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Process Automation（PA）プラントで使用される通信技術には長距離通信や防爆エリアでの動作などの要件が

あり，その要件を満たしている 4-20 mA 機器やフィールドバス機器が長年にわたり使用されてきた。一方で，汎

用 Ethernet 技術の PA プラントへの導入は，フィールド機器階層における Digital Transformation や IT/OT 融合

の実現にメリットをもたらすことが期待されている。

本稿では，どのように Ethernet-Advanced Physical Layer（APL）が PA プラントの要件に対応できるのかを標

準化の視点から説明し，Ethernet-APL がもたらす PA プラントの変化や今後予測される課題を示すとともに，横

河電機が果たしうる貢献について，展望と期待を示す。

Communication technologies used in process automation (PA) plants must satisfy several 
requirements such as long-distance communication and stable operation in hazardous areas. 
Although 4–20 mA devices and fieldbus devices satisfy these requirements and thus have been 
used for many years, general-purpose Ethernet technology in PA plants is expected to achieve 
DX and IT/OT convergence at the field device level.

From the viewpoint of standardization, this paper explains how Ethernet Advanced Physical 
Layer (Ethernet-APL) can meet the requirements of PA plants, shows what benefits Ethernet-
APL will bring to PA plants and what challenges are expected to emerge, and describes the 
prospects and expectations of Yokogawa’s contribution to this field.

1. はじめに

製造業全般において Digital Transformation（DX）が
加速しており，プロセス産業に代表される Operational 
Technology（OT）領域でもその潮流は同様である。横
河電機は，これまでに蓄積してきた様々なソリューショ
ンやノウハウに，プラントに設置されたフィールド機
器などから得られる大量の OT 領域データを組み合わせ
て活用することで，さらにその価値を高めることが可
能になると考える (1)。フィールドネットワークに産業用
Ethernet を導入して十分な帯域幅を確保することができ
れば，IT と OT の融合の実現も期待できる。

しかしながら，Process Automation（PA）のプラント
全域，特にフィールドネットワークに産業用 Ethernet を
配置するためには，①爆発の可能性がある危険箇所での
配置，②屋外を含む広大なプラントで使用するための十

分なケーブル長への対応などの課題を解決しなければな
らない。

フィールド機器を特別危険箇所（Zone 0 とも呼ばれる）
へ設置するためには本質安全防爆対応が主要な要件であ
り，その実現に必要な物理層として Ethernet-Advanced 
Physical Layer（APL）の開発が進められている (2)。

Ethernet-APL の開発には横河電機も参画しており，
本 稿 で は， そ の 技 術 要 件 や PA で 活 用 さ れ る 産 業 用
Ethernet の動向を解説し，標準化の視点から展望を説明
する。

2. Ethernet-APL の技術解説

2.1 APL プロジェクトの背景
Ethernet-APL は，特別危険箇所で設置を可能にする本

質安全防爆対応のフィールド機器の実現に必要な , OSI
参照モデルの物理層である。2011 年に開発が開始され，
2018 年からは「APL プロジェクト」として，PA の主
要サプライヤ 12 社と，産業用ネットワークの標準化団
体（Standard Developing Organaization: SDO） の 主 要
４団体，すなわち，FieldComm Group，PROFIBUS and 
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PROFINET International（PI），Open DeviceNet Vendor 
Association（ODVA），Open Platform Communications 
(OPC) Foundation が協力し，IEEE および IEC 規格化と，
コンフォーマンステスト仕様の開発を進めている。

2.2 Ethernet-APL の基本コンセプト
Ethernet-APL は，PA の要件を満たすため，これまで

の Ethernet とは異なる次のような要件を持っている。
①２線のケーブルで通信フレームと電力を伝送
② APL 専用の本質安全防爆パラメータを用意
③長距離伝送（Trunk 1000 m，Spur 200 m）
④既設フィールドバスケーブルの再利用

次節から，これらの要件を実現する規格やルール，そ
の運用について述べる。

2.3 Ethernet-APL を構成する規格
Ethernet-APL を 構 成 す る 規 格（ 表 1） は，Ethernet-

APL の仕様と，Ethernet-APL の機器としての認証に使用
されるテスト仕様に大別される。Ethernet-APL の機能・
特徴は，IEEE 802.3cg-2019 と Port Profile Specification
で 標 準 化 さ れ， 専 用 の 本 質 安 全 防 爆 で あ る 2-Wire 
Intrinsically Safe Ethernet （2-WISE）に対応する場合は，
上記に加えて IEC TS 60079-47 に仕様が記述される。な
お，Port Profile SpecificationとEMC Test Specificationは，
PIEC で国際標準化される予定である。

