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第２世代のフィールドバス対応フィールド機器

The 2nd Era in Fieldubus Instruments with FOUNDATIONTM  Fieldbus Communicaiton

当社では，1998年に世界初のフィールドバス協会の認証を得たフィールドバス機器として差圧伝送器EJAと

渦流量計YEWFLO*Eの２種のフィールド機器を開発し市場に投入した。

その実績と特長を踏まえて，フィールドバス機器の高機能化，信頼性の向上，使い易さの改善を目指し，差

圧伝送器EJA,渦流量計YEWFLO＊Eをさらに進化した第２世代のフィールドバス機器にグレードアップすると

ともに，新たに温度伝送器YTA，電磁流量計ADMAG-AEを開発したので報告する。
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Yokogawa Electric Corp. have developed FOUNDATIONTM Fieldbus field instruments in 1998; Differential

Pressure Transmitter EJA and Vortex flowmeter YEWFLO*E, world first certified by Fieldbus Founda-

tion. Based on their features and achievements, Yokogawa have been improving them further for its

upgraded functionality, reliability and usability in both EJA and YEWFLO*E. Furthermore, we newly

developed Temperature Transmitter YTA and Magnetic Flowmeter ADMAG-AE.

1. は  じ  め  に

デジタル信号処理技術と通信技術の進化により，従来

には無かった高機能を小さなフィールド機器に内臓する

ことが可能になった。それと並行してFOUNDATIONTMフィー

ルドバス（Fieldbus）に代表されるフィールドデジタル通

信技術が規格化され，１つのバスを介して複数の機器間

での時分割多重伝送が実現され従来の4～20 mAの統一信

号では扱えなかった以下の３点が可能となった。

・複数機器の単一バスケーブルでの接続

・ステータスとプロセス量の同時伝送

・１つの機器からの同時複数データ出力

フィールドバス機器の高機能化，信頼性の向上，使い

易さの改善を目指し，第２世代のフィールドバス対応機

器として，差圧伝送器EJA，渦流量計YEWFLO＊E，温

度伝送器YTA，電磁流量計ADMAG AEを開発した。本

稿では，市場の高機能化の要求に対応した第２世代の

フィールドバス機器の特長を紹介する。

2. 第1世代のフィールドバス機器

当社は長年に亘り，フィールドバスの標準化を進める

Fieldbus Foundation（フィールドバスファウンデーショ

ン，FF）の中核メンバーとして規格化を推進し，1998年

に差圧伝送器EJAと渦流量計YEWFLO＊Eのフィールド

バスモデルを開発し，世界で最初にFFの相互運用性認証

試験（Interoperability Test）に合格した。

この際には，従来機器との互換性と信頼性の維持を最

優先とし，ファンクションブロックとしてはアナログ入

力（AI）とトランスデューサブロック（TB）の実装に留めら

れ，従来の4～20 mAフィールド機器をそのままデジタル

通信に対応した第１世代のフィールド機器と言うべきも

のである。これらは，その後

・日本国内では試験プラントを中心としたトライアルサ

イトへの納入

・海外では実用プラントへの納入

等の実績を経てフィールドバスの実用性と信頼性が認知

され，その販売量が急激に増大して来た。

3. 第２世代のフィールドバス機器の新機能

フィールドバス機器が市場に浸透するにつれて，ユー

ザーの認知と理解も深まり，より高機能で高性能の製品

が要求されている。

特に代表的なものは以下の５つである。

（1）制御機能のフィールド分散への対応

（2）通信の信頼性向上

（3）マルチバリアブルへの対応

（4）本質安全防爆への対応

（5）相互運用性の確認
