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今日，日本企業，とりわけ製造業を取り巻く環境が大き

く変わり始めている。中国市場の成長，および中国におけ

る低コスト生産によって続々と日本企業が中国市場へとそ

の生産拠点を移転し始めている。とりわけ，中国における

低い人件費は魅力的である。一説では，日本の 1/32 だと

いわれている。かくも差があっては日本の企業はもはや価

格面ではまったく競争ができなくなってしまっている。か

くして日本国内から工場が続々と中国へと移転し始めたの

である。このことは日本国内における「空洞化」という深

刻な問題をきたし始めてきた。日本国内の中小企業は一方

でますます廃業に追い込まれ，日本国内の製造業は一見死

に絶えたかのごとくに見える。

しかし，製造業が国の経済の根幹であることには変わり

はない。製造業が富を産み出すからである。そこで，いま

や中国問題に対応した新しい製造業の方向性に関する論議

が盛んになった。日本の製造業の今後の戦略に関して次の

ような方策が考えられうる。まず第一に，バイオ，ナノテ

クなどの最先端技術の開発を先駆けて行うというものであ

る。確かに，日本の製造業の特許出願に関しては世界一で

ある。技術開発という観点では日本にもまだまだ生存の

チャンスは高いといえる。第二の方策は，製造業そのもの

の変身である。製造業のサービス化，あるいはソリュー

ションビジネス化などがその例である。近年の GEは，そ

の売り上げの 2/3 がサービス事業からきているという。

IBMもまたコンピューターといったハードを売る会社と

いうよりは，システム・ソリューションの売り上げを高め

つつある。新しい製造業のビジネス・モデルだといえる。

第三が，高付加価値化の方向である。同一の商品分野にお

いて，より付加価値の高い高級分野に特化していくやり方

である。ブランド政策などで差別化を図っていくのである。

資生堂，セイコーなどが採っている方策である。

いずれの方策もそれぞれの利点を有しているが，それら

の根底に流れる製造業のあり方の核心があるように見える。

これからの時代に対応した新しい企業モデルでもある。

P.ドラッカーはきたるべき社会のことを「知識化社会」と

捉えている。知識化社会とは知識そのものに価値が生じ，

それが経済の主役となるという社会のことである。それは

20 世紀を支配した物，量，有形固定資産といった発想と

は根本的に異なるものである。目に見えない無形の資産が

より価値を持ってくる社会である。例えばマイクロソフト

は，パソコンの OS（ウィンドウズ）を押さえているソフ

トウエアの会社だが，それは言い換えると知を生み出すソ

フト工場（知場）だともいえる。また，ソリューションビ

ジネスを標榜する IBMももはや知識集約企業と呼べよう。

知識は確実に企業戦略の核となりつつある。

日本企業でも近年興味ある動きが出てきた。キヤノンは

カメラやプリンターの低価格製品の生産を中国から日本に

戻すという。その理由は，日本国内において新生産システ

ムを開発し，中国で生産するよりも低コストで生産できる

からである。これらの製品は組み立てが簡単なため，人手

に頼らない完全自動化ラインで生産できる。この新しい動

きは，キヤノンが生産に関してまったく新しい知識を創造

するということをさしている。いったん中国へと流れて

行った低価格製品の生産においてこの逆の流れが起きたと

いうことは極めて興味深い。理論的には，製品技術がモ

ジュラー化すればするほど，より低賃金の国へとその生産

は移転するといわれてきた。そして，日本国内にはインテ

グラルな製品しか残らないともいわれてきた。しかし，高

度な生産システムの創造はまた日本国内における製造を可

能としたのである。これは，生産における知識創造である。

日本国内で知識創造が続く限り，必ずしも製造業が日本か

ら出て行かなくても良いのである。まさに，製造業におけ

るナレッジ革新が必要なのである。ナレッジはこれからの

企業の競争戦略のコアである。そのコアを日本国内から

失ってしまっては，日本経済に成長は戻ってこない。日本

企業は，新技術，新生産システム，新マネジメントシステ

ムの開発においてナレッジを開発し続けることで，「知識

時代」にふさわしい新しい企業像を創造できるものと思う。

日本製造業のナレッジ革新

奥村　昭博（おくむら　あきひろ）

慶應義塾大学経営大学院教授
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まえがき

あらゆる企業で業務改革が叫ばれている。その背景には

長引く景気の低迷による価格の下落，国内需要の低下，海

外生産へのシフトなどがあり，その目まぐるしい変化は常

に新聞紙上をにぎわせている。

現場の意識改革から始まって，各業務セクションでの

リードタイム短縮，製品や業務の価値向上のための知識の

蓄積・共有などの経営課題は，勝ち残りの条件として認識

され，各企業共通の命題として当然のように語られる時代

がきている。

しかし，業務改革の目的が明確になっても，これを実現

することはきわめて困難である。なぜなら，企業の安定成

長期を支え，今も変わることのないピラミッド型の組織構

造が「縦割り」と呼ばれるあしき文化を形成し，組織横断

的な業務の流れを阻害するからである。この変革の時代に

は，縦方向の「コンセンサス形成」よりも，むしろ横方向

の「コミュニケーション形成」が求められている。「コ

ミュニケーション」は，スピード経営の原動力になるから

である。

長年，生産現場では「MES」（Manufacturing Execu-

tion System）が，生産性や品質の向上のため，生産の一

部分を担うシステムとして機能してきた。いわば工場の中

だけで部分的最適化を追求してきた「縦割り」の象徴であ

る。仮に，やみくもに製造リードタイムを短縮する改革を

行ったとする。生産ラインはバランスを失い，品質や歩留

りの悪化，中間在庫の増大など，新たな課題が浮上してく

る。苦労して作った「あるべき姿」はいとも簡単に形骸化

してしまう。こんなことから「現場」と「経営」の間の溝

はますます深まっていくのである。各部門が価値を創造で

きる環境を作るには，あくまでも「全体最適」を最終目的

とする詳細な業務の改善活動と，部門間の情報連携が行わ

れなければならない。

本特集号では，富士電機が培ってきた製造装置の制御技

術や生産管理システム構築の実績を生かし，作り上げた，

「現場」と「経営」を結ぶ「情報」のパイプラインを最新

のMESソリューションという形で解説する。

富士電機の情報システム事業

富士電機は創業 80 周年を迎え，さらなる競争力の強化

に向けて全社をあげて事業の変革を加速推進している。

情報システム事業においても，産業分野と公共分野のそ

れぞれにおいて，富士電機としてお客様に提供すべき価値

は何かとの視点に立ってソリューションを絞り込んだ。図

１に製造業の市場動向と富士電機のソリューションを，図

２にその体系を示す。

産業分野では，自動車製造分野に関連する組立加工型製

造業と，食品・飲料・医薬品分野のプロセス型製造業に対

し，工場全体の情報管理と製造システムの構築，工場と経

営を結ぶ情報システムの構築を提案する。

民需分野でのソリューションコンセプトは以下のとおり

である。

従来，不足していた，基幹システムと生産現場の情報

システムのスムーズな連携環境を構築し，外的経営環境

変化や，内部課題に対処するレスポンスを向上させるこ

とで，柔軟な経営と工場運営を実現する。

製品付加価値を最大化するため，現場に埋もれていた

知識やノウハウを再利用可能な形でデータ化し，営業，

開発，設計，製造，保守のプロセスにおいて広く活用で

きる環境を構築する。

知識やノウハウの活用は，一般に「ナレッジマネジメン

ト」としてデータベース活用を中心に企業や自治体で試行

されてきたが，ナレッジの入力作業のルール化や，再利用

時のデータ絞込みなど，運用面での課題が解決されないま

ま，導入効果が得られない場合が多かった。しかし，知識

活用が最も効果を発揮する開発・設計から量産までの業務

領域に費やされる時間は，新製品を市場に投入するまでの

期間の大半を占めており，これを短縮することは，シェア

獲得において最重要課題であることにほかならない。つま

り，前述した「経営と生産現場の連携」に加えて，開発・

設計・生産準備といったエンジニアリング業務との情報連
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携が必要となる。このようなソリューションを，業務の進

捗（しんちょく）管理やパフォーマンス計測，業務プロセ

スの再設計といった機能も併せて「ナレッジフローシステ

ム」で実現する。

公共分野では，自治体のお客様を中心に，文書管理シス

テムを中核としたソリューションを，複数の自治体が共同

利用する新しい形の地域イントラネットや行政経営，行政

評価コンサルティングを展開する。

２.１ 製造統合ソリューション

市場ニーズの多様化と，リードタイムの短縮，在庫の極

小化に対応するため，経営情報と生産情報の統合を指向し

ている。「売れる製品」を開発し，「売れる量」を「必要な

タイミングで」つくるためである。SCM（Supply Chain

Management）や ERPなどの基幹システム，MES（Man-

ufacturing Execution System）を中心とする生産現場の

システム，CRM（Customer Relationship Management）

などの販売支援システムは，個々の業務範囲だけの最適化

を追求してきた。しかし，これらは，右肩上がりの成長を

前提として経営が行われていた時代に，パフォーマンスを

最大化するために使われた道具である。

富士電機は，これらのシステム機能を，「デジタルファ

クトリーソリューション」と，設計自由度が高い ERP

パッケージ「Baan」を核として垂直に統合し，経営環境

の変化が企業に及ぼす新たな制約条件に柔軟に対処できる

情報ソリューションを提供している。図３に統合ソリュー

ションの概念を示す。

２.２ 組立加工型製造業向けソリューション

自動車を中心とした組立加工業では，この 20 年間で製

品のライフサイクルが著しく短縮し，新型車を 1 年以内に

開発し市場投入するといった状況になっている。また，生

産拠点は海外に進出し続けており，製品の仕様も多様化し

ている。

富士電機は，車両開発や生産準備などのエンジニアリン
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富士電機の 
製造ソリューション 

デジタルファクトリー 
Fe-MES 
B2M 

LONWORKS 
 

FA：Factory Automation　　PA：Process Automation　　CAD：Computer Aided Design 
CAM：Computer Aided Manufacturing　　CIM：Computer Integrated Manufacturing　　ERP：Enterprise Resource Planning 
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統合基幹業務システム 

SCM

CRM

EC/EDI

PDM

丸ごとソリューション 

図１　製造業の市場動向と富士電機のソリューション
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①デジタルファクトリー（生産準備支援・生産ライン情報） 
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④セキュリティ 

①e-アグリ（JAの生産現場のIT化） 

②RF-ID，非接触ICカード 

③医療情報システム 
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図２　富士電機の情報ソリューション体系
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グ業務に対して，知識情報，製造ライン情報，施設情報を

ディジタル化したうえで，社内や取引先間での共有環境を

提供することで，同時並行開発と知識の資産化を推進し，

開発期間の大幅な短縮と，開発コストの削減を実現するた

めのソリューションを提供している。図４にデジタルファ

クトリーソリューションの目的を示す。

２.３ 食品・医薬製造業向けソリューション

BSE（牛海綿状脳症）問題，集団食中毒事件，データ改

ざんなどの品質管理面の課題は，食品衛生法をはじめ，さ

まざまな法規制や，管理規格の強化によって解決が急がれ

ている。一方では規制緩和による流通機構の変化に伴い，

店舗の大型化や卸の統廃合が行われている。消費者ニーズ

の多様化はとどまるところを知らず，食品業界は，「品質」

「安全」「スピード」といった複合課題を抱え抜本的な業務

改革を余儀なくされている。図５に食品業界を取り巻く環

境を示す。

富士電機は，生産，経営の統合を柱に，広域トレーサビ

リティ（製品が生産者から消費者に渡るまでの製品履歴情

報の追跡）の確立，生産・製造管理，衛生管理，産業廃棄

物処理と資源再利用など総合的なソリューションと，新工

場建築におけるトータルなエンジニアリングを提供してい

る。

２.４ e-自治体ソリューション

民間企業同様，自治体経営のありかたも，コストを最小

化しつつ高付加価値のサービスを市民に提供することが求

められる時代がきた。

富士電機は，業務パッケージ間連携を視野に入れた共通
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図３　富士電機の製造統合ソリューション
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基盤コンセプトにより，庁内業務システム間連携や庁内業

務ー市民サービスの情報連携をスムーズに行うことで，業

務の効率化やサービス向上を実現するためのソリューショ

ンを提供している。また，行政経営システム FPM（Fuji

new Public Management）により，施策や事務事業，庁

内業務などを多角的に評価し，行政経営に還元するコンサ

ルティングサービスやパッケージの導入も行っている。図

６に自治体情報化の新しい動向，図７に行政経営・行政評

価システムの概念図を示す。

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，

その狙いと展望を述べた。デフレ経済が深刻化する中，企

業では，低価格で利益を出せる体質への転換が緊急課題に

なっている。特に製造業では多品種少量生産でも利益が出

る収益構造と需要変動に強い生産体制の構築を急がねばな

らない。また，自治体も企業の発想で経営を考え，市民の

高い満足度を勝ち得る時代に入ろうとしている。

富士電機は，自らの製造業としての経験や，長い間社会

のインフラストラクチャーを支えるシステムを提供してき

た経験を，より現実的な情報ソリューションとして熟成さ

せ，企業や自治体のお客様に提供していく所存である。

参考文献

横田四郎，松浦由武．企業情報ソリューションの展望．富

士時報．vol.75, no.6, 2002, p.317-321.

八尋憲太郎．製造ソリューション．富士時報．vol.75, no.6,

2002, p.322-325.
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まえがき

近年の日本の製造業を取り巻く市場環境は一層の巌しさ

を増しているといえる。このような厳しい外部環境の中，

多くの製造業が生き残りをかけ構造改革への模索が続いて

いる。その構造改革に求められる必須課題は，従来から抱

える問題点を克服し，激変する環境に適合し将来的にも生

き抜いていくための「あるべき姿」を実現する製造業の仕

組みの再構築である。さらに今，その改革に求められる要

件として重視されているものは，それが環境変化に俊敏に

対応できる仕組みへの改革であること，その改革を早期に

実現することであり，キーワードは「スピード」であると

いうことができる。さらに IT（Information Technology）

活用の進展に伴い「スピード経営」が当然視されるような

昨今では，改革実現の課題の多くが情報システムにかかわ

る課題であるといわれる。したがって，情報システムに求

められる第一の要件を挙げるとすると，迅速な経営の意思

決定を支援するため経営情報や製造情報をスピーディに提

供し得ること，また環境変化への適合力を維持するための

システム柔軟性の確保である。

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基盤とし，

最新の IT，インターネット応用技術を駆使し，製造業が

抱える諸問題解決・課題達成のため製造統合ソリューショ

ンを提供しているので本稿にて紹介する。

製造統合ソリューションの特徴

製造業を対象とした富士電機のソリューション群には，

生産管理，プロセス制御や製造現場を中心とした自動化設

備・製造ラインなどの設備管理，ライン・工場内外の物流

管理，エネルギー管理などがある。これらは個別に提供さ

れるソリューションであるが，昨今の製造業全体を俯瞰

（ふかん）した経営資源の最適化という視点から見た場合，

個別のソリューション適用へのニーズのみならず，それら

を一括活用する運用の仕組みを構築し，さらには工場を取

り巻くサプライチェーン全体を視野に入れた顧客管理・調

達管理の仕組みから経営管理に至る企業活動全体の最適化

が求められている。

このような製造業に特化した富士電機の製造統合ソ

リューションの全体像を図１に示す。製造統合ソリュー

ションは次の特徴を持っている。

BPR（Business Process Reengineering）からシステ

ム構築，運用保守までをサポートする。

企業情報の有効活用により，経営と現場を結ぶ。

これらの特徴を以下に簡単に説明する。

２.１ BPRからシステム構築，運用保守までサポート

製造業が厳しさを増す環境の中で競争優位を維持し，さ

らに成長を続けるためには業務改革（BPR）は必須といえ

る（図２）。富士電機では BPRコンサルティングにより，

企業固有のコアコンピタンスを考慮した「あるべき姿」を

実現するための仕組みの再構築を支援する。さらに明確化

された経営戦略をもとに，それを実現するために，業務の

仕組み構築，課題達成を実現するための情報システム化計

画の立案とシステム構築，そして運用保守サービスを通じ

た経営効果出しに至るまで，一貫したサービスを提供する。

ここでいうコンサルティングサービスには経営コンサル

ティング，業務コンサルティング，製造現場の IE（In-

dustrial Engineering）コンサルティングとシステム構築

コンサルティングを含みトータルで最適化を図る。

２.２ 企業情報の有効活用により経営と現場を結ぶ

SCM（Supply Chain Management），ERP（Enterprise

Resource Planning）といった基幹情報システムを製造企

業の中核システムとして位置づける。中核システムの担う

最も重要な機能の一つは，現場から提供される種々の情報

を一元管理し経営に結ぶ情報インフラストラクチャーを提

供することであるが，そのため統合データベースを基盤と

し，設計・製造から物流までの各システムの統合を図る。

また，中核システムの下位にあり生産現場の稼動，実績

を管理，実行する MES（Manufacturing Execution Sys-

（2）

（1）
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tem）は，統合データベースを通じて上位 ERPシステム

との連携を図り，いわば「垂直統合」を実現する（図３）。

富士電機は，この MESでも ERPシステム同様の柔軟な

システム構築を実現し，特定の現場に特化した部分最適シ

ステムはもとより，MESと上位 ERPシステムとが連携し

た全体最適化システムをも提供する。

製造統合ソリューシヨンの事例

富士電機の製造統合ソリューションの事例を図４に示す。

この図では，基幹となる情報システムとして製造業に適し

た唯一の ERPである「iBaanERP」を配し，その周辺シ

ステムとして設計管理システムである PDM（Product

Data Management）と連携を図っている。PDMで入力・

管理された設計情報〔品目情報，設計 BOM（Bill Of Ma-
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図１　富士電機の製造統合ソリューションの全体像
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terial）・構成情報，設計変更情報〕は，インタフェースを

通じて ERPに対し自動送信（１回/日）され，ERP 側で

は製造情報（製造 BOM生成，工順・標準時間工数・購買

情報などを付加，原価設定，必要に応じて再構成）に変換

し実際の生産管理情報として活用される。現場系のMES

ソリューションとしては，実績収集システムを配し，作業

工数の実績などがジョブ設定により ERPシステムに対し

て製造実績が取り込まれるため，日次での実際原価などの

把握が可能となる。さらに富士電機はグループウェアでも

多くの導入実績を有するが，この事例ではさらに人事給与，

就業管理，旅費・経費システムとの連携が図られており，

経営管理情報は ERPの統合データベース（DB）上で一括

管理される。

次に上記事例をもとに，富士電機の製造統合ソリュー

ションの考え方について紹介する。

３.１ 経営革新・業務改革を実現：BPRからシステム構築

まで

富士電機は，「あるべき姿」実現のための仕組み再構築

に向けた BPRを重視する。ここで BPRの起点となるべき

検討項目とその留意点を列記する。

激動する市場環境で競争優位に立ち，勝ち抜くため，

コアコンピタンスを見極める。

企業に付加価値をもたらす価値構造を，企業内部（仕

組み，製品，技術，ビジョン，企業文化）だけでなく

販売・購買市場，さらに外部環境をも含め俯瞰的視点

で分析し，企業のビジネス全体を戦略的に再構築する

（価値連鎖戦略：図２参照）。

現状コスト構造を把握したうえで，将来の市場動向を

見据えたあるべきコスト構造を描く。

これらを基に改革を実現するあるべき仕組み・あるべき

業務詳細を体系的に整理していく。そして優先すべき業務

機能を軸として ERPシステムのプロトタイプ構築方針を

決定し，業務改革の実現性を検証していく。

３.２ 環境変化に柔軟に追従可能なシステム構築を実現

富士電機は製造企業の中核システムとなる基幹情報シス

（3）

（2）

（1）
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（1）業務用語でERPシステムを設計することが可能 
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図５　iBaanERPの特徴（業務とシステムを直結するDEM）
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製造業におけるMESの役割は，生産管理業務と生産現場との情報をつなぐこと。 

富士電機のMESソリューションの特徴 
①製造情報のデータベース統合化と汎用インタフェー 
　スによる情報共有 
②製品設計，生産計画，サプライチェーンから製造現 
　場の指示，制御まで一貫したシステム連携の実現 
③製造現場の生産管理，品質設備管理，エネルギー・ 
　環境管理をベースとし，基幹情報（SCM/ERP）に 
　至る全体最適ソリューションを提供する。 
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図３　MESの役割とMESソリューションの特徴
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図４　製造統合ソリューションの事例
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テムに求められる最大の要件を，「変化する経営環境，多

様化するビジネス形態に柔軟な対応ができる」ことと規定

している。この要件を実現する唯一のパッケージ ERPシ

ステムが，上記事例で採用しているバーン社（オランダ）

の「iBaanERP」である。iBaanERPの特徴とする柔軟な

システムモデリング手法である DEM（Dynamic Enter-

prise Modeler），および市場要求の強い多様な生産形態へ

の対応力と変更容易性を併せ持つ CODP（Customer Or-

der Decoupling Point）について，図に示す（図５，図６，

図７）。DEMの特徴は，改革すべき業務機能をシステム

上での検証を可能にし，また要求されるビジネス形態に合

わせて業務モデルの変更も容易であるためシステムの柔軟

性を付与する非常に有効なツールといえる（イメージ図，

図６）。また CODP（図７）は，製品ごとに異なる多様な

生産形態（見込生産ー受注生産ー個別受注生産）への個別

対応を可能とし，また製品のライフサイクル（製品投入期

ー成熟期ー衰退期）に合った生産形態を採用することを可

能にしている。

３.３ システム構築から運用保守までをサポート

運用保守

富士電機はコールセンターを常設しシステム運用サービ

スを実施している。「CRM24」システムを図８に示す。基

（1）
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幹情報ソリューションを適用したお客様のシステム運用に

関する顧客相談窓口，迅速な障害対応の管理機能として製

造統合ソリューションの重要な役割を担っている。図中に

記したリモートメンテナンスサポート（お客様のシステム

を遠隔調査・監視サービス）は，お客様の業務の運用定着

化・システム活用の高度化に対しきわめて有効なサービス

との評価をいただいている。

運用改善による経営貢献

BPR，基幹情報システムの導入効果として，製造および

購買のリードタイム短縮，在庫削減などが挙げられるが，

富士電機ではシステム運用開始後も経営指標の改善に向け

た運用サービスを提供する。経営指標改善のための管理指

標，さらに各業務担当者が把握し管理できる行動指標へと

ブレークダウンし，稼動システムを活用した実行課題を明

確にする。経営に貢献するシステムの高度化に向けた支援

サービスの例として，図９に上記事例（図４）で適用され

た「在庫削減の考え方，課題達成のためのシナリオ」の概

要を示す。

３.４ MESソリューション

MESソリューションは，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・制御を実現する役割を担う。前出の図３の下部には，

MESの役割と MESソリューションの特徴をまとめて示

している。

中核システムである基幹情報ソリューションと異なり，

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る（図 ）。業種，業務に最適なテン

プレートを提供するとともに，インタフェースの標準化に

よる一貫したシステム連携を実現し，製造情報（製品，生

産情報）の可視化，スピード経営に寄与する。

あとがき

富士電機が提供する製造統合ソリューションを紹介した。

これらのソリューションはすべて富士電機の工場などでの

稼動実績や設備機器，製造装置の制御システムや生産管理

システムを構築した実績から製品化したソリューション群

である。一方で経営環境の激変により，これらソリュー

ション導入に対する顧客要求はより短期化・低コスト化圧

力として現れてきている。基幹情報システムについても中

小企業向けオールインワン型パッケージを投入してこれら

要求に対応する例もあり，富士電機としても，短期導入，

低コスト化に対応した体制を整えている。また，サービス

体制の拡充を図りつつ日本の製造業に貢献していく所存で

ある。

１０

（2）
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図１０　MES機能構成
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まえがき

近年，製造業を取り巻く環境は，消費者ニーズの多様化，

製品ライフサイクルの短期化などにより，変化に素早く対

応できる体質への変革を求められている。すなわち，より

早く市場のニーズに合った製品を投入でき，急激な需要の

変動に対応できる体制の確立が課題となっている。

これらの課題に対し，生産開始後は SCM（Supply

Chain Management）など計画系の情報システムならびに

工場の実行管理システムMES（Manufacturing Execution

System）により，迅速かつ柔軟な生産が可能となってき

た。

一方，製品企画・設計から生産設備設計・調整，生産開

始までの時間のうち，上流の製品設計段階では CAD

（Computer Aided Design）や PDM（Product Data Man-

agement），下流の生産準備工程には生産ラインシミュ

レータなどの支援ツールが準備されているものの，これら

をまたがる全プロセスをカバーできる支援環境は未整備の

状況にある。

本ソリューションは，製品企画・設計から生産開始まで

のさまざまな活動を，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。

本稿では，ソリューションの核となる以下のシステムに

ついて紹介する。

新製品または改良製品の立上げプロジェクトに関する

実行ノウハウを収集・共有化することにより支援する

「ナレッジフローシステム」

生産ラインの能力情報および製造ノウハウを収集・共

有化することにより支援する「生産ライン設備情報シス

テム」

生産ラインの設備情報を一元管理・共有化し，各業務

に必要な情報を提供する「生産設備台帳管理システム」

生産ラインならびにラインでの製品の組立性，加工性

を事前検証する「生産シミュレーション支援システム」

ナレッジフローシステム

２.１ システム構造

ナレッジフローシステムは，大きく分けて次の三つの機

能ブロック構造を持ち，プロジェクト実行ノウハウの収

集・共有を可能としている（図１）。

業務をプロセスモデルとして可視化するためのエンジ

ニアリング機能

可視化したプロセスによる業務実行を支援する機能

業務実行過程・結果を記録し，分析・改善に供する機

能

以下では，ビジネスプロセスマネジメント（BPM），ナ

レッジマネジメント（KM），業務システムエンジニアリ

ングの各視点から，ナレッジフローシステム各機能の特徴

を述べる。

２.２ ビジネスプロセスマネジメント

製造業のビジネスプロセスでは，製品設計情報から生産

工程情報への変換という情報の連鎖が重要であり，その改

善が競争力につながる。製品設計情報を生産工程情報へ変

換する情報システムとして，例えば CAM（Computer

（4）

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（3）

（2）

（2）

（1）

（1）
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図１　ナレッジフローシステムの機能構造
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Aided Manufacturing）があり，CADと連動して製品設

