
tem (MES) to realize the concept of “manufacturing fields made visi-
ble” based on the seamless linking of information on a whole company
scale, and in addition, various examples of solutions and future trends
of MES solution development.

Solutions to Manufacturing Execution Systems

Shuushi Morimoto Masafumi Nakagawa Makoto Kubo

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.344-348  (2002)



世の中は環境・省エネルギー問題に直面しており，各企業ではエ

ネルギー消費削減など有効な対策の必要がある。富士電機では早く

から環境や省エネルギーに関するビジネスを展開しており，従来技

術と新技術を積極的に融合し，エネルギー計測から，総合マネジメ

ントの環境整備，クリーンなエネルギー供給設備の導入，ユーティ

リティ設備の運用に至るまで，エネルギー全般の効率的な活用へさ

まざまなソリューション提案を行ってきた。本稿では，導入事例を

交えながら，富士電機のトータルエネルギーソリューションを紹介

する。

エネルギーソリューション

水谷　博成 布施　正史 項　　東輝

富士時報 Vol.75 No.6 p.353-357（2002）

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・

技術部門（納入顧客との需要予測）との情報共有化の中で，より一

層緻密（ちみつ）な製造現場のシステムづくりが求められている。

設計・調達・製造・検査・出荷配送の流れの中で，設計・製造現場

が果たすべき製造システムの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

福田　和彦 三嶽　　悟 船戸 健太郎

富士時報 Vol.75 No.6 p.358-362（2002）

近年，食品や上下水など多くの分野で微生物汚染の問題が増加し

ている。培養が必要な従来法では検査に 24 時間以上を要するため，

簡便かつ迅速な計測手段が切望されていた。富士電機は，酵素活性

を利用して生菌を蛍光標識し，自動装置によって 1 時間以内に菌数

を計測する生菌センサ（仮称）を開発している。本稿では，生菌セ

ンサの実用性を従来法との比較で検証した結果を解説する。また，

生菌センサの利用によって想定される各種ソリューションとして，

在庫削減や，次世代HACCP，再利用水管理システムについても紹

介する。

食品衛生管理ソリューション

高橋　一仁 龍崎　義紀 野田　直広

富士時報 Vol.75 No.6 p.363-366（2002）

携帯電話に代表されるモバイル機器の飛躍的な普及に伴い，ワイ

ヤレスネットワークの環境はますます充実されている。またイン

ターネット網のブロードバンド化も並行して進み，そのビジネス活

用への取組みが盛んである。本稿では，既存の基幹系システムなど

との連携を図れる企業情報ポータルを構築していくうえでのモバイ

ルソリューションの実装概念と，富士電機の取り組む，オフィス，

工場現場，自治体などの各種ソリューションにおけるモバイル適用

例について紹介する。

モバイルソリューション

西村　　誠 菅野　智司 福島　健吾

富士時報 Vol.75 No.6 p.367-371（2002）

富士電機の中期経営ビジョンに資するための「中期 IT戦略の策

定指針と IT 中期計画の展開方法」を述べる。富士電機のビジネス

プラットフォームを構成している IT 中期計画の重要テーマの中か

ら，CRM，経営管理，統合バックオフィス，SCM，受注・手配シ

ステム，グループネットワークの拡充，ソフトウェア資産管理につ

いて概要を紹介する。社内 ITシステムは経営・事業運営のための

重要なツールであり，顧客の同様なニーズに十分活用可能である。

富士電機グループの IT戦略

福本　武也

富士時報 Vol.75 No.6 p.372-379（2002）



As information on the supply and demand forecast of material sup-
pliers and customers has been held in common, there is a demand for
more carefully thought-out manufacturing field systems in addition to
the former endeavor goals in the factory, i.e. reduction in lead time for
production and stocks under manufacture. Regarding the rationalization
of manufacturing systems and the unification of information to be car-
ried out in the flow of designing, procurement, manufacturing, inspec-
tion, and shipping by the designing and manufacturing sections, this
paper describes an outline of Fuji Electric’s solutions to manufacturing
distribution.

Solutions to Manufacturing Distribution

Kazuhiko Fukuda Satoru Mitake Kentaro Funato

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.358-362  (2002)

The world faces environmental and energy saving problems and
each enterprise is required to take effective measures, including reduc-
tion in energy consumption. Fuji Electric in the early stages developed
business related to environment and reduction in energy consumption.
We have positively fused conventional technology with new one and
have proposed various solutions to efficient utilization of overall energy
ranging from energy measurement to environmental preparation for
integrated management, the introduction of clean energy supply equip-
ment, and the operation of utilities. This paper introduces Fuji
Electric’s solutions to energy management, citing an example of intro-
duction.

Solutions to Energy Management

Hiroshige Mizutani Masashi Fuse Donghui Xiang

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.353-357  (2002)

With the rapid diffusion of mobile devices typically represented by
portable telephones, the environment of wireless networks has more
and more improved. Also the broadband Internet network has advanced
in parallel and its application to business is actively studied. This paper
describes a general idea of mobile solution mounting in constructing a
business information portal site capable of making a connection with
the existing basic systems, and also, examples of mobile application to
Fuji Electric’s various solutions for offices, workshops, and
autonomies.

Mobile Solutions Supporting Portal Site Construction

Makoto Nishimura Tomoji Kanno Kengo Fukushima

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.367-371  (2002)

Recently, problems of microbial contamination have increased in
many fields such as foods, drinking water, and sewage. Because the
conventional method that requires cultivation takes more than 24
hours for inspection, a simple and speedy measuring method has been
desired. Fuji Electric is developing a viable cell sensor (a tentative
name) in which viable cells are given fluorescent labeling by enzymatic
activity and the number of cells measured by the automatic apparatus
within one hour. This paper describes the verification result of the
practicability of the viable cell sensor in comparison with the conven-
tional method. It also describes various solutions supposed to be
brought by utilizing the viable cell sensor, such as reduction in stocks,
next-generation hazard analysis critical control point (HACCP), and a
reused water management system.

Solutions to Hygienic Management in the Food
Industry

Kazuhito Takahashi Yoshinori Ryuzaki Naohiro Noda

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.363-366  (2002)

This paper describes “the Guideline for planning the medium-
term IT strategy and the method of developing the IT medium-term
scheme” to support Fuji Electric’s medium-term management vision.
From among the important themes of the IT medium-term scheme
that constitute Fuji Electric’s business platform, brief descriptions are
given to the following: customer relationship management, business
management, the integrated back office, supply chain management, the
order receiving and production ordering system, the expansion of the
group network, and software property control. The internal IT system,
an important tool for management and business operation, can satisfac-
torily be utilized for customer’s similar needs.

Fuji Electric Group’s IT Strategy

Takeya Fukumoto

Fuji Electric Journal  Vol.75 No.6 p.372-379  (2002)
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