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 FOUNDATION Fieldbus Explosion Protection Systems in Japan

FOUNDATION fieldbusは，その普及と共に進化を続けている。防爆方式もその一つであり，本質安全防爆やType

n防爆において，新しいコンセプトが誕生している。しかしながら，日本では国内のさまざまな事情により，海

外とは異なる現状を抱えている。フィールドバスの本格導入を検討するユーザーが増加している今，海外と同等

の対応を切望する声が日々高まっている。そのユーザーの声に応える第一歩として，当社は，IEC 60079-27準拠

「FISCOシステム」と「フィールドバリアを用いたエンティティー方式」の実現を推奨している。
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FOUNDATION fieldbus has been evolving with its increasing adoption. Explosion protection systems are

one such evolution, and new concepts for Intrinsically Safe and Type ‘n’ are emerging. In Japan, the evolution

differs from that overseas due to various domestic circumstances, and there is strong demand for solutions

equivalent to overseas practices as more and more users consider full-scale adoption of FOUNDATION fieldbus.

To respond to these needs, Yokogawa introduces two systems, the ‘FISCO system’ based on IEC 60079-27

and ‘entity system with field barriers’ as FOUNDATION fieldbus explosion protection systems in Japan.

1. は じ め に

フィールドバス協会は，FOUNDATION fieldbusの納入実

績を，10,000システム，700,000デバイスと発表している

（2006年10月現在）。海外を中心にFOUNDATION fieldbus の

普及が進んでいることは疑いようがない。また，これまで

なかなか普及の進まなかった日本国内でも，海外プロ

ジェクトで経験を積んだEPC（Engineering Procurement

and Construction）やユーザーの影響もあり，フィールド

バス採用を具体的に検討しているユーザーが増えている。

フィールドバスは従来のアナログ伝送の単なる置き換

えではない。フィールドバスの高いポテンシャルを活か

すには，その活用方法が重要となる。防爆計装についても

しかりで，FOUNDATION fieldbusのメリットを最大限に活

かせる方式を選択する必要がある。そしてまた，この防爆

計装方式もフィールドバスの実績増加と共に進化を続け

ている。

2. フィールドバスの防爆計装

フィールドバスは，1本のフィールドバスケーブル（幹

線）に複数の機器が接続できるという特長がある。接続機

器数が多いほど高い経済効果が期待できる。しかしなが

ら，これを従来の防爆コンセプトに照らし合わせると，以

下のような問題がある。

（1）耐圧防爆では活線メンテナンスができない。

つまり，従来の1対1の配線方式では，耐圧防爆機器

をメンテナンスする場合，当該配線のみを電源断に

すればよかったが，フィールドバスの場合，当該機器

の存在するセグメント毎に電源を落とさなければな

らない。

（2）本安バリアにより接続機器数が制限される。

従来の本質安全防爆では，本安バリアによる供給電

流制限により，接続機器数が制限される。

そこで，活線メンテナンスが可能な本質安全防爆にお

いて，接続機器台数を増加させる目的で開発されたのが，

IEC 60079-27準拠のFISCO （Fieldbus Intrinsically Safe

Concept） である。FISCOは，フィールドバス特有の本質

安全防爆コンセプトで，ケーブルのキャパシタンスとイ

ンダクタンスを分布定数として考えることで爆発限界の

最大電圧，電流，電力の範囲を拡大し，接続機器数を増加

させることができる。

また，支線毎にエネルギー制限を行う多点のフィール

ドバリアも提案され，本安バリアによるセグメントの接

続機器数制限を考慮しなくてもよいところまで進化して

いる。

さらに，国際規格には，危険場所のカテゴリーZone 2

にのみ適用されるType nという防爆構造があり，それに

適合する方式も実用されている。これは，電源部で電圧制

限を行い，端子台で出力毎に電流制限と短絡保護を行う
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という方式で，より利便性の高い方式として，海外では多

く採用されている。

3. 日本の防爆事情

日本の防爆検定機関である産業安全技術協会 （TIIS） で

は，漸く2005年11月にFISCO防爆申請受付が開始され，

翌2006年8月にFISCOバリアが認定された。一方フィー

ルド機器については，バリアの認定取得情報を受け，各ベ

ンダーが申請準備を進めている状況であり，まだ認定さ

れたフィールド機器は存在しない（2007年3月1日現在）。

前述のType n 防爆は，日本では認められていない。

JEMIMA防爆計測委員会が働きかけを行っているが，採

用時期は未定である。

よって，日本のユーザーは，現時点では，fieldbus防爆

計装方式として耐圧防爆を選択せざるを得ない状況であ

る。
　

4. 当社の取り組み

ユーザーがそのアプリケーションに適した防爆方式を

選択できるよう，国内で許容される範囲で，よりフィール

ドバスのメリットを活かせる方式として，当社では，以下

の二つの方式の実現を目指している。

（1）FISCOシステム（図1）

従来の本質安全防爆（FISCOに対してエンティティと

呼ばれる）では，ケーブルのキャパシタンス（C）やイ

ンダクタンス（L）を集中定数と考え，点火性増大要素

（点火源）として計算するのに対し，FISCOでは，分

布定数，すなわち，ケーブルのCとLはまとまったも

のではなく，ケーブル上に分布しており，かつ，イン

ダクタンスが電流制限の役割も果たしているため点

火源としての考慮は不要と考え，使用する機器のC，

Lが一定の値以下であれば，計算上，考慮する必要は

ないとしている。結果として，バリアから機器へ供給

できる電流が増加し，接続可能機器数が増加する。例

えば，ia IIC用のFISCOバリアは供給電流が110 mA

程度となり（エンティティでは70 mA程度），1セグ

メント当たり6，7台の機器接続が可能となる。また，

機器のC， Lの合計値やケーブルのC， Lを計算する

必要がないため，セグメント設計時の工数も削減さ

れる。但し，支線長は最大60 mに制限される。

（2）フィールドバリアを用いた本質安全防爆計装（図2）

フィールドバリアは出力毎に短絡保護機能と過負荷保

護機能を持った多点バリアである。バリアと機器との

接続は1対1のエンティティコンセプトであるため，

支線長は最大120 mとなる。多点バリアをセグメント

に複数台接続できるため，一つのセグメントに機器を

最も多く接続できる本質安全防爆方式である。

当社では，上記2種類の防爆方式に対応できるフィー

ルド機器を順次ラインアップしていくのはもちろん，今

後も規格の動向に注目しながら，最適なソリューション

提供に努めていく。

5. お わ り に

FOUNDATION fieldbusの能力を充分に発揮できる防爆計

装の提案は，フィールドバスの普及に不可欠である。当社

は，ユーザーメリット拡大を主眼に当社製品のライン

アップに留まらず，引き続き，JEMIMA防爆計測委員会

や日本フィールドバス協会を通じて，ベンダー各社へも

働きかけを行い，フィールドバス防爆ソリューションの

実現においても，リーディングカンパニーとしての役割

を果たしていく所存である。
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図1　FISCO計装例 図2　フィールドバリアを用いた計装例
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