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まえがき

厳しい経営環境が続く中で，製造業は低成長時代でも生

き残れる体質改善を余儀なくされている。近年重視されて

いることは顧客志向の経営であり，顧客が望むものを望む

タイミングで届けるための仕組みが必要となる。しかし，

現在は投資額が抑えられ，少しでも無駄をなくしコストを

削減しなければならない。

一方，グローバル化の波は，日本の製造業の海外進出を

促し，近年では北米，欧州から，アジア，とりわけ中国へ

と拡大している。現地での部品調達先の発掘，生産拠点の

構築，販売網の立上げが急速に進行している。しかし，日

本国内同様，シェア獲得の戦いは熾烈（しれつ）を極め，

いかに短期間でニーズに合った製品を開発し，量産できる

体制を作れるかが勝ち残りの条件となっている。

このような状況のもとで，製造業は実行系である生産シ

ステムの統廃合，効率化，安定化，品質向上などプロセス

オートメーション技術と，計画・管理系である情報システ

ムの調達・生産・物流・販売の最適化を図るため，IT

（情報技術）を活用した工場全体の統合に取り組んでいる。

本稿では，このような時代における情報・計測制御シス

テムの現状を踏まえ，図１に示す経営層から生産現場まで

の垂直統合，ならびに意志決定に必要な情報を集約するた

めの水平統合を実現する富士電機の取組みについて述べる
，

。

生産現場の情報システム

グローバル時代における生産システムの大きな課題とし

て，以下があげられる。

設計の標準化

生産設備の汎用化

設備設計期間の短縮

需給調整における工場間の生産量バランス

これらは後述する MES（Manufacturing Execution

System）の領域の課題といってもよい。机上では，日本

国内で競争力のある工場と同じ環境を海外拠点で作ればよ

いのだが，仮に，同じ設備を導入し，同じデータを与えた

としても，装置の個体差や微妙な設定条件，操作員の熟練

度などの違いから，実際にできあがる製品の精度や仕上り

に差が出るのである。

一部の大手家電メーカーでは，高付加価値製品や，低コ

スト製品を，あえてコストの高い日本の工場で生産する例

もある。これは国内工場の潜在能力の高さと，作業者の技

術習熟が，市場における競争力となることを示している。

２.１ 製造実行管理システム（MES）

MESは生産の現場で，計測制御システムと直接連携

する情報システムである。MESは， 1990 年に Bruce

Richardsonによって提唱され，1992 年には MESAイン

ターナショナル（MES Association International）が以下

のとおり定義している。

「MESは受注から製品の完成までの生産活動を最適化

するために必要な情報を伝えるもので，現時点の正確な

データによって工場の活動をリアルタイムで制御し，報告

する。結果として企業は付加価値を生み出さない活動をな

くすことに集中でき，状況の変化に素早く対応できるよう

になるため，在庫圧縮と納期遵守の両立が図れ，工場の業

務や生産工程を効率的に運用できる。これにより，設備投

資の回収，棚卸資産回収率，現金収支を改善することがで

きる。MESは双方向に情報を伝達することで，企業の内

部とサプライチェーン全般にわたって，生産活動に欠かせ

ない情報を供給する。」（MESA International White Pa-

per）

つまり，MESは，ERP（Enterprise Resource Planning）

のような基幹業務システムと計測制御システムの中間にあ

り，生産現場のシステム，業務，リソース（人や設備）を

最適化する役割を果たすのである。

MESは，工程管理，仕掛管理，進捗（しんちょく）管

理，実績管理，生産設備管理，品質管理などの機能を持っ

ている。SFC（Shop Floor Control）や POP（Point of

Production：生産時点情報管理）などが基本的な機能であ

る。
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情報・計測制御システムの現状と展望

MESは上位系である基幹業務システムが立てた 1か月，

1 週間単位のマクロな生産計画を，小日程生産計画に落と

し込み，レシピ，作業指示，NC（Numerical Control）装

置用の加工プログラムなど，実際の生産管理，品質管理に

必要な情報を現場の作業者や制御システムに流す。また，

生産設備や付帯装置の保守管理に関する情報も併せて現場

に伝え，予防保全の支援も行う。

一方で，MESの下位にある CNC（Computer Numer-

ical Control）や PLC（Programmable Logic Controller）

などの自動化装置や，それらを監視制御する DCS（Dis-

tributed Control System）や SCADA（Supervisory Con-

trol and Data Acquisition）などから各工程の進捗状況や

バッチ記録など，現場の状況を表すデータをリアルタイム

に吸い上げ，基幹業務システムにフィードバックする。

このように生産現場の日々の運用を支える情報システム

であるMESも，今日では積極的な工程改善や，その改善

効果の解析など，プロセスコストやプロセスリードタイム

といった経営判断に直接かかわるデータを収集するシステ

ムとして活用され始めている。また，経営環境の変化に短

期間で対応するため，生産体制を再構築するうえで不可欠

なシステムとして着目されている。

２.２ 生産情報システムの取組み

前述の課題を解決するためには，生産技術情報や生産管

理情報を国内工場で細部にわたって蓄積し，オペレーター

の知識，ノウハウも再利用可能な形で蓄積する必要がある。

つまり，他の拠点に展開することを前提とした「モデル

工場」を構築することである。ここでの情報システムの役

割は，MESを活用し，「いかに生産の現状を把握できるか」

と，業務プロセスや知識・ノウハウをこれにひも付け，開

発・設計工程にフィードバックすることで，最終的に，

「市場ニーズにどれだけ素早く対応できるか」である。

また，製品自体をモジュール化する取組みも盛んに行わ

れている。「モジュール化」とは，「それぞれ独立に設計可

能で，かつ，全体として統一的に機能するより小さなサブ

システムによって複雑な製品や業務プロセスを構築するこ

と」と定義される。具体的には，複雑でランダムな工程が

管理可能になり，結果，以下のような利点が得られる。

並行作業が調節可能になる。

下位システムの「不確実性」に強い。

しかし，同時に従来の生産管理方式を大幅に変更するこ

とになる。ここでMESに求められる新たな機能は，フレ

キシブルに，しかも短期間で業務プロセスを変更すること
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情報・計測制御システムの現状と展望

