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ISA100.11aを用いた無線ソリューション
＜ISA100.11a準拠の無線フィールド機器とその性能＞
横河電機㈱

山本

周二

はじめに

のような即時性が必須の通信から、データのダウンロ

無線通信は、携帯電話、無線LANなど、幅広く我々

ードなど比較的通信時間に余裕のある通信まで、さま

の生活に浸透している。一方、インダストリアル・オ

ざまな応答性能が必要とされる。ISA100委員会では、

ートメーション分野では、応答時間、消費電力、ノイ

それらの用途を第１表のように６種類のクラスに分類

ズへの耐性など、無線通信に極めて高い性能と信頼性

しClass０を除くClass１からClass５までをISA100.11a

が必要なため導入があまり進んでいない。

の対象としている。

ISA（International Society of Automation）委員会
第１表

は、インダストリアル・オートメーションに適した無

ISA100

Usage

Classes

線通信規格ISA100.11aを定め、2009年の９月にその規
格をリリースした。ISA100.11aは主に無線フィールド
機器の通信プロトコルとその管理方式を定めている。
当社は、その性能の有効性を評価し、ISA100.11a準拠
の無線フィールド機器の開発に着手し、2010年７月に
販売を開始した。ここでは、当社の無線への取り組
み、および、ISA100.11a準拠の新製品を解説する。

1．無線への取り組み

現在の無線技術は、第１表に示すClass５からClass４

無線通信機能を持つフィールド機器は既に市場に存

のモニタリング用途とClass３の操作用途で活用され

在しているが、その用途は主にモニタリングであり、

ている。当社は、Class２とClass１への無線適用を目

その中でもデータロギング、フィールド点検、設備保

指して、ISA100.11aの仕様に従いDuoCast、チャネル

守など、無線通信エラーのシステムへの影響が比較的

ホッピング、時分割通信など高信頼化のためのさまざ

少ないモニタリング用途から導入が進められようとし

まな技術を活用し無線システム信頼性向上を行ってい

ている。しかしながら、操業の全体最適化のために

く。特に、Class１に分類されるミッションクリティカ

は、モニタリングのみに留まらない幅広い無線ソリュ

ル用途では、単に、経路冗長化などの無線インフラの

ーションが必要である。

信頼性向上だけに頼るのではなく、制御方式を含めた

そこで当社は、制御に適用できる信頼性を目指す

システム全体の信頼性向上を目指している。

“Control Proof”、電力供給の課題解決を目指す“Power

製品では、受信感度が高い無線技術を用い、送受信

Proof”、プラントのライフサイクルにわたるユーザサ

の遅延が小さく安定性に優れたスタートポロジーを基

ポートを目指す“Future Proof”、の３つのキーワード

本形としたシステム構成、および、更新周期１秒と速

をもとにトータル無線ソリューション開発に取り組ん

い通信性能を実現した。また、セキュリティでは、セ

でいる。

キュリティ情報を自動的に機器とシステムに設定可能

（1）Control Proof

な、管理ミスの発生しにくいプロビジョニングの方式

プラントにおける通信は、プラントの緊急停止操作

や、時間データをキーにした暗号化など、プラント管
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理に適した方式を用いている。

