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フィールドバス試験導入と今後の課題

Introduction of Fieldbus Test and Future Schemes

フィールドバスは，次世代のフィールド機器接続技術として期待されている。デジタル双方向通信，機能ブ

ロック等の新技術の採用により，様々なメリットが考えられる。今回，我々はフィールドバスシステムをロー

タリーキルン式産業廃棄物処理設備（三菱化学株式会社水島事業所内 菱陽ケミカル株式会社）に導入し，実証テ

ストを行う事により，そのメリットの確認と具体的活用方法について検討した。

本稿では，導入システムの構成，試験内容，運用上の問題点および今後の課題について紹介する。
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Fieldbus is expected as a next generation technology for field device communication. The adoption

of new technologies for fieldbus such as digital interactive communication and its function blocks gives

us various benefits. Our fieldbus system is applied to the rotary kiln type industrial waste treatment

facility (Ryoyo Chemical Co.) in Mizushima Plant, Mitsubishi Chemical Co., and basing on the plant

simulations, we have approached the system advantages and its practical use.

In this paper, we introduce the system configuration, test contents, operational issues, and its future

schemes.

図１　産業廃棄物処理設備外観
   （菱陽ケミカル株式会社殿ご提供）

1. は  じ  め  に

フィールドバスがIEC規格（IEC61158）として認められ

たことで，各計器ベンダよりフィールドバス対応機器が

多数リリースされている。いよいよフィールドバスも実

用段階に入ったと思われるが，フィールドバスシステム

を構築する事で，現実的にどのようなメリットが得られ

るのか，マルチベンダ環境における相互運用性に問題は

ないのか，といった点において非常に興味深い。

今回，実プラントへフィールドバス機器を試験導入

し，実証テストを行った。その試験導入事例を紹介する

とともに，本技術によるメリット，今後の課題について

述べる。

2. フィールドバスシステムへの期待

現在の石油石化業種を代表とするプロセス産業におい

ては，製造および保全コストの削減，効率化による一段

の競争力強化が必須条件である。そのためには，最小の

コストでいかに信頼性の高いプロセスを実現するか，生

産性の向上・効率化のためにいかにフィールドデータを

活用するか，といった課題を解決していく必要がある。

このような状況下で，フィールドデータをよりオープン

に活用できるフィールドバス（FOUNDATIONTM Fieldbus）への

期待は大きい。以下に，フィールドバス技術要素による

メリットをプロセス産業における各業務別にまとめてみ

た。
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（1）生産，運転，品質

・多変数伝送による計測データの増加，収集効率の向上

・ 伝送誤差の解消による測定精度の向上

・ 機器状態のオンラインによる遠隔監視

（2）建設，工事，調達

・省配線，端子盤削減による工事コスト低減

・コントローラの入出力モジュール削減による設備購入

コスト低減

・リモートでの機器確認によるスタートアップ期間の短縮

（3）設計

・インタフェース統一によるエンジニアリング工数の低

減

・端子盤削減による省スペース化

（4）保安，環境

・フィールド分散制御による危険分散

・バルブポジショナの自律したフェイルセーフ機能の向上

（5）設備，保全

・機器調整作業の効率化

・機器増設時の容易化

・自己診断による故障個所・要因の特定化，および修復

時間の短縮化

・機器データベースの管理効率向上

3. フィールドバス導入試験

3.1 試験の目的

上述したように，注目すべき技術要素は多岐にわたっ

ている。本稿では，今回検証した項目の内，特に注目さ

れる以下の三項目について考察する。

・設計分野におけるエンジニアリング工数の低減

・設備，保全分野における機器調整作業の効率化

・設備，保全分野における自己診断による故障個所・要

因の特定化

3.2 対象プラント

フィールドバスシステムを試験導入したプラントは，

ロータリーキルン式産業廃棄物処理設備（1）である。

本設備の外観を図１に示す。

3.3 システム構成

構築したシステムを図２に示す。今回はマルチベンダ

環境下における相互運用性についても確認することを考

慮し，システムでの各構成計器を選定した。

フィールドバスエンジニアリングは横河電機製

CENTUM CS1000のHIS（Human Interface Station）から

実施する構成とした。

図２　フィールドバス試験導入システム構成
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3.4  システムの構築手順

