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横河電機は，国際計測制御学会（ISA: International Society of Automation）の ISA100 委員会が策定したイン

ダストリアルオートメーション用無線通信規格である ISA100.11a の国際標準化・普及を推進することを 2009

年 5 月に宣言し，2010 年 6 月に ISA100.11a に準拠した無線フィールド機器と無線システム用の機器を世界で

最初に販売開始した。本稿では ISA100.11a に準拠したフィールド無線ソリューションのコンセプトと当社の

DCS (Distributed Control System) CENTUM VPを中心としたフィールド無線システムのコンセプトについて述べる。

In May 2009, Yokogawa announced efforts to promote international standardization and 
dissemination of the ISA100.11a wireless communication standard of the International Society 
of Automation (ISA) for industrial automation, and in June 2010 Yokogawa  released the world’s 
first wireless field instruments and a device for wireless systems conforming to this standard. 
This report describes the concept of field wireless solutions and field wireless systems conforming 
to ISA100.11a, including Yokogawa’s CENTUM VP distributed control system (DCS).

1. はじめに

国 際 計 測 制 御 学 会（ISA: International Society of 
Automation）が提唱するインダストリアルオートメー
ション用無線通信規格 ISA100.11a (1) の仕様がまとま
り，各社が規格対応の製品開発に取り組み始めている。
ISA100.11a は，冗長化を含む高信頼性，ネットワークの
拡張性，各種インダストリアルオートメーション用のプ
ロトコル対応など，多くの特長を持つ。

横河電機は，お客様にとって理想のプラント操業を実
現する VigilantPlant（理想の工場）(2) を制御ビジネスの
ビジョンとして掲げている。このビジョンに基づき，最
適なフィールド機器をお客様が自由に選択できる環境を
整えるため，2009 年 5 月に ISA100.11a の国際標準化・
普及を推進していくことを宣言し，ISA100.11a に準拠し
た無線フィールド機器および無線システム用の機器を世
界で初めて開発し，2010 年 6 月に販売を開始した。

本 稿 で は，ISA100.11a の 持 つ 特 長，YOKOGAWA グ
ループの ISA100.11a 普及活動，将来の無線への取り組
みのコンセプト，および当社の DCS (Distributed Control 
System) CENTUM VP を中心としたフィールド無線シス
テムの構築等について述べる。

2. 計装に革新をもたらすフィールド無線技術

フィールド機器と制御システムとの通信は，4-20 mA
のアナログ通信，Brain 注 1) や HART 注 2) 等のハイブリッド
通信，FOUNDATION フィールドバス 注 3) や PROFIBUS 注 4) 等
のデジタル通信と進化し，ISA100.11a に代表される無線
へと進化してきた。

ハイブリッド通信，デジタル通信は，プラント操業で
利用できる情報量を飛躍的に増大し，計装に革新をもた
らした。機器が発信する複数のプロセス量や診断結果な
どの多様な情報を DCS や機器管理システムなどの上位シ
ステムに伝えることによって，設備管理や予知保全等が
可能となった。

フィールド機器と制御システム間の通信を無線化する
フィールド無線技術は，さらなる計装の革新をもたらす。
フィールド無線通信は，配線，エンジニアリングコスト
を削減できる，配線が困難な場所にも機器の設置が可能

 注 1) 横河電機が提唱する 4-20 mA のアナログ信号にデジタル信号
を重ね合わせた通信プロトコル

 注 2) Highway Addressable Remote Transducer の略，HART 協会
（HCF: HART Communication Foundation) が提唱する工業セン
サ用通信プロトコル

 注 3) フィールドバス協会（Fieldbus FOUDATION）が提唱するフィー
ルドバス通信プロトコル

 注 4) Process Field Bus の略，PROFIBUS 協会（PROFIBUS & 
PROFINET International）が提唱するファクトリーオートメー
ションにおけるフィールドバス通信プロトコル

*1 IA 事業部 共通技術センター
*2 IA 事業部 システム開発センター

7 69



計装を革新する ISA100.11a 準拠フィールド無線ソリューション

横河技報 Vol.53 No.2 (2010)

