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《特集：最新のワイヤレス計測の技術動向①》

ISA100.11a 規格概説と WCIの取り組み

＜工業用ワイヤレスセンサネットワーク規格ISA100.11aの技術的特長と、
ISA100 Wireless Compliance Institute（WCI）による認証サービスの紹介＞
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はじめに

競争力の維持向上の要求に応える可能性を秘め

石油や化学プラントなどのプロセスオートメ

た技術である。通信媒体として電波を使ったワ

ーション産業で使用する工業用ワイヤレスセン

イヤレスシステムは、プラント内の有線ケーブ

サネットワークの導入が進んでいる。ワイヤレ

ルの物理的な配線制限から解放される。更に配

スの技術は配線工事コストの低減にとどまら

線に関わる様々なコストを低減することができ

ず、これまで測定や監視ができなかった対象の

る。こうした現場作業のコスト優位性、柔軟性、

測定が可能となり、工場の安全・安定操業、地

簡単設置などの特性は、競争力向上の観点から

球環境保全、運転効率改善などに大きく貢献す

重要な要素でありワイヤレス技術の導入の背景

ることが期待されている。本稿では、プロセス

となっている。“なぜワイヤレスか ?”をまと

オートメーション向け工業用ワイヤレスセンサネ

めると、

ットワーク規格である ISA100.11aの技術的特
長と、同規格適合製品によるマルチベンダネッ

① 従来のケーブル配線に比べて敷設コスト
や保守コストが安い

トワーク環境を実現するためのISA100 Wireless

② 保守交換や更新が容易

Compliance Institute（WCI）の認証サービスに

③ ケーブル類のコネクタ故障の削減

ついて紹介する。

④ 物理的移動範囲が大きく、ケーブル配線
制限から解放される

1．工業用ワイヤレス技術の市場要求
プロセスオートメーション産業においては、

⑤ 迅速なコミッショニング作業の実現
などが挙げられる。

国際競争力の維持向上のために少人化操業の

またワイヤレスシステムが広く産業界に利用

下、生産効率向上や品質向上の継続的な取り組

されることで、これまでにない新しい応用の発

みがなされている。そしてプラントマネージャ

見やその利活用が期待できる。低コスト、高性

は、投資コストを最小化して運転、保全コスト

能、簡単設置のワイヤレスデバイスは、エンド

を低減するための信頼性、稼働率、保守性を備

ユーザにとって、これまでのセンサやアクチュ

えたソリューションを模索している。つまり、

エータなどのフィールド機器や制御システムの

プロセスオートメーション分野においては生産

考えを一転させる可能性を秘めている。こうし

効率や安全性向上のための新たな監視点の追加

た背景と期待の中、工業用ワイヤレスセンサネ

を最小限のコストで実現し、長期にわたる安

ットワークの国際標準化の活動が始まった。

心・安全操業の実現が望まれている。近年注目
を集めているワイヤレスセンサネットワークは

2．ISA100 委員会

こうした産業界に革新をもたらし、上述の国際

ISA100委員会は、ISA（The International So計測技術

A2012-04book.indb 7

2012. 4. 7

12/03/08 10:38

ISA100.11a規格概説とWCIの取り組み…⑵

ciety of Automation）の標準化活動委員会の一
つとして2005年に設立された。本委員会では
オートメーション分野における現場環境にワイ
ヤレスシステムを導入するための標準化規格や
関連技術のガイドラインなどを策定する活動を
行っている。エンドユーザ企業、ワイヤレス技
術プロバイダ、システムベンダ、サプライヤ、
インテグレータ、研究者、コンサルタント、行
政機関やコンソーシアムなどの250を超える企