が可能なエンジニアリングの仕組みを持つことである。

富士電機ではこれらの課題，動向を踏まえて，食品飲料

製造業向け（DCSによるプロセス計測制御システムと連

携）ならびに自動車部品加工組立業向け（PLCによる

ディスクリート制御と連携）を主体としたMESソリュー

ションを提供している。

また，製品企画・設計から生産開始までにおけるさまざ

まな活動を総合的に支援する情報システム環境「デジタル

ファクトリーソリューション」を提供している。

進化する計測制御システム

オフィスから生産現場までのシームレスな垂直統合を目

指し，計画系と実行系を融合して生産システムを最適化し

ていくためには，生産システムの中核である計測制御シス

テムはオープン化，ネットワーク化によりフィールドから

基幹情報システムまでの垂直統合およびフィールド全体を

含む水平統合が求められている。

３.１ プラント監視制御システムの進化と継承

1990 年前後に多数納入された DCSを含めた生産システ

ムの効率的な再構築のために，富士電機は数年前から「進

化と継承」をコンセプトにしたオープン統合化分散制御シ

ステム「MICREX-AX」を提供している。すなわち，進

化とは SCM（Supply Chain Management），ERP，MES

との IT 統合化であり，継承とは既存システムの延命化に

よる部分更新に伴う新旧混在システムの実現である。

経営層から現場までの垂直統合を実現するため，MIC

REX-AXでは次のような点が強化されている。

上位システム連携

スケジューリング，運転管理，品質管理システムなど，

MES との機能連携を行うための上位インタフェース

（Ethernet
〈注〉

）を持つ。

オープン化

DCSのオープンプラットフォームへの移行がこの 10 年

ほどの傾向であるが，昨今の経営層から現場までの垂直統

合のニーズ，現場のサブシステム間のデータ連携（水平統

合）のニーズの高まりの中で，「オープン化」の意義はよ

り高いものとなってきた。

垂直統合システムの中で DCSは現場のデータを集約し

て上位に渡す役割を担っている。特に最近は分野によって

トレーサビリティが重要視されており，現場のデータを確

実に管理する意味から，現場のさまざまな機器との連携が

必要となる。このため，LANとして長年実績のある専用

データウェイ（DPCS-F）とオープンな Ethernetベース

の FL-net 準拠 LAN（UDP/IP）の両方（混在可）を用意

している。さらには FL-net 準拠 LANに情報系（TCP/

IP）の重畳を可能とした制御系ネットワークと情報系ネッ

トワークとの融合を実現している。

コントローラとして DCS 専用コントローラのみならず，

PLC をベースにしたハイブリッド制御システム

（「Jupiter」）をラインアップに加えた。これによりフィー

ルドネットワークが広がり，ファクトリーオートメーショ

ン（ディスクリート制御）との水平統合が容易に実現でき

る。一方，PLCベースコントローラは汎用 PLCから完全

二重化対応と用途に応じて使い分けができる。また，

FL-net 準拠 LANも必要に応じて二重化が可能である。

汎用機器を適用しながらも，システムの信頼性は確保でき

るようにしている。

また，Web 対応により，イントラネット，インター

ネットを介して，通常（事務用）のパソコンを監視端末と

して利用することも可能となった。

市場環境の変化に柔軟に対応できるシステム

新製品の投入，生産設備の変更に迅速に対応できるよう

以下の点を考慮している。

汎用機器を使ったシステム

汎用機器を使用することにより，以下のメリットを持

ち，システムの増設・変更が行いやすい。

™低コスト

™汎用ネットワークのため，新しい装置や機器との接続

が容易

™HCIは汎用のパソコンをベースとしているため，設

置場所を選ばず，増設が容易で必要な部門に配置可能

エンジニアリング革命ツール

計測制御システムにおけるエンジニアリングおよびソ

フトウェアの製作・試験業務の課題を同時に解決するコ

ンセプトとして，エンジニアリング革命ツール「HEA

RTシリーズ」を開発し，多くのユーザーに好評をいた

だいている。すなわち，制御仕様書から DCSや PLCの

制御ソフトウェアを自動生成することができるため，エ

ンジニアリング期間を大幅に短縮できるとともに，アプ

リケーションソフトウェアの信頼性が向上する。

HEARTシリーズは制御仕様書として，SCF（Se-

quential Function Chart），タイムチャート， FB

（Function Block）図，条件テーブル，計装フロー図，

IBD（Interlock Block Diagram）などを汎用OAソフト

ウェアにより図表で作成し，コントローラで動作する制

御ソフトウェアを自動生成させるものである。国際規格

IEC61131-3に準拠した SFC，FB 図を採用し，制御プ

ログラミング言語のオープン化を図っている。

３.２ プラントアドバンスト制御システム

富士電機ではアドバンスト制御技術の産業応用に早くか

ら取り組み，多くの実用的な成果をあげてきた。

ファジィ技術では，応用開発を 1980 年に開始し，1985

年に世界に先駆けて汎用ファジィコントローラ

「FRUITAX」を商品化した。その適用範囲は水処理，化

学，セメント，鉄鋼，土木，クレーンなどのプラントから

温度調節計，自動販売機，オープンショーケースなど幅広

い範囲にわたり，制御性の向上，自動化範囲の拡大，製品
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情報・計測制御システムの現状と展望

