
1　まえがき

富士電機は電力・水処理・交通などの社会基盤，鉄鋼・

石油化学など素材産業，電機・電子など電動力応用，組立
加工産業，ビルや商店舗などの分野において，最新の計測
制御技術・情報技術の採用に取り組み，省力化・自動化，

高効率化・高信頼度化を実現するオートメーションの事業
を展開し，多くの先駆的実績を挙げてきた。現在，地球温
暖化，少子高齢化，安全・安心の実現などの社会的課題や

グローバル化・競争力向上など経営的課題の解決に貢献す

る次世代オートメーションの実現を目指し，エネルギーと

環境・安全分野に注力し，技術開発を進めている。

2　オートメーション技術の現状と動向

₂.₁　国内の技術戦略

経済産業省が策定し，公開している技術戦略マップで

は，重要技術の絞込みを行い，導入シナリオ，技術マップ，

ならびに技術ロードマップを示している。その 2009 年版
⑴

の中の，オートメーション技術と大きなかかわりを持つ

エネルギー分野と計量・計測システム分野について述べ

る。情報技術（IT）については政府の IT 戦略本部による

「i-Japan 戦略 2015
⑵

」に基づいて述べる。

⑴　エネルギー技術戦略
エネルギー分野では，2006 年に策定された「新・国家

エネルギー戦略」や 2007 年の「クールアース 50」計画を

踏まえて次の五つの政策目標を設定した上で，これらに寄
与する主な技術が抽出されている。

⒜　総合エネルギー効率の向上
⒝　運輸部門の燃料多様化
⒞　新エネルギーの開発・導入促進

⒟　原子力の利用
⒠　化石燃料の安定供給確保と有効かつクリーン利用
⒜の中では，省エネルギー（省エネ）型産業プロセス

（製鉄，石油化学など）が挙げられており，プロセス制御
技術が貢献できる。また，次世代省エネデバイス［SiC

（炭化けい素），GaN（窒化ガリウム）など］とともに高効
率インバータが挙げられている。家庭・ビル・地域の効率
的エネルギーマネジメントシステムは⒜⒞共通で挙げられ

ている。⒞の中では，太陽光発電，風力発電，バイオマス

発電などが挙げられており，これらの分散型電源との系統
連携技術の重要性も示されている。⒠の中では，燃料電池，

CO2 回収貯留技術などが挙げられている。

⑵　計量・計測システム分野の技術戦略
社会の安全・安心の確保および技術競争力の高度化を図

ることを目的とし，新規計測機器開発の加速，計測機器利
用技術の普及を目標としている。

計測機器に関するハードウェアおよびソフトウェア研究
開発の具体的な課題および代表的なプロジェクトとして次
の共通的なものが挙げられている。

⒜　新規センサ・新原理に基づく先端的計測機器の開発
と世界市場への展開

⒝　現場ユーザ志向のソフトウェア内蔵・トレーサビリ

ティ要件を保証する技術開発
⒞　不具合検査など生産現場への計測ソリューション提

供
⒟　計量標準整備，標準化活動と認証方法
最重要技術課題として，例えば気体流量計測では高精度

化，高信頼性化，高速化，ガス種範囲拡大，トレーサビリ

ティ確保などが挙げられている。

⑶　IT 戦略
情報技術に関する新たな戦略として，2015 年を目指し
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た i-Japan 戦略 2015 が策定された。2015 年のわが国にお

いては，社会の隅々に行き渡ったデジタル技術が“空気”

や“水”のように抵抗なく普遍的に受け入れられて経済社
会全体を包摂する存在となること（Digital Inclusion），な

らびにデジタル技術・情報により経済社会全体を改革して

新しい活力を生み出すこと（Digital Innovation）を目指
している。ここでは三つの柱が挙げられているが，その一
つの“産業・地域活性化および新産業の育成”では，組込
みソフトウェアの高機能化・高信頼化や，グリーン IT に

よる低炭素化などが施策として挙げられている。

₂.₂　市場と技術動向

オートメーション技術に関係するグローバルな市場と技
術について，最近の動向を述べる。

⑴　国際標準化
国際標準化への対応の重要性はますます高まっている。

エネルギーや工業プロセスの計測制御分野の標準化は IEC
の技術委員会の TC8 や TC59，TC65，TC95 などを中心
に活発に進められている。電子化，ネットワーク化，工業
用無線，さらにシステム視点での国際標準化も活発化し

