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DAQSTATIONのフィールドバス対応

DAQSTATION with Fieldbus Communication

ペーパレスレコーダDAQSTATIONにフィールドバス通信機能を追加した。 DAQSTATIONの特長である

多チャネル計測とトレンド表示を活かすため，MAI（Multiple Analog Input），MAO（Multiple Analog Output）

のファンクションブロックを実装し，DCS（Distributed Control System）を用いた大規模な計装から，単体の小

規模監視システムまで広く応用が可能になると共に，情報ネットワークへの接続が容易に実現できるようになっ

た。本稿ではその応用例を中心に述べる。
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We have developed a fieldbus interface of DAQSTATION for option. In order to activate the multi-

channel and trend-display as advantageous functions of DAQSTATION, we have integrated both the

Multiple Analog Input (MAI) and the Multiple Analog Output (MAO). DAQSTATION can be applied

not only to a large scaled instrumentation with distributed control system but also to a small stand-

alone system. Moreover, DAQSATION allows easy communication networking between fieldbus net-

works and Ethernet networks.

 This paper describes an example of the application.

図１　DAQSTATION DXシリーズの外観

1. は  じ  め  に

フィールドのデータを監視・記録するために，当社の

工業用レコーダが広く利用されてきた。

一方，フィールドのセンサ機器群がよりインテリジェ

ント化され，単なるデータだけではなく，異常検知や統

計的解析などの付加価値を持った所謂「情報」を持つように

なると，レコーダはその情報を加工し，判り易い形で伝

えていく媒体としての役割が求められるようになった。

当社が1999年に発売したDAQSTATION*3 DXシリーズ

は，ペーパレスレコーダの一種で，データ収集ステーショ

ンとしての性格を強く持たせた製品である。今回，その

ネットワーク機能拡張の一環として，FOUNDATIONTM*4

フィールドバス（H1）への対応を行った。2000年8月，

フィールドバス協会（米国Fieldbus Foundation）に世界で初

めて登録されたFOUNDATIONTMフィールドバス対応レコー

ダである。以下にその特長を，図１にその外観を示す。

（1）DX100では最大12チャネル，DX200では最大30チャ

ネルのアナログ入力。

（2）Ethernet標準装備。FTPデータ転送，WWWモニタ

リング，E-mail警報送信など。

（3）大容量メディア（メモリカード，Zip等）へのデータ保存。

（4）広視野角TFT液晶ディスプレイでの多彩な表示。

（5）最大24点の警報接点出力。

（6）IEC529-IP65規格準拠の防塵・防滴構造。

（7）MODBUS，FOUNDATIONTMフィールドバス等への通

信対応。

2. 開発の狙い

DAQSTATIONにFOUNDATIONTMフィールドバス通信機

能を追加するにあたり，以下の方針で開発した。
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（1）レコーダとして世界初になることからユーザに対し

具体的な応用例を提案すること。

（2）当社のフィールド機器群で既に開発されている社内

リソースを十分に活用すること。

（3）新旧のフィールドバス上のシステム及びフィールド

機器と相互運用性を確保すること。

3. フィールドバス仕様

DAQSTATIONのフィールドバス仕様を表１に示す。

FOUNDATIONTMフィールドバスで定義されている標準の

AI（Analog Input），MAI（Multiple Analog Input），MAO

（Multiple Analog Output）ファンクションブロックを実

装し，フィールドバス上の他の機器とプロセス値等を送

受信できる他，LM（Link Master）機能によりフィールド

バス上の通信を制御することもできる。

また，DCS（Distributed Control System）等の大規模な

制御システムを用いない小規模監視アプリケーションを想

定し，DAQSTATIONを通信ホストとしてフィールドバス

システムを構築するためのPCソフトウェア，フィールド

バスツール（DAQSTATION用）も，別途用意している。

4. ハードウェア構成

4.1 アーキテクチャ

図２に回路構成を示す。

DAQSTATIONのフィールドバス通信機能は，フィー

ルドバスモデルのときにだけ本体内に組み込まれるサブ

システム上に実装されている。これにより，同機能のほ

ぼ全てをサブシステム側だけで構築することが可能とな

り，当社フィールド機器群で先行開発された社内リソー

ス（2）を活用することができた。

また，フィールドバス通信以外の機能はメインシステ

ム側で行われており，両者は内部シリアル通信によって

必要なデータの交換を行う。なお，メインシステムの詳

細については参考文献（1）に譲る。

4.2 フィールドバスサブシステム

回路構成は当社の差圧伝送器EJAシリーズのFOUNDATIONTM

フィールドバスモデルとほぼ同一であるが（図２），

（1）CPUパフォーマンスを最大にするため，動作周波数

を引き上げた。

（2）MAU－通信コントローラ間で信号を絶縁した。

などの点で異なっている。

プログラム及び静的パラメータはFlash ROM内に格納

されており，必要時に読み出される。SRAMは主記憶と

表１　フィールドバス仕様
項　目� 仕　様�

AI×８個� 本体の測定 / 演算データを�
他機器に送信（各１チャネル）�

MAI×１個� 本体の測定 / 演算データを�
他機器に送信（８チャネル）�

ファンクション�
ブロック�

MAO×１個� 他機器の測定データ等を受信して�
本体内で記録・表示（８チャネル）�

リンクマスタ機能� あり� 設定されたスケジュールに従って�
フィールドバス上の通信を制御�

インタフェース� FOUNDATIONTMフィールドバスH１仕様�
　通信速度：31.25 kbps

物理層タイプ� 113（standard-power signaling， bus-powered， non I.S.）�

通信ライン条件� 通信線による電源供給�
　電源電圧：９～32 VDC

　供給電流：16.5 mA（最大）�

信号絶縁� フィールド側とシステム側を絶縁�
　耐  電  圧：500 Vrms（50/60 Hz，1 分間）�

図２　回路構成（ブロック図）
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して使われる。また，通信設定などの不揮発性パラメー

