
1　まえがき

工場やプラントに配置された設備の状態を管理するため

には，ワイヤレスネットワーク技術が欠かすことのできな

い技術になりつつある。このような現場におけるワイヤレ

スネットワークの技術には，表₁に示すような要件が求め

られる。

制御・監視用途では即時性や高品質が求められる一方で，

計測・検針・保全用途では広域で多数の端末が求められる。

現在，実用化されているのは，計測・検針・保全用の無線
や即時性を必要としない監視用の無線であるが，今後は即
時性が高く高品質通信が要求される制御用途に使える無線
技術を開発していく必要がある。

本稿では，富士電機の無線技術の標準化への取組みや，

開発・設計・据付け調整・保守の効率化のために無線技術
を共通プラットフォーム化する取組みを紹介する。さらに，

特徴のある技術としてメッシュネットワーク技術と多数タ

グ読取り技術の概要を紹介する。最後に富士電機の無線技
術の応用例の一部を紹介する。

2　標準化への取組み

図₁に無線技術の動向と富士電機製品を示す。移動通信
のデジタル化，広帯域化と並行して無線 LAN の普及が進
み，いまや無線利用によるインターネットサービスはいつ

でもどこでも質の高いサービスが受けられる。このような

人が行う通信とは別に，ユビキタスセンサネットワークと

呼ばれるあらゆる場所のあらゆる対象のデータを管理する

ための無線技術も盛んに研究
⑵

され，例えば UHF 帯の標準
化がなされている。オートメーションシステムで必要とさ

れる技術はこのような無線技術であり，富士電機において

も，物品に RFID タグやセンサ付タグを取り付けて管理す

るシステムや，メータ・計測器を遠隔から読み取るシステ

ムなどの製品を提供してきた。

オートメーションシステムでいろいろな機器およびデー

タを扱う場合は，オープンな機器によってシステムを構成
し，最適なシステムを顧客に提供する必要がある。このた

めには標準化されたインタフェースを持つ無線機の開発が

必要である。次に，富士電機の標準化活動を紹介する。

₂.₁　工業用無線通信規格（ISA100.11a）への取組み

工 業 用 無 線 通 信の規 格 化が ISA（The International 
Society of Automation）によって行われている。ISA 
100.11a

⑶

は 2009 年 4 月にドラフトが承認され，ANSI の
承認を経て正式リリースされる見通しである。並行して

認証の準備やロゴプログラムを推進するための機関 WCI
（ISA100 Wireless Compliance Institute）が設立された。

富士電機では ISA 100 委員会と WCI に参加するととも

に，いち早く ISA 100.11a を組み込んだ発信器を試作した。

そして 2008 年 10 月に米国テキサス州ヒューストンで開催
された ISA Expo において，図₂に示すように，他社製品

表₁　オートメーションの各種用途で求められる通信条件

用途分類 制　御 監　視 計測・検診・保全

トポロジー スター，メッシュ メッシュ

通信距離 数〜数十 m 数十〜数百 m

通信速度 数 Mbits/s 数 M〜100 Mbits/s 1 Mbits/s 以下

通信頻度 即時性必要 1 回 / 分〜時間，月

データ量 小 小〜大 小

端末数 数〜数百台 数百〜数万台

通信品質 高 中
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富士電機は，監視や計測・自動検針などの用途で，多くのワイヤレスネットワークの応用システムを提供している。プ

ロセス制御用途でも，無線規格 ISA100.11a を適用した製品を試作している。近距離無線通信の国際規格（IEEE802.15）に，

富士電機で実績のあるメッシュネットワークに適したアクセス方法を提案している。メッシュネットワークの設置調整を

簡単化するツールなどを共通プラットフォームとして整備している。特徴ある技術としては，低消費電力メッシュネット

ワークや多数タグ読取り技術などがあり，電力量計の無線遠隔検針やタグ型モータ振動診断などの製品で実用化している。

Fuji Electric provides automation systems that utilize various wireless network technologies for such applications as monitoring, 
measurement and automatic meter reading. A prototype product that uses the ISA 100.11a wireless standard is also being fabricated for 
process control applications. An access method using a mesh network, with which Fuji Electric has a history of successful applications, 
is proposed for the IEEE 802.15 international standard for short-range wireless communication. Tools for facilitating the installation and 
adjustment of mesh networks are prepared as part of a shared platform. Low energy consumption mesh networks and multiple tags reading 
technology are examples of Fuji Electric’s distinctive technology, and are being used in such practical applications as the wireless remote 
reading of a wattmeter and reading tags for a motor vibration diagnosis.



