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無線技術の進化に伴い，産業界での無線活用が盛んになっている。産業用無線通信ネットワークには，通信の

堅牢性，実時間性，省電力動作など，様々な厳しい性能が要求される。それらの性能実現を目標として国際無線

標準規格 ISA100.11a が定められた。横河電機は，将来性，拡張性に優れ，制御への親和性の高い ISA100.11a

の規格に準拠した，無線フィールド機器２機種とシステム構築のための無線機器１機種を世界で最初に製品化し

た。本稿ではそれらの３製品を紹介する。

The innovation of wireless technology encourages application of wireless communications 
to industry. Industrial communication networks require strict features such as robustness, 
real-time responsiveness, and low power consumption. ISA100.11a, an international wireless 
communication standard for industry, is designed to realize these capabilities. Yokogawa has 
commercialized the world’s first two wireless field instruments and a device for field wireless 
systems based on the ISA100.11a with huge potentials, excellent expandability, and high affinity 
with process control. This report introduces these three products.

はじめに111

無線技術の進化に伴い，産業界での無線活用が盛ん
になっている。プラントに無線通信を導入するために
は，通信の堅牢性，実時間性，省電力動作など，様々な
厳しい性能が要求される。そのため，従来は，通信の実
時間性やデータ到達の確実性が比較的ゆるいデータのロ
ギング，機器の状態監視など限られた用途で無線通信が
導入されていた。しかしながら，そのような厳しい性能
が実現できるインダストリアル・オートメーション用
の無線通信規格 ISA100.11a が 2009 年 9 月に発行され
た (1)。横河電機は，それに呼応すべく，2010 年 6 月に，
ISA100.11a に準拠した無線フィールド機器２機種とシ
ステム構築のための無線機器１機種を開発し，世界で最
初に販売を開始した。本稿ではこれらの無線フィールド
機器，フィールド無線システムのための無線機器の特徴，
性能を紹介する。

ISA100111a 規格と対応製品の概要211

今回 ISA100.11a に対応すべく開発したのは，以下に示
す３つの製品である。これらの製品の外観を図 1に示す。

図 11ISA100111a 対応製品の外観

無線通信形の EJX L シリーズ差圧・圧力伝送器1�
市場で好評を得ている差圧・圧力伝送器 EJX J シリー
ズ (2) に加え，ISA100.11a 準拠の無線通信機能を組み込
んだ EJX L シリーズ差圧・圧力伝送器を新たに開発した。
無線通信形温度伝送器 YTA5101�
これまで温度伝送器として 4-20 mA に代表される
２線式の YTA シリーズ (3) に加え，ISA100.11a 準拠の
無線通信機能を組み込んだ温度伝送器 YTA510 を新た
に開発した。
フィールド無線用一体形ゲートウェイ YFGW7101�
ISA100.11a 準拠の無線ネットワークシステムのため，
フィールド無線用一体形ゲートウェイ YFGW710 を開
発した。後述する ISA100.11a で規定されたゲートウェ

(b) 温度伝送器YTA510 (c) フィールド無線用一体形
ゲートウェイYFGW710

(a) EJX Lシリーズ
差圧・圧力伝送器

*1 IA 事業部 共通技術センター
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イ（Gateway），システム管理機能（System Manager），
セキュリティ管理機能（Security Manager），バックボ
ーン・ルータ（Backbone Router）の４つの機能を一体
化した。

EJX L シリーズは，すでに WCI (ISA100 Wireless 
Compliance Institute) の認証を取得している。他機種も，
順次評価試験を実施し，取得する予定である。

