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まえがき

現代のように，市場ニーズが大きく変化する時代では，

最初に構築するシステムは，ニーズを満たす最小システム

とし，将来の拡張や環境変化に容易に対応可能なフレキシ

ビリティーを持ったシステム作りが重要である。

図１はシステム構築に関連するニーズの変化を表してい

る。特に，デファクトでオープンなシステムに無線通信ネッ

トワークを組み合わせることにより，ニーズに対応できる

ネットワークシステムが比較的容易に構築できる。

富士電機では，SS（Spread Spectrum）無線を駆使し

たフレキシブル無線ネットワークをプラットホームとする

「総合エコ監視システム」を製品系列化し，市場ニーズに

こたえようとしている。

製品化の背景として，ISO14001（環境マネジメントシ

ステム）取得の急増や「エネルギーの使用の合理化に関す

る法律の一部を改正する法律」（改正省エネ法）の施行に

より，環境改善や省エネルギーを推進することが企業のイ

メージアップや投資対効果にも役立つものと考えている。

本稿ではフレキシブル無線ネットワークによる総合エコ

監視システムを紹介する。

システム構築上のキーワード“ACT”

システムを構築する場合，どのようにデータを収集・解

析し，どのように取りまとめ・活用し，いつ・どこへ伝送

するのかを決めることが重要である。

これらのポイントを，富士電機では，図２のように，A-

nalysis（データ収集・解析），Computerization（取りま

とめ・活用）と Transmission（伝送）の三つのパラメー

タで整理している。その頭文字を取って“ACT”と命名

し，システム構築上のキーワードとしている。

富士電機の要素技術

市場ニーズの変化に対応する富士電機の主な要素技術を

以下に述べる。

フレキシブル無線ネットワークによる
「総合エコ監視システム」“EcoEASIEST”
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図１　システム構築に関連するニーズの変化
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図２　システム構築上のキーワード“ACT”
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３.１ 簡易計測技術