との間で ISA 100.11a の通信規格による相互接続デモンス

トレーションを行った。

₂.₂　IEEE 802.15.4gSUN への取組み

IEEE 802.15 は近距離無線通信 PAN（Personal Area 
Network）の国際規格であり，IEEE 802.15.4

⑷

はその中で

も比較的伝送レートの低いものを対象としている。主にデ

ジタル家電機器などに使われる ZigBee
⑸

では下層に本規格
を採用している。

従来は民生用目的が主であったが，現在 1EEE 802.15.g 

においてメータ検 針も含む SUN（Smart Utility Net-
works）を対象にした規格化が進められており，富士電機
は実績のあるメッシュネットワークに適したアクセス方法
を，1EEE 802.15.g へ提案

⑹

している。

3　無線技術プラットフォーム

富士電機では，無線製品の開発納期の短縮や現場調査の

精度向上，トラブルの早期解決を目的として，無線技術を

共通プラットフォーム化して整備している。

無線技術プラットフォームは図₃のような構成となって

いる。

₃.₁　設計支援プラットフォーム

開発期間を短縮し，信頼性を向上するために，各種の設

富士電機製品

無線技術の動向
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＊ 適用事例で紹介
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図１　無線技術の動向と富士電機製品

他社製

富士電機製

図₂　ISA100 Expo 2008 での相互接続デモンストレーション
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図₃　無線技術プラットフォーム
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計ツールを整備した。アンテナ設計のための電磁界解析や，

電波伝搬シミュレーション，ネットワークのトラフィック

シミュレーションなどのツールがある。

これらのツールを有効活用することで，試作して測定す

ることなしに目標性能が得られていることが確認可能であ

り，開発工程を短縮することができる。

また，標準ハードウェア・ファームウェア部品をプラッ

トフォーム化して用途に応じてカスタマイズすることで，

開発期間の短縮を図っている。

₃.₂　運用支援プラットフォーム

ワイヤレスネットワークは，空間を通信路とするため周
囲環境の影響を受けやすく，障害物の遮蔽（しゃへい）や

反射波による干渉によって通信できないことがある。

設置前に周囲環境の影響を調査したり，トラブル発生時
にシステムの状態を調査して問題点を解消するために，エ

ンジニアリング・メンテナンスツールを開発した。

図₄にツール画面例を示す。ノイズ計測，通信相手の電
波強度測定ツールと，メッシュネットワークのネットワー

ク構造を分析するためのツールとがあり，測定用無線機に

PDA（Personal Digital Assistants）を接続して結果を表
示することができ，周囲環境の状態やシステムの問題点を，

測定用無線機と PDA だけを用いてその場で判断できるよ

うにしている。 

4　特徴のある無線技術

富士電機の特徴のある無線技術として，メッシュネット

ワーク技術と多数タグ読取り技術を紹介する。これらは無
線技術プラットフォーム開発の一環で考案したものである。

₄.₁　低消費電力メッシュネットワーク

富士電機では，無線機が中継しながらデータを転送する

メッシュネットワークを，これまでに自動販売機の売上管
理システム

⑺

や電力計測システム
⑻

などに適用し，配線を行う

ことなく設備のデータを収集するシステムを提供してきた。

特長は，データの転送ルートを転送時点に決定するルー

ティング方式としたことにより，データを転送できない無
線機があっても別のルートを使って目的の無線機まで転送
できることである。

このようなメッシュネットワークを構成する無線機は，

従来はライン電源で常時動作していたが，配線不要とする

ために電池だけで動作できる受信駆動型のアクセス方式
⑼

を

開発した。

受信駆動型無線アクセス方式を図₅に示す。本アクセス

方式では，連続受信によって間欠送信される ID（無線機
ごとにユニークな識別符号）を受信すると，それに続く短
い受信状態をめがけてデータを送信する。データ送信後は

休止状態に遷移する。受信駆動型無線アクセス方式によ

ると連続受信の途中でデータを送信し動作を終了するた

め，従来の送信駆動型が一定時間送信状態であったのに対
して連続動作時間が短くなり，データ転送に伴う消費電流
を半減することができた。さらに，メッシュネットワーク

の特徴である送信相手が多数存在することや，ID を受信
すれば普段通信できない相手にもデータを転送できる独自
のルーティング方式と組み合わせて，消費電力を従来方式
の 1/5 〜 1/10 にできることをシミュレーション

⑽

によって

確認している。

₄.₂　多数タグの読取り技術

一般的な RFID タグは送信機能だけ持っており，一定間
隔でデータを送信する。多数のタグを一台の受信機で受信
しようとすると，電波が衝突して受信できないタグが発生
する。

例えば信号の送信間隔に対して電波を出している時間が

1/1000 のとき，100 個のタグの信号は 10 回に 1 回は衝突
してエラーとなる。

今回，受信機に複数チャネルの信号を同時に処理する機
能を持たせ，タグが信号を送信するごとにチャネルを変え

るとエラー率が大幅に改善することを確認した。

測定用
無線機

相手無線機の
電波強度分布

PDA

電界強度

メッシュネットワークの構成

強
度
測
定
頻
度

図₄　エンジニアリング・メンテナンスツール

受信側A
間欠動作周期 短い受信状態

連続受信状態
で IDを受信し
同期を補捉

時間

データ

受信側B

送信側

IDA

IDB

IDA

IDB

図₅　受信駆動型無線アクセス方式
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表₂はチャネル数を増やしたときのエラー率の変化であ

