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インテリジェント化が進むフィールド機器やプロセス分析計においては，フィールドデジタル技術，すなわち，

IT を活用したセンシングや診断に関する技術，FOUNDATION フィールドバスやアナライザバスなどのネットワー

ク技術，FDT/DTM (Field Device Tool/ Device Type Manager) などの見える化のためのソフトウェア技術は，欠

かせない要素である。一方，社会環境の変化により，ユーザのニーズも大きく変化してきている。本稿では，グ

ローバルなユーザの要求に応じたフィールド機器とプロセス分析計におけるフィールドデジタル技術とセンシン

グ技術の進化について述べる。

Field digital technologies including sensing and diagnostic technologies using IT, network 
technologies such as FOUNDATION Fieldbus and analyzer bus, and visualizing technologies such 
as FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager) are indispensable to intelligent field 
instruments and process analyzers. Meanwhile, user needs have been significantly changing 
due to changes in the social environment. This report describes the evolution of field digital and 
sensing technologies in the area of field instruments and process analyzers to address various 
user needs.

はじめに111

インテリジェント化が進むフィールド機器，プロセス
分析計においては，これらの機器が発信するプロセス値
や診断結果などの多様なフィールド情報を，FOUNDATION

フィールドバスやアナライザバスなどのデジタル通信，
あるいは HART，Brain などのハイブリッド形通信によっ
て DCS (Distributed Control System) などの上位システム
に伝え，お客様の視点での見える化を行い，プラントオ
ペレーションやメンテナンスに利用出来るようにするこ
とが重要である。そのためのフィールドデジタル技術の
構成要素を図 1に示す。

一方，横河電機が長年の歴史を持つ差圧伝送器，流量
計などのフィールド機器やプロセス分析計においても，
社会環境の変化により，近年，ユーザのニーズも大きく
変化してきている。省電力化，操作性の向上，長期安定
性の向上などのニーズの変化およびセンシング技術の進
化に応じてこれらの機器を進化させてゆく必要がある。

本稿では，このような観点で，フィールドデジタル技
術とセンシング技術の進化について述べる。

図 11フィールドデジタル技術の構成要素

フィールドデジタル技術の進化211

ここでは，図 1に示したフィールドデジタル技術の構
成要素について説明する。

デジタル通信への対応1�
当社では 1998 年に初の FOUNDATION フィールドバスへ

の登録機器をリリースし，性能の向上や使い易さの向上
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に努めてきた (1)。
フィールド機器には PID 制御や複雑な演算をするファ

ンクションブロックが搭載され，従来上位システムが持っ
ていた機能の一部が機器側に実装されている。また，横河
が世界に先駆けて開発した，機器で動作するプログラム
を，フィールドバスを介してダウンロードして更新する機
能（ソフトウェアダウンロード機能）も備わっている。こ
の機能はフィールドバス協会（Fieldbus FOUNDATION）によ
って標準化されたものであるが，当社はドラフト段階から
標準化に参画し，さらに標準化された機能をいち早く導入
することにより，業界をリードするだけでなく，お客様に
対して付加価値の高いソリューションを提供してきた。

フィールド機器の発信する多様な情報1�
フィールドバスにより，機器の持つインテリジェンス

をより多く引き出せるようになった。例えば，マルチバ
リアブル対応の差圧伝送器や渦流量計，あるいはコリオ
リ流量計がその例である。質量流量，体積流量，流体温
度などの複数のプロセス量を一つの物理的なラインで伝
送することができる。また，機器で使用する CPU やメモ
リなどのエレクトロニクスの進化と共に，低消費電流で
あっても診断のために多くの演算を実行出来るようにな
った。具体的には，差圧伝送器での導圧管詰まり診断や，
分析計でのセンサのメンテナンス時期の予測診断，バル
ブポジショナでのバルブ診断などがあげられる (2)。これ
らは現場に配置されたインテリジェンスを持つ機器が発
信する情報である。

