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Advanced Diagnostic Functions of EJX Series Differential Pressure/Pressure Transmitters

渡邉 潔 *1

Kiyoshi Watanabe

フィールド機器で，機器とプロセスが接する部分，すなわちプロセスインターフェイス部の診断を行うことに

より計装のメンテナンスに対する予知，予測が可能となった。差圧・圧力伝送器 EJX シリーズでは，プロセスイ

ンターフェイス部である導圧管の詰まり診断およびヒートトレースの監視診断の開発を行ってきた。これらを機

器自体の診断と区別し，アドバンス診断と呼んでいる。本稿では EJX シリーズの FOUNDATION フィールドバス通

信形，HART 通信形に搭載したアドバンス診断機能について紹介する。

Diagnosing the process interface where the field instruments and process equipment are 
contacting each other enables prediction of the required maintenance for the instrumentation. 
With the EJX series differential pressure/pressure transmitters, Yokogawa has developed 
functions to detect blocking and monitor heat traces in impulse lines which are process interface 
parts. These functions are called advanced diagnoses, to distinguish them from the self-
diagnosis of the instruments. This paper introduces the advanced diagnostic functions built 
in the FOUNDATION Fieldbus communication type and HART communication type EJX series 
transmitters. 

はじめに111

フィールド機器には，プロセスでの異常発生予知のた
めの診断機能の搭載とその機能の拡大が期待されている。
機器が測定するプロセスの各種の物理量から予防・予知
のための診断情報を抽出・提供できれば，不要不急なメ
ンテナンス作業が削減でき，ユーザのメンテナンスコス
トを削減できる。診断機能の向上は機器およびプラント
の管理を容易にし，メンテナンスコストを削減するため，
フィールド機器に大きく期待されてきた (1)。

横河電機の差圧・圧力伝送器 EJX シリーズは，機器と
プロセスが接する部分，いわゆるプロセスインターフェ
イス部での診断機能として，導圧管の詰まり診断および
ヒートトレース監視診断を提供している。診断機能は，
伝送器にプロセス流体の圧力を伝達するために用いられ
る導圧管を対象としており，その詰まりを流体の持つ微
少な圧力の揺動から検出する診断機能と，その管内流体
の凝結を防止するために計装された保温設備の状態を伝
送器内の熱抵抗による温度勾配から推測・監視する診断
機能から成る。これらを機器の自己診断と区別し，アド
バンス診断と呼ぶ。診断機能の構成を図 1に示す。機能
の原理・詳細についてはすでに「横河技報」(2), (3) で報告

した。本稿では機器への展開を中心に紹介する。

図 11EJX シリーズにおける診断機能の構成

アドバンス診断機能の概要211

EJX シリーズのアドバンス診断機能は，機器の特徴で
あるマルチセンシング（差圧，静圧，温度測定）と独自
のアルゴリズムに基づいたプロセス環境のモニタリング
による異常の検出から成る。

導圧管の詰まり検出1�
プロセス流体はポンプ等による圧力の揺動を持ちなが

ら配管内を流れているため，差圧・圧力伝送器は揺動を
含んだ計測を行っている。導圧管が詰まるとこの揺動が
減衰するという性質を利用し，差圧・圧力値から揺動成
分を抽出し，減衰の度合いを正常時に取得した基準値と
比較・判定することから詰まりの検出を行う。

機器の診断機能
自己診断（ベーシック診断）

機器ハードウェア診断

機器仕様範囲外

プロセスアラーム

機器設定異常

アドバンス診断

プロセスインターフェイス診断

導圧管詰まり診断

ヒートトレース監視診断

*1 IA 事業部 フィールド機器事業センター
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図 2に差圧伝送器の導圧管計装例と揺動の減衰の模式
図を示す。

図 21差圧伝送器導圧管計装例と揺動の減衰

ヒートトレース監視1�
導圧管を保温するスチーム，ヒーターの温度の健全性

を，伝送器のカプセル温度とアンプ温度から推定したフ
ランジ温度により監視する。図 3に凝結を防止するため
のバンドルチューブを使用した計装例を，図 4にカプセ
ル温度とアンプ温度によるフランジ温度の推定の様子を
示す。

図 31バンドルチューブを使用した凝結防止例

図 41カプセル温度とアンプ温度によるフランジ温度の推定

アドバンス診断機能の EJX シリーズへの適用311

EJX シリーズではシリコンレゾナントセンサの差圧，
高圧側静圧，低圧側静圧を同時に計測できるマルチセン
シング機能を活かし (4)，導圧管の４つの詰まり状態（両
側詰まり，高圧側詰まり，低圧側詰まり，どちら側かは
不明の片詰まりの状態）を独立に検出することを可能と

している。差圧計測に限らずレベル，圧力計測の用途で
も同じ原理に基づき，プロセス圧力計測側の導圧管の詰
まりの検出が可能である。また，フランジ温度について
はフランジの形状が異なる場合もカプセル温度とアンプ
温度から推定を行うためその監視が可能である。