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3.1 PID制御機能

フィールド機器のPIDファンクションブロックで実行

する，PIDのアルゴリズムには

・比例微分先行型PID制御アルゴリズム（I-PD方式）

・微分先行型PID制御アルゴリズム（PI-D方式）

の２種類を実装した。

I-PD方式は対応用途が広く，急激な設定値変更時でも

安定した制御性を得られる点に特長があり，一方PI-D方

式は設定値の変更に対する追従性が優れている。

今回の実装では，PID制御アルゴリズムの特長を考慮

して，各モードに最適な

・自動およびリモート設定モードではI-PD方式

・カスケード制御モードではPI-D方式

が自動的に選択され，実用状態ではアルゴリズムを意識

する必要が無いよう工夫されている。

フィールド機器の制御機能を利用したカスケードPID

制御の例を図１に示す。差圧伝送器では，タンクレベル

の測定（AI1）と共に上位側となるレベルのPID制御が行わ

れる。このPID1は，Autoモードで動作しI-PD方式が選択

される。ラインの流量は流量計で測定され（AI2），その

値が流量制御のPID2に渡される。バルブで行われる下流

側の流量制御のPID2ブロックは，Casモードで動作しPI-

D方式が選択される。尚，下流側の流量制御PID2は流量

計内のPIDブロックで行うことも可能である。

3.2 Link Active Scheduler（LAS）機能

FOUNDATIONTMフィールドバスでは，各バス上に１台づ

つ，バス上の通信とファンクションブロックの実行を監

視/制御するLAS機能を持ったLink Master機器（LM機器）

が必要となる。このLM機器が各機器（LM機能の無い機

器はBASIC機器と呼ばれる）にデータを要求し，各機器が

要求に対応した応答を返すことで，バス上の通信が制御

される。従来はDCSの入力カードやモニタ用パソコン

（PC）の入力カードがその機能を持ち，そのうちの１台が

バスを制御する形態であった。しかし，このLM機器が故

障するとバスが制御不能になり，通信に支障をきたして

しまう。プライマリLAS機器とともにバックアップLAS

機器を予めバス上に設置すると，プライマリLAS機器に

不具合が発生した場合にはバックアップLASに制御権が

自動的移り，バックアップLASがバスを制御することで

通信を維持し，信頼性向上が可能である。（図２）

LAS機能を持ったフィールド機器でもLAS機能を禁止

して使えば，従来のBASIC機器と同等の動作にすること

も可能である。

フィールド機器にLAS機能とPID制御機能を搭載した

ことにより，各種センサーとバルブとパソコンを組み合

わせた簡易制御も，低コストで簡単に実現できる。通信

制御をするマスター機器（パソコン等）がダウンした場合

でも，LAS機能を搭載したフィールド機器がLASとして

代役を果たしてプロセス制御を継続することが可能であ

る。

LAS機能はFFの適合性試験（Conformance Test）の必要

な通信ソフトの一部として実装される。機器開発と並行

してドイツフラウンホーファー研究所（FFの通信ソフト

認証代行機関）にてLAS機能を持った通信ソフトとして通

信ソフト認証試験を受験，合格し，正式なFFの認証を得

た。

3.3 新しい概念の本質安全防爆

フィールドバスの規格化が進められた当初は，ケーブ

ルの容量とインダクタンスを集中定数として評価する，

従来の防爆での点火限界の概念に基づいたエンティテイ

モデル（EntityⅡC Barrier）での本質安全防爆設計が推奨

された。その後，ケーブルを分布容量・分布インダクタ

ンスとして再評価すると防爆雰囲気での爆発限界がIEC

等の規格より広がることが，ドイツPTB（Physikalish

Technische Bundesanstalt）によって実証確認された。こ

の分布系で評価結果に基づいてFieldbus Intrinsic Safty

Concept Model（FISCO Model）が提唱され，IECにて規

格化が進められている。FISCOモデルに基づいた設計で

は，バス上での防爆上の最大電圧，電流，電力が表１の

ように拡大される。但し，バス上での実用的な最大電流

図１　PID制御

図２　LAS機能のバックアップ
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は，バリアの回路構成等により変化するので表１の値よ

