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あ ら ま し

富士通では，FJPS（Fujitsu Production System：富士通生産方式）を基軸に据えて，
ものづくり環境を日々進化させている。TPS（Toyota Production System：トヨタ生産
方式）の導入による現場起点での生産革新活動から始まり，開発部門への活動拡大を経

てFJPSとして発展させてきたものである。それらを支えてきた共通事項に，自らが持つ
ICTの活用がある。
本稿では，ものづくりにおけるICT活用，ビッグデータ活用，IoT活用を踏まえた富士

通が目指す次世代のものづくり構想「スマートなものづくり」と，その実現に向けた取組

みについて述べる。「スマートなものづくり」の社内実践を通して，得られたノウハウ/手
法/ツールをリファレンスとしてお客様に提供していくことで，日本の製造業に対するも
のづくりを支援し，グローバルな競争に勝ち抜くものづくりの実現に貢献していく。

Abstract

At Fujitsu, we are enhancing our manufacturing environment through the Fujitsu 
Production System (FJPS).  We introduced the Toyota Production System (TPS) to 
promote innovative manufacturing and expanded it into the development department, 
where it ultimately evolved into the FJPS.  One of the most important and long-term 
tasks is to use our own the information and communications technology (ICT) in 
our manufacturing and development activities.  This paper describes Fujitsu’s next-
generation manufacturing concept “Smart Monozukuri” based on ICT, big data and the 
Internet of Things (IoT), and explains various initiatives to realize our concept.  We 
aim to support the manufacturing industry, and help the companies in it to become 
more competitive in the global market by offering them the know-how, methods and 
tools gained through our internal initiatives. 
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FJPSのコンセプトに基づき，ものづくりを支え
る基盤として共通テクノロジーや生産技術の開発
に加え，生産プロセス，開発プロセスの革新に取
り組み，直近3年間の平均で300億円/年のコストダ
ウン効果を生み出している。これらの活動を支え
る共通事項が自らが持つICTの活用である。
その中でもとりわけ注力してきたことが，ICT
を活用した開発と製造の仮想化，すなわちVirtual 
ProductとVirtual Factoryの実現である。これらを
仮想化することにより，事業活動のプロセスをコ
ンカレントにつなぐことができ，リアルでは検証
できないことも含め，開発視点，製造視点，更に
は経営視点での様々な仮説を高速に検証できる。
● 開発現場でのICT活用
富士通では，エンジニアリングクラウドを数千
名のエンジニアが利用している。これは，統合
開発環境プラットフォームを富士通独自の高速
画像圧縮・転送技術RVEC（レベック：Remote 
Virtual Environment Computing）により，クラ
ウドサービス化したものである。統合開発環境プ
ラットフォームは，電気系・機構系の最先端CAD/
CAE技術，部品情報，設計情報，品質情報のほか，
長年にわたる開発・製造ノウハウをナレッジとし
て先端ICTインフラに実装したものである。社内
外のコンピューティングリソースの活用も含めて，
日々開発プロセスの高度化を図っている。
● 製造現場でのICT活用
エンジニアリングクラウド上の3D-CADデータ
をはじめとする製品設計情報をデジタル生産準
備ツール（VPS），工程計画ツール（FUJITSU 
Manufacturing Industry Solution GP4），ロボッ
トシミュレーターなどに取り込み，これらを連携
させることで，仮想環境で組立性評価，組立手順
設計，工程設計，ライン設計などを行っている。
● ものづくりの現状認識

IoTの進展とともに，ものづくりの現場は大きく
変わることが期待されている。IoTの活用でデータ
が集まり，解析され，予測や様々なアクションに
つながっていく。つまり，予測や自律制御によっ
てSCM（Supply Chain Management）全体が大
きく変化する可能性がある。IoTの重要性がますま
す増大する状況にあって，富士通のものづくりの
現状は，社内ではビッグデータ活用，IoTプラッ

ま　え　が　き

富士通は，スーパーコンピュータからサーバ，
ネットワーク装置，パソコン・携帯電話，電子部
品を自社開発し，国内生産を主体とするものづく
りを実践している。富士通では，ものづくり現場
においてもICTを開発・活用することにより，生
産性を大きく向上させてきた。社内ものづくりで
の必要性と活用実践から，富士通の製造ソリュー
ション（1）として育っていったものが多数存在する。
3D-CADやCAEなどのアプリケーションをクラウ
ド環境で利用可能にするFUJITSU Manufacturing 
Industry Solution FTCP Remote Desktop，実機
の代わりに3次元デジタルデータを用いて生産準備
部門の組立業務のモノづくり検証などを支援する
FUJITSU Manufacturing Industry Solution VPS
も，社内ものづくりから生み出された製品である。
一方，各種メディアでIoT（Internet of Things）
という言葉が高頻度で登場するようになったが，
富士通では自社IoTプラットフォーム（2）の活用を含
めた「スマートなものづくり」（3）のロードマップを
描き社内実践に取り組んでいる。
本稿では，富士通のものづくりの現状を紹介し
た上で，富士通が目指す「スマートなものづくり」
の構想と，その実現に向けた取組みについて述
べる。