計情報を NC（Numerical Control）プログラムなどに変換

することができるが，実際の生産準備業務には，そのほか

にも工程，設備，治工具の設計，製作，準備，試験業務が

あり，それらのプロセスの改善を支援することが求められ

ている。

業務プロセス改善の方法として，BPR（Business Proc-

ess Reengineering）活動により現状業務をモデル化し，問

題・課題や今後の方針を踏まえた対策を織り込んだあるべ

き姿のモデルを描き，業務支援システムに適用するという

形態が主流となっている。しかし，業務プロセスを一つの

BPR 活動で定義することは現実的には不可能である。ま

た，企業を取り巻く環境は常に変化するものであり，問

題・課題にも差異が生じる。よって，業務プロセスは柔軟

に改善する必要がある。また，このような変化に追従する

ために，リソースの負荷や効率などの経営指標をタイム

リーに提供する必要がある。

ナレッジフローシステムでは，これらの課題を解決する

ために，次のような業務実行支援環境を開発した（図２）。

業務実行管理

標準ルールに従った業務実行を支援するために，プロセ

スモデル情報をもとにワークフロー管理を行う。業務プロ

セスの柔軟な改善を可能とするために，後述するエンジニ

アリングツールにより，プロセスモデル情報は随時変更で

きるようになっている。

業務実行管理のために，ワークフローの経路制御，例外

処理（一時保存，中断・再開，中止，委任，取戻し），画

面フォームの制御機能などを備える。また，業務履歴分析

機能で利用するために，実行履歴管理を行う。ここで，

データとワークフロー実行履歴とを関連づけて保存するこ

とで，多様な分析を可能としている。

進捗（しんちょく）管理

プロジェクト状況をリアルタイムで閲覧するために，一

覧表・ガントチャート・プロセスモデル図上で表示を行う

（図３）。

２.３ ナレッジマネジメントとコラボレーション

Nonakaらが組織的知識創造の理論として示した暗黙知

と形式知の相互変換は，業務プロセスの改善においても重

要である。例えば，製造業の生産現場では，業務プロセス

の決まりごとである作業標準を制定している。この作業標

準の作成にあたっては，現場のリーダーが実際にやってみ

てから決定し，標準フォーマットの文書とする。また，そ

の作業標準に従って実際に作業を行った経験を生かして，

数か月に 1 回の改定が推奨されている。これは，作業標準

という形式知と，実作業により体得した暗黙知の相互変換

を通じて改善を行っていると見なすことができる。

これと同様に，他の業務プロセス（開発，設計，生産準

備など）のナレッジマネジメントとしても，プロセスの標

準化と実経験に基づく改善が重要であると考えられる。す

なわち，BPRで作成した標準（プロセスモデル）を固定

化するのではなく，実際にやってみた経験をもとに改良す

る。逆に，経験に基づくプロジェクト遂行のノウハウをプ

ロセスモデルとして標準化できるような仕組みが必要であ

る。

また，組織におけるコラボレーション（協働作業）支援

システムでは，①記録として残りにくい非公式な情報やノ

ウハウを蓄積すること，②膨大な情報の中から有用な情報

の存在をユーザーに気づかせること，が重要であると指摘

されている。ワークフローなどを利用したシステムで業務

を実行しているときにも，組織的に蓄積されている情報を

活用することは必要である。このとき，ワークフローで管

理されたプロセス外の非公式な情報をいかに蓄積するかと

いうことと，非公式な情報も含めてユーザーが必要として

いる情報の存在をいかに気づかせるかということが重要と

なる。

このような考察を踏まえて，ナレッジフローシステムで

はプロセスモデルの改善（図４上段）と標準のプロセスに

沿った業務実行時の知識活用（図４下段）の 2 種類のナ

レッジマネジメントを実現するための機能を用意している。

業務履歴分析

業務プロセス履歴（タイムスタンプ，例外処理）を記録

（1）

（6）

（4）

（5）

（2）

（1）
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図２　業務実行画面例 図３　プロセスモデル図による進捗表示
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し，業務実績をプロジェクトごとや複数プロジェクト間の

比較など多角的に分析できる。後述するエンジニアリング

機能と合わせて，標準化と実行ノウハウの相互変換を支援

する機能である。

ディスカッション

非公式情報を蓄積する機能として，業務実行中のコミュ

ニケーション（現在行っている業務に関する相談，連絡，

討議など）を行うための機能である。ディスカッション履

歴には実行中のプロジェクト・実行業務情報を自動で付

加・保存し，検索機能〔 項〕で有効に活用できるように

している。

ナレッジ検索

業務実行結果，添付ドキュメント，ディスカッションの

格納時に，プロジェクト・業務を特定するキーワードとリ

ンクして保存している。この情報を利用し，検索実行時点

にて実施しているプロジェクト・業務キーワードをシステ

ム側で自動付加して検索・抽出を行う仕組みとすることに

より，ユーザーが直面している課題にとって有用な情報の

存在に気づく可能性を高めている。

業務サポート

業務の実行ステップに応じて参照すべき情報へのリンク

を定義したボタンを画面に配置し，該当の業務実行時に表

示させることができる。これにより必要情報をプッシュし

てユーザーに気づかせることができ，蓄積されている知識

の活用を可能とする。

２.４ 業務システムのエンジニアリング

一般に，業務システム構築の手順として，BPRツール

などによる業務要件の記述を行った後，再度業務システム

への実装作業を行うが，次のような課題がある。①業務要

件をもとに改めて業務システムを構築するのは，コストや

改善適用レスポンスの面で不利である。②業務分析の水準

が一定にならず，検討抜けによる設計・製作の手戻りが生

じやすい。

これを解決するためには業務分析ツールで整理した成果

物を業務システムに取り込んでそのまま実行できることが

望ましい。このような研究事例としては，パソコンの I/O

ボードを制御するソフトウェアを動作プロセスとデータフ

ローのグラフィカルな表現から自動生成するものや，OA

ソフトウェアで記述した仕様書をプログラマブルコント

ローラ（PLC）ソフトウェアに変換するものなどがあるが，

ナレッジフローシステムでは，以下の特徴を持つエンジニ

アリングツールを開発した。

２.４.１ ビジネスプロセスモデル描画ツールとの連携

プロセスモデルは図５に例示するように，アクティビ

ティの連なりとして表現する。分岐，合流，条件判断のほ

か，メールなどの動作定義をすることもできる。記述した

プロセスモデルを取り込んで，ワークフローの制御情報に

変換することができる。

２.４.２ データフローの整理

図６にデータフロー定義のイメージ図を示す。図の上段

はプロセスモデルのイメージである。ナレッジフローでは，

プロセスモデルの各アクティビティに着目して，そのアク

ティビティ（業務）で使用するデータ（業務データ）の入

出力（参照・作成・更新）を整理する（図６中段）。この

方式には，次の利点がある。

業務分析の実行者（コンサルタントなど）と業務の実

行者（エンドユーザー）双方にとって分かりやすい。

（1）

（8）

（7）

（4）

（3）

（3）

（2）
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図４　2種類のナレッジマネジメントのイメージ図

図５　ビジネスプロセスモデル描画ツール
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物理的に配置された資源間のデータのやり取り（空間

的流れ）だけでなく，一連の業務の進行におけるデータ

のやり取り（時間的流れ）を，整理できる。これにより，

業務間でのデータの継承関係を把握できるので，データ

の利用状況（冗長，不足など）を検証できる。

このデータの継承関係は，図６の下段に示すように

「データフロー」として一覧表に自動展開することができ

る。アクティビティごとのデータ入出力整理シートの例を

図７に示す。また，これをプロセスモデルと連携させて展

開したデータフロー一覧の例を図８に示す。

ここで定義した情報を利用して，業務システム制御用の，

次のようなテーブル群を生成することができる。

整理されたデータ項目の属性（画面表示タイプやけた

数など），マスターリンク情報，演算情報を定義するこ

とで，業務データ格納用のデータテーブルを生成する。

なお，整理したデータ項目はデータ項目マネジメントの

機能により管理しているので，複数の業務プロセスで使

用するデータ項目を統一的に扱うことができる。

データフロー一覧からは，データアクセス制御テーブ

ルを生成する。

２.４.３ ビジネスフォーム画面の作成

２.４.２項にて定義されたデータフローからフォーム構成

用の部品を自動生成する。HTML（Hyper Text Markup

Language）エディタで記述されたレイアウトにこれらの

部品を割り付ける（ドラッグ＆ドロップ）ことで，データ

アクセス制御テーブルとリンクした動作スクリプトを自動

生成する。

２.５ システムの適用例

開発したシステムは自動車部品メーカーＡ社にて試行中

である。今回開発したエンジニアリングツールを用いて，

A社向けにエンジニアリングを行った業務の規模を表１に

示す。これらは複数の部署が関係するコンカレントエンジ

ニアリングの一種であり，実際の業務としてナレッジフ

ローシステムで運用している。また，これらの規模は十分

に複雑なものであり，開発したツールは実用に耐えるもの

であると判断している。

生産ライン設備情報システム「MainGATE」

３.１ システムの目的

本システムは，全社の加工組立型生産ラインにおける生

産設備情報，工具情報の管理を行うと同時に，生産設備の

生産能力情報・加工情報（工作機械 NCプログラム），工

具の加工条件（切削条件），製造ノウハウと稼動情報をオ

ンラインで収集し，データベース（DB）に蓄積する。そ

して，Web 形式で蓄積したデータを公開するとともに，

工具寿命分析，設備状況分析などに分析環境を提供する。

すなわち，設備情報・生産情報をリアルタイムで把握・管

理することと，生産情報，設備情報の共有化，生産現場の

「ものの見える化」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，工程設計および作業設計の脱技量化，脱

属人化，工程設計および作業設計の品質向上を実現するこ

とができる。その結果，製品の設計から量産までの生産準

備段階における，最適設計およびリードタイムの短縮を実

現することができる。

図９は本システムのコンセプトを表現するものである。

３.２ 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

（2）

（1）

（2）
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図７　アクティビティごとのデータ入出力シート例

図８　データフロー一覧を展開した例

表１　試行システムにおける業務規模 

業務の 
種別 

A 

B

アクティビティ数 

61 

28

フォーム 
種類 

8 

5

最大帳票 
枚数 

164 

28

データ 
項目数 

167 

107
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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（工具），搬送装置などである。

本システムは図 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

（有線 LANでも可）と情報収集ステーションにより構成

される。情報収集ユニットは RS-232Cまたは RS-422/485

のインタフェースを持つ対象設備からの情報を TCP/IP

にプロトコルを変換し無線 LANに接続する。対象設備が

Ethernet
〈注〉

のインタフェースを持っていれば，無線 LANと

直接接続する。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 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。

３.３ システム機能

生産ライン設備情報システムは表２に示す機能から構成

される。各機能の表示イメージを図 に示す。

以下に主な機能について述べる。

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。

加工情報管理

システムが定期的に制御装置から設備を制御するプログ

ラムと設備の動作仕様などを定義するパラメータ，および

他のコメントファイル類を DBサーバにアップロードし，

保存している最新のものと比較し，変わっていればその差

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などと管理している情報が常に一致
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〈注〉Ethernet ：米国Xerox Corp. の登録商標
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図９　生産ライン設備情報システムのコンセプト

表２　生産ライン設備情報システムの機能構成 

機能項目 機能概要 

設備情報管理 
™生産ライン情報，設備情報，ツール情報DBの 
　登録，検索，閲覧，出力，変更履歴管理 
™設備情報の一括バックアップ 

プログラム情報管理 

™設備プログラム，設定パラメータ情報の収集， 
　プログラムライブラリ登録管理 
™プログラム変更履歴・差分履歴管理 
™NCプログラムから切削条件抽出/サイクルタイ 
　ム計算・登録変更履歴管理 
™設備プログラムのダウンロード 

刃具情報管理 ™刃具交換履歴管理 

稼動情報管理 
™稼動情報のオンライン収集，蓄積 
™稼動情報のDBの閲覧，出力 
™アラーム情報の履歴管理 

データ分析・ 
　　　　グラフ表示 

™刃具使用回数・時間分析 
™稼動情報の分析，トレンド表示 

操作盤モニタリング ™設備操作盤画面表示 

他システム連携 
™ラインシミュレータ連携 
™NCシミュレータ連携 

操作 
盤 

操作 
盤 

操作 
盤 

RS-232C

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 
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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-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 
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するとともに，プログラムの変更をいつ，誰が何のために

どのように行ったかを履歴として管理することができる。

ネットワークを介して自動的に収集されてきたそれらの

プログラムとパラメータを用いて，加工工具の切削条件，

生産設備のサイクルタイムをリモートで算出・取得する。

NCプログラムには，NCのパラメータを参照したうえ

で，その構文を解釈して特定のコマンドを検出して工具ご

とに，さらに工具別の加工仕様ごとに複数の命令群に分割

することにより，加工工程を詳細に分割する。分割した命

令群ごとに切削条件を抽出して理論的なサイクルタイムを

正確に算出するとともに，生産設備の制御プログラムから

分割された加工工程とそれに対応する加工条件・サイクル

タイムを対応づけて表示する。切削条件を詳細に抽出し履

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どの加工工程でどのよ

うに変更されたか，履歴として残る。このような切削条件，

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），工程の分配，加工の仕様に問題があるかを分析す

るのに役立つ。

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。通常は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。

設備・工具・ワーク・加工情報の一元管理

本システムでは，以上に述べた設備情報，工具情報，お

よび加工情報（プログラム情報）に，さらに，加工する

ワーク情報を加えて，設備・工具・ワーク・加工情報を一

元的に管理する。この一元管理により，いつ（履歴），ど

こで（工場，ライン，設備），何を〔製品（ワーク）〕，何

で（設備，工具），どのように（加工法，加工プログラム，

加工条件）加工したのか，そのときの生産状況〔能力情報

（加工数，サイクルタイム），品質情報（不良率）〕，設備状

況，ライン編成はどのようなものであったかをリアルタイ

ムに，かつ的確に把握・管理することができる。このよう

な統合情報・ノウハウは新しい製品を投入するときの生産

準備，および製品に不具合が見つかった場合の原因究明に

役立つものと考える（図 ）。

生産設備台帳管理システム

４.１ システムの目的

本システムは，設備情報に関する窓口システムとして，

散在する全社の各生産ラインにおける設備の各種情報を全

社レベルで一元管理し，必要な業務に必要な情報を提供す

ることにより，以下を実現するシステムである。

生産設備情報の共有化

台帳整備の負荷低減

業務効率の改善

４.２ 生産設備台帳管理システムの機能

生産設備台帳管理システムは表３に示す機能から構成さ

れる。また，このシステムの機能構成と情報・制御の流れ

を図 に，画面イメージ例を図 に示す。

生産シミュレーション支援システム

本システムは，生産ラインの構成，組立作業性，切削加

工干渉などの事前検証を行い，生産プロセスに発生し得る

ボトルネック工程，不具合のある組立作業，加工・切削の

干渉の早期発見を目的に手間のかかるシミュレーション作

業を支援する。

５.１ NCシミュレーション

三次元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，

切削量の算出などが可視化される。これにより NCプログ

ラムの事前チェックをより精密に実施することが可能とな
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工具詳細情報 

設備基本情報 

操作盤 
モニタリング 

工具情報 
切削条件・サイクルタイム情報 

稼動情報 

機器情報 

図１１　生産ライン設備情報システムの画面イメージ
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工具⇔ワーク対応登録機能 

ワーク⇔PG対応 
　　　　　登録機能 

設備←ワーク定義機能 

設備⇔PG，PG⇔工具 

複数ワーク 
運用の場合 
の対応が 
スムーズに 

設備 

工具 

プログラム 
（PG） 

ワーク 

切削条件・ 
C/T抽出 

O1000() 
… 
N0100(T01-ATC) 
N0101G30P2U0.V0.W0.M19 
N0102T01M06B03(B-90.) 
… 
 
N0300(T03-ATC) 
N0301G30P2U0.V0.W0.M19 
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O1500対応 
TNo対応 

図１２　設備・工具・ワーク・加工情報の一元管理の概念図
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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。

DELMIA 社のシミュレータ VNCをベースに次のよう

な機能を付加している。

複数台の工作機械，ワークピース，搬送ラインの連携

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

NC加工ラインの複数台の工作機械，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の例を図 に示す。

５.２ 組立性シミュレーション

三次元仮想組立シミュレーションを行うことにより，製

品の不具合（設計または組立性）や作業の安全性を事前に

検証することができる。これにより手戻りが低減し開発の

リードタイム，コストの低減につながる。さらにシミュ

レーションの徹底により，試作回数を極限まで減らすこと

ができ，さらなるリードタイム，開発コストの低減が可能

となる。

また，組立性の事前チェックだけでなく，組立工程の負

荷分散，ラインの最適化，作業標準書の作成などを仮想空

間で検証することが可能になる。

しかし，シミュレーションを行うためにはシミュレー

ションモデルの作成が必要であり，これに非常に時間がか

かる。組み立てるワークについては三次元 CADからデー

タを変換することが可能であるが，人の作業の定義に時間

がかかる。このため，DELMIA社のシミュレータ ERGO

をベースにシミュレーションモデルの作成効率化のツール

として以下を開発した。

作業員の基本姿勢，基本動作ライブラリ

ライブラリのシミュレータへの入出力ツール

これらを自動販売機の組立ラインに適用し，従来に比べ

シミュレーションシステム構築工数が 30 ％削減できるこ

とを確認した。図 にシミュレータによる組立作業の表示

例を示す。

図 には各組立工程の作業時間を評価してラインシミュ１７
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図１３　システムの機能構成と情報・制御の流れ

図１４　設備台帳管理システムの画面イメージ例

図１５　NC加工ラインのシミュレーションの例表３　生産設備台帳管理システムの機能構成 

機能項目 機能概要 

設備情報管理 

™設備番号または型式の詳細な設備情報の検索，表 
　示，登録 
™設備番号または型式のドキュメントの表示，登録， 
　更新，削除 
™設備番号または型式のユーザー項目追加 
™設備番号または型式の情報インポート 
™最終提出データの作成 

アラーム管理 ™アラーム情報の登録，検索，表示 

利用状況管理 ™利用状況の登録，検索，表示 

バックアップ管理 ™定期的にシステムバックアップ 

マスタ管理 
™工場，建屋，部門，ライン，取引先要素区分，機 
　種，装置の各マスタ情報の検索，表示，登録，更 
　新，削除，情報出力 

セキュリティ管理 
™部署コード単位でのアクセス権の設定 
™全社セキュリティシステムとの連携 

他システム連携 
　　　　　　管理 

™URLリンクにより他システムのメニューの表示 
™URLリンク＋パラメータにより他システムの特定 
　情報画面の表示 
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レーションを行った組立ラインの例を示す。ここではライ

ンシミュレータとして，Rockwell Software 社の ARENA

を用いている。シミュレーションにより，中間バッファの

容量，利用率の評価，次工程ラインへの供給能力評価，各

工程での作業員負荷の平準性評価，各ライン，各工程の稼

動状況評価を行った。結果として，ラインのボトルネック

状況の確認，バッファ容量・在庫量の最適化，適正なロッ

トサイズの決定が可能となる。

あとがき

設計・製造プロセスにおけるノウハウ情報が必要なとき

に必要な人に「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

差を埋めるか発想を支援する環境を構築する必要がある。

本ソリューションは，今後ますますスピードアップが要求

される経営の舵（かじ）取り（どこにリソースを集中する

か？ 何をビジネスの柱とするか？）を支える，情報シス

テムの中核的な位置づけとなるものである。
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図１６　作業性シミュレータによる組立作業の表示例

図１７　ラインシミュレータによる組立ラインの表示例
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まえがき

日本経済の現状は一段と厳しさを増し，まさに生き残り

をかけた状況となっている。ディスクリート型（個別）製

造業，すなわち電機・電子，機械などの加工・組立分野も

その例外ではない。そのため，企業活動の全体最適のもと

に制約条件に着目しスループット（利益）を最大化する理

論として TOC（Theory Of Constraints：制約理論）が期

待され，その導入を試みている企業もある。TOCは，

JIT（Just In Time）方式（トヨタ方式）を研究し独自に

理論化したとの説もあり，類似性がある。生産システムの

視点からは，ボトルネック工程に着目している点が興味深

い。参考として，図１に，TOC（制約理論）と JIT 方式

の原則比較を示す。

また，全社システムにおいては ERP（Enterprise Re-

source Planning），SCM（Supply Chain Management），

PLM（Product Lifecycle Management）とともに MES

（Manufacturing Execution System：製造実行システム）

の重要性が再認識されている。MESは，図２に示すよう

に，計画系（ERP，SCM）と制御系の中間に位置し，計

画システムと制御システムをつなぐ役割の重要性が説かれ

ている。

一方，富士電機は自身が製造業であることと，古くから

生産現場へプログラマブルコントローラ（PLC），制御用

コンピュータなどを組み合わせたリアルタイム情報制御シ

ステムを多数納入していることから，上記MESは最も得

意とするところである。

以上の背景を踏まえ，ディスクリート型製造業，すなわ
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原則 TOC（制約理論） J IT

①制約 
  （ボトル 
　ネック） 

②同期化 

③ゴール 

④指標 
　No.1

⑤個と 
　全体 

⑥キャパ 
　シティ 

変動する需要に供給 
能力をバランスさせ 
ると倒産に近づく。 

スループットを決め 
る。 

制約資源に非制約資 
源を従属させる。 

メイクマネー（金も 
うけ） 

スループット（もう 
けの速度） 

個別最適の総和は全 
体最適ではない。 

在庫が増えるほどお 
金が寝る。 

コストで考えると大 
きくなるが，時間で 
決めると小さくすべ 
き。 

制約資源の段取り替 
え時間短縮は重要だ 
が，非制約資源の改 
善は意味がない。 

⑨段取り 
　替え 

⑧バッチ 
　サイズ 

⑩現場 改善のヒントは現場 
にある。 

⑦在庫 

平準化でなく 
す。 

最終工程に同期 
化させる。 

MIE（もうける 
IE） 

在庫 

個の能率ではな 
く全体の能率を 
狙え。 

在庫削減が業務 
改善の課題を浮 
き上がらせる。 

1個流しの流れ 
生産にすべき。 

すべての資源で 
段取り替え時間 
を短縮すべきで 
ある。 

現場・現実・現 
物を重視せよ。 

固定費を変動費 
化するが，最も 
貢献した人から 
配置転換する。 

JITではボト
ルネックを工
場内でつくら
ない。市場に
ボトルネック
があると想定
するから制約
資源ではなく
最終工程に同
期化する。 

TOCでも在
庫は2番目に
重要な指標で
あり，在庫が
増えるとお金
が寝ると見な
す。 

米国APICS
ではこの点が
理解されてい
ない。JITで
も精神論，宗
教論扱いにな
ってしまう。 

JITは科学ではなく根性論や宗教論と見なされることもあるが，10の 
原則のうち3点を除いて同じ方法論→しかし総合すると同じコンセプト 

図１　JIT-TOCの原則比較図
（1）

加工データ，測定データ， 
製造状態・スクラップ（不良）情報， 
作業開始・終了報告など 

業務・計画システム 
MRPⅡ/ERP/SCP

製造実行システム 
MES

制御システム・作業者 
POP/表示機/BCR

  工程〈分・秒〉 
焦点は，プロセス 

オフィス〈月・週・日〉 
焦点は，顧客 

  工場〈時・分〉 
焦点は，製品 

どのように 
作られたか 

何を 
作るか 

どのように 
作るか 

何が 
作られたか 

生産計画， 
生産スケジュール， 
生産指示，製造方法， 
製造仕様，部品表， 
図面など 

製造実績，製品の進捗， 
仕掛・在庫情報，歩留り， 
設備稼動状況，作業時間など 

製造指示，製造仕様， 
レシピ・パラメータ， 
加工方法， 
ロット詳細情報など 

図２　各層間で受け渡される情報
（2）
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ち加工・組立分野MESに対する富士電機の取組みと事例

を紹介する。

加工・組立分野MESへの取組み

富士電機の強みである生産現場をベースとしたリアル

タイム（時・分）性の高いMESの各機能を提供する。

上位システムの業務・計画システム〔ERP，SCP

（Supply Chain Planning）など〕と親和性の高いシステ

ムを提供する。

下位の制御システム・作業者と一体化した MESソ

リューションの提供とともに，生産現場の活動も視野に

入れた機能を併せて提供する。

MESの適用事例

３.１ MESの各機能（NEOシリーズ）

MESは，1997 年に MESA（MES Association Inter-

national）によって，11の機能が提唱されている。これは，

MESの部品化を狙いとしており，一つの機能実現でも

MESとしている。表１にMESの 11 機能を示す。

富士電機は，従来から生産現場のノウハウを生かしたシ

ステムを多数納入していた。その中からニーズの高いもの

をパッケージ化し，1998 ～ 2000 年にかけて NEOシリー

ズとして商品化した。図３に NEOシリーズの一覧を示す。

この NEOシリーズは，マルチメディア工場を意図し，

各パッケージ単体でも十分機能する形となっているが，組

み合わせて使用することにより，より効果的となる。

上記 NEOシリーズのうち，画像，ビデオなどを画面に

取り込んでいる事例を紹介する。

NEO Inspection（ビジュアル受入検査）

検査の現場で，検査手順と一体化した図面を表示する。

図４にビジュアル受入検査画面例を示す。

NEO Instruction（ビジュアル作業指示）

加工，組立などの生産現場への指示を映像・チェックポ

イント付きで表示できる。

図５にビジュアル作業指示画面例を示す。

NEO Availability（ビジュアル設備稼動管理）

自工程と前後工程の設備の稼動状態を図中に表すととも

にカメラなどからの監視画像を表示できる。

図６にビジュアル設備稼動画面例を示す。

３.２ ライン情報管理システム（統合型MES）

ここでは，MES機能を統合した事例としてライン情報

管理システムについて述べる。

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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表１　MESの11機能 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11

