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1　まえがき

2011 年 3 月に発生した東日本大震災により被災されま

した皆さまには，心よりお見舞い申し上げますとともに，

一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

富士電機は，電力・交通・水処理などの社会基盤，鉄
鋼・化学・自動車・電気電子などの産業用設備，ビル・店
舗・自動販売機・車載機器などの民生分野において，省力
化・自動化・高効率化・高信頼度化を実現する計測制御の

技術を展開し，多くの先駆的実績を挙げてきた
⑴

。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
献する計測制御技術の実現を目指し，エネルギー・環境分
野に注力し技術開発を進めている。さらには，東日本大震
災を契機に，持続可能な社会の実現に向けた新たな取組み

を始めようとしている。

本特集では，省エネルギー（省エネ）および社会の安
全・安心を実現する計測制御技術と，それを適用したソ

リューションを紹介する。本稿においては，計測制御技術
に関わる日本の戦略およびグローバルな技術動向と製造業
を中心とした課題，ならびにそれに対する富士電機の取組
みを述べる。

2　 グローバル市場における計測制御技術の動向と
課題

₂.₁　日本の新成長戦略

2010 年 6 月に，次の 7 項目からなる ｢新成長戦略〜『元
気な日本』復活のシナリオ〜｣ が閣議決定された

⑵

。

⒜　グリーン・イノベーションによる環境・エネルギー

大国戦略

⒝　ライフ・イノベーションによる健康大国戦略
⒞　アジア経済戦略
⒟　観光立国・地域活性化戦略
⒠　科学・技術・情報通信立国戦略
⒡　雇用・人材戦略
⒢　金融戦略
また，これらを強力に推進するために，経済成長に特

に貢献度が高い 21 の国家戦略プロジェクトが選定された。

このうち，計測制御技術が貢献できるものとして，次のプ

ロジェクトが注目される。

⑴　｢固定価格買取制度｣ の導入などによる再生可能エネ

ルギー・急拡大
⑵　｢環境未来都市｣ 構想

  
₂.₂　エネルギー基本計画と省エネルギー技術戦略 2011

2010 年 6 月に，エネルギー基本計画の全面的な見直し

が行われた
⑶

。ただし，東日本大震災とそれにより引き起こ

された福島第一原子力発電所の事故を受け，さらなる見直
しが必要となっている。エネルギー政策の基本である 3E

（エネルギーセキュリティ，温暖化対策，効率的な供給）

に加え，エネルギーを基軸とした経済成長の実現と，エネ

ルギー産業構造改革が新たに追加された。また，2030 年
に向け，自主エネルギー比率ならびにゼロ・エミッション

電源
〈注 1〉

比率の向上，産業部門における世界最高のエネルギー

利用効率の維持・強化などの目標が掲げられた。

2011 年 3 月には資源エネルギー庁より，エネルギー基
本計画の重要な要素である省エネに大きく貢献する重要分
野を特定した ｢省エネルギー技術戦略 2011｣ が策定され

計測制御技術の現状と展望
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Current Status and Prospects of Measurement and Control Technologies

安全・安心で持続可能な社会を実現するために，計測制御技術は必要不可欠である。富士電機は，電力・産業・水処理・

民生をはじめ，さまざまな分野で計測制御技術を展開し，多くの実績を挙げてきた。わが国の新成長戦略やエネルギー基本
計画ならびにグローバルな市場・技術の動向を踏まえ，エネルギー・環境分野に注力した技術開発を進めている。スマート

化，セーフティ化，グリーン化を技術の鍵とし，エネルギーの供給・流通・需要サイドまでの最適な運転・運用と省エネル

ギー・省資源化・環境負荷の低減と安全・安心の確保を実現するソリューションの取組みを進めている。

In order to realize a safe and reliable sustainable society, measurement and control technologies are essential. Fuji Electric has developed 
measurement and control technologies in many fields including power, industrial, water treatment, and commercial fields and achieved good 
results. In accordance with Japan’s New Growth Strategy and Basic Energy Plan, as well as global market and technological developments, 
we are moving forward with technological development focused on energy and environment. The key for these technologies is to create them 
smarter, safer, and greener. We are pushing forward with approaches for solutions that achieve the optimal service and operation of energy 
supply, distribution, and up to the demand side, realize energy conservation, resource conservation, and decrease the environmental burden, 
and that ensure safety and peace-of-mind.