スなく共存させることができる。

（2）Power Proof

② システム構造の変化とIT化

今回開発した無線機器は、設置場所の自由度を高め

IP通信に対応しているISA100.11aは、IPベースの

るために一次電池を内蔵している。しかし、無線をよ

Backbone Networkを用いたシステム構築が容易に行

り有効活用するためには電池寿命や交換方法などは課

える（第２図）。このBackbone Networkの活用によ

題である。その課題を下記のように対応した。

り、通信の長距離化、高速化、さらに、Wi-Fiを活用し

① 工業分野での利用が多い塩化チオニルリチウム電

た無線による映像や音などの監視機能など、システム

池の採用による全世界での電池調達の利便性向上

への機能の追加や変化に柔軟に対応できる。特に、IT

② 大容量電池（Dセル）の採用による保守頻度低減

で使われているさまざまな技術をプラントで活用でき

③ 電池ケース方式（第１図）による防爆エリアで

ることは大きな利点である。

の電池交換への対応

③ 性能向上と規模拡大

一方、異なるベンダ間での電池の互換性も大きな課

システムの規模が拡大した場合でも、既存システ

題であるため、当社は、ISA100委員会において電源供

ムを再構築することなくBackbone Routerなど機能コ

給方式の標準化を積極的に推進している。

ンポーネントの追加・更新などで対応できる。そのた

さらに、今後、太陽光発電、温度差発電、振動発電

め、設置後の要求仕様変化への対応や、小規模から大

などのエナジーハーベスティングに関する技術開発も

規模なシステムへ拡張が可能になる。

進め、電源供給問題の解決を目指す。

④ 無線技術革新

（3） Future Proof

昨今の無線技術の進化は目覚しく、今後、さまざま

技術革新や新しいアプリケーション導入において

な用途・特性の無線技術が汎用化・標準化されると予

も、既設資産のリプレースなどの無駄が生じないプラ

想される。複数の無線技術を仕様に取り込めるISA100

ント運用が重要である。当社は、その実現のために、

仕様ではこれら技術進化の恩恵の取り込みが期待でき

ISA100.11a準拠の無線システムにおいて以下のサステ

るため、より高性能な無線通信をインフラとした制御

ナビリティ（持続的運用）を目指している。

システムへと進化させることができる。

① フィールド通信方式の進化
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現在の制御システムでは、FOUNDATION ﬁeldbus、
HART、PROFIBUSなどさまざまな通信プロトコルが
使われている。ISA100.11aのプロトコルトンネリング
機能を活用することで、既存のプロトコルを含め、将
来規格化される通信プロトコルをインフラのリプレー

第2図
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システム機能構成例
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防爆エリアでの電池交換方法
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2．新製品の紹介

2－4

ISA100.11a規格準拠の無線通信プロトコルを搭載し

これら無線フィールド機器のシステム接続は、フィ

無線フィールド機器を用いたシステム

た差圧・圧力伝送器EJX-Lシリーズ、温度伝送器YTA

ールド無線用一体形ゲートウェイを経由して当社の制

シリーズのフィールド機器と、無線センサネットワー

御システムCENTUM VPなどとModbus/TCP通信で

クのシステム構築に必要なフィールド無線用一体形ゲ

接続する方法と、フィールド無線用OPCサーバを経由

ートウェイの３種類の製品を開発した。

しOPCインタフェースで接続する方法、の２種類があ
る。また、無線フィールド機器の監視・管理のために
は、統合機器管理（PRM：Plant Resource Manager）
を用いたオンラインでの監視・管理と、従来のフィー
ルド機器の調整・設定ソフトウェアであるFieldMate
を用いた無線フィールド機器のネットワーク設定やセ
キュリティ設定などの機器診断・管理、の環境を整え
ている。さらに、フィールドトライアルなどの簡易に
利用したい用途に、DAQSTATIONを用いた構成（第
５図）で、機器設定をほとんど行うことなく無線シス
テムを構築する方法も用意している。
このように、無線フィールド機器の単体開発にとど

第3図

まらず、制御システムと接続したトータルな無線ソリ

ISA100.11a準拠の無線フィールド機器

ューションを提供できる製品群を開発した。PRMや
2－1 差圧・圧力伝送器EJX-Lシリーズ

FieldMateを含むこれらの製品群により、横河電機の

当社の差圧・圧力伝送器は、自社開発した単結晶シ

ビジョン“Vigilant Plant”を実現するソリューション

リコン振動式センサを世界で初めて搭載し、DPharp

の１つAsset Excellence（資産の最大活用）を具現化

シリーズとしてその信頼性を認められている。今回発

する。

売した差圧・圧力伝送器は、このセンサを更に進化さ
せ、１つのセンサで差圧と静圧の同時測定ができる次
世代インテリジェント差圧・圧力伝送器EJXシリーズ
に無線技術を融合した。
2－2

温度伝送器YTAシリーズ

各種熱電対・測温抵抗体やmV入力信号を高精度で
変換し伝送する温度伝送器YTAシリーズは、これまで
測定精度の向上や配線コストの低減を通じて、プラン
トの品質向上やコストダウンに貢献してきた。今回発
売した製品はこのYTAシリーズに最新無線技術を融合
した。
なお、EJX-Lシリーズ、YTAシリーズともにNAMUR
NE107 Self-Monitoring and Diagnosis of Field Devices