富士通のものづくりの現状

● TPS導入からFJPSへ
富士通では，生産性向上を目的に2003年から

TPS（Toyota Production System：トヨタ生産方式）
を導入し，製造現場起点での生産革新活動をスター
トした。2006年には，本活動を開発部門，間接部
門にも拡大した。

2010年からは，FJPS（Fujitsu Production System：
富士通生産方式）として活動を推進している。
FJPSは，ものづくり力の強化と生産性の向上を狙
うもので，
（1） コンカレントプロセス：生産性の飽くなき
追求

（2） 全社一体体制：ものづくりの価値創造
（3） 限りない課題の顕在化：永続的な革新活動
をコンセプトとしている。

ま　え　が　き

富士通のものづくりの現状
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追求
（4） 製造現場：「必要なものを必要なときに」を
追求
これら4事象のありたい姿を実現するために，改
めて「こと」レイヤーを定義した。そしてこれら
の「こと」を実現するためのテクノロジーレイヤー
を定義し，テクノロジーレイヤーの実現に必要と
なる仮想化技術を中央に集約している。
● 「スマートなものづくり」実現のアプローチ
実現に向けたアプローチを図-2に示す。テクノ
ロジーベースで適正品質に管理された効率的なも
のづくり実現に向けたキーワードは，「つながり」
と「写像」である。開発/検証環境では，生産/製
造技術を含めた共通基盤テクノロジーを製品属性
に合わせたリアルタイムなデジタルデータとして
ICTでつなぎ，限りなくバーチャルな環境Virtual 
ProductとVirtual Factoryによって形にする。

Virtual ProductとVirtual Factoryを写像する形
で，リアルな製造現場を定義し，TPSをベースに
様々な設備，人などをIoTでつなぐのである。これ
によって，リアルタイムに開発・検証環境と工場

トフォーム活用の様々な実践例が出ているが，ま
だ部分的な取組みであり，工場全体，更には工場
間をまたがった全社的な取組みには至っていない。
ものづくりを実践するICTベンダーとして，まずは
社内実践を通じて適用レベル・適用範囲を拡大す
るとともに技術を蓄積し，これに磨きをかけ，も
のづくりの在り方を変える商品・サービスに仕立
てていくことが必要と考えている。
このような認識を踏まえて，富士通が目指す次
世代ものづくりの姿を描いたものが「スマートな
ものづくり」構想である。次章で構想の概要を述
べる。

スマートなものづくり

● 「スマートなものづくり」でできること
図-1は，「スマートなものづくり」で目指したい
ことをお客様，社会，社内の開発現場，製造現場
の視点で整理したものである。
（1） お客様：お客様自身の夢の実現を支援
（2） 社会：社会的使命としての環境貢献
（3） 開発現場：コスト，品質，価値の飽くなき

スマートなものづくり

人と機械の協調
（ヒューマンセントリック）

●オーダーメイドの
　ものづくり

●顧客・他社との共創 ●早い・安い

●マイファクトリー（設計～製造）●『こと』をかたちに

●オープンイノベーションの場

●設備故障「0」の工場

●製品保守/サービス
　のレベルアップ

●製品自動設計

●不良「0」のものづくり

●動的アロケーション
 　・製造ライン割当て
 　・ライン再構成

●人にやさしい工場

開発現場

お客様

●改善の自動反映

●仮想環境での
　経験知習得

●『こと』プロデュース

●ローコスト化

●短手番開発

●最適設計品質

●ものづくり
　ナビゲーション

●設計資産の保全・利活用

●人材育成の加速

●変化変動対応製造
 　・段替レス
　 ・部品ロット変動対応
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　シミュレーション

●マイクロ・ファブ
●コンテナ・ファブ ●ラピッドマニュファクチャリング

●ツール/システム間連携

●イベントセンシング

●インラインセルフテスト

●プロセス自動生成

●大規模連成解析

●ラピッドプロトタイピング

●作業ナビゲーション●VF/RF同期
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図-1　スマートなものづくりでできること
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スマートなものづくりの実現に向けた取組み

本章では，「スマートなものづくり」の実現に向
けた取組みを述べる。取組みの全体像が図-3であ
る。TPSベースで日々進化していくReal領域で起

スマートなものづくりの実現に向けた取組み
をつなぎ，工場間をつなぐ。これらの場に，次章
で説明するそれぞれの取組みを組み込んでいくこ
とによって，スマートなものづくりで言う「こと」
を実現する。更には，サプライヤー様やベンダー様，
お客様をつなぎ，エコシステムを形成する。