Resouce Allocation and Status 

Operations/Detail Scheduling 

Dispatching Production Units 

Document Control 

Data Collection/Acquisition 

Labor Management 

Quality Management 

Process Management 

Maintenance Management 

Product Tracking and Genealogy 

Performance Analysis

資源配分と状態監視 

作業・詳細スケジュール 

生産単位の差し立て 

文書管理 

データ収集・取得 

作業者管理 

品質管理 

プロセス管理 

保守管理 

製品トラッキングと製品 
体系 

実績の分析 

画像 

チェックポイント 
付き指示 

図５　ビジュアル作業指示画面例

指示 図面 

図４　ビジュアル受入検査画面例

製造業ソリューションパッケージ　NEOfactoryシリーズ 
（Network based Enterprise Optimizing for factory） 

購買EDI 
〈NEOpurchase〉 

倉庫管理 
〈PROKSA〉 

計画管理 
〈PROKSA〉 

ドキュメント管理 
〈NEOfiling〉 

ビジュアル検査 
〈NEOinspection〉 

工程管理 
〈PROKSA〉 

品質管理 
〈NEOquality〉 

携帯端末 
〈NEOpatrolman〉 

実績収集監視 
〈NEOPDS〉 

ビジュアル作業指示 
〈NEOinstruction〉 

設備稼動管理 
〈NEOavailability〉 

映像記録 
〈NEOvideo〉 

図３　NEOシリーズの一覧
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ライン情報管理システムは，MainGATE（Manufactur-

ing information GATE）の商標で商品化されている。こ

のシステムの目的は，生産能力・製造ノウハウの収集と共

有化を実現することであり，生産現場の「ものの見える化」

である。

３.２.１ システム構成

システム構成を図７に示す。本システムは，次の 3 階層

で構成される。

現場情報収集システム

現場の生産設備からの設備情報を伝送により情報ステー

ションで， 1 分～ 1時間の周期で収集する。1 台の情報ス

テーションで，幾つかのラインを一括して管理する。

実績収集サーバ

工場ごとなどの単位で１台とし，複数台の情報ステー

ションからの収集データをデータベース（DB）管理する。

それとともに，Webでのデータ公開を可能とする。

全社サーバ

実績収集サーバ，すなわち工場が複数あるような規模の

場合，全社サーバを設置し，全社情報を一元管理する。

３.２.２ 主な機能と画面例

現場状況表示

生産設備の稼動状態をリアルタイムに画面に反映する稼

動状況画面と当日の生産状況を表示する操業状況画面があ

る。図８に操業状況画面を示す。

NCプログラム管理

NC（Numerical Control）装置のプログラムと付随情報

をその履歴とともに管理する。その管理データに基づき相

違点を画面表示でき，チェックできる。

刃具情報管理

切削加工などの刃具の使用回数，切削時間の履歴を管理

している。そのデータをもとに刃具交換情報画面と交換回

数画面を表示できる。

生産分析

生産実績情報とともに，不良品発生データを管理してお

り，各種の生産分析画面がある。そのうち，図９に不良要

因パレート図を示す。

設備情報管理

生産設備の正常運転履歴のほかに設備異常履歴，設備の

アラーム情報も管理している。これらの情報は，各種画面

で表示可能とし，設備保全活動の分析に使用される。その

うち，稼動率推移画面を図 に示す。

３.３ 中間層MES 

ERP，SCMは全体最適のもとに，全社レベルの基幹業

務を受け持ち，制御層は工程内現場レベルの生産設備，作

業者の管理を受け持つ。MESは，その中間に位置し，上

１０

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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前工程 

自工程 

後工程 映像 

図６　ビジュアル設備稼動画面例

他工場 
DBサーバ 

社内 
ネットワーク 

実績収集 
全社サーバ 

情報LAN

アプリ 
ケーション 
サーバ 

実績収集 
DBサーバ 

DB

データ収集： 
1分～1時間 
データ保存： 
生データ 
1～3か月 
サマリー1年 ローカルLAN

設備 設備 

データ収集： 
1時間～1日 
データ保存： 
3年～ 

データ収集： 
1秒～1分 
データ保存： 
～30日 

操作盤 操作盤 

DB

収集 
ステーション 

収集 
ステーション 

PLC PLCNC

図７　ライン情報システムの構成

図８　操業状況画面
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位システムと下位システムをつなぐとともに，各工程間を

連携させる役割を受け持つ。ここでは，統合型システムの

中間層の役割を担うMES事例を述べる。

基幹業務システムとの連携

基幹業務系は，各種条件をもとに生産計画を立案し日単

位で，実行系（MES）に伝送する。そのデータに基づい

て，MESではスケジューラソフトウェアを用いて，工程

ごと，生産設備ごとの山積み・山崩しを行い，工程や生産

設備の特性を加味して時・分単位の作業順序計画を自動作

成する。この作業順序計画に基づいて，現場への作業指示，

金型指示，治具指示などの出力を行う。NC機の NCプロ

グラムダウンロードと連動することも可能としている。

また，下位系システムからの報告により，リアルタイム

な予定・実績管理を可能としている。この実績データは日

単位でまとめて上位の基幹系システムに報告する。

図 に全体システム構成を，図 にガントチャートに

よる作業計画の表示例を示す。

POPシステムとの連携

下位系の現場システムには，生産設備の運転制御以外に，

POP（Point Of Production），表示盤〔異常，進捗（しん

ちょく）〕，作業指示表示など情報システムが多種，存在し

MESとの連携が重要である。富士電機は，PLC，プログ

ラマブル操作表示器（POD）など現場制御機器を提供し

ている。これら制御機器と組み合わせた事例を図 に示す。

製造現場は工程ごとに，生産設備ごとに必要とする機能

は異なるが，それらの中から，工程端末（現場工程内管理）

表示と現場表示の画面例を図 に示す。１４

１３

（2）

１２１１

（1）
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図１０　稼動率推移画面
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調達 
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管理 

技術 
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生産計画 
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順序計画 
製造BOM

製造実績 在庫状況 稼動状況 

工程ごとの 
仕掛品を含む 
リアルタイム 
把握 

品質 
管理 

工程特性に 
合わせた 
詳細計画 

PLC連携（設備データ インタフェース） 

受入・切断・加工・組立・検査・出荷 

ID

PLC

バーコード 
リーダ 
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ID
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全体最適計画 

図１１　全体システム構成

図１２　作業計画ーガントチャート

図９　不良要因パレート画面



ディスクリート型製造業向けソリューション

あとがき

ディスクリート型製造業のソリューションとして，MES

の事例を紹介してきた。

今後も，製造業においてMESの重要性は高まり，より

高付加価値かつオープン・フラットなシステムが望まれる

ものと考える。

富士電機の強みの一つである現場系システムとのシーム

レスな連系をもとに，今後も，価値ある商品，システムを

提供していく所存である。

参考文献

今岡善次郎．「利益速度」でモノをつくれ！日本プラント

メンテナンス協会．2002-7.

MES の役割と動向．〈http://homepage2.nifty.com/

mnakamura/mes/kaisetsu/meskagaku.html〉

中村実．MES 入門．工業調査会．2000-4.

津田宗ほか．ディジタルファクトリーソリューション．富

士時報．vol.75, no.6, 2000, p.349-352.
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工程端末画面例 

電子作業管理板 

ちょこ停トレンド 

現場画面例 

現場状態による 
作業順序変更 

図１４　現場画面表示例

上位系システム（基幹業務システム） 

現場管理サーバ 

製造計画 
製造実績 
生産数推移 
不良率の推移 
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作業台 
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図１３　現場POP連携
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まえがき

最近の製造業を取り巻く環境は，顧客ニーズの多様化，

製品ライフサイクルの短命化，グローバル化によるメガコ

ンペティションと厳しい状況が続き，環境変化に対応でき

るスピード経営とコスト圧縮が求められている。

特に，食品業界は消費者の嗜好（しこう）の多様化が進

んでいる。それに対応するために食品メーカーでは，多品

種少ロット生産に耐えうる柔軟な体制への転換に向けて自

動化を進めている。この自動化を構築するうえで重要な役

割となるのがMES（Manufacturing Execution System：

製造実行システム）である。

MESは一般に生産時点情報管理（POP：Point Of

Production）機能と合わせて，工程管理，現物管理，品質

管理，製造指示，進捗（しんちょく）管理，工場内物流管

理，生産設備制御，保守管理などの各種の生産支援・管理

を行う機能を備え，工場現場におけるさまざまな情報の

ディジタル化で中心的な役割を担う統合生産情報システム

である。

一方，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が，その反面，

1996 年に大阪で起きた O157 集団感染や，2000 年の牛乳

汚染事故，2002 年 9 月から日本でも発生した BSE（牛海

綿状脳症）問題，牛肉の偽装事件，無登録農薬の販売・使

用など，食品の安全性や品質に対する消費者の不信感が高

まり社会問題化してきている。

このような中で，生産・製造，流通の各段階での食品の

安全性確保対策の充実・強化が早急に求められており，生

産者と消費者の顔の見える関係を構築し，食の安全・安心

を確保するため，消費者が自ら食品の生産方法などの情報

を引き出すことにより，安心して食品を購入でき，また，

万一食品事故が発生した場合にその原因究明を容易にする

食品の履歴情報遡及（そきゅう）システム，いわゆるト

レーサビリティシステムが注目されている。

本稿では，食品製造業向けソリューションとして，

生産・製造の安定化

生産・物流の連携による広域トレーサビリティ

品質確保・向上（HACCP支援）

に焦点を置き紹介する。

ソリューションの基本的な考え方

富士電機では，これまでセンサ技術，DCS（Distrib-

uted Control System），PLC（Programmable Logic Con-

troller）などをベースに，現場での製造活動を支える安全

で安定した情報制御システムを数多く提供してきている。

各分野で培ってきたこれらのノウハウをベースに食品業界

向けに，ソリューションとして体系化（図１）を行い提供

している。各ソリューション商品の基本的な考え方として

下記の 3 点があげられる。

コンサルティングサービス

顧客の抱える課題に対して，富士電機の専門知識をベー

スに顧客とのタスクフォースにて，フレームワーク（表１）

に基づき具体的な問題点の抽出および解決策の立案を行っ

ていく。

ソリューションテンプレート（2）

（1）

（3）

（2）

（1）
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高橋　一仁（たかはし　かずひと） 東谷　直紀（あずまや　なおき）
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原動施設運転管理業務 

図１　食品業界向けソリューション体系



食品製造業向けソリューション

ソリューションの提供にあたっては，各種分野向けに自

由度を持たせたテンプレートを用意し，テンプレートを

ベースにシステム化を行うため，顧客仕様に柔軟に対応し

ながら短納期・高品質なシステム開発が可能となる。

運用段階における各種運用サービス

現場での管理・監視制御システムから SCM（Supply

Chain Management）/ERP（Enterprise Resource Plan-

ning）の基幹系システムまでを統合してきた経験とノウハ

ウをベースに，システム稼動後の運用・保守なども各種メ

ニュー化しており，安全かつ安定した操業の支援が可能と

なる。

食品バッチ系製造ソリューシヨン

食品の中でも特に飲料分野は，ニーズの多様化，製品ラ

イフサイクルの短命化が加速している。

（3）
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表１　コンサルティングフレームワーク 

オ
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営  

幹  

部 

製  

造  

管  

理 

区　分 No. 必要機能 単　位 権限 形　態 

管理階層 システム区分 

備　考 

1 分析計画 

サンプリング 
　　　　情報収集 

分析実績 

総合出荷判定 

分析傾向管理 

設備点検計画 

設備点検結果 

設備品質傾向管理 

点検作業分析 

製造計画 

製造実績 

製造進捗状況 

製造指図 

作業予告 

作業実績 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

6

7
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9

1

2

3

設備稼動状況 

設備異常アラーム 
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品質管理 
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このような市場の変化に追随するために SCM/ERPの

構築が必要となり，計画系システムの導入が検討されてい

る。しかし，このような基幹系システムがどんなに優れて

いても，製品を必要なタイミングで製造させる製造工程管

理，原料，製品のリアルタイムでの在庫把握が不十分であ

れば，①迅速な計画変更，②高効率による製造活動の安定

化，③納期回答，を実現することは難しい。従来の基幹系

から発想された情報システムの限界がこのような形で現れ

始めている。

ここでは，下記コンセプトに基づいた富士電機が提供す

るバッチ系MESソリューションについて述べる。

製造活動の安定化

需要に即応し，かつ高品質の製品を市場に提供するため

には，製造拠点の能力および問題・課題ポイントの正確か

つリアルタイムな把握が必要不可欠であり，日常的に実行

される，製造作業，点検作業，品質検査，および設備の状

態を考慮した製造スケジューリング機能が必要となる。

トレーサビリティの確保

製品の品質を最終製品の分析結果を見るだけでなく，原

料の履歴，製造過程途上で発生する各種品質情報および流

通過程を通して管理することにより，最終製品の製品全ラ

イフサイクルをさかのぼって実施できる環境の構築が必要

となる。

３.１ バッチ系MESソリューション（Fe-MES食品テンプ

レート：図２）

食品業界におけるMESの狙いとして各種規則厳守への

対応，製品製造バッチ情報のトラッキング，トレーサビリ

ティ，設備装置割当て，レシピ管理，品質管理，プロセス

管理，設備保全，電子履歴記録などに重点がおかれている。

富士電機では，実行系 Fe-MESおよび制御層である

DCS（分散制御システム：「MICREX-Jupiter」）を保有

し，計画 ID，イベント ID（工程の開始，完了）を鍵に

シームレスなデータ連携を行うことにより，製造工程にお

ける完全なトレーサビリティの確保が可能となる。また，

食品工場では複数ベンダーの設備，システムで構築されて

いるのが一般的であるため，マルチベンダーに対応した，

特に，制御層に依存しないオープン指向の設計としてある。

以下に，具体的な Fe-MESについての機能の概要を述

べる。

３.１.１ 計画系

製造計画立案機能

工場の状況を踏まえて，小日程計画に相当する詳細な作

業スケジュール（製造計画）の立案を行う。

製造指示展開機能

製造計画を基に，製造レシピ，作業手順，検査手順，パ

ラメータなどを展開し，各工程にて作業を行うための指図

データを作成する。

３.１.２ 実行系

製造指示

製造指図データを基に，運転管理システム，作業支援シ

ステム，品質管理システムへ指図予約・確定指図を行う。

製造進捗管理（製造ワークフロー）

工程内，工程間の製造・作業実行状況を把握し，進捗を

管理する。また，工程間のインタロックを管理し，次作業

（運転）の実行タイミングを製造指図システムに通知する。

運転管理・制御監視

品質管理

製造指図データを基に，品質分析の実行支援および製

品の品質管理品質保証データを記録する。

（a）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（2）

（1）

273（27）

富士時報 Vol.76 No.5 2003
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計画 
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製造ワークフロー 

品目A仕込受払計画イメージ 

計量 分析 仕込 
受 

仕込 
払 
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製造指図 Ex.原料投入指図書 
計画ID：XXXXXXX 
製造品目：A 
原料1-1：10 
原料1-2：20 
原料2：10 
原料3：15 
投入場所：TK-1

計量 
指図 

仕込受 
指図 

分析 
指図 

仕込払 
指図 

統合マスター 

段替テーブル 

計画ID台帳 

工程マスター 

原単位マスター 

品目マスター 
開始 開始 開始 

工場計装情報システム統合環境 
 利用者権限管理 

指図書作成 

指図予約 
時刻管理 

製造管理サブシステム 
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原料計量 
システム 
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イベント締め実績送信 

図２　Fe-MESの全体イメージ
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作業支援

作業忘れ，作業遅れ防止のために，現場に対して，作

業予告の通知，作業ガイダンスの表示および作業開始・

終了実績を収集する。

保全管理

① 機器台帳管理：機器の仕様を図面や写真と合わせ

て管理する。

② 保全周期管理・保全計画管理：保全カレンダーに

基づいて保全計画を作成する。

③ 保全履歴管理・修理履歴管理：保全を実施したと

きの実績（停止時間，修理費用実績，備品費）を管

理する。また，突発的な修理作業について実績を履

歴管理する。

３.１.３ 実績系

イベント型データ編集・保持

製造作業，品質検査活動などの実績情報を製造過程，実

行イベントに沿って収集し，製品・中間品・原料にさかの

ぼって実績トレーシングが可能な形態にてデータを格納す

る。

トレンド型データ編集・保持

設備の挙動，エネルギーの消費推移など，傾向管理の必

要な情報をリアルタイムトレンドとして収集・格納し，製

品品質，設備品質，省エネルギーなどの観点からのデータ

分析を支援する。

３.２ トレーサビリティソリューション

トレーサビリティとは，「生産，加工，流通などのフー

ドチェーンの各段階で食品とその情報を追跡できるように

すること」と定義され，具体的には下記 2点を満足するこ

とにある。

食卓から農場まで顔の見える関係の構築

問題が生じたとき，適切かつ迅速に対処できるシステ

ムの構築

食品メーカーとしては上記観点から，原料調達から消費

者に至るまでの過程をデータベース（DB）化し，産地，

生産，加工，流通で発生する実績を可能な限りリアルタイ

ムに収集・管理する必要がある。富士電機では，Fe-MES，

Web-HACCPのほかに，出荷後の物流追跡機能と融合さ

せ，原材料ロット，製造ロット情報，品質検査記録，出荷

ロット実績を一元管理し，広域でのトレーサビリティソ

リューション（図３）を提供している。

HACCP支援ソリューシヨン

現在世界的に関心の持たれている食品の衛生・品質管理

の手法に HACCP方式がある。

日本国内でも，1995 年の「製造物責任法」（PL 法）の

施行，および 1996 年の「食品衛生法の一部を改正する法

（2）

（1）

（2）

（1）

（c）

（b）
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原料DB

出荷・配送 
DB

検査DB

農場生産製品 
管理情報 

製品DB

入荷履歴 加工段階 

出荷単位，保管単位に 
ユニットNo.を割振る 
 
ユニットNo.：001

生産段階 
™生産者名 
™住所 
™電話・ファクシミリ 
™生産農場名 
™生産方法 

流通段階 

™温湿度 
™運送時間 
™会社名　など 配送先情報 

™名前，住所 
™車種制限 
™積降時間 

出荷データ 
™ユニットNo. 
™出荷物量 
　（質量，体積） 
™指定納品時刻 
™積降時間 
™運行実績 

納入日時 
™販売店名 
™価格　など 

™納入日時 ™製造日 
™受入責任者 ™賞味期限 
™品名 ™原材料　など RFIDタグ 

バーコード 

FAX OCR 
iモード 入庫番号 

N0001
原料コード 
G234567

原料名 
ABC

入庫日 
2002/12/1

業者名 
○○産業 

業者コード 
DEFG

……… 
　 

検査結果 
　 

製造番号 
K005000

商品コード 
S00020

商品名 
AAA

製造日 
2002/12/1

賞味期限 
2003/12/1

規格 
200g×20

原料LOT1
N0000001

Web
管理サーバ 

原料履歴 
製品履歴 

原料LOT2
N0000002

原料LOT20
N0000020

ユニットNo.
001

…… 
…… 

配送計画 
運行管理 

配送ルート＆実績表示 

GPS衛星 

GPSによる位置情報を 
トレッキング 

図３　広域トレーサビリティソリューションイメージ



食品製造業向けソリューション

律」（改正食品衛生法）の施行に伴う総合衛生管理製造過

程承認制度のスタートを受け，多くの食品産業企業が HA

CCPシステムの導入を進めている。

HACCP 支援ソリューションは，企業の HACCPシステ

ムの維持・管理・運用を情報システムで支援するものであ

る。具体的な内容を以下に述べる。

４.１ HACCPエンジニアリング

HACCP 7 原則，12 手順に準拠して IE（Industrial Engi-

neering：生産管理工学）手法の製造工程分析，作業分析，

搬送工程分析を活用することにより，人と物の動線を最適

化した生産効率の高いレイアウト配置および CCP（重要

管理点）手順シートを適用した安全性の高い監視モニタリ

ングシステムの立案が短期間で可能となる。

４.２ HACCP記録管理ソリューション

HACCP 方式では，CCPの測定値や判定結果などの記

録を保存し，必要に応じて参照できることが必須である。

この記録をパソコン上のデータベースで一括管理するソ

リューションテンプレートがWeb-HACCP（図４）であ

る。Web-HACCPを利用することにより，記録管理に伴

う作業者の負荷の低減，記録保管スペースの削減，記録参

照のスピードアップ，異常時・トラブル時の迅速かつ正確

な対応を図ることができる。特に，富士電機では，SOP

（Standard Operation Procedure：標準作業手順）管理を

容易に現場で実践かつ評価できるテンプレートを用意して

いる。

以下に，具体的な機能を述べる。

工程管理・銘柄管理：生産計画・製品レシピや実績に

関する情報を管理し，製造ロット No.や製造条件，数量

などの情報を管理する。

入荷管理：原材料の受入検査結果などを記録保存する。（2）

（1）
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トレース トレース 

HACCP支援 
 

出庫 

受入 

検査 計量 

出庫 

™フローダイヤグラム 
™危害分析 
™デシジョンツリー 
™文書作成 
™HACCP情報・ 
 法規の作成 

Web-HACCPサーバ 

™履歴管理 

™モニタリング ™運転指示 
™進捗管理 

™ATP清浄度測定器 
™温度 
™毛髪チェック表 

™業者名・時間・原料名（質量） 
 （モバイルベース＆ 
　　　　　センサベース） 

製造管理システム 

™製造計画・ワークフロー 
™総合進捗管理 
™操業状態把握 
™原単位データベース 

モバイル 

™温度・湿度・時間・運転 
™停止・故障・保全記録 
 （センサベース） 

™製品No.，実績， 
 出荷日 

™室内温度・電力量・流量 

™運転指示 
™進捗管理 

原料工程 

投入 

抽出 溶解 CIP 検査 

調合 払い 

中味工程 

充てん 

検査 殺菌 CIP 印刷 

梱包 包装 出荷 

包装工程 

i.LON IPサーバ 

LONWORKS

照明設備 受変電設備 給排水設備 

TCP/IP

図４　Web-HACCP全体イメージ

CCP：重要管理点 

基準書・チェックリスト 

製造フローの登録 

原料 
受入れ 

原料 
保管 

調理後 
の保管 準備 調理 検査 輸送 

作
業
工
程 

™階層的なフローチャートで 
 製造工程を定義 
™工程ごとに管理基準書・ 
 チェックリストが登録可能 
™フローチャート内にCCPを 
 設定可能 

図５　SOP指示画面



食品製造業向けソリューション

監視制御：殺菌温度や時間，冷蔵温度，冷凍温度など

を自動収集し，監視制御を行う。また，収集したデータ

を帳票印刷するほか，データ連携により有効活用できる。

測定・入力：ハンディ端末を使用して製造実績や測定

値〔食品温度や ATP（Adenosine Triphosphate）値な

ど〕を現場で取り込む。

作業指示：製品・工程ごとに SOPであらかじめ定め

た作業手順を現場端末画面で指示する（図５）。

出荷管理：保管状態（温度や時間など）や出荷情報

（出荷先や出荷製造ロット No.など）を管理する。

品質管理：官能検査や微生物検査などの結果を記録保

管する。

衛生管理：一般衛生管理項目について，実績を管理す

るとともに指標によりレーダチャート出力を行う（図

６）。

あとがき

本稿では，食品製造業に向けたソリューションの考え方

とその展開について簡単に紹介した。食品製造業における

課題は広範囲にわたる。それらを解決していくには，コン

サルティングによる顧客の課題の抽出と解決策の具体化・

システム化を行っていく必要がある。また，解決策の実現

には，従来の産業分野を超えた取組みが必要であり，富士

電機としては各分野にて培ってきたノウハウを組み合わせ

て，顧客の抱えるさまざまな課題に対して，幅広い視点か

らのソリューションを提供していく所存である。

参考文献

プロセスプラントにおける統合製造情報システム．化学装

置．1999-1.