フィールドバスシステムの構築手順を以下に

示す。

（1）フィールドバスシステム構成の決定

スター結線構成を採用し，現場に端子箱を

用意した。ホスト（CS1000制御ステーショ

ン）から現場端子箱までの幹線にはType B

相当のケーブルを，現場端子箱から各

フィールド計器までの支線には，Type D

相当のケーブルを使用した。

（2）フィールドバス設置工事

フィールドバスシステム構成に基づいて配

線工事および機器設置工事を実施した。

（3）物理タグ・アドレスの設定

各フィールドバス機器に物理タグとアドレスを設定

した。本来であれば，機器を設置する前に実施する

作業であるが，今回は工程の関係によりフィールド

機器設置後に本作業を実施した。

（4）ファンクションブロックの設計

PID制御はCS1000制御ステーションで実行する事と

し，フィールドバス機器には，アナログ値の入出力

機能のみを持たせる事とした。

（5）通信スケジュールの設計

リンクマスタ（LM）はCS1000制御ステーションのみ

とした。将来的には，バックアップ用にLM機能付

フィールドバス機器を複数設置することが考えられ

る。通信スケジュールはHIS上で動作する“フィール

ドバスエンジニアリングツール”の自動スケジューリ

ング機能（3）によって決定した。

（6）フィールドバスのコンフィグレーション

フィールドバスエンジニアリングツールで各種設定

作業を実施後，各フィールドバス機器へ設定情報の

ロード作業を実施した。各機器が通信可能になった

後は，現場での調整作業等が必要ないことを確認し

た。

（7）DCS操作監視機能との結合

フィールドバス機器それぞれについて計器図（フェイ

スプレート）を割り付け，その他の機器と何ら変わら

ない操作監視がDCSで可能であることを確認した。

3.5 連続運転テスト

1999年11月の導入以降，現在で16ヶ月間連続運転中で

あり，通信エラー発生や制御の乱れもなく，十分実運転

に耐えている。また，プラント定修に伴うシャットダウ

ン・スタートアップにおいても，特に問題は発生してい

ない。

3.6 リモートエンジニアリングテスト

フィールドバスの多重伝送機能を使用し，機器の各パ

ラメータをホスト側で収集できることや，収集したパラ

メータを変更できることを試験した。

3.7 異常診断・回避テスト

フィールドバス機器の各種データをホストで収集し，

そのデータから機器異常を検出し，制御を自動的にマ

ニュアル運転に切り替える異常診断・回避テストを実施

した。対象は，最もメンテナンスが頻繁に行われるバル

ブポジショナである。以下に，そのテスト方法を示す。

（1）制御ループ（伝送器，バルブポジショナ）のデータを

ホストで収集し，収集した信号から得られる機器正

常時のデータについて監視する。

収集データを以下に示す。

・各機器のアンプ温度

・調節弁への出力信号

・調節弁の実開度，実開度の偏差および追従性

・出力電流値（電空変換モジュールへの出力電流値）

収集データ例として，正常なバルブポジショナに

ステップ信号を出力した場合の，DCS出力信号（MV

値），バルブ開度，ポジショナ出力電流値，流量（PV

値）の関係を図３に示す。

（2）異常発生時の各情報を収集する。

調節弁に対して故障要因を故意に与えるテストを実施

した。調節弁に異常が発生すれば，監視データに何ら

かの影響が現れるはずである。そこで，各故障要因そ

れぞれに対して，監視データとの相関関係を求めた。

今回試験した代表的な故障要因を以下に示す。

・供給計装空気圧の低下

・空気信号ラインのリーク

・バルブのスティック

・バルブのフィードバックレバーの外れ

図３　バルブポジショナのステップ応答

30

40

50

60

70

80

90

100

200

250

300

350

400

450

500

550

240 270 300 330 360 390 420 450

D
C
S
_M
V
値
，
バ
ル
ブ
開
度
，
出
力
電
流
値
　
%

Ｄ
Ｃ