ており，システム垂直統合やスマートグリッド対応など

の技術に関心が寄せられている。工業用無線では HART 
Communication Foundation による WirelessHART，ISA 

（International Society of Automation）による SP100 の

規格化が進められている。機械・機器の安全は ISO 12100
（機械安全），IEC 61508（電気系の機能安全）を上位規格
にして，さまざまな分野・機器の規格化が進められており，

日本でも JIS 化され，これらの流れの中で安全計装などの

導入は徐々に常識化されつつある。

⑵　生産・環境技術
エネルギーマネジメントについて，2010 年末を目標に

品質マネジメントの ISO 9000 や環境マネジメントの ISO  
14000 と同様な規格化が ISO 50001 として進められている。

一方，RoHS
〈注 1〉

規制や鉛フリーなど，製品に対する環境規制
が進んでいる。

⑶　センサネットワーク

人・モノの状況やそれらの周辺環境などをセンサが認識
し，センサ同士の自律的な情報の流通を実現し，状況への

リアルタイムな対応を可能とするユビキタスセンサネット

ワーク技術に関する研究開発が総務省主導で行われてい

る。これらを達成する技術として，無線，ネットワーク，

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）センサ，セ

ンサインタフェース，電池（または自己発電），それらの

信頼性を損なわずして長期間動作させる方法などの課題解
決に取り組まれている。

⑷　制御技術
1990 年代からロバスト制御やニューラルネットワーク

などが，情報技術の進歩とあいまって，産業・社会分野や

家電・車などに適用され，大きな効果をあげてきた。最近，

応用面からは，連続系と離散系を統合的に扱うハイブリッ

ド制御，より高い信頼性や可用性，安全性を実現するディ

ペンダブル制御などの理論・方式が注目されている。

⑸　スマートグリッド技術
オバマ米大統領が掲げたグリーン・ニューディール政策

の目玉の一つとしてスマートグリッドが注目されている。

IT を活用した制御装置で電力の流れを供給側，需要側の

双方から自動調整する次世代の送配電網である。専用機器
やソフトウェアを送配電網の一部に組み込んで，電気を常
時監視して電力の需要と供給がうまく釣り合うようにする

もので，欧米，中国，日本など世界中で注目を浴びている。

国により，電力インフラの前提条件も異なるため，課題や

導入効果に対する見解はさまざまである。日本はスマート

グリッドの要素技術の大国とも言われている。今後，太陽
光発電の一般家庭への普及など，分散型電源の拡大に伴い，

配電系統のきめ細かな制御を行うための計測センサ，制御
端末や次世代配電系統の制御技術の開発が注目されている。

₂.₃　需要動向

エネルギー・環境関連市場は中国をはじめアジアでの需
要拡大が予測されている。日本でも環境・省エネ関連市場
は年平均 8% 前後で拡大し，2020 年には 15 兆円規模に達
するとみられている。スマートグリッド関連市場の成長も

急激で 2014 年には 200 億米ドル規模とも報じられている。

セーフティ・セキュリティは中近東，中国やインドなどア

ジア地域での拡大が予測され，10% 前後の高い成長が見
込まれている。このように環境・省エネや安全・安心に関
連する市場は国内外で今後とも持続的な成長が見込まれて

おり，オートメーションが担う役割は大きい。

　

3　富士電機が目指すオートメーション事業

₃.₁　お客さまの課題とニーズ

お客さまの中でも，とりわけ製造業を取り巻く事業環境
の変化により，課題とそれに伴うニーズは次のように変
わってきている。

⑴　グローバルな生産環境への対応
製造業は必要な市場へのタイムリーな供給が求められ，

有望な市場の近くに製造拠点を配置するとともに，人件費
などのコストの低い国・地域への製造拠点の統合が進んで

いる。これらに対応して，分散拠点の統合管理やグローバ

ルなサプライチェーンマネジメント，セキュリティ，知的
財産保護などの技術が重要となっている。

異なる文化を持つ人材が混在することにより，作業標準
化や作業履歴管理，ならびに従来以上の現場設備の安全設
計が求められる。

⑵　資産活用の最適化
需要，景気，為替の変動やニーズの変化などの市場リス

クに，柔軟に対応する生産体制が求められており，生産拠
点・ラインの構築，変更，移転を短期間・最小費用で実現

〈注 1〉RoHS： 電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に 
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する必要がある。そのため，設備のモジュール化・汎用
化・可搬化が進んでいく。