〈注 1〉 ゼロ・エミッション電源：原子力および太陽光，風力，地熱， 

　水力，バイオマスなどの再生可能エネルギー由来の電源
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た
⑷

。これまでの戦略を全面的に見直し，さまざまな技術の

システム化により大きな省エネ効果を発揮するもの，製品
使用段階における省エネ効果が極めて高い省エネプロダク

トの製造・普及に寄与する技術，全く新しい切り口から省
エネの進展を追求するものなど，従来にない視点から新た

な省エネの可能性を提示している。

また，図₁に示すように，重要技術として，産業部門，

家庭・業務部門，運輸部門における技術のほか，部門を横
断する技術として，高効率インバータなどのパワーエレ

クトロニクス（パワエレ）技術，地域内のエネルギー利
用最適化を図る次世代エネルギーマネジメントシステム

（EMS）などの熱・電力の次世代ネットワーク技術が挙げ

られており，計測制御技術の貢献が期待される。

₂.₃　計測制御技術の動向

グローバルな市場における，計測制御技術に関わる最近
の動向を述べる。

⑴　国際標準化
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（国際電気標準会議）の TC8 や TC59，TC65，
TC95 などを中心に活発に進められている。電子化やネッ

トワーク化，工業用無線，さらにはシステム視点での

国際標準化も活発化している。スマートグリッド対応に

ついては，米国の NIST（国立標準技術研究所）を中心
に IEC と連携し，活発に進められている。工業用無線で

は，HART Communication Foundation による Wireless-

HART，ISA（International Society of Automation）によ

る SP100 の規格化が進められている。ガスメータの遠隔
検針用のローカル通信には，IEEE 802.15.4 g による多段
中継無線方式が日本から提案されている。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，安全計装システムなどの導入が国内で

も進んできている。

EMS について，品質マネジメントの ISO 9000 や環境マ

ネジメントの ISO 14000 と同様な規格化が進められ，2011

年 6 月に ISO 50001 として発効した。

⑵　センサ技術
大地震や事故を踏まえた安全・安心の観点から，放射線

線量計・地震計・ガス検知器などが注目されている。また，

地球温暖化・環境対応の観点から，電力のスマートメー

タや工場・焼却炉の排ガス分析計も注目されている。一
方，設置やメンテナンスを容易にするために，センサの無
線化や電池または自己給電による長期間駆動やメンテナン

スフリー化が求められている。これらを実現するために，

MEMS（Micro Electro Mechanical Systems）（287 ペ ー

ジ ｢解説 1｣ 参照）技術が活用され，小型化・省電力化が

図られている。

⑶　制御技術
1990 年代からのモデル予測制御やニューラルネット

ワーク，最適化技術などが，情報技術の進歩と相まって，

産業・社会分野や家電製品・車などに適用され，制御性
能の向上や省エネなどに大きな効果を挙げてきた。一方，

リーマンショックに端を発した需要低迷により，生産シス

テムにおいては，低コストで生産量の変動に対応できるこ

とが望まれている。その実現手段の一つとして，PID 制
御器のパラメータをきちんと調整して用いること，ならび

にそのための制御性能監視や閉ループでのモデル化・パラ

メータ調整の方式があらためて注目されている。

⑷　スマートグリッド・スマートコミュニティ技術
情報通信技術を活用した次世代の送配電網としてスマー

トグリッドがスタートした。電力のみならず，熱，ガス，

水など社会インフラ全体のスマート化による環境調和型の

都市空間づくり（スマートコミュニティ・スマートシティ）

に向かって，コンセプトが拡張されている。国内では北九
州市や横浜市などで実証実験が行われている。中国やイン

ド，中東などの海外では，桁違いの投資で新しい都市開発
の一環としてプロジェクトが進行している。

今後の太陽光発電や風力発電などの分散型電源の飛躍
的な導入拡大に備えて，配電系統のきめ細かな制御を行
うための計測センサ，ならびに制御端末や次世代配電系
統の制御技術の開発とともに，地域レベルのエネルギー

マネジメントシステムである CEMS（Cluster Energy 
Management System）の開発が行われている。

⑸　エネルギーマネジメントシステム（EMS）
太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入や省エネの

実現に向けた取組みが進んでいる。これらを実現するに

は，エネルギーの需給全体を統合または連携した管理や運
転が必要とされ，EMS がその役割を担うことになる。従
来のビルや工場の EMS である BEMS（Building & EMS），
FEMS（Factory EMS）に加え，地域レベルの CEMS，
店舗流通向けの REMS（Retail EMS），家庭向けの HEMS
（Home EMS）など，用途向けに開発が進められている。