ISA100111a 規格との対応2111
ISA100.11a で規定されたシステムと新たに開発した製

品との対応を図 2に示す。

図 21ISA100111a で規定されたシステムとの対応

一体形ゲートウェイ YFGW710 は，ISA100.11a で規
定されている以下の４つの機能を一体化している。

ゲートウェイ（Gateway）1●
コントローラなどの上位システムと ISA100.11a の無
線ネットワーク間をインタフェースする機能。上位の
アプリケーション依存の処理を行う。
システム管理機能（System Manager）1●
無線フィールド機器の通信周期，通信エラー処理など
ISA100.11a 無線ネットワークの動作を統括し制御す
る機能。ISA100.11a の無線通信性能を決める極めて
重要な機能の１つである。性能・特性は，規定されて
いるわけではなく，ベンダにより異なる。
セキュリティ管理機能（Security Manager）1●
システム管理機能と連携しフィールド無線通信のセキ
ュリティを確保する機能。セキュリティ鍵の配布・更
新，機器の認証，などの管理を行う。
バックボーン・ルータ（Backbone Router）1●
無線フィールド機器を，バックボーン・ネットワーク
に接続するためのアクセスポイント，ゲートウェイと
接続するためのインタフェース，バックボーン・ネッ
トワークを経由し無線フィールド機器が通信するため
のルーティング機能，などを有する。バックボーン・

ネットワークの通信メディアやプロトコルは規定され
ていないが，プロトコルは IP が想定される。

ISA100 対応製品によるシステム構築2121
図 3に 当 社 の DCS (Distributed Control System) で あ

る CENTUM VP の FCS (Field Control Station) との接続例
を示す。FCS との間の通信には，イーサネットの TCP/
IP のプロトコル上に Modbus プロトコル 注 1) を実装した
Modbus/TCP を採用している。

無線フィールド機器では，電源として内蔵電池を用い，
上位との通信は無線で行うため，配線が不要になる。そ
のため，大幅な設置コスト削減が期待できるほか，新た
なアプリケーションへの適用も可能になる。

詳細については，「横河技報」本集号の論文「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」
を参照されたい。

図 31CENTUM1VP の FCS との接続

ISA100 対応製品の仕様と特長311

ここでは，新たに開発した３つの製品について，共通
的な仕様・特長と個別製品の仕様・特長について説明する。

ISA100 対応製品の無線通信特性3111
今回開発した３つの製品は，同じ無線モジュールを用

いており，同じ無線通信特性をもつ。表 1に主な無線仕
様を示す。アンテナは，EJX L シリーズ差圧・圧力伝送
器と温度伝送器 YTA510 で物理的にも同じ設計である。

 注 1) Modicon Inc.（AEG Schneider Automation International S.A.S.）
が PLC 用に開発した通信プロトコル

無線フィールド機器

フィールド無線用
一体形ゲートウェイ

コントローラ

無線フィールド機器

無線フィールド機器
無線フィールド機器

コントロール・ネットワーク

従来のフィールド機器
に無線を搭載した製品
(2機種)

ISA100.11aの4つの基本機能
　・ゲートウェイ(GateWay)
　・システム管理機能(System Manager)
　・セキュリティ管理機能(Security Manager)
　・バックボーン・ルータ(Backbone Router)
を搭載した製品（１機種）

 
Gateway
+ System Manager
+ Security Manager
+ Backbone Router イーサネット

フィールド無線用
一体形ゲートウェイ

FCS
V-net

YFGW710

EJX110L，EJX210L

YTA510
無線フィールド機器

表 11ISA100 対応製品に共通な主な無線仕様
項目 説明

無線規格 ISA100.11a (IEEE802.15.4) 準拠
周波数帯域 2400-2483.5 MHz
通信速度 250 kbps

無線出力電力 最大 11.6 dBm ( 固定 )
無線セキュリティ AES 128 bit 暗号化 *1

アンテナ +2 dBi 無指向性アンテナ
*1: 米国の新暗号規格（AES: Advanced Encryption Standard）と

して規格化された共通鍵暗号方式
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電池のメンテナンス方法3121
現場での電池交換を可能にするためのバッテリーパッ

クを開発した。このバッテリーパックは EJX L シリーズ
差圧・圧力伝送器と温度伝送器 YTA510 で共通で使用で
きる。開発したバッテリーパックの形状とその装着手順
を図 4に示す。

図 41バッテリーパックとその電池交換方法

この方法により危険場所でのバッテリーパック交換を
可能にした。ケースを再利用するためにバッテリーパッ
ク内の電池は取出し交換できる構造としている。電池に
は，汎用で調達が容易な大容量リチウム電池を採用した。