2.4 Ethernet-APL のシステム構成
2.4.1 Trunk と Spur

Port Profile Specification には，機器の電源仕様の他
に，P10BASE-T1L を Ethernet-APL の 機 器 や シ ス テ ム
内でどのように使うかが標準化されている。そのうち，
Ethernet-APL のシステム構成を理解する上で根幹となる
概念が，PAPL Trunk と APL Spur である（以下，Trunk
と Spur という）。図 1 に，Ethernet-APL の典型的なシス
テム構成を示す。

図 1 Ethernet-APL の典型的システム構成

Point to Point 接 続 が 前 提 の Ethernet-APL の シ ス テ
ムの中で，Trunk は基幹線として，PAPL Infrastructure 
device（以下，Infrastructure device という）同士を接
続 す る。Trunk は 10BASE-T1L の 2.4Vp-p モ ー ド を 使
い，最大 1000 m の距離を通信することができる。また，
Facility Ethernet から APL への変換を行う Infrastructure 
device から，後段の Infrastructure device へ電力を供給
する役割も担うことができる。Trunk Port を搭載するの
は Infrastructure device であり，APL Field device（以下，
Field device という。一般名称としてのフィールド機器と
区別する）は Trunk Port を搭載することはできない。

Spur は Infrastructure device と Field device を接続す
る線で，10BASE-T1L の 1.0Vp-p モードを使用し，最大
200 m の距離を通信することができる。Trunk と同様に
電力も Infrastructure device から供給されるが，Spur の
供給電力は本質安全防爆を考慮した値となっている。

2.4.2  Infrastructure device の種類とシステム構成のバリ
エーション

Ethernet-APL を用いたシステムを構成する機器は，大
きく３種類に分類される（表 2）。

このうち，Infrastructure device はバリエーションがあ
り，このバリエーションが Ethernet-APL のシステム構成

表 1 Ethernet-APL を構成する規格

規格 規格の内容

IEEE 802.3cg-2019 10BASE-T1L の物理層仕様

IEC TS 60079-47 APL の本質安全防爆 2-WISE

Port Profile Specification 電源仕様，トポロジ，ルールなど

Power Port Profile Test 
Specification

APL 機器の認証テスト仕様　
電源編

PMA, PCS and ANEG (Data) Test 
Specification

APL 機器の認証テスト仕様　
通信編

EMC Test Specification
APL 機器の EMC 試験条件，
判定基準

APL Field devices

 APL infrastructure devices 
 Field switches

APL infrastructure device 
Power Switch

APL Trunk

APL SpurAPL Spur

APL Field devices

Trunk ring (optional)
Auxiliary Power

APL Trunk

Facility Ethernet

表 2 Ethernet-APL を構成する機器

機器 特徴

Infrastructure device
スイッチ，メディアコンバータなど。
Trunk のネットワークを構成し，Field device
を Spur 経由でネットワークへ接続する。

Field device フィールド機器。Spur のみを実装できる。

Auxiliary device
通信機能を持たない機器。
実質的にサージプロテクタとなる。
一つのケーブルに２つ接続できる。
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を拡げる要素となる。表 3 に，Infrastructure device の
種類と特徴を示す。

この Infrastructure device がもたらすバリエーション
の例を，図 2 に示す。図 2 と図 1 の大きな違いは，１つ
の Ethernet-APL セグメントに接続可能な Field device の
台数にある。

図 2 Ethernet-APL システムのバリエーション

図 1 の例では，Power Switch から Powered Trunk 経
由で Field Switch に接続される。そのため，接続可能な
Field device の台数は，従来のフィールドバス機器と同
様，電力と通信量の２つの制約を受けることになる。一
方，図 2 の例では，汎用 Ethernet から直接 Spur へ信号
を変換し，Spur への電力供給も別電源から APL へ重畳
させるタイプの Field Switch を使用している。この場合，
Field device の台数は電力の制約は受けず，通信量の制
約も Trunk（10 Mbps）より高速な汎用 Ethernet（100 
Mbps や 1 Gbps）からの制約となるため，図 1 の例より
も多い台数の Field device が接続可能となる。

