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近年，インテリジェンスを持つスマートセンサを用いた液分析計が，欧州を起点にそのシェアを急速に伸ばし

つつある。スマートセンサとは，従来の能動素子を持たないアナログ式のセンサに代わり，センサ本体に電気回

路を具備し，センサ内で測定を完了し，デジタルデータとして出力する方式のセンサである。センサのデジタル

化により，校正からデータ管理までのメンテナンスの効率化とともに，統合管理システム構築などが期待されて

いる。横河電機では，スマートセンサを SENCOM® (Sensor and Communication) センサと名付け，SENCOM シリ

ーズとして 2013 年 9 月より発売している。本稿では，スマートセンサの特徴，動向とともに，当社の取組みに

ついて紹介する。

In recent years, the share of liquid analyzers with smart sensors has been expanding 
especially in Europe. Unlike conventional analog sensors with no active components, smart 
sensors containing an electrical circuit can complete the measurement by itself and output the 
measured values as digital data. This digitization is expected to improve maintenance efficiency 
from calibration to data management and enable an integrated measurement management 
system to be constructed. Yokogawa named its smart sensors SENCOM® (SENsor and 
COMmunication) and released them in September 2013. This paper introduces the features and 
upcoming trend of smart sensors, and Yokogawa’s efforts in developing this technology.

1. はじめに

横河電機はプロセス用液分析計として，1971 年に２
線式液分析計 P/H Cell を発売以来，現行モデルとなる
FLXA21(1) では，モジュール構造の採用によりシステム
の柔軟性，拡張性を備えるなど，改良を重ねてきた。一
般的なプロセス用液分析計はセンサと変換器で構成され
る。センサはその本体に能動素子を持たず，変換器の電
気回路でセンサ出力のアナログ信号を測定値に変換する。
このようなアナログ式のセンサは，変換器と１対１で校
正され，校正値は変換器に持つ。すなわち現場での校正
が必要なこと，また，センサの微小信号をケーブルで伝
送するためノイズの影響を受け易く，ケーブル長に制限
があること，などの課題があった。これらを改善するた
めには，センサ本体に電気回路を持ち，センサ内で測定

を完了し，測定値をデジタルデータとして変換器に伝送
する方式が有効である。このようなインテリジェンスを
持つセンサはスマートセンサと呼ばれ，近年，各社より
発売され，市場に受け入れられている。

図 1 SENCOM システム

当社は，周辺機器を含めたスマートセンサシステム
を SENCOM® (Sensor with Communication) と 名 付 け，
pH 測定用「pH SENCOM センサ」，FLXA21 の SENCOM
用 の 新 規 セ ン サ モ ジ ュ ー ル「SENCOM モ ジ ュ ー ル 」，
Windows PC で動作する管理ソフトウェア「SPS24」，
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SENCOM センサを PC と接続するための「インタフェー
スボックス」を開発したので紹介する。図 1 に現場での
通常運転時と，SPS24 を使用したラボ室等での校正時の
システム接続例を示す。

2. センサのスマート化

図 2 に，アナログセンサとスマートセンサの構成を示す。

図 2 アナログセンサとスマートセンサの構成の違い

一般的な液分析計の変換器は，センサからの信号を
pH などの物理量に変える信号変換部，HMI，表示部，
mA 出力など各種のインタフェースからなる。信号変換
部は，センサからの信号を入力回路，マルチプレクサを
介し，AD コンバータでデジタル値に変換する。その後，
CPU で各種演算が行われ物理量として表示される。同時
に，センサからの信号は，mA 出力等のインタフェース
から出力される。従来のアナログセンサでは，必要な電
気回路は全て変換器に実装され，センサの校正値も変換
器のメモリに格納されていた。一方，スマートセンサで
は CPU を含む信号変換部は校正値などセンサ固有のデー
タとともにセンサに実装され，pH など測定値は校正され
たデジタルデータとして変換器へ出力される。このよう
な構成をとることによりスマートセンサは，従来センサ
と比較しメンテナンス性が向上するなど，以下の特徴を
持つ。