見える化のためのフィールドデジタル技術1�
機器が発信する情報の見える化を行う技術の代表的

なものが国際規格 FDT/DTM (Field Device Tool/ Device 
Type Manager) 技術である (3)。インテリジェント化した
機器に搭載されている高度な機能を利用するために，複
雑な設定や調整が必要になってきている。FDT/DTM 技
術は上位システムに依存しないオープンなフレームワー
クであり，機器固有の調整設定ソフトウェアを動作させ
ることが出来る。当社の機器調整・設定ソフトウェア
FieldMate，あるいは統合機器管理パッケージ PRM (Plant 
Resource Manager) に FDT/DTM 技術を組み込むことに
より，通信プロトコルや機器ベンダによらず，機器のイ
ンテリジェンスを効率的に活用する仕組みをお客様に提
供することができ，横河電機が提唱する VigillantPlant の
具現化に寄与する (4)。

フィールド無線への取り組み1�
 最近のフィールドデジタル技術のもっとも大きな進化

は図 2に示す無線に見られる。当社は 2009 年に国際計
測制御学会（ISA: International Society of Automation） が
提唱する国際標準化規格 ISA100.11a の標準化，普及を

推進していくことを発表した。2010 年には ISA100.11a
に準拠した製品群をリリースすることを世界に先駆けて
発表した。無線による適用アプリケーションの広がりと，
導入コストメリットなどに対するユーザの期待は大きい。
当社 ISA100 対応製品は，次のような特徴を持つ。

制御への適用が可能な高速データ更新周期を実現。1) 
暗号化処理によりデータのセキュリティを確保。2) 
電源用の電池は，防爆仕様の電池ケースに収納してお3) 
り，防爆エリアでの保守が容易。
メッシュ・トポロジー，スター・トポロジーの両方に4) 
対応しており，スター・トポロジーを選択すれば，高
速動作に適したネットワーク安定性が得られ，消費電
力を最小化でき，電池寿命が長くなる。
将来の拡張性，および既存のシステムとの高い整合性5) 
があり，お客様の保有資産を無駄にすることなく将来
に亘ってネットワークを活用，拡大することが出来る。

当社は，ISA100.11a 対応の無線を，イノベーションを
引き起こすフィールドデジタル技術の大きな進化のステ
ップとして捉えており，継続してこれに注力し，お客様
にソリューションを提供してゆく。

図 21フィールドデジタルの進化によるイノベーション

フィールド機器のセンシング技術の進化311

グローバルな社会環境が大きく変化してきている。化
石燃料からの脱却を目指し，新エネルギーへのシフトや
省エネルギーへの要求が高まっている。石油やガスなど
の掘削現場では，場所の変化により，いままで以上に高
温高耐圧，耐腐食性への要求が強まっている。プラント
の安全操業と法的規制の強化から，機能安全に関する要
求がますます増大している。また，中国，インド，東南
アジア，南米などの新興国における産業の急激な発展に
応じて，コスト競争力のある製品が求められている。

これらの要求を満たしながら，全ての製品をラインナ
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ップすることは必ずしも容易ではない。機器の基本とな
る電子回路，ファームウェア，あるいは構造については
共通プラットフォーム化してコスト競争力と基本性能を
確保し，その上でお客様に提供する付加価値を開発する
必要がある。全ての基本となるセンシング技術について
は，長期間の継続した開発投資が必要なものが多い。当
社には差圧 / 圧力伝送器における MEMS (Micro Electro 
Mechanical Systems) を利用したシリコンレゾナントセン
サ (5)，電磁流量計における二周波励磁方式など，他社に
ないユニークかつ安定したセンシング技術がある。

当社の電磁流量計は，図 3に示すように 1950 年代
からの長年の歴史を持ち，2009 年に２線式電磁流量計
ADMAG AXR を発売した。高密度コイルなどの新技術を
使い，世界で初めて二周波励磁方式を２線式に採用し，
他社に無い高性能を実現した。省エネルギーの要求の高
まりに応えたセンシング技術のイノベーションである。

