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Techniques for Enhancing the Reliability of Field Wireless Control Data Communication
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Hitoshi Saito Naoyuki Fujimoto

無線通信規格 ISA100 Wireless に準拠した無線フィールド機器の普及に伴い，プロセス値の測定用途だけでは

なく，ホストシステムから制御データを無線で送信する制御用途の要求が出てきた。そこで本稿では，無線によ

る制御データ通信の仕組みとその信頼性を高めるための手法について説明する。また制御データ通信を適用した

製品の例として，無線による空気式バルブアクチュエータの操作を行うフィールド無線用電磁弁操作モジュール

FN910 を紹介する。

With the spread of field wireless devices complying with the ISA100.11a field wireless 
standard, there is a growing need to use them not only for process monitoring but also for process 
control, in which a host system wirelessly transmits control data to these devices. This paper 
describes the wireless transmission of control data and techniques for enhancing its reliability. 
As an example of products with field wireless control data communication, this paper introduces 
the FN910 module, which operates pneumatic valve actuators in accordance with wirelessly 
transmitted instructions.

1. はじめに

無線フィールド機器のラインアップの拡充と共に，配
線工事不要などのメリットを活かした用途に無線計装の
導入が進んでいる。横河電機は，2012 年に冗長化に対
応した高信頼の無線インフラを構築できるフィールド無
線用管理ステーション YFGW410，フィールド無線用ア
クセスポイント YFGW510 を開発した (1)。YFGW410 で
は，無線フィールド機器への制御データの送信に対応す
ることにより，フィールド無線の用途を測定だけではな
く，無線による操作対象の制御にも広げた。さらに制御
データの送信において，従来は通信障害発生時に経路切
り替えに伴い 10 分程度の通信停止が生じていたが，経
路切り替えを不要とした新しい２重化手法により，制御
データの実時間性を確保し高信頼化を図っている。

本稿では，フィールド無線システムにおける制御に使
用する通信の高信頼化手法を説明し，製品例としてフィ
ールド無線用電磁弁操作モジュール FN910 を紹介する。

2. フィールド無線システムの通信の特長

YFGW410 と YFGW510 を使用したフィールド無線シ
ステムについて，本稿の高信頼化手法を理解する上で必
要な通信の特長を説明する。

2.1  制御データ通信とセンサデータ通信
温度伝送器など測定を行う無線フィールド機器では，

定周期でセンサデータを送信する通信（以下センサデー
タ通信と呼ぶ）により，測定データをアクセスポイント
に送信している。

一方，操作対象を制御する無線フィールド機器は，定
周期で制御データを受信する通信（以下制御データ通信
と呼ぶ）により操作指令を受信し，操作指令の読み返し
値をセンサデータ通信で送信する。操作指令を出すホス
トシステムでは，センサデータ通信による読み返し値を
参照して操作指令の伝達を確認する。
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図 1 センサデータ通信と制御データ通信
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図 1 にセンサデータ通信と制御データ通信の概念を示
す。FN910 は，フィールド無線用通信モジュールFN110(2)

と組み合わせて動作する。（以下本稿では FN910 と示す。）

2.2 データ更新周期
制御データ通信とセンサデータ通信は，予め指定され

たデータ更新周期毎にデータの送受信が行われる。図 2
に FN910 に対して操作対象バルブの開閉操作指令を送信
する場合の概念図を示す。
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図 2 フィールド無線による操作指令の伝達と確認

2.3 タイムスロットとチャネルホッピング
フィールド無線システムが使用する 2.4 GHz 帯では，

無線周波数は 16 個の無線チャネルに分けられ，タイム
スロットと呼ばれる 10 ms の時間単位毎に無線チャネル
を切り替えながら送受信が行われる。このタイムスロッ
ト毎に無線チャネルを切り替えていく動作はチャネルホ
ッピングと呼ばれ，特定の無線チャネルの電波干渉に対
する耐障害性を高めている。また，10 ms のタイムスロ
ットの中では，制御データまたはセンサデータが入った
通信パケットと Ack と呼ばれる確認信号の授受が各無線
フィールド機器間で行われる。図 3 にタイムスロットと
チャネルホッピングの概念図を示す。
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図 3 タイムスロットとチャネルホッピング 

