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　まえがき

来たるべきユビキタス社会においては，さまざまな現場
の状況をいつでもどこでも監視ができるような計測環境を

実現されることが期待されている。このようなユビキタス

環境は，各種センサと無線技術の融合により実現可能であ

り，医療・健康，防犯・セキュリティ，防災，環境リスク

への対応，農産物などの各種生産過程監視などさまざまな

分野への適用が望まれている（図 1
（1）

）。

富士電機は，ユビキタス環境を実現するため，MEMS
（Micro Electro Mechanical Systems）を応用した各種セ

ンサと小型化技術 IMM（Intelligent Micro Module）を利
用した低消費電力型無線コンポーネントを開発しており，

本稿で紹介する。

　近距離無線技術の動向と着目している無線技術

無線通信の範囲は大きく，ワイドエリアネットワーク，

メトロエリアネットワーク，ローカルエリアネットワーク， 
パーソナルエリアネットワークなどに分かれる。このうち，

特に各種プラント・工場，流通などの現場系のデータを通
信する場合，ローカルエリアネットワークあるいはパー

ソナルエリアネットワークに分類される近距離無線技術
の利用が有効である。近距離無線技術は，数百m以内の 
近距離で通信を行うことを目的としており，さまざまな

技術が利用されている（図 2，表１）。このうち無線 LAN
は，高速通信が可能であり，家庭のみならず産業分野での

利用も進みつつあるが，消費電力が大きく一般的には外部
電源が必要になる。Bluetooth

〈注 1〉

は音声・データ通信などに

利用されており，主に家庭環境で利用が始まっている。低
速パーソナルエリアネットワークは ZigBee

〈注 2〉

に代表される
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図１　ユビキタスセンサネットワーク技術の将来利用イメージ
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無線ネットワークでの利用が検討されている。特定小電力 
（400MHz帯）は古くから使われており，ある程度長距
離通信も可能なことから，富士電機は自動検針システム，

個人線量計などの製品に適用してきている
（2），（3）

。特定小電力
（300MHz帯）は 2007年に新たに利用できるようになった。

この規格は，ZigBeeなどに比べると周波数が低いので障
害物などがあったときに比較的回りこみが可能であり，現
場のさまざまな環境に適用する無線方式として効果的であ

る。

各種プラント・工場，流通などの現場での計測に対する

無線利用を考えると，以下のようなユーザーニーズがある。

（a）　物理的に配線不可
（b）　配線工事コスト削減
（c）　移動体を対象とした状況監視
（d）　ラインの頻繁な組替えへの対応
現場ではリアルタイムに大量のデータを計測する場面も

ある。しかし，少量のデータを長周期に計測したいという

ニーズも多く見受けられ，このようなニーズに対応するた

めには，外部電源を必要としない低消費電力の小型センサ

付きアクティブタグが有効である。また，無線方式として

は，低消費・回込み可能という特徴を生かした特定小電力

（300MHz帯）を利用することが有効である。なお，電源
を必要としないパッシブタグでもセンサとの融合が検討さ

れつつあるが，電源を持つアクティブタグと比較すると通
信距離が圧倒的に短い。このような背景から，富士電機で

は特に 300MHz帯特定小電力を利用したコイン電池で駆
動可能な小型センサ付きアクティブタグと，これを利用し

た無線システムの開発に力を入れている。

　センサ付きアクティブタグシステム

3.1　適用分野

図 3にコイン電池で駆動可能な小型センサ付きアクティ

ブタグを利用したシステムの構成図を示す。表 2にセンサ

種類と無線アプリケーション例を示す。以下に各機器の仕
様を説明する。

3.2　小型センサ付きアクティブタグ

表 3に概略仕様を示す。図 3に示すようにアクティブタ
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〈注 1〉Bluetooth：Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標

