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横河電機は，プラント現場に設置されたインテリジェントなフィールド機器と上位システムとをデジタル通信

で繋ぎ，情報技術を活用することで計装およびプラント操業の変革を行う「フィールドデジタル・ソリューション」

を提唱している。当社は，今日注目を集めているフィールド無線をフィールドデジタル・ソリューションの新し

いパラダイムと捉え，インダストリアルオートメーション用無線通信規格 ISA100.11a の標準化活動に設立当初

から参画し，同規格に適合した製品展開を進めている。本稿では，フィールド無線のコア技術となる ISA100.11a

規格の技術的特長を紹介する。そして無線技術と既存のデジタル有線計装，IT 技術を連携させて新しい付加価値

ソリューションを創造するフィールドデジタル技術によるイノベーションについて述べる。

Yokogawa advocates a field digital solution that improves productivity and reduces the total 
cost of ownership (TCO) in customer plants by maximizing the availability of their equipment 
and facilities. “Field wireless” is a new approach to field digital solutions. Yokogawa has been 
actively involved in standardization from the beginning and now offers ISA100.11a-based 
industrial wireless products. This paper introduces the ISA100.11a standard, a core technology 
of our field wireless solution, and then describes the features of the field digital innovation that 
provide new value-added solutions that make wireless technologies work together with existing 
wired instrumentation and IT technologies.

1. はじめに

横河電機は FOUNDATIONTM フィールドバスや FDT/DTM 
(Field Device Tool/Device Type Manager) に代表されるフ
ィールドデジタル技術の先駆者としてプロセスオートメ
ーション産業をリードしている。そして，次の進化のス
テップとなる工業用無線センサネットワークの技術領域
においても，標準化活動に早期から参画し産業界へ貢献
するとともに，関連商品の開発およびソリューション提
供を展開している。当社は 2010 年にインダストリアル
オートメーション用無線通信規格 ISA100.11a に適合し
た無線フィールド機器を世界で最初に製品化した (1)。更
に，2012 年 7 月には大規模プラント対応の ISA100.11a
規格適合製品の販売を開始した。横河電機が目指す，理
想のプラント操業 “VigilantPlant” を実現するための重要
な要素となるフィールド機器のインテリジェント化と，
それによって提供可能となるフィールドデジタル・ソリ
ューションに新たに無線ソリューションが加わった。本
稿では，フィールド無線を支える ISA100.11a 規格の技
術および，その機能と既存のデジタル有線計装，IT 技術

との統合・連携によって新しい付加価値を創造するフィ
ールドデジタル・イノベーションについて述べる。

2. プロセス産業を取り巻く環境と無線技術への期待

近年，世界経済の景気低迷にともない，プロセスオー
トメーション産業においても国際競争が激化しており，
プラントの操業形態にも変化が起こっている。市場の多
様な要求に迅速に応えるための品質，納期，コストの改善，
そして顧客満足向上のための商品戦略が求められている。
更には地球温暖化対策のための CO2 排出量の削減や運転
効率向上によるエネルギーの削減，また近隣住民の安全
を確保するための安全操業の維持と各種規制やコンプラ
イアンスへの対応が求められている。こうしたお客様の
おかれた事業環境において，我々オートメーションサプ
ライヤは，お客様の投資コストを最小化して国際競争力，
地球環境保全，安心安全操業を実現するためのソリュー
ション提供の使命を帯びている。近年注目を集めている
フィールド無線はこうした産業界に革新をもたらす技術
として期待されている。

2.1 フィールド無線の導入メリット
現場のフィールド機器から発信されるプロセスデータ

や診断データを電波で伝送するフィールド無線は，従来
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の有線計装の配線工事に関わる様々なコストおよび，危
険作業を劇的に低減することができる。また，配線工事
が不要なことで多くの制約から解き放たれ，設置の自由
度を上げ，監視点数の増設を容易に行うことができる。
図 1 に無線の特徴と期待される効果を示す。