品質の向上などを実現し，多くの実用化ノウハウを蓄積し

てきた。

ニューロ技術においては，電力などの需要予測，ダムや

下水の流入量予測，ごみ焼却炉の予測制御，工場エネル

ギー設備の運用支援などへの適用を進めてきた。

制御理論においてはプロセス制御分野を中心に，最適レ

ギュレータやモデル予測制御，H∞制御，簡易適応制御な

どの適用を図ってきた。応用例として，例えば，水道分野

では需要予測と数理計画手法を核技術とした水運用制御や

配水制御を数多くの事業体に納入している。

プラント制御分野での設備投資需要の低迷と低コスト要

求により，これらの技術の積極的な適用は手控えられてい

る感があるが，今後，省エネルギーや環境負荷の軽減など

社会的にも大きな貢献が期待できるので，富士電機では継

続的な技術開発に取り組んでいる。

３.３ 光フィールドバス（FF，New-FFI）

フィールドネットワークの先駆けであり，しかも計測制

御のフィールドに光の特徴を生かした世界初の光ファイバ

式フィールド計装システム「FFI」を 1985 年に発表以来，

製油所，石油備蓄基地，LPG（Liquefied Petroleum Gas）

備蓄基地，空港給油設備など数多くの重要設備に納入して

きた。

さらには国際標準 FF（Field Foundation）対応の光

フィールドバスシステム「FFX」を 1999 年に製品発表し，

光フィールドバス技術の発展に貢献している。

フィールドバスに代表されるインテリジェントな計測機

器を導入することにより，システム変更の柔軟性という観

点から次のような効果が得られる。

信号ケーブルの省線化により，ケーブル布設工事が簡

素化される。

設定変更がオペレータステーションの画面上からリ

モートで行えるため，変更にかかる工数を抑えることが

できる。

計測機器の動向と展望

計測は，そのデータを基にあるべき状態に制御する，あ

るいはそのデータを加工し，価値ある情報として提供する

「制御」「情報」の源であり，生産性の向上，品質の向上，

予防保全などの面で重要な役目を担っている。

４.１ 素材産業・公共分野

海外への生産シフトが急増している素材産業，あるいは

公共分野における設備投資需要は，当面大きな回復が期待

できないが，一方でグローバル化が加速している昨今，海

外市場が素材産業を中心に拡大してきている。この市場で

は既存設備の部分更新とともに，ITの導入により，生産

現場が情報ネットワークと結合され，より高度なマネジメ

ントが展開されつつある。このことは，計測機器にも，多

様なフィールドバスへの対応とフィールド情報端末として

のインテリジェント化が求められることとなる。

富士電機グループでは，独自の光フィールドバスシステ

ム（FFI）として展開してきた機器のリニューアル化を完

成させた。上位システム（制御 LAN）とのインタフェー

スに Ethernetを採用し，新規システムとの融合性を高め

るとともに，耐ノイズ性，耐雷性，本質安全性などの特徴

が十分生かされる分野での更新需要にも対応できる。

電源分散の代名詞でもある電池駆動式フィールド機器で

は，電池の長寿命化（電池寿命：2年/4 ～ 10 年）を達成

し，メンテナンス性を向上させた。また，各自治体が情報

インフラストラクチャーとして下水道中に布設している光

