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Valve Signature Logger によるバルブ管理の最適化
Valve Signature Logger for Optimal Valve Management
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横河電機では 1998 年に初の FOUNDATION フィールドバスの登録機器をリリースし，それ以降フィールド機器

の持つインテリジェンスを最大限に引き出すために，性能の向上や使い易さの向上に努めてきた。2002 年に機

能向上したアドバンストバルブポジショナ YVP110 と専用ツール ValveNavi を組み合わせることにより，バルブ

のオートチューニングやバルブ診断機能によるチューニング結果の確認，経年劣化の情況の把握が可能になった。

本稿では，ユーザにとってこれらバルブ診断機能をより活用しやすくするための新たな試みとして，バルブの動

作特性（シグネチャ：Signature）を収集管理する Valve Signature Logger を紹介する。

Since the release of the FOUNDATION Fieldbus-support instrument in 1998, Yokogawa has 
been working hard to improve the efficiency and usability of the field instruments in order 
to maximize their intelligent functions. Combining the use of the YVP110 advanced valve 
positioner and ValveNavi has made it possible to tune valves automatically, check the tuning 
results, and detect deterioration of instruments using the valve diagnostic function. This report 
introduces the Valve Signature Logger, a new approach to enhance these functions.

はじめに111

最近のフィールド機器には，既に様々な自己診断機能
が実装されており，バルブポジショナにおけるバルブの
診断機能や，差圧伝送器における導圧管詰まり診断など，
フィールド機器を介して外部に対する診断もできるよう
になってきた。当社のバルブポジショナ YVP (1)　では，
YVPマネージメントソフトウェアValveNavi (2)　によって，
初期調整，パラメータ調整，トレンドモニタやバルブ診
断を簡単に行うことができる。

しかしながら，これだけでは，ユーザがフィールドデ
ジタル技術の恩恵を十分に受けているとは言えない。フ
ィールドデジタル技術を活用した，設定調整作業や保全
作業だけでなく監視作業も含めたメンテナンスコストの
低減，予定外のダウンタイムによる機会損失の最小化，
機器の不調による生産物の品質低下の抑制，機器故障に
よる事故発生の抑止といったようなことの実現が望まれ
ている。

横河電機では，このような実現へのステップのひとつ
として，バルブの動作特性（シグネチャ：Signature）を
一斉収集する Valve Signature Logger の開発を進めてお
り，本稿ではその取り組みを紹介する。

既存のシグネチャ機能211

こ こ で は， 既 存 の シ グ ネ チ ャ 機 能 と し て YVP と
ValveNavi のシグネチャ機能を簡単に説明し，現状での
問題点を示す。

YVP のシグネチャ機能2111
バルブのメンテナンスコストは，フィールドのメンテ

ナンスコストの大きな部分を占めている。一方でバルブ
周りのデジタル化は一番遅れており，定量的に機器の状
態を測ることは少なかった。

FOUNDATION フィールドバス登場により，バルブの健全
性を客観的に計測して収集できる環境ができた。アドバ
ンストバルブポジショナ YVP110 は当初より，制御性の
改善，オートチューニング機能，リミットスイッチによ
る診断機能を実現しており，2002 年には，さらなる機
能向上により，シグネチャ機能が追加された。シグネチ
ャ機能を利用することにより，バルブの健全性をより多
角的に定量的に評価することが可能になる。YVP で取得
可能なシグネチャには以下のようなものがある。

アクチュエータ・シグネチャ（標準形，拡張形）1●
YVP には小型の圧力センサが搭載されている。アク
チュエータ・シグネチャは，出力空気圧をスキャンし
ながらバルブ開度を動かした時の入力圧力とバルブポ*1 IA 事業部 フィールド機器事業センター
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ジションの関係を示す特性曲線である。バルブとアク
チュエータを組み合わせた特性を示している。アクチ
ュエータ・シグネチャには標準形と拡張形の２種類が
あり，前者はバルブポジションをスパンの 10%から
90%まで，および 90%から 10%までを，10%刻みで変
化させながら圧力を測定して概要を把握するためのも
ので，後者はより詳細な調査をする場合に利用するも
のである。
ステップレスポンス1●
ステップレスポンスは，セットポイントとしてステッ
プ状の入力を与えたときの，時間とバルブポジション
の関係，すなわちバルブとアクチュエータとポジショ
ナの総体としての応答波形である。
ポジショナ・シグネチャ1●
ポジショナ・シグネチャは，セットポイントに対する
バルブポジションの入出力特性，すなわちバルブとア
クチュエータとポジショナの総体としての入出力特性
である。

それぞれのシグネチャのデータから，バルブに発生し
ている様々な事象が読み取れるが，実際には視覚的な把
握，評価値の算出，過去データとの比較といった作業の
ためには，後述する ValveNavi を利用すると効果的であ
る。