図 1 無線の特徴と期待される効果

2.2 ライフサイクルコスト削減への適用
無線の特性は配線が不要であることから，移動体への

設置，一時的な設置，監視点の容易な変更，増設／撤去
の自由度向上など従来の有線計装では不可能であった新
しいアプリケーションへの応用も考えられる。無線技術は，
これまで解決できなかった現場の様々な課題を解決でき
る可能性を持っている。プラントのライフサイクルの視点
から捉えると，フィールド無線の技術を活かすことで図 2
のようなお客様への価値を提供することができる。

図 2 無線によるライフサイクルコストの削減

3. フィールド無線の標準化動向

図 3 にフィールド無線技術に関連する各種標準化活動
の概観を示す。通信プロトコルから無線電波の共存管理，
無線フィールド機器の電源インターフェース仕様など，
その活動は多岐に亘っている。これらの標準化活動は現
在も進行中であり，横河電機は各種の標準化委員会に積
極的に参画し工業用無線技術の産業界への普及に貢献し
ている。プロセスオートメーション産業への無線技術の
導入はその有用性を認識しつつも，これまで通信の信頼
性やセキュリティ，相互運用性などの懸念のため導入に

踏み切るユーザは少なかった。こうした状況の中，市場
の要求に応えるべく工業用無線技術の課題を解決するた
めの標準化活動が 2005 年頃から始まった。

図 3 工業用無線の標準化の活動領域

3.1 ISA100 委員会の取り組み
標準化活動の中でも ISA100 委員会は工業環境に適用

する各種無線技術を横断的に扱った標準化組織である (2)。
ISA100 委 員 会 は ISA (The International Society 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
ける現場環境に無線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，無線技術プロバイダ，シス
テムベンダ，フィールド機器ベンダ，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。オートメーション分野だ
けでなく，ネットワークや無線チップベンダーなどの幅
広い技術領域の世界中のエキスパートが ISA100 委員会
に参加している。市場セグメント毎のユーザ要求に応え
るべく，プラントのあらゆるシーンに適用する様々な無
線技術を ISA100 ファミリー規格として統一的に扱って
おり，小委員会やワーキング・グループ (WG) に分かれ
て標準化技術の審議が進められている。

3.2 ISA100.11a 規格の標準化活動
ISA100 委員会は ISA100 ファミリー規格の最初のプロ

ジェクトとして，“ISA100.11a：プロセスオートメーショ
ンおよび関連アプリケーション向けの工業用無線システ
ムの通信規格 ” の標準化開発を行った。同規格は，2009
年に ISA 標準化委員会の承認を得て ISA100.11a-2009
として初版が発行された。その後，2011 年に改訂版
ISA100.11a-2011(3) が承認され，同年 12 月に ANSI ( 米
国規格協会 ) の承認を得て米国国家規格となった。現
在，同規格は IEC（国際電気標準会議）に NP 提案（New 
work item Proposal）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。
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3.3 ISA100.11a 規格の技術的特長
ISA100.11a は，オートメーション分野のユーザの

要求事項をもとに開発された工業用無線規格である。
ISA100.11a 規格の技術的特長を３つ挙げると，以下の様
になる。
1) ISA100.11a は監視から制御まで幅広い応用範囲に適

用可能なネットワーク規格である。高い信頼性と時間
確定型の通信，高いセキュリティ技術を備えている。

2) 異なるベンダ間の機器の相互運用性を確保したオー
プ ン な 無 線 メ ッ シ ュ ネ ッ ト ワ ー ク（2.4 GHz/IEEE 
802.15.4）と，IPv6 ベースのバックボーンルーティ
ングにより優れたネットワーク拡張性を有している。

3) 柔軟性と拡張性を兼ね備えたオブジェクト指向のアプ
リケーション層はユーザ要件を満足するための様々な
ユースケースに対応可能である。トンネリングプロト
コルによる既存プロトコルのサポート，ISA100.11a
ネイティブモードによるアナログ入力，バイナリ入力
の機能ブロックもサポートしている。 
ISA100.11a は将来を見据えて開発された工業用無線規

