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小型軽量で本質安全防爆仕様の ISA100.11a Wireless™ に準拠したフィールド無線用通信モジュール FN110

を開発した。FN110 は，ISA100.11a Wireless™ 製品の普及促進を目的とした製品で，フィールド無線に参入す

るベンダのさまざまな課題を一気に解決した。また，同時開発したフィールド無線用マルチプロトコルモジュ

ール FN310 と組み合わせて，多種多様な有線のフィールド機器の無線化を可能とした。さらに，アンテナや RF 

(Radio Frequency) 回路など，高周波関係の部品や回路をアンテナ内部に集約して，従来の無線フィールド機器の

性能を上回る特性を実現した。

Yokogawa has developed the FN110, a small, light, intrinsically safe explosion-proof 
communication module conforming to ISA100.11a Wireless™ to resolve various technical 
problems for vendors. The FN110 was developed to promote ISA100.11a Wireless™ compliant 
products. By combining the co-developed FN310 field wireless multi-protocol module, the FN110 
can unwire various existing wired field instruments. The FN110 achieves better communication 
performance than existing field wireless devices by integrating components and circuits into the 
module for high-frequency use, such as an antenna and radio frequency (RF) circuits.

1. はじめに

工業用国際標準無線規格の１つである ISA100.11a(1) が
2009 年に確立されて以来，工業分野のさまざまな用途
に無線が導入されてきた。導入事例が多くなるにしたが
い無線の認知度も高まり，無線の適用範囲を広げるため
にさまざまな種類のフィールド機器が必要とされはじめ
ている。また，既存の有線により通信が行われている制
御システムにおいても，機器の診断情報などの既設フィ
ールド機器の情報を収集する通信手段として無線の活用
が考えられている (2)。

このように，無線フィールド機器への要求は高まって
いるが，その開発には，センサ機能の開発以外に，防爆
設計や電波法の認証取得，無線通信プロトコル開発，高
周波回路設計など多岐にわたる項目の開発が必要である。
そのため，多くのフィールド機器ベンダにおいて，製品
開発のスピードが上がらないというのが実状である。そ
こで，横河電機では，“Wireless Anywhere” コンセプト (3)

の下，フィールド無線の普及促進を目的に，新規開発の

コストと期間を劇的に削減できるフィールド無線用通信
モジュール FN110 を開発した。FN110 は，開発のコス
トや期間の削減に貢献できるだけでなく，通信性能など
さまざまな点で性能が向上している。本稿では，この
FN110 について解説する。

2. 無線フィールド機器の開発課題と対策

無線フィールド機器の開発には，高周波技術や無線通
信技術など従来とは異なるさまざまな技術が必要である

（図 1）。しかし，これらの技術は，従来では必要ない技術
だったため機器ベンダはノウハウを持たない。さらに，無
線通信プロトコルは標準技術のため，製品の差別化になら
ないうえ，機器ベンダにとっては開発難易度が高い。その
他，高周波回路や電池，アンテナの防爆設計，電波法の

図 1 フィールド機器開発における有線と無線の相違
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認証取得など，無線製品開発にはさまざまな作業が必要
となる。特に，無線製品の電波認証については，各国が
独自に定めた基準や認証方法に従って，認証を取得しな
ければならない。このように無線フィールド機器の開発
には表 1 に示すハードルがある。

表 1 無線フィールド機器の開発に必要な作業

そこで，表 1 に示すハードルを取り除くことを目的に，
無線通信機能のハードウェアとソフトウェアをモジュー
ル化した FN110 を開発した。FN110 は，デジタル通信
機能を有する多くのフィールド機器と接続できるように
簡易なシリアルインタフェースをもち，FN110 の無線通
信機能とフィールド機器の機能とを連携させる。連携す
るプログラムは開発者が機器側に組み込む。したがって，
無線フィールド機器の開発者は表 1 に示すハードルを避
け，得意とするセンサ・制御機能の開発に集中できる。

3. フィールド無線用通信モジュール FN110

3.1 概要
FN110 の外観を図 2 に，FN110 の使い方を図 3	に示す。

図 2 FN110 外観

図 3 に示すように，シリアル通信の接続に合わせて
FN110 への電力供給線を設ける。FN110 を用いた開発者
は，シリアル通信のインタフェース仕様にしたがって機
器側の機能を開発しフィールド機器に組み込む。図 3 (a) 
には本号の “ フィールド無線用マルチプロトコルモジュ
ールの展開 ” で解説されているフィールド無線用マルチ
プロトコルモジュール FN310 を用いない構成，図 3 (b)	
には FN310 と組み合わせた構成を示す。図 3 (b) の場合