図-2　スマートなものづくり実現のアプローチ

図-3　「スマートなものづくり」実現に向けた取組み
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（2） 設計資産・知恵の有効活用
とどまることなく複雑・複合化する製品設計は，
エンジニアの負担を大きくし，これまでの取組み
だけでは限界に達することは明らかである。エ
ンジニアの負担を軽減して，製品価値向上のため
の設計に多くの時間を費やすことができる開発プ
ラットフォームの構築・提供が不可欠である。
そこで，過去の設計事例を知識化し，学習する「機
械学習」を開発プラットフォ―ムに適用すること
で設計自動化につなげ，エンジニアリングクラウ
ドに組み込んでいくこととした（図-5）。まず，新
テクノロジーへの対応として，製品開発で直面す
る様々な試行錯誤の場面をエンジニアリングクラ
ウドに蓄積された過去の設計データ・ログから学
習し，設計ミスによる手戻りを徹底的に抑制する
「設計予測」を実現する。次に，設計データから収
集した多くの知識を学習し，パターン化した知識
データベースとすることで，蓄積してきた知識を
マッチングし設計自動化につなげ，試作・修正工
数を大きく低減させていく。
（3） 変種変量の柔軟対応・外乱耐性強化
人に代わってロボットによる組立が試行・適用
されつつあるが，ロボットを動かすためには，動
作プログラムを作成し，部品供給・組立位置の
ティーチングを行い，組立作業を行わせることに
なる。しかし，このような方法では複数回のトラ
イアンドエラーが必要で，多大な工数を費やす結
果となる。
富士通では，設計データに基づきオペレーター
が簡単な操作で動作アルゴリズム・軌道などのロ
ボット動作をシミュレーション（動作計画の自動
化）し，ロボットの動作プログラムを自動生成で
きるシステムの開発を進めている。自動生成した
動作プログラムは，ロボットへデータ転送する際
に使用するロボットに合わせたデータ形式に自動
変換されるため，オペレーターがロボットの違い
を意識することはない。
並行して，量産中の部品のばらつきなどの製造
環境変化に対応するため，ロボットが自ら「感じ
（計測・認識）」「考え（分析・判断）」「行動（動作・
修正）」するロボットの自律・協調制御技術を開発
している。本技術では，ロボットが誤作動を認識
した場合，作業を中断するか正常に完了できるか

こっている事柄を，IoTプラットフォームの活用
によってデジタライズしてVirtual領域につなぐ。
Virtual領域は共通基盤テクノロジーを強化させな
がらICTでつなぎ，デジタルモデルとして形にして
検証する。検証したデジタルモデルをReal領域に
転写していく。これらにより「スマートなものづ
くり」を実現し，新たなソリューションに仕立て
てエンジニアリングクラウドに統合していく。以
下に，代表的な取組みについて紹介する。
（1） 遠隔地間コミュニケーション
遠隔地間コミュニケーションは，いわゆる大部
屋開発を仮想空間上で行う環境である。大部屋開
発は，日本企業が得意とする「すり合わせ型開発」
を迅速に進める手段として自動車メーカーをはじ
め，先進的な企業で取り入れられてきた。3D-CAD
やDMU（Digital Mock-Up）などの仮想試作機を
遠隔地間でそれぞれプロジェクターなどを用いて
映し出すことで共有できるようにし，様々な付加
情報と合わせて意思疎通を図るものである。
今回の仮想大部屋は，仮想試作機を立体視や，

4K/8K映像などを駆使して臨場感を更に高めるこ
とができる。製品に対する開発経験や製造手法な
どの知見に乏しい人が，積極的に製品開発やもの
づくりに参加することを支援する仕組みでもある
（図-4）。CAD/CAEをはじめとする様々なICTツー
ルの利用，技術ノウハウの蓄積・管理・利活用，
一般消費者の開発プロセスへの参加，ビッグデー
タ解析結果へのアクセス，仮想ライン・製造ライ
ンへのアクセスなど，包括的なインターフェース
として利活用していく予定である。

図-4　仮想大部屋

分析 履歴設計・検証

アドバイスを求める
コミュニケーションのトリガとなる場
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? 知見者
ベテラン，技術士会，
公設試験研究機関など

