
1　まえがき

政府は，新エネルギー導入や地球温暖化防止を狙いとし

た“環境・省エネルギー”と，国民が安全に安心して暮ら

せる“安全・安心”を軸に新産業の創出を視野に入れた景
気対策を積極的に進めている。ブロードバンドや携帯電話，

無線通信，地上デジタル放送が整備され，すべての産業が

この通信基盤
⑴

を活用できるようになってきた。この通信
基盤の上で“環境・省エネルギー”や“安全・安心”を軸
とした社会的な課題を解決する新規ビジネスモデルの検討
が進みつつある。環境面では，1997 年 12 月に締結された

「京都議定書」を踏まえ，“地球環境”を意識した地球温
暖化防止が大きくクローズアップされてきている

⑵

。わが国
の温室効果ガス（2007 年 13.7 億トン）の約 9 割がエネル

ギー起源の CO2 であることから，エネルギー発生を抑制
するための法律が整備され，改正された「エネルギーの使
用の合理化に関する法律」（改正省エネ法）

⑶

が 2010 年 4 月
より施行される。政府の方針として，“2020 年”の CO2 削
減目標を 2005 年ベースで 15% 削減するとしたことも省エ

ネルギー（省エネ）対策，新エネルギー導入に大きな影響
を与えると予想される。

富士電機は，“環境に調和した快適な生活を送る社会”

をグリーンソシオと定義して，快適で豊かな社会づくりに

貢献することを目指している。

2　富士電機の取組み

富士電機は今までも，環境対応の自動販売機や省エネ対
応のオープンショーケースのように日常生活を快適にする

ための製品や，ETC 用車両センサのように高速道路の入
口で自動車の流れを安全にかつ円滑にして渋滞を少なくす

るのに役立つ製品を提供してきた。このような環境に調和
し，快適でかつ生活に密着したソリューションとしてグ

リーンソシオオートメーションに取り組んでいる。

₂.₁　グリーンソシオのコンセプト

第 3 期科学技術基本計画
⑷

に挙げられている社会・環境分
野の 2020 年頃のあるべき姿は，富士電機が目指すグリー

ンソシオの方向と一致している。

⒜　地球温暖化・エネルギー問題の克服への道筋整備
⒝　環境と調和する循環型社会の実現
⒞　世界を魅了するユビキタスネットワーク社会の実現
⒟　国土と社会の安全確保
⒠　暮らしの安全確保
図₁に示すグリーンソシオのコンセプトを実現するソ

リューションを市場へ提供するためには，センシング，ト

レーサビリティ，セキュリティ，最適化技術など以前から

培ってきた技術やノウハウをうまく融合させる必要がある。

つまり“センサにより対象を計る”“作業・業務を省力化
する”“エネルギー・物・データを送る・配る・守る”“装
置・システムを維持管理する”などの技術をシームレスに

富士時報　Vol.82 No.5 2009

特  

集

（17）

快適な社会を実現するグリーンソシオオートメーション
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Green Socio-Automation to Realize a Comfortable Society

富士電機はグリーンソシオを“環境に調和した快適な生活を送る社会”と定義し，その実現に向け，センサ，ワイヤレ

スネットワーク，広域分散システムなどをコア技術として，環境・省エネルギーと安全・安心にかかわるソリューションを

提供している。環境・省エネルギーでは，エネルギーの使用量やムダの見える化，省エネルギー活動を支援する「グリーン

ユース」などのソリューションを提供している。安全・安心では，農産物の育成履歴管理や食品の製造履歴管理などの食の

安全の提案や緊急医療のための所在管理システムなどのソリューションを提供し，グリーンソシオの実現を目指している。

Aiming to realize a“green society”, which can be defined as“a society that leads a comfortable lifestyle in harmony with the 
environment”, Fuji Electric uses sensors, wireless networks, wide area distributed systems and the like as core technology to provide 
environmental and energy-savings solutions as well as safety and security solutions. For the environment and energy-savings, Fuji Electric’s 
solutions enable the amounts of energy usage and waste to be visualized, and provide energy-saving solutions such as merchandise of 

“GreenUSE”. For safety and security, Fuji Electric’s solutions provide food safety proposals such as cultivation history management for 
agricultural products, production history management for food products, location management for emergency medical treatment, and so on, 
aiming to realize a green society.