格であり，当社の提唱するフィールドデジタル・ソリュ
ーションのビジョンを具現化する重要な技術要素となる。

4. 無線技術とデジタル技術の連携

ここでデジタル技術について考えてみる。電話が発明
されて以来，長い間有線電話が利用されてきた。そして，
近年携帯電話が有線電話に置き換わり急速に普及してい
る。もし，音声信号の伝送方式がアナログの有線伝送か
ら無線に置き換わっただけであれば，今日の我々の劇的
な生活の変化はありえなかったはずである。スマートフ
ォンで得られる，多種多様の情報サービス，例えば，ネ
ット検索，メール，オンラインショッピングなどのデジ
タル技術のおかげで我々は快適な生活を手にすることが
できるようになった。計装の技術進化においても 4-20 
mA の有線アナログ計装から FOUNDATIONTM フィールドバ
スに代表されるフルデジタル計装へと進化し，フィール
ド機器は，プロセスデータの伝送だけでなく，高精度デ
ータや機器の自己診断情報の伝送といった自律的機能を
獲得した。無線計装においてもデジタル技術により，従
来の有線計装に加えて更に多くの価値あるソリューショ
ンを提供することが可能となる。例えば，リモート監視，
マルチメディアによる監視，一桁多い数の現場センサに
よる点から面での測定で監視精度の高度化などが考えら
れる。ここで重要な点は，フィールド機器がインテリジ
ェントな機能をもつことである。

4.1 無線技術とデジタル技術
無線技術とデジタル技術の連携とは，図 4 のような単

なる通信媒体としての有線から無線への置き換えではな
く，図 5 に示す通り，フィールドから得られた情報をデ

ジタル技術で新しい付加価値が付くように加工してお客
様に提供することである。すなわち，フィールド無線の
技術が全ての有線計装に置き換わる事ではなく，お客様
の求める信頼性やコスト要求に対してフィールド無線技
術を既存の有線デジタル計装や IT 技術と組み合わせて最
適なソリューションを提供することが重要となる。

図 4 アナログ信号伝送による無線計装

図 5 無線とデジタル技術による新しいソリューション

4.2 ３つのソリューションの連携と ISA100.11a
フィールドデジタル・ソリューションの目指すものは，

有線計装，無線計装そして IT 技術の３つの技術を連携・
統合することである。そして，これまでにない高付加価
値ソリューションをお客様に提供することであり，これ
をフィールドデジタル・イノベーションと本稿では定義
する。ISA100.11a は以下の３つのソリューションの連携・
統合を実現するための高信頼性とオープン性，柔軟なネ
ットワーク拡張性の技術を備えている（図 6）。
1) マルチベンダ環境での相互運用性の確立
2) 既設有線計装システムと無線計装との統合
3) フィールド機器と最新 IT 技術との連携

図 6 ３つのソリューションを支える ISA100.11a 技術
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5. フィールドデジタル・イノベーションへの取組み

横河電機は，2012 年 7 月に ISA100.11a 規格に適合
した大規模・高信頼なプラントワイドフィールド無線製
品の販売を開始した。本製品は上述のフィールドデジタ
ル・イノベーションを具現化するための最新のプラット
フォームとなる。本製品の技術的詳細については本特集
号の別の論文を参照されたい。ここでは，フィールド無
線システムの構成要素を無線フィールド機器，無線ネッ
トワーク，制御／監視，ソリューションの４層に分類し，
フィールドデジタル・イノベーションの実現に重要とな
る各層の技術要件と関連技術をまとめたものを図 7 に示
す。ここで，フィールド機器層と無線ネットワーク層は
主に ISA100.11a の技術が司る部分となる。