になる，機器の追加・削除が容易であるなど，多くのメ
リットを持つ。このようなメリットを活用することによ
り，今まで不可能であったことを可能とする計装が実現
できる。無線技術は，進化し続けており，無線を活用し
た計装も進化し続けるであろう。

3. ISA100.11a 規格

3.1 ISA における標準化活動
ISA100 委員会は，インダストリアルオートメーション

用無線通信規格 ISA100.11a を総合的に推進するために，
目的別にワーキンググループ（WG: Working Group）を
設け，ベンダだけでなく多くのユーザ企業も参加できる
ようにし，参加の制限無く，ユーザ要求に基づき公平な
プロセスにより標準規格の策定作業を行っている。

WG に は，ISA100.11a 規 格 の 仕 様 を 作 成 す る WG，
WirelessHART 注 5) との規格共存および Wi-Fi 注 6) などの
無線の共存方法を定める WG，アセットトラッキングの
WG，無線機器への電源供給方式のインタフェースを定
める WG などがあり，インダストリアルオートメーショ
ンで無線を利用するために必要な活動をカバーしている。

このような活動の結果として，2009 年 9 月に，イ
ン ダ ス ト リ ア ル オ ー ト メ ー シ ョ ン 用 無 線 通 信 規 格
ISA100.11a を ISA 規格として発行した。

3.2 YOKOGAWA グループの標準化活動への参画
YOKOGAWA グ ル ー プ は，ISA100 委 員 会 の 設 立 当

初からボードメンバとして規格の標準化を推進し，さ
ら に，ISA100 規 格 の 普 及 団 体 で あ る WCI (ISA100 
Wireless Compliance Institute) の設立メンバとしても，
ISA100.11a の相互運用性を保証するための機器認証環境
の整備，実装仕様の開発，製品開発支援を含む普及活動
の中心的な役割を担っている。

ISA100 に関する規格の認証・検査の支援，教育・技
術サポートなどの活動を行う非営利団体の WCI は，ベ
ンダやユーザに対して ISA100 対応製品の開発や採用に
伴う時間，コスト，リスクを低減し，ISA100 の普及を
推進する機関である。YOKOGAWA グループは，WCI ボ
ードメンバとして各社と協力しながら，検査仕様書やデ
バイス記述／機能定義／機器プロファイル（DD/CF/DP: 
Device Description/Capability File/Device Profile） の 作
成，ISA100.11a 機能検査スクリプトや WCI テストキッ
ト（Test Kit）の開発や提供などを行い，WCI の活動を積
極的に支援している。引き続き WCI 認証環境の立ち上げ
フォロー，テストキット改定，WCI 各種ドキュメントの
メンテナンスなどを行いながら，WCI ベンダ間の協力関
係を構築し ISA100 の普及を推進していく。

 注 5) HART 協会が提唱する計装用無線通信プロトコル
 注 6) Wireless fidelity の略，Wi-Fi Alliance によって無線 LAN 機器

間の相互接続性を認証されたことを示す名称

3.3 ISA100.11a に準拠したシステム構成
図 1 に，ISA100.11a に準拠した基本的なフィールド

無線システム構成を示す。無線フィールド機器は無線通
信を備えたフィールド機器で，ゲートウェイは無線ネッ
トワークとアプリケーションのインタフェースとして上
位の DCS (Distributed Control System) 等の制御システ
ムとのゲートウェイ機能を持つ。バックボーン・ルータ

（Backbone Router）は無線フィールド機器間および無線
フィールド機器とゲートウェイを相互接続するための機
能を持ち，システム管理機能（System Manager）／セキ
ュリティ管理機能（Security Manager）は，無線ネット
ワークの動作とセキュリティの制御および管理する機能
を持つ。図から分かるように，複数のバックボーン・ル
ータを経由して，コントローラと無線フィールド機器の
間の経路を冗長化することが可能であり，無線フィール
ド機器からバックボーン・ルータへも複数の通信経路を
構成できる。ISA100.11a は，通信の信頼性を高めるため
のさまざまな基本機能を規定している。