₂.₄　事業環境変化と課題

富士電機の顧客，とりわけ製造業を取り巻く最近の事業
環境の変化とそれに伴う主な課題やニーズを述べる。

産業

部門横断

家庭・業務 運輸

™ZEB・ZEH
™省エネ型情報
　機器・システム
™快適・省エネ
　ヒューマンファクター
™定置用燃料電池

™エクセルギー損失最小化技術
™省エネ促進システム化技術
™省エネプロダクト加速化技術

（出典：経済産業省. 省エネルギー技術戦略2011概要）

™次世代自動車
™ITS
™インテリジェント
　物流システム

™次世代型ヒートポンプシステム
™パワーエレクトロニクス
™熱・電力の次世代ネットワーク

図₁　省エネルギー技術戦略2011における重要技術



富士時報　Vol.84 No.4 2011

特  

集

計測制御技術の現状と展望

230（ 4 ）

⑴　持続可能な環境社会への対応
従来進めてきた地球温暖化抑制のための省エネに加え，

わが国では，よりいっそうの節電が必要となった。具体
的には 2011 年夏期の東京・東北電力管内全域においてそ

れぞれの需要家が最大使用電力を 2010 年に対し，15% 削
減することが求められた。従来進めてきた，設備・機器の

小型化・省電力化や運用効率の定常的な監視・改善ととも

に，ピークシフトや新エネルギーを含めた自家発電設備の

効率的な運用も必要となった。また，これらは一時的な対
策でなく，東北地方の新たな復興も視野に入れて，持続可
能な社会を実現するための取組みとする必要がある。電気
自動車や PHV（Plug-in Hybrid Vehicle）の普及も有効な

手段の一つであり，車載側での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

進めていく必要がある。環境面では有害物質規制（大気汚
染，水質汚染，RoHS

〈注 2〉

，REACH
〈注 3〉

など）への対応で，事業
所が排出するガスや排水の低濃度・微量成分の測定が必要
となってくる。

⑵　高い信頼性と安全性の確保
現場設備はますます複雑化・高度化している。一方，わ

が国をはじめ先進国では，現場作業に従事する熟練者が高
齢化して次々と退職しており，非常時の対応が危惧される

状況にある。そのため，設備の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，異常の

兆候を早期に発見することや設備機器の寿命予測などの

運転支援技術が期待される。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，耐震性なども

含めた設計技術が求められる。また，新任の作業者が短期
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が可能で安全な設備・機器などが

必要となる。これらを実現する上で，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
し，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。

⑶　フレキシブルな生産体制への対応
製造業は需要の減退ならびに原材料や電力の供給不足か

ら，生産の縮小や移転を余儀なくされている。生産設備や

運用制御は最大の生産量を前提に設計されていることが多
く，限られた生産量ではエネルギー効率の低下や制御系の

安定性，制御精度を保てない場合がある。先行き不透明な

状況においては，フレキシブルな生産体制に対応した，安
定でメンテナンスに手間のかからない計測制御システムが

求められる。さらには，生産拠点やラインの構築，変更，

移転を短期間に最小費用で実現する必要がある。そのため，

設備のモジュール化や汎用化，可搬化が進んでいく。これ

らに対応して，現場機器の省配線化や無線化，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。

⑷　グローバルな事業環境への対応
製造業は，必要な市場へのタイムリーかつその市場に合

わせた製品の供給を求められ，有望な市場の近くに製造拠
点のみならず，開発拠点や営業拠点の配置が進んでいる。

その一方で，人件費などのコストの低い国や地域への製造
拠点の統合もますます進んでいる。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

〈注 2〉 RoHS 指令：電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制 

 限についての EU（欧州連合）の指令

〈注 3〉 REACH：化学物質の登録，評価，認可および制限に関する 

 EU（欧州連合）の規則

持続可能な環境社会 フレキシブルな生産体制

高い信頼性と安全性の確保 グローバルな事業環境

地球温暖化 少子高齢化 安全・安心 競争力向上グローバル化

顧客課題

技術動向
デバイスの省エネルギー化・小型化・ネットワーク化

小型化・省電力化
無線化

見える化・高度情報処理
（予測・運用最適化・連携制御） 業務・運用効率化 スマート化

セーフティ化

グリーン化

高信頼度設計
自己診断

耐故障性・高可用性・耐震性
（ディペンダブル化）

規格・規制対応
（機械・機能安全）

エネルギー・環境計測
エネルギーマネジメント

省エネルギー化・省資源化 環境負荷低減
ゼロエミッション

機器の自律分散化・インテリジェント化・ソフトウェア化

標準化・プラットフォーム化

エンジニアリングとサービス（メンテナンス）のシームレス統合化

◆センサ・計測技術　　◆制御技術　　◆情報技術　　◆電子通信技術　　◆パワーエレクトロニクス技術

図₂　富士電機の目指す計測制御技術
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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。また，異なる文化を持つ人材が混在すること