ファイバを利用した光水位計システムを開発し，災害検知

用のセンサとしての適用も進めている。

４.２ 環境・省エネルギー分野

地球温暖化に対する関心が高まるにつれ，グローバルな

規模での環境対策が求められ，環境負荷の小さい代替エネ

ルギー，省エネルギーについての技術開発が加速されてい

る。また，大気環境，水環境，土壌環境の維持・改善に向

けて，廃棄物，排出物についてのさまざまな規制が実施さ

れつつある。このような社会的な動きが計測機器にも新た

なニーズを喚起してきており，今後の市場拡大が期待され

ている。

富士電機グループでは，環境分野向けとして，廃棄物焼

却炉のダイオキシン類排出規制用の多成分ガス分析計，自

動車排出ガス測定用分析計，上水用の油膜センサ，毒物検

知センサなどを市場に投入してきた。

今後も，赤外線センサ，バイオセンサ，光散乱応用セン

サなどの技術をベースに法規制などに対応し，タイムリー

に商品化をしていく。また，当然のことながら，広域監視

が進行していくものと考えられ，システム化によるポイン

トからエリアへの展開を図っていく。

新エネルギー，代替エネルギー分野においても，天然ガ

ス，バイオマス，燃料電池向けに高感度ガスセンサ，圧力

センサ，流量センサなどの適用拡大が考えられ，MEMS

（Micro Electro Mechanical Systems）技術を取り込み，

小型・軽量化を進めていく。

４.３ 装置分野

素材産業など大規模プラント・システムの対極にある，

比較的小規模な装置・機器へ組み込む計測機器の市場は，

半導体関連産業の動向を中心に，景気に連動する要素が強

く，現在は低迷しているが，中期的にみれば計測機器の需

要増が期待される。

富士電機グループでは，コンタミネーションを嫌う半導

体製造プロセス用純水製造装置の流量計測に超音波流量計

を提供している。プロセスと非接触で，配管の外側から流

量を測定できる超音波流量計のメリットが生かされる応用

例である。同様に，流量計とプロセスとの接触を嫌う食

品・薬品分野への適用が期待されている。

徐々に市場浸透が始まっているペーパーレス記録計につ
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情報・計測制御システムの現状と展望

いても，米国食品薬品局（FDA）から電子記録・署名に

関する規定（FDA，21CFR PART11）が発行され，医薬

品や食品・飲料製造プロセスではそれに対応したソフト

ウェアの搭載が必要となり，需要の増大が期待できる。

この分野で使用されている調節計に温度調節計があるが，

小型化とともに機能向上も顕著であり，ファジィ PID，ラ

ンプソーク機能を備えたタイプを富士電機グループでは提

供しており，簡易プログラムコントローラとして使用する

こともできる。今後は PLCと融合させるモジュラータイ

プや通信機能の強化により，システム化への展開を図って

いく。

あとがき

情報・計測制御システムの動向と富士電機の取組みにつ

いて，その概要を述べた。今後，さらなるお客様満足度向

上に向けて，これらを融合した形でのソリューション提供

を進めていく所存である。
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