他部署/他企業

リアルな大部屋
TechShopなど
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を判断し，適切な動作を実行することを目指して
いる（図-6）。
このように，変化・変動への柔軟な対応を可能
とすることで，段取り替え・作業組替えのミニマ
ム化を図り，ロボット導入の障壁を解消する。
（4） Virtualモデルのレベル向上
既にVirtual Factory上でReal Factoryの製造ラ
インを検討することや，工程設計を事前に検証す
ることが可能となっているが，Real Factoryは日々
進化しており，そのスピードにVirtual Factoryの

追従ができない状態である。
本取組みは，Virtual Factoryを限りなくReal 

Factoryに近づけて，作業者の動線，設備動作，作
業のタイミングなどの情報をIoTプラットフォー
ムを使って取込み，Virtual Factoryに即座に自
動反映していくものである（図-7）。これによ
り，Virtual Factory変更作業を軽減できる。更に，
Virtrual Factoryを通じて一つの製造ラインでの改
善をほかの製造ラインやほかの工場に迅速に展開
できる。

図-6　生産の変種・変量に柔軟に対応できる自律型製造システム
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図-7　人による現場改善の自動反映

図-8　ものづくりナビゲーションシステム

（5） 製造・試験条件のリアルタイムチューニング
製造現場ではこれまで，生産計画や工場・設備
の稼働実績，製造・試験結果の見える化・分析な
ど様々な改善活動を行っている。富士通は，IoT
プラットフォームを活用することで，様々な機器
をネットワークにつなげて情報量を飛躍的に高め，
従来では困難であった複雑な事象の解明や障害の
予兆検出や製造品質予測といった新たな価値創出
に取り組んでいる。具体的には，製造現場と開発
現場をつなぎ，ものづくり全体をデータオリエン
テッドに改善していく仕組み「ものづくりナビゲー
ションシステム」である（図-8）。
製造現場からは，設備稼働状況などの結果デー
タ，部品のばらつきなどの原因データ，作業者の
知識・経験を定量化したノウハウに関するデータ
を取得できる。開発現場からは，設計情報などの
詳細データや製品情報を取得できる。これらのビッ
グデータを活用し，マイニングや統計解析を駆使
して製造状態を予測し，改善指針を提示する。具
体的には，製造現場において，部品の特性ばらつ
きを考慮した動的な部品組合せ，製造・試験条件
のリアルタイムチューニングの機能を提供する。
これにより，常に最良な条件下でのものづくりを
実現する。開発現場では，製品性能に対する部品
特性マージン，設計段階で把握しきれなかった複
雑な事象の複合依存関係など，設計と製造のギャッ
プを提示する。これにより，更なる製品性能・機
能の向上やコストダウン，設計力の向上につなげ
ていく。

（6） 環境変化に適応する生産割付け
ビジネスの環境変化が激しいグローバルサプラ
イチェーンにおいて，全てのリソースを一元管理
することで全体的な稼働効率を高めようとする従
来型のSCMでは，増大する環境変化に俊敏に対
応することが困難となってくる。これからは個々
のサプライチェーンが相互につながり，情報がシ
ステムをまたいで流れることを前提としたダイナ
ミックなSCMが求められる。
ものづくりの現場は，仮想空間上のVirtualモデ
ルとつながるだけでなく，これまで使われてこな
かった多量の現場情報がVirtualモデルに反映さ
れ，高精度化されることで，調達・生産・物流・
コストといった様々な評価関数を用いた確度の高
いシミュレーションが可能となる。
富士通では，これまで培ってきたシステム技術
や垂直統合によるものづくりのノウハウをベース
にVirtualモデルを構築し，「ものづくりの動的ア
ロケーション」に向けたシステムを開発している。
仮想空間上で試行される様々な種類のシミュレー
ションの結果から，生産配分の再配置，製造情報
の変換など一連のサプライチェーン情報変換が行
われる。そして連携する現実システムでものづく
りの動的アロケーションが実現される。
この仕組みにより，仮想空間と現実システム間
のつながりが密になり，サプライチェーン構造の
柔軟性が高まる。この柔軟性が情報の再配置を可
能とし，環境変化への迅速な対応を実現，全ての
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リソースのポテンシャルを最大限に発揮し，スルー
プット最大化の実現につながっていく。

む　　す　　び

本稿では，富士通が目指す「スマートなものづ
くり」の構想と取組みについて述べた。今後，各
拠点で社内実践に取り組み，実践を横展開してい
き，生産性の向上，品質の適正化，リードタイム
短縮を図る。これらの活動を通じ，ノウハウや知
見を蓄積すると同時に，人材を育成していく。また，
社内実践をリファレンスとして，製造ソリューショ
ンに順次ラインナップし，ビジネス拡大に貢献し
ていく。
富士通のものづくりは，電子部品製造，電子機

む　　す　　び

器組立が中心である。様々な業種のお客様に貢献
していくために，それぞれのお客様との協業・共
創にも積極的に取り組んでいく。
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