農林水産省．2003-1. 月報国内編．（2）

（1）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）
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従業員教育 

従業員教育 

施設の衛生管理 

施設の保守点検 

使用水の衛生管理 

排水および 
廃棄物の衛生管理 

食品の衛生的 
取扱い 

そ族・昆虫 
の防除 

図６　評価レーダチャート図

解　説 属性認証

文書課長 
証明書 

署名 

属性「文書課長」 

電子署名 

情報公開 

自治体 
属性認証局 

大学 
属性認証局 

検証 

住民 

就職希望企業 
旅行会社 

学長・学部長 

学割チケット 

証明書 属性「学長」「学部長」 

決裁書 

検証 
署名 

提出 
電子署名 

成績証明書 

属性認証は，個人そのものでなく，個人の役職や資

格といった属性をもとに認証を行うというものである。

例えば，自治体の課長以上の役職であれば公文書の電

子決裁・公印署名，医師であれば電子カルテの照会・

署名，学生であればネットで旅券の学割予約などと

いった用途に有効である。

これらのシステムには，X.509 規定の属性証明書を

用いた認証を行うのが今後の主流とされている。一般

的に属性証明書は，個人認証などに用いる公開鍵証明

書と異なり，本人性を証明する情報は含まずに利用者

の属性情報を含む。また，有効期間は 24 時間などの

比較的短期間で，限定した範囲での利用が前提であり，

必要に応じて公開鍵証明書とセットで利用することも

ある。このため，公開鍵証明書をパスポートとすると，

属性証明書は査証（ビザ）とたとえられることも多い。
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まえがき

政府は閣議決定で電子政府構築に向けた動きの加速推進

を決めるなど電子政府，電子自治体構築の動きが活発化し

ている。大規模自治体では自治体内の業務から電子入札な

どの住民系システム導入の動きに推移しており，市町村レ

ベルは文書管理をはじめとする庁内業務システムの導入を

進めている。また，付加価値の高い住民サービスを住民の

合意を得ながら提供するという課題に対応し，市町村合併

の動きとも相まって複数自治体のシステム共同利用も具体

化する方向にある。

富士電機は文書管理システム，庶務事務システムを中心

に「e-自治体ソリューション」を推進しており，納入実

績を積んできている。富士電機のソリューションはいち早

く電子自治体向けソリューションに取り組んだノウハウと

長年にわたって培った水処理などのプラント制御技術を融

合させ，高信頼・高性能システム構築技術や使い勝手のよ

い画面操作の実現など質の高いソリューションを特徴とす

る。これらのソリューションの導入と BPR（Business

Process Reengineering）により庁内効率化を円滑に実現

でき，また住民サービスの機能を強化することで行政評価

の向上に貢献する。

本稿では e-自治体ソリューションの概要とソリュー

ションを効率的に機能させる基盤機能を中心に紹介する。

富士電機の取組み

富士電機は地方自治体の業務効率化，住民サービス向上

の実現を支援する種々のソリューションを提供している。

２.１ e-自治体ソリューションの概要

富士電機の e-自治体ソリューションの体系を図１に示

す。

住民サービス

住民向けのノンストップ，ワンストップのサービスを提

供する。一般住民向けなどの電子申請，業者・企業向けの

電子入札・調達および情報公開サービスがある。

庁内業務効率化

庁内職員の業務効率化を推進する機能で，勤務時間管理

や旅費管理を行う庶務事務システム，職員間の情報共有シ

ステム（グループウェア）がある。

基幹業務

自治体内で全庁横断的にかかわるシステムであり，文書

管理システム，財務会計システムがある。

システム基盤

各システム間で横断的に使われる基盤で，電子決裁基盤，

文書保存基盤，認証基盤，ネットワーク基盤がある。

コンサルティング

電子自治体推進のための計画策定支援のほか，自治体全

体にわたるセキュリティポリシーの設定支援，行政評価支

援のサービスがある。

２.２ e-自治体ソリューションの特徴

自治体向けのソリューションを導入する場合，BPRに

よる業務プロセスの見直しとそれを展開し，業務手順と業

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

行政評価向上に貢献する「e-自治体ソリューション」
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認証基盤（個人認証，組織認証，組織情報管理） 
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ネットワーク基盤（LGWAN，インターネット） 

シ
ス
テ
ム
基
盤 

図１　e-自治体ソリューションの体系図



行政評価向上に貢献する「e-自治体ソリューション」

務パッケージ機能とのギャップを解決することが重要であ

る。電子自治体の計画段階ではさらに業務パッケージ間連

携の基本となる共通基盤のコンセプトや機能について計画

当初から検討し，最終的なシステムのたたずまいを考慮す

る必要がある。

富士電機は豊富な自治体向けシステムの開発，コンサル

ティングのノウハウを生かし庁内業務システム間の連携は

もとより庁内から住民へのサービスの情報連携をスムーズ

に行い，効率化やサービス向上を実現し行政評価を向上さ

せる基盤を提供する。

以下に e-自治体ソリューションの特徴を述べる。

強力なインタフェースを持つ共通基盤

認証基盤，決裁基盤，文書保存基盤など業務で横断的に

使用される機能を充実しており，富士電機製パッケージ間

の連携はもとより他社との連携においても業務ニーズに応

じたインタフェースを用意するなど，自治体の段階的なシ

ステム導入を円滑に行えるようにしている。

一元的なライフサイクルサポートをする文書管理

文書は庁内の情報共有の基本単位であり，電子自治体の

進展に伴い，庁内の情報共有のほか情報公開を含めた地域

全体の情報共有にかかわるものである。文書のライフサイ

クル（収受，起案，回議，決裁，施行，保管・保存，廃棄）

を通し電子文書とともに紙文書を含め一元管理を行う。

基盤の体系

e-自治体ソリューションは図２に示すように基盤上に各

種業務システムを構築する体系で構成されている。以下に

基盤の各項目を説明する。

認証基盤

自治体と庁外との認証，庁内での自治体職員の認証を行

う。他社結合ができる柔軟性に富んだ構造，セキュリティ

を基本とした利便性を実現している。

決裁基盤

従来，紙の回覧と印鑑で行っていた庁内の決裁業務につ

いてパソコンを用いて電子的に決裁処理を行う機能である。

行政業務への適用実績に基づくノウハウを織り込み，メン

テナンス負荷の大幅軽減などを可能としている。

文書保存基盤

富士電機が開発した電子署名を活用した原本性保証シス

テムを使用している。本システムはパッケージとアプライ

アンスサーバの提供形態があり，また各種の柔軟な運用が

実現できる機能をそろえている。

ネットワーク基盤

総合行政ネットワーク（LGWAN：Local Government

Wide Area Network）による文書交換処理や複数自治体

による共同利用を効率的に実現する共同利用基盤などネッ

トワーク基盤を提供する。

認証基盤

４.１ 認証基盤の概要

電子自治体における認証基盤は自治体と住民・法人や行

政他団体との庁外認証と，自治体内部の職員を対象とした

庁内認証の 2 種類に大別される。富士電機は住民向けの

ICカードなどを用いた認証と，指紋など各種の方式に対

応した庁内認証の両方に適用できる認証基盤および各種セ

キュリティソリューションを提供する。現在，自治体認証

基盤や住民基本台帳の ICカード対応が進行中であるが，

機能や適用範囲の面で段階的に増強，拡張，他社結合がで

きる柔軟性に富んだ構造としている。

遅滞ない業務・運用・操作を可能とする「コンティニュ

イティ」をコンセプトとしており，暗号化やログによる安

全性やレスポンス性能，運用支援機能を充実させている。

また，数万人規模の納入実績を有し，組織構成の世代管理，

属性認証（276ページの「解説」参照），メタディレクト

リ機能などによりセキュリティを基本とした利便性と業務

の効率化を実現している。

４.２ 認証基盤システム「ForceSecure-eAccess」の

特徴

富士電機は，認証基盤システムの基本機能であるシング

ルサインオン，アクセス制御，ポータルやマスタメンテナ

ンスに関して，構築・運用実績を通して蓄積したニーズや

運用ノウハウをもとに，運用管理者の負担を軽減する自動

データ同期機能など各種の機能を提供する（図３）。また，

住民基本台帳 ICカードなどによるマルチアプリケーショ

ンが可能であり，公開鍵暗号方式規格対応の ICカードも

使用することができる。

以下に「ForceSecure-eAccess」の特徴を述べる。

各種システムと連携容易なシングルサインオン機能

通常のパスワードに加え，ICカード，指紋，X.509 公開

鍵証明書やそれらの複合認証，LDAP（Lightweight Di-

rectory Access Protocol）パスワードによる認証方式にも

対応し，既設Webシステムとも改造なしで連携が可能で

ある。
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行政評価向上に貢献する「e-自治体ソリューション」

きめ細やかな権限設定と充実したメンテナンス機能

利用者属性である所属，役職，役割や個人の組合せでシ

ステムやフォルダ・画面単位にアクセス権限をきめ細かく

設定することができる。例えば，A課課長と B 課の係長

クラス以上だけが利用できるといった複雑な権限の設定も

容易に対応できる画面を用意している。また，組織変更や

人事異動に対応した組織・個人情報の世代管理と履歴管理

の機能があり，これらをメンテナンスするため他サーバの

データベースやディレクトリと属性情報などのデータ同期

を画面設定だけで容易に実現し運用管理を大幅に軽減する

メタディレクトリ機能を提供している。

属性認証方式に対応したアクセス制御機能

利用者属性情報を暗号化・電子署名し，X.509 証明書形

式でデータ交換する属性認証方式をサポートしている。通

常，属性証明書格納のために ICカードが必要であるが，

ICカードなしに属性認証を利用できる方式を開発し，イ

ンターネットや庁内 LAN上での属性認証情報の漏えい・

改ざん・なりすまし防止に対応している。

多様なニーズに対応したポータル画面機能

各個人の権限に応じたメニュー構成はもちろん，個人や

組織単位で画面レイアウトやリンク先を自由に設定できる

パーソナライズ機能を提供している。また，未決裁案件数

など各種件数表示や緊急連絡時のポップアップ通知も可能

である。

決裁基盤

５.１ 決裁基盤の概要

決裁基盤は電子自治体の構築において文書管理システム

をはじめ複数の業務システムで承認・決裁業務を実現する

ための基盤となるものである。行政業務への適用実績に基

づくノウハウを織り込み，組織情報の一元管理やメンテナ

ンス機能，電子申請，電子調達などの住民系システムや他

社システムへ容易に接続できるインタフェース機能を強化

し導入コストの低減を図っている。

５.２ 決裁基盤の特徴

自社，他社を問わず電子自治体の構築において基盤とし

ての役割を果たすため，業務システムとのインタフェース，

行政業務に適合した多様な業務ケースに対応した決裁方法

など豊富な機能の実装を実現している。

以下に富士電機の決裁基盤の特徴を述べる

５.２.１ 各種システムに連携容易なインタフェース機能

決裁機能を利用する業務ニーズに合わせて 2とおりのイ

ンタフェースを提供する。

統一操作を可能とするシート連携方式

富士電機の文書管理システムと個別業務システム間で起

案，決裁完了時に汎用フォーマットの情報シートにより，

起案，決裁完了情報の受け渡しを行う。他社製品と連携す

る際もシートの連携のみで済み対応が容易である。また，

決裁画面に文書管理システムの画面を使用するため統一的

な決裁操作により操作の混乱を防止でき円滑な業務が可能

となる。

効率的な決裁業務を実現するデータ連携方式

富士電機の決裁基盤と各業務システム間でルート管理，

回議・合議，決裁進捗（しんちょく），決裁予測情報など

の決裁情報の受け渡しを行う。これにより各業務システム

に合わせた決裁画面による決裁が可能なため，業務に合わ

せた効率的な決裁業務を実現することが可能となる。

５.２.２ 各種の業務ケースに対応した決裁機能

行政業務で利用される代理決裁・代決・後閲・差戻し・

引戻し機能を実装することにより，あらゆる業務ケースに

対応可能としている。また，組織の世代別管理機能，決裁

の優先順位管理機能により使い勝手のよい決裁操作を可能

としている。

５.２.３ 過去の権限でアクセスできる複数世代管理機能

富士電機のシステムにおける組織・職員構成の管理を行

う組織構成情報は組織・職員情報の更新ごとに世代管理を

行うことが可能である。決裁基盤では，上記の組織構成情

報の世代管理に対応し組織変更や人事異動があっても過去

の権限で決裁情報をアクセス可能な組織管理を実現してい

る。

文書保存基盤

６.１ 文書保存基盤の概要

電子文書は紙文書に比べ，改ざんが容易でありその痕跡

が残りにくく誤操作による紛失の可能性も高いことから，

文書保存においては機密性，完全性，見読性の三つの要件

を満たす高度のセキュリティ対策が求められる。

富士電機では上記の要件を満たす「ForceSecure-Filing」

を開発し文書保存基盤へ適用している。本基盤はパッケー

ジとアプライアンスサーバの提供形態があり，また暗号化

保存，電子署名とタイムスタンプを施し処理時刻を公証し
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行政評価向上に貢献する「e-自治体ソリューション」

た保存などを選択することができる。LGWAN交換文書

の保存や改ざん有無の検証，暗号化した保存ファイルの全

文検索も可能であり，安全で効率的な業務を実現する。

６.２ 文書保存基盤システム「ForceSecure-Filing」の

特徴

文書保存基盤システムは，文書保存や改ざん検出など文

書保存に必要な基本機能に加え，暗号化保存，署名付きタ

イムスタンプの導入などさらに安全性を強化し，かつ高性

能化や全文検索対応などの利便性も同時に実現している。

以下に「ForceSecure-Filing」の特徴を述べる。

電子署名による改ざんチェック機能

文書保存時に電子署名を生成し，その後の電子文書に対

する改ざん有無を検知する。これにより改ざんされた文書

で行政業務が執り行われることを防ぐことが可能となる。

標準時刻タイムスタンプによる時刻証明機能

時刻配信局から取得した標準時刻を基準にして IETF

（Internet Engineering Task Force）RFC3161に準拠した

タイムスタンプにより電子文書の保存確定時刻を証明する。

これにより保存された電子文書の「いつ」を証明すること

が可能となり，握りつぶしなどの不正も防止できる。

暗号化文書の全文検索機能

機密情報漏洩（ろうえい）防止のために電子文書の暗号

化保存が可能である。本システムでは暗号化した電子文書

も全文検索可能でありセキュリティと利便性との両立を実

現している。また，業務アプリケーションとのインタ

フェース方式の開発によりアプリケーション側を改造せず

に，容易かつ高性能で文書保存基盤にアクセスすることが

可能である。

ネットワーク基盤

７.１ ネットワーク基盤の概要

従来，書類および対面で行われてきた各種業務をオンラ

イン化し，地方公共団体が情報を一元的にかつ瞬時に共

有・活用する新たな行政を実現するため，インターネット，

LGWANによる情報交換やネットワークを活用したシス

テム共同利用を容易にし効率化を図るための基盤を提供し

ている。

７.２ ネットワーク基盤の特徴

一般住民など利用者のための操作性，LGWANを経由

した文書取扱いの容易性，システム共同利用における安全

性など各種のシステムを有効に利用できるようにするため

の仕組みを組み込んでいる。

以下に富士電機のネットワーク基盤の特徴を述べる。

アクセシビリティを実現するバリアフリー機能

住民とのインタフェースは基本的にはインターネットを

用いて行われるため，地方公共団体のポータルが持つ役割

は非常に重要であるといえる。富士電機においても地域情

報化構想の中で利便性の向上を軸に，W3C（World Wide

Web Consortium）のアクセシビリティ指針に基づく目の

不自由な人が音読ソフトウェアで理解可能な画面を実現す

るバリアフリー機能，少ないクリック数で所要画面に到達

できるようにするユーザビリティ設計，クリアリングシス

テムなど，さまざまな試みを行っている。

多様で安全なシステム構成が可能な共同利用機能

地方公共団体が独自に構築したネットワーク網である地

域情報ハイウェイや前出の LGWANなどに接続したシス

テムをデータセンタに構築して，複数の地方公共団体が共

同でシステムを運用する「システム共同利用」構想が実施

段階に入りつつある。富士電機においても効率的に共同利

用が可能な多様なサーバ構成に対応し，かつ複数自治体が

互いのセキュリティを保って利用可能とするよう，認証だ

けでなくシステム定義条件をアクセス制御条件に加えるこ

とで各自治体の情報が漏洩しない仕組みを基盤に組み込ん

でいる。

あとがき

e-自治体ソリューションの基盤を構成する技術とその

特徴を紹介した。

自治体間システム共同利用の動向にもあるように電子自

治体の課題としては厳しい経済環境の中で構築運用コスト

の低減と住民へのアカウンタビリティが特に重大と思われ

る。したがって，富士電機のソリューションを展開するに

あたっては今後の住民系への展開や共同利用を視野に入れ，

いかに使い勝手がよく導入エンジニアリングを容易にする

かが大きな課題と考えている。これらを先進技術と従来か

ら培ってきたプラント適用技術を統合し，また納入実績か

ら得たノウハウを柔軟に取り込んで具体的な行政評価向上

につながる効果を見据えていくことで基盤および業務シス

テムのさらなる高度化を実行していく所存である。
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まえがき

21 世紀は少子・高齢化がますます加速されていく状況

にある。わが国の平均寿命は世界で最も高い水準を維持し

ているが，一方で，悪性新生物，心疾患，脳血管疾患と

いったいわゆる三大死因に始まり，高血圧，高脂血症，糖

尿病といった生活習慣病およびうつ病などの精神面の病気

も増加しており，大きな社会問題になりつつある。

また，65 歳以上の老人人口の増加に伴い，要介護者が

増加し，さまざまな身体的障害を抱える人も同時に高齢化

する傾向にあることが報告されており，高齢者，障害者な

ど社会的弱者に対する配慮からさまざまな面でユニバーサ

ルデザインが推進され，国家レベルのみならず，より現場

に近い地方自治体レベルで切実な問題となっている。

以上のような背景のもと，保健・福祉・医療分野におけ

る地方自治体向け情報ソリューションの納入事例を紹介す

る。多治見市の事例は，経済産業省，総務省の「先進的情

報通信システム整備推進費補助金」および「先進的情報通

信施設整備費補助金」の交付対象となっており，半額は多

治見市の単独負担である。

地域の概要

人口 10 万人の多治見市は，岐阜県の南南東，いわゆる

東濃地域に位置し，名古屋のベッドタウンとして，東濃地

方の産業・経済・文化の中核都市である。

文化的には，奈良・平安時代から陶器の産地として知ら

れ，日本の陶業の中心地であり，その特徴から老人人口の

占める割合が多く，高齢化している典型的な地方都市であ

る。また，土岐川を挟んで南北に長い地形となっているた

め，市民，特に交通手段に乏しい年配者，障害者にとって

は市内の移動は決して容易ではない。

一方で，岐阜県はソフトピアはじめ IT（Information

Technology）など先進技術に対しては全国的に見ても積

極的に推進している都道府県のうちの一つである。

システムの概要

本システムは下記六つの個別システム群から構成され，

相互に連携し，機能している。以下，個別にその機能の概

要を説明するとともに，今回納入したシステムの全体構成

を図１に示す。

システム全体は第三セクターである「おりべネットワー

ク（株）」が運営するケーブルテレビ（CATV）網を使用し，

各施設間は VPN
〈注1〉

技術とファイアウォールにより外部から

のセキュリティを保持し，個人情報を取り扱うため，各情

報のやりとりは SSL
〈注 2〉

技術にて暗号化を行っている。また，

業界初のオールWebでシステム構築しているため，端末

側はブラウザのみで機能する。別途，日本電気（株）を中心

に進められている経済産業省の「IT 装備都市研究事業」

での ICカード（ITタウンカード）を使用し，認証用ツー

ルとして本アプリケーションを ICカード上にインストー

ルして使用する。

３.１ テレビ会議システム

本システムは，第三セクターである，おりべネットワー

ク（株）が運営する市内 CATV網を使用し，主要な公共施

設 4か所（市役所本庁舎，保健センター，総合福祉セン

ター，市民病院）に設置している。市役所本庁舎を基点と

し，多地点同時会議および相談業務を補助する機能を提供

している。

本システムの導入により，従来，市役所本庁舎に集中し

ていた福祉行政サービスに関する相談業務をテレビ会議設

置箇所に分散することが可能となり，そのことにより，地

域格差による不便さを解消し，市民に対する各種相談サー
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〈注１〉VPN（Virtual Private Network）：電話回線や CATV回線

などの公衆回線を仮想的に専用回線であるかのように利用で

きるサービス

〈注２〉SSL（Secure Socket Layer）：米国 Netscape Communica-

tions 社が開発したインターネット上で情報を暗号化して送

受信するプロトコル技術
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ビスの平準化および充実化を図るものである。その設置写

真を図２に示す。

３.２ 災害監視システム

多治見市は，土岐川を隔てて南北に長い地形をしている

関係上，川の氾濫（はんらん）時には，南北が分断されて

しまうことになる。近いところでは，2000 年 9 月 12 日の

東海豪雨による洪水をはじめ，過去数回にわたり，そうし

た水害に悩まされてきた。

そこで行政側では，現在までに，堤防の改修工事を行い，

市内要所に固定防災カメラを設置して対策してきたが，今

回，災害に対する早期発見，状況把握，早期対策を強化す

る目的でモバイルカメラ×４台と消防指揮車に固定カメ

ラ×１台，およびその受信・公開システムを納入した。モ

バイルカメラからの映像は PHS（Personal Handyphone

System）回線経由で画像受信端末にて受信し，画像配信

サーバ経由でWebサイトを市民に公開している。モバイ

ルカメラを図３，消防指揮車載固定カメラを図４に示す。
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図２　テレビ会議システム
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本システムの導入により，固定カメラがカバーしていな

い地域で災害が発生した場合でも，モバイルカメラから現

地映像をライブで受信でき，また，関連部門の職員も画像

配信サーバ経由で各端末のブラウザにて被災地の状況が確

認できる。画像の受信端末は用途，地域分散を考慮し，防

災拠点となる市役所本庁舎，保健センター，消防署に設置

し，迅速で適切な対応を図ることが可能となった。

３.３ 健康支援システム

市内 5か所（市役所本庁舎，保健センター，総合福祉セ

ンター，総合体育館，まなびパーク）に ICカード対応の

健康管理端末（血圧・脈拍測定用），市内 3か所（保健セ

ンター，総合福祉センター，総合体育館）に ICカード対

応の健康管理端末（体脂肪測定）を設置し，測定は音声ガ

イドによるボタン操作およびタッチパネル操作で行えるよ

うに工夫し，測定したデータは即時プリントアウト，また

ICカード保有者は保健センターの健康管理サーバへの

データ蓄積が可能である。利用者は日々の蓄積したデータ

をもとに，保健婦などから健康指導を受けることができ，

また，蓄積されたデータは市民病院の医療相談室，2か所

の在宅介護支援センターの相談端末からでも ICカードの

認証により参照可能となっている。健康管理端末（血圧・

脈拍測定用）を図５に，健康管理端末（体脂肪測定用）を

図６に示す。

本システムの導入により，市民は日々，自己の健康

チェックを行うことができ，必要な場合には，早期に保健

センターや医療機関での相談が可能となる。また，自己の

健康データを時系列に確認することにより，健康に対する

意識の向上を図ることを目的とする。

３.４ 情報提供システム（バリアフリー端末）

市内 5か所（市役所本庁舎，保健センター，総合福祉セ

ンター，在宅介護支援センター 2か所）にタッチパネル操

作式バリアフリー端末を設置し，その端末から市民は保

健・福祉に関する各種サービスの検索や健康診断の受診方

法，各種教室や講演会などの最新情報が容易に入手でき，

要介護者の社会参加への一助となる。各検索は性別，年齢

などからの絞り込みか，目的サービス別の絞り込みが可能

となっており，メニューおよび各画面の詳細情報は音声に

よる読み上げが可能であるため，弱視者でも容易に情報の

入手が可能である。バリアフリー端末を図７に，その画面

例を図８に示す。

283（37）

富士時報 Vol.76 No.5 2003

図３　モバイルカメラ

図４　消防指揮車載固定カメラ

図５　健康管理端末（血圧・脈拍測定用）

図６　健康管理端末（体脂肪測定用）
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本システムの導入により，一般市民のみならず，障害者，

高齢者などの情報弱者に対する情報格差を極力解消し，同

一水準のサービス提供が可能となる。

３.５ 福祉DB，相談システム

福祉に関する個人情報，各種サービス，身障者台帳，療

育台帳，介護ホストとの連携による介護サービス，介護度

認定データなどを一元的にデータベース（DB）化し，市

内 8か所，14 台の相談窓口端末によりブラウザにて情報

の参照および入力が可能である。

情報の参照・入力は職員 IDとパスワードにて権限区分

し，ICカードによる認証と合わせてデータのセキュリ

ティを厳密に確保している。なお，個人に関する情報の取

扱いは，市で制定されている個人情報保護条例によってい

る。

なお，住民情報は別途，住民基本台帳（住基）ホストコ

ンピュータと連携することにより，1 日 1 回バッチ処理に

て必要な情報を更新している。画面例を図９に示す。

本システムを導入することにより，テレビ会議システム

と併用しながら複数の相談窓口と同時に交信し，相談者の

状況を把握しつつ，スピーディかつ適切な相談体制の確立

が可能となる。また，個々のケースでの相談や訪問記録，

関係機関での対応，処置状況を記録でき，最新の個人情報

が容易に入手可能となるため，個々の状況に即したきめ細

かい相談サービスが展開できる。さらに，災害発生時には，

福祉DBから高齢者，障害者などの要介護者を即座に検索

し，スピーディな救護組織体制の確立が可能となる。

３.６ 検診DB，相談システム

住民情報は，福祉DBと同様，住基ホストコンピュータ

と連携し，主として国民年金対象者に対して行われる，基

本健診，節目検診，各種がん（胃，乳，大腸，子宮，肺）

検診データを検診DBとして一元管理するとともに，乳幼

児の健診データ，予防接種履歴，歯科データなどの管理を

行う。

また，健康支援システムと連携し，健康管理端末（血圧，

脈拍，体脂肪）から日々蓄積したデータも個人別に一元管

理を行い，検診結果の市民送付書類の自動作成や，検診結

果の集計，分析，グラフ化などを行うことができる。

窓口相談端末では，検診スケジュール，各種教室の申し

込み，受信状況の確認などが住基データとの連携から容易

に行えるとともに，健診・検診データおよび健康支援シス
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図７　バリアフリー端末

図８　バリアフリー端末（画面例）

図９　福祉DB，相談システム（画面例）

図１０　検診DB，相談システム（画面例）
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テムから得られた日々の健康データ（血圧，脈拍，体脂肪）

をもとに，市民個々の健康状況を確認でき，必要に応じて

個々の健康状態に応じた訪問指導や健康相談が可能である。

画面例を図 に示す。データの流れを図 に示す

本システムの導入により，保健センター業務のスピード

アップが図れるとともに，DBに基づいたきめ細かいサー

ビスの展開が可能となる。

あとがき

福祉に関する地方自治体向け情報ソリューションの納入

事例として多治見市の事例を紹介した。本事例は，2001

年 11 月から 2002 年 4 月までの非常に短期間に納入したも

のであり，富士電機にとってもこの分野の第 1号の物件で

ある。

少子・高齢化，バリアフリー社会へと進み，一方で地方

分権，地方自治がさらに叫ばれる中で，多治見市の事例と

同様に，保健・福祉に関する地方自治体向け情報ソリュー

ションはさまざまな観点で，今後ますます必要とされてく

るであろう。

現状では，国からの補助金などがない場合には，自治体

単独での導入は容易でないが，本事例で培ったノウハウと

技術をベースとして，より低価格，短納期で導入可能なシ

ステムへとレベルアップを図るよう邁進（まいしん）して

いく所存である。
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図１１　検診DB，相談システム（データフロー）