グリーンソシオ：“環境に調和した快適な生活を送る社会”

水産，農林，商業，食品，建設，運輸，物流，倉庫，サービス，公共

■コア技術
　センサにより対象を計る
　作業・業務を省力化する
　エネルギー・物・データを送る
　・配る・守る
　装置・システムを維持管理する

■ソリューション

環境・省エネルギー

安全・安心

適用

～　快適で豊かな社会づくりに貢献する　～

図₁　グリーンソシオのコンセプト



結合させたソリューションを提供し，社会が要求する環
境・省エネ，安全・安心の課題を解決していくことである。

対象分野は，水産，農林，商業，食品，建設，運輸，物流，

倉庫，サービス，公共などの社会全般である。

₂.₂　グリーンソシオの商品イメージ

人に優しく快適で安全な生活環境の実現に向けて，富士
電機は多くのソリューションを提案してきた。快適で安全
な生活環境の実現には，センサネットワークやユビキタス

コンピューティングでインテリジェント化されたシステム

によって環境や人・物の変化をつかまえ，全体最適な制御
により常時良好な状態にする仕組みを構築しなければなら

ない。そのためのイノベーションの創出に向けた技術開発
に注力している。具体的には，主に次に示す 3 点を特徴と

した関連技術およびソリューションである。

⒜　計測機器，放射線センサ，ガス分析センサなどに

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）センサ 
技術

⑸

を適用することによる小型化，省電力化
⒝　センサへのワイヤレスネットワーク機能の付与

⑹

によ

るフィールドのインテリジェント化，およびシステム

とのシームレス結合によるフィールドの見える化
⒞　“センサ”による計測，“ワイヤレスネットワー

ク”による収集，および“広域分散システムプラット

フォーム”の適用による効率的な業務システムの構築
図₂にこれら関連技術を活用したグリーンソシオソ

リューションの商品イメージを示す。

₂.₃　グリーンソシオを支える技術

グリーンソシオを支える技術として重点的に取り組んで

いるセンサ技術，ワイヤレスネットワーク技術，広域分散
システムプラットフォームの概要を紹介する。

⑴　センサ技術
代表的なセンサは発信器用圧力センサ，ガス警報機用の

薄膜ガスセンサ，振動センサ，環境化学物質用の分析チッ

プ，個人被ばく線量計用 RI センサ，クリーンルーム内の

気流や赤外線式ガス分析計用のフローセンサなどである。

これらセンサ素子は MEMS 技術により小型軽量かつ低消
費電力化がなされている。センサ素子と組み合わせる回路
も高密度実装技術を適用することでセンサ全体を小型軽量
化している。センサにコイン電池駆動のワイヤレスネット