これらに対応して，複数拠点間の物流も含めたグローバ

ルなシミュレーション，製造工程の精緻（せいち）なシ

ミュレーション，現場機器の省配線・無線化，設備をつな

いだだけで動作するプラグアンドプレイ機能を持った機器
などが求められる。

⑶　投資リスクの低減（高稼動率，安全化）と製品安全
現場設備はますます高い稼動率が求められており，事故

や設備の故障に伴う運転停止・機会損失を最小化すること

が必要である。そのために，高い信頼性や安全性が求めら

れるとともに，故障する前に対策を打てるよう，異常兆候
の早期発見や将来予測が期待される。さらに，従来の信頼
性に加え，システムとしての可用性の向上，耐故障性など

も含めたディペンダブルな設計技術が求められる。

製品の安全性確保はさまざまな事例を持ち出すまでもな

く，企業の存続にかかわる最重要なリスクである。とりわ

け，食品・薬品などの場合は不良品の排除はもちろんのこ

と，異物・微生物など混入の検査の高度化や原材料から製
造，流通までのトレーサビリティ確保が求められる。

⑷　人材流動化と技能維持
わが国における団塊の世代や米国などにおけるベビー

ブーマ世代が退職年齢を迎え，わが国の終身雇用制も崩壊
しつつあり，人材の流動化が進んでいる。また，景気の波
などによる物量の変動にフレキシブルに対応するため，定
期社員や派遣社員の比率が増大している。さらに，欧米の

みならず，わが国でも若年労働力不足・グローバル化から

外国人労働者の雇用が増えている。

これらに対応するには，短期間の教育で作業に従事でき

るような役務の単純化や熟練者でなくとも容易に操作可能
で安全な設備・機器などが必要となる。設備側に自己診断
や機能安全などのインテリジェンス性を持たせ，作業者を

補助する。さらに，作業者の健康・意識状態を監視し安全
性を確保することが求められる。

⑸　環境社会への対応
地球温暖化抑制やゼロエミッション，そのための一つの

解答である電気自動車（EV：Electric Vehicle）社会への

対応が求められている。そのために，設備・機器の低消費
電力化・小型化や運用効率の定常的な監視・改善が必要で

ある。また，有害物質規制（大気汚染防止法，水質汚濁防
止法，RoHS，REACH

〈注 2〉

など）への対応で，事業所の排出
するガスや排水中の低濃度・微量の有害物質成分の測定が

必要となってくる。EV 社会においては，安全で高効率な

駆動制御技術とともに，急速充電スタンドのようなインフ

ラの整備も課題である。

₃.₂　三つの鍵

図₁にオートメーションを構成する機器の進歩を，横軸

に入出力処理速度，縦軸に機器に搭載される記憶容量で示
す。電子技術，ソフトウェア技術の進歩は急速でシステム

構造の変化も目覚しいものがある

図₂に富士電機のオートメーション事業の取組みを示
す。同図の上段に示すようにリスク分散や高機能化に伴う

構成機器の物理的分散や自律化が進んでいる。一方で，運
用面やエンジニアリング・サービス面ではシームレスな統
合環境が求められている。プロセスや生産を“より見える

化”し，運用・操業を“より快適で安全”に実現すること

で，経営競争力向上に貢献するソリューションがこれから

のオートメーションである。これを目指して，富士電機は

センサからシステム構築まで①スマート化，②セーフティ

化，③グリーン化を鍵として技術開発・商品化を進めてい

る。

スマート化はセンシングの高性能化，最適化などの高度
情報処理，業務・運用の効率化・省エネ化などを意味する。

セーフティ化は冗長化による高信頼システム，高信頼度設
計・安全設計，国際規格に対応した機能安全システム提供
など，安全・安心を確保する取組みである。グリーン化は

環境負荷の計測，高度監視，環境規制対応・省資源化など，

環境対応の取組みである。

事業領域としては，電力・ガス・石油などのエネルギー

分野，食品・化学・鉄鋼・電機・機械などのインダストリ

分野，農業・物流・サービス・商業・公共などのソシオ分
野に区分している。上記の三つの鍵はこの三つの分野そ

れぞれに重要であるが，とりわけ，エネルギー分野にはス

マート化が，インダストリ分野にはセーフティ化が，ソシ

オ分野にはグリーン化が最重要と位置付けて技術開発を進
めている。

₃.₃　オートメーション技術の取組み

⑴　セーフティ技術
富士電機は電力・公共設備や工場など，プラントの安全

制御システムやそれを制御するシステムそのものの高信頼
度化には以前から取り組んできた。また，センサ技術によ

るプラントや機器の異常診断などでも多くの取組みを行っ
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図₁　オートメーションシステム構成機器と技術進歩