 ● 専用ソフトウェアにより，従来，現場で行っていた校
正をラボ室等で一括して実施することができる。

 ● センサが ID を持ち，センサ固有のデータをセンサ内
に持つため，校正データなどのセンサ情報を PC で一
括して管理することができる。

 ● 一般的なデジタル通信インタフェースの採用により，
専用の変換器以外に PC など他の機器へも容易に接続
できる。

 ● デジタル通信により，ノイズ，磁界など外乱の影響を受
けにくく，変換器とセンサのケーブル長の制約も少ない。

 ● 接続される変換器は，構造が簡素になり，共通化が可
能となる。

3. SENCOM ( SENsor with COMmunication ) 

SENCOM は，２項で述べた一般的なスマートセンサの
特徴のほかに，製品固有の以下の特徴を持つ。

 � Modbus
センサと変換器の間のデジタル通信は，物理層として
RS485，プロトコルとして Modbus を採用し，当社無
線モジュールやデータ収録機器との接続も可能である。
 � 検出器診断機能
FLXA21 アナログセンサモジュールが持つ予測メンテ
ナンス，センサ健康度などの検出器診断機能に加え，
滅菌（Stelirization）検知機能を有する。
 � SENCOM	PC ソフトウェア SPS24
校正とデータ管理機能を持つ PC ソフトウェア SPS24
により，最大４本のセンサの同時校正と，校正値など
センサ情報の一括管理が可能である。
 � 無線モジュール
横河技報 Vol.57(2) で既に報告されている当社フィール

ド無線用マルチプロトコルモジュール FN310 と接続し，
無線システムを構築できる。

3.1 pH SENCOM センサ
pH SENCOM センサの第一弾として，2013 年 9 月に

FU20F を発売以降，圧力の変動に強い FU24F，センサ径
が 12mm タイプの SC25F と用途別にラインナップを拡充
している。いずれも市場で高い評価を得ているアナログセ
ンサをスマートセンサ化した製品で，信号変換部は，小形
のプリント基板（以降，センサチップと呼ぶ）にまとめ，
センサのトップ部に実装した。図 3 に，FU20F とセンサ
チップの外観を，図 4 にセンサチップの構成を示す。

図 3 FU20F とセンサチップ

図 4 センサチップ構成
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センサチップには，図 2 で示した標準的な構成に加え，
電源管理部を搭載した。小形化と，２線式計器の要求で
ある低消費電力化のために，部品点数を従来比 1/3 と大
幅に削減した。その結果，実装面積は従来比 1/6，消費
電力は約 10 mW となり，約 44 mm × 11 mm の小型の
基板でセンサチップに求められる全機能を実現した（い
ずれも当社比）。また，危険エリアでも使用されるため，
本質安全防爆に対応する回路を備える。

 ● 電源管理部
センサに供給される電源電圧の影響を除くため，DC/DC
コンバータを具備し，内部で使用する電源を生成する。

 ● 入力回路・AD コンバータ
センサ電極からの信号を受けて，AD コンバータでデジ
タルデータへ変換する。

 ● マイクロコンピュータ・メモリ
各制御のため１チップマイコンを採用し，校正データ
などセンサ固有のデータを格納するため，不揮発性メ
モリを持つ。

3.2 FLXA21 SENCOM モジュール
SENCOM モジュールは，SENCOM センサと接続される

FLXA21 のセンサモジュールである。図 5 に，FLXA21
内部構成と SENCOM モジュールを示す。FLXA21 はモ
ジュール構造によりシステムの拡張性を備えており，
SENCOM ではセンサモジュールのみを開発した。尚，
SENCOM モジュールは，今後発売予定の SENCOM セン
サにも対応可能である。