ワーク機能を持たせることで，省配線化，ラインでの頻繁
な機器組替えへの対応，移動体を対象とした状態監視など

を実現した。

⑵　ワイヤレスネットワーク技術
富士電機は早くから RFID タグを製品化し，物流管理な

どに応用してきた。電力・ガス・水道の自動検針やエネル

ギー連続計測のための無線技術として低消費電力メッシュ

ネットワーク技術を実用化した。さらにモータの振動診断
のための低消費電力型加速度センサの無線技術や，トラッ

クなどのタイヤ空気圧を常時監視計測するタイヤ圧力セン

サ（TPMS）の金属構造物環境での無線技術などを実現し

た。

⑶　広域分散システムプラットフォーム

広域に分散するセンサで計ったフィールドデータを収集
するミドルウェア「フィールドコネクタ」の開発を完了し，

広域に分散するセンサの計測値をリアルタイムに収集・制
御する仕組みを完成した。フィールドコネクタは，現場の

見える化を容易に行うために，図₃に示すように，次の四
つの部品で構成されている。

⒜　センサやコンポーネント機器からフィールドデータ

を収集する I/O サーバ
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【見守】

圧力
センサ

業務
テン
プレート

3Rエンジニアリング

エンジニア
リング
ツール

構成管理

開発標準

社会
（公共，サービス，
商業，建設など）

食品・農業
（農林・水産，
食品など）

輸送
（運輸，物流，
倉庫）

制御
システム
プラット
フォーム

共通部品

Webサービス部品 通信ライブラリ

DBアクセス部品 アクセス権管理

ミドルウェア　フィールドコネクタ

機器制御 故障監視 データ収集 帳票収集 履歴収集

OPCドライバ MICREX-SX
ドライバ

Citectドライバ

機能
部品群

広域分散システムのプラットフォーム

マルチ計測
ユニット

振動 /温湿度 /圧力 /低温センサ /
双方向アクティブタグ

大気分析装置

【FeMIEL】 【MEMS応用センサ・タグ】 【赤外線ガス
分析計】

【ジルコニア式
　酸素計】

センサ例

【建屋入退】【建造物監視】【事業所入退】【育成履歴】 【輸送履歴】

業務システムへの適用

ワイヤレスネットワーク

センサ応用業務システム例

感振センサ

無線

振動センサ

温湿度センサ

開閉検出
タグ

図₂　グリーンソシオソリューションの商品イメージ

現場の見える化
【インテリジェント
　ビューワ】

現場データの容易な活用

高速でのデータ共有化

中央監視・制御

アジェント

画面・帳票
インテリジェントビューワ

アジェント

上位システム
基幹システム

A拠点
BS*

B拠点
BS

I/O
サーバ

機器機器

I/O
サーバ

I/O
サーバ

機器機器機器 機器機器

I/O
サーバ

C拠点
BS

広域の設備
の状態監視
および

設定制御を実現
10万点 アジェント

広域データ収集

64拠点

＊BS：ブロードキャストサーバ

現場データ取得
【I/O サーバ】
4096局

多種多様な機器と接続

【ブロードキャスト
　サーバ】

図₃　フィールドコネクタを用いた広域分散システムの構成



⒝　分散した拠点間のフィールドデータを共有化するブ

ロードキャストサーバ

⒞　業務システムからフィールドデータをアクセスする

ためのアジェント

⒟　画面表示設定用のインテリジェントビューワ

フィールドコネクタを使うことで，システム全体で 10
万点，64 拠点，4,096 局規模のリアルタイムな監視制御が

できる。

フィールドデータを加工，編集，表示，設定，制御する

業務システムは，図₂の広域分散システムプラットフォー

ムを使って共通の手順で開発できる。このプラットフォー

ムは，フィールドコネクタ，Web サービス，通信ライブ

ラリなどの共通部品，画面，制御，集計，監視などに分類
した機能部品群，ソースプログラムの自動生成や試験の自
動化ツールを含むエンジニアリングツールと過去に経験し

た業務ごとの業務テンプレートから構成されている。画面
プログラムの作成では，画面の要求仕様を画面定義ルール

に従って XML（Extensible Markup Language）で定義
する。この定義と画面要素ごとのプログラム部品を自動生
成エンジンが抽出し組み合わせて，要求仕様の画面プログ

ラムを自動生成する。このようにして，顧客の要求事項に

対し，再利用を促進し，新規プログラムの作成を抑え高品
質な業務システムを提供することができる。

“環境・省エネルギー”と“安全・安心”を実現するグ

リーンソシオを，社会分野・食品農業分野・輸送分野に提
供している。そのソリューション商品の例を表₁に示す。

3　グリーンソシオソリューションの事例

グリーンソシオを実現するため“環境・省エネルギー”

と“安全・安心”に向けたソリューションを以下に紹介す

る。

₃.₁　環境・省エネルギー向けソリューション

環境・省エネルギー向けソリューションの全体像を図₄

に示す。このソリューションは，エネルギー計測によるエ

ネルギー使用量の見える化，省エネ診断とその対策，省エ

ネモデルによるエネルギーのムダの見える化，そしてエネ

ルギー報告書の作成と省エネ活動を支援するグリーンユー

ス機能で構成される。

⑴　エネルギー使用量の見える化
図₅に示すコンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」

を使うことで，エネルギー使用量の見える化が実現できる。

FeMIEL の特長を次に示す。

⒜　電力 1 回路に加えて各種のエネルギー計測が可能
⒝　計測した電力量は CO2 排出量や料金への換算が可

能
⒞　5 分周期記録で 1 年間分のデータを本体に保存可能
⒟　ネットワーク機能（Ethernet，RS-485 選択）搭載

⑵　エネルギーのムダの見える化
既にエネルギー使用量の見える化やインバータ駆動によ

る省エネ対策を進めてきた顧客に対して，簡便な省エネ対

表₁　グリーンソシオのソリューション商品の例

グリーン
ソシオ

（環境調和・
快適・生活）

社　会
（公共，サービス，商業，

建設など）

食品農業
（農林，水産，
食品など）

輸　送
（運輸，物流，

倉庫）

環境・
省エネルギー

環境モニタリング
エネルギー計測
新エネルギー
省エネルギー診断と対策
店舗エネルギー管理
グリーンユース
グリーンキャビネット
環境報告

省エネルギー

診断と対策

新エネルギー

排水浄化処理

地産地消

モーダルシフ
ト

共同配送

安全・安心

建造物遠隔監視
ガス機器遠隔監視
電動機振動診断
タイヤ空圧診断
ETC関連
児童・高齢者見守
所在管理，異物混入検査
建屋・事業所入退
重要物持出管理
通関検査，施設監視
安全報告