ValveNavi のシグネチャ機能2121
ValveNavi は，PC 上で単独で，または当社の統合機

器管理パッケージ PRM (Plant Resource Manager) (3)　の
プラグインとして動作するソフトウェアパッケージで，
YVP の初期調整，パラメータ調整，トレンドモニタやバ
ルブ診断を行う。

YVP に対してパラメータを直接設定することで各種
機能を実行できるが，ValveNavi を利用することにより，
より簡単確実に操作することができる。特に YVP のシグ
ネチャ機能を実行して結果を表示する場合は， ValveNavi
を利用せずに行うことは事実上困難である。

以下に ValveNavi のシグネチャ機能を簡単に説明する。

マルチステップレスポンス1�
YVP のシグネチャ機能におけるステップレスポンステ

ストは始点と終点を指定して行うシングルステップであ
るが，ValveNavi ではマルチステップレスポンステスト
も可能である。マルチステップレスポンステストでは，
ISA (Instrument Society of America) の標準にもとづいた，
さまざまなセットポイントのパターンに対して測定する
ことができる。

シグネチャの表示1�
YVP が持つシグネチャ機能を利用して，あるいは

ValveNavi のシグネチャ機能を利用して収集したシグ

ネチャデータをグラフィカルに表示することができる。
図 1に標準形のアクチュエータ・シグネチャの表示例と
マルチステップレスポンスの表示例を示す。

図 11シグネチャの表示1
（アクチュエータ・シグネチャ，マルチステップレスポンスの例）

測定結果の評価1�
ValveNavi では，測定結果を用いて，各種の評価値を

計算して表示することができる。例えば，図 2に示すよ
うに，アクチュエータ・シグネチャでは，スプリング（バ
ルブ動作圧力）レンジとバルブ摩擦の大きさ（ヒステリ
シス幅の 1/2）を，ステップレスポンスでは，最初のス
テップのオーバシュートと 86%応答時間を表示できる。

図 21シグネチャの評価値の表示

シグネチャの重ね合わせ表示1�
図 3に示すように，プラント構築時に収集したシグネ

チャデータや各種保全の際に収集したシグネチャデータ
を保管しておき，現時点でのシグネチャデータと重ね合
わせて表示することができ，バルブの劣化の状況を把握
することができる。現時点においては，画像の形や画像
の変化からバルブの劣化を自動判定するところまでは実
現できていないが，人間が直感的に評価するための情報
を提供している。

(a) アクチュエータ・シグネチャ（標準形） の場合

(b) ステップレスポンスの場合
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図 31ValveNavi によるデータの重ね合わせ表示

既存のシグネチャ機能の問題点2131
シグネチャ機能の主な使用局面としては，バルブの（自

動または手動による）チューニングの結果の確認のため
に実行する局面と，保全の際などにバルブ各部位の劣化
具合を確認する局面の２つがある。

特に後者の局面においては，予防保守のために分解点
検しても，大部分は正常であることが確認されるだけで，
多くの分解点検が無駄になってしまう。このような無駄
なコストの低減のための機能が期待されている。

一方 ValveNavi は，元々は，ある特定のバルブにフォ
ーカスしてチューニングや各種設定やシグネチャ収集を
行うといった使い方を想定して開発されたソフトウェア
であり，後者の局面ではシグネチャの収集操作を繰り返
さなければならず不便である。

Valve1Signature1Logger の試作311

上記の課題を解決すべく，現在 Valve Signature Logger
の試作を通じて，バルブシグネチャの一斉収集に取り組
んでいる。以下の機能が必須であると判断し，実現した。
ここでは，これらを必須と判断した理由，実現の方法に
ついて説明する。

PRM 上で動作1●
複数のバルブのシグネチャを並行して収集1●
ブロックモードの一斉変更1●
全自動でシグネチャを収集1●
ValveNavi 形式ファイルおよび CSV ファイルでの出力1●
収集設定条件の保存1●
キャンセル機能の実現1●

PRM 上で動作1) 
現状の ValveNavi は PRM 上で動作することに加え，

スタンドアロンの PC 上でも動作する。しかしながら，
Valve Signature Logger は，その試作目的が複数バルブの
シグネチャ一斉取得であり，すべてのバルブの情報を管

理している PRM 上での動作だけで十分である。PRM 上
で動作すれば，図 4のように PRM で管理されているバ
ルブを即座にリストアップし，シグネチャの収集設定が
できる。

図 41PRMで管理されたバルブの1
リストアップとシグネチャ収集設定

複数のバルブのシグネチャを並行して収集2) 
バルブによるシグネチャ採取中は FOUNDATION フィー

ルドバス上での通信は進捗確認のみで，一般的にはその
時間は，その後の FOUNDATION フィールドバスを通じたデ
ータ収集の時間よりも時間がかかる。したがって，シグ
ネチャ採取とデータの収集をバルブ毎に繰り返すよりも，
並行してシグネチャを採取する（バルブを動かす）ことで，
バルブによるシグネチャ採取待ちの総時間を大きく減ら
すことができる。ただし，通信負荷が大きくなりすぎな
いようにするため，データ収集は，シグネチャの採取が
終わったものから順にシリアルに行う。シグネチャの並
行収集の様子を図 5に示す。

