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フィールドネットワーク技術の展開と横河の取り組み

New Advancement in Field Network Technology and Yokogawa Solution

これまでプロセス入出力，リモートIO，サブシステム通信などそれぞれ個別に考えられてきたものが，フィー

ルドネットワークという概念に統合されて捉えられるようになってきた。フィールドネットワークは，制御シ

ステムとフィールド機器を繋ぐ手段であると共に，それ自体が制御システムの重要な構成要素となる。

双方向デジタル通信をフィールドネットワークに採用することで，プロセス値に加えて設定情報，環境情報，

保守情報などをフィールド機器とやり取りできるようになった。

当社は早くからフィールドネットワーク技術の重要性に注目し，国際規格の制定過程からその開発に注力し

てきた。前回の特集から３年を経て，フィールドネットワーク技術は大きく進歩し，当社の提供するソリュー

ションも充実してきたのでその状況を報告する。
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We treated Process IO, Remote IO and Subsystem communication as individual approach. They are

integrated into one concept of field network. The field network is becoming a part of the system while

basically connecting the field devices to control equipments. The digital interactive communication

technology enables the field network to convey various information such as configuration, environ-

mental and maintenance related, in addition to the basic process values. Yokogawa recognized the

importance of this new technology and participated in its development from the early stage in interna-

tional standardization activities. This article reports the enhancement in the field network technology

and Yokogawa solution since the previous report in 1998.

図１　横河電機のフィールドバス製品

1. は  じ  め  に

前回の報告から３年を経過し，フィールドネットワー

ク技術の進歩があった。当社はこの進歩に寄与すると共

に，商品開発を通じてその実現に努めてきた。すなわ

ち，制御システムとしては長年にわたって築き上げてき

た高信頼・高機能なDCSに，いち早くフィールドネット

ワークのもたらす利点を組み込み，そして実績のある

フィールド機器をフィールドバス対応して，これまで提

供が難しかった各種の機器情報・環境情報を提供する，

との方針で開発を進めてきた。また，同時に他社製品と

の接続性，すなわち相互運用性が重要との認識から，そ

の実現に向けてフィールドバス協会レベルでの活動も

行ってきた。図１に，当社のフィールドバス製品群を示

す。

本稿ではフィールドネットワーク技術の進展と，当社

のその後の取り組みについて報告する。
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2. 国際規格の状況