一方，図 2 に示すシステム構成の欠点としては，Field 
Switch 間の接続が APL ならば 1000 m まで伸長可能であ
るが，汎用 Ethernet となるため，100 m 程度しか延長で
きないことが挙げられる。それを補うために光ファイバー
Ethernet を使用すると，光ファイバーが高価であること
が欠点となる。また，Infrastructure device 用の電源を用
意しなければならないことを考慮する必要がある点も欠
点となる。

2.5 Ethernet-APL で使用可能な電力と本質安全防爆
Ethernet-APL で Trunk/Spur 毎に規格化されている電

力クラスを，表 4 にまとめる。なお，非本質安全防爆の
Spur や Unpowered のクラス，その他の電力クラスも計
画されており，機器を開発するベンダーの要請に応じて
今後追加されることになっている。

まず，Trunk の電力を 57.5 W とすると，Field Switch
自身も電力を消費するため，そこで半分強の電力が消費
されると仮定しても，0.5 W を消費する Field device 約
50 台に電力を供給できる計算となる。この台数は，現状
のフィールドバスでの最大接続台数（32 台，電源供給を
考慮すると実質的には最大 16 台程度）を超えている。

次に，本質安全防爆の 2-WISE と最大使用可能電力の
関係について述べる。2-WISE は，一般的な本質安全防爆
の敷設時に行われる電圧・電流・電力などの本質安全防
爆パラメータの精査をすることなく，簡便に接続可否を
判断できるもので，フィールドバスの本質安全防爆コン
セプトである Fieldbus Intrinsic Safety Concept（FISCO）
と同じ概念である。ただし，表 4 に示した本質安全防爆
対応の電力クラスの値は 2-WISE のパラメータそのもの
ではなく，Ex ia（特別危険箇所に設置可能）や Ex ic（第
２類危険箇所に設置可能）で求められる本質安全防爆評
価方法と 2-WISE のパラメータを元に，点火しないこと
が防爆認証機関の評価で確認されている値である。

つまり，危険な場所へ Ethernet-APL の機器を設置する
際，ユーザーは 2-WISE のマーキングと電力クラスを確
認すればよく，煩雑な計算は必要ない。また接続台数を
見積もる際にも，本質安全防爆による制約を考慮しなく
てよい。

表 3 Infrastructure device の種類

種類 特徴

Power Switch
上位の汎用 Ethernet から APL へ変換を行い，
電源供給を伴う，Powered Trunk で下位の
Switch へ信号と電力を伝送する。

Media Converter

上位の汎用 Ethernet から APL へ信号の変
換 を 行 い， 電 源 供 給 の な い，Unpowered 
Trunk で下位の Field Switch へ信号を伝送
する。

Field Switch

Power Switch ／ Media Converter か ら の
Trunk を介して，Spur に接続している Field 
device へ信号と電力を供給する。
また，Trunk で次の Field switch に接続する。
汎用 Ethernet から直接 Spur へ信号を変換
する Field Switch も考案されている。

Facility Ethernet

Facility Ethernet

APL Spur
APL Spur

Field devices

Auxiliary 
Power

Separately powered 
APL Field device Field devices

Infrastructure device 
(Field switch)

Auxiliary Power

Infrastructure 
device 
(Field switch)

Field devices

Auxiliary Power

表 4 Ethernet-APL の電力クラス

区分 電力 電圧 本質安全防爆

Trunk 57.5 W 50 V ‒

Spur 0.54 W 15 V Ex ia

Spur 1.1 W 15 V Ex ic
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2.6 Ethernet-APL と Single Pair Ethernet（SPE）の違い
２線式 Ethernet には，表 5 に示すような Single Pair 

Ethernet（SPE）が IEEE 802.3 により規格化されている。
これらの SPE は，自動車産業やビルディングオートメー
ションなど様々な分野の要件から標準化されたものであ
る。この中で，Ethernet-APL が使用する 10BASE-T1L は，
PA を含む産業用オートメーション全体の用途で使用可能
な SPE として位置づけられている。

これに対し，Ethernet-APL は前述の通り 10BASE-T1L
内で定義されている振幅モードの使い方や PA で必要な
本質安全防爆に対応可能な独自の電源仕様などを組み合
わせてシステム構成を定義しており，10BASE-T1L にの
み準拠している SPE 機器では設置できない PA に特化さ
れた機器を提供する。

