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当社は工業用無線の複数の技術と規格を比較検討してきた。その中で無線物理層の信頼性が無線システム全

体の安定性を実現するための基本であるということを認識し，それを設計ポリシーとしてきた。当社はこれを 

“Reliable Radio”（高信頼無線）という技術コンセプトとして掲げ，その効果を実験室やフィールドで評価確認

してきた。本稿ではその技術的背景と評価結果を報告する。

As a result of the long-term evaluation of many industrial field wireless technologies and 
standards, Yokogawa has concluded that the reliability of the wireless physical layer is crucial 
to achieving stability of the whole wireless system, and holds this conclusion as a design policy. 
Yokogawa calls this “Reliable Radio” and has evaluated its effects in laboratories and in the field. 
This paper presents the technological background behind it and the evaluation results. 

1. はじめに

工業用の監視と制御への無線の導入は，その配線コス
トやメンテナンスコストの削減，および従来は工事の困
難さからあきらめざるを得なかった場所の監視，回転す
る場所や頻繁に変更する場所の監視など，有線では不可
能であった領域にもその可能性を広げる。

またプラント現場における統合デジタルネットワーク
を実現するひとつの手段としての位置づけもあり，工場
の安全・安定操業，地球環境改善，運転効率改善などに
貢献することが期待されている。

一方で無線の普及にはその信頼性や安定性への不安を
取り除くことが重要で，特に監視だけではなく，制御に
まで適応範囲を広げようとしたときに，その信頼性や安
定性への要求はより厳しいものになる。

当社は無線通信システムの安定性の確保において，そ
の無線物理層の信頼性確保に最大限の努力を払うことが
最も基本であると考えている。これを “Reliable Radio” 

（高信頼無線）という技術コンセプトとして掲げ，その実
現を最優先に商品開発に取り組んできた。

そして工業用無線の複数の技術と規格を比較検討す
る中で，この “Reliable Radio” の技術コンセプトを実現

できる無線技術を選択し，それに最も適した規格とし
て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 を採用した。

そして世界に先駆けて ISA100.11a 規格に適合したフ
ィールド無線製品を世の中に送り出している。　

2. 工業用無線の技術的課題

2.1 無線物理層の信頼性
無線通信では空間に放射した電磁波を利用するために

有線通信にはない特別な課題を有する。
その中で特に無線通信の信頼性に直接関連する課題と

して次の３つが挙げられる。
1) 距離の２乗に比例した信号強度の減衰
2) 送信電磁波の反射による干渉（マルチパス）
3) 他の無線通信や電磁波ノイズによる妨害

これらは，無線通信の物理層に関わる課題であるが，
図 1 に示すように，一般にレイヤ構成をとる通信システム
において下位レイヤの安定性がシステム全体の安定性を
担保するためのベースとなる。これはプロセスオートメシ
ョン分野の通信で長年の経験と知識をもつ当社の設計ポ
リシーでもある。よって，無線物理層の不安定さや不確定
さを可能な限り排除したうえで，その上位レイヤがさらに
信頼性を補強するようなアーキテクチャを目指している。
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図 1 フィールド無線ネットワークレイヤーイメージ

2.2 受信性能の重要性
送信パワーが法的な規制を受けるなかで，無線通信の

物理層の信頼性を確保するためには，受信機の性能が特
に重要となる。これは当社が世界の 100 以上のお客様で
サイトサーベイを実施し，開発エンジニアが直接参加し
て蓄積していった現場経験にも裏付けされている。

送信機から送信された信号は距離とともに減衰し，さ
らに自然界のノイズ，自分自身の反射信号，他の無線シ
ステムの信号など（これらを「妨害波」と称す）に埋も
れた状態で受信点に到達する。その中から自分の通信に
必要な信号（これを「希望波」と称す）を分離し識別す
るのが受信機の役割であり，その能力が通信の信頼性に
大きく影響する。

受信機の性能が具体的には後述するように長距離の通
信を可能にし，金属タンクやパイプが乱立するプラント
現場（以下パイプジャングル）での反射に強く，さらに
は他の無線システムからの妨害にも強い高信頼なフィー
ルド無線通信を実現するための技術的なベースとなる。

