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1　まえがき

エッジコントローラとは，主に産業プロセスなどの産
業分野における IoT（Internet of Things）システムの中
で，お客さまの現場に設置されたさまざまな現場機器の
データを収集する装置である。近年では，現場機器のデー
タ収集に加え，上位層で実施している処理を分担すること
で，より高機能で高速応答が必要なデータ処理を行うよう
になってきている。これをエッジヘビー化という。本稿で
は，エッジコントローラを取り巻くさまざまな課題と，富
士電機のエッジコントローラの役割や特徴などに加え，そ
の適用事例と今後の展望について述べる。

2　エッジコントローラの課題と市場動向

エッジコントローラは，さまざまな現場機器からデータ
を収集し，上位層の PCやクラウドといった情報系ネット
ワークへの橋渡しをする役割を担っている。このため，現
場機器が接続するフィールドネットワークと情報系ネット
ワーク間を接続するゲートウェイ装置として，通信プロト
コル変換を主な機能としていた。
一方で，次のような課題があるため，上位層の PCやク
ラウドで行っていた処理を，より現場側に近いエッジコン
トローラで分散実行するエッジヘビー化が進んできている。
⑴　データ処理における課題
⒜　ネットワークやクラウド機器への負荷増大によるト
ラフィック・コストの増加

⒝　処理のボトルネックに伴うリアルタイム応答性の低
下

⒞　現場の生データを外部に送信することに対するユー
ザのセキュリティ低下への懸念

エッジヘビー化を実現するエッジコントローラの登場に
より，製造現場では表1に示すようなニーズと，エッジコ
ントローラへの要求が高まっている。
一方で，エッジコントローラは年 10～ 15%の需要増
の市場予測

⑴

がなされている。しかし，これを実現するため
には，次に示す課題を解決する必要がある。
⑵　上位システム接続における課題
⒜　エッジ側での処理と上位システムでの処理のバラン
ス，ノウハウの蓄積

⒝　エッジコントローラの上位システムやクラウドへの
接続に対するセキュリティの保証

3　  富士電機の IoT システムとエッジコントローラ
の役割

3 . 1 　富士電機の IoT ソリューション
富士電機は，現場データのセンシングからゲートウェイ，

現場機器とサイバー空間との接続を実現するエッジコン
トローラ
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Edge Controller Connecting Field Devices and Cyberspace

エッジコントローラは，IoTシステムの中で現場機器のデータを収集する装置である。近年，エッジヘビー化という言
葉で表現されるように，上位層での処理を分担することで，より高度なデータ処理を行うようになってきている。富士電
機ではデータ収集に加え，データ解析・予測技術の一部をエッジコントローラに分担実装することで，よりリアルタイム
な IoTソリューションを提供する。エッジコントローラは，PODベースの「MONITOUCH V9-IoT」，PLCベースの
「SPH3000-IoT」，ゲートウェイ機器ベースの「FiTSAΣ」をラインアップし，機種ごとに特徴を持った製品化を行っている。

An edge controller, used in an IoT system, collects data from fi eld devices.  Its data processing is currently becoming more ad-
vanced, called edge heavy, by sharing computing with upper layers.  Fuji Electric offers advanced real-time IoT solutions by assigning 
edge controllers part of the analysis and prediction tasks in addition to data collection.  Our IoT product line includes the POD-based 
“MONITOUCH V9-IoT,” PLC-based “SPH3000-IoT” and gateway-based “FiTSAΣ,” each with device-specifi c attributes.

表 1　製造現場のニーズとエッジコントローラへの要求

製造現場のニーズ エッジコントローラへの要求

モノづくりの価値向上
（生産準備の所要時間短縮による
生産効率向上）

現場での生産情報の取捨選択による
リアルタイム性の高いデータの提供

多品種少量生産
（マスカスタマイゼーションの実
現）

現場での制御系と，上位情報系処理を
併せ持つ，より高い処理能力の保有

プログラミング負荷の低減 簡易なプログラミングツールやアプリ
ケーションの提供

ベンダ間接続 産業用オープンネットワークなどの
オープンアーキテクチャへの適用

FA機器，装置メーカーのサービ
ス事業拡大

エッジコントローラでの収集データを
基に，リモート監視・サポート，予兆
保全などのサービスの活性化と現場に
おける実装
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ネットワーク接続技術，データ解析・予測技術，最適化技
術，高度制御技術およびその実行基盤としての制御機器ま
で，IoTシステムの一連の製品や技術を保有している。こ
れらの製品や技術を活用した顧客価値を創出する各種 IoT
ソリューションを用意している。

3 . 2 　富士電機のエッジコントローラの位置付け
富士電機のエッジコントローラは，現場のさまざまな

データを収集・蓄積し，ネットワーク接続技術を用いてサ
イバー空間へ受け渡すゲートウェイ機能を持つプラット
フォームである。
今後，現場のデバイスや機械，設備などは IoT 化し，