により，異文化への相互理解および尊重を前提に作業標準
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。

3　富士電機の計測制御技術への取組み

2章で述べた課題に対し，プロセスや生産を“見える化”

し，運用や操業を“より快適で省エネかつ安全”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

れからの計測制御技術に求められている。デバイスや構成
機器の物理的分散や自律化が進む一方で，システムの標準
化やエンジニアリング・サービス面でのシームレスな統合
環境が求められている。これらを踏まえて，富士電機は

図₂に示すように，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や商品化を進めている。

スマート化は機器の小型化・省電力化，プラントの最適
運転などの高度情報処理，業務・運用の効率化などを意味
する。セーフティ化は高信頼度設計，耐故障性，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。グリーン化はエネルギー・環境負荷の

計測，省エネ化・省資源化など，環境対応の取組みである。

センサ・計測技術，制御技術だけでなく，情報技術，電子
通信技術，パワエレ技術などのコア技術を基にこれらの実
現を図っていく。

図₃に示すように，事業領域として，地熱発電や燃料電
池などのエネルギー供給サイド（創エネルギー），鉄鋼・

電機・機械・食品・化学などの産業分野や店舗流通，イン

ターネットデータセンター（IDC）などの需要サイド（省
エネ），ならびにこれらをつなぐ流通サイドに区分してい

る。エネルギーの供給から流通，需要サイドまでの最適で

安全な運転・運用と省エネ・省資源化・環境負荷の低減に

注力したソリューション実現のための商品開発を，デバイ

ス，モジュールからコンポーネント商品，システム商品，

ソリューション商品の各階層で進めている。また，“世界
の富士電機”を目指す取組みをこれまで以上に積極的に推
進している。世界（グローバル）の各地域のニーズに合致
した“グローカル”開発を進めるため，中国・米国・欧州
に開発拠点を設けて現地開発の強化を行っている。

次に具体的な取組みのいくつかを述べる。

₃.₁　センサ技術

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，省資源化を実現するうえで，MEMS デバイスは有効
な手段である。富士電機は長年にわたり，MEMS 技術に

取り組み，これを使った計測機器，放射線線量計，ガス分
析計などを開発・製品化してきた。最近では，リアルタイ

ムの制御に使える高速・高感度の多成分ガス分析計，ガス

警報器に内蔵する電池駆動のメタンガスセンサ，建築物の

異常や異常兆候の検出，健全性の診断などを行うための高
性能な振動センサ，車に搭載され，種々の制御に利用され

る圧力センサなどの開発に取り組み，小型化・省電力化に

大きな効果を挙げている。

放射線計測の分野においては，原子力発電所での事例を

踏まえ，さらなる安全確保を目指して震度 7 でも性能を維
持する耐震型体表面汚染モニタを開発した。本装置は，原
子力発電所の放射線管理区域境界に設置され，区域外へ退
出する作業者の体表面への放射性物質の汚染を測定するも

のである。さらに，環境放射線モニタリング設備について，

震災発生時にも監視・測定を継続できるように種々の震災
対策を講じている。また，近年，発電プラントなどの安定
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図₃　エネルギー・環境の事業領域と商品階層
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稼動の観点から，配管の肉厚管理が必要とされており，新
型の放射線透過型配管厚さ測定装置を開発した。3 ビーム

演算方式を適用して測定性能を向上させ，保温材の上から，

肉厚のプロファイル測定を可能としたものである。

₃.₂　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うえで，

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

ある。富士電機はこれをコア技術として長年取り組んでき

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，予測・診断用のニューラルネッ

トワーク技術，多変量統計的プロセス管理技術，ならびに

電力網などの大規模複雑な問題を最適化する非線形最適化
技術などに重点的に取り組んでいる。モデル予測制御では

PLC（Programmable Logic Controller）に実装して長期
間の安定的な運用に適用できるようにするとともに，オブ

ザーバを応用した外乱抑制方式により，さらなる制御性能
の向上を実現した

⑸

。また，多くの制御系で制御対象の特性
の変化による制御性能劣化や調整不足があるといわれ，こ

れらに対処するために，制御性能監視機能を開発した。

₃.₃　監視制御システム

富士電機は大中規模向けの分散型監視制御システム

｢MICREX-NX｣ を，鉄鋼，水処理，化学などのプラント

に多数納入している。MICREX-NX は，安全計装機能と

一般計装機能を同じコントローラおよびエンジニアリング

ツールに混在可能である。これを用いてガス製造プラント

の安全計装システムを構築し納入した。

中小規模向けに低コスト化を図るため，監視制御システ

ムの共通プラットフォームとなる ｢MICREX-VieW｣ を

開発した。MICREX-VieW は，既設の富士電機製監視制
御システムとの互換性を重視し，既設システムの各種資産
を継承するシステムである。また，システムを構成するオ