 なお，工業用無線システムの規格は現在複数のものが
存在するが，ISA100.11a を含む多くがその無線物理層に
関しては IEEE802.15.4 を採用している。このため，そ
の無線性能は同一のものと誤解されることがあるが，性
能は規格で必ずしも一義的に決定されないので注意が必
要である。つまり規格が規定する技術とは直接関連しな
い部分で設計の自由度があり，同じ規格であっても性能
は異なる。また無線トランシーバ集積回路チップの性能
は日々進歩しており，その技術をいかに柔軟に取り入れ
ることができるかも重要なポイントである。ISA100.11a
のプロトコルは７つの層で構成される OSI 参照モデルが
採用されており無線物理層は独立している。よって無線
物理層にその時点の高い性能のチップを柔軟に採用でき
る。また無線物理層のチップの処理能力と消費電力はト
レードオフの関係にある。工業用の無線フィールド機器

の場合は電池駆動で長時間動作させることが必要なため，
消費電力の低減が重要なポイントとなる。一方で過度に
消費電力を低減させようとして受信処理の性能が犠牲に
なる設計では通信距離はもちろんさまざまな干渉や妨害
に対して弱い無線システムとなり信頼性を損なう。よっ
て，無線フィールド機器内各部の消費電力分配を最適に
し，性能とのトレードオフをバランスよく設計すること
が無線信頼性の向上にとって重要であり，そのような設
計に適したアーキテクチャをもつ規格が ISA100.11a で
ある。

2.3 PER と RSSI
無線の信頼性が重要なことは述べてきたとおりである

が，それを客観的に評価する手法が重要となる。
工業用無線における干渉や妨害による影響を含めて

受信品質の評価をする一般的手法は PER (Packet Error 
Rate) をチェックする方法である。PER は送信したパケ
ット数に対し，エラーとなり受信できなかったパケット
数の割合をパーセンテージで示すものである。またその
システムのスループットやレイテンシを決定する一因で
もある。

一方，フィールドでの無線の信頼性を確保するうえで
RSSI (Received Signal Strength Indication) をチェックす
る手法がある。RSSI は無線機が受信点で希望波の電界強
度を自ら測定する機能を意味し，その結果は電界強度の
絶対値（単位：dBm）で示される。無線機がある規定の
PER を確保できる RSSI の値があらかじめ分かっていれば，
フィールドでの無線機器の配置を決定するうえで RSSI が
その値以上になるように配置設計をするという手法はとり
える。ただし，この手法は妨害波の干渉で受信信号の品質
が劣化していても単純なパワー値として計測してしまう。
よって同じ RSSI が取得できていたとしても復号後の誤り
率が同じとは限らない。また，RSSI の測定精度も製品に
よってばらつきがあるので注意が必要である。

図 2 RSSI と PER の関係実測値

図 2 に当社がフィールドで実測した RSSI と PER の相
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関データを示す。同じ RSSI でも PER の値は広い範囲に
分布しており，単純な相関関係にならないことがわかる。

以上より実際のフィールドでの無線の信頼性を判断す
るには PER のテストが必須であることがわかる。

3. 工業用無線の評価結果

3.1 通信距離
無線の信頼性が最も端的に現れるのが通信可能な距離

である。また，その通信可能な距離の定量的な基準とな
るのが前述した PER である。例えば PER が規定値以下を
維持できる最大距離を通信可能な距離とすることで評価
基準が明確になる。

図 3 に実際のフィールドでの通信距離の評価結果を示す。

図 3 通信距離のフィールドテスト結果

この評価では当社の ISA100.11a 規格適合の製品と，
同じく当社が過去に研究開発した別規格の試作品（以下
試作品）を使い，見通しの良い障害物の無い河川敷での
通信距離と PER の関係を比較測定した。

本実験で，製品は 600 m までほとんどパケットエラー
が発生せず，試作品でパケットエラーを発生させない距
離は 200 m ほどとなり，自社比で約３倍の通信距離であ
ることを示した。この結果は，ISA100.11a に適合した製
品は中継器がなくても無線通信のカバー範囲を広くでき
ることを意味する。中継器が少なくなればインストール
作業時間を短縮できるとともに，電池また電池交換作業
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。また，これは無線トータルシステムの
省電力化にも貢献していることになる。

3.2 マルチパスによる影響
プラント現場には多くの金属製パイプとタンクがあり，

電磁波はそれらに反射して複数の経路で受信機に到達す
る。それをマルチパスと称する。このマルチパスの影響
を客観的・定量的に評価するためにフェージングシミュ
レータを使った評価を行った。フェージングシミュレー
タとは送信機と受信機の間に設置して，通信に使われる
実際の電波に対してあらかじめ設定したモデルに従った