Ｓ
_Ｐ
Ｖ
値（
流
量
）　
K
g/
H

ＤＣＳ_ＰＶ値（流量）�

DCS_MV値�

調節弁  バルブ開度�

ポジショナ 出力電流値�



フィールドバス試験導入と今後の課題

34横河技報　Vol.45 No.3 (2001)172

（3）DCSにて異常発生時の運転切り替えシーケンスを作

成する。

DCSのシーケンス機能にて，運転切り替えシーケン

スを作成した。DCS機能とフィールドバス計器が融

合されており，従来のDCSエンジニアリングと特に

変わった作業はない。

　（1）～（3）のテスト結果より，フィールドバス機器の情

報を監視し活用する事で，上記異常要因を含む様々な異

常徴候を早期発見することが可能であることが確認でき

た。

3.8 考　　　察

（1）エンジニアリング作業の低減

ほとんどの作業工程において，比較的簡単な作業で

フィールドバスシステムの構築が可能で，ユーザの

みで十分対応できる内容であった。

（2）機器調整作業の効率化

CENTUM機器管理ツール（4）を利用することにより，

機器調整作業が容易に行えることが確認できた。同

ツールにより，機器の保有するブロックの全てのパ

ラメータを見ることができ，機器が今どのような状

態にあるかをリモートで把握できる。さらに伝送器

のレンジ変更等も可能であり，保全作業の効率化が

図れる。しかし，機器特有のパラメータも存在する

ため，エンジニアリング作業前に各パラメータの内

容および仕様を良く確認する必要がある。

（3）自己診断による故障個所・要因の特定化

従来機器（4～20 mA DC）ではその機器自身の情報，

特に自己診断情報が得られないため，高価な異常診

断エキスパートシステムを使用しなければ異常兆候

が検知できない，機器を取り外すまで故障要因が特

定できない，等の問題点があった。フィールドバス

機器では，オンラインで情報収集・監視できるた

め，各機器固有の情報を活用することにより，機器

の異常兆候を早期に捉えることも可能となる。故障

要因とフィールドバス機器データとの相関関係を

データベース化することで，低コスト・短時間での

異常診断システムが構築可能である。

4. 問題点と今後の課題

4.1 運用上の問題点

今回の導入システムにおいて，下記の２つの問題が発

生した。

（1）システム全体

システムとフィールド機器との不整合が発生した際

における，システム全体の性能保証および責任の明

確化が困難な場合が発生した。

（2）レビジョン管理

デバイス記述（Device Description）ファイルのレビ

ジョン不一致により通信ができない，という状況が

発生した。また，導入後の機器レビジョンの変更に

よって相互運用性が保てなくなった。

4.2 その後の改善事項と今後の課題

（1）相互運用性試験の改善

フィールドバス協会における新しい相互運用性試験

（ITK4.0）では，ケーパビリティ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。

（2）ホストサポート試験（Host Interoperability Support

Test）の導入

相互運用性試験に合格した各フィールド機器とホス

トとの接続性を試験することで，相互間の接続性を

確認している。

5. お  わ  り  に

本稿では，フィールドバス試験導入事例を紹介すると

ともに，本技術によるメリットを述べた。フィールドバ

スには，エンジニアリング工数低減，リスク分散，測

定・操作誤差の最小化，設備管理分野の充実等の効果も

期待できる。

相互運用性試験，ホストサポート試験によってフィー

ルド機器とホストとの接続性の向上や，機器管理ツール

の高度化によって保全作業の効率化が多いに期待できる

など，フィールドバスの適用のメリットは大きい。今後

はユーザでの導入結果をフィードバックすることで，優

れたフィールドバスシステムを構築し，提案していきた

い。
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