一方で，コネクタ業界を中心に，Factory Automation
（FA）向けの SPE の普及を目指した業界団体が複数発足
し，それぞれの団体が異なる SPE 専用のコネクタ規格の
普及を目指している。Ethernet-APL は，既存のフィール
ドバスケーブルの再利用を前提にしているため，これら
の SPE コネクタの使用を認めておらず，従来使用されて
いる端子台による接続や，欧米でよく使用される M8 や
M12 コネクタによる接続を採用している。

Ethernet-APL は，産業用 Ethernet を主管する４つの
SDO によるコネクタを含めたハードウェアに対する認証
を通じて，最低限の相互運用性を保証する。この認証も，
Ethernet-APL と SPE の機器の大きな違いと言える。

3. Ethernet-APL がプラントにもたらす付加価値

3.1 通信速度
これまで，PA プラントで稼働してきたフィールドバス

などのデジタル通信は 31.25 kbps の通信速度で動作し
ており，Ethernet-APL の持つ 10 Mbps の通信速度は PA
プラントに様々なメリットをもたらす。その一例として，
設定やコミッショニングにかかる時間やファームウェア
アップデートにかかる時間の短縮が挙げられる。概算す
ると 300 倍の通信速度があることにより，例えばこれま
で１台あたり５分かかっていた作業が１秒で終わる計算
となる。

また，制御に必要なデータ量は Ethernet 化しても大き

く変わらないため，オペレーション中の通信には時間的
な余裕が生まれ，診断データやスケーリング前の生デー
タを制御データと同時に送信できるようになる。これに
より，フィールド機器からの最終的な出力信号のみなら
ず，これまで機器内でのみ利用されていた中間信号など
も，より精度の高い予知保全などに活用することが可能
となる。また，帯域幅にも余裕があるため，音声や画像
などのデータの共存も可能となる。

3.2 フィールド機器の電力
Ethernet-APL の２線式フィールド機器が使用可能な電

力は，小さい電力クラスでも 0.5 W となっている。この
値は，従来の 4-20 mA の２線式機器が使用可能な電力よ
りも 15 倍程度，２線式のフィールドバス機器よりも 3
倍程度大きい。実際には，通信に必要な電力と電源の制
約によって必ずしも増加した全ての電力が使えるわけで
はないが，設計次第でこれまでより大きな電力が使える
可能性がある。

今後 Ethernet-APL 対応機器が定着してくると，この増
加分の電力をフィールド機器の高機能化に振り当てるこ
とで，差別化した機器が出てくることが予想される。高
機能化の例としては，磁気励磁や駆動部を有することか
ら，２線式伝送での実現に制約のあった電磁流量計やコ
リオリ流量計などの４線式計器を，Ethernet-APL が供給
する２線の電力のみで動作させる２線式計器化が挙げら
れる。また，複数のセンサを同一機器にて動作させ，情
報を１本の Ethernet-APL で伝送する２線式伝送器のマル
チセンサ化，もしくは，単純に増加する電力を２線式伝
送器の演算速度やメモリ容量の増加に振り当てるインテ
リジェント化などが考えられる。

ここに列挙した内容は，従来のフィールドバスを活用
した技術でも実現されてはいるが，電力の制約から機能
的に十分でなかったために，市場でもマイノリティであっ
た。しかし，それを Ethernet-APL 対応とすることで，今
後は主流となることが期待できる。

3.3 Ethernet の持つ汎用性
Ethernet-APL は PA の要件に基づいて独自のルールに

従って運用をする Ethernet 物理層であるが，物理層より
上位は汎用 Ethernet と変わりはなく，長い歴史を持つ
Ethernet ベースの技術を使用することができる。例えば，
Wireshark などのオープンツールを活用して，Ethernet-
APL 上の通信をモニタリングできる。

また，１台の機器が複数のプロトコルを利用すること
も可能であり，制御用のプロトコルとデータ活用のため
の別のプロトコルを同時に使用する可能性も生まれる。

表 5 SPE の各種規格

IEEE802.3 での名称 通信速度

100BASE-T1 100 Mbps

1000BASE-T1 1 Gbps

10BASE-T1S 10 Mbps （自動車用途）

10BASE-T1L 10 Mbps （産業用途）
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4. 産業用 Ethernet の動向

4.1 産業用 Ethernet とフィールドレベル適用のための対応
Ethernet-APL の登場により，Ethernet 関連の通信技術

がフィールドレベルへ展開可能になる。ただしその場合，
一般的な IT システムで使われている通信技術では，OT
システムで要求される技術要件を満たすことは難しい。