第1図 エンドユーザの要求事項

業・団体が ISA100委員会の活動メンバーとし
て登録されている。また、オートメーション分
野だけでなく、ネットワークやワイヤレスなど

エネルギー省により実施されたワイヤレス・セ

の幅広い技術分野の世界中のエキスパートが

ンシングに関する「ユーザの声」の調査結果を

ISA100委員会に参加している。市場セグメン

集約したものである。これらの要件は2006年

ト毎のユーザ要求に応えるべく、工場のあらゆ

に ISA100委員会にインプットされた。第1図に

るシーンに適用する様々なワイヤレス技術を

おいていくつかの要求事項は相反関係にあるも

ISA100ファミリー規格として統一的に扱って

のもあるが、同一ワイヤレスネットワークでこ

おり、小委員会やワーキング・グループ（WG）

れら全ての要件をバランスよく同時に満足する

に分かれて標準化の審議が進められている。

ことが工場やプラントにワイヤレスネットワー
クを導入するための重要な課題となる。これら

3．ISA100.11a規格

の課題に対し、各技術領域のエキスパートが協

ISA100委員会は ISA100ファミリー規格の最

力して ISA100.11a 規格が開発された。

初のプロジェクトとして、“ISA100.11a：プロ

3−2

ISA100.11aの特長

セスオートメーション及び関連アプリケーショ

ISA100.11a 規格のシステムアーキテクチャを

ン向けの工業用ワイヤレスシステムの通信規

第2図に示す。第2図に示したワイヤレスネット

格”の標準化開発を行った。同規格は、2009年

ワークを構成する各機能を第1表に示す。ISA

に ISA 標準化委員会の承認を得て ISA100.11a-

100.11a 規格は「ユーザの声」の要件を同時に

2009として初版が発行された。その後、2011年

満足するための様々なブレークスルー技術（第

に改訂版ISA100.11a-2011が承認され、同年12月

2表）を備えた将来にわたりユーザが安心して

に ANSI（米国規格協会）の承認を得て米国国

利用できる工業用ワイヤレスネットワークの標

家規格となった。現在、同規格は IECに NP 提
案され IEC 62734として IEC 国際標準化のプロ
ジェクトが進行中である。
3−1

ワ
 イヤレスセンサネットワークの
技術要件

一般家庭やオフィスに導入されている汎用ワ
イヤレスシステムと異なり、工業用ワイヤレス
ネットワークはミッションクリティカルな工場
やプラントで使用するために多くの技術的な課
題を解決する必要がある。第1図は ARCと米国
8

計測技術
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第1表

ISA100.11aのシステム構成
機能名称

各機能の役割

I/O デバイス

データの入力／出力を扱う。（フィールドのセンサやアクチュエータ等）

ルータ

同一ワイヤレスネットワーク内の他のワイヤレスデバイスのメッセージを中継する。

バックボーン・ルータ

ワイヤレスネットワークとバックボーンネットワークに接続されているゲートウェイにデータ
を中継する。

システム・マネージャ

ネットワークの中枢。ネットワーク内の全てのデバイスに対してデータ収集の周期や優先度な
どの情報をもとにネットワークのポリシーコントロールするための設定を各デバイスに対して
行う。各デバイスに対し、Channel ホッピングのシーケンスやメッシュネットワークの経路情
報を与える。

セキュリティ・マネージャ

ネットワーク内に存在する全てのデバイスに対してセキュアな動作維持のための管理、制御、
権限付与を行う。

ゲートウェイ

第2表
No.

ワイヤレスネットワークとプラントネットワークの間のアプリケーションのインターフェース
（プロトコル変換）を提供する。

ISA100.11a 規格のブレークスルー技術
ユーザー要求

ISA100.11a 規格のブレークスルー技術

ユーザーメリット

1

セキュリティ

2

無線通信の信頼性 ◦DSSS（スペクトラム拡散によるノイズ干渉低減）
◦工場環境での高い信頼性と堅牢性
◦Channel ホッピング：電磁干渉を回避
◦Wi-Fiなどの他のワイヤレスシステ
◦メッシュネットワーク：通信経路の冗長化
ムとの共存性
◦Channel black listing：他のワイヤレスシステムとの共存性
管理
◦CCA（Clear Channel Assessment）
：衝突回避