タは，EEPROM内に適時保存される。

5. ソフトウェア機能

図３にソフトウェアの機能ブロック図を示す。

DAQSTATIONのソフトウェアもハードウェアと同

様，データ収集を行うレコーダとしてのメインシステム

とフィールドバス通信を行うフィールドバスサブシステ

ムの２つに分けて構成される。

このソフトウェア構成により，DAQSTATIONはメイ

ンシステムが収集している測定／演算チャネルのアナロ

グデータを，AI及びMAIファンクションブロックを通じ

て，最大16点までフィールドバス上の他の機器に向けて

出力することができる。

また，MAOファンクションブロックを通じて，フィー

ルドバス上の他の機器が持つアナログデータを最大８点

まで入力し，演算チャネルを介して通常のアナログ入力

と同様にメインシステムで記録・表示したり，或いは

Ethernetを経由してLAN上に発信することができる。

メインシステムの測定／演算チャネルとAI，MAI，

MAOファンクションブロック間のマッピングは，TB

（Transducer Block）内のテーブルで定義されるが，この

テーブルをユーザが変更することもできる。

この他に，DAQSTATIONはLM機能も搭載している

ため，フィールドバスの通信制御を行うLAS（L i n k

Active Scheduler）として利用することも可能である。

図３　ソフトウェア機能ブロック図
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図４　既設センサからの変換器としての用途
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6. 応　用　例

ユーザ・アプリケーションの観点から，DAQSTATION

を利用したフィールドバス通信として以下に示す３つの用

途を提案する。

6.1 既設センサからの変換器としての用途

DCS等のホストシステム環境下で，DAQSTATIONが

フィールドバス未対応のセンサからの信号変換器として

利用できる。図４にその概略を示す。

欧米では新規プラントに比してリバンプ（既存システム

の更新・拡張等）のプラントが多く見受けられ，その場合

中央操作室にあるレコーダ等の指示機器に，熱電対等の

既設センサからの配線が敷設されていることが多い。

ユーザがこれらの設備を再利用してフィールドバス計装

を構築する場合，DAQSTATIONを既設センサ出力から

フィールドバスへの変換器として使用することで，従来

通りに指示機器として利用しつつ，ホストシステム上で

統合的に扱うことができる。ここではDAQSTATIONの

AI，MAIのファンクションブロックを使用する。

6.2 現場表示器としての用途

DCS等のホストシステム環境下では，フィールドバス計

装の結果として全ての情報はフィールドからホスト上のオ

ペレータコンソールに送られて活用される。一方，既存の

計装では，このコンソールが設置されている中央操作室の

外にいる現場スタッフに対しても，盤内に設置されたアナ

ンシェータや記録計によって情報を提供してきた。

今回，DAQSTATIONがMAOブロックを実装したこ

とにより，ホストシステム環境下でのフィールドバス計

装において，プロセス値等を監視するための現場表示器

として使用することができる。図５にその概略を示す。
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6.3 小規模計装の監視装置としての用途

FOUNDATIONTMフールドバスではフィールド機器の自律

した分散制御についても配慮されており，DCS等の大規

模な制御システムを用いずとも，フィールド機器だけで

運用することが可能である。DAQSTATIONを監視装置

として用いることでこの特長を活かし，組み込み制御装

置や環境モニタシステムのような小規模計装を，大規模

な制御システムを用いずにフィールドバスシステムとし

て構築することが可能である。図６にその概略を示す。

ここではフィールドのプロセス値等を監視・記録するた

めにMAOファンクションブロックを，フィールドバス上

の通信を制御する機能としてLM機能を利用する。

また，DAQSTATIONにはEthernetポートが標準で用

意されており，ユーザはオフィスのPCから簡単にトレン

ドグラフやデータを取得することなどもできる。

図５　現場表示器としての用途

図６　小規模計装の監視装置としての用途
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図７　MobileCorderMVシリーズの外観

7. 相互運用性

DAQSTATIONは，フィールドバス協会の相互運用性試

験を製品リリース前に受験し，その最新バージョンである

ITK（Interoperability Test Kit）4.0で無事に合格している。

また，自社ホストであるCENTUMシステムはもとより，

一部の他社ホストとも相互運用性を確認している。

8. お  わ  り  に

DAQSTATION DXシリーズのフィールドバス対応に

ついて解説した。また，同シリーズのラボラトリ向け姉

妹品であるMobileCorder MVシリーズ（図７）についても

同様にFOUNDATIONTMフィールドバス（H1）への対応を行

い，フィールドバス協会に登録されていることも述べて

おく。

2001年中頃にはHSE（High Speed Ethernet）と呼ばれる

高速形のフィールドバス機器も市場に出てくると期待され

ており，Ethernetを標準で装備しているDAQSTATION／

MobileCorder両シリーズでの対応も検討したいと考えてい

る。FOUNDATIONTMフィールドバスの今後に期待したい。
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