解　説 XML（Extensible Markup Language）

XMLは，電子情報の構成や意味を説明するデータ

記述言語に関する規格であり，電子情報の自動処理を

容易にするために定められたものである。XMLは，

特にインターネットを使って情報を効率よく交換・共

有できることを考慮してスリム化されている。

XML1.0の仕様は，1998 年 2 月に W3C（World

Wide Web Consortium，インターネット技術の標準

化団体）の勧告として公開された。

XMLでは，任意の電子情報（例えば，伝票，帳票，

完成図書など）の構成を「タグ」を使って表現する。

そして，個々のタグには特定の意味付けをすることが

できる。タグの定義は，それぞれの文書ごとに DTD

（Document Type Definition，文書型定義）や XML

Schema（XMLスキーマ）などの形で記述する。タグ

定義の標準化を進めている業界もある。

タグ付けで電子情報の構成や意味が明確になること

により，コンピュータでその情報の作成・検索・抽

出・改訂を容易に行えるようになるとともに，異なる

システム間で情報を正しく交換することが可能になる。

多数の発注者や受注者の間でおのおのが使用するアプ

リケーションプログラムにかかわりなく，エンジニア

リング情報を交換・共有することができるようになる

ということである。

また，XMLはテキスト形式で管理されるため，復

元が簡単であり特定のアプリケーションソフトウェア

に依存せず，長期間の保存にも有効である。

XMLは，上記のような特徴を持つので，CALS/

EC（ Continuous Acquisition and Life-cycle Sup-

port/Electronic Commerce）をはじめ電子商取引に

おける情報交換に不可欠な基本技術となっている。
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まえがき

CALS/EC（Continuous Acquisition and Life-cycle

Support/Electronic Commerce）は，公共事業の計画・設

計・入札から施工・維持管理に至る全プロセスの情報を電

子化・共有して，開発期間短縮，コスト削減，品質向上な

どを図るものである。e-Japan 構想に基づいて国土交通省

が推進している。

CALS/ECは発注者（G：Government）側システムに

とどまらず，受注者（B：Business）側システムを必要と

する。すなわち，公共事業にかかわる国・自治体をはじめ，

国内 60 万の建設関連企業が参加して電子情報を交換・共

有する G to B to Bシステムである。

国の「CALS/EC 地方展開アクションプログラム」策定

に伴い，発注者側・受注者側ともに対応システムの整備に

着手し始めている。

本稿では，発注者向けおよび受注者向けの CALS/EC

ソリューションと，それらを支える基盤技術について富士

電機の取組みを紹介する。

発注者向けCALS/ECソリューション

２.１ 電子入札・電子申請・電子納品システム

電子入札や電子申請では，案件情報の公開，入札資格申

請受付け，入札受付け，開札，落札情報の公開などの機能

が必要になる。

先行自治体では独自に電子入札システムを開発する場合

もあるが，受注者にとっては共通の入札システムで多くの

発注者に入札できることが望ましい。国土交通省の外郭団

体である（財）日本建設情報総合センター（JACIC）は「電

子入札コアシステム開発コンソーシアム」を組織し，電子

入札システムの基本部分をコアシステムとして開発し提供

している。この電子入札コアシステムを自治体ごとにカス

タマイズして電子入札システムを開発することが多くなる

と思われる。

また，県レベルで構築した電子入札システムを市町村で

共用することが今後増える見通しである。一般物品購入な

どと併せて電子調達システムとして開発されることも多い。

なお，富士電機は「電子入札コアシステム開発コンソー

シアム」の正会員である。

電子納品システムでは，電子納品情報の受付け，納品要

領に従った内容チェック，検索・閲覧，朱入れによる修正

指示などの機能が必要になる。

現在は CD-R（Compact Disc Recordable）で納品する

ことが多いが，将来はインターネットによるオンライン納

品も増える見通しである。

富士電機は，これらのシステムを開発・提供するだけで

なく，自治体が主催し CALS/EC 参加業者を対象にした

電子納品についての教育事業を請け負っている。

２.２ 電子納品データの活用

GIS（地理情報システム）は，自治体において従来から

個別業務（例えば，固定資産管理，水道管理，道路管理な

ど）を担当するそれぞれの部署で独立に利用されてきた。

しかし，部署間での調整が必要になった場合など，個別に

管理された GIS 情報を重ね合わせようとしてもうまく整

合をとれないケースが発生している。

このため統合型 GISを構築する動きが具体化している。

つまりベースとなる一つの GISのうえにそれぞれの部署

の個別業務（コンテンツ）を整備することにより，情報の

整合性を担保し，さらに重複投資や縦割り業務を解消する

効果が期待されている。

統合型 GISを情報インフラストラクチャーとし，関連

するすべての部署で利用している自治体も出ている。将来

は自治体に属する企業や住民にもマーケティングなどの

ツールとして利用してもらうことも検討されている。

さらに先進的な自治体では，CALS/ECによる電子納品

データを統合型 GISと連携させる動きが始まっている。

公共事業執行プロセス（調査，設計，施工および維持管理）

にかかわる管理情報すべてを統合型 GISで管理すること

を視野に入れた計画を進めている。

CALS/ECソリューション
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２.３ 維持管理への展開

公共事業で開発される施設のライフサイクルは，一般に

20 年以上の長期にわたる。IT（Information Technology）

が進歩するスピードに比べれば，あまりにも長期といえよ

う。これまで，アプリケーションプログラムがバージョン

アップされ，それまで蓄積されたデータが使えなくなるこ

とがしばしばあった。その都度データを入力し直すことも

あった。

CALS/ECという標準に基づいて IT 投資を進めていく

ことで，長期にわたってエンジニアリング情報を使い続け

ることが可能となり，投資の無駄を防ぐことができる。

今後，測量や土木工事のみならず機械・電機設備工事に

おいても成果品の図書情報を電子納品することとなる。こ

の流れをきっかけとして，自治体では今まで個別業務とさ

れていた維持管理システムを，全庁的なシステムとして実

現する動きが起こりつつある。

富士電機は，従来から施設の維持管理業務に注力してお

り，それらの製品群と CALS/EC ソリューションメ

ニューとしての電子納品保管管理システムのコア技術を融

合しており，さらにこれらを GISに連携させたソリュー

ションを提供していく（図１）。

受注者向けCALS/ECソリューション

発注者向けソリューションを提供する富士電機は，同時

に公共事業の受注者でもあり，社内向けに CALS/EC 対

応システムを構築・適用・実践している。発注者・受注者

双方のソリューションをセットで提供することで，CALS/

EC 推進に貢献できると考えている。富士電機が取り組ん

できた社内業務改革について以下に紹介する。

３.１ 電子入札への対応

３.１.１ 入札情報検索システム

入札の公告や落札結果はインターネット上で公開される。

実際に入札情報を閲覧しようとすると 1 発注者ごとに数

ページから数十ページのホームページ（HP）を閲覧し，

必要な情報を取捨選択することになる。これを毎日，人手

で行うことはコスト的・時間的に負担が大きい。

そこで，定期的に入札情報が掲載されている HPから富

士電機に必要と推測される入札情報を自動収集・社内サー

バに蓄積し，この蓄積した情報を利用者が検索することで

必要な情報を容易に入手できる「入札情報検索システム」

を開発し，運用している。またこのシステムは，社内基幹

システムと XML（Extensible Markup Language，285

ページの「解説」参照）データを使って連携している（図

２）。

３.１.２ 入札参加申請支援システム

入札の透明化に伴い公募型入札，一般競争入札などが増

加し，入札参加の機会も増えてくる。このような状況では，

電子入札への対応として以下のことが必須となる。

入札参加申請書類（施工実績，監理技術者人選など）

の迅速な作成

各種申請書類の電子化

これらの課題に対し，施工実績・技術者情報をデータ

ベース化し，以下のような機能を持つ「入札参加申請支援

システム」を稼動させた。

必要ドキュメントの電子出力

施工実績と技術者情報を連携させ工事経歴からの適切

な人選

人選情報と CORINS（工事実績情報サービス）間で

のデータ交換による登録業務の省力化および重複人選の

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）
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図１　CALS/ECと統合型GISの連携
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図２　入札情報検索システム
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防止

３.２ 設計・施工への対応

３.２.１ 設計・施工情報の共有システム

CALS/ECでは，設計・施工・維持管理の各段階で標準

フォーマットに準拠したさまざまな電子情報を共有してエ

ンジニアリングの効率向上を目指している。

受注者側においては，一つの公共事業に関係する部門は

数多くある。受注者側内部で情報を共有し，ものづくりの

効率を向上させる仕組みを構築することは競争力を高める

うえで重要である。

この仕組みをサポートするために「設計・施工情報の共

有システム」を稼動させた。このシステムは，以下のよう

な機能を持つ（図３）。

コミュニケーション支援

ドキュメント管理支援

工程管理支援

また，社内ネットワークだけでなく，インターネット経

由でこのシステムを利用し，発注者も含め社内外で情報共

有を可能にしている。施工段階での共有データベースと，

富士電機の保守サービス部署や維持管理部署との連携も進

めている。

３.２.２ 電子納品

電子納品は図面，文書，写真などの成果物を電子データ

として納品するもので，納品に際しては電子納品基準に準

拠した形式で作成する必要がある。この基準に準拠した電

子データを容易に作成するために次のシステムを稼動させ

た。

工事写真

ディジタルカメラで撮影した画像ファイルを登録・編集

し，電子納品要領に準拠した形式で電子納品 CD-Rおよ

び従来の工事写真帳を作成できるものである（図４）。

完成図書

先に述べた「設計・施工情報の共有システム」のデータ

ベースに登録した各種図面，文書，写真などから完成図書

納品に必要なドキュメントを選択すると，国土交通省の電

子納品基準に準拠した電子納品データを作成する「電子納

品作成支援システム」を運用している。

３.３ 業務構造改革

受注者の生産性を向上させるためには，業務フローその

ものを見直すことも必要である。

従来のエンジニアリング業務を分析して新業務フローの

再構築と，業務フロー進化を支援する ITツールの整備を

並行して進めている。新業務モデルの妥当性を評価したり，

関連部署とのコンセンサス（権限，責任，コスト）を得た

りするためには，実績データに基づく評価が必須であり，

そのための仕組みも併せて開発している。

CALS/ECを支える基盤技術

ここでは，CALS/ECのような電子商取引が普及するう

えで重要な要素である情報セキュリティに絞って述べる。

４.１ 情報セキュリティの課題

情報セキュリティの課題として，以下のものがある。

情報の不正持ち出しなどの情報漏洩（ろうえい）

外部からのウイルスやワームなどの情報改ざん・破壊

DoS（Denial of Service）攻撃などのサービス不能

これらに対して，以下のような多面的な対策を実施する

必要がある。

ISO17799や ISMS（ Information Security Manage-

ment Standard）に代表されるセキュリティポリシーを

頂点とした技術的対策

監査や緊急時対応計画に代表される運用上の対策

管理者や一般利用者に対する粘り強い啓蒙（けいも

う）活動

図５に情報セキュリティの課題と対策をまとめて示す。

富士電機は，先進のセキュリティ技術によりオールイン

ワンの情報セキュリティソリューションを提供していく。

以下にその代表例を紹介する。

４.２ 電子認証

電子認証は個人を識別して，許可された人だけが電子

データを扱うことができるようにする仕組みである。

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

（2）

（1）

（3）

（2）
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図３　設計・施工情報の共有システム

データ 
を取り 
込む 

写真情報を 
入力する 

ディスプレイ 
を使用して 
検査を行う 

CD-Rで写真 
データを提出 
する 

アルバム帳を 
プリントアウト 

図４　電子工事写真の利用
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富士電機は以下のような機能を持ったソフトウェアパッ

ケージ「ForceSecure-eAccess」を提供している。

ポータル画面にて認証を 1 回で済ませるシングルサイ

ンオン

個人ごとの使い勝手に合わせたポータル画面のレイア

ウト変更

画面やフォルダ単位でのアクセス制限

さかのぼり決裁などを可能とする組織構成マスタの世

代管理

データベース間の連携機能（メタディレクトリ）

操作の容易性を実現する設定管理機能

個人認証は IDパスワードのほかに指紋認証，ICカード

認証，ワンタイムパスワード認証をサポートしている。ま

た，オプションとして携帯電話による認証も可能としてい

る。

本パッケージは小規模から大規模までのスケーラブルな

適用が可能であり，6 万人規模の納入実績もある。

４.３ セキュリティポリシー構築支援

オールインワンのセキュリティに対応し，基本となる

ISO17799，ISMSに基づくセキュリティポリシー構築支援

を行っている。セキュリティポリシーは常にスパイラル

アップしていくものであり，組織の実態にあった柔軟性の

ある最適な支援を行う。

また，システムの脆弱（ぜいじゃく）性診断から運用支

援まで幅広く対応可能である。

４.４ 電子ファイルの保護

CALS/ECで対象とする情報コンテンツは，文書，CAD

（Computer Aided Design），測量データ，地図，写真など

多種多様であり，かつデータ量も大きいことが特徴である。

このような電子ファイルを暗号化し，また電子署名とタ

イムスタンプにより保証する製品として「ForceSecure-

Filing」を提供している。指定したフォルダに電子ファイ

ルを格納すると暗号化，電子署名，タイムスタンプ，アク

セス記録により安全な保管と改ざん検知が可能となる。

システム製品としての品ぞろえもあり，容易に導入が可

能である。

あとがき

CALS/ECは，一般に電子入札・電子納品の部分が注目

されがちである。しかし，CALS/ECの目標を達成するた

めには，伝票帳票や図面の電子化だけでは不十分である。

建設エンジニアリングの現場には，伝票帳票や図面ばかり

でなく管理のための表やグラフ，各種の打合せ記録，調

査・試験・技術検討・検査記録，仕様書，写真，カタログ

などの情報があり，多数の関係者の間で交換され共有され

ている。

これらのエンジニアリング情報の標準化を含めて，エン

ジニアリング業務の抜本的な構造改革に切り込む努力が必

要である。標準化や業務構造改革とセットにして IT 投資

を進め，ネットワークを活用した電子商取引やナレッジ創

出を実践すれば事業のスピードアップと生産性向上の効果

を最大限引き出すことが可能となる。

CALS/ECの先進分野である道路事業では，CAD図面

の電子納品にとどまらず，道路構造そのものを XMLでモ

デル化して電子納品し，エンジニアリング業務を大幅に効

率向上させる取組みが始まっている。

富士電機は，CALS/ECの当事者として，自らの業務構

造改革を進めながら，発注者向け・受注者向けのソリュー

ションを進化させて提供し，CALS/ECの推進に貢献して

いく所存である。

参考文献
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まえがき

政府が e-Japan 構想を打ち出してから，地域による情

報格差の是正を行うために，総務省をはじめとする各省庁

にて情報化の補助事業が増加している。特に補助事業では

過疎地域，高齢者比率の高い地域など，民間による投資が

入りづらい地域を対象に情報化インフラストラクチャー

（インフラ）の整備事業が行われている。

一方，都市部においては民間投資による高速回線の整備

や高速インターネット接続サービスが活発に行われており，

情報化格差もさらに広がる方向となっている。

このため，情報化の遅れた地域では国の補助金を利用し

て，情報化インフラの整備を行い，整備された情報インフ

ラを活用して地方でも都市部と変わらないインターネット

環境を地域住民に提供しようとするものである。

本稿では，国の補助金制度を利用した地域情報化事業に

ついて紹介する。

地域イントラネット施設基盤整備事業

総務省が行う地域イントラネット施設基盤整備事業（以

下，地域イントラネット事業という）は 1998 年度の補正

予算から開始され，毎年数百億円レベルで補助金が支出さ

れ，地域の情報インフラ整備に利用されている。地域イン

トラネット事業の要件として，高速回線の整備がうたわれ

ており，光ケーブルを敷設し，高速インターネット接続が

行われるようになる。一般的な地域イントラネット事業の

システム構成を図１に示す。

地域の情報化の中心となる情報センターは自治体本庁舎

に設置し，小中学校や出先機関を光ケーブルによってネッ

トワーク接続する。最近ではブロードバンド対応機器の価

格低下も相まって，高速大容量回線でのネットワーク構築

が主流となっている。街中をブロードバンドでの接続が可

能となったことで，単なるデータ伝送だけではなく，音声

や映像データをリアルタイムで伝送できるようになった。

このため，従来の電話回線ネットワークでは実現の難し

かった，地域内での高画質のテレビ会議や動画配信を行う

ことが可能となった。地域イントラネット事業において盛

り込むコンテンツでは行政と住民との双方向サービスを提

供することが要件として挙げられており，高速回線を利用

したさまざまなコンテンツが利用できるようになってきた。

地域イントラネット事業での主なコンテンツを以下に紹

介する。

２.１ 行政情報提供システム

主に自治体のホームページを利用して行われるコンテン

ツであり，行政から住民への情報提供を行い，住民からの

意見を吸い上げられるような仕組みを盛り込んでいる。

ホームページを利用することで 24 時間の情報提供が可能

となり，住民からの意見も電子メールやWebサイトのア

ンケートなどを利用して 24 時間対応のシステムとなる。

また，住民が役場に申請するのに必要な各種申請用紙など

の電子ファイルを自宅のパソコンからダウンロードするこ

とができ，役場に出向く前に申請用紙を自宅で作成でき，

必要な添付資料なども前もって準備することが可能となる。

将来的には，この仕組みを発展させることで，申請を電子

的に行い，証明書などが電子的に送られてくる電子申請，

電子交付といったシステムも可能となる。

２.２ 行政相談システム

住民が電子メールを利用して，行政の担当者に直接，行

政に関する相談を行うことができるようにするシステムで

ある。出先機関に設置する公開端末などを利用して，パソ

コンを持たない住民でも利用可能としている。また，高速

ネットワークを介して本庁と出先機関に設置したテレビ会

議システムを利用すれば，遠隔であっても顔を見ながらの

行政相談が可能となり，より高度な行政サービスを実現で

きる。

２.３ 学校交流システム

前記のように各学校には地域イントラネット事業によっ

て高速のインターネット接続が可能となる。これを利用し

地域情報システム
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てのインターネット検索学習，学校間でのテレビ会議を利

用した合同授業，姉妹都市の学校とのテレビ会議などが実

現する。幼少時期からパソコンやインターネットなどの

IT（Information Technology）に手軽に触れることがで

き，情報技術者の育成にも寄与できる。

２.４ 映像配信システム

光ケーブルによってブロードバンドネットワークが実現

できるようになり，リアルタイムでの映像配信が可能と

なった。映像配信システムでは録画している映像を配信す

るビデオオンデマンド（VOD）に利用する場合と，リア

ルタイムで映像を流す方式がある。地域の名所旧跡やお祭

り・イベントなどの紹介映像では VODが利用され，議会

中継などはりアルタイムでの配信システムが利用されるの

が一般的である。

映像内容と運用方式により最適な配信方式を検討し，そ

れに合わせた機器の性能やディスク容量を選択し，新たな

ストリーミング技術を採用する必要もでてくる。

以上，地域イントラネット事業の概要を紹介した。2003

年度においても総事業費 500 億円以上の事業が予算化され

ており，地域による情報格差の是正事業としては核となる

補助事業であり，富士電機としても積極的に参画している

事業である。

農業情報システム

農林水産省も農村地区に情報化のための施設整備事業と

して補助事業を行っている。田園整備事業や農村振興整備

事業が農村地区の情報化整備に利用できる補助金である。

これらの補助事業を利用することで農村地区に光ケーブル

を敷設し，ケーブルテレビ（CATV）やインターネットな

どの接続サービスなどが利用できるようになる。

特に都市に隣接する農村においては都市のベッドタウン

的な位置づけとなり，都市の生活環境を農村で求めるとい

うニーズが多く，情報化整備の遅れが指摘されるように

なっている。そのような地区での農村情報化整備事業は，

農業分野の情報化だけでなく，住民生活の向上など地域活

性化に重要な施策といえる。

図２に農村情報化事業で行われるシステム構成を示す。

システム構成的には前記の地域イントラネット事業とほぼ

同様の構成となる。次に農業情報のコンテンツについて紹

介する。

３.１ 農村情報インフラ整備

農村地区では一般にテレビの受信状況が悪く，難視聴地

域としての共同アンテナ的な CATV利用が要望されてい

る。CATV網の新規ケーブル敷設やディジタル化対応の

リプレイス事業などに合わせた形で農業情報化システムを
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図１　地域イントラネット事業のシステム構成
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導入するケースが多い。現在の技術としては CATV網を

新規敷設またはリプレイスする場合，基幹部分には光ケー

ブルを敷設することとなり，光ケーブルの伝送容量や多重

伝送技術を用いることによりテレビ放送以外の利用が可能

となり，農業情報の高度化に有効となる。このため，農村

情報化補助事業を利用して CATVのリプレイスや新規敷

設を行う。このため，農村情報化補助事業では CATVが

システムの核となることが多く，CATVを利用したコン

テンツや情報提供が可能となる。

３.２ 農業情報コンテンツ

気象情報配信システム

農業に従事していくうえでは，最も重要な要素となる天

候の情報をそれぞれの農家に対して提供する仕組みである。

気象情報配信システムの仕組みを図３に示す。衛星放送を

利用して気象情報を提供するシステムから受信した気象情

報を CATVにて放映し，ファクシミリサーバを利用して

農家にファクシミリ配信を行うシステムである。

最新では，端末機能として携帯電話でも情報収集が可能

となった。農家では天候による影響を最小限にするため，

いつでもどこでも，情報を入手することができ，より有効

な情報源として利用できるようになっている。また，気象

警報や注意報を農家以外の一般住民も入手することができ，

より身近で最新の情報をいち早く地域住民も利用できるよ

うになった。

農業情報提供システム

Webブラウザを利用するホームページ形式にてさまざ

まな農業情報を提供するシステムである。病害虫に関する

情報や病害虫の駆除方法などを農業協同組合（農協）など

と連携して農家に詳細に知らせることが可能となる。また，

市場ニュースとして野菜や果物などの取引状況を公開し，

農家の収穫時期の調整などにも役立つ情報を提供すること

が可能となった。

これらの情報はシステムに登録してある農家だけが照会

できるように，Web 上でログインする仕組みを設けてい

る。これは部外者が勝手に情報を入手できないようにロッ

クする機能である。

農業情報整備による農村イメージを図４に示す。

農業情報整備においても，富士電機では 章で紹介する

北海道西興部（にしおこっぺ）村の事例のように高速ネッ

トワーク構築に取り組み始めている。

（2）

（1）
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図２　農村情報化事業のシステム構成
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地域情報化の先進的事例「北海道西興部村の

事例」

北海道西興部村は NHKテレビで紹介されたことをはじ

めとし，最近では日本工業新聞社の 2002 年度の「電子自

治体大賞」特別賞を受賞するほどの先進的な自治体である。

この村は人口 1,300 人あまりでテレビ，ラジオの難視聴地

域であった。1989 年に全戸に同軸ケーブルでの CATVを

敷設し，設備の老朽化に伴い伝送路をすべてディジタル式

の光ケーブルに置き換える全光化通信システム（FTTH：

Fiber To The Home）の採用に踏み切った。1999 年度に

農林水産省の「田園マルチメディアモデル整備事業」に採

択され，1999 年度から 4 年にわたる事業として FTTHを

実現した。各家庭では地上波，BS（Broadcasting Satel-

lite）波，CS（Communications Satellite）波と自主放送

システムを含めて 32チャネルのサービスを受けられる

（図５）。また，先に紹介した農業情報コンテンツとして農

業気象情報，牛舎遠隔監視，家畜台帳データベース，農業

経営支援システムなどを盛り込んでいる。さらに自主放送

番組に限って VODを導入しており，家庭からのリクエス

トに応えてビデオ放送ができるシステムを構築している。

この事業により村内全戸の家庭がイントラネットで接続

されたことになる。この結果，各家庭では電話，テレビ，

インターネットなどが 1 本の光ケーブルで利用できるよう

になった。村民同士の電話，いわゆる市内電話は内線電話

として料金がかからずに利用できるようになった。

富士電機では，今までに西興部村役場内の庁内 LANシ

ステムの構築，グループウェアの構築，時間外・休暇申請

システムの構築を行っており，今回の事業でも自主放送局

のスタジオ設備（図６）や放送受配信システム（アンテナ

設備，ヘッドエンド設備），議会中継システムを納入して

いる。

西興部村には 2002 年 4 月から FTTHでの運用を開始し

ており，全国から視察に訪れる自治体が後を絶たない状況

である。

あとがき

今回紹介した地域情報化においては主にインフラ整備に

関する事業が主体となっている。これからは，この高速

ネットワークを地域で役立てるための情報基盤と位置づけ

るためにも有効利用できるアプリケーションが求められて

いくものと考えられる。富士電機としてもさまざまな形で

積極的に地域住民に役に立ち，そして喜ばれるシステムを

開発し，提供していく。

今後も電子自治体パッケージと地域情報化システムをう

まく融合させた自治体総合ソリューションを展開していく

所存である。
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図６　西興部村のスタジオ設備
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まえがき