3

電力管理

◦システムマネージャによるデバイスのバッテリ寿命管理
◦Non-routing device：中継機能無しの低消費電力デバイス

4

オープン

◦IPv6アドレッシング、UDP、6LoWPAN コンパチブル
◦IP ネットワークとの統合・連携
◦ISA100 WCIの規格適合認証スキーム（相互運用性の実現） ◦マルチベンダ：供給安定性

5

マルチスピード

◦Multi Super frame：データ更新スピードの柔軟な組合せが ◦低速から高速更新周期まで対応
可能

6

多機能

◦TDMA モード：時間確定応答型のリアルタイム通信
◦CSMA モード：大量データ伝送用の効率的な通信
◦TDMA/CSMA ハイブリッド

7

拡張性

◦バックボーンルータ（アクセスポイントの柔軟な拡張設置） ◦地理的ネットワークの拡張性
◦IPv6アドレス（6LowPAN）
：デバイスの広大なアドレス空間 ◦デバイス台数の将来的な拡張性

8
9

グローバル
QoS
（通信品質管理）

◦AES128 bit 暗号化技術/PKI：公開鍵暗号化（オプション） ◦強力なセキュリティ対策技術によ
◦End to End セッションセキュリティ（改ざん検知）
る安心・安全なワイヤレスネット
◦タイムスタンプ（リプレイ攻撃防止）
ワーク

◦IEEE 802.15.4、2.4 GHz：ISM バンド

◦バッテリ寿命管理による保守性
◦長寿命低価格センサ

◦様々なアプリケーションに対応
◦プロセスデータ、振動波形、診断情
報、ファームウェアダウンロード等

◦世界中でライセンス不要で利用可

◦システムマネージャとデバイス間のコントラクトによる QoS ◦ネットワークの通信品質管理
管理

10

マルチプロトコル ◦ISA100.11a Native プロトコル /Object Mapping/Tunneling ◦既設DCS システムとの接続性
◦既存レガシープロトコルのサポート（トンネリング）
◦柔軟なホストシステムとの接続性

11

コントロール対応 ◦1 秒更新（バックボーンルータとデバイスのスタートポロジ
構成）
◦Pea r to Pear 通信：Control in the Field
◦Publish & Subscribe プロトコルサポート

準化技術となっている。ISA100.11a 規格の主
な技術的特長は、

◦モニタリングからコントロールま
での幅広いアプリケーションをカ
バー

② 将来性のある IPv6技術による優れたネ
ットワーク拡張性を備えたアーキテクチャ

① 生産現場で安心して利用できる高い信頼

③ 既設の制御システムのプロトコルとの統

性とセキュリティ機能を備えたワイヤレス

合が可能な柔軟性のあるアプリケーション

伝送方式

を備えており、プロセスモニタリングから制御
計測技術
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までの幅広いアプリケーションに適用すること
が可能である。
⑴

高い信頼性とセキュリティ機能を備えた
メッシュネットワーク

ワイヤレス通信の物理層は、近距離無線通信
規格の IEEE 802.15.4：2006に準拠しており、世
界中で免許不要で利用可能な2.4 GHzの周波数
帯を使用している。同規格では IEEE 802.15.4で

