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1. は じ め に

当社は，プラント機器設備の高度化へのアプローチであ

るVigilantPlant，Asset Excellenceを支える通信基盤とし

て，FOUNDATION fieldbusの標準化活動を推進している。近

年のフィールドバス技術，情報処理技術，ネットワークス

ピードの劇的な向上に伴い，フィールドセンサー内部で

様々な情報処理を行い，その結果をDCS や上位コン

ピューターに通知することが可能になった。オンライン診

断情報を統合的に管理する PRM（Plan t  Re s ou r c e

Manager）については既に紹介されているが，診断の実効

性の基盤を支えるのは個々の診断技術群である。本稿で

は，フィールド機器の近年の高度化（多機能化，高速化，デ

ジタル化）によって得られた複数のセンサー情報から，予

知診断に活用する診断技術について紹介する。
　

2. フィールド機器における診断機能の構成
　
FOUNDATION fieldbusは，プラントにおける診断技術に応

用されている。フィールド機器内部にある機器や設備の診

断機能の構成を，図1に示す。診断機能はセンサートラン

スデューサブロック（STB）に搭載され，診断結果はステイ

タスとしてアナログインプットファンクションブロック

（AIFB）に引き渡される。STBでは，流量，圧力，温度な

どのプロセス計測値から診断変数を計算し，診断のための

論理演算を実行する。診断結果を上位コンピューターにア

ラーム信号として送り，全体のメインテナンス計画を支援

する。

フィールド機器内部で診断変数を処理することにより，

上位コンピューターとの生データの通信量と通信時間が大

幅に軽減され，診断周期を短縮し，診断のスピードアップ

Asset Excellenceは，プラントの高度な稼働率実現を目指している。稼働率の向上は，単に操業コスト低減・

効率の向上だけでなく，プラントの安心・安全運転の要となる。そのためには，従来の定期点検，保全活動に加

え，プラント稼働中もインテリジェントセンサーを活用した高度な予知診断技術が必要となる。差圧計，流量計

などのフィールド機器では，計測値を機器内部で処理し，診断情報として上位システムに伝達することが可能と

なった。本稿では，例として，デジタル通信によるフィールド機器の差圧伝送器EJXおよびAXFにおける診断

技術を紹介する。

結　城　　義　敬*1 宮　地　　宣　夫*1

YUUKI Yoshitaka MIYAJI Nobuo

The aim of Asset Excellence is to achieve high performance in plant operation. Improvement of the

plant operation rate is a key to reliable and safe operation, as well as to reducing operation costs and

improving efficiency. In addition to conventional periodic inspection and maintenance, advanced

diagnostics contributes to the realization of reliable and safe operation by using intelligent sensors even

during plant operation. Field instruments, such as differential transmitters and flow meters, are able to

measure process values, calculate process variables, and send diagnostics information to the host system.

This paper introduces diagnostics technology that provides great improvements in plant performance

and system availability for less cost.

図1　フィールド機器の診断機能構成例
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と精度を高めることができる。