昨今，農業を取り巻く情勢は大きく変化している。牛海

綿状脳症（BSE）の発生から度重なる食品不正表示の発覚，

国内での無登録農薬の使用など，食品の安全性を揺るがす

問題は後を絶たない。また，業界が従来から抱える課題と

して，労働力不足などの生産構造の脆弱（ぜいじゃく）化，

国内産地間競合に加えた輸入野菜の増加，不安定な需給バ

ランスなどが挙げられる。これらの課題についても画期的

な解決策が見いだせない状況下で，農業には生産・流通・

消費にわたるさまざまな面からの変革が求められている。

富士電機では農業分野向け，主に農業協同組合（JA：

Japan Agricultural co-operatives）を対象とした農業分野

向け情報システム群 eアグリ商品を近江度量衡（株）と共同

で開発し，各種課題解決に取り組んでいる。また，開発に

あたって松本ハイランド農業協同組合からノウハウおよび

フィールドテスト環境の提供など，多大な協力を受けた。

JAの現状

２.１ JA

JAは広域合併を進めており，2002 年 12 月 1 日現在，

1,031 組合が存在している。1950 年 3 月時点では，1 万

3,314 組合が存在したことから比べると，10 分の 1 以下に

減少している。その背景には，組合員や農村地域などの環

境変化に対応した面もあるが，財務基盤の充実と経営管理

機能の強化が主眼としてあった。

産地に目を向けてみると組織のスリム化，JA 担当者の

配置転換などから生産者とのコミュニケーションが難しく

なっているという課題が生じている。この状況下で，JA

は生産者との関係を維持・強化するため営農事業に重点を

シフトしている。JA 内で営農事業に携わる職員を営農指

導員と称し，その業務内容は，農業技術指導や経営相談，

農産物の販売などが主となるが，加えて新興品種や先端技

術の導入企画，出荷市場・販売先のマーケティングなどの

業務も含まれる場合があり，広範囲にわたっている。生産

者とコミュニケーションをとる営農指導員は JAと生産者

のパイプ役として期待され，さらなる指導の充実が求めら

れている。一方で組織のスリム化などの効率も同時に要求

されているが，営農指導の現場は紙の台帳や独立した小シ

ステムによる情報管理がほとんどである。

２.２ 営農指導の充実

営農指導員は産地の品質向上のため個々の生産者の品質

を管理し，対応策を講じている。農産物の品質に影響する

代表的な要素には，環境要因・品種生態・作型がある。各

要素について野菜を例に概略を説明する。

一つ目の環境要因は光環境，温度環境，土壌環境に細分

化され，光・温度環境については産地の地理的条件と気象

条件によってほぼ決定づけられる。土壌環境は適度な耕う

ん，有機物の使用などによって変化し生育を向上させるこ

とができる。

二つ目の要素である品種生態については，農産物は同じ

種類でもその品種によって環境条件に対する反応や，病害

虫に対する抵抗性に違いがある。生産する時期，産地の自

然条件に適した品種を使い分けることで，安定的な生産や

同一の場所での周年生産が可能になる。

三つ目の要素の作型とは，品種選定・環境調節および栽

培管理技術の組合せによって，経済的に成り立つ栽培の体

系を指す。代表的な作型としては，ハウスを利用して収穫

時期を調整するハウス抑制栽培，夏でも涼しい土地を利用

して平たん地の普通栽培（露地栽培）より遅く栽培する高

冷地抑制栽培などがある。

総じて，気象・土壌・品種・作型これに栽培管理技術と

環境調節技術を加えた項目の管理で一定の品質を確保する

ことができるといえる。

営農指導においては，品質に悪影響を及ぼしている主要

因を上述の項目や複数項目の組合せから分析し，改善策を

講じ，生産者に指導する。しかしながら，これらのデータ

は分散して管理されているため個々の生産者に合わせたき

め細やかな指導は難しい状況にある。
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商品化事例

農業分野向け情報システムの商品化にあたり，各課題別

にシステムを構築した。営農指導の充実を目的とした「営

農指導支援システム」，農薬の安全使用と営農指導員の業

務支援を目的とした「病害虫防除支援システム」，また，

営農指導支援システムを基盤とした「販売支援システム」

により農産物の戦略的な物流・販売を支援する。これらの

システムで管理する情報を安全性確保の用途に活用した

「トレーサビリティシステム」がある。

以上，4システムについての事例を紹介する。

３.１ 営農指導支援システム

品質影響データが紙または別々のシステムで管理され，

散在している状況下では相互に影響しあう品質影響要因に

ついて総合的な判断を下すことができない。紙の台帳を

データ化することを主眼としていた従来のデータベース

（DB）と比較して，本システムは品質の管理・向上を目的

とした営農的視点でのデータ管理を行う。このデータ管理

により，データベースは紙からの置換にとどまらず，分散

していたデータを比較・分析に適した形で提供し詳細な営

農指導を可能とした。個々の生産者の品質向上により，産

地全体の品質維持・向上の支援をする。

営農指導支援システムは，生産者の耕作する圃場（ほ

じょう：作物を栽培する田畑）単位に土壌・品種・作型の

情報を基本情報として持たせ，栽培管理情報として各作物

に合わせた作業項目を日数や回数などの形式で追加してい

く。途中発生した病害虫の情報を追加し，当年の出荷等階

級をもって品質情報とする（図１）。農産物の質を表す等

級と主に大きさを表す階級情報で，品質が高く，マーケッ

トニーズにマッチした農産物であるかの判断が可能となる。

個々の生産者の等階級データから品質の変動を読み取り，

栽培管理情報から変動原因を分析した後改善を指導する。

具体的には，品種や作型の変更，病害虫防除の徹底，作付

時期の変更など，生産者一人一人の状況に合わせたきめ細

やかな営農指導を実現する。また，等階級データは近江度

量衡（株）の自動選別システムと連携することで，特別な入

力操作なしに取得できるようになった。

従来のシステムは生産者自身や特定の職員がデータを入

力する必要があったが，営農指導支援システムはデータ収

集に特徴を持たせ，モバイルと連携することを可能とした。

栽培管理情報を入力する営農指導員は，業務時間の多くを

技術指導のための圃場巡回にあてている。屋外での作業が

多い営農指導員がモバイル端末を利用して圃場を目の前に

状況を入力していく（図２）。情報入力要員の確保が困難

な JAにおいては，モバイルによる台帳整備は非常に有効

である。

生産者への個別指導のほかに，産地全体の傾向分析をし

た例をあげる。図３は，すいかを対象とした 2 作型の出荷

等級率グラフである。すいかの商品価値を決定づける「糖

度」「着色」に加えて「出荷までの日数」の三つの視点か

ら改良型と慣行型の 2 作型を比較している。品質は A，B，

Cの順に低くなる。これらの分析結果から総合的に改良型

の作型は，出荷までの日数が短く，糖度も高い。着色は慣

行とほとんど差異はないが，期間を通して品質の高い A

品が多く作られていることが読み取れる。これまで，人手

の判断にて比較されてきた 2 作型についての優劣がデータ

によって裏付けられた。

この分析結果は，単に作型による品質比較にとどまらず，

時期別の糖度，生産から出荷までの期間などを読み取るこ

とができる。例えば，特に高い糖度を求める販売先に対し

ては， 7 月下旬からの出荷に重点を置き，階級の低い小さ

い形状を好む販売先には 6 月下旬からの出荷が可能である

といった販売戦略立案が可能になる。品質傾向データを使

用して時期に応じた販売先との交渉が可能になったことは，

農業分野では画期的な事例といえる。

３.２ 病害虫防除支援システム

農作物を病虫害から予防する，あるいはこれを駆除する

ことを目的とした指導に防除指導がある。防除指導もまた

営農指導の重要な業務である。消費者の安全指向が高まる

中，農薬の適正使用は産地の存続を左右するまでに重きが

置かれつつある。
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図１　営農指導支援システムのイメージ 図２　営農指導支援システム モバイル画面例
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一方，防除の手段・方法は複雑化し，農薬は開発による

新規登録・登録抹消が繰り返され管理が困難になっている。

常時最新の登録情報を営農現場に提供できる情報システム

が必要とされている。

病害虫防除支援システムでは，農薬情報を指導現場での

活用が容易な形で管理し，提供することを可能とした。

本システムでは，はじめに最新の登録情報を既存の農薬

データベースからダウンロードし，病害虫防除支援システ

ムに取り入れる。その後，主な防除指導の現場となる屋外

での利用に適したモバイル端末に情報をダウンロードする

（図４）。モバイル端末の機能は農薬検索，詳細情報表示，

使用量計算，混合適否表示から成る。

農薬検索については，適用病害虫別の検索，カテゴリー

別検索，制限使用回数からの検索，使用時期による検索，

の 4パターンを提供している。この検索機能により発生し

ている病害虫の防除，駆除に効果のある農薬を即座に探し

あてることができる。検索結果から使用上の注意事項や，

散布量・希釈率や適正使用時期などの詳細情報を提供する。

使用量計算機能により，希釈率情報と散布容器の体積から

散布量を計算する。検索から詳細情報を確認し使用量を計

算する一連の流れは，防除指導現場の業務に即して設計さ

れており，効率的な指導に貢献している。実際に農薬を使

用する場面では，複数の農薬を混合して使用することが多

く見られる。混合する農薬それぞれの特性から混合使用の

可否（混合適否情報）が決定する。本システムはこの組合

せをデータ化し提供している。混合適否情報は農薬の種類

が増加するほど，人による管理が困難となるためシステム

化のメリットは大きい。

以上の機能を効果的に組み合わせることにより，過剰散

布の防止，特定成分に偏った農薬使用の回避など，農産物

生産の安全性向上に寄与している。

３.３ 販売支援システム

一般的な工業製品では市場のニーズに合わせた生産方式

（プル型）により，過剰供給による価格低下の防止，経営

を圧迫する不良在庫を持たないといった努力が続けられて

きた。

一方で，農産物の生産量は，天候や病害虫の発生など突

発的な要因により左右されることが多い。またマーケット

ニーズも季節感や流行など消費者の嗜好（しこう）に大き

く影響を受ける。生産管理とニーズ把握の双方が困難であ

ることから農産物のプル型の生産は解決困難な課題であっ

た。

本システムでは，まず生産管理に着目し，いち早くより

正確な生産量を把握することを目標として設定した。

営農指導支援システムのデータベースに登録された圃場

は，観測ポイントとなる月日と面積の情報を持つ。観測ポ

イントとは，「苗を植える」「交配させる」など生産日数や

品質を決定づける作業の日を指す。

品種・標高・作型など複数の異なる要素の組合せによっ

て分類し，それぞれの分類に割り当てられた指数を面積に

乗じて収穫量を予測する。また収穫の時期については，観

測ポイントとなる日を起点に各要素別に収穫日数パラメー

タを与える。パラメータは気象データなどを考慮した数値

を入力する。得られた日別の収穫予測量をグラフ化した画

面が図５である。

この予測値は，気象条件などの外乱要因を考慮しながら

パラメータ値を設定できるため，常に最新の条件に合わせ

せた予測値を得ることができる。また，年間予定からの差

異を確認しながら，販売先に対していち早く出荷予定量を
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図４　病害虫防除支援システム構成
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報告することを可能とした。

これまでの生産主導（プッシュ型）から，シミュレー

ションに基づく生産予測量をもって販売先との交渉する形

態に変わることで，プル型の販売へと一歩前進したといえ

る。今後は，過去数年間の販売データによる傾向分析・要

因分析で需要予測を実現し，生産計画の反映することで，

さらに需要に合わせた生産をサポートするシステムを目標

としたい。

３.４ トレーサビリティシステム

トレーサビリティとは，食品の生産，加工，流通などの

各段階で原材料の出所や食品の製造元，販売先の記録を記

帳・保管し，食品とその情報とを追跡できるようにするも

のである。トレーサビリティにより「食卓から農場まで」

の過程を明らかにすることで，食品の安全性や品質，表示

に対する消費者の信頼確保に資する。食品の安全性が重視

されるようになった昨今，各社からさまざまなトレーサビ

リティ情報システムが提案されているが，いずれのシステ

ムにおいても生産段階での履歴収集が課題となっている。

消費者が履歴を参照する手段として，インターネットな

どを介したデータ検索の方式が多く推奨されている。しか

し検索には生産履歴をデータベース化する必要があり，こ

の新たな業務が生産者あるいは JAを含めた生産者団体に

大きな負担となる。生産履歴は個人ごとに記帳の方式が異

なることが多く，高齢化が進む農業生産者においてはその

多くが紙に記帳する形で履歴を蓄積しているのが現状であ

る。異なる形式で管理された紙の情報をどのようにデータ

化するかが，トレーサビリティ最大の鍵となっている。

生産履歴のデータ化が困難な原因として，トレーサビリ

ティのために生産履歴を整備することが，生産者のメリッ

トにならないという見解がある。2002 年 8 月の農林漁業

金融公庫の調査によると，生産履歴の明記された商品に対

して，1 ～ 2 割高までなら購入すると答えた消費者は

53 ％にも上った。トレーサビリティは販売価格を押し上

げ，生産者に利益をもたらすように思われるが，デフレー

ションの進む状況下で日々の食品購入費を 2 ～ 3 割押し上

げられるかといえば，はなはだ疑問である。また，偽造表

示が大きな問題として取り上げられる中で生産履歴の信頼

性を保証することは，多くの生産者を抱える広域 JAほど

困難になる。

本稿で提案するシステムでは，営農指導支援システムの

データを活用することでトレーサビリティデータの入力を

代行する。

生産履歴の用途を営農指導に設定することで，履歴は翌

年以降，品質向上の営農指導に活用されるという別の面か

らのメリットを提供できる。図６に，営農指導支援システ

ムから，生産履歴情報を追跡したシステムの画面例を示す。

農産物にコードを印字したラベルをはり付けておくことに

より，出荷後に販売先・消費者から問合せがあった場合に

も，システムから画面例のような生産履歴情報を出力し，

対応できるようにしている。

あとがき

松本ハイランド農業協同組合，近江度量衡（株）のご協力

により，画期的な営農指導支援システムを製作することが

できた。今後は，物流・マーケティングとの連携など富士

電機の情報システム技術を生かし，全般的な農業向けソ

リューションに発展させる所存である。関係各位の温かい

ご指導をお願いする次第である。
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図５　収穫予測量グラフ 図６　トレーサビリティシステム画面例
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顧客の TCO（Total Cost of Ownership）最小化をもと

にした事業拡大を目指し，富士電機は LONWORKS
〈注1〉

知的分

散制御ネットワーク（LONWORKSネットワーク）を採用

した真のオープン制御ネットワークシステムの提供と普

及・適用拡大に向けてスタートを切った。LONWORKS

ネットワークは米国エシェロンコーポレーション（エシェ

ロン社）が開発し，現在，米国のビル管理市場で競合の

BACnetに大きく水をあけてデファクトスタンダードの制

御ネットワークとしての地位を築いている。また，イタリ

アにおいては約 3,000 万の需要家を持つ電力会社で電力量

自動検針とホームオートメーション応用を目的とした適

用・実証実験が進んでおり，2002 年末段階で約 100 万家

庭/月のペースで LONWORKS 対応電力量計の設置を続け

ており，その他産業分野も含めて世界的に適用が広がって

いる。

「真のオープンネットワークシステム」では，オープン

な規約の下に，統合化されたサポートツールを含めて制御

システム全体がシームレスに接続され，マルチベンダー環

境により，①顧客やインテグレーターの自由度拡大，②競

争原理による価格低下，③システムの透過性向上（ホワイ

トボックス化）等々の便宜がもたらされる。

以下に LONWORKS技術の概要とシステムの構成例を紹

介する。

LONWORKS技術の概要

２.１ 特　徴

以下に LONWORKS技術の特徴を述べる（図１参照）。

２.１.１ 知的分散（ローカル連動）

LONWORKS対応機器はそれ自体がインテリジェント性

を持ち，プログラマブルコントローラ（PLC）などのマス

タコントローラなしで機器相互間のローカルな連動制御を

実現できる。これにより，従来の制御ネットワークシステ

ムと比較して以下の長所が生まれる。

システムコスト低減

共通部なしによるシステム信頼性向上

監視・制御装置の簡素化（例：Webブラウザ利用）

性能のボトルネック解消

システムの部分停止でシステムの拡張可能

２.１.２ オープン標準

一般にネットワークシステムのオープン性は，オープン

かつ厳密な規約の下に保証される通信レベルでの接続性と，

より上位のアプリケーション機能レベルの相互運用性（イ

ンターオペラビリティ）で確保される。これら二つの面で，

LONWORKS技術のオープン性は以下の標準仕様で確保さ

れる。

LonTalkプロトコル

エシェロン社が開発した国際標準通信プロトコル（AN

SI/EIA 709.1 標準）の通称で，通信レベルでの接続性を

確保する。その処理はエシェロン社が設計した MCU

（Micro-Controller Unit：機能集約型マイクロプロセッサ）
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図１　LONWORKS技術の特徴

〈注１〉LONWORKS：米国エシェロン社の登録商標
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のニューロンチップもしくはスマートトランシーバとその

組込み通信ファームウェアで実行されるため，異なるベン

ダーの機器間でも通信プロトコルレベルで高い接続性が確

保される。特に，マルチベンダーネットワーク特有のプロ

トコル処理のミスマッチによる切分けが難しい障害はこの

レベルではほとんど発生しない。

LONMARK
〈注2〉

ガイドライン

LONWORKSネットワークの標準化を進めている LON

MARKインターオペラビリティ協会が制定している標準

仕様である。その仕様は前記 LonTalkプロトコルを含み，

LONWORKSネットワーク対応機器（LONWORKS対応機器）

相互や設計ツールレベルまでの相互運用性を保証する。詳

細は 章を参照いただきたい。

ISO-OSI（Open System Interconnection）参照モデル

と上記標準仕様およびMCUとの関係を図２に示す。

２.１.３ マルチベンダー

現在までに空調，照明などのビル管理用機器をはじめと

して世界各国の機器ベンダーから 2003 年 3 月時点で 2,000

万台以上の LONWORKS対応機器が出荷されており，対応

機器ベンダー数は 5,000 社以上，対応機器数は 16,000 種以

上にのぼり，インテグレーターも多数存在する。マルチベ

ンダー環境では，競争原理により価格が低下する以外に，

特定のベンダーが機器供給をやめた場合でも同等の機能を

有する機器の入手が容易である。

２.１.４ シームレスネットワーク

ベンダー間のゲートウェイが不要

従来の制御ネットワークシステムでは，空調，照明，電

力監視，セキュリティ管理などの設備ごとにベンダー固有

の閉鎖的なネットワークシステムが組まれている場合が普

通であり，設備間を統合した，より高度な協調型システム

を構築するにはそれぞれのネットワークシステムを上位の

ネットワークにゲートウェイ相当機能を介して接続する形

態が一般的である。この場合，ゲートウェイ相当装置自体

のコストのみならずその装置内部の煩雑な設定作業が加わ

り，不要なシステムコストの増大およびシステム拡張の煩

雑さを招いていた。また，個々のネットワークシステムで

は通常ベンダーごとのサポートツールが必要となり，これ

も隠れたコスト増大要因となる。

LONWORKSネットワークではマルチベンダー環境でも

ベンダーや設備間のゲートウェイは不要で，サポートツー

ルも後述の LonMaker
〈注 3〉

Integration Tool（LonMaker）１

種類で対応可能である。特に，各設備が統合された大規模

なシステムを構築する場合に大幅なコスト削減が実現でき

る。

IPネットワーク統合

エシェロン社提供の IPネットワーク接続機器（i.LON

ファミリー）を使用すれば，インターネットやイントラ

ネット，社内 LANなどの IPネットワークを統合した

シームレスなネットワークの構築が可能である。この場合

でもサポートツールは LonMakerで対応可能である。ま

た，IPネットワーク統合でWebブラウザを利用した安価

な監視・制御システムの構築も可能である。

２.１.５ 大規模

ルータによる拡張で一つの LONWORKSネットワークに

最大 3万台以上の機器を接続できる。

２.１.６ 柔　軟

LONWORKSネットワークではツイストペア線，電力線

（電灯線）などの多様な通信媒体を選択可能である。ツイ

ストペア線および電力線で機器接続を行う場合，回線のト

ポロジーもフリー（特別な装置なしで分岐が自由）であり，

回線の総延長短縮によるコスト削減が可能であるほか，

ネットワークの拡張が容易である。特に，電力線を利用す

れば，既設施設に対して大幅な回線敷設工事を行わずに制

御ネットワークの導入が可能である。表１に LONWORKS

ネットワークで使用可能な通信媒体とその諸元を示す。

２.２ LONWORKSネットワークの設計から保守まで

LONWORKSネットワークの設計・実装・試験・保守は

LONMARK適合機器を集めれば 1 台のサポートツールで行

える。その代表例はエシェロン社製 LonMakerである。

LonMakerでのネットワーク設計はオブジェクト指向ベー

スで，パソコン画面上で個々の機器に内蔵されたライト，

スイッチといった現実世界レベルのオブジェクト（機能ブ

ロック）を表す図形（シェイプ）をはり付けて，その機能

ブロック間を結線する形で行われる。なお，機能ブロック

の概念は IEC61131-3 標準の機能ブロックに類似したもの

である。図３に LonMaker 上での機能ブロック結線の例

を示す。

その他の LONWORKSネットワーク上での設計から保守

までの特徴を以下に述べる。

不具合箇所の特定が容易

LONWORKSネットワーク上はオブジェクト指向の明確

なインタフェース（結線）となる。各結線上のデータは

LonMakerにてリアルタイムに値を監視できるため，マル
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図２　LONWORKS技術のオープン基盤相互の関係

〈注２〉LONMARK：LONMARKインターオペラビリティ協会の登録

商標

〈注３〉LonMaker：米国エシェロン社の製品名
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チベンダーシステムにおいても個々のベンダーのサポート

がなくとも不具合箇所の特定が容易である。また，ニュー

ロンチップや機器組込みの試験機能を利用して，Lon

Makerにて各機器から通信エラーなどの情報や状態情報

の収集が可能である。

さらに，エシェロン社や他のベンダーが提供しているパ

ソコンベースの通信プロトコルアナライザを使用すれば，

通信パケットの時系列記録や回線の負荷測定などが可能で

あり，さらに不具合箇所の特定が容易になる。

ルータ設定透過

LonMaker を使用すれば IPネットワーク統合時を含め

て，オブジェクト間の結線ではルータを意識する必要がな

い。煩雑なルート制御用の設定はすべて LonMakerが自

動的に生成してルータに設定する。

また，ルータでは不要な通信パケットは通過させないた

め，ネットワーク全体をルータで複数のセグメントに区切

ることでセグメントごとの通信負荷を抑えることができる。

事前設計

一般に LONWORKS対応機器では LONMARK標準で規定

されたフォーマットに従ってそのインタフェースを定義し

た XIF（ジフ）ファイルが提供される。各機器の XIF

ファイルを集めれば，機器を入手する前でも LonMaker

でネットワーク設計が行える。なお，LONMARK適合機器

では XIFファイルの提供は必須である。

リモートでの設計・試験・保守

LonMakerでは，（必要に応じてクライアントパソコン

などを用いて，）IPネットワークを含めてネットワーク上

の任意の場所からネットワークの設計・試験・保守が可能

である。

LONMARKインターオペラビリティ協会

LONMARKインターオペラビリティ協会（LONMARK協

会： LONMARK Interoperability Association）は LON

WORKS技術の標準化や普及促進を推進する非営利団体で

ある。その標準化活動では OSI 参照モデルの 7 層すべて

を標準化の対象としている。第 1層（物理層）ではツイス

トペア線や電力線などの各通信媒体や用途ごとのトラン

シーバ規定がなされ，第 7層（アプリケーション層）では

以下のような規定を制定している。

標準機能プロファイル

各種オブジェクト（機能ブロック）のひな型（SFP：

Standard Functional Profile，図４参照）。現在までに約

60 種類の標準機能プロファイルが制定されている。SFP

の概要を表２に示す。

標準ネットワーク変数タイプ

機能ブロック間の結線で受け渡すデータの型（SNVT：

Standard Network Variable Type）

標準構成プロパティタイプ

機器や機能ブロック，ネットワーク変数などの設定デー

タの型（SCPT：Standard Configuration Property Type）

その他，マルチベンダー環境で相互運用性を確保する

うえで機器の具備すべき機能

LONMARK協会では現在も分野ごとのタスクグループに

分かれて新たなオブジェクトの制定を進めているほか，

LONWORKS対応機器の LONMARK標準適合認証も行って

いる。

LONMARK標準適合機器はここ数年全世界で毎年約 50

機器ずつ増加しており，2003 年 1 月現在で総数も 400 機

器を超えている。一方，国内では LONWORKS技術自体を

オープンなマルチベンダー対応ととらえるよりは自社シス

テム内のクローズドなネットワークの一つ，もしくは

PLCの単なる I/O 機器ととらえる傾向が強く，LONMARK

適合機器はまだ 2 種類と少ない。
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図３　機能ブロック結線の例（LonMaker 画面）

表１　LONWORKSネットワークの通信媒体とその緒元 

用　途 

機器接続 

〈注〉パケットレートは最大値。定常的には最大値の80％以下での使用を推奨。 

バックボーン 
　　　　接続 

媒　体 

ツイストペア 

トランシーバ トポロジー 

FTT-10A 
FT31xx

フリー/バス 

フリー/バス 

フリー 

バス 

ツイストペア 

電力線 

ツイストペア 

IPネットワーク 

LPT-11

PLT-22 
PL31xx

XF-1250

総延長 

500m/2.7km

500m/2.2km

特性に依存 

2.7km

ビットレート 

78kビット/秒 

78kビット/秒 

5kビット/秒 

1.25Mビット/秒 

パケットレート 

180パケット/秒 

180パケット/秒 

20パケット/秒 

933パケット/秒 

備　考 

最も代表的な 
LONWORKS回線 

回線からDC42.4V供給 

ルータで接続 

i.LONで接続 
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富士電機の取組み

富士電機は近年の顧客のオープン化指向を受け，LON

WORKS技術の普及促進を含めて社内外で各種活動を推進

している。主な活動内容を以下に説明する。

４.１ OSA契約

富士電機は産業・公共分野の施設管理市場に対してオー

プンなトータル（丸ごと）ソリューション〔参考文献

参照〕を提供しており，LONWORKS 技術をこのネット

ワーク基盤とすべく，2002 年 4 月にエシェロン社と OSA

（Open System Alliance）契約を締結した。OSA契約は単

に富士電機自体がエシェロン社の販売代理店や LON

WORKSインテグレーター（LI）として認定されるだけで

はなく，下記を包含する包括的な契約である。

エシェロン社製 LONWORKS製品の販売権とサポート

義務

LIの認定権

LONWORKS技術の普及促進義務

マスターロゴ使用権

また，OSA契約とは別に以下の権利も得ている。

公認トレーニングセンター（ATC）開設権

富士電機は上記権利をもとにした LIおよび機器ベン

ダーとのパートナー制度により，各種便宜をパートナー企

業に提供しているほか，個別契約にて広くパートナー以外

にも技術サービスなどを提供している。

４.２ LONMARK協会加入

真にオープンかつ健全な LONWORKS技術の普及には，

LONWORKS対応機器やツールの相互運用性を確保するこ

と，すなわち LONMARK標準適合機器の増加が必要不可

欠である。富士電機は LONMARK協会の思想に賛同し，エ

シェロン社との OSA契約と同時にスポンサーメンバーと

して協会に加入し，協会の意思決定を行う評議会メンバー

の一員として活動している。2002 年 12 月には，横河電機

（株）（LONMARKスポンサー），（株）NTTデータ（LON

MARK国内認証センター，日本語Webサイト運営）およ

びエシェロン・ジャパン（株）とともに LONMARK日本

マーケティングタスクグループ（Japan Marketing Task

Group：JTaG）を発起して評議会の承認を受け，国内で

の健全な LONWORKS技術の普及促進とともに LONMARK

協会内での日本およびアジアのステータス向上に尽力して

いる。JTaGでは各種 LONMARK情報の邦訳と紹介を中心

に活動を開始しており，2002 年中に啓蒙（けいもう）セ

ミナーを 2 回開催するとともに LONMARK適合機器の適

用事例集（LONMARK Year Book 2001）の邦訳などを完

了している。2003 年はさらに範囲を広げて技術セミナー

開催や標準仕様（LONMARKガイドライン）の邦訳などを

含めて普及促進活動の幅を広げる予定である。

４.３ LONWORKS関連事業の推進

富士電機内部では LONWORKS関連活動は，電機システ

ムカンパニー内に設けられた LONWORKS専任プロジェク

ト（ロンワークスプロジェクト）が中心となっており，

その主な商品内容を表３に示す。

なお，2003 年 2 月現在で OSAマスターロゴライセン
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表２　LONMARK標準機能プロファイル（SFP）の概要 