分割型電流センサの開発

既設のフィーダへの簡単な取付けと，専用コネクタ付ケー

ブルとの組合せにより実現したもので，大幅な現地工事の

削減を可能とした。

各種簡易計測方式の標準化

簡易計測センサと高速型コントローラとの組合せによる

簡易計測のメニュー化を実現，従来必要とした変換器など

の省略によるコストダウンと簡易演算方式の採用による高

信頼性およびソフトウェアメンテナンスが不要な計測シス

テムを実現した。

省配線・省施工・省スペース・低コスト化

簡易型センサやケーブルの標準化による省配線・省施工

のほか，コンパクト設計により，スペースは従来の 1/5 以

下，コストは約 1/3 以下を実現した（当社実績）。

３.２ パソコン応用技術

現場で培った技術や経験を基に，以下のような応用技術

が蓄積・保有されている。

汎用パーソナルコンピュータ（パソコン）と汎用ソフ

トウェア採用によるオープン化。

高速データ収集とデータベースのオープン化。

汎用ソフトウェア Excel
〈注 1〉

による解析管理方法の

EUC（End User Computing）対応。

Web 対応による情報共有化対応。

他社 PLC（Programmable Logic Controller）と OPC

〔OLE（Object Linking and Embedding）for Process

Control〕サポート。

リモート計測方式を考慮した各種エンジニアリング対

応ツール。

各種エネルギー管理支援用ソフトウェアパッケージ。

ほか。

３.３ 無線通信ネットワーク技術

富士電機では，もともとノイズに強い SS 無線に富士電

機独自のネットワーク技術を導入し，SS 無線をさらに使

いやすいフレキシブル無線ネットワークシステムに進化さ

せた。

３.３.１ SS無線の一般的特長

SS 無線は，信号の周波数成分（Spectrum）を広帯域に

拡散（Spread）して，伝送する無線方式で，原理上ノイ

ズや干渉に強い以外に，

反射波による干渉に強い。

高速通信が可能である。

秘匿性，秘話性に優れている。

周辺の電子機器への影響がない。

といった特長を持っている。

〈注1〉Excel ：米国 Microsoft Corp. の製品名

３.３.２ 富士電機の無線通信ネットワークシステム

一般的に無線システムは，設置環境に影響されやすいた

め，従来は通信の信頼性を確保・維持するのが難しいとい

う問題があった。そこで富士電機は，どのようなロケーショ

ンでも，簡単な事前調査によって設置が可能で，設置後の

通信トラブルが少なく，また発生しても最小の作業で復帰

できること（エンジニアリングミニマム化，メンテナンス

ミニマム化）を目標として SS 無線に最適な無線通信プロ

トコルを独自開発した。

開発した無線通信プロトコルでは，多段に中継し，ネッ

トワークを構成するマルチホップ式無線ネットワークを採

用した。ネットワークを構成するすべての SS 無線モデム

は，発信・中継・着信の機能を持っており，各 SS 無線モ

デムを中継してデータ転送を行うことができる。

この無線通信プロトコルを採用したフレキシブル無線ネッ

トワークの仕様を表１に，主な特長（特許出願中）を以下

に記す。

一般の SS 無線 LAN（Local Area Network）とは異

なる方式を採用

™有線工事を一切必要としない。

™無線機自らの自動学習により通信ルートを決定する。

高信頼性システムの構築が可能

™通信ルートが遮断されても，無線機が即座に最適な

別ルートを選択する。

ネットワークの拡張が容易

™無線機を設置するだけでネットワークが構築される。

そのほか，無線ネットワークシステムの現地調査，設置，

メンテナンスのために，簡易テスタやテストプログラムな

どの専用ツールを開発し，無線のエンジニアリング業務の

効率化を図っている。

（3）

（2）

（1）

（4）

（3）

（2）

（1）

（7）

（6）

（5）

（4）

（3）

（2）

（1）

（3）

（2）

（1）

富士時報 Vol.73 No.6 2000

338（18）

表１　フレキシブル無線ネットワークの仕様 

無
線
機 

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

変 　 調 　 方 　 式  

周 波 数 帯 域  

送 　 信 　 電 　 力  

変 　 調 　 速 　 度  

無 線 機 間 距 離  

端末インタフェース 

電 　 源 　 仕 　 様  

外　　　　　　　形 

質　　　　　　　量 

取　　　付　　　け 

ネットワーク規模 

デ ー タ 伝 送 速 度  

端 末 間 通 信 方 式  

ト ポ ロ ジ ー  

通 信 経 路 選 択  

SS-DS（直接スペクトラム拡散）方式 

2.4GHz帯（2,471～2,497MHzまたは 
2,400～2,483.5MHz） 

10mW/MHz

2Mbps

約500m（障害物がない場合） 

RS-232C（ATコマンド準拠） 

AC100V　50/60Hz　2W

高さ：130 × 幅：50 × 奥行：130（mm） 

本体：400g（アンテナ含む） 
ACアダプタ：500g

水平・壁掛け 

最大100台 

115.2kbps

無手順，半二重方式 

制限なし 

自動選択 
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システム化のためのコンセプト

前章から，Analysis として簡易計測技術を活用するこ

とにより，仕掛けが容易でケーブル工事が不要であり，必

要に応じて拡張できるなど“現場に優しい”というイメー