直接ネットワークに接続していく。サイバー空間への接続
について，現場のデバイスを次に示す三つのタイプに分け
ることができる（図1）。エッジコントローラは，このⅡ
群とⅢ群における現場機器とサイバー空間を接続するゲー
トウェイ機器の役割を担っている。
⑴　Ⅰ群：直接型
直接サイバー空間に接続するタイプである。監視制御シ

ステム，中・大容量無停電電源装置（UPS），高機能イン
バータ，IT 連携自動販売機，放射線モニタリングポスト
などが該当する。
⑵　Ⅱ群：エッジコントローラ型
サイバー空間への直接接続機能がない既設のデバイス

（コントローラ，インバータ，計測機器などの汎用機器
や分析計など）を，自社・他社問わず個々の製品のロー
カル通信機能を利用して，サイバー空間に接続するタイ
プである。このタイプの機器をサイバー空間に接続する
ために，富士電機はエッジコントローラとして，現場型
表示器をベースとした「MONITOUCH V9-IoT」，汎

用ゲートウェイ機器をベースとした「FiTSA Σ」ならび
にプログラマブルコントローラ（PLC）をベースとした
「SPH3000-IoT」をラインアップしている。これらの
エッジコントローラは，他社の PLCやインバータ，NC
加工機，ロボット，計測機器などと接続が可能であり，
フィールドデバイスの IoT 化に大きく貢献する。
⑶　Ⅲ群：エッジコントローラ +センサ型
回転機やブレーカ，建物など，そもそもローカル通信機
能もインテリジェンスな機能もない機器を接続するタイプ
である。エッジコントローラに振動センサや温度センサ，
電流センサなどを接続し，センサ経由で対象の状態をデジ
タル化する。
エッジコントローラは，エッジヘビー化に対応するため
に，2章で示した収集する現場データの増大による通信ト
ラフィック・コストの増大，リアルタイム応答性の低下，
セキュリティ低下への懸念などの課題を解決することが求
められる。さらに，製造現場の要望に対応するため，制御
系や上位情報系の処理を併せ持つ高い処理能力，リアルタ
イム性の高いデータ供給，オープンアーキテクチャ適用，
現場での予兆保全などのサービス適用など，さまざまな性
能や機能が求められる。
富士電機では，データ収集技術，データ解析・予測技
術，最適化技術，高度制御技術に基づくエッジコントロー
ラを展開し，IoTソリューションを提供する。エッジコン
トローラはエッジヘビー化への対応として，サイバー空間
で処理を実施しているデータ解析・予測技術，最適化技術
の一部を分担実装することにより，トラフィック・コスト，
リアルタイム応答性，セキュリティ懸念などの課題を解決
し，製造現場の要望に対応することができ，よりリアルタ
イムでソリューションを提供することが可能となる。

サイバー空間

サーバアプリケーション：エネルギー監視，設備管理・保全  ほか

Ⅰ群：直接型

Ⅱ群：エッジコントローラ型

○監視・制御システム
　（MICREX-VieW XX，MICREX-PARTNER）
○コントローラ（MICREX-SX）
○中大容量UPS，PCS
○高機能インバータ
○IT 連携自動販売機
　（サイネージ自動販売機  ほか）
○放射線モニタリングポスト ○汎用計測機器（温調計，調節計  ほか）

○汎用制御機器（PLC，インバータ  ほか）
○NC工作機，ロボット  ほか
○分析計  ほか

Ⅲ群：エッジコントローラ＋センサ型
○回転機（振動センサ）
○蓄電池（内部抵抗，温度センサ）
○MCB（電流センサ）
○建屋（感振センサ）

エッジコントローラ
○FiTSAΣ ○MONITOUCH 

　シリーズ
○プログラマブルコントローラ
　SPHシリーズ

クラウド・サーバ基盤

インターネット・LAN

物理空間

図 1　サイバー空間への接続タイプ
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4　富士電機のエッジコントローラの特徴

富士電機のエッジコントローラであるMONITOUCH 
V9-IoT，FiTSA Σ，SPH3000-IoTの特徴を表2に示す。
2章で示したさまざまな要求に対応するためには，エッ
ジコントローラのゲートウェイ機能であるデータハンドリ
ング（収集，蓄積，加工）をはじめ，接続ネットワークや

セキュリティ機能を強化すること，ならびにエッジコント
ローラの機能を支援するエンジニアリングの提供が必要で
ある（表3）。また，図2に示すようにサイバー空間とエッ
ジコントローラの機能の分担実装を進めていく必要がある。