OT 要件を満たす通信技術として，コントロールレ
ベルでは，産業用 Ethernet が FA 業界を中心に普及し
ている。代表的な産業用 Ethernet としては，PI が開発
し た PROFINET，ODVA が 開 発 し た EtherNet/IP，OPC 
Foundation が 開 発 し た OPC UA， お よ び FieldComm 
Group が開発した HART-IP があり，これらをフィールド
レベルに適用するための技術開発が現在活発に行われて
いる。なお，これらは，産業用 Ethernet 関連製品の市場
において，約６割のシェアを占めると予測されている (3)。

表 6 に，産業用 Ethernet をフィールドレベルへ適用す
る際の技術的な要件と，それらへの対応状況を示す。

防爆および長距離伝送については，Ethernet-APL によ
り対応可能となる。

従来から PA プラントで要求されているリアルタイム
通信については，産業用 Ethernet 毎に個別対応が行われ
てきたが，IEEE 標準の Time-Sensitive Networking の登
場により，複数の産業用 Ethernet 通信だけでなく，IT 通
信が混在する環境でも決定的で信頼性の高い通信が可能
となる。

同様に，従来から要求されている可用性の向上について
は，PROFINET や EtherNet/IP で，IEC 規格の通信冗長化
である Media Redundancy Protocol や Parallel Redundancy 
Protocol などの利用が既に行われている。これらの通信冗
長化は，OPC UA や HART-IP でも利用可能である。

このような対応により信頼性や可用性が向上した
Ethernet 通信が PA プラント全体で使われるようになる
と，セーフティ（機能安全）に関する通信とそれ以外の
通信を，論理的には分けるが，物理的には同じ Ethernet
上に同居させることが増えると予想される。このような
使用形態を可能にするのが，IEC 61784-3 として規格化
されている「ブラックチャネル」のアプローチによる機
能安全通信である。これは，あらゆる通信エラーへの検
知機能を備える安全通信層を設け，安全アプリケーショ
ンはその安全通信層を介して通信することで，安全通信
層より下位層には機能安全のアセスメントを要求しな
い機能安全通信の方式である。IEC 61784-3 に基づき，
PROFINET 上で利用可能な PROFIsafe，および EtherNet/
IP 上で利用可能な CIP Safety が IEC で標準化され，既に
広く利用されている。OPC UA についても，PROFIsafe
で実績のある PI とのコラボレーションにより，仕様を策
定中である。

従来のフィールドレベルにはなかった要件として，セ
キュリティがある。PA プラントネットワークのリモー
ト監視やクラウド上のアプリケーションとの接続による
操業最適化などは既に普及しつつあり，さらに Ethernet-
APL によってフィールドレベルで Ethernet 利用が可能に
なると，セキュリティ上の脅威やサイバー攻撃がフィー
ルド機器にまで及ぶ恐れが出てくる。従来のプラント
ネットワークのセキュリティ対策としては，プラント
のセル／エリア・ゾーンの境界にファイアウォールや
Intrusion Detection System を設置して多重に防御する
“Defense-in-Depth” のアプローチが採られている。この
アプローチと併せて，フィールド機器に搭載する産業用
Ethernet プロトコルでのセキュリティ対策が必須となる。
OPC UA，EtherNet/IP，および HART-IP では，通信相手
の認証，通信内容の暗号化などのセキュリティ機能を既
に規定している。PROFINET でも，同等機能の仕様策定
に向けた活動が始まっている。

PA プラントには，大量に導入され，数十年に渡り運
用 さ れ て き た 4-20 mA HART や FOUNDATION Fieldbus

（FF）などのフィールドバス資産があり，これらの継続
活用や産業用 Ethernet へのスムーズなマイグレーション
も考慮すべきである。例えば，PROFINET は，HART，FF
および PROFIBUS-DP/PA などの各種フィールドバスと，
PROFINET とのプロキシ／ゲートウェイ機能（マッピング
やプロトコル変換）について規定している。この機能によ
り，既存のフィールドバスのフィールド機器を PROFINET
ネットワークの中で扱うことを可能とし，PROFINET への
段階的なマイグレーションを容易にする。また，HART-IP
は，HART のアプリケーション層をそのまま利用するマイ
グレーション，すなわち，マッピングをせずに既存 HART
機器を有効活用するために有用である。