図 1 ISA100.11a に準拠したシステム構成

4. フィールド無線システムに対しての 
　　横河電機の基本方針

横河電機は，以下の３つの基本方針で ISA100.11a を
用いた無線システムに取り組んでいる。

 ● 制御への応用（Control Proof）
 ● 多様な電源要求への対応（Power Proof）
 ● 将来の変化への対応（Future Proof）

4.1 制御への応用（Control Proof）
フィールド無線の黎明期では，データロギング，設備

の保守・点検などの，通信の実時間性やデータ到達の信
頼性への要求が比較的低い用途から導入が進められてき
た。それらの用途は，表 1 に示す ISA100 委員会の無線
性能の分類での class3 ～ class5 に相当する。

ISA100.11a は，上記の用途に加え，実時間制御や堅牢
性を必要とする，表 1 の class1 ～ class2 の用途であるプ
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ロセス制御用途の無線通信実現のために適した基本的な
機能・特性を持っている。

横河電機は，ISA100.11a のこれらの機能・特性を活
用し，class2 ～ class5 の用途に適用可能な，連続制御プ
ロセスの定周期制御への無線インフラを実現した。今後
は，連続プロセスにおけるミッションクリティカルな制
御クラスである class1 の定周期制御を実現するために，
ISA100.11a の基本的な機能・特性を応用していく。

ISA100.11a の実時間制御や堅牢性の実現のために適し
た機能・特性として，以下のようなものがある。

 • 物理層として，低電力消費無線センサネットワーク用
に設計された IEEE802.15.4 の規格を採用

 • 実時間性のための時分割通信
 • 信頼性が低い通信チャネルを回避する適応ホッピング
（Adaptive Hopping）
 • 他の無線通信と干渉するチャネルを回避する通信チャ

ネル・ブラックリスティング（Channel Blacklisting）
 • 経路冗長化のためのメッシュ・トポロジー
 • 通信到達の確度を増やすために，無線フィールド機器

から２つのバックボーン・ルータに同時にデータ送信
する Duocast

 • TAI (International atomic time; temps atomique 
international) による時刻同期

 • 暗号化の際に必要となる nonce（認証要求ごとに生成
する一時的なデータ）として TAI を利用

表 1 ISA100 委員会の無線性能の分類

我々はこれらの基本的な機能・特性だけでなく，将来
に向けて，バックボーン・ルータやシステム管理機能／
セキュリティ管理機能の冗長化，通信経路やチャネルの
制御の最適化，さらには，このような無線通信インフラ
の開発だけでなく，無線通信に適した制御アルゴリズム
を開発し，より実時間制御や堅牢性が求められる制御プ
ロセスへの無線適用を目指す。

4.2 多様な電源要求への対応（Power Proof）
フィールド無線システムでは，無線化のメリットを生

かすために無線フィールド機器の電源には電池を使用す
る。そのため，電池交換のための保守作業が発生する。
いかに低消費電力で，測定，通信を高速化するかが大き
な課題である。今回の無線製品で採用した内蔵電池と電
池ケースの開発でのポイントを以下に示す。

 •  バッテリーの残量が比較的正確に予測可能で，汎用品
で容易に入手可能で，かつ，インダストリーで実績が
ある電池として，塩化チオニルリチウム電池を採用

 •  フィールド無線システムの高性能化に重要な電源能力
を高めるため，最大容量を持つ単一電池を採用

 •  防爆エリアでの電池交換を可能とするための電池ケー
スを開発

将来，太陽光発電，温度差発電，振動発電などを利用
した環境発電（エネルギーハーベスティング：Energy 
Harvesting）と呼ばれている電源供給技術の開発にも取
り組み，保守効率の向上を図る予定である。

4.3 将来の変化への対応（Future Proof）
ユーザのプラントに要求される性能や品質は，稼働後

もユーザのニーズに応じて変化していく。また，フィー
ルド無線に関連する技術は日々進化し続け，それを製品
に取り込むことによって適用可能なアプリケーションの
範囲が広がる。このような変化に対しても，ユーザが制
御システムに投資した通信インフラなどの資産を無駄に
することなく，適切に性能や品質を永続的に改善できる
ことは重要である。