図 31横河電機の電磁流量計の進化

プロセス分析計の特性とインテリジェント化411

プロセス分析計の特性1�
プロセス分析計は，一般に伝送器などのフィールド機

器に比べると構造が複雑なため，周囲環境変化，経時変
化による測定値への影響が大きい。また測定対象サンプ
ルの組成変化による干渉誤差，ダスト・ミストによる汚
れの影響もある。そのため，サンプリング装置を用いて，
温度・圧力の調整，ダスト・ミスト・腐食性ガスの除去
をした後，分析計に測定サンプルを導くことが多い。こ
のためシステム全体として複雑かつ高価になる。

プロセス分析計を安定に動かすために，サンプリング
装置を中心とした日常メンテナンスが欠かせない。測定
値の確かさを確認・維持するため定期的なバリデーショ
ン（検証）やキャリブレーション（校正）も必要である。

このような背景の下，プロセス分析計の新製品開発に
おいては，信頼性の向上，操作性・保守性の向上，ライ
フサイクルコスト低減が共通の課題となっている。

インテリジェント化による信頼性向上1�
測定値の信頼性を確保し，メンテナンスを最小限度に

するため，インテリジェント化による分析計の自己診断
機能を充実させてきた。自己診断機能には，単なる故障

診断から，予防保全情報，さらには予知保全情報の発信
も含まれる。センサの劣化診断や交換時期の予知のよう
に設置環境の影響を受ける場合は，予知精度を上げるた
め，現場の使用実績情報が欠かせない。

アナライザバスによる一括管理1�
プラントには多くの分析計が設置されているが，pH 計

や燃焼管理用ジルコニア酸素計，レーザガス分析計のよ
うな直接挿入型分析計を除き，多くの分析計はアナライ
ザハウスと呼ばれる現場小屋にサンプリング装置と共に
収納・設置される。それらのすべてを運転保守管理する
ユーザの負担は大きい。

プラントの分析計を一括管理するやり方として，専用
の高速バスを利用したアナライザバスの活用がある。分
析計においては，ガスクロマトグラフのクロマトグラム
のようにデータ量が膨大になるため，高速バスが必要と
なる。図 4にその概要を示す。

アナライザサーバ（PCAS）では，測定値データの収
集，自己診断情報や運転状態のモニタリングを行い，バ
リデーション・キャリブレーションのための指令を出す。
DCS 等の制御システムとは，ゲートウェイ（ASGW）を
介して，アナライザサーバとは独立に接続する。アナラ
イザサーバでは，個別にガスクロマトグラフなどの分析
計のリモート運転ができ，現場に行かなくともメンテナ
ンスに必要なデータの採取や運転パラメータの変更がで
きる。これは，メンテナンスのための負担を減らす。

図 41アナライザバスシステム

プロセス分析計へのニーズと進化511

今までにないプロセス制御を可能とするニーズ1�
ユーザは，今までできなかったプロセス制御を可能と

するプロセス分析計を望んでいる。例えば，ラボ分析で
しかできない分野のオンライン測定を可能とし，その連
続分析情報を使ってプロセス運転の効率を改善すること
を望んでいる。オンライン化したということではないが，
ラボ分析を連続測定に置き換えたということで，当社の
近赤外分光分析計 NR800 の例がある。
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ニーズが顕在化していない，あるいはニーズを分析計
ベンダが気付かないことがあり，実用化には，ユーザと
分析計ベンダの協業が必要となる場合が多い。

制御性改善につながるニーズ1�
従来の分析計に比べて精度，応答性，長期安定性，信

頼性，保守性が大幅に改善されれば，制御システムに組
み込んで，プロセス制御の改善が可能となる。

一例として近年普及が著しいレーザガス分析計がある。
当社のレーザガス分析計 TDLS200 は，サンプリング装
置を使わずプロセスに直接取り付けられるので応答速度
が速い。また，デリケートな光学系がないので，長期安
定性に優れ，長期間校正を必要としない。人が介する保
守は１年以上不要である。その構造的な特徴から，制御
ループに組み込むのに十分な信頼性を備えている。