は，電池を内蔵した FN310 が FN110 とフィールド機器
に電力を供給する。

図 3 FN110 使用時の構成

図 4は FN110 の内部構造を示す。FN110 は，90 mm
のアンテナの内部に，アンテナ機能，高周波回路，無線
通信プロトコル，センサデータの取得と変換を行う制御
機能，ディジタル通信インタフェースを有するセンサと
の接続部のすべてが組み込まれている。

図 4 FN110 の内部構造

3.2 特長
FN110 は，すべての無線機能を１つの小型モジュール

に組み込んだことと，それらをアンテナと一体化したこ
とにより，以下に示す性能と利便性が向上した。特に，
従来のアンテナと無線用高周波回路が分離している構造
に比べると，設置方法の制約が少なくなり，通信性能が
格段に向上した。さらに，FN110 は単体で完成した製品
となっているため，防爆認証の取得，電波法認証の取得
など，FN110 を利用するための追加作業の必要はない。
これらの FN110 の特長について，以下に説明する。

1) 設置方法の制約低減
FN110 は従来の無線フィールド機器と同様に，図 5 (a)

のようにアンテナを FN310 の本体に直接装着する方法
と，図 5 (b) のように延長ケーブルを用いる方法とがあ
る。従来の無線フィールド機器は，延長ケーブルに同軸
ケーブルを用いて 13 m の延長ができる。一方，FN110
は 20 m まで延長できる。この延長距離の違いの要因は，

> 無線部および電池の防爆設計
> 電池駆動設計、低消費電力設計
> 無線関連
- 高周波回路設計(2.4Ghz)
- 無線機器の製造
- 各国電波法の認証取得
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FN110 が無線回路を包含しているため（図 4），延長ケ
ーブルに高周波信号を流す必要がなく，同軸ケーブルの
高周波信号の減衰を考慮する必要がないからである。こ
れは，延長ケーブルのコストにも寄与する。

図 5 アンテナのリモート化

2) 受信性能の向上による通信距離の延長
高周波技術の進化に伴い，無線の受信感度が高い高周

波チップが安価に入手できるようになった。最新のチッ
プを搭載した FN110 は，従来比で２倍（6 dB 増）の受
信性能を達成している。受信性能の向上は通信距離性能
に直結し，見通し内で 1200 m の通信距離を実現してい
る。この通信性能の向上はパイプジャングルと呼ばれる
金属のタンクやパイプが乱立するプラント現場内での通
信性能向上にも直結する。その他の障害物の多いエリア
でも，従来に比べより広い範囲をカバーすることができ
るようになった。

3) 防爆認証の取得
機器ベンダは，製品開発において必須となる高度な防

爆設計技術やノウハウを持っている。しかし，昨今，急
速に普及してきた無線技術については経験がないか，あ
ったとしても浅い場合が多い。そのため，無線フィール
ド機器の開発において，コスト，開発期間，無線性能な
どの課題に対して効率的に対処できない可能性がある。
そこで，ベンダは，各国の防爆認定を受けた FN110 を用
いることで，防爆認証に係る上記の問題を解決し，自社
の得意な技術に特化して，より効率的に高品質な製品を
開発することができる。

4) 電波法認証の取得
無線機器の製品化においては，無線機器を使用する国

の電波法の認証を国ごとに取得しなければならない。一
方，FN110 を使った機器構成の場合は，FN110 単体で
各国の無線認証を取得しているため，ベンダは各国での
認証取得作業が不要になり，効率的な製品開発を行うこ
とができる。たとえば，日本で電波法の認証を取得して
いる機器であっても，米国で認証を取得していない場合，
米国では販売ができない。しかし，FN110 を用いれば米
国での認証取得の必要がない。

5) ISA100.11a 規格の知識が不要
FN110 のシリアルインタフェースは，ISA100.11a 規

格の知識がなくても利用できるように，ソフトウェア的
にも，簡易なコマンド方式を採用した。

6) 標準的な方式のシリアルインタフェースで接続
FN110 内に ISA100.11a 通信スタックと ISA100.11a

特有のアプリケーション処理機能とを集約し，フィール
ド機器との接続インタフェースを標準的なシリアルイン
タフェースとした。そのため，機器開発者は ISA100.11a
の通信機能とアプリケーション機能の連携処理を組み込
む必要がなくなり，機器側のファーム設計が容易になる。

3.3 ソフトウェア・アーキテクチャ
多様なフィールド機器で活用できる FN110 のソフトウ

ェア・アーキテクチャを図 6 に示す。

図 6 ソフトウェア・アーキテクチャ

1) ISA100.11a 準拠の プロトコルスタック
FN110 は，ISA100.11a で規定するデータリンク層から

アプリケーションサブ層までと，フィールド機器としての
ユーザアプリケーションプロセス（UAP）およびフィール
ド機器の設定を行うデバイスマネジメントアプリケーシ
ョンプロセス（DMAP）とを完全に包含している。FN110
の無線通信処理部は，ハードウェアに依存するソフト
ウェアを Hardware Adaption Layer に集約することで，
IEEE802.15.4 準拠チップのベンダ依存部の影響が限定的
となる設計とした。IEEE802.15.4 とは，低速低消費電力
の無線センサネットワーク向けの IEEE 無線通信規格であ
る。そのため，FN110 はチップのコスト，性能，供給性
を考慮して最適な選択を容易に行える。さらに，将来に渡
る特定チップベンダへの依存リスクを軽減している。