ジを実現し，Computerization としてパソコン応用技術の

活用により多種多様なデータを解析・加工して“役立つデー

タベース化”を構築し，Transmission として有線・無線

のメリットを使い分けることにより“フレキシブルなネッ

トワーク化”の実現が可能となる。

富士電機の「総合エコ監視システム」は，今まで培って

きた要素技術の粋を生かしつつ図３に示すようなシステム

化のためのコンセプトにより構築されている。

また，使用用途を多様化することにより，最近流行のコ

ンテンツビジネスとして拡張できる機能を有していること

も重要である。

製品系列

図４のように，総合エコ監視システムはフレキシブル無

線ネットワーク“EcoARROW”を採用したエネルギー計

測管理システムの一つであり，主にエコモニタリングシス

テム，それに関連するソフトウェアおよび上位ネットワー

クシステムから構成されている。

５.１ エコモニタリングシステム

エコモニタリングシステムには，改正省エネ法による省

エネルギー活動のための電力量計測ツールとして“Eco

PASSION”や“EcoPASSION+”，また ISO14001 対応の

一部をなす環境改善のための計測ツールとして“Eco

HIESSENCE”がある。その仕様と分類は表２のとおりで

ある。

いずれの計測ツールもフレキシブル無線ネットワーク

EcoARROWを無線局間で採用しており，仕掛けやデータ

伝送が容易で，かつ低価格なシステムを系列化している。

これにより，今まであきらめていた各設備ごとのきめ細か

なエネルギー計測ができるようになった。

５.１.１ 電力量計測ツール“EcoPASSION”および

“EcoPASSION+”

図５に示すように，EcoPASSION は電力量計測を行う

子局とフレキシブル無線ネットワークおよびデータ管理用

パソコンで構成されている。EcoPASSION の入力は，専

用電流センサを使用した簡易計測とパルス入力を使用した

精密計測とに限定し，アプリケーションレスとして構築し

ている。これに対して，EcoPASSION+は，入力をフリー

としてアプリケーションを付加した計測ツールの提供を可

能としている。これらの電力量計測ツールは，“現場に

フィットした”というコンセプトで開発されたため，下記

のように多くの特長を持っている。

無線を使用しているため，無線局間のケーブル工事が

不要。

（1）
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図３　システム化のためのコンセプト

フレキシブル無線ネットワーク（EcoARROW）応用システム 

エネルギー計測管理システム 

その他ネットワーク応用システム 

総合エコ監視システム EcoEASIEST

エコモニタリングシステム 

上位ネットワークシステム 

フレキシブル無線 
ネットワークシステム 

電力量計測ツール 

環境エネルギー計測ツール 

管理用ソフトウェア 

EcoARROW

EcoPASSIONほか 

EcoHIESSENCE

EcoSTAR

EcoPASSION ：Eco-Power Analysis SenSor with Intelligent 
  Optional Needs 
EcoARROW ：Eco-Advanced Reliable Response Optional 
  （being）Wireless 
EcoSTAR ：Eco-SoftwareTools of Administration and  
  Report in Trend  
EcoHIESSENCE ：Eco-Heat Intelligence and Environment  
  Sensor Setting Effective Network and  
  Control Elements 
EcoEASIEST ：Eco-Almighty System by Intelligent and 
  Economical Solution Technology

図４　フレキシブル無線ネットワークによる総合エコ監視

システムの製品系列

表２　エコモニタリングシステムの仕様と分類 

計測ツール 
項目 

計測対象 

EcoPASSION 簡易計測kWh

計測入力 

電流 
（クランプ式CT） 
またはkWhパルス 

EcoPASSION+
精密計測kWh， 
警報 

上記のほか， 
RS-232C， 
RS-485信号 

EcoHIESSENCE
圧力，流量， 
温度，環境要素 

1～5V，4～20mA 
などの計測用信号 

計測点数 

32点/子局 
30子局/ 
システム 
（混在可能） 
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分割型電流センサの開発により，活線状態での取付け

が可能。

子局１台であらゆる回路方式（単相・三相）に対応。

コンパクト設計のため，専用の取付け場所が不要。

EcoPASSION を使用することにより，収集したデータ

を解析して省エネルギーポイントを抽出することが可能と

なる。

５.１.２ 環境エネルギー計測ツール“EcoHIESSENCE”

EcoHIESSENCE の開発コンセプトは前項の EcoPAS

SIONとほぼ同じである。この EcoHIESSENCE は，エネ

ルギー（圧力，流量，温度など）や環境（水質，大気，土

壌管理など）の各種計測・記録・管理のツールとして使用

される。電力量のような積算値を扱う EcoPASSIONに対

し，主に瞬時値を対象としている点が大きく異なる。

５.１.３ エネルギー管理ソフトウェア“EcoSTAR”