〈注 2〉ZigBee： Koninklike Philips Electronics N. V.の商標または登

録商標
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図2　近距離無線方式の分類

表1　近距離通信方式の比較

使用周波数

項　目

伝送速度

通信距離*

出　力

消費電力

特　徴

無線LAN
（IEEE802.11b,g）

2.4GHz帯

11Mbits/s,
54Mbits/s

屋外：約300m
屋内：約100m

10mW/MHz

数100mW程度

高速通信

Bluetooth
（IEEE802.15.1）

2.4GHz帯

最大3Mbits/s

10～20m程度

1mW

200mW程度

音声・データ通信

400MHz帯

2.4kbits/s程度

100～300m

1mW，10mW

特定小電力
（400MHz帯）

60mW程度

長距離通信

2.4GHz（日本），
902-928MHz（米国），
868-870MHz（欧州）

250kbits/s，40kbits/s，
20kbits/s

1～30m

1mW

ZigBee
（IEEE802.15.4）

平均100      程度W

メッシュネット

315MHz近辺
（日本･米国）

最大500kbits/s

10～30m

0.25mW

特定小電力
（300MHz帯）

平均100      程度W

低消費電力

*使用環境による

監視端末 計測サーバ
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RS-485

LANアダプタ

MAX 30台
（増設可能）

受信機

無線タグ

計測サーバ
からデータ
を受け取り
表示する。

計測端末から
データを受け
取り，データ
ベースに保存
する。

受信機

無線タグ

データ
ベース

*Ethernet：富士ゼロックス株式会社の登録商標

図3　センサ付きアクティブタグシステム構成
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グは小型となっており，標準では温湿度センサを搭載して

いる。他のセンサはオプションボードにて簡単に追加可能
である。コイン電池のみで動作可能であり，低消費電力を

実現している。

3.3　受信機

受信機の概略仕様を表 4に示す。受信機は，図 3に示す

ように RS-485によるマルチドロップにより最大 30台接
続できる。通常の Ethernetケーブルが利用可能であり電
源も供給している。したがって，電源線を別途引く必要が

なく工事を簡素化できる。

無線機はタグも受信機も利用部品の共通化を進めており，

ファームウェアの機能部品化を進めている（図 4）。これ

により，高品質で短期間の開発を可能としている。

3.4　LANアダプタ

LANアダプタの概略仕様を表 5に示す。LANアダプタ

は，RS-485接続による受信機と一般的な Ethernetバッ

クボーンとの間のアダプタとなっている。10BASE-T/100 
BASE-TXが利用可能である。

3.5　エンジニアリングツール

各種プラント・工場や流通の現場で無線を利用する場合，

さまざまな構造物などの周囲環境により電波の強度は大き

く変動する。壁や床などに反射した電波が直接到来する電
波に干渉するマルチパスフェージングや障害物によるシャ

ドーイングを考慮する必要がある。

無線機を適用する場合，これらの電波伝搬特性を考慮
した現地の電波環境の調査，設置位置の確定，障害時の原
因調査などのエンジニアリングが必要となる。富士電機は，

このような無線エンジニアリングのために周波数によらず

共通に利用可能なツールを開発している。図 5にエンジニ

アリングツールによる測定例を示す。図に示すように，受
信機の読取り信号，タグからの応答信号，周辺機器のバッ

クグランドノイズなどを調査することができる。エンジニ

アリングツールは Excel
〈注 3〉

をベースに開発されており，この
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表2　センサと無線アプリケーション例