UAP は，データ更新周期の設定，および，センサから
の入力値に対する診断情報と正常 / 異常ステータス情報
の発信を行う。その他に，故障状態における前回値の保持，
保守状態におけるテスト値の表示，故障検出時のアラー
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トメッセージの発信，ソフトウェアの更新などの機能が
ある。設置 / 運用 / 保守の場面で必要になる多岐にわた
る機能を，標準化の枠組みに従い漏れなく提供している。

2) Interface Object
FN310 と FN110 を組み合わせてフィールドの各種デ

ジタルプロトコルと ISA100.11a プロトコルとの間での
プロトコル変換を行う機能をサポートする（Interface 
Object）。これにより，多数のラインアップが存在する既
存の有線のフィールド機器に対しても柔軟に適用できる。
また，構造が比較的簡単な Modbus インタフェースも搭
載することで，機器ベンダの開発負担を大幅に減らし，
新規の無線機器の開発を促進する。

4. 無線フィールド機器ベンダにとってのメリット

無線フィールド機器の開発者にとって，FN110 は，無
線に関する技術開発のほとんどすべてのハードルを排除
するため，ISA100.11a 規格対応の無線機器の普及促進の
ためには極めて強力な機能モジュールである。機器ベン
ダが無線フィールド機器を開発する場合，機器ベンダは
以下の効果を得ることができる。

 � 電波法申請の作業，費用，時間を削減
 FN110 は，アンテナと無線制御部を一体化し FN110
単体で電波法の認証を取得している。そのため，無線
フィールド機器個別での電波法の認証の取得が不要と
なり，機器ベンダは開発期間とコストを激減できる。
 � 材料費削減
 RF (Radio Frequency) 同軸ケーブル / コネクタが不要
となり，無線フィールド機器の大幅なコストダウンが
できる。
 � 小型・軽量化
 フィールド機器の通信モジュールから無線回路を排除
し構造を簡素化したことで，無線フィールド機器の小
型化と軽量化を実現した。
FN310 は，デジタルプロトコルで通信する製品を改造

することなく無線化するための通信アダプタである。一
方，FN110 は，新規に無線フィールド機器を開発すると
きに，無線機能の開発工数を排除し，開発のコストと期
間の大幅な低減を可能にした製品である。主に，FN310
は無線フィールド機器の利用者向け，FN110 は無線フィ
ールド機器の開発者向け，と対象利用者が異なる。

5. 無線フィールド機器利用者にとってのメリット

無線フィールド機器ベンダのメリットは前述したが，

FN110 がもたらす無線の普及は，無線フィールド機器の
利用者にも以下のような大きなメリットがある。

 � 無線フィールド機器の種類が増える
 無線フィールド機器の種類が増えることは，無線を活
用できるアプリケーションが増えることを意味する。
無線利用者は，無線がもたらすメリット，たとえば，
設置コストの低減や従来では困難であった場所の監視
など，をより広く享受できるようになる。
 � 無線フィールド機器の選択肢が増える
 アプリケーションによって高性能が必要な用途，一般
性能で十分な用途などフィールド機器への要求はさま
ざまである。無線利用者は，選択肢が増えると，たと
えば，同じ種類のセンサであっても，アプリケーショ
ンに適したコストや性能が最適なセンサを選択し，ベ
スト・イン・クラスのソリューションを得ることがで
きるようになる。

6. おわりに

小型軽量で本質安全防爆仕様の屋外設置型 ISA100.11a
対応のフィールド無線用通信モジュール FN110 を開発し
た。無線技術を持たない機器ベンダが FN110 を利用する
ことで，機器ベンダのさまざまな無線フィールド機器開
発のハードルを一気に解消し，ISA100.11a 製品の開発を
促進する。その結果，ユーザは目的とするアプリケーシ
ョンの性能とコストに最適な無線フィールド機器を選択
できるというメリットを享受できる。

このように，FN110 は無線フィールド機器の種類を増
やし，フィールドの無線化を促進する有用な機能モジュ
ールである。また，FN110 は FN310 と並び，横河電機
が提唱するコンセプト “Wireless Anywhere” を具現化す
る１つの機器であり，ユーザ資産を有効活用しながら既
存のフィールド通信を無線化するための強力なイネーブ
ラーとなる。
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