図 5 FLXA21 内部構成と SENCOM モジュール

3.3 SPS24
SPS24 は，Windows PC で動作する SENCOM センサ

用のデータ管理，校正ソフトウェアである。同時に４本
の SENCOM センサを扱うことができ，トレンドグラフ表
示，センサ内データの一括表示など PC の特性を生かし
た機能を持つ。また，センサのデータを一括して管理でき，
データの Excel ファイル出力，センサ毎のレポート印刷
機能など，現場の運用を重視した機能を備える。

図 6 は画面の一例で，メイン画面，校正画面，センサ状
態表示画面である。校正画面では，センサ毎に色を分けて，
トレンドグラフで表示する。状態表示画面ではセンサの状
態をバーグラフで表示し，視覚的にも分かり易くした。

図 6 SPS24 画面

3.4 ソフトウェア
本項では SENCOM モジュールのソフトウェアについて

述べる。SENCOM システムのソフトウェア構成の概略を
図 7 に示す。

図 7 ソフトウェア構成
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 ● SENCOM モジュールでの実現機能
SENCOM モジュールは，FLXA21-HMI と SENCOM セ

ンサとのインタフェースであり，センサ制御機能とアプ
リケーション機能（校正，温度補償，センサのメンテナ
ンス／交換時期予測，センサ健康度）の２つの役割を担う。

センサ制御機能では，センサ内に保持する校正値など
のアプリケーションパラメータの管理を行い，二重化に
よりデータ不整合時の自動修復機能を実現した（図 8）。
またセンサ接続時（Hot Swap）や校正時に，センサに対
する測定停止／起動，インピーダンス測定を制御する機
能を持つ。

図 8 パラメータの二重化

アプリケーション機能では，アナログ PH センサ機能
にあった校正，温度補償，予測メンテナンス，センサ健
康度に加えて，新たに滅菌検知機能を搭載した。

 ● SPS24 への展開
3.3 項で述べた校正用の PC ソフトウェア SPS24 は， 

SENCOM モジュール機能を包含する。
SENCOM モジュールソフトウェア設計においてあらか

じめ移植に配慮することで，センサ制御機能およびアプ
リケーション機能，Modbus 通信 I/F については複数セ
ンサ接続対応の改造のみでコード移植を行い，これに複
数センサの同時校正機能を加えて SPS24 全機能を実現し
た。ソフトウェアの移植・再利用（図 7 の赤点線）により，
SENCOM モジュールと同等の品質を容易に確保でき，ま
た開発負担を約 25%（ソフトウェア規模）軽減できた。

3.5 フィールド無線システム
当社フィールド無線用マルチプロトコルモジュー

ル FN310，フィールド無線通信モジュール FN110 と
SENCOM センサを組み合わせて，工業用国際標準無線規
格 ISA100.11a に準拠した無線システムを構築すること
ができる（図 9）。電池駆動により，信号線だけではなく
電源線も排除し完全に無線化されているため，設置場所
の制約がなく移動も容易である。

図 9 SENCOM センサと無線モジュールとの接続例

4. 今後の展開

現在，SENCOM システムには３種類の pH センサを有
しているが，今後，導電率計，電磁導電率計，溶存酸素
計，濁度計，残留塩素計など，他の液分析計への展開を
検討しており，SENCOM シリーズのラインナップを拡
充していく。また，システム診断，メンテナンス機能を
充実させ，当社フィールド機器調整・設定ソフトウェア
FieldMate(3)，フィールド無線システムと親和性を持つシ
ステムソリューションを提案していく予定である。

5. おわりに

液分析計センサのスマート化による SENCOM は，スマ
ートセンサの特徴を生かし，顧客のメンテナンス性を向
上し，トータルコストを削減するシステムである。また，
FLXA21 の基本コンセプトである拡張性を継承した柔軟
システムであり，今後の当社分析計の拡充に貢献するこ
とを期待している。
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