図 51複数のバルブのシグネチャを並行収集

ブロックモードの一斉変更3) 
シグネチャ採取では，バルブを実際に 0%から 100%ま

で動かしてしまうため，オフラインでの診断となる。従

Valve Signature
Logger バルブCバルブB

シグネチャ採取
開始指令

シグネチャ採取
開始指令

シグネチャ採取
開始指令

シグネチャ採取
終了検出

シグネチャ採取
終了検出

シグネチャ採取
終了検出

バルブAデータ収集

バルブBデータ収集

バルブCデータ収集

バルブA
シグネチャ
採取時間

バルブB
シグネチャ
採取時間

バルブC
シグネチャ
採取時間

時
間

バルブA
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って，ファンクションブロックのブロックモードを O/S 
(Out of Service) に変更しないと起動できないようになっ
ている。保守担当者がシグネチャ機能を利用する場合，
通常オペレータに対して当該バルブをオフライン診断す
ることを告知して許可を得る必要がある。

複数のバルブのシグネチャを採取する際に，ばらばら
にモード変更のアラームが出てその都度オペレータの集
中力を削ぐよりも，今から一斉に O/S にすると告知して
操作した方が有益だと考え，「一斉に O/S に変更する」，「一
斉に元のブロックモードに戻す」，「一斉に Normal ブロ
ックモードに戻す」という機能を実現した。

全自動でシグネチャを収集4) 
省力化のためには，全自動で複数バルブのシグネチャ

を一斉取得することが望まれる。操業を停止しての大規
模な保全の期間中など，現場の安全確保などを保障した
上での利用を想定している。この機能を活用すれば，夜
間の全自動シグネチャ収集を仕掛けて帰宅し，翌朝結果
を確認するという運用も可能となる。

この場合，①ブロックモードを一斉に O/S に変更，②
全バルブのシグネチャ機能を平行起動して，終わったも
のからデータを収集，③全バルブのシグネチャ収集が完
了したら，ブロックモードを一斉に元のブロックモード
に戻す，という手順を自動的に実行することになる。

ValveNavi 形式ファイルおよび CSV ファイルでの出力5) 
試作版の Valve Signature Logger では，収集したデー

タの表示や評価値の算出などは，ValveNavi を利用して
行う。このため，データを保存する際のファイルフォー
マットは，ValveNavi 形式とした。

その一方，保守担当者は，大量にバルブのデータを収
集した後，各バルブに関する検査レポートを作成するな
ど，データを利用することが予想される。そのため，一
般的によく利用されている CSV 形式（Comma Separated 
Value Format）ファイルによる出力もサポートした。

収集設定条件の保存6) 
保全の目的でシグネチャの一斉収集を行って以前のデ

ータと比較をすることを想定しているため，収集対象の
バルブやシグネチャ収集時の細かいパラメータを含めた
設定を保存できるようにした。

前回の保全の時と比べてバルブが交換されていたり増
えていたりする場合も想定されるので，保存した収集設
定条件を読み込んだ後に PRM の機器登録状況と比較し，
必要であれば変更して再度保存することもできる。

キャンセル機能の実現7) 
シグネチャ機能を実行する際，O/S であったブロック

モードを AUTO に戻す際など，バルブが高速で動作する
場合がある。安全面を目的とした即時性のある緊急停止
機能は実現できないが，オペレータへの連絡ミスに気づ
いた場合の停止，収集設定のミスに途中で気づいた場合
のやり直しなどに役立つよう，一斉にキャンセル（操作

の取り消し）を行う機能を実現した。シグネチャの収集
やブロックモードの変更をキャンセルできる。

このキャンセルは基本的には動作をその場で止めるだ
けに留め，開始前に復旧させようとはしないポリシーと
した。これは，例えばブロックモードを AUTO に戻すこ
と自体がバルブを動作させることにつながるからである。

上記項目を実装した Valve Signature Logger 試作版の
起動時の画面イメージを図 6に示す。

図 61Valve1Signature1Logger 試作版の画面イメージ

おわりに411

本稿では，現在進めている Valve Signature Logger の
試作を紹介した。既にいくつかのユーザにご試用頂いて
おり，良い評価をいただき，貴重なご意見もいただいた。
これらご意見や保全作業のスタディを通じて，すでに検
討課題をリストアップした。例えば，可動機器であるバ
ルブの診断において，作業者や操業の安全のためにどの
ような手順が取られているのか，そしてそれをシステム
側でどうサポートするのか，といったことである。

今後，これら検討課題を元に機能を向上し，フィール
ドデジタル技術をより有効活用できるためのソリューシ
ョンにまとめてゆくことを始めとして，フィールドデジ
タル技術のメリットを追及するための様々な取り組みを
続けてゆきたい。
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