アプリケーション例

リモートキーエントリ（RKE），タグ（人，物）

機器圧力値測定，タイヤ計測

距離測定，移動タグ起動，双方向通信タグ

電力量計，モーション検出，ドア開閉アラーム

温度制御，温度アラーム，冷蔵庫

振動・故障診断，モーション検出

傾き測定，転倒検出，衝撃記録，タイヤ計測

電灯消忘れ，無線チッキ板

防犯，通行検出，案内

音量検知

設備管理，空調，冷蔵・冷凍庫/ケース管理

センサ種類

ID＋データ

圧力センサ

超音波センサ

ホールIC

サーミスタ

振動センサ

Gセンサ

照度センサ

人感センサ

マイク

温度＋湿度センサ

表3　小型センサ付きアクティブタグ概略仕様

仕　様

ARIB STD-T93

315MHz帯

9,600bits/s

小型ループアンテナ

10～30ｍ*

コイン電池

４年（30秒周期）*

温湿度，他センサはオプション

項　目

規　格

送信周波数

シンボルレート

送信アンテナ

通信距離

電　源

寿　命

センサ

*使用環境による

表4　受信機の概略仕様

仕　様

DC24V

伸縮モノポールアンテナ

315MHz帯

RS-485

300m

Ethernetケーブル

30台

項　目

電源電圧

送受信アンテナ

受信周波数

有線部通信方式

有線部総延長距離

接続ケーブル

最大接続台数

アプリケーション

API

簡易OS

：共通化

無線ドライバ

通信部品 RAS テスト間欠制御

I/F ドライバ
：個別開発

：標準部品

図4　無線機ファームウェア構造

表5　LANアダプタの概略仕様

仕　様

AC100V

10BASE-T/100BASE-TX

RS-485

項　目

電源電圧

Ethernet通信方式

受信機との通信

受
信
電
界
強
度
（
dB
m
）

時間（s）
100 20 30 40 50 60 70

－110

－120

－100
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－80

－70

－60
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－40

受信機の
読取り信号

タグからの
応答信号

周辺機器の
バックグランドノイズ

図5　エンジニアリングツールによる測定例
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ような時系列データだけではなく，確率頻度グラフ，累積
確率頻度グラフなどを現場で測定したデータをもとにすぐ

に表示することができ，現地の電波環境の調査，設置位置
の確定，障害時の原因調査などを効率的に行える。

　適用例

4.1　設備管理システム例

工場などのユーティリティ設備は，工場ラインの稼動
率を上げるためにも，予防保全が必須となる。従来，予防
保全は保全員が工場を定期的に巡回し，各場所に設置して

ある設備をさまざまな測定器で調査する時間基準（計画）

保全（TBM：Time-based maintenance）が主流であっ

た。しかし，保全コストをできる限り削減し，保全が必要
になった状況をいち早く確認するためには，近年主流にな

りつつある状態基準保全（CBM：Condition-based main-
tenance）に切り換える必要がある。CBMを実現するため

には，設備状態を常時監視することが必要であり，これを

低コストで実現する方法として無線による計測システムを

導入することが考えられる。図 6に無線による監視システ

ム例を示す。このようなシステムの一つとして無線による

モータ振動診断システムを開発しており，日本プラントメ

ンテナンス協会の 2007年度 PM優秀商品賞開発賞を受賞
している。モータ振動診断システムは，受信機からの起動
要求によってモータ振動診断タグが起動され，振動波形を

サンプリングし，受信機・LANアダプタを介してパソコ

ンに送る。パソコンでは FFT（高速フーリエ変換）によ

り振動波形の解析が実行され，どのような故障形態が発生
しているかを推定する。

4.2　作業員の安全管理システム例

研究開発においては，実験室（個室）でやむなく作業員
が一人で業務を行う場合があり，緊急事態の検出を迅速に

行う必要がある。このため，作業員にセンサ内蔵の無線タ

グを装着し，実験室への入室状況と，体調不良やけがなど

によるトラブルで作業員が倒れていないかを検出する安全
管理システムを開発した。図 7に転倒検出センサ付きアク

ティブタグの写真を示す。センサは 10秒ごとに作業員の

状態を監視し，転倒を検出したら一定時間後にWeb画面
にアラームを発することができる。

さらに，各種プラント・工場で，突発的な設備の故障な

どに対応するため，やむなく一人で作業を行わなくてはな

らない場合でも，この安全管理システムを適用できる。

　今後の展開

表 2に示すさまざまなセンサとの組合せによるソリュー

ションを展開するうえで，省電力・小型化を実現するため

さらなるMEMSセンサの開発を進める。また，このよう

な無線システムを適用するうえでもっとも大きな課題は電
池の容量である。この課題を解決するため，近年着実に技
術が進歩しつつあるワイヤレスによる電源供給やMEMS
を利用した有望な発電技術である PowerMEMS

（4）

を用いた

開発を進める予定である。

　あとがき

ユビキタス環境を実現するため，MEMSを応用した各
種センサと IMMなどの小型化技術を利用した低消費型の

無線コンポーネントを紹介した。適用例として設備管理シ

ステムと作業員の安全管理システムについて述べた。

近年の無線技術の発達はめざましく，コストダウンニー

ズだけでなく配線がいらず容易に導入が可能な無線システ

ムのニーズも高まっている。今後とも富士電機の無線技術
を適用し，お客様のニーズにあった無線システムによるソ

リューションを提供していく所存である。
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図6　無線による設備監視システム例

図7　転倒検出センサ付きアクティブタグ
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