横河電機は，このようなプラントの永続的な発展を可
能にする製品を提供し，継続して新技術を開発あるいは
導入し，新アプリケーションへの対応を可能にする。

a) システム構成の変更に容易に対応
フィールド機器とコントローラの間あるいはフィール
ド機器間は，従来は物理的な配線によって繋がれてい
た。無線システムを採用することによって，システム
構成に変更があった場合も，物理的な配線の変更は必
要なく，ソフトウェアによるネットワーク構成の変更
のみで対応することができる。

b) 性能と規模の要求変化に柔軟に対応
ISA100.11a では，バックボーン・ルータ，システム
管理機能など，システム構成に必要な機能は機能ごと
に分割されている。そのため，性能や規模の要求変化
に対し，それらの単位機能の追加・削除で対応する。
既存システムを作り直すことなく，設置後の要求性能
変化に対応でき，規模を拡大することができる。

c) 各種アプリケーションプロトコルへの対応
 FOUNDATION フィールドバス，HART，PROFIBUS など

Class 5: Logging & downloading/uploading
No immediate operational consequence
(e.g., history collection, SOE, 
 preventive maintenance)
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Class 0: Emergency action
(Always critical)
Class 1: Closed loop regulatory control
(often critical)
Class 2: Closed loop supervisory control
(usually non-critical)

NOTE: Batch levels* 3 & 4 could be class 2, class 1 or
            even class 0, depending on function
            * Batch levels as defined by ISA SP88, 
               where L3 = “unit” and L4 = “process cell”
Class 4: Flagging
Short-term operational consequence
(e.g., event-based maintenance)

ISA100
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のプロセスオートメーション用の通信プロトコル以外
の，ファクトリオートメーションなどの分野や今後の
新たな通信プロトコルへの対応も視野に入れている。

d) 進化する IT 技術の導入
図 1 に示すように，大規模なフィールド無線システム
の場合，無線フィールド機器群およびそれらとコント
ローラ間は ISA100.11a 仕様のバックボーン・ネット
ワーク（Backbone Network）で接続する。バックボ
ーン・ネットワークのメディアとしては，長距離化，
高速化，汎用化などに適したさまざまな選択が可能で
ある。今回販売開始した無線機器では，ゲートウェイ，
システム管理機能，セキュリティ管理機能とバックボ
ーン・ルータを一体化して機能を実現しており，バッ
クボーン・ネットワークがないシステム構成となるが，
Wi-Fi に代表される様々な IT 技術をプラントで活用で
きることは大きな利点であり，導入を検討している。

e) 無線技術革新への対応
現在，ISA100.11a では，物理層に低コスト・低消費
電力形の近距離無線通信規格 IEEE802.15.4 を採用し
ているが，無線技術進化への追従や異なる特性の無線
通信方式の採用など，用途や技術革新に応じて適切な
性能や価格を持つものを選択できる。物理層の規格の
変更や追加も視野に入れている。

フィールド無線は，まだ緒に就いたばかりであり，今後，
大きく発展することが期待されている。横河電機は，そ
の発展に寄与すべく，新たな機能・特性を製品に取り込み，
ISA100 標準の改善にも積極的に参画する。

5. フィールド無線システムの構成

フィールド無線システムでは，従来では，物理的・コ
スト的に配線できなかったエリアにも低コストでフィー
ルド機器を設置できるため，中央監視室からの操作，監視，
機器管理の範囲を拡張することができる。また，現場作
業を軽減することが可能になり，運転コストとメンテナ
ンスコストを低減できる。

5.1 CENTUM VP でのシステム構成
CENTUM VP と接続することにより，CENTUM VP の

操作監視画面で無線フィールド機器のプロセスデータを
監視することができる。また，無線フィールド機器や無
線ネットワークで発生した異常をアラームとして監視す
ることができる。

フィールド無線システムと CENTUM VP の接続には，
フィールドコントロールステーション（FCS）との接続
と汎用サブシステムゲートウェイ（GSGW）との接続の
２通りがある。FCS との接続の場合は，YFGW 通信パッ
ケージ（ALE111 用）をインストールし，イーサネット
通信モジュール（ALE111）を用いてフィールド無線用

一体形ゲートウェイと通信を行う。GSGW との接続の場
合は，フィールド無線用 OPC サーバが必要となる。図 2，
図 3 にそれぞれの接続の場合のシステム構成を示す。赤線
は，無線フィールド機器の監視のための通信経路である。