診断プログラムは絶えず進歩するので，デジタル通信を

利用してソフトウエアのダウンロードを行うことで，プリ

ント基板を交換することなく最新の診断アルゴリズムを搭

載することが可能である。

3. 診断解析技術とアプリケーション

フィールド機器は温度・圧力・流量・PH値・濃度など

プラントの物理化学量を計測して，プラントにおける制御

システムに測定情報を提供する役割を担っている。計測精

度，測定レンジ，耐環境性，コストと共に，フィールドバ

スなどのデジタル通信機能を有するフィールド機器では，

図2に示すような多くの機能が求められている。即ち，機

器の自己診断，周辺機器診断，制御ループ・設備診断，装

置の性能診断などの情報により，プラント操業の保守性・

安全性を支援する情報を提供することが顧客から求められ

ている。必ずしも新規にセンサーを設置しなくても，既設

のフィールドバス伝送器の多機能な情報を活用して診断情

報を得ることが必要である。

4. 診断アルゴリズム
　
図3に示すように，診断情報を得るには物理化学量に対

応するプロセス変数と，従来まで外乱と見なされた信号の

揺らぎやドリフトなどを数値化した診断変数を組み合わせ

る必要がある。診断を数値化するために，複数の診断変数

を組み合わせて適切な診断評価関数が定義される。診断変

数は，プロセス変数よりも不規則な外乱を含む割合が大き

いので，確率変数として扱う。確率変数についての平均値

や標準偏差などの統計的処理演算，外乱を消去する差動・

比率演算，他の計測情報による補正演算，基準状態と比較

する演算などを組み合わせた診断評価関数が使用される。

時間領域変数を周波数領域変数に変換するFFTや，非定

常プロセス変数と適切に想定した基底関数との掛け算を積

算するウエーブレット変換などを，診断評価関数にするこ

とができる。　

5. 診断技術のアプリケーション

以下に，具体的な診断アプリケーションを挙げる。

（1）差圧伝送器EJX110のスチームトレース診断

図4に示すような差圧伝送器によるオリフィス流量

計において，導圧管とフランジを保温して液体が固

化しないように，スチームトレースを施して差圧を

計測する場合がある。導圧管を保温するスチームの

温度を，差圧伝送器 E J X 1 1 0 のカプセル温度

（CAP_TEMP）とアンプ温度（AMP_TEMP）からフラ

ンジ温度（FLANG_TEMP）を推定する以下の式が成

図2　診断解析技術とアプリケーション

図3　診断変数・プロセス変数を使った診断アルゴリズムの構成
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立する。

FLANG_TEMP＝（1＋K）＊CAP_TEMP－

K＊AMP_TEMP

上式におけるK の値の最適化により，フランジ温度

が計算できる。スチームの健全性を診断することが

できる。

（2）電磁流量計AXF電極付着診断

図5に示すように，電磁流量計AXFでは電極から

アースリングに対して極微小の矩形電流を流し，

オームの法則の原理で抵抗値を測定して汚れ付着度

合いを診断する。矩形波の周波数は流量信号演算に

は影響しないように設定されており，電極の汚れ付

着診断の信号処理を行う時間では，流量信号はマス

キングされて信号に現れず，汚れ付着度合いの診断

が行われる。

（3）差圧伝送器EJX 110の導圧管つまり診断

オリフィス差圧計の導圧管がつまると流量計測に支

障をきたし，図6に示すようなプラントの制御に問題

が生じる。導圧管つまり診断は，正常時にパイプライ

ンの流れに存在する圧力信号の揺らぎがつまりに

よって変化することを利用している。差圧・高圧側圧

力・低圧側圧力の揺らぎの相関係数を組み合わせて，

「つまり度」と呼ぶ診断関数Fから，どちらの導圧管

がつまったかを知ることができる。

図4　スチームトレース計装例
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図6　差圧伝送器導圧管計装

図5　AFX電極付着抵抗値トレンド 図8　片側つまり度Fとつまりの関係
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正常状態と高圧側導圧管つまり状態の差圧・低圧側

圧力揺らぎの相関係数CorLの差異を，図7に示す。

低圧側圧力揺らぎと差圧揺らぎを2つの確率変数とし

て2次元平面にプロットすると，高圧側つまりでは

CorLが－1に近い値となる。図では示していないが，

反対に低圧側つまりでは，高圧側圧力揺らぎと差圧

揺らぎの確率変数の相関係数CorHは＋1に近い値で

ある。図8の原理式に従ってCorL，CorHを複合した

診断関数Fは，±1に正規化された関数で，＋1近傍

で高圧側導圧管つまり，－1近傍で低圧側導圧管つま

りと診断する。
　

6. PRMシステムにおける導圧管つまり診断

フィールドバスなどのデジタル通信機能を有するフィー

ルド機器は，機器単体で診断をすることが可能であるが，

トレンドグラフによる傾向診断や，多変数の領域診断など

の高度な診断を実行するには，統合機器管理PRMシステ

ムとフィールドバス機器を組み合わせて，視覚的に結果を

把握する必要がある。更に，実際の診断では，正常な状態

の診断変数の特徴を把握して，毎回の診断変数と比較する

ことが行われる場合が多い。プラントの運転条件が変わる

場合に対応する多数の基準データを用意する場合もある。

トレンドグラフから適切な閾値を設定したり，トラブルが

発生する前にメインテナンス計画を修正したりして，診断

結果を活用する場合には，PRMシステムにインストール

された専用の診断ソフトウエアパケージを使って，より高

度な診断が必要となる。

導圧管つまり診断ソフトウエアである Impulse Line
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図9　PRMにおける ILBD診断画面

Blocking Diagnosis（ILBD）による画面を，図9で紹介する。

導圧管つまり診断の機器登録（B），診断結果のトレンド観

察とつまり度合いの閾値設定（C），診断の基準データ登録

（D）などが可能となる。　
　

7. お わ り に
　
本稿で紹介した診断技術は，インテリジェントセンサー

によりプロセス状態をフィールド現場で常時監視し，変化

傾向を分析し，より早い段階で保全のための情報を提供す

る技術である。診断技術の適用範囲や診断確度の評価方法

などの実用上の課題を，更に改善していく必要がある。

また，超音波や光など入力信号のバリエーションを増や

し，高周波領域の計測値による高速な診断を開発し，これ

までの局所的な計測値の変化を診断する点的な診断から，

空間的に多数点の計測値を組み合わせた2次元3次元的情

報による高度診断に発展していくと予想される。
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