図 7 フィールド無線システムの技術要件と関連技術

この下位２層のロバストで高い信頼性，柔軟性，拡張
性があってこそ，その上位に位置づけられる，制御／監
視層やソリューション層においてお客様の幅広い要求に
応える付加価値の提供が可能となる。制御／監視層にお
ける取組として，横河電機は 2006 年に無線ネットワーク
システムに対応したパケット欠損補償型の PID 制御アル
ゴリズムの研究成果を上げている (4)（図 8）。これは無線
通信にパケット欠損が生じた場合でも安定した制御を実
現する技術であり，より幅広いアプリケーションに無線
技術を適用することが可能となる。現時点では製品への

図 8 フィールド無線関連技術の研究開発成果

実装には至っていないが，フィールド無線による制御に
必要な技術醸成にも早期から取り組んでいる。ソリュー
ション層においては現在，研究開発部門で取り組んでい
る，拡張現実（Augmented Reality）の技術を紹介する

（図 8）。これは IT 技術とフィールド無線との連携で現場
作業を革新させる新しい付加価値をお客様に提供できる
技術である。例えば，無線ネットワークの接続状態や，
現場フィールド機器の設定手順を示す SOP (Standard 
Operation Procedure) の表示による現場作業支援や安全
管理などのソリューション提供が可能になる。

6. おわりに

フィールド無線は，プラント操業における国際競争力，
地球環境保全，安心・安全を支援するために，これまで
の有線計装では解決不可能であった課題を解決する新し
いソリューションをお客様に提供できる技術として期待
されている。横河電機は，フィールドデジタル・ソリュ
ーションのビジョンの下，ユーザ視点で標準化された
ISA100.11a 規格を採用し，信頼性，オープン性，そして
柔軟な拡張性を兼ね備えたフィールド無線の技術・製品
開発を行っている。フィールド無線は単なる有線配線の
置き換えにとどまることなく，フィールドで収集したデ
ータに高い付加価値を与えるような情報の抽象化，可視
化，判断支援などのソリューションを提供していくプラ
ットフォームとなる。そしてその先に，有線計装システ
ムと IT 技術と連携・統合した，「フィールドデジタル・
イノベーション」を展開し，更なるお客様の課題解決を
追求していく。ソリューションのアイディアの源泉は常
に現場にあり，我々が想像もしていない無線ならではの
有用なアプリケーションが眠っている可能性がある。横
河電機はソシューションカンパニーとして，「現場は宝の
山」と見てお客様の話にアンテナの感度を上げて耳を傾
け，今後も現場の課題解決に取り組んでいく。
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 - 機能ブロック
 - リモートアンテナ
 - バッテリパック
 - 低消費力・バッテリ寿命診断

全二重化 (Duocast, Gateway)
- スケジュール通信
- 通信経路の冗長化
- サブネットワークの拡張 (BBR)
- WCI による認証制度

- パケット損失補償型
  ＰＩＤ制御アルゴリズム
- アドバンスド制御

- 信頼性
- ロバスト性
- 健全性
- 柔軟性

- インテリジェント化
- 機器の設置の自由度
- バッテリ保守容易性
- バッテリ長寿命化

- 信頼性・堅牢性
- 時間確定型応答
- 実時間性
- 柔軟・拡張性
- 相互運用性

 

- 拡張現実
- シナリオベースオペレーション
- 最適制御
- シュミレーション

- 自動化
- ナビゲーション
- 運転効率改善
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フル デジタル
無線デバイス

要件事項
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無線デバイス

 - 機能ブロック
 - リモートアンテナ
 - バッテリパック
 - 低消費力・バッテリ寿命診断

全二重化 (Duocast, Gateway)
- スケジュール通信
- 通信経路の冗長化
- サブネットワークの拡張 (BBR)
- WCI による認証制度
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- 拡張現実
- シナリオベースオペレーション
- 最適制御
- シュミレーション

- パケット損失補償型
   PID 制御アルゴリズム
- アドバンスド制御
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運転、保守向けの拡張現実（augmented reality: AR)

パケット損失補償型制御アルゴリズム
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