長い検討期間の末に，IECのフィールドバスの国際規

格は2000年２月に８種類のプロトコルを併記するという

形で成立した。TC65SC65WG6は，MT9として現在もク

リーンアップをしているが，その中でさらに２種類が追

加され，現在は表１に示す10種類が併記されている。

このことからも判るように，製造業の現場で使用され

る機器にはいろいろの種類があり，機器及び応用によっ

て必要になるネットワークの機能が異なっている。現在

の技術では，全ての応用に適したネットワークは定義で

きなかったのが実態である。

フィールドバス協会のフィールドバス（FONUDATIONTM

Fieldbus）はHSE（High Speed Ethernet）とH1という二階

層の構成を持つ。H1はプロセス現場に設置されるための

要件を満たし，HSEはIT技術の採用でエンタープライズ

レベルのネットワークとのシナジーを容易にしている。

当社は，このような認識からプロセス工業用にはフィー

ルドバス協会のフィールドバスを採用し，必要に応じて

他のネットワークを使ったソリューションを提供してい

る。以下の報告では，主としてフィールドバス協会の

フィールドバスについて述べる。

3. フィールドネットワーク技術の発展

3.1 H1レベルでの発展

実際の応用が進むと共に，実装技術の面で使い易い部

品が出てきた。ケーブル自体の機能アップとしてシール

ドの改善による端末処理の容易化，マルチドロップでの

着脱性を考慮した接続機具，終端器を内蔵した端子台な

どである。図２にケーブルの着脱，終端器の内臓，ケー

ブルシールドの処理，通電状態の表示，増設方法などに

工夫をした端子台の例を示す。

本質安全防爆システムについては，危険区域に供給でき

るエネルギーの制限から，一本のケーブルに接続できる

フィールド機器の台数が非常に制限されていた。ドイツの

PTBを中心に研究されてきたFISCO（Fieldbus Intrinsic

Safety COncept）モデルの考え方に基づき，マルチドロップ

での接続機器数を大きくできるようになってきている。ま

た，バリアにリピータ機能を組み込んだものが提供される

ようになり，論理セグメントあたりの機器台数は，非本質

安全防爆の場合と同じにできるようになった。

フィールド機器への制御ブロックの搭載が，フィール

ドバス協会のフィールドバスの特徴であり，PIDブロッ

クを初めとした制御ブロックを搭載したバルブポジショ

ナなどが提供されるようになった。フィールド機器に制

御機能の一部を受け持たせ，DCS等の制御装置が機能停

止しても，継続したい制御機能は続けるような応用が可

能になってきている。そのために，フィールド機器にバ

スのスケジュール機能（Link Active Scheduler: LAS）も

同時に搭載される。図３では，通常はホストシステム側

のPIDで制御しているが，ホストがフェールした場合に

は，フィールド機器内のPIDが制御を継続する構成を示

している。ホストシステム内のPIDは，ホスト内の他の

制御機能との結合により，高度な制御の一部とすること

ができる。機器内のPIDは，単独でホストがフェールす

ると設定値も固定となるが，定値制御を継続する。この

ような構成は，制御装置がフェールして生産は止めても

安全面などで継続したいループ，例えばタンクの形状保

持や危険ガスのパージのループやブラインドになっても

継続したいループに有用である。

3.2 相互運用性を支える技術と仕組みの発展

フィールドバス協会のフィールドバスでは，相互運用

性を重要な技術課題として，1999年４月に相互運用性改

善プロジェクトを起こし，関連仕様書の完成，機器の相

互運用性試験の充実，ホストサポート試験方法の確立を

行ってきた。当社は協会のこの活動に主導的に参加する

と共にいち早くこのような仕組みを実際に運用し，安心

して使っていただけるように努めている。

新しい相互運用性試験（第４版）では，機器のリソース

表１　IEC61158プロトコル

図２　端子台の例（Relcom社製）
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ファイルとデバイス記述ファイルを試験対象に加えるこ