ペレータステーション，データベース，制御 LAN，コン

トローラ，I/O ユニットなど各機器単位で二重化が可能で

ある。これにより，高信頼性システムを新設案件のみなら

ず，更新案件についても段階的に柔軟な構成で構築する

ことができる。さらに，小規模向けには，汎用 PLC とプ

ログラマブル表示器を組み合わせたシステム ｢MICREX-

VieW コンパクト｣ を開発した。これらは，OA ソフト

ウェアの Visio
〈注 4〉

で作成した計装フロー図やロジック図など

の制御機能仕様書からプログラムを自動で生成できるなど，

容易なエンジニアリングが統合環境で実現できる。

鉄鋼圧延制御や金属加工，印刷，包装など機械制御分野
では，高速，高精度の多軸同期制御システムが求められて

いる。このようなドライブソリューションを汎用 PLC で

実現するために，高速，高精度同期制御と大容量入出力
制御を可能にした独自ネットワークである ｢E-SX バス｣，

ならびに E-SX バスを搭載した新型高速 CPU モジュール

｢SPH3000MM｣ を開発した。

₃.₄　無線通信技術

無線技術では，プロセスオートメーション用の無線規格
ISA 100.11 a に準拠した無線システムを容易に開発・構
築するためのプラットフォーム化を行った。ISA 100.11a
は，工業環境で必須である高信頼性・実時間性を兼ね備え

た無線ネットワークの規格である。この規格に準拠した無
線ネットワークシステムを工場やプラントなどの有線での

ネットワーク構築が困難な場所への設置，工事や試験時の

一時的な設置などが可能になり，システム構築の自由度を

高めることができる。

スマートコミュニティを実現する重要な要素の一つにス

マートメータリング技術がある。富士電機は電力量計なら

びに遠隔検針システムで培った技術を基に，電気事業者
やガス事業者と各需要家間の双方向通信が可能なスマー

トメータリングの技術開発を行っている。スマートメータ

リングのための無線通信技術として，電池で長期間動作す

る超低消費電力の多段中継無線方式を開発した。本方式は

IEEE 802.15.4 g として，国際規格化が進められているも

のである。

₃.₅　EMS プラットフォーム

富士電機ではこれまで，電力，鉄鋼，水処理，店舗流通
などの各分野において，各用途向けの EMS を開発してき

た。これらの各分野の EMS を統合化し，CEMS，FEMS，
BEMS，REMS を共通の仕組みによって効率的にシステ

ム構築することができるプラットフォームを開発した。電
力，熱，ガスなどのさまざまなエネルギーモデルを扱うこ

とができ，見える化，エネルギー管理，省エネ連携制御が

可能である。Web 画面は複数の言語をサポートし，サー

バ 1 台の小規模システムから数十台にも及ぶ大規模システ

ムまでを同じエンジニアリングツールで容易に構築するこ

とができるようになった。

4　今後の展望

今後，ますます再生可能エネルギーの導入と省エネの重
要性が増すことは論をまたないが，それを効果的かつ安全
に実現するために，計測制御技術の果たす役割は大きい。

現状の計測制御システムはエンジニアリングの統合が進
んでいるが，エンジニアリング作業や運転・保守作業にか

かる負担はまだまだ大きいといわざるを得ない。次世代の

システムには次のような機能の実現を目指し，開発を進め

ていく。

⒜　対象物やシステムの状況を測るだけでなく，データ

を整理統合し，それを難しい操作をすることなく，分
かりやすく提示（次世代の見える化/分かる化）

⒝　システムを稼動させたままで機器・機能の追加・変
更および自動設定が可能（プラグアンドプレイ）

〈注 4〉 Visio：米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の商 

 標または登録商標
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⒞　無線で自己給電するセンサ・計測機器
⒟　再調整不要（メンテナンスフリー）な制御方式
⒠　組込み用も含めたソフトウェア資産の知的財産保護

5　あとがき

わが国のエネルギー・環境に関する成長戦略・技術戦略
とグローバルな市場・技術の動向を踏まえて，富士電機の

目指す計測制御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。福島第一原
子力発電所の事故を受け，各国の原子力への取組みも変わ

りつつあり，これまでの延長では立ち行かなくなる。われ

われの現在の生活様式そのものの見直しも含め，これらを

実現するためには，さまざまな面での新たな対策・施策が

必要となる。

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，計測制御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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