図 2 FCS（サブシステム通信）との接続

図 3 汎用サブシステムゲートウェイ（GSGW）との接続

以下に，システムの主な構成要素を説明する。

 � フィールド無線用一体形ゲートウェイ（YFGW710）
新たに開発されたフィールド無線用一体形ゲートウェ
イ YFGW710 は，無線フィールド機器とホストシステ
ムを接続するゲートウェイ機能の他に，ISA100.11a
で規定されたシステム管理機能，セキュリティ管理機
能，バックボーン・ルータの機能を持つ。上位との
通信には，イーサネットの TCP/IP のプロトコル上に
Modbus プロトコル 注 7) を実装した Modbus/TCP を採

 注 7) Modicon Inc.（AEG Schneider Automation International S.A.S.）
が PLC 用に開発した通信プロトコル
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用している。
フ ィ ー ル ド 無 線 ネ ッ ト ワ ー ク の 構 築・ 管 理 は，
YFGW710 に付属のソフトウェア「フィールド無線用
コンフィグレータ」と「フィールド無線用管理ツール」
で行う。これらのソフトウェアをインストールした
PC は，イーサネット通信で YFGW710 と接続する。

 ● フィールド無線用コンフィグレータ
フィールド無線ネットワークの設定や保守等を行う
ためのソフトウェア

 ● フィールド無線用管理ツール
フィールド無線ネットワークとフィールド無線機器
の管理や稼動状態の確認を行うソフトウェア

 � 無線フィールド機器
今回販売開始したのは，「EJX L シリーズ 差圧・圧力
伝送器」と「YTA510 温度伝送器」である。詳細につ
いては，本特集号の論文「世界初 ISA100.11a 準拠 無
線フィールド機器」を参照されたい。

 � 機器調整・設定ソフトウェア（FieldMate）
機器調整・設定ソフトウェア FieldMate (3) は，フィー
ルド機器に対して各種パラメータを設定するためのソ
フトウェアである。フィールド無線システムでは，従
来と同様のフィールド機器自身のパラメータの設定に
加え，無線フィールド機器をフィールド無線ネットワ
ークへ参加させるための設定を行う。今回のフィール
ド無線システムの開発に伴い，既存 FieldMate にその
ための機能を追加した。
なお，FieldMate は，赤外線通信を用いて無線フィー
ルド機器に各種パラメータを設定する。

 � NTP（Network Time Protocol）サーバ
NTP サーバは，フィールド無線システムの時刻管理を
行うサーバである。フィールド無線システムでは，正
確な時刻管理が必要であり，NTP サーバの設置を推奨
する。

 � 統合機器管理パッケージ（PRM）
統 合 機 器 管 理 パ ッ ケ ー ジ（PRM：Plant Resource 
Manager）(4) は，オンラインでフィールド機器や装置
を管理するソフトウェアパッケージである。フィール
ド無線システムでは，無線フィールド機器の監視や管
理，設定を行なうことができる。今回のフィールド無
線システムの開発に伴い，既存 PRM にそのための機
能を追加した。

 � フィールド無線用 OPC サーバ
OPC (OLE for Process Control) Foundation が仕様策定
する OPC 標準インタフェースに準拠したインタフェ
ースを提供するフィールド無線システム専用に新たに
開発されたサーバソフトウェアである。このサーバソ
フトウェアとフィールド無線用一体形ゲートウェイを
組み合わせることで，ホストシステムと OPC インタ
フェースによる接続ができる。

 � YFGW 通信パッケージ（ALE111 用）
フィールド無線システムを CENTUM VP の FCS と接
続（サブシステム通信）する場合に使用する，FCS 側
の通信ソフトウェアパッケージである。ALE111 と
フィールド無線用一体形ゲートウェイはイーサネッ
トで接続し，Modbus/TCP プロトコルで通信を行う。
ALE111 は，二重化構成も可能である。

5.2 無線フィールド機器のホストインタフェース
図 4 に，無線フィールド機器アクセスのためのホスト

インタフェースを示す。

図 4 無線フィールド機器のホストインタフェース

すでに説明したように，フィールド無線用一体形ゲー
トウェイ YFGW710 は，Modbus/TCP インタフェースを
提供しており，Modbus/TCP をサポートしている機器，
システムは，容易に無線フィールド機器のデータをアク
セスすることができる。例えば，当社の STARDOM 自律
型コントローラ FCN/FCJ やネットワークデータ収集ステ
ーション DAQSTATION DX2000 シリーズは，Modbus/
TCP インタフェースをサポートしており，無線フィール
ド機器のデータのアクセスが可能である。