りは小さくなる。

現在のフィールドバス対応のフィールド機器の一般的

な消費電流が15～20 mAであることから，１つのバスに

接続できる実用的なフィールド機器の台数は，エンティ

ティモデルでの５台からFISCO Modelでは10台に増加す

る。

EJAとYTAはFISCO Modelに対応し，オランダの認証

機関（KEMA）による認証取得している。FISCO Modelで

はバス上の接続機器台数が増大するメリットがある一

方，バリアの特性がリニアで無くなることやケーブルの

評価方法が従来と異なることなどから，国毎で行われて

いる本質安全防爆の認証機関の足並みは必ずしも揃って

いない。このため，FISCO Modelのフィールド機器が日

本国内で適用できるようになるには少し時間がかかると

思われる。

3.4 互換性，接続性のテスト

フィールドバスを使って実際に計装を行う際には，

（1）フィールド機器と制御装置の互換性

（2）フィールド機器同士の互換性

を問われる。

今回の第２世代フィールドバス機器の開発では，FFで

行われているInter Operability Test（IT）を受験し，

フィールド機器同士の互換性を確認するとともに，ホス

トとの接続性も重要視した。ITに合格した各フィールド

機器を用いて自社ホストとの接続テストを行うととも

に，同業他社にも各機器を提供してテストを依頼し，各

機器と各社のホストとの接続性の確認を実施した。

現在，FFでもホストとフィールド機器の接続性を評価

するHost Interoperability Support Test program （HIST）

が進められている。今後は，フィールド機器とホストと

の接続性の検証は，HISTに従った接続性の検証でに移行

してゆくものと考えている。

4. 各機器のラインアップ

表２に各機器の機能と測定対象の概要を示す。

FOUNDATIONTMフィールドバスでは，各機能に対応した

ファンクションブロックの概念を採用しており，アナロ

グ入力をAI（Analog Input Function Block），デジタル

入力をDI（Digital Input Function Block）と呼び，それぞ

れの機能に応じて最適な数のファンクションブロックを

搭載している。

今回開発した第２世代のフィールドバス機器，差圧伝

送器EJA（図３），温度伝送器YTA（図４），渦流量計

YEWFLO＊E（図５），電磁流量計ADMAG AE（図６）は全

てPID制御機能とLAS機能が実装されており，フィール

ドへの制御機能の分散（フィールド機器でのPID制御）や

簡易計装への対応が可能である。

表１　本質安全防爆環境でのバス上の最大電力
モデル�

EntityⅡC Barrier�

FISCOⅡB Barrier�

FISCOⅡC Barrier

電　圧�

24   Vdc�

17.5 Vdc�

17.5 Vdc

電　流�

250 mA�

380 mA�

360 mA�

�

電　力�

1.2   W�

5.32 W�

2.52 W

表２　各機器の主要機能と測定対象
機　　種� 主要機能� 測定対象�

EJA AI（2）�
オプション：PID，LAS

差圧 または 圧力，静圧�

YEWFLO*E AI�
オプション：PID，LAS

体積流量，熱量流量�

YTA AI（4），DI（4）�
オプション：PID，LAS

センサ温度（２入力），周囲温度�
平均温度，温度差，バックアップ出力�

ADMAG AE AI�
オプション：PID，LAS

体積流量�

図３　差圧伝送器EJA

図４　温度伝送器YTA
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フィールドバスではプロセス信号の伝送がデジタル値

による多重伝送で行われるため，１つの計器に複数のア

ナログ入力を備えて複数のプロセス値を出力することが

可能である。温度伝送器YTAでは２つの温度センサの入

力（センサ１とセンサ２）を持ち，４つのAIブロックを実

装している。各AIブロックには

（1）各センサ入力温度（センサ１またはセンサ２）

（2）伝送器の周囲温度

（3）２つのセンサの温度の平均

（4）２つのセンサ入力の温度差

（5）バックアップ（センサ１に異常が発生した場合にセン

サ２の出力を出すなど）

から任意の４つを割り当てて，上位に伝送するマルチバ

リアブル伝送が可能である。また，４つのDIブロックも

搭載しており，上記６種類の温度の上限または下限の警

報としてデジタル出力を上位機器に伝送可能である。

電磁流量計ADMAG AEは動作に必要な電力を，

フィールドバスとは別にAC100Vなどで供給する４線式

計器であり，フィールドバスから動作電力の供給を受け

る他の２線式フィールド機器とは異なっている。その特

長を活かすため，フィールドバスから電流を消費しない

設計を行った。このことにより，２線式計器で問題とな

るバス電源と機器の消費電流による接続台数の制限（バス

上の２線式計器の合計電流がバス電源の電流容量未満で

あること）は無い。

尚，FOUNDATIONTMフィールドバス対応のバルブボジショ

ナYVP110については，本特集の別稿にて詳細に述べら

れているので，そちらをご参照下さい。

5. お  わ  り  に

本稿では，制御機能のフィールド分散に対応した第２

世代のフィールドバス機器に共通した設計思想とその特

長について述べた。新たな２機種も含めてLAS機能と

PID機能を搭載したフィールド機器の充実により，当社

のフィールドバス機器で実用的なフィールドバス計装が

実現できる。また，簡易計装への対応は従来導入コスト

が高いとして敬遠されることもあったフィールドバスの

普及の一助になると期待している。

しかし，フィールドバス機器の発展はこれで完了した

わけではなく，診断機能の充実や使い易いHMI （Human

Machine Interface）の追及によって，使い勝手の良い

フィールドバス対応フィールド計器を継続的に提供して

ゆきたい。
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図６　電磁流量計ADMAG AE図５　渦流量計YEWFLO＊E