分　類 

アクセス，侵入，監視 

VAV：Variable Air Volume

SFP数 

4 認識センサ，入退室機器など 

空調・換気（HVAC） 13
ファンコイルコントローラ，VAVコン 
トローラ，サーモスタットなど 

入出力 2 アナログ入力，アナログ出力 

エネルギー管理 1
ユーティリティ・データロガー・レジ 
スタ 

照　明 10
照明コントローラ，スイッチ，実時間 
キーパー，実時間スケジューラなど 

モータ制御 1 可変速モータドライブ 

センサ 9
照度，圧力，温度，相対湿度，人感， 
CO2，流量（空気）など 

冷　凍 3
冷凍ショーケース：霜取り，蒸気制御， 
　　　　　　　　　サーモスタット 

防火機器 9
火災・煙ダンパアクチュエータ，火災 
検知器（煙，温度，共通），火災警報 
機（聴覚，視覚，共通）など 

産　業 2 発電機，ブレーカ 

エレベータ，エスカ 
　　レータ，動く歩道 

6
位置・メッセージ表示器（エレベータ 
内），位置表示機（エレベータ外）， 
到着チャイム，音声通報器など 

概　要 

Output 
Network 
Variables

必須の出力 

必須の設定 

オプションの 
出力 

オプションの設定 

HVAC Temperature 
Sensor

Mandatory 
Network 
Variables

Mandatory 
Configuration Properties

no49 - MaxSend Time 
no52 - MinSend Time 
no64  -Temperature Send on Data 

Optional 
Configuration Properties
no70 - Temperature Offset

Optional 
Network 
Variables

Hardware 
Input

Input 
Network 
Varaibles

Hardware 
Output

nv1
nvoHVACTemp 
SNVT_temp_p

nv2
nvoFixPt Temp 
SNVT_temp

nv3
nvoFloatTemp 
SNVT_temp_f

HVAC：Heat Ventilation Air Conditioning

図４　LONMARKのオブジェクト表現の例（温度センサ）
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シーおよび LONMARKスポンサー資格をともに有する企

業は国内では富士電機が唯一であり，トレーニングセン

ターの充実度や産業分野ごとのシステムインテグレーショ

ン体制を含めてその LONWORKS事業体制は世界有数であ

る。

ロンワークスプロジェクトの提供する商品のうち，特筆

すべきものを以下に挙げる。

スマートトランシーバ

エシェロン社製のトランシーバ内蔵MCUである。従来

のニューロンチップ比で耐ノイズ性を 10 倍以上向上して

いる。ツイストペア回線用（FT31xx）はすでに出荷中で，

2003 年半ばに電力線搬送用（PL31xx）を出荷開始予定で

ある。図５にスマートトランシーバ（FT3120）とツイス

トペア回線接続用のトランス（FT-X1）の外観を示す。

LonPoint

エシェロン社製の汎用機器の総称である。ツイストペア

回線対応の汎用 I/O（AI，AO，DI，DO），およびルータ，

スケジューラ，データロガーがある。図６に LonPointの

（2）

（1）

302（56）
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表３　ロンワークスプロジェクトの商品内容 

分　類 

エシェロン 
製品販売 

機器 
組込み 
用 

ハード 
ウェア 

ファーム 
ウェア 

＊Windows：米国Microsoft Corp.の登録商標 

ニューロンチップ：通信機能内蔵MCU 
スマートトランシーバ： 
　　　同上（新型，トランシーバ内蔵） 
トランシーバ，トランス： 
　　　　　ツイストペア，電力線用など 

公認トレーニング（ATC） 
 
™エシェロン社公認コースを 
　ほぼ包含 
™公認トレーナー8人の充実 
　した体制 

150：オープンネットワーク入門 
　　　（2日間） 

技術サポート 
機器組込みからシステムインテグレー 
ションまで個別に支援 

ネットワーク・機器設計・開発 
サービス 

既存機器のLONWORKSネットワーク接 
続用アダプタ設計・開発をはじめとする 
機器開発やネットワーク設計サービスを 
個別に実施 

201：ネットワーク設計（3日間） 

301：LonMaker for Windows* 

　　　（2日間） 

303：インターネットコネクティビ 
　　　ティ（2日間） 

310：i.LON 100（2日間，7月開講 
　　　予定） 

401：組込みデバイス開発（4日間） 

601：ネットワークツール開発 
　　　（4日間） 

機器 
開発用 

機器本体 

測定装置 

ハード 
ウェア 

NodeBuilder：機器ファームウェア開 
　　　　　　　発・検証装置 

ソフト 
ウェア 

LonMaker：統合ネットワークツール 
LNS：ネットワーク管理ソフトウェア 
LNS DDEサーバ：上位ソフトウェア 
　　　　　　　　　接続用 
LMPA：LonTalk通信プロトコルアナ 
　　　　ライザ 

LonPoint：汎用I/O（LONMARK適合）， 
　　　　　　ルータなど 
i.LONファミリー：IPルータ，アダプタ， 
　　　　　　　　　Webサーバ 

PLCA：電力線通信アナライザ 

ShortStack，MIP：汎用CPU接続用 

商品：説明 

スマートトランシーバ：FT3120 
トランスフォーマ：FT-X1

図５　スマートトランシーバとトランスの外観

図６　LonPoint の外観

図７　LonPoint デバイスプラグイン（モード変換）の例

RS-485
RS-232 LonTalk

リレー 
出力 コンソール 

LonTalk 
LED

リセット 
スイッチ 

I/O 
ステータス 
LED

電源LED

＊Ethernet：米国Xerox Corp. の登録商標 

AC電源入力 
90～240VAC 
50/60Hz

パルス入力 RJ-11 
56K V.90 
アナログモデム 

サービス 
LED＆ 
スイッチ 

ディジタル 
入力 

10/100 
BaseT 
Ethernet*

Ethernet* 

LED

＋12VDC 
＜20mA

図８　i.LON 100の外観
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外観を示す。

LonPointの汎用 I/Oは LONMARK適合機器であり，単

なる入出力機能を具備するだけでなく，「知的分散」を実

現するうえで必須となる補助的な演算・変換機能を内蔵し

ている。また，LonMakerなどのツールで機器の設定・調

整をユーザーフレンドリーな画面で行えるデバイスプラグ

イン（図７参照）も提供されており，非常に小回りの効く

模範的な汎用 I/Oである。

i.LON 100

エシェロン社製の多機能・廉価版 IPネットワーク統合

機器で，一般家庭やコンビニエンスストア店舗規模の応用

に最適である。LonTalkネットワークの IPネットワーク

へのアダプタ機能以外に Webサーバの機能を有し，IP

ネットワークを介して上位システムからはWebブラウザ

で監視・制御が可能である。また，SOAP/XML標準イン

タフェースによるデータアクセスも可能である。

i.LON 100は IPネットワーク統合以外にスケジューリ

ング，データロギング，アラーム検出・通知（電子メール）

機能を有するほか，DI，DO，パルス入力各 2点の I/O 機

能も内蔵しており，LonPoint 同様，非常に小回りの効く

機器である。また，LonTalk 回線側はフリートポロジー

のツイストペア回線以外に電力線にも対応している。図８

に i.LON 100の外観，図９に i.LON 100を使用した IPネッ

トワーク統合の例を示す。

エシェロン社公認トレーニング（ATC）

2003 年 2 月現在 8人の公認トレーナーを有し，質・量

ともに世界最高・最大級のトレーニング体制である。2003

年 7 月上旬に上記 i.LON 100のトレーニングコースを開講

予定である。

あとがき

LONWORKSプロジェクト発足以来，国内外，官庁・産

業界・文教，またその分野を問わず各方面から多くの引合

い・商談をいただいている。また，システム要件として

LONWORKSネットワークを標準指定する大手顧客も増え

ている。富士電機は今後も LONWORKS 技術および LON

MARK標準の普及促進と市場拡大に尽力し，LONWORKS

オープンネットワークを活用したより付加価値の高いソ

リューションおよび製品の開発を促進し，社会に役立てて

いく。その活動がオープンシステムの普及による社内外の

事業マインドの改革，ひいては長引く国内経済不況克服の

一助となれば幸いである。

参考文献

横田四郎，松浦由武．企業情報ソリューションの展望．富

士時報．vol.75, no.6, 2002, p.317-321.
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ブラウザベース 
監視・制御・ログ収集 
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図９　i.LON 100応用 IPネットワーク統合



福田　英治

ビル用電気設備のエンジニアリン

グ業務に従事。現在，電機システ

ムカンパニー電力システム本部エ

ネルギーソリューション事業部営

業技術部担当部長。

上村　　猛

可変速装置の開発および省エネル

ギー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電

力システム本部エネルギーソ

リューション事業部営業技術部担

当課長。
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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）で

採択された京都議定書の批准により，二酸化炭素（CO2）

の削減が現実の問題となった。そこで，CO2 抑制社会，循

環型社会の「新国家モデル」を目指し，エネルギー効率の

一層の向上のための制度改革・技術革新が加速されそうで

ある。その一環として表１のとおり，2003 年 4 月から

「エネルギー使用の合理化に関する法律」（省エネルギー

法）が再度改正・施行されることになっており，その中で

は特に，業務部門（大規模小売店舗，病院，浄水場，ホテ

ル，デパートなど）に対し，規制が強化され，また，

2,000m2 以上の特定建築物に対する省エネルギー措置が義

務づけられる予定である。このような背景から，自前の人

材・技術・ノウハウ・（資金
〈注〉

）がなくても省エネルギー対

策が推進できる ESCO（Energy Service Company）に対

する関心が高まってきた。

本稿では，富士電機が現在実施している ESCO事業に

ついて紹介する。

ESCO市場とその対象分野

２.１ ESCOの市場規模

1997 年に ESCO事業導入研究会が発足し，1 年間の市

場調査を通して市場規模を推定し，その規模を約 2 兆

5,000 億円とした。また，ESCO推進協議会ではその市場

規模を図１のように推測している。図１からも理解できる

が，年々市場は急拡大しているし，今後もその傾向が継続

するものと思われる。

富士電機のESCO事業への取組み

304（58）

福田　英治（ふくだ　えいじ） 上村　　猛（うえむら　たけし）

〈注〉（資金）：ESCO事業でも，ギャランティードセービング契約

の場合には施主が資金を用意する。

表１　省エネルギー法改正のポイント 

電力使用量/年 
（平均需要電力） 

™2003年4月実施 
™エネルギー管理指定工場の変更 

原油換算使用量/年 

第一種エネルギー管理指定工場 

1,200万kWh以上 
（約6,000～7,000kW） 

3,000kL以上 

目　標 
エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

あり 

義　務 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理者の選任・届出 
　ただし，民生業務部門については，通常の 
　エネルギー管理は従来どおりエネルギー管 
　理員が行い，中長期計画作成時のみエネル 
　ギー管理士の参画が必要となる。 
③定期報告の提出義務 
④中長期計画（3～5年）の提出義務 

罰則（罰金） 

約4,200工場 対象（想定） 

5業種 
（製造業，鉱業，電気供給業， 
ガス供給業，熱供給業） 

第二種エネルギー管理指定工場 

600万kWh以上 
（約3,000～4,000kW） 

1,500kL以上 

エネルギー消費原単位 
年平均1％以上低減 

勧告のみ（推測） 

①合理化の努力義務 
②エネルギー管理員の選任・届出 
③エネルギー管理員の定期受講義務 
④定期報告の提出義務 

備　考 

電気の指定工場 

熱の指定工場 

省エネルギーが不十分な場合 

（約6,000工場・事業所） 

左記以外 
（ビル，デパート，ホテル， 
学校，病院，官公庁など） 

対象業種を定めない。（使用量により決定される。） 

旧対象業種 
　　↓ 
新対象業種 
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その背景には省エネルギー法の強化・規制と他にグリー

ン調達という取引上の問題などから ISO14001の取得が急

増しているためであり，何らかの省エネルギー対策を実施

しなければならない状況になっているからである。特に，

専門技術者がいない業務部門（分野）では，ESCO事業者

の技術やノウハウを生かした ESCOを活用して，省エネ

ルギー対策を実施することになると思われる。

２.２ ESCOの対象分野

日本での ESCOの歴史は三重県庁舎から始まり，現在

は大阪府を中心とした自治体に広がりを見せている。自治

体でも財政事情により，その取組み方に温度差があるとい

える。米国が公的分野からスタートしたのと同じで，日本

でも図２のような「国の方針」により公的分野への率先導

入が決定された。これは公的分野が一般的に，あらゆるリ

スクが小さく，かつ民間企業に対し常に見本を見せる立場

にあるからであるといえる。

ESCOでのデータベースの活用

３.１ 現在あるデータやドキュメントの有効活用

ESCO事業では省エネルギー対策を実施し，どの程度の

エネルギー削減ができ，何％の削減保証ができるのかが重

要となる。また，削減率が大きい対策アイテムでも物理的

に対策が不可能な場合には，対策アイテムとして提案でき

ないということも考えられるので，ドキュメントやデータ

を十分に理解したうえで現地調査を実施することが重要で

ある。そのため，下記のデータ，ドキュメントを入手する

必要がある。

月単位の電気使用量とその料金（基本料金と従量料金

別）の過去 3年分

契約電力値

電気に関し，特別契約をしている場合にはその契約内

容

月単位の各燃料使用量とその料金の過去 3年分

月単位の水道使用量とその料金の過去 3年分

コージェネレーションを使用している場合には，その

発電量とその単価，発生熱量

建築図（設備の配置図も含む）

電気系統図

照明系統図

空調系統図

衛生・排水系統図

削減量や保証値を決定するためには，少なくとも上記は

必要となる。もし，入手ができない場合には，ヒヤリング，

現地調査，計測によりデータ，ドキュメントを作成する必

要がある。

３.２ ベースラインの決定

これを基準として削減量を評価するため，ベースライン

の決定はきわめて重要な作業となる。基本的には過去 3年

間の平均値をベースラインとすることが望ましいといえる。

過去 3年間のデータがない場合には，直近の過去 1年間の

データを使用するが，年ごとに変動要因が発生することが

考えられるので，大幅に変動した場合を想定して顧客との

何らかの合意が重要となる。実際のベースラインの決め方

については，下記の実例の中で述べることにする。

３.３ 検証の重要性

保証値を満足しているかどうか判断するためには，検証

方法や検証結果の「見せ方」が重要である。富士電機は

2000 年に石川県保健環境センターで初の ESCO事業を実

（11）

（10）

（9）

（8）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）
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急カーブで伸びるESCO事業 
2003年のESCO事業市場規模は450億円 
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図１　ESCO事業の市場規模

（経済財政諮問会議　2001年6月） 

産業構造・経済システムを環境共生型へ変換 
 

循環型社会，CO2抑制社会の「新国家モデル」を目指し， 
エネルギー効率の一層の向上のための制度改革・技術革新を加速 

具体策：新エネルギー，エネルギー効率の向上 
①新エネルギー・分散電源の開発・普及の強化 
②低公害車の普及・燃料電池自動車の早期実用化 
③公的機関における低公害車，太陽光発電などのグリーン調達促進 
④ESCO事業の公的分野への率先導入 
 

特に官庁・自治体のESCO事業が急拡大 

〈注〉ESCOの形態 
①米国方式：ギャランティードセイビングス契約で官庁・自治体を含む民
　生用ビルを主体に，省エネルギー改善にかかわる業務全般を対象として
　いる。 
②英国方式：コントラクトエネルギーマネジメント（CEM）で産業部門の
　コージェネレーションを主体に，エネルギー設備で発生する蒸気・電力
　などの供給と工場のエネルギー管理を対象としている。 
 

図２　ESCO事業を「骨太の方針」に反映
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施し，2 年間の検証業務を実施してきた。その検証結果を

図３のようなグラフで顧客に報告している。検証に必要な

データをどう採取するかについては，ESCO事業者の裁量

で決めることになるが，少なくとも改修工事を実施した部

分と既存データがない部分については，図４のエコモニタ

リングシステムを仕掛けることを提案する。

富士電機のESCO事業の取組みとその実績

４.１ 富士電機のESCO事業の狙い

図５のとおり，業務分野は今後，エネルギー消費が急増

すると予測されているため，補助金の額の伸びも大きく，

取得しやすくなっている。特に，政策的な省エネルギーと

いうことで，ESCOは補助金の対象となりやすいといわれ

ている。そこで，富士電機は自治体を含む業務分野に的を

絞りビジネスを展開中である。現状の課題としては，特に

自治体の ESCO事業に応募する企業が多く競争が激化し

ていること，資金の確保が難しいこと，ESCO総合保険に

よるリスク回避ができないことなどをあげることができる。

４.２ 富士電機グループ内のESCO推進体制と実績

富士電機の ESCO推進はグループ企業の協力の下に成

り立っているといえる。図６のような体制の中で各企業が
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図４　エネルギー監視システム（BEMS用）
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図３　節電効果検証
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　　　担）での取組みが多くなっている。 

図６　富士電機のESCO事業の取組み
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それぞれの持ち味を発揮している。実績については表２を

参照いただきたいが，富士電機・松本工場で実稼動してい

るコージェネレーションによる ESCOについては（株）エ

スエナジーサービスという特別目的会社（SPC）を設立し，

電気・熱供給料金で回収を図っている。

４.３ アライアンスによるさらなるグループ化

ESCO事業では電気設備・熱設備のほかに建物自体が省

エネルギー対策の対象となる。そのため，資金分担や役割

分担ができるメンバーを選別しグループに参加してもらう

ことが重要である。図７のように ESCO事業にはさまざ

まな技術・ノウハウが必要となるためである。

４.４ 人材の育成と活用

ESCO事業には広範囲な技術・ノウハウが要求されるた

め，人材確保が最重要課題といえる。また，現場調査での

視点や調査アイテム，データ・ドキュメント解析手法の標

準化により，経験の浅い技術者でも下記の作業ができるよ

うにすることも重要である。

省エネルギー対策アイテムの発見と削減量の推定

投資対効果の判断

説得力のある提案書の作成

説得力のあるプレゼンテーションの実施など

４.５ 省エネルギー対策アイテム

例えば，一般ビルでは図８に示すような対象が省エネル

ギー対策アイテムとして提案できるはずである。対象とな

る建築物によってはさらなる省エネルギー対策アイテムが

考えられるので，好奇心を持ってウォークスルーを実施す

ることが重要であると痛感している。

富士電機大阪ビルのESCO事業

たとえ自社ビルであっても，そのビルを使用している人

達の「利便性」や「快適性」を犠牲にしないで省エネル

ギーを推進することが重要である。そのために，「無駄」

と「余裕」の区別を明確にし，この事業では「無駄」を削

減するという考え方をデータで説明し，理解・了解しても

らうことが重要であった。当ビルは建設当時から「省エネ

ルギー」をテーマとして建設されたため，省エネルギー対

策アイテムを発見するのに相当苦労したので，その辺を踏

まえて，本ESCO事業の取組みについて紹介する。

５.１ 建物の概要

当ビルは大阪市福島区に在る事務所ビルであり，建物の

概要は以下のとおりである。

名称：富士電機大阪ビル

竣工（しゅんこう）： 1991 年 5 月

構造：鉄筋コンクリート造 地上 9階，塔屋 2階

延べ床面積： 7,509m2

５.２ ベースラインの設定

ベースラインとして過去 3年間のエネルギー使用実績の

平均値を求めた。ベースラインデータは表３に示すとおり

である。この数字が削減率の基本となるので，ESCO事業

では大変重要となるため，顧客と十分に打合せをし，決定

する必要がある。

５.３ ウォークスルー調査

ビルの省エネルギーの対象は，図８に示すとおりであり，

今回も図８を参考にウォークスルー調査を実施した。本ビ

ルでは熱源，電気設備が屋上に設置されているため，特に

屋上の調査に時間をかけた。また，食堂の空調設備がガス

使用であるため，無駄が発生していないかを調査した。こ

のウォークスルー調査と図９のエネルギー消費の分析から，

今回の対象を電気使用設備に絞った。

（4）

（3）

（2）

（1）
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表２　納入事例 

対象物件 契約形態 

石川県 
保健環境 
センター 

ギャラン 
ティード 
セービング 

ファン，ポンプ 
のインバータ化 
節電装置 
高効率トランス 

2000年 
4月 

総事業費 
（百万円） 

補助金 
の有無 

導入システム 
サービス 
開始年月 

無 20

富士電機 
松本工場 

シェアード 
セービング 

5MVA 
ガスタービン式 
コージェネレー 
ションシステム 

2002年 
6月 

有 1,000

大阪府民 
センター 

シェアード 
セービング 

ファン，ポンプ 
のインバータ化 
高効率照明 
外気量調節 
空調機プログラ 
ム運転 

2003年 
4月 

有 100

富士電機 
大阪ビル 

ギャラン 
ティード 
セービング 

インバータ化 
高効率照明 
窓ガラス断熱ペ 
イント 
など 

2003年 
4月 

有 42

ESCO事業 
（代表） 

資金 

リンク 
管理 

電気担当 

補助金 
申請 

熱担当 

建物 
担当 

建物 

設備 採算性 
評価 

ベース 
ライン 

保険 

契約 

建設役割 

設計役割 

事業役割 

図７　ESCO事業の役割分担
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F

AHU FCU

GHP

AHU FCU

GHP

AHUFCU

GHP

AHUFCU

GHP

建物中央部ライトコート 

™自然採光 

植栽 

™太陽輻射（ふくしゃ）熱対策 

冷却塔 

™水温によるバイパス弁比例 
　制御ファン発停制御 
™水質による強制ブロー 

ファンコイルユニット 

™室温による冷却水二方弁 
　比例制御 
™小ブロックゾーン制御 

ガスヒートポンプ 

™各階ペリメータゾーン対応 
　空調 
　（各階４台ブロック制御） 

エレベータ 

™インバータ・群管理運転の 
　採用 
™学習機能・知識ベース・ 
　ファジィ推論運行 

冷温水発生機・冷温水ポンプ 

™タイムスケジュール運転 
™台数制御 
™ポンプインバータ制御 
　（圧力一定制御） 
™蓄熱槽の蓄熱量演算による 
　冷温水発生機制御 
™ガスだき冷温水発生機の 
　採用 
　（電力ピークカット対応） 
™氷蓄熱の採用 