EJX1L シリーズ1差圧・圧力伝送器の仕様と特長3131
EJX L シリーズは，EJX シリーズの特徴である高信頼

性センサ，マルチセンシング機能，充実した自己診断機
能はそのまま継承している。性能・機能を維持しながら，
内蔵電池の長寿命化のための低消費電流設計を行った。
差圧伝送器 EJX110L の主な仕様を表 2に示す。

様々なアプリケーションに対応するため，差圧伝送器，
圧力伝送器，絶対圧伝送器，フランジ取付形差圧伝送器，
ねじ込み式圧力伝送器，ダイアフラムシール付差圧・圧
力伝送器といったファミリー機種をラインアップした。

温度伝送器 YTA510 の仕様と特長3141
温度伝送器 YTA510 は，温度を IEC 規格の熱電対（Type 

K，E，J など８種類）あるいは IEC 規格等の測温抵抗体
（Pt100 など３種類）からの信号として入力し，測定値に
対応した値を無線通信で上位に伝送する。温度信号の他，
機器の診断情報，設定情報の送受信も同様に無線通信で
行う。堅牢な作りと特性の安定性は，２線式 YTA シリー
ズと並んでフィールドでの安定動作を保障する。主な仕
様を表 3に示す。

無線化に必要となる内蔵電池の長寿命化のための低消
費電流設計を行った。また，温度伝送器は温度測定場所
の近傍に設置できるため，温度入力配線を最短にできる
ように設計した。さらに，温度変換回路は無線動作に最
適化させるために新規設計した。

一体形ゲートウェイ1YFGW710 の仕様と特長3151
以下に，YFGW710 の特長を説明する。表 4には，一

体形ゲートウェイ YFGW710 の主な仕様を示す。

上位通信インタフェースa) 
上位システムとは，メタルまたは光メディア対応イー

サネットの 100BASE-TX，100BASE-FX で結ぶ。光メデ
ィアを使用することで電磁ノイズが大きな環境でも安定
した通信が行える。

上位通信プロトコルb) 
上位通信プロトコルには，Modbus/TCP を採用した。

Modbus/TCP は，産業界で広く使用されており，各種上
位システムと無線フィールド機器との接続が可能になる。

防爆対応，設置環境c) 
Non-incendive および Type-n 方式を採用することで

耐圧容器を使用せずに防爆仕様を満たし，小型化と軽
量化を実現した。ケースの保護等級は IEC 60529 の
IP66 および NEMA 4X を実現し，厳しい環境でも設置
できる。電源は定格電圧 DC 24 V を推奨するが，DC 
12 V 電源でも動作可能にするため，電源電圧範囲を
DC 10.0 ～ 26.4 V として設計した。

汎用で調達
容易な電池

電池ケースへ
電池収納

組立済の電池
ケースを現場へ

防爆エリア

電池ケース交換

表 21EJX110L の主な仕様
項目 説明

差圧精度 ± 0.1%
静圧精度 ± 0.2% ( 絶対圧出力時 )

長期安定性（ゼロ点） ± 0.1%／１年
データ更新周期 1 ～ 3600 秒の範囲で設定可能

電池寿命 ４年　以下の典型的な条件のとき：
更新周期 10 秒，ロール（role）設定
が I/O のみ *1，周囲温度 23 ℃，LCD
表示 OFF

周囲温度 -40 ～ 85 ℃
接液温度 -40 ～ 120 ℃
周囲湿度 0 ～ 100% RH
保護等級 IEC 60529 IP66/67，NEMA 4X
防爆仕様 本質安全防爆（TIIS, IECEx, ATEX, FM, 

CSA）…　申請中
質量 4.9 kg ( バッテリーパック，取付ブラ

ケット，プロセスコネクタを除く )
*1: ルータ機能を持たない基本機能のみの場合

表 31YTA510 の主な仕様
項目 説明

センサ入力 主要な RTD， 熱電対， 直流 mV， OHM
変換精度 Pt100 ± 0.3 ℃，

Type K ± 0.6 ℃など
基準接点精度 ± 0.5 ℃

データ更新周期 1 ～ 3600 秒の範囲で設定可能
電池寿命 ６年　以下の典型的な条件のとき：

更新周期 10 秒，ロール（role）設定が I/O
のみ *1，周囲温度 23 ℃，LCD 表示 OFF

周囲温度 -40 ～ 85 ℃
周囲湿度 0 ～ 100% RH
保護等級 IEC 60529 IP66/67，NEMA 4X
防爆仕様 本質安全防爆（TIIS, IECEx, ATEX, FM, CSA）