第3図 ISA100.11a IP バークボーンアーキテクチャ

定義している2.4 GHz 帯の16の通信チャネルを
毎回切り替えて通信するチャネル・ホッピング

築できる。バックボーンネットワークは IP メ

のメカニズムを採用しており、単一チャネルで

ッセージが伝送可能な Ethernetや Wi-Fiなどの

通信を行なうワイヤレス通信方式と比較して、

通信媒体を利用することができることから、工

他のワイヤレスシステムとの電波干渉や、プラ

場の環境条件やアプリケーションに応じて最適

ント内の構造物による電波の反射の結果生じる

な通信媒体を選択することができる。このよう

マルチパス干渉の影響を低減でき、信頼性の高

な IP ネットワークとの親和性も ISA100.11aの

いワイヤレス通信を実現している。また Wi-Fi

重要な特長である。

など他のワイヤレスシステムとの共存を図るた
めに、使用チャネルを分離するブラックチャネ

⑶

既存有線計装システムとの統合を
容易にするアプリケーション層

ルリストも信頼性向上のための有効な手段であ

アプリケーション層はオブジェクト指向によ

る。更に、ワイヤレス通信における情報セキュ

るプロセスオートメーション用の基本的な機能

リティの観点から、強力な暗号化メカニズムを

ブロックを備えている。FOUNDATION フィ

備 え て い る。ISA100.11a 規 格 で は AES 128に

ールドバスと同様にアナログ入力、バイナリ入

よるブロック暗号化技術により、ワイヤレス通

力などをサポートしている。更に、大きなデー

信の秘匿性を高めるとともに、各メッセージに

タサイズを扱えるバルク転送モードもサポート

タイムスタンプを付加して再送攻撃（リプレイア

しており、フィールド機器のファームウェア更

タック）を排除する機能なども備えている。

新や、振動波形のような大量データを効率的に

⑵

優れた拡張性を備えた

伝送する機能も備えている。また、HARTの

バックボーンアーキテクチャ

ような広く普及しているコマンド／レスポンス

ワイヤレスネットワークを容易に柔軟に拡張

タイプのプロトコルについても、トンネリング

できる仕組みとして、ISA100.11a 規格ではワ

技術により HART コマンドを ISA100.11aのデ

イヤレスメッシュネットワークとゲートウェイ

ータパケットにカプセル化して伝送することが

を接続するための IP ベースのバックボーンネ

できる。同じ手法によりその他の既設ホストシ

ットワークを定義している（第3図）
。IP バッ

ステムとの接続も柔軟にできる仕組みを持って

クボーンは IPv6の広大なアドレス空間を持っ

いる。

ているため、将来的なデバイス増設に対しても
地理的に離れた場所にワイヤレスデバイスを分

4．ISA100 Wireless Compliance
Institute（WCI）

散配置する場合にもバックボーンルータ毎にサ

エンドユーザにとってワイヤレスシステム導

ブネットワークを形成することでプラントワイ

入時の重要な要件の1つがオープン性である。

ドな柔軟性の高いワイヤレスネットワークを構

異なるサプライヤからの機器の入手性と、同一

十分対応可能な拡張性がある。また、工場内の

10

計測技術
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ネットワーク内での相互運用性が求められる。

証テスト受験の時間、コストのリスクを最小化

数十年に及ぶプラントライフサイクルにおいて

している。国内外のオートメーション関連ベン

安定したプラント操業を実現するためには保守

ダから認証済の ISA100.11a 規格適合製品が既

性を考慮し、複数ベンダやサプライヤからの安

に市場に提供されている。更に WCIは、2010

定した機器の入手や交換の容易さ、そしてライ

年12月に ISA100.11a 規格対応の製品と、異な

ンナップの充実が重要なファクターとなる。

るホストステムの組み合わせによる相互運用性

ISAの下部組織の非営利法人ASCI
（Automation

検証を実施し成功裡に終了した。その結果、

Standard Compliance Institute）は、ISA100.11a

ISA100.11a デバイス間の相互運用性だけでな

規格対応製品のマルチベンダ環境を提供するた

く、異なるベンダのホストシステムとの組合せ

めの規格適合認証サービス及び商業的普及活動

においても相互運用性のあるワイヤレスシステ

を行うための産業コンソーシアムとしてISA100