マルチパスの現象を実験室環境で再現できる装置である。
図 4 がその評価結果である。

図 4 フェージングシミュレータによるテスト結果

まずはマルチパスを発生させない状態で ISA100.11a
適合の製品と別規格の試作品を比較したのが①と②のグ
ラフである。この場合マルチパスが発生していない見通
し空間が模擬されており，フェージングシミュレータの
減衰比の設定は通信の距離に相当し，横軸がその距離を
示している。ここで明らかなように，試作品では距離が
200 m 以下になって初めて PER がゼロとなっているのに
対して，製品では 600 m 程度まで PER をゼロに維持で
きていることがわかる。これは，3.1 項で述べた河川敷
での実際の通信距離テストの結果と非常に近くなってお
り，この評価シミュレーション環境が実フィールドを適
切に再現できていることを示している。

次に，このテスト系においてマルチパスを発生させて
評価した結果が③と④のグラフである。マルチパスの環
境下でも製品は通信距離が 200 m 以下になれば PER が
ゼロになっているが，試作品では 200 m ～ 20 m の近
距離になっても PER が 10% 以上残留してしまっている。
この結果も我々の経験した現場での多くの評価結果と合
っている。

IEEE802.15.4 はスペクトラム拡散の技術を採用してお
り，その方式はマルチパスを分離識別する能力を有する。
ここで製品と試作品にて，同じ物理層の規格にも関わら
ず PER に差が出た理由はその分離をつかさどる相関フィ
ルタの性能差に依存していると推定できる。

3.3 他の無線システムとの共存性
使 用 す る 2.4 GHz の ISM (Industry Science Medical ) 

バンドは，一定の出力パワーの制限のもとで免許を不要
とし，複数の無線規格システムの共存を許している。

図 5 は Wi-Fi と共存をした場合の PER を評価した結果
である。

電波暗室内の環境下で Wi-Fi の通信を確立させ，画像
伝送によりデータトラフィックが多くなる条件を設定し
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た。その中で工業用無線の通信を行い ISA100.11a 規格
適合の製品と別規格の試作品との PER を比較した。

図 5 Wi-Fi との共存と PER

試作品では 31.0% の PER が発生しているのに対して，
製品では 5.5% に収まっており，約６倍近いエラーレー
トの差となっている。

これも第 2.2 項で説明した受信器の性能に関連し，隣
接チャネルからの漏洩を除去するバンドパスのディジタ
ルフィルタリング処理や，希望波の帯域に直接混入する
妨害を除去する相関フィルタリング処理などの性能差に
よるものと推定できる。

異なる無線システムの共存にはこのような直接的な妨
害除去の能力はもちろんであるが，使用する周波数リソ
ースがお互いぶつからないように管理設定するブラック
チャネルリスティングと呼ぶ機能を使用する方法もある。

4. 高性能受信を生かした設置形態

当社は ”Reliable Radio“ の特長を活かした無線フィー
ルド機器の設置形態を提案している。一例として，図 6
に示すようなプラントの設置例を紹介する。

アクセスポイントと中継器を高い位置に設置し，見通
しの効く上空で長距離通信能力を活かした１ホップ目の
通信を確保する。そして中継器から下方向へ金属製パイ
プやタンクが密集したエリア（以下パイプジャングル）
内の各測定ポイントにマルチパスに強い特性を活かした
２ホップ目の通信を確保する。

これにより，広い範囲でかつパイプジャングルの厳し
い環境でも低い PER で高品質の無線ネットワークを構築
することができる。

5. 結論

工業用の監視と制御に無線を導入する際には，無線通
信の信頼性と安定性がもっとも優先されるべきである。
そしてその無線物理層の信頼性がシステム全体の信頼性
を支えるもっとも重要なファクタとなる。

当社がさまざまな無線技術や無線規格を比較検討し，
最終的に選択したのが ISA100.11a 規格である。

無線通信技術は，有線によるデジタルフィールドバス
の技術とともに統合デジタルネットワークを実現する重
要でかつ新しい技術であり，プラントの監視と制御，監視，
診断の高度化によるプラント操業のさらなる安全と効率
化に貢献することが期待される。
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図 6 無線機器の設置例


