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まえがき

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
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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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図４　ERPとMES融合の概要
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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
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図７　自動車業界向けシステム構成例



MESソリューション

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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