EJX シリーズは差圧，圧力，レベルの計測用途に応じ
た機種構成からなるが，診断機能が計測の用途による制
限を受けないことから，FOUNDATION フィールドバス通信
形，HART 通信形の全機種に搭載した。表 1に EJX シリ
ーズの型名ごとの詰まり検出項目を示す。

アドバンス診断機能仕様411

アドバンス診断機能の仕様を表 2に示す。通信形の違
いにより診断結果のアラーム出力先，アラーム設定項目
数などの違いはあるが，診断機能に関する基本的な仕様
に違いはない。

 パイプライン
流れ

詰まり状態の
圧力揺動

正常状態の
圧力揺動

高圧側導圧管

EJXシリーズ
差圧伝送器

オリフィス

低圧側導圧管

時間

圧
力
信
号

導圧管
保温材

スチーム銅管

バンドルチューブ構造
EJXシリーズ
差圧伝送器

フランジ部
温度

カプセル部
温度

アンプ部
温度

放熱

放熱

カプセル部

アンプ部

フランジ部

表 11EJX の型名と適用される詰まり検出項目
型名 名称 詰まり検出項目

EJX110/130 差圧伝送器
両側詰まり

高圧側詰まり 
低圧側詰まり

片側詰まり

EJX118 ダイアフラムシール付差圧伝送器
EJX210 フランジ取付差圧伝送器
EJX115 微少流量伝送器
EJX910/930 マルチバリアブル伝送器
EJX120 微差圧伝送器（両側片側詰まりに限る）

EJX430/440 圧力伝送器
プロセス圧力

計測側の
導圧管詰まり

EJX310 絶対圧伝送器
EJX438 ダイアフラムシール付圧力伝送器
EJX510/530
EJX610/630

圧力伝送器（ねじ込み形）

表 21アドバンス診断機能の仕様

診断機能
通信形

FOUNDATION

フィールドバス
HART

導圧管
詰まり

診断

圧力揺動測定周期 100 ミリ秒 135(100) ミリ秒
診断周期 20 ～ 65535 秒
診断モード 診断停止，基準値取得，診断実行
アラーム設定項目 12(11) 種類 11 種類

診断アラーム出力

通信 [AIFB]
LCD 表示

通信
LCD 表示
4-20 mA 信号
接点

ヒート
トレース
監視診断

温度測定周期 １秒
診断周期 １秒

フランジ温度出力
通信 [STB, AIFB]
LCD 表示

通信

アラーム設定項目 なし（２種類） ２種類

診断アラーム出力

通信 [AIFB]
( 通信 [STB, AIFB])
(LCD 表示 )

通信
LCD 表示
4-20 mA 信号
接点

AIFB: Analog Input Function Block
STB: Sensor Transducer Block
注：括弧内は EJX910/930 の場合
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アドバンス診断処理511

図 5にアドバンス診断処理のフローを，表 3に対応す
る診断に関連する出力を示す。

図 51アドバンス診断処理フロー

導圧管詰まり診断では，100 ミリ秒または 135 ミリ秒
毎に差圧，高圧側静圧，低圧側静圧の圧力揺動演算を行
い，合わせて統計的な処理を行う。診断周期毎に基準値，
診断値の揺動比と，各揺動の相関から求める詰まり度の
２種類の変数を組み合わせて診断を行い，詰まりの判定
を行う。診断周期は設定により変更可能である。

ヒートトレース監視診断は１秒毎にカプセル温度とア
ンプ温度からフランジ温度を算出するとともに，上限・
下限の閾値との比較による判定を行う。

診断では全ての項目について判定を行っているが，検
出結果のアラーム出力設定に従って目的とする診断項目
のみを選択出力している。

診断アラームは，ステータス出力の他，FOUNDATION フ
ィールドバス通信形では AI ファンクションブロックの

OUT 信号にも反映される。HART 通信形では 4-20 mA ア
ナログ信号での Burnout，Fallback 出力だけでなく，接
点出力も可能である。

以下に，主要な処理手順を説明する。

導圧管詰まり診断の処理手順1�
詰まり診断の基本要素は圧力揺動の監視となる。正常

状態における揺動の基準値と，現在のプロセスの揺動値
を比較することにより，詰まりの検出を行う。一般的に
は差圧，静圧が大きい場合，揺動も大きくなるため安定
した検出が行える。しかしながら，レベル，圧力計測の
場合，粘度が 10 cSt（センチストークス）を超える高粘
性流体の場合，また流体がガスの場合などは十分な揺動
が得られず，詰まりの検出が正しく行えないことがある。
この場合診断不適を示す診断値異常が発生する。

詰まり診断は，基準値の取得，模擬詰まりによる動作
確認，詰まり検出の順で行なう。基準値取得の際，十分
な揺動が得られることを確認する。診断に際し必要とな
る最小限度の揺動値が定められており，これに満たない
場合は診断が行えない。