5　エッジコントローラの適用事例

エッジコントローラの適用事例を，顧客の課題ごとに示
す。
⑴　現場データの収集
顧客の設備の中には，PCを接続してデータを収集し

ようとしても，設備ネットワークが接続できない，PC
の設置スペースがない，高速サンプリングができない
などの理由から，データを収集できないことがあった。
SPH3000-IoTは，PLCの特徴である豊富な設備機器接
続インタフェースとデータハンドリング機能により，ミリ
秒の周期で高速データ収集ができる。また，小型であるた
め生産設備内の限られたスペースに設置でき，設置作業自
体も簡単に行うことができる（図3）。
さらに，エッジコントローラに接続した外付けハード

ディスク（NAS）に収集したデータをアーカイブとして
保存することもできる。
⑵　現場型診断の導入
収集したデータを分析することで，顧客設備における課
題の解決方法が明確になる。例えば，大型の生産設備で不
良品率が増加した場合，保存した設備に備え付けたセンサ
の波形を分析すると，設備の消耗部品の劣化と不良品の増
加が関係していることが明らかになり，その消耗品を交
換すればよいということが分かる。なお，MONITOUCH 
V9-IoTは，設備内データの収集，分析・診断，判定表
示という一連の処理を 1 台で行うことができるエッジコ
ントローラである（図4）。
このように，IoT 導入の最初のステップとして，エッジ

コントローラによるデータ収集を行い，データ分析からさ
らなる価値を創出することができる。

表 2　エッジコントローラの特徴と性能

機　種 特　徴 診断性能＊

MONITOUCH V9-IoT 現場でのリアルタイム
画面表示，機器接続性 1,000ms

FiTSAΣ 小型，高い汎用性，機
器接続性 500ms

SPH3000-IoT PLCの特長を生かした
高速リアルタイム処理 50ms

＊  データ解析・予測技術の一つである，MSPC（多変数統計的プロセス管理）のリ
アルタイム診断など機能を実装した場合の性能。サイバー空間上のサーバにて実
行した場合の性能は，約10秒となる。

表 3　エッジコントローラに求められる機能

機能分類 概　略

データハンドリング

A. データ収集
システム状態解析や設備診断などをするため
のさまざまなデータを収集

B. データ蓄積
収集したデータを蓄積，転送

C. データ加工
収集したデータの価値化（データ解析・予測
技術の一部搭載）

ネットワーク

○  サイバー空間接続実現のための標準プロトコル
の搭載
○  さまざまなメーカーの現場機器接続実現のため
のオープンプロトコルの搭載

セキュリティ サイバー空間接続に対するセキュリティリスクの
低減

エンジニアリング
○  各種機能を実現するエンジニアリングツール
○  エッジコントローラ間水平連携支援
○  サイバー空間－エッジ間垂直連携支援

A

B

サイバー空間

物理
空間

B. エッジ間水平，サイバー空間―エッジ間垂直連携
○データ流通量の飛躍的な拡大
○多量センサによるエッジ間連携
○サイバー空間機能のエッジ分散実装

A. エッジヘビー化（サイバー空間機能の分担実装）
○データ通信量の削減
○リアルタイム処理の実現
○信頼性（生データ外部送信に対する抵抗）向上

最適化予　測

診　断

診　断

予　測
最適化

図 2　サイバー空間とエッジコントローラの機能の分担

不良品を出したときの波形が
消えたため分析できない

ハードディスクに
長期保存

ハードディスク内に
保存された実績データを
PCで分析

設備・機械

SPH3000-IoT
（エッジコントローラ）

NAS（ハードディスク）

図 3　機器データの収集例
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6　あとがき

現場機器とサイバー空間との接続を実現するエッジコン
トローラについて述べた。
IoTを活用したシステムやサービスの多様化に伴い，

エッジヘビー化の要求が高まっており，現場とサイバー空
間の間で，機能分担の必要性がますます高まってきている。
富士電機は，マルチコアマイコン，リアルタイム OS，

Linux
〈注〉

などの汎用OS，組込みセキュリティといったオー
プン技術を利用する技術と，PLCで培ったリアルタイム
制御技術，エンジニアリング支援技術をベースにしてエッ
ジコントローラを構築するとともに，現場デバイスに求め

られる低コスト，高耐環境性，高信頼性，高速性といった
課題を解決していく。
今後も，お客さまのより高い価値の創造に結びつく IoT

ソリューションを提供していく所存である。

参考文献
⑴　“Industrial Network Gateways Market Research

（FIVE-YEAR MARKET ANALYSIS AND TECHNOLOGY 

FORECAST THROUGH 2020）”. ARC Advisory Group. 

https：//www.arcweb.com/sites/default/f i les/

Documents/study-brochures/study- industrial-

network-gateways.pdf， （accessed 2018-08-17）.
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制御システム支援ツールの開発に従事。現在，富
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製品の品質状況が表示器で
簡単に確認できないかな？

異常予兆の検出通知

設備・機械 MONITOUCH V9-IoT
（エッジコントローラ）

判定・分析結果の表示 詳細要因分析

図 4　現場型診断の導入例

〈注〉  Linux：Linus Torvalds 氏の日本およびその他の国における商

標または登録商標



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。
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