とで，各社が確実にこれらのファイルを提供することを

実現した。当社は世界で最初に差圧・圧力伝送器と温度

伝送器で受験・合格し，これまでに発売している全ての

フィールド機器が，この新しい相互運用性試験に合格し

ている。

ホストサポート試験では，協会がホスト機能を技術面

から，表２のように分類している。実際の試験項目は，

それぞれのホストの機能と，試験対象となるフィールド

機器の機能との組み合わせで決まる。試験方法はホスト

毎にメーカーで定める。協会技術者の立会いの下で試験

を実施し，試験方法が協会の仕様に合致していることの

確認を得ることで合格となる。各社の機器との接続確認

試験は，その後，それぞれのホストメーカーで実施され

る。この制度にも当社は世界で最初にCENTUM CS/

CS1000/CS3000で合格し，本年４月から運用を開始して

いる。これまでに数社のフィールド機器と接続確認試験

を行った。

3.3 HSEの登場

フィールドバス協会で1999年から

開発を開始したHSEは，その基本仕

様が発表された。2001年中には冗長

化など開発中の仕様も完成し，実用

化が始まる見込みである。HSEの開

発プロジェクトでは通信の仕様だけ

でなく，機能ブロックについても，

ファクトリーオートメーションとの

接続を行うフレキシブルブロックや

多点入出力ブロックの定義が追加されている。さらに，

H1と同様に相互運用性試験の仕組みも準備が始まってい

る。HSEシステムのスコープを図４に示す。H1では構成

要素はホストとフィールド機器であったが，HSEでは

HSEとH1を接続するリンキングデバイス，HSEに他の

フィールドバスを接続するゲートウェイデバイスが加え

られている。さらに，主としてシーケンス制御を内蔵す

る機能ブロックとしてフレキシブルファンクションブ

ロック（FFB）の仕様が追加され，全体としてフィールド

バスシステムの適用範囲を広げるようになっている。

4. 横河電機のソリューション

当社ではフィールドネットワーク技術の発展に寄与す

ると共に，それを応用した製品を開発し，ソリューショ

ンの要素として提供している。石油，石油化学，化学，

製紙などのお客様に採用され始めている。フィールド

ネットワークの中には，プロセス入出力を接続する

フィールドバス協会のフィールドバスを始め，HART通

信のような４～20 mAに重畳するハイブリッド通信，リ

モートIO接続に用いられる各種の通信，さらにPLCや特

図３　フィールド機器内のPIDブロックをバックアップとして利用する例
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図４　HSEシステムの構成
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殊制御機器との接続手段などがある。図５にはCS3000で

の例を模式的に示した。これまでの制御ステーション

（RIO）とR3での制御ステーション（FIO）の組み合わせで

いろいろなアプリケーションに対応できる。フィールド

ネットワークのそれぞれの分野で新しい展開があるが，

ここではフィールドバスの最近の開発状況を簡単に紹介

する。本特集号の他の記事も参照されたい。

4.1 制御システム

制御システムCENTUM CS3000では，R3としてフィー

ルドバスインタフェースカードの４ポート化による設置

効率の向上と，二重化による稼働率の向上，制御ドロー

イングでのフィールドバスエンジニアリングの統合によ

る作業の簡易化，オフラインエンジニアリングに加えて

接続されている機器の自動認識（プラグアンドプレイ）に

よる手法の拡大など，多くの点で使い易さ，パフォーマ

ンスの向上を実現した。また，フィールドバスに特有の

セグメント設計に対するガイドライン（表３）も提供して

いる。

4.2 プラント管理のツール

フィールドネットワークの概念は，統一されたアクセ

ス手段で各種のフィールド情報を利用することを可能に

する。この考え方はプラント制御に有用なことはもちろ

んであるが，これまで個別対応が当然と考えられてきた

保守・メンテナンスに新しい取り組みを可能にし，期待

を集めている。このメリットを現実のものとするため

に，プラントの資源管理ツールPRM（Plant Resource

Manager）を開発した。本ツールは，フィールドネット

ワーク全体をスコープとして開発を進めている。

4.3 フィールド機器の拡充

昨年からPIDブロック，LAS機能を搭載した機種を提

供している。さらに，機器毎の機能から，演算ブロック

や信号選択ブロックの搭載を検討している機器もある。

また，防爆の仕様に対して，FISCOモデルでの本質安全

防爆，耐圧防爆，ノンインセンダイブなど地域・状況に

応じて使い分けていただけるような対応を考えている。

さらに特徴的な機器として，ペーパーレスレコーダ

DAQSTATIONもフィールドバス対応した。多点の信号

入力機器として，簡易なモニタリング装置として応用で

きるものと期待している。ここでは，HSE向けに開発さ

れた多点入出力ブロックも実装している。表４に当社の

フィールドバス協会登録機器を示す。

5. お  わ  り  に

以上，簡単にフィールドネットワーク技術の進展と当

社の取り組みを紹介した。フィールドネットワークの技

術についてはフィールドバス協会だけでなく，いくつか

の団体で，イーサネット応用の工業向け通信が検討され

ている。また，機能安全のシステムに必要な機能を盛り

込んでゆこうとする動きもある。どのような展開になっ

てゆくのか注目してゆきたい。当社は今後もこのような

新しいフィールドネットワーク技術の開発に参加し，応

用製品を通じて実用化に貢献してゆく所存である。

フィールドバスの普及は，フィールドバス機器の高機能

化・多機能化とシステム設計を含めた利用技術が，車の

両輪のように相互に影響しあって進む。メーカーとユー

ザーの共同作業である。
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図５　CS3000のフィールドネットワーク
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表３　セグメント設計時に考慮する項目

表４　横河のフィールドバス協会登録機器
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