表 6 産業用 Ethernet をフィールドレベルへ適用する 
際の要件とそれに対する対応

要件 産業用 Ethernet での対応

防爆長距離伝送 Ethernet-APL の利用

リアルタイム通信
個別対応から IEEE 標準の TSN*

の利用へ

可用性向上 IEC 標準の通信冗長化の利用

セーフティ IEC 標準の機能安全通信への対応

セキュリティ
プロトコルレベルでの通信相手

の認証，通信の暗号化

インストールベース活用，

マイグレーション

既存フィールドバスとのゲート

ウェイ

*TSN: Time-Sensitive Networking
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4.2  OPC UA の情報交換規格としての役割と次世代の PA
フィールド機器の標準化

前述のように，現在コントロールレベルで普及してい
る各種の産業用 Ethernet を Ethernet-APL と組み合わせて
フィールドレベルへ適用するための技術の開発や標準化
が，各 SDO により行われている。図 3 に，その動向の全
体像として，ANSI/ISA 95 由来のオートメーションピラ
ミッドにおける産業用 Ethernet の適用レベル拡充を示す。

図 3 産業用 Ethernet のフィールドへの展開

標準化活動の大きな流れとしては，各 SDO が個別に，
似て非なる相互運用性のない技術を開発するのではなく，
SDO 間でのコラボレーションにより，既にある優れた技
術を利用し，重複開発を防ぐことを重視するようになっ
てきている。

こうした動向を背景に，DX および IT/OT 融合の実現
のため，IT との親和性の高い OPC UA の情報交換規格と
しての役割が，重要で確固としたものになりつつある。
OPC UA は，拡張可能な情報モデル，プラットフォーム
独立／スケーラブル，複数のトランスポート／エンコー
ド，Machine-to-Machine 通信への対応など，先進的なアー
キテクチャを採用しているため，IT との親和性も高い。
また，他の SDO とのコラボレーションによる仕様（コン
パニオン仕様）の策定も積極的に進められている。例え
ば，PA フィールド機器向けの OPC UA の情報モデルとし
て，Process Automation Device Information Model（PA-
DIM）が FieldComm Group と OPC Foundation によるコ
ンパニオン仕様として策定されている。PA-DIM の利用
形態としては，コントロールレベルの機器（コントロー
ラやゲートウェイ）に OPC UA サーバと PA-DIM を搭載
し，各産業用 Ethernet のフィールド機器のデータ／情報
を PA-DIM にマッピングすることが想定される。これに
より，現時点では IT との親和性に乏しい産業用 Ethernet
のフィールド機器についても，コントロールレベルより
も上位レベルと情報交換が可能となる。あるいは，フィー
ルド機器そのものに OPC UA サーバと PA-DIM を搭載す

ることで，フィールドレベルとのダイレクトな情報交換
も可能となる。

なお，PA-DIM の現版は，PA プラントの既存の制御動
作に影響を与えずに DX を実現するためのコンセプトで
ある NAMUR Open Architecture(4) をベースとしており，
監視および操業最適化である Monitoring + Optimization
の用途に向けた検討がなされた状態である。将来，制御
用途で使う場合には，例えば従来 FF で実現されているよ
うな，制御ループを構成するコントローラとフィールド
機器の間での状態遷移についての規定などを追加する必
要がある。FieldComm Group では，PA-DIM を含む OPC 
UA をベースとした次世代の PA フィールド機器につい
て技術検討を進めている (5)。また，OPC Foundation の
OPC UA FX（Field eXchange）では，OPC UA を FA およ
び PA も含むフィールドレベルへ適用する上での技術検
討や仕様策定を進めている。

横河電機は，お客様のビジネスの価値向上を念頭に置
き，これらの活動の成果によって相互運用性が維持でき
るように，各 SDO へ働きかけていく。

5. おわりに

本稿では，長い間実現しなかった PA プラントでのデー
タドリブンオペレーションに必要な Ethernet の導入を実
現する Ethernet-APL についての解説と，Ethernet-APL
と組み合わせて使用される産業用 Ethernet の動向を紹介
した。横河電機は，Ethernet-APL の標準化を目的とした
APL プロジェクトにて，設立時より主要メンバーとして
PortProfile，防爆規格，EMC 規格などの開発に携わって
きた。これらの標準化活動での取り組みを通して得られ
た知見を，お客様のプラント内のラストワンマイル，す
なわちフィールドレベルを含めて取り入れ，PA プラント
全体の DX 促進に寄与できるような製品，およびソリュー
ションの提供につなげていきたいと考えている。
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