〈注 2〉REACH： 化学物質の登録，評価，認可及び制限に関する EU 
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てきた。さらに，情報制御システムのセキュリティ管理な

どにも多くの実績を持っている。これらに加えて，機械安
全・機能安全の規格や規制に対応できるエンジニア育成や

商品提供の取組みを強化している。国際規格に準拠した安
全技法による開発やリスクアセスメントに基づく安全シス

テム設計を富士電機の提供するすべての商品に適用する活
動を行っている。

⑵　プラットフォーム開発
業種，組織，機種で固有に開発し，結果的に開発期間の

長期化，属人的な開発による技術の停滞，効率低下を招い

ていた。これに対し，技術基盤の共通プラットフォーム化
（横断的開発・技術基盤化）を進めている。プラットフォー

ム化により，開発プロセス・技術の共通化・標準化，ソフ

トウェア・ハードウェアの標準部品化を図り，先端技術へ

の共通的な取組み，技術蓄積を行っている。これらにより，

開発期間の短縮，技術の高度化，品質の向上をよりいっそ

う進めていく。

⑶　組込みシステム技術
あらゆる電子機器にはソフトウェアが組み込まれている。

しかも，開発規模は増大の一途をたどり，その開発の効率
化・高品質化は重要である。このため，組込みシステムも

ハードウェア・ソフトウェアのプラットフォーム化を図り，

開発手法・開発プロセスの標準化と部品化を進めている。

⑷　3R エンジニアリング

制御システムを構成するコントローラ，コンピュー

タ，HMI（Human Machine Interface）機器などのエンジ

ニアリング，ならびにソフトウェア開発の共通プラット

フォーム化と統一エンジニアリング環境による業務効率
化を進めている。これにより，設計・開発の作業量の削減
（Reduce），設計資産の再利用（Reuse），部品化などの再
資源化（Recycle）を推進している。これを，富士電機で

は“3R エンジニアリング”と称している。

⑸　制御技術
機器やプラントの省エネ化，セーフティ化を図る上で，

最適化や予測，診断を実現する制御技術は核となる技術で

あり，富士電機は以前からコア技術として取り組んできた。

その中で，1 入力 1 出力系の PID 制御技術，多変数系のモ

デル予測制御技術をプラットフォーム化するとともに，制
御技術者の人材育成に取り組んで，適用技術のレベルアッ

プを図っている。このほか，非線形最適化技術や多変量統
計的プロセス管理技術に重点的に取り組んでいる。

⑹　MEMS・センサ技術

ネットワーク化・統合技術

エンジニアリング，サービスメンテの統合・シームレス化
技術

高度情報処理
予測・最適化・最適制御

高信頼度設計化
自動診断・監視化

高度監視・情報制御化

センシングの拡大
（高性能・小型化，経済性）

インテリジェント化
冗長化

エネルギー・環境計測
環境負荷（CO2換算）

業務・運用効率化
省エネルギー化 スマート化

セーフティ化
（性能・労働）

グリーン化

規格・規制対応化
（機械・機能安全）

合理化・規制対応
省資源化

物理的分散化の進展

インテリジェント化，ソフト化の拡大（監視・診断機能の深堀化）

機能・構造化

組込みソフト

センシング

スマートエネルギー

組込みソフト（次世代）

コンポーネント商品

制御計測機器

フィールド機器実装機器

電子基板センサデバイス

電子制御デバイス

システム商品

システム構築

商品群

製品

単体機器

システム
ソフト

プラント
工場

センサ技術
ソフト技術
計測制御技術
電子・通信技術

電力・ガス監視制御
グリッド運用最適化
メータリング，品質
分散型エネルギー
エネルギー利用インフラ

セーフティインダストリ

安全・安定操業（イエローファクトリ）
生産統合管理
監視制御
省エネルギー

グリーンソシオ

グリーン IT
1次産業情報化
農業近代化
物流最適化，ワークフロー

図₂　オートメーション事業の取組み
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制御系を構成するセンサ，アクチュエータ自体の省電力
化，省資源化も重要であり，これを実現するのに，電気回
路と機械系が一体となった MEMS デバイスは有効な手段
である。富士電機は 20 年以上にわたり，MEMS 技術に取
り組んできており，計測機器，放射線センサ，ガス分析
センサなどの小型化・省電力化で大きな効果をあげてきた。