防除指導

生産履歴・
公開

トレーサビリ
ティ

育成モニタ
リング

トレーサビリ
ティ

輸送状態計測

コンテナ物流

統括部門責任者

全社集計

事業所ごとの集計
1.エネルギー計測
　 結果の集計
2. 環境報告書作成

省エネルギー対策
1.インバータ化
2. 高効率モータ化
3. 高効率トランス化
4.ヒートポンプ化
5. BEMS導入
6. 連動制御　など

エネルギームダの
見える化

1. 省エネルギーモデルの
　 作成
2. 省エネルギーモデルと
 　計測値の突合せ
3.ムダの数値化

全社環境報告書作成 全社申請 承認

事業所
1

2
3
4

グリーンターミナル
Webサーバ・収集

Web配信

電力量計
F-MPC04P

無線計測
機器

マルチ計測
FeMIEL

パルス
流量など

アナログ
温度など

現場設置
表示器＋PLC

収集・演算・
表示・操作

省エネルギー診断
1. 診断シート・
　 ヒアリング
2. 実施項目の測定
3. 省エネルギー効果
 　と投資費用
4. 省エネルギー施策
　 の検討

承認 提出

作成

エネルギー計測

複数事業所

・・・・・

全社環境委員 事業責任者 監督官庁

グリーンユース安全報告・環境報告（改正省エネ法対応）

図₄　環境・省エネルギー向けソリューションの全体像

単位の
キャラクタ表示
CO2量や
金額換算の表示 高さ

96mm

幅48mm

表示内容の充実

PT，CTによる
電力計測
パルス積算
各種アナログ量
接点入力（状態など）

マルチ計測

RS-485版

Ethernet 版

パルス出力

カーソルボタンによる
ローカル設定
リモートによる
設定値ダウンロード

操作性の確保

1年間のデータ保管
（計測周期5分の場合）

内蔵メモリ装備

負荷計測に連動したDO出力
（アラーム，タイマ出力）

ローカル負荷制御

図₅　コンパクトマルチ計測ユニット「FeMIEL」
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策として“ムダの見える化”という省エネ診断コンサル