図６のとおり，EcoSTARは，エコモニタリングシステ

ム用計測ツールで収集したデータをパソコン上で一括管理

するためのソフトウェアである。収集したデータは Excel

を使用しているため，加工・解析が容易にでき，かつ個別

対応のような拡張も可能である。このように拡張性が高い

ので，ニーズにこたえたメニューを充実させていく。

５.２ フレキシブル無線ネットワーク“EcoARROW”

EcoPASSION や EcoHIESSENCE も無線局間にフレキ

シブル無線ネットワーク EcoARROWを使用したシステ

ムである。図７のように無線局を m：nのネットワークで

構築し，信頼性の高いルートを自動的に選択するシステム

の構築が可能である。

このように特長のあるネットワークを利用したシステム

として PIO の入出力信号をケーブルの代わりに無線でや

りとりするような応用システムの構築も可能である。

（4）

（3）

（2）
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図５　電力量計測ツール“EcoPASSION”の構成
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エネルギー利用の管理 
　日報・月報・年報の表示/印刷 
　＊選択組合せ作成可。Excel出力。 
　MEMOは，COORDINATORで収 
　集したデータおよび保存したデー 
　タを用いて帳票表示する。 

エネルギー履歴の管理 
　日報・月報・年報の保存 
　KEEPERは，COORDINATORで 
　収集したデータを補助記憶装置な 
　どに保存する。 

エネルギー利用実態の把握 
　利用方法による分析 
　原単位による分析 

エネルギー報告書作成作業の自動化 
　メニュ－形式の報告書作成 
　通商産業省へのレポート提出 

エネルギー利用の改善 
　効果的な人員・機器のシミュレー 
　ション 

ほかのアプリケーションとのリンク 
　WWWブラウザの利用 
　電子メールの利用など 

COORDINATORは，各子局で計測されたエネルギー 
データを収集し，無線を介して基地局のパソコン 
（PC/AT 互換機）上にExcel形式で格納する。 

＊ 

＊PC/AT：米国International Business Machines, Corp. の商品名称 

図６　エネルギー管理ソフトウェア“EcoSTAR” 受電盤 
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図７　フレキシブル無線ネットワークによるシステム構築例
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図８　総合エコ監視システムの全体構成



フレキシブル無線ネットワークによる「総合エコ監視システム」…

５.３ 総合エコ監視システム“EcoEASIEST”

総合エコ監視システム EcoEASIEST は，前項までの

EcoPASSIONや EcoHIESSENCE，EcoSTAR，EcoARROW

をすべて合わせて構築される統合システムである。図８の

ように，このシステムでは，既存システムとの統合を含め

て，上位管理システムと接続するためのソフトウェアなど

も含まれる。

５.４ 総合エコ監視システムと広域情報ネットワーク

広域情報ネットワークは，オープン化された総合エコ監

視システムを統合し，図９のように大規模な情報ネットワー

クシステムを構築する。このようなシステムの導入により，

例えば，プラント管理データや製造管理データとの連携を

行い，エネルギー実績値管理や操業管理状況を閲覧，解析

できる環境を構築することができる。その結果，省エネル

ギー対策や操業改善を日常業務のなかへ取込むことが可能

となる。各システムで収集されたエネルギーや環境などの

情報を公開していくことは，今後，企業の良しあしを決定

する重要なテーマになると考えられる。

あとがき

上記のとおり，総合エコ監視システムの製品系列化は完

了したが，顧客のニーズにこたえるためには，さらなる顧

客ニーズを探求し，システムコンセプトのレベルアップや

製品系列を拡張していく。今後も顧客との対話のなかから

市場ニーズをさらに発掘していく所存である。
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図９　総合エコ監視システムと広域情報ネットワークシステム
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