診断機能に関する設定，パラメータの確認は当社の統
合機器管理ソフトウェアパッケージ PRM (Plant Resource 
Manager)，FieldMate などの設定ツールにより行う (5), (6)。
基準値取得は機器自体のモードを切り換えることにより
行うため特別な測定器は必要としない。導圧管に設置さ
れた三岐弁または元弁の操作により詰まりを模擬的に発
生させ，アラームが正しく発生することにより動作確認
する。

ヒートトレース監視診断の処理手順1�
フランジ温度はカプセル温度とアンプ温度から推定す

るため，その算出に用いる係数を求める必要がある。診
断前に実際にヒーティングした状態でフランジ温度を計
測し，そこから係数を求める。求めた係数とアラーム温
度上限・下限の閾値を機器に設定する。

センサ

接点出力設定

アラーム出力設定

プロセス値算出

揺動演算

フランジ温度演算

基準値測定

診断

アラームのマスキング

センサ信号

4-20mA
アナログ信号出力

プロセス値

デバイスステータス
アラーム

LCD表示

接点出力

診断モード
StopReference

Calculation

基準値

圧力揺動値

診断結果

診断アラーム

診断アラーム

診断アラーム

診断アラーム

フランジ温度

診断周期

(HART通信形の場合のみ)

*1

*1

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

*1: 診断結果をステータスに付加（FOUNDATIONフィールドバス通信形）
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表 31診断に関連する出力
出力先／出力信号パラメータ

説明
FOUNDATION フィールドバス通信形 HART 通信形

(1)
VALUE_ □

Fluct Variables （揺動値） 
Diag Variables （詰まり度）

差圧，高圧側静圧，低圧側静圧の揺動値および詰まり度

REFERENCE_ □ Diag Reference 差圧，高圧側静圧，低圧側静圧の揺動の基準値
(2) DIAG_ERR Diag Error 導圧管詰まりとヒートトレース監視の診断結果

(3) DEVICE_STATUS
Device Status
Status Group

診断結果から検出されたアラームの内容
HART の Device Status は代表通知，Status Group は詳細通知

(4) DIAG_H_ALM, DIAG_L_ALM － 詰まり検出結果の高圧側，低圧側ディスクリートアラート

(5) PV, SV, TV → AI.OUT －
詰まり検出結果をプロセス値のステータスに付加
AI ファンクションブロックの OUT 信号ステータスに反映

(6) LCD 表示 LCD 表示 検出されたアラームを LCD 上に表示
(7) － Analog Output 検出結果を 4-20 mA アナログ信号出力に反映
(8) － Digital Output 検出結果を接点出力に反映

　　備考： □には，揺動値および詰まり度を表す補助パラメータ名称が入る。
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アラーム・マスキングの処理手順1�
図 6に HART 通 信 形 で の 診 断 ア ラ ー ム の マ ス キ ン

グの様子を示す。詰まり検出，フランジ温度異常の診
断 結 果 は Diag Error パ ラ メ ー タ に 格 納 さ れ， ど の 結
果を出力，表示するかは Diag Option パラメータに従
う。FOUNDATION フィールドバス通信形では，診断結果
は DIAG_ERR パラメータに格納され，選択出力は DIAG_
OPTION パラメータに従う。

図 61アラームのマスキング（HART 通信形）

アドバンス診断GUI611

FieldMate の機器 DTM (Device Type Manager) には，ア
ドバンス診断に関するパラメータの設定，監視を容易に
行うために，図 7に示すような専用の診断 GUI (Graphic 
User Interface) が用意されている。詰まり診断基準値の
取得，フランジ温度係数の算定，アラーム・マスキング
の選定などを簡単な操作で行うことができる。

FieldMate の Device Viewer の診断情報画面ではアラー
ムの発生状況と内容確認が行える。また，トレンド情報
画面では揺動値と詰まり度が監視できる。図 8にそれら
の例を示す。詰まり診断の動作確認時には，弁操作に伴
う診断データの変動を視覚的に確認することができる。

図 71機器 DTMの診断 GUI の例

図 81Device1Viewer 診断情報画面，トレンド情報画面の例

おわりに711

上位システムのアプリケーションで，本稿で説明した
機器の診断情報を蓄え，長期間のトレンドを解析するこ
とにより傾向監視ができ，確度の高い予測診断を行うこ
とが可能になる。EJX シリーズと当社の統合機器管理ソ
フトウェアパッケージ PRM を組み合わせることにより
これが実現できる。

機器，情報の増加に対応するため同様な機能をフィー
ルド機器自身で実行するなど，予知・予測診断の機器搭載，
機能・精度の向上，新たな手法の開発は今後も求められる。
横河電機は，このようなニーズに応えるとともに，さら
にシステム製品との連携でより付加価値の高いソリュー
ションをお客様に提供していく。
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Diag Optionに
従って選択出力

アナログ信号出力

接点出力

LCD表示

Device Status
（代表通知）
Status Group
（詳細通知）

*1

*1

*1: 詰まり診断値異常を除く

Diag Error

・フランジ温度異常　2種
・詰まり診断値異常　5種
・詰まり検出　6種
診断結果
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