第4図

無線フィールド機器を用いた制御システム例

に準拠しており、統一された自己診断メッセージを提
供している。
2－3

フィールド無線用一体形ゲートウェイ

フィールド無線用一体形ゲートウェイは、無線フィ
ールド機器と上位システムを接続するゲートウェイ機能
とフィールド無線ネットワークの設定・管理機能を持
つ。ISA100.11a仕様にあるシステムマネージャ、セキュ
リティマネージャなどの機能は、本ゲートウェイに含ま
れている。本製品は無線システム用に新規開発した。

第5図
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簡易計装、トライアルキット
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3．性能

ISA100.11a準拠の自社新製品は無線通信のカバー範囲

通信距離およびWi-Fi共存性に関して、ISA100.11a準

が広く、無線インフラ構築において、自社旧製品と比

拠の自社新製品と他無線通信プロトコルを搭載した自

較し中継器の数が1/3で済むことを意味する。さらに、

社旧製品の性能比較を行ったところ、ISA100.11a準拠

インストール作業時間を短縮できるとともに、電池ま

の自社新製品は良好な特性を示した。

た電池交換作業のコストを含めたインフラコストを大
幅に低減できることを示している。

3－1 通信距離

3－2

障害物の無い河川敷（第６図）で見通し内の通信距

Wi-Fiとの無線共存特性

ISA100.11aはWi-Fiと同じ2.4 GHz帯の電波を使って

離を測定した。測定に用いた無線機器の仕様を第２表
に示す。第７図は一体型ゲートウエイ（以下、GW）

いるため、両者を同一空間で同時に使用し電波干渉が

から測定点無線フィールド機器の設置場所までの距離

起きるとパケットエラー率が高くなる。その影響を低

とパケットエラーレートを示す。

減するためISA100.11aは、16チャネルの通信帯域の中
で、通信に不適切な状態にあるチャネルを利用しなく
するBlack listing機能を備えている。Black listに登録
されていない良好なチャネルだけを通信に使用するこ
とで、通信性能の大幅な劣化を抑制できる。
第８図にWi-FiとISA100.11aの共存実験のチャネル
割り当てとWi-Fiスペクトルを示す。Wi-Fiの1 chにテ
キストデータ、6 chにpingデータ、11chに映像データ
を流し、新製品と自社旧製品のパケットエラー率を測
定した（第３表）
。無線の共存環境における新製品は、
パケットエラー率が自社旧製品に比べ約1/5と低く、
2.4GHzの電波共存状況においても新製品は通信性能の
劣化が少ない。
今回の性能評価結果から、ISA100.11a準拠の自社新
製品は自社旧製品に比べ優れた無線基本性能を持って

第6図

いることが分かる。前述したように、当社のシステム

実験環境（C点がGWから650mの地点）

（出展：国土画像情報（カラー空中写真）国土交通省）

第2表
無線規格
周波数帯域
無線出力電力

第7図

設計思想および新製品は、１秒周期のデータ更新（4）、

評価実験に用いた無線仕様

低いエラー率、スタートポロジーを用いた低消費電力

ISA100.11a（IEEE802.15.4）準拠

で小さい伝送遅延／ジッタなど、高い性能／信頼性は

最大11.6dBm（固定）

制御に適した特徴を持つといえる。

自社無線製品の通信距離比較

第8図

本実験で、ISA100.11a準拠の自社新製品は600 mま

Wi-Fi spectrumとblack-list

第3表

パケットエラーレートの測定結果

でほとんどパケットエラーが発生せず、自社比で約

ISA100.11a準拠の新製品

5.5％

３倍の通信距離があることを示した。この結果は、

自社旧製品

31％
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（4）横河技報“フィールド機器・プロセス分析計 特集”Vol.53 No.2
（2010）
“世界初ISA100.11a準拠 無線フィールド機器”

当社は、制御と計測と情報をテーマにより豊かな
人間社会の実現に貢献するという企業理念のもと、
お客様にとっての理想のプラント操業を実現する
“VigilantPlant～理想の工場”をビジョンとして掲げ

• 本文で使用されている会社名、商品名は、各社の登録商標または商
標です。
（本文中および図中では、TM、®マークは表記しておりま
せん。）

ている。既存の制御機器やフィールド機器のビジネス
と同様に、無線機器と無線ソリューションについても
“VigilantPlant”ビジョンに基づくお客様の操業の全体
最適の更なる実現を目指す。
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