エアハンドリングユニット 

™給気温による冷却水二方弁 
　比例制御 
™還気湿度による加湿用二方 
　弁オンオフ 
™還気CO2濃度によるインバ 
　ータ多段制御 

照明 

™高効率インバータ照明 
™反射板取付け 
™小ブロック化点滅 
™節電装置化 

BEMS

™電力計測 
　（EcoPASSION） 
™熱計測 
　（EcoHIESSENCE） 
™エネルギー管理ソフト 
　ウェア 
　（EcoANALYST） 

窓ガラス 

™南側熱線反射ガラス 
™断熱ペイント化 

電気設備 

™電気使用量の集中管理 
™高効率変圧器 
™力率調整 

発電設備 

™コージェネレーションの採用 
™燃料電池の採用 

Hf

排煙ファン 

太陽光パネル 

冷凍機用冷却塔 各種 
給排気ファン 

（発電室） （電気室） （空調機械室） 

給排水 
R

冷温水発生機 

蓄熱槽 

冷温水 
ポンプ 

（断面） 

図８　建物における省エネルギーアイテム

表３　ベースラインデータ 

月度 

1999年度 

電気 
（kWh） 

都市ガス 
13A（m3） 

2000年度 

電気 
（kWh） 

都市ガス 
13A（m3） 

107,125 

126,645 

153,535 

166,021 

173,864 

163,322 

131,852 

107,741 

114,565 

118,662 

123,336 

121,601 

1,608,269

1,966 

1,166 

1,357 

2,404 

3,290 

3,809 

2,950 

1,344 

1,095 

2,146 

2,150 

2,799 

26,476

107,583 

118,231 

147,515 

171,728 

174,162 

152,784 

135,673 

110,467 

116,373 

124,989 

116,813 

123,182 

1,599,500

2,201 

1,131 

1,037 

2,133 

2,935 

3,441 

2,206 

1,435 

930 

1,832 

1,890 

1,771 

22,942

2001年度 

一次エネルギー換算（MJ） 

合計（MJ） 17,275,794

ベースラインデータ 

（換算係数）電気：10.25MJ/kWh 
　　　　　　都市ガス13A：46.0MJ/m3

電気 
（kWh） 

都市ガス 
13A（m3） 

108,781 

118,718 

142,934 

166,064 

159,071 

134,895 

129,815 

107,489 

115,471 

116,925 

114,730 

114,751 

1,529,644

1,802 

890 

1,238 

2,135 

3,085 

2,886 

1,785 

1,220 

1,150 

1,758 

1,767 

1,929 

21,645

3か年平均値 

電気 
（kWh） 

都市ガス 
13A（m3） 

107,830 

121,198 

147,995 

167,938 

169,032 

150,334 

132,447 

108,566 

115,470 

120,192 

118,293 

119,845 

1,579,138 

16,186,161

1,990 

1,062 

1,211 

2,224 

3,103 

3,379 

2,314 

1,333 

1,058 

1,912 

1,936 

2,166 

23,688 

1,089,633

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

2 

3 

年間 
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５.４ 省エネルギー対策と削減量の決定

使用エネルギーの分析から用途別エネルギー分布は図

のとおりであり，一般ビル特有の傾向である空調，照明が

主体であることを示している。

主な既備内容を下記する。

空調はビルマルチパッケージエアコンで全館の冷暖房

を行っている。

全熱交換機付き外調機を各階ごとに設置して外気処理

を行っている。

外調機用チラーには氷蓄熱システムが導入されている。

事務所階の窓は断熱ガラス化している。

ビル管理システムによる各階の動力，電灯電力量の計

測を行っている。

そこで今回は省エネルギー対策として，表４に示す内容

の対策を実施した。特に，高効率照明の採用と CO2セン

サによる外気導入量の最適化による削減量が大きかった。

また，計測されていなかった共通部や熱源部の動力，電灯

電力量，使用ガス流量，上水流量などを追加し，監視・制

御のレベルアップを図った。

５.５ 補助金の申請

2002 年度の BEMS（Building and Energy Manage-

ment System）の補助金申請が 9 月であり，本事業開始時

期と合ったため，上記のデータベース構築が BEMSであ

ることから，新エネルギー・産業技術総合開発機構

（NEDO）に「平成 14 年度 BEMS導入支援事業」の補助

金交付を申請し交付決定を得た。

補助率は BEMS工事費の 1/3であった。

あとがき

省エネルギーの分野でも政策転換が進んでいるといえる。

省エネルギーの起源は第一次オイルショック時であると思

われるが，その当時は熱管理が中心で，その後電気へと拡

大してきたといえる。分野別に見ると，産業分野の省エネ

ルギー対策は相当進んでいるが，業務分野の省エネルギー

は遅れていることから，この分野の省エネルギー対策とし

ての ESCOは今後も発展していくと思われる。

参考文献

福田英治ほか．省エネルギーソリューションと ESCO．富

士時報．vol.75, no.11, 2002, p.607-614.
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年間料金 
約3,600万円 
（消費税込み） 

水道 
11％ 

ガス 
5％ 

電気 
84％ 

図９　エネルギー比率（金額比）
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％
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図１０　用途別エネルギー分布

表４　省エネルギーアイテムとエネルギー削減量 

項　目  内　容 

外気量CO2制御 

ブラインポンプ 
　インバータ化 

冷温水ポンプ 
　インバータ化 

運用改善 

蛍光灯の更新 

誘導灯の更新 

削減量 
（kWh/年） 

備　考 

58,900 

4,600 

2,400 

4,700 

65,000 

7,500 

143,100 

1,466,775 
（MJ/年） 

CO2コントローラによる 
外調機ファン制御 

BEMS 
対象 

インバータ化による回転 
数制御 

インバータ化による回転 
数制御 

監視システムによる室内 
温度設定，運転時間など 
の管理 

Hf（High frequency） 
高効率安定器へ変換 

高輝度型へ変換 

合計削減電力量 

同上一次エネルギー換算値 

同上削減率 8.5％ 
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テム，電動力応用システム，産業用電源，車両用電機品，クリーンルーム設備，レーザ機器，ビジョン機器，電力量計，

変電システム，火力機器，水力機器，原子力機器，省エネルギーシステム，新エネルギーシステム

機器・制御カンパニー
電磁開閉器，操作表示機器，制御リレー，タイマ，ガス関連機器，配線用遮断器，漏電遮断器，限流ヒューズ，高圧受配

電機器，電力制御機器，電力監視機器，交流電力調整器，検出用スイッチ，プログラマブルコントローラ，プログラマブル

操作表示器，ネットワーク機器，インダクションモータ，同期モータ，ギヤードモータ，ブレーキモータ，ファン，クーラ

ントポンプ，ブロワ，汎用インバータ，サーボシステム，加熱用インバータ，UPS，ミニUPS

磁気記録媒体，パワートランジスタ，パワーモジュール，スマートパワーデバイス，整流ダイオード，モノリシック IC，

ハイブリッド IC，半導体センサ，サージアブソーバ，感光体およびその周辺装置

自動販売機，コールドチェーン機器，フードサービス機器，通貨関連機器

原 嶋 孝 一

＊平成15年 4月 流通機器システムカンパニーと富士電機冷機（株），吹上富士自販機（株）は再編統合され，富士電機リテイルシステムズ（株）
として発足しました。



経済は，右肩上がりの成長を確約された「つくり手の時代」から，

「消費者の時代」へ実質的に変化し，企業や自治体は「顧客」に対

して「明確な価値」を安価で供給することが使命となった。富士電

機の情報システム事業は，知識の活用と弾力的な工場運用をソ

リューションの形で提供し，お客様のニーズに応える。本稿では，

その狙いと展望について概説する。

情報システム事業の展望

横田　四郎 松浦　由武 殿原　秀男

富士時報 Vol.76 No.5 p.249-252（2003）

日本の製造業を取り巻く市場環境は一層の厳しさを増している。

そして激変する市場環境に適合し，将来的にも生き抜くための「あ

るべき姿」を実現する仕組みの再構築が求められている。富士電機

は製造業の仕組みの再構築，それを実現する情報システム構築サー

ビスを提供する。情報システムに求められる要件は，迅速な経営の

意思決定を支援するための経営情報や製造情報を提供するスピード

であり，また環境変化への適合力を保つシステムの柔軟性であると

いえる。本稿では，富士電機の考え方について事例を交えながら紹

介する。

製造統合ソリューション

久道　　功

富士時報 Vol.76 No.5 p.253-257（2003）

製品企画から生産開始までのさまざまな活動の総合的支援環境を

提供するデジタルファクトリーソリューションについて，その核と

なる次のシステムを紹介する。①新製品立上げプロジェクトの実行

ノウハウを収集・共有化する「ナレッジフローシステム」。②生産

ラインの能力情報および製造ノウハウを収集・共有化する「生産ラ

イン設備情報システム」。③生産ラインの設備情報を一元管理して

提供する「生産設備台帳管理システム」。④生産ラインでの製品の

組立性・加工性を事前検証する「生産シミュレーション支援システ

ム」。

デジタルファクトリーソリューション

東谷　直紀 王　　喜宏 鈴木　　聡

富士時報 Vol.76 No.5 p.258-265（2003）

ディスクリート型製造業，すなわち電機・電子，機械などの加

工・組立分野では，新たな生産システムの構築を模索するとともに，

計画系システムと制御システムをつなぐMES（Manufacturing Ex-

ecution System）の重要性が再認識されている。富士電機は，古く

から生産現場のリアルタイム情報制御システムを納入しており，M

ESは最も得意とするところである。本稿では，富士電機の加工・

組立分野MESへの取組みと各種事例を紹介する。

ディスクリート型製造業向けソリューション

津田　　宗 水谷　博成

富士時報 Vol.76 No.5 p.266-270（2003）

食品製造業を取り巻く環境は，顧客ニーズの多様化，製造ライフ

サイクルの短命化と厳しい状況が続き，市場変化に柔軟に対応でき

る生産の仕組みと食品の安全・安心の確保が求められている。本稿

では，多品種少ロット生産に耐えうる柔軟な生産体制を構築するう

えで重要な位置づけとなるMES（Manufacturing Execution Sys-

tem）および生産・製造，流通の各段階での食品の安全性確保を可

能とする業界のキーワードであるトレーサビリティについて HA

CCPシステムを交え紹介する。

食品製造業向けソリューション

高橋　一仁 東谷　直紀

富士時報 Vol.76 No.5 p.271-276（2003）

電子政府，電子自治体構築の動きが活発化している。付加価値の

高い住民サービスを住民の合意を得ながら提供することが求められ

ており，複数自治体のシステム共同利用も具体化する方向にある。

富士電機は文書管理システム，庶務事務システムを中心に納入実績

を積んできている。本稿では，スピーディで質の高いサービスによ

り，行政評価の向上を実現する富士電機の「e-自治体ソリューショ

ン」について，概要とソリューションを効率的に機能させる基盤機

能を中心に紹介する。

行政評価向上に貢献する「e-自治体ソリューション」

西田　廣治 伊藤　　徹

富士時報 Vol.76 No.5 p.277-280（2003）

少子・高齢化社会の到来に伴い，地方自治体の現場レベルにおけ

る保健・福祉サービス，特に高齢者，障害者など社会的弱者に対す

る社会参加への促進サービスの充実化は必須テーマとなっている。

このたび，富士電機では，地方の中核都市である多治見市向けに

Web上での保健・福祉・医療向けの情報ソリューションを納入し

た。本システムでは，音声案内，文字拡大，タッチパネルなど，さ

まざまな操作性の配慮をしている。

多治見市向け「保健・福祉・医療ネットワークシステム」

白井　英登 安東　圭司 小俣　昭浩

富士時報 Vol.76 No.5 p.281-285（2003）

CALS/ECは，公共事業の計画・設計・入札から施工・維持管理

に至る全プロセスの情報を電子化・共有して，開発期間短縮，コス

ト削減，品質向上などを図るものである。国の「CALS/EC地方展

開アクションプログラム」策定に伴い，発注者側・受注者側ともに

対応システムの整備に着手し始めている。本稿では，発注者向けお

よび受注者向けの CALS/ECソリューションと，それらを支える

基盤技術について富士電機の取組みを紹介する。

CALS/ECソリューション

永田　隆之 小久保 直人 萩原　賢一

富士時報 Vol.76 No.5 p.286-289（2003）

富士時報論文抄録



Abstracts (Fuji Electric Journal)

Market conditions surrounding the Japanese manufacturing indus-
try are becoming increasingly severe. The need to adapt to sharp fluc-
tuations of the market has spurred demand for systemic restructuring
in order to achieve an ideal structure and to ensure future survival. Fuji
Electric provides an information system structuring service for achiev-
ing such systemic restructuring. The requirements for an information
system include the rapid provision of management information and
manufacturing information to support quick decision making by man-
agement, as well as system flexibility that maintains compatibility with
environment changes. This paper presents Fuji Electric’s perspective
on these issues and examines case examples.

Manufacturing Total Solutions

Isao Hisamichi

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.253-257  (2003)

Japan’s economy has changed substantially from the era of the
manufacturer, in which steady growth was assured, to the era of the
consumer. Private companies and local governments are calling for the
provision goods and services of definite value and low price to cus-
tomers. Fuji Electric’s information system business responds to cus-
tomer needs by providing solutions that leverage our knowledge and
enable flexible plant operation. This paper describes the goals and
future prospects of Fuji Electric’s information system business.

Prospects for Business Information Management 
Solutions

Shiro Yokota Yoshitake Matsuura Hideo Tonohara

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.249-252  (2003)

In the discrete manufacturing industry, namely the fields of pro-
cessing and assembling electrical, electronic and mechanical parts, in
conjunction with the search for the structure of a new manufacturing
system, the importance of a manufacturing execution system (MES)
linked to design and control systems has been reaffirmed. Fuji Electric
has been delivering real-time information control systems for many
years and is an expert in MES systems. This paper describes Fuji
Electric’s efforts in applying MES to the fields of processing and
assembly, and also presents various examples.

Solutions for Discrete Manufacturing

Takashi Tsuda Hiroshige Mizutani

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.266-270  (2003)

In a digital factory solution that provides a comprehensive support
environment for various activities from product planning until the start
of production, the following core systems are essential: (1) a “Knowl-
edge Flow system” that aggregates and shares project implementation
know-how for the launch of new products, (2) a “production line facility
information system” that aggregates and shares production line capac-
ity information and production know-how, (3) a “production facility
ledger management system” that provides centralized management of
facility information of the production line, and (4) a “production simula-
tion support system” that pre-verifies assembly properties and worka-
bility of the product on the production line.

Digital Factory Solutions

Naoki Azumaya Xi-hong Wang Satoshi Suzuki

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.258-265  (2003)

The movement for construction of an electronic government and
electronic local government is gaining momentum. It is desired to
reach an agreement with the residents and to provide them with a high
value-added service. Several local governments are leaning toward the
realization of a shared-use system. Fuji Electric has accumulated a his-
tory of good results with deliveries centering on document manage-
ment and general affairs systems. This paper presents an overview of
Fuji Electric’s local government solutions which realize improved
administrative results by providing quick processing and high quality
service, and also the basic technology that effectively utilizes these
solutions.

Electronic Local Government Solution for Outcome

Hiroji Nishida Tooru Itou

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.277-280  (2003)

The severe circumstances enveloping the food manufacturing
industry and the trends toward diversification of customer needs and
shorter product lifecycles are continuing. A production system capable
of responding flexibly to changes in the marketplace and of guaranteeing
food safety is demanded. This paper introduces the MES (manufactur-
ing execution system), which will play a vital in the construction of a
flexible production system that can endure the limited production of
diverse products, and the HACCP system, which provides traceabilityー
an industry buzzword indicating the ability to ensure food safety during
the phases of production, fabrication, and distribution.

Solutions for the Food Manufacturing Industry

Kazuhito Takahashi Naoki Azumaya

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.271-276  (2003)

CALS/EC (continuous acquisition and life-cycle support/electronic
commerce) computerizes and shares the information of all processes of
a public works project, ranging from the planning, design and bidding to
implementation and maintenance, and achieves shorter development
time, lower costs and higher product quality. Accompanying the devel-
opment of a national CALS/EC local promotion action program, both
the orderer and acceptor sides have begun preparing compatible sys-
tems. This paper introduces Fuji Electric’s CALS/EC solutions for both
the orderer and acceptor sides, and its efforts regarding the basic tech-
nologies that support these solutions.

CALS/EC Solutions

Takayuki Nagata Naoto Kokubo Kenichi Hagiwara

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.286-289  (2003)

Accompanying the advent of a society having a declining birthrate
and aging population, it is becoming increasingly necessary at the local
government level to enrich health and welfare services, and especially
services that facilitate community involvement for socially disadvan-
taged groups such as the elderly or disabled. Consequently, Fuji
Electric has delivered an information solution for web-based welfare
and health care use to Tajimi City, a major urban center in a local
region. This system has been carefully designed to be user-friendly and
is equipped with voice-guided assistance, large-size character fonts,
and a touch panel.

Welfare and Health Care Network System for Tajimi 
City

Hideto Shirai Keiji Andou Akihiro Omata

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.281-285  (2003)



都市部と地方の情報格差を是正するための情報化補助事業につい

て紹介する。街中を光ケーブルで敷設し，出先機関をブロードバン

ドネットワークで接続する。地方公共団体における情報化基盤とし

て位置づけ，CATVやインターネット接続サービスなどのアプリ

ケーションを住民に提供する。また，富士電機の納入事例として，

情報化先進自治体として北海道西興部（にしおこっぺ）村のシステ

ムを紹介する。

地域情報システム

榊原　行良 野本　哲夫

富士時報 Vol.76 No.5 p.290-293（2003）

農業には，生産・流通・消費にわたるさまざまな面からの変革が

求められている。本稿では，農産物の品質向上という業界が抱える

根本的な課題に取り組み，システム開発から商品化に至った事例を

紹介する。本システムは，農業協同組合が生産者に対して品質改善

指導をする際のデータ収集・分析を支援する営農指導支援システム

を中心とした商品群から成る。販売支援システム，農薬の安全使用

を支援する病害虫防除支援システム，統合的に整備したデータベー

スを活用し，トレーサビリティシステムに発展させている。

農業分野向け情報ソリューション

中山　明子 篠之井 洋彰 小谷　俊彦

富士時報 Vol.76 No.5 p.294-297（2003）

米国エシェロン社が開発したオープンな知的分散制御ネットワー

ク LONWORKSを基盤にした富士電機の社内外に対するマルチベン

ダー制御ネットワーク事業を紹介する。LONWORKSはインター

ネットを統合したシームレスな制御用ネットワークで，富士電機は

2002 年 4 月にエシェロン社と包括的パートナー契約（OSA契約）

を結び，現在までに標準化推進，教育，技術サポートを含めて国内

有数の LONWORKS対応・普及促進体制を築き上げている。説明に

は最近エシェロン社から発売された新製品の紹介を含む。

LONWORKSオープンネットワーク技術と構成例

塩谷　　滋 立石　辰男

富士時報 Vol.76 No.5 p.298-303（2003）

業務分野のエネルギー消費の伸びが大きく，1990 年に対し 2010

年には 1.7 倍になると予測されている。この分野の省エネルギーが

進まない理由は，省エネルギーを推進する技術者がいないことだと

いわれている。そこで，他力で省エネルギーが推進できる ESCO

が脚光をあびるようになった。富士電機は 2000 年度から ESCO事

業を開始し，2002 年度までに 4 件の経験を得ている。本稿では，

富士電機大阪ビルを事例として取り上げる。

富士電機のESCO事業への取組み

福田　英治 上村　　猛

富士時報 Vol.76 No.5 p.304-309（2003）



Various agricultural reforms are required from the point of view of
production, distribution and consumption. This paper addresses the
fundamental problems concerning the improvement of quality of agri-
cultural produce, and presents examples ranging from system develop-
ment to production commercialization. This system consists of a prod-
uct group that is centered on a farming guidance and support system
that supports data aggregation and analysis when an agricultural coop-
erative association directs a producer to improve quality. This system
is evolving into a sales support system, a harmful pest control support
system that supports the safe use of pesticides, and a traceability sys-
tem that utilizes an integrated database.

Information Solutions for Agriculture

Akiko Nakayama Hiroaki Shinonoi Toshihiko Odani

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.294-297  (2003)

This paper introduces the ancillary business of providing comput-
erization services and Internet connectivity in order to narrow the digi-
tal divide that exists between metropolitan and local regions. Optical
fiber cables are laid in local towns, and broadband networks are used to
connect local agencies. Forming the basis for computerization and
Internet connectivity among local municipal entities, applications such
as CATV and Internet connection services are also provided to local
residents. As an example, this paper also introduces the system Fuji
Electric has delivered to Nishi-Okoppe in Hokkaido, a local govern-
ment that is a leader in regard to computerization and Internet connec-
tivity.

Local Information Systems

Yukiyoshi Sakakibara Tetsuo Nomoto

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.290-293  (2003)

By 2010, the commercial consumption of energy is predicted to be
1.7 times the 1990-year level. A lack of specialists is considered to be
the biggest reason why consumers do not pursue energy savings.
Thus, the need for an ESCO (energy service company) that is able to
achieve energy savings without requiring the assistance of a specialist
is increasing year by year. Fuji Electric launched its ESCO business in
year 2000 and by 2002 had accumulated experience with four ESCO
businesses. As an example, this paper describes the ESCO at Fuji
Electric’s Osaka building.

Fuji Electric Strategy for ESCO Business

Eiji Fukuda Takeshi Uemura

Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.304-309  (2003)

This paper describes Fuji Electric’s multi-vender control network
business, which is driven both internally and externally. The business
is based on the open intelligent distributed control network LON

WORKS that was developed by the US-based Echelon Corp. LON

WORKS is a control network that integrates seamlessly with the
Internet. In April 2002, Fuji Electric entered into a non-exclusive part-
ner agreement (OSA alliance) with Echelon Corp. and has already
established one of the foremost organizations for the support and pro-
motion of LONWORKS in Japan, including the promotion of standardiza-
tion, training and technical support. This paper also introduces the lat-
est products from Echelon Corp.

Activities and Products of the LONWORKS Project

Shigeru Shiotani Tatsuo Tateishi
Fuji Electric Journal  Vol.76 No.5 p.298-303  (2003)
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道 北 営 業 所 1（0166）68-2166 〒078-8801 旭川市緑が丘東一条四丁目1番19号（旭川リサーチパーク内）
北 見 営 業 所 1（0157）22-5225 〒090-0831 北見市西富町二丁目18番18号
釧 路 営 業 所 1（0154）22-4295 〒085-0032 釧路市新栄町8番13号
道 東 営 業 所 1（0155）24-2416 〒080-0803 帯広市東三条南十丁目15番地
道 南 営 業 所 1（0138）26-2366 〒040-0061 函館市海岸町5番18号
青 森 営 業 所 1（017）777-7802 〒030-0861 青森市長島二丁目25番3号（ニッセイ青森センタービル）
盛 岡 営 業 所 1（019）654-1741 〒020-0021 盛岡市中央通一丁目7番25号（朝日生命盛岡中央通ビル）
秋 田 営 業 所 1（018）824-3401 〒010-0962 秋田市八橋大畑一丁目5番16号
山 形 営 業 所 1（023）641-2371 〒990-0057 山形市宮町一丁目10番12号
新 庄 営 業 所 1（0233）23-1710 〒996-0001 新庄市五日町1324番地の6
福 島 営 業 所 1（024）932-0879 〒963-8033 郡山市亀田一丁目2番5号
い わ き 営 業 所 1（0246）27-9595 〒973-8402 いわき市内郷御厩町二丁目29番地
水 戸 営 業 所 1（029）231-3571 〒310-0805 水戸市中央二丁目7番33号（あいおい損保・水戸第一ビル）
茨 城 営 業 所 1（029）266-2945 〒311-1307 茨城県東茨城郡大洗町桜道304番地（茨交大洗駅前ビル）
栃 木 営 業 所 1（028）639-1151 〒321-0953 宇都宮市東宿郷三丁目1番9号（USK東宿郷ビル）
金 沢 営 業 所 1（076）221-9228 〒920-0031 金沢市広岡一丁目１番18号（伊藤忠金沢ビル）
福 井 営 業 所 1（0776）21-0605 〒910-0005 福井市大手二丁目7番15号（安田生命福井ビル）
山 梨 営 業 所 1（055）222-4421 〒400-0858 甲府市相生一丁目1番21号（清田ビル）
長 野 営 業 所 1（026）228-0475 〒380-0836 長野市南県町1002番地（陽光エースビル）
甲 信 営 業 所 1（026）336-6740 〒390-0811 松本市中央四丁目5番35号（長野県鋳物会館）
松 本 営 業 所 1（0263）40-3001 〒390-0852 松本市島立943番地（ハーモネートビル）
岐 阜 営 業 所 1（058）251-7110 〒500-8868 岐阜市光明町三丁目1番地（太陽ビル）
静 岡 営 業 所 1（054）251-9532 〒420-0053 静岡市弥勒二丁目5番28号（静岡荏原ビル）
京 滋 営 業 所 1（075）253-6081 〒604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637（朝日生命京都ビル）
和 歌 山 営 業 所 1（073）432-5433 〒640-8052 和歌山市鷺ノ森堂前丁17番地
鳥 取 営 業 所 1（0857）23-4219 〒680-0862 鳥取市雲山153番地36〔鳥電商事（株）内〕
倉 吉 営 業 所 1（0858）23-5300 〒682-0802 倉吉市東巌城町181番地（平成ビル）
山 陰 営 業 所 1（0852）21-9666 〒690-0007 松江市御手船場町549番地1（損保ジャパン松江ビル）
徳 島 営 業 所 1（088）655-3533 〒770-0832 徳島市寺島本町東二丁目5番地1（元木ビル）
高 知 営 業 所 1（088）824-8122 〒780-0870 高知市本町四丁目1番16号（高知電気ビル別館）
小 倉 営 業 所 1（093）521-8084 〒802-0014 北九州市小倉北区砂津二丁目１番40号（富士電機小倉ビル）
長 崎 営 業 所 1（095）827-4657 〒850-0037 長崎市金屋町7番12号
熊 本 営 業 所 1（096）387-7351 〒862-0950 熊本市水前寺六丁目27番20号（神水恵比須ビル）
大 分 営 業 所 1（097）537-3434 〒870-0036 大分市寿町5番20号
宮 崎 営 業 所 1（0985）20-8178 〒880-0805 宮崎市橘通東三丁目1番47号（宮崎プレジデントビル）
南 九 州 営 業 所 1（099）812-6522 〒890-0046 鹿児島市西田一丁目5番1号（GEエジソンビル鹿児島）

エ ネ ル ギ ー 製 作 所 1（044）333-7111 〒210-9530 川崎市川崎区田辺新田1番1号
変電システム製作所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
千 葉 製 作 所 1（0436）42-8111 〒290-8511 市原市八幡海岸通７番地
東京システム製作所 1（042）583-6111 〒191-8502 日野市富士町1番地
神 戸 工 場 1（078）991-2111 〒651-2271 神戸市西区高塚台四丁目1番地の1
鈴 鹿 工 場 1（0593）83-8100 〒513-8633 鈴鹿市南玉垣町5520番地
松 本 工 場 1（0263）25-7111 〒390-0821 松本市筑摩四丁目18番1号
山 梨 工 場 1（055）285-6111 〒400-0222 山梨県南アルプス市飯野221番地の1
技術開発・生産センター 1（048）548-1111 〒369-0192 埼玉県北足立郡吹上町南一丁目5番45号
機 器 製 作 所 1（0287）22-7111 〒324-8510 大田原市中田原1043番地
三 重 工 場 1（0593）30-1511 〒510-8631 四日市市富士町1番27号

（株）富士電機総合研究所 1（0468）56-1191 〒240-0194 横須賀市長坂二丁目2番1号
（株）ＦＦＣ 1（03）5351-0200 〒151-0053 東京都渋谷区代々木四丁目30番3号（新宿コヤマビル）

お問合せ先：電機システムカンパニー 情報システム事業部 電話（03）5435-7077
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