ティングを提供している。設備の理想的な運転状態のエネ

ルギー使用量（省エネモデル）と計測したエネルギー使用
量とを比較することで，その差分をムダとして提示する。

その手順を図₆に示す。例えば部品工場では，ムダの見え

る化を参考にして設備の運用状態を適正化することで 5 〜

10% の省エネ効果が得られた。この手法は，産業分野だ

けでなくテナントビルなど民生分野でも活用でき，生産設
備や施設の省エネ対策に有効である。

⑶　省エネ活動と報告書作成を支援するグリーンユース

2010 年から施行される改正省エネ法では，エネルギー

使用量が原油換算で 1,500 kl を超える事業者はエネルギー

管理が義務付けられるようになる。このような事業者の

省エネ活動と報告業務を支援する「グリーンユース：

GreenUSE」を提供している。グリーンユースは，部門の

集計や部門間の申請・承認にワークフロー機能を活用し，

企業の環境と安全の見える化を実現する。具体的には，店
舗ごとのエネルギー使用量や安全点検の結果を店長から地
区の管理者へ報告，さらに事業者全体として環境報告書や

安全報告書としてまとめ，監督官庁への提出と保管を行う。

グリーンユースにより，エネルギー計測と事業所内での集
計，全社の集計と承認および監督官庁への報告をシームレ

スに統合し，報告業務の合理化と環境経営の実践を支援す

る。

₃.₂　安全・安心向けソリューション

安全・安心向けソリューションとして，農林・水産・食
品・物流・商業の分野に提供している食の安全ソリュー

ションと，公共・サービス分野に向けて提供している緊急
医療のための所在管理ソリューションについて次に紹介す

る。

⑴　食の安全ソリューション

食の安全ソリューションは，図₇に示すように，農産物
の育成履歴から食品の製造，輸送品質までの履歴情報を一
元管理することで，消費者への安全な農作物と加工食品の

提供を支援している。

⒜　農産物の育成履歴管理
農作物育成過程の生産情報を生産現場へモバイル端末

で指示，収集するシステムを開発した。これは，防除指
導と育成状況の実績収集からなる。育成に必要な農薬の

データベースを生産者のモバイル端末に配信し，育成物
や病害虫防除に適する農薬種類，農薬濃度，散布時期な

どを生産者にガイダンスする。育成者名や農薬散布実績，

施肥実績をモバイル端末から収集する。これにより失効
農薬の使用や農薬使用基準違反を防止し，安全な生産プ

ロセスの実現を支援する。

⒝　食品の製造履歴管理

省エネルギーモデルの作成

ムダの数値化

〔計測値〕－〔省エネルギーモデル〕＝改善点（ムダ）

計測値 比較 省エネルギーモデル

エネルギー消費の
専門家による理想的な
エネルギー消費
パターンの決定

計測値より理想的なエネルギー消費パターン決定
　計測値と生産数により原単位を求め原単位が最適な期間のエネル
　ギー消費パターン
　待機運転時の理想的なエネルギー消費パターン
　安定して稼動している期間のエネルギー消費パターンなど

設備の理想的な運転状態を省エネルギーモデルとして作成する
理想（省エネルギーモデル）と実態（計測値）とのギャップが
改善点（ムダ）となる

理想的なエネルギー消費パターンをあてはめる対象期間を選定

省エネルギーモデルと計測値を突合せ差分を算出し集計すること
によりムダを数値化

省エネルギーモデル

選定した対象期間に理想的なエネルギー消費パターンをあてはめ
“省エネルギーモデル”を作成

図₆　省エネルギーモデルと計測値とによるムダの見える化
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図₇　食の安全ソリューション

緊急医療システム

通信ネットワーク

所在管理
システム

車載
システム

医療スタッフ

医療設備

医療機関

リーダ ロケータ

電子タグ

電子タグ

医療スタッフ

医療設備

医療機関

リーダ ロケータ

電子タグ

電子タグ

医療スタッフ

医療設備

医療機関

リーダ ロケータ

電子タグ

電子タグ

図₈　緊急医療のための所在管理ソリューション
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食品生産管理システムを導入し，資材購買，生産計画，

製造実績，物流の各サブシステムを資材購入番号，製造
番号，出荷番号などで関係付けることで，食品製造工程
の履歴管理を実現した。製品に刻印された製造番号から

製造した工場ラインや物流倉庫の製造履歴，さらに，そ

の製造番号の製品がいつ，どこに出荷されたかの流通履
歴，資材購入番号から購入資材を使用した製品の出荷先
の原材料履歴を瞬時に参照できる。異物混入などの不良
発生時，この履歴管理の仕組みを利用して，消費者から

の回収や迅速な販売停止指示ができる。

⑵　緊急医療のための所在管理ソリューション

緊急医療のための所在管理ソリューションを図₈に示す。

広域に分散した医療機関において，医療スタッフや医療機
器に電子タグを装着し，医療機関内のロケータ（部屋番号
などのロケーション番号を電子タグに送信する装置）と組
み合わせることで，医療スタッフの所在や医療機器の稼動
状況を明示的なロケーションとして正確にかつリアルタイ

ムに把握する。稼動状況を緊急車両へ通知することにより

緊急時の適切な医療搬送の判断を支援する。電子タグは，

NTT 未来ねっと研究所の仕様を基に開発したもので，非
接触で読み書きできる双方向アクティブタグである。次に

示す三つの特長がある。

⒜　鉄道改札で使用している IC カードと同じ HF 帯の

電波に 32 バイト相当の情報を乗せ，10 m 離れたとこ

ろからタグへの書込みができる。

⒝　UHF 帯の電波を使い書き込んだ情報とタグの持っ

ている識別コードを 100 m 離れたところから読み取
れる。

⒞　用途に応じてセンサ計測値を取り込むこともできる。

4　あとがき

“環境・省エネルギー”“安全・安心”の課題は，製造
業や特定の事業者に限らず，われわれの生活に密着したと

ころに多数存在する。富士電機はこれらの課題を解決する

ソリューションを多数提供してきている。今後は，グリー

ンソシオソリューションを発展させ，環境に調和した快適
な生活を送る社会づくりに貢献していく所存である。
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＊ 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。