ムが構築できることが確認された。WCIはデ

Wireless Compliance Institute（WCI）を設立

バイスの認証サービスのみでなく、こうしたホ

した。ISA100 WCI（以降WCIと呼ぶ）はワイ

ストシステムやツールも含めた相互運用性検証

ヤレス技術の実装や導入のための時間、コス

を実施していくことで、ISA100.11a ワイヤレス

ト、リスクを低減することを使命として、エン

ネットワークのマルチベンダ環境の拡大を支援

ドユーザやベンダ、サプライヤを支援するため

している。WCIは様々な現場ニーズの要求に

の技術ノウハウやツールの提供、教育、規格適

応えるべく、
「ベスト・イン・クラス」のワイヤ

合認証サービスなどの活動を行っている。WCI

レスデバイスを柔軟にユーザが選定できる、優

は2010年7月に ISA100.11a 規格製品の認証サー

れた相互運用性のある工業用ワイヤレスネット

ビスを開始した。第4図に WCI 認証プロセスを

ワークを提供することを使命としており、ISA

示す。WCIではベンダ向けに認証用テストキ

100.11a 規格の市場普及に向けた重要な活動と

ットを提供しており、各ベンダやサプライヤが

考えている。現在、ISA100.11aを支持する国内

認証テストを受験する際、事前に自社内で規格

外のプロセスオートメーション関連サプライヤ

適合性の検証やデバッグができるようにして認

が WCIに続々と加入しており、ISA100.11a 規格

第4図

ISA100 WCI 認証プロセス

計測技術
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適合認証の準備を進めている。

5．ISA100 WCI
日本支部の取り組み
WCIでは、これまでに ISA100.11a 規格概説の
セミナーや、ISA100.11a 規格適合製品の開発に
必要な技術や知識を習得していただくための
ISA100.11a 技術実装セミナーを開催してきた。
WCI 日本支部においても国内ユーザやサプラ

第5図 計測展2011 TOKYO ISA100 WCI 展示デバイス

イヤに向けて有用な情報提供を行い商業的普及
に努めている。現在、日本語の Web ページも

全、安心安全運転を実現するための革新的な技

開設しており関連情報の発信や ISA100関連の

術として、今後も工場やプラント現場への導入

問合せも受け付けているので是非訪問いただき

が進むことが見込まれる。現在、国内外のオー

たい（http://www.isa100wci.org）
。また WCI日

トメーションベンダやサプライヤにより関連製

本支部は、2011年11月に開催された計測展2011

品の市場投入の準備が進められており、WCIで

TOKYOにてこれまでで最大規模の ISA100.11a

はマルチベンダ環境のための認証サービスと関

対応デバイスを出展し、マルチベンダによる相

連した技術支援を継続して提供していく。WCI

互運用性の実演展示を行い大きな反響を得た

日本支部においても国内のユーザやサプライヤ

（第5図）
。更に同会場にて ISA 日本支部と共同

を対象に、最新関連情報の発信や各種技術セミ

でプレスカンファレンスを催し、国内大手化学会

ナーの開催及び、技術支援活動を行い ISA100.

社のプラント現場で実施した ISA100.11a 機器に

11a ワイヤレスネットワークの普及推進に努め

よるフィールドテストの成果報告を行った。フ

ていく。

ィールドテストでは、WCIメンバー企業である、
Nivis 社、㈱山武、横河電機㈱の ISA100.11a 機
器が使用され、実際のプラント現場環境でのワ
イヤレス通信の伝搬距離や障害物への影響、異
なるベンダのデバイス間の相互運用性、プラン
ト内に設置されている機器への電磁干渉の影響
などについて調査を実施した。全てのテストに
おいて良好な結果が得られ、ISA100.11a 機器
の現場導入に際して有益な情報を提供すること
ができた。
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おわりに

【筆者紹介】

ユーザ視点で開発された ISA100.11aは、信
頼性、堅牢性、拡張性、将来への発展性などを
兼ね備えており、幅広いアプリケーションに適
用可能な工業用ワイヤレスネットワーク規格と
して注目を集めている。そして、プラント操業
における国際競争力維持向上、地球環境の保
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