フィールド無線用 OPC サーバを用意することにより，
OPC インタフェースによる接続が可能になり，さらに広
範囲からのアクセスが可能になる。当社の SCADA ソフト
ウェア FAST/TOOLS などの OPC クライアントから，無
線フィールド機器のプロセスデータの監視や機器パラメ
ータにアクセスすることができる。フィールドエリアか
らの制御システムへの不正アクセスを防ぐため，また，
逆にシステム側から無線ネットワークを守るために，フ
ィールド無線用 OPC サーバは，ファイアウォールで挟ま
れた DMZ（De Militarized Zone：非武装地帯）内に設置
することを推奨している。
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6. フィールド無線システム構築エンジニアリング

フィールド無線システム構築時のエンジニアリングコ
スト削減と工期短縮，および稼働開始後の保守の簡易化
をエンジニアリング環境の設計指針とした。

ここでは，フィールド無線システム構築で必要となる
特徴的なエンジニアリングについて説明する。

6.1 機器据付前の機器担当者による機器への設定
無線ネットワークのセキュリティを確保するため，ま

た，稼働中のシステムに外乱を与えることなく無線フィ
ールド機器を追加できるようにするため，無線フィール
ド機器への各種パラメータ設定は，あらかじめオフライ
ン状態で設定しておき，その後無線ネットワークに追加
するようにした。

従来と同等のフィールド機器へのパラメータ設定以外
に，第三者によるデータの改ざん，あるいは「なりすまし」
などを防ぐために，あらかじめ機器に無線ネットワーク
に参加するために必要な情報を設定する。無線フィール
ド機器と PC を赤外線通信で接続し，PC にインストール
された FieldMate によって設定を行なう。この情報が設
定されていない機器，もしくは間違った情報が設定され
た機器は無線ネットワークに参加できない。 

6.2 無線ネットワークの構築
無 線 ネ ッ ト ワ ー ク を 構 成 す る 要 素， す な わ ち，

YFGW710 およびそれと通信する無線フィールド機器は，
あらかじめ YFGW710 および個々の無線フィールド機器
に設定しておく必要がある。この作業は，フィールド無
線用一体形ゲートウェイに付属のソフトウェア「フィー
ルド無線用コンフィグレータ」によって行なう。

6.3 ホストシステムでのエンジニアリング
ホストシステムでは，ホストインタフェースとして用

意されている Modbus/TCP インタフェースあるいは OPC
インタフェースで無線フィールド機器にアクセスするた
めのエンジニアリングが必要になる。

Modbus/TCP インタフェース，OPC インタフェースの
いずれも，従来から広く用いられており，そのためのエ

ンジニアリング機能は，多くの機器，システムに備わっ
ている。特別なツールを用いることなく，従来と同様に
エンジニアリングを行なうことができる。

7. おわりに

横河電機は，制御機器やフィールド機器だけではなく，
無線計測を含めた計測器やソリューションもビジネスと
して展開している。それらの技術資産をベースに，技術
革新が速い無線技術に対しても適切に対応しながら，シ
ステム構築からソリューションまで，さらに，プラント
ライフサイクル全体にわたって長期的にお客様を支援し
ている。

今回，その一環として，無線技術のプラント制御への
適用の第１弾として，2010 年 6 月に無線フィールド機
器と無線システム用の機器を世界で最初に販売開始し，
合わせて，それらを用いたシステム構築を可能とする機
能を CENTUM VP に追加し，さらに，フィールド無線用
OPC サーバを販売開始した。

横河電機は，無線技術と既存の有線技術を活用してフ
ィールド機器を有機的に統合する新しいフィールド・デ
ジタル・ネットワークを提案することで，お客様の生産
性向上に貢献できることを期待している。今後も，高度
な制御技術を必要とする連続プロセスにおける制御の無
線通信化を視野に入れて，製品の開発に取り組む。
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