最近では，ガス漏れを検知するガス警報器に内蔵している

メタンガスセンサ，設備や建築物などの異常や異常兆候の

検出および健全性の診断などを行うための振動センサなど

の開発を行っている。

⑺　ネットワーク技術・無線技術
制御系ネットワークについては，フィールド機器からコ

ントローラ，コンピュータまで含めたエンジニアリング環
境の垂直統合を目的に，各ネットワークレベルでの情報透
過の仕組みを実現する開発を進めている。具体的には，コ

ントローラレベルでの Ethernet/IP，統合エンジニアリン

グのための FDT/DTM（Field Device Tool/Device Type 
Manager）技術適用を進めている。

無線については近距離用の特定小電力無線と広域用の

メッシュネットワーク無線のプラットフォーム化を進めて

いる。併せて，無線ネットワーク適用のエンジニアリング

技術の標準化や干渉回避技術により，通信トラブルの低減
を図っている。

4　今後の展望

経済産業省の委託を受けて，2008 年に関係学会が中心
となって横断的な学術に対する未来像を議論し，四つの

テーマについて，2010 〜 2040 年程度をターゲットとして

アカデミック・ロードマップ
⑶

がまとめられた。このうち，

WG1（制御 ･ 管理技術分野）では，ニーズとして安全・

安心社会の構築，環境問題へのアプローチが最重要課題と

して挙げられ，シーズとして“複雑化する対象・複雑化す

るシステム”技術を挙げている。このシーズに対して，理
解・解析し，また制御を行おうとするためにはさまざまな

レベルで対象・システムの状況を観測し“見える化”する

必要がある，と述べられている。ただし，見える化は単に

“測る”ことだけではなく，データを“整理統合”し，“人
に提示する”，3 要素が重要であり，それぞれが密接に関
係しながら発展する必要がある。

これらも参考に，現状のニーズと情報制御技術の進歩を

踏まえて，富士電機の考える近い将来の次世代制御システ

ムの実現例を図₃に示す。

5　あとがき

わが国の技術戦略とグローバルな市場・技術の動向を踏

■ニーズの変化
　見える化
　セーフティ/セキュリティ
　環境規制対応
　国際規格対応
　最適化
　ディペンダブル
　自動コンフィグレーション
　プラグアンドプレイ

■システムの変化
　ソフトウェア部品化
　エンジニアリング統合
　情報機器と制御機器の融合
　制御機器と現場機器の融合
　現場機器知能化
　ユビキタスセンサネットワーク

拠点 拠点

工場・拠点管理

＋

＋

＋
＋

＋

HMI 装置

現場コンポーネントの
統合ネットワーク化
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複合化・
知能化

複合化

複合化一体化

無線化

ストレージ

FW

DMZ

拠点 拠点

次世代システム像現　在

クラウドコンピューティング

拠点

計画 基準 原価 品質

拠点
全社系ネットワーク

経営管理階層

現場系情報全社系情報

複数拠点
統合管理
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サーバ

ネットワーク上に
必要機能を
分散配置
物理的配置を
意識しない
ユビキタス環境

I/O

装置

データ収集
装置制御

装置監視
I/O制御

工場・拠点
管理

装置 装置 装置

I/O I/O I/O

PLC

全社系ネットワーク

図₃　次世代オートメーションシステム構成
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まえて，富士電機の目指すオートメーションの事業と技術
について取組みと展望を述べた。

地球温暖化の抑制に向けて，全世界で CO2 換算での温
室効果ガス排出量を，1990 年レベルに対し，2050 年には

50% 以上削減することが必要とされている。われわれの

現在の生活レベルを維持しながら，これを実現するために

は，さまざまな面での対策・施策が必要となるが，オート

メーション技術が，貢献できる可能性は非常に大きい。ま

た，社会の安全・安心を確保する上でも，オートメーショ

ン技術に期待されるものは非常に大きい。

富士電機は“エネルギー・環境”を事業の軸に，安全・

安心で持続可能な社会の実現に向け，オートメーション技
術をそのよりどころの一つとして，貢献していく所存であ

る。
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