ライフサイクルコスト低減のニーズ1�
分析計は，比較的高価な上，維持コストもかかるため，

導入コストだけでなく維持コストも含めたライフサイク
ルのコストを下げたいというニーズがある。

この実現には様々なアプローチがある。例えば，モジ
ュールタイプ２線式液分析計 FLXA21 は，１台の分析計
に２つのセンサを接続でき，設置コストの節約ができる
だけでなく，分析計内部で２入力を使い演算もできる。
入力回路をモジュール化したため，共通ケースに pH/
ORP（ORP: Oxidation-reduction Potential，酸化還元電位）， 
導電率，電磁導電率，溶存酸素モジュールから選んで組
み合わせて用いることができる。用途変更が簡単にでき
るだけでなく，共通ケースとモジュールの組合せを工夫
して補用品コストを節約できる。

もうひとつの事例として低濃度酸素計 OX400 がある。
従来品に比べ酸素センサの寿命を大幅に延ばし，メンテ
ナンスコストを下げた。さらに従来品では工場引取り交
換していたセンサの現場交換を可能としたので，欠測時
間を最短にできる。

プロセス分析計の進化1�
プロセス分析計の特性から，信頼性，操作性，保守性

の向上は，永遠の課題である。インテリジェント化により，
分析計はより使いやすくなり，自己診断機能の充実やバ
リデーションシステムとの組み合わせにより測定値に対
する信頼が高まった。また予防保全，予知保全情報によ
り計画的メンテナンスができるようになった。図 5に当
社のプロセスガスクロの進化を，技術的特徴とユーザメ
リットの対比で表した。インテリジェント化が分析計の
信頼性の向上，操作性・保守性の向上に大きく貢献した
ことは明らかである。

一方，分析部には大きな変化が起きている。例えば，
レーザガス分析計 TDLS200 では，長期間安定なレーザ

を応用して直接挿入型分析計としたことで，原理構造か
ら高信頼性，高速応答，高安定を実現した。従来のガス
分析計とは，まったく非連続の進化である。

プロセス分析計において，インテリジェント化による
効用は十分に実現されており，今後の進化は分析部・セ
ンサ部の革新・改良により，さらなる高信頼性，高安定，
高速応答を実現する方向に向かうことになろう。

図 51横河電機のプロセスガスクロの進化

おわりに611

フィールド機器，プロセス分析計などのセンサは今後
も多くの産業でのキーエレメントであり続ける。グロー
バルな社会環境の変化がどのようなものになってもセン
シング技術は必ず必要であり，横河電機はセンシング技
術およびこれに関わるフィールドデジタルの技術の開発
に継続して取り組んでゆき，お客様へ計測と制御のソリ
ューションを提供し続けたい。

なお，本稿で説明した当社の製品，コリオリ流量計，
FieldMate，ADMAG AXR，NR800，TDLS200，FLXA21，
OX400，および ISA100 対応製品群，差圧・圧力伝送器
の診断機能は，本特集号の別の論文でも説明しており，
詳細についてはそれらを参照されたい。
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μプロセッサ化

スタンドアロン
高感度TCD

エアバスオーブン
昇温オーブン
FPD検出器
液体サンプリングバルブ
キャピラリカラム
LCDディスプレイ
アナライザバス

EPC
イーサネットアナライザバス
電気回路最新化

運転操作の簡単化
自己診断（故障診断）
分析技術の多様化

現場操作で運転可能
設置スペース節約
配線コスト節約

高沸点サンプル測定
高感度微量分析
カラム予防保全
アナライザ集中監視

システムコストダウン
安定製品供給製品の進化

・信頼性向上
・操作性・保守性向上
・アプリケーション拡大

ユーザメリット

技術的特徴

LCD: Liquid Crystal Display, EPC: Electric Pressure Control 
TCD: Thermal Conductivity Detector, FPD: Flame Photometric Detector
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