…　申請中
質量 2.8 kg（バッテリーパック，取り付けブラ

ケット，プロセスコネクタを除く）
*1: ルータ機能を持たない基本機能のみの場合

15 77



世界初 ISA100.11a 適合 無線フィールド機器

横河技報 Vol.53 No.2 (2010)

アンテナd) 
アンテナを本体に直接接続する基本構成と，延長ケー

ブルの先に接続するオプション構成を用意した。両方式
ともに防爆仕様を満たす。障害物の多い現場でも，延長
ケーブルを用いることで本体から離れた通信環境のより
良い場所にアンテナを設置することができ，通信性能の
低下を防ぐことができる。

無線通信性能411

新たに開発した３つの製品では，当社製の従来無線製
品よりも受信感度の高い無線モジュールを用いて無線通
信性能を向上させた。受信感度を高くすることで，通信
距離がより長く，反射が多いプラント環境において性能
の高い無線通信インフラを構築できる。その結果，中継
器の個数の削減，無線通信エリアの拡大，プラント環境
での通信の安定性を実現できた。図 5に今回開発した
ISA100 対応の無線機器と当社製従来無線製品（他規格）
の通信距離の実験結果を示す。ISA100 対応製品は，従来
無線製品に比べて，約３倍の通信距離がある。

通信距離の延長により，メッシュ・トポロジーで必要
とされるホップ（無線機器間の中継）が不要な広範囲で
のスター・トポロジーを構成することができる。スター・
トポロジーは，プラントで求められる安定性，実時間性
能に優れている。また，ホップを不要とすることは，無
線機器自身のための通信以外の通信を行う必要がないと
いうことであり，内蔵電池の寿命を延ばすことにもつな
がる。

図 51通信距離とパケットエラー率（当社比）

おわりに511

今回，世界に先駆けて ISA100.11a に準拠した EJX L
シリーズ差圧・圧力伝送器，温度伝送器 YTA510 および
フィールド無線用一体形ゲートウェイを開発し，販売開
始した。さらに，これらの製品を有効に活用するため，
さまざまなアプリケーションでのフィールド実験を行い，
フィールド無線システムの運用実績を蓄積している。特
に無線が有効である広域のフィールド，すなわち，オフ
サイト，タンクヤード，貯炭場，排水 / 取水設備，石油
の井戸などで，経験と実績を積み重ねている。

今後，これらの３機種の性能向上や他のフィールド機
器への展開，Wi-Fi 注 2) 通信などの無線システムの性能・
利便性向上のための技術も導入・開発していく予定であ
る。なお，無線フィールド機器への電力の供給は，現
状では電池を利用しているが，太陽光，熱，振動，電
磁波などによる，環境から得られる電力で機器を駆動
する環境発電（エネルギーハーベスティング：Energy 
Harvesting）技術にも取り組む予定である。
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表 41YFGW710 の主な仕様
項目 説明

定格電圧 24 VDC
電圧範囲 10.0 ～ 26.4 VDC
消費電力 最大約 10 W

動作温度範囲 -40 ～ 60 ℃
動作湿度範囲 0 ～ 100% RH

保護等級 IEC 60529 IP66，NEMA 4X
防爆仕様 Non-incendive（FM, CSA），

Type-n（IECEx, CENELEC, ATEX），
非点火防爆（TIIS）
…　いずれも申請中

上位通信プロトコル Modbus/TCP
上位通信

インタフェース
100BASE-TX（RJ-45 コネクタ），
100BASE-FX（SC コネクタ）

アンテナ
コネクタ形式

N 型ジャック：アンテナインピーダ
ンス 50 Ω

接続可能な
無線フィールド機器数

最大 50 台（更新周期５秒の場合）
最大 10 台（更新周期１秒の場合）

ISA100製品

200m

600mISA100対応製品

従来製品

1000m

60%

0%

20%

40%

100%

従来製品

ISA100対応製品

500m

エ
ラ
ー
率
 [%
]

通信距離 [m]
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