る。例えば 100 個の製品につけたタグの信号を受信すると

き，従来は 1 回の読取りに対して 18 回の読落しがあった

ものが，本方式を採用し使用チャネルを 3 とした場合，50
回の読取りに対して 1 個の読落しに改善できた。倉庫の物
品管理のように多数のタグを読む必要がある用途で，読取
り性能の向上が図れる。

5　ワイヤレスネットワークの適用事例

₅.₁　自動検針への適用例

図₇は電力量計の無線遠隔検針システムの構成図である。

一般需要家のメータに無線子機を接続し，半径約 100 m
のエリアごとに公衆網に接続されたコンセントレータと呼
ばれる無線機を設置する，コンセントレータを経由して遠
隔のセンター装置からメータの検針値を収集する。

コンセントレータは通信の遮蔽が少なくなるように，電
柱など比較的高い位置に設置する。それでも直接通信でき

ない無線子機と通信するために，最大 2 段まで中継できる

ようにしている。

電力量計とは異なり，ガスメータや水道メータでは電源
を確保することができない。このような用途には，₄.₁で

説明した電池駆動のメッシュネットワークを適用する。

₅.₂　保全診断への適用例

富士電機では，センサと無線を組み合わせたシステムを

多数製品化している。タグ型モータ振動診断システムは，

設備で使用されているモータに無線付きの加速度センサを

取り付け，モータの振動状態を解析することで異常を早期
に発見するためのシステムである。タグに垂直・水平方向
の加速度センサを内蔵しており，監視用のパソコンからの

起動で，モータ振動のデータをサンプリングして収集する。

収集したデータを解析ソフトウェアで FFT 処理すること

によって異常振動を診断することができる。

図₈にモータ振動診断システムの構成を示す。電源接続
が困難な場所へも取付け可能なようにコイン電池で動作し，

電池寿命は週 1 回の測定で約 2 年間である。

₅.₃　監視システムへの適用例

監視システムとしては，センサと無線を組み合わせたシ

ステムを製品化している。

放射線センサと無線を組み合わせて，放射線取扱い施設
の放射線管理区域からの入退場時に作業者の放射線被ばく

量などを無線で読み取る放射線管理システムや，放射線管
理区域内特定エリアの放射線量をリアルタイムで測定し作
業者の安全に貢献するエリアモニタリングシステムなどが

ある。

ここでは，タイヤ圧力センサ（TPMS：Tire Pressure 

表₂　複数チャネルを使ったときの受信率改善

使用チャネル数 エラー率（％）

1 ch 18.54

2 ch 0.901

3 ch 0.02

受信器 信号

衝突すると，
エラーになる

時間

タグ1

タグ1

タグ2タグ2

タグ3
タグ3

図₆　多数タグ読取り

コンセントレータ公衆網

電柱センター装置

子機1

子機2

子機3

子機4

半径100m以内

図₇　電力量計の無線遠隔検針システム

HUBEthernet

Ethernet

特定小電力無線

（送受信器1台に
　対して最大20台）

（LANアダプタ1台に
 対して最大30台）

RS485（ディジーチェーン接続
　　　：最長300m）

（無線振動センサ
最大登録数2,000台）

無線振動センサ
 （加速度センサ）

無線振動センサ
 （加速度センサ）

診断解析PC

ＬＡＮアダプタ

送受信機

ＤＢ

図₈　モータ振動診断システムの構成

表示器

受信アンテナ 圧力センサ 圧力センサ

図₉　TPMS 構成
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Monitoring System）について紹介する。これは自動車の

タイヤ内部に取り付けた圧力センサで空気圧を監視するタ

イヤ空気圧監視システムであり，空気圧低下を検出すると

運転席付近に設置した表示器で警報を発する。目的は，タ

イヤ空気圧の低下によるパンクなどの事故防止や燃費の低
減防止である。特に高速道路などでは，パンクが重大事故
に直結するため，空気圧の監視は重要な点検項目となる。

TPMS の構成例を図₉に示す。圧力センサはタイヤ内に

設置されるため無線通信が必須となる。金属構造物が多い

環境下で通信の品質が低下するため，300 MHz 帯の電波
の回り込みを利用し，アンテナの効率向上により通信品質
を上げている。また，電池駆動で長寿命とするために，低
消費電力のセンサ採用やソフトウェア処理により，電池寿
命を 4 年とすることができた。

富士電機は横浜ゴム株式会社向けに TPMS を提供して

いる。現在は主に業務用のトラックなどで採用が始まって

いるが，今後，個人の乗用車への普及が想定され，より

いっそうの小型化，長時間駆動，低価格化が求められる。

6　あとがき

富士電機の無線技術への取組み，特徴のある技術とその

適用事例を紹介した。

従来は，即時性を求められない検針や保全に適用してき

た無線技術を，今後は即時性や高い通信品質が求められる

監視・制御の分野への適用を目指して高度化していく所存
である。また，エネルギーハーベストや MEMS ワイヤレ

スセンサなどの新しい技術を開拓しながら，特徴のある技
術を核にお客さまのニーズを満足するワイヤレスネット

ワーク製品を提供していく所存である。
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