2.4 タイムスロットのスケジュール
フィールド無線システムでは，各無線フィールド機器

がデータの送受信を行うタイミングは，予め特定のタイ
ムスロットに割り当てられている。この割り当てをスケ
ジュールと呼び，YFGW410 内で作成されて，各無線フ
ィールド機器にダウンロードされる。各無線フィールド
機器は，自分に割り当てられたタイムスロットの時間が
来るとデータの送信もしくはデータの受信を行う。１台
の YFGW510 に接続できる無線フィールド機器の最大接
続台数は，このタイムスロットのスケジュールで決まる。

3. 通信の信頼性を高める技術

制御データ通信とセンサデータ通信の信頼性を高める
仕組みを説明する。

図 4 に YFGW510 を２重化，リピータを２台使用し２
ホップで FN910 を接続した場合の通信経路を示す。図中
1～4の数字は制御データ通信，①～⑥の数字はセンサ
データ通信の通信経路を示しており，タイムスロットが
1～4，①～⑥の通信経路毎に割り当てられる。
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図 4 フィールド無線における通信経路の冗長化

3.1 制御データ通信の通信経路の冗長化
経路が２重化された制御データ通信では，YFGW410

もしくは YFGW510 が，同じ制御データの通信パケット
を常に両方の経路に送信する。これにより，経路１ヶ所
に障害が発生してももう一方の通信パケットが FN910 ま
で届く。図 4 では，2の経路１ヶ所に障害が発生しても，
4の経路からの通信パケットが FN910 に届く。

従来の冗長化手法では，１つの経路に送信を行い，通
信障害が発生してからもう一方の経路に切り替えを行い
制御データ通信を再開するため，その間の通信停止が生
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じていた。その通信経路の切り替えには，新しい通信経
路に基づいたタイムスロットのスケジュールを作成し，
対象となるフィールド無線機器に再度ダウンロードが必
要になり，10 分程度の時間を要する。

一方，YFGW410 で採用された２重化した経路の両方
に通信パケットを送信する本方式では，通信経路の切り
替えが不要になり，通信障害発生時でも制御データ通信
の実時間性を確保できる。

3.2 センサデータ通信の通信経路の冗長化
センサデータ通信では， Ack の返送を確認できなかっ

た場合に，図 4 の点線で示した副経路に対して，通信パ
ケットが再送される。図 4 では，例えば②の経路に障害
が発生すると，④の経路に再送が行われる。次に③の経
路にも障害が発生した場合，⑥の経路に再送が行われる。

3.3 再送回数の拡張
YFGW410 には Retry Mode と呼ばれる設定項目があり

Retry Mode で “ × 2” を選択すると “Normal” の設定に対
して無線通信の再送回数を増やすことができる。図 4 の
例において，Retry Mode を “ × 2” に設定した場合，制
御データ通信に計 4 × 2 ＝ 8 個，センサデータ通信に計
6 × 2 ＝ 12 個のタイムスロットが割り当てられ，再送
に使えるタイムスロットが増える。その結果，通信エラ
ーに対する信頼性の向上が図れる。

3.4 制御データ通信の障害発生時の動作
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図 5 制御データ通信の障害例

通信障害の発生場所によっては，センサデータ通信は
正常だが，制御データ通信が不通という場合が発生する。
図 5 では，障害物などにより通信経路２ヶ所に障害が発
生し，制御データ通信が不通となる場合を示す。通信障

害により制御データ通信が一定回数連続して届かなかっ
た場合，FN910 側が異常を検出し，センサデータ通信で
伝える自己診断ステータスを変化させる。これにより，
ホストシステムが制御データ通信の異常を検知すること
ができる。

4. 無線によるバルブ開閉操作指令の信頼性

図 4 の構成において，無線によるバルブの開閉操作指
令が FN910 に届く確率（以下，操作指令到達率と呼ぶ）
を試算する。FN910 は，最短４秒のデータ更新周期に対
応しており，２回のデータ更新周期以内にホストシステ
ムから操作指令が FN910 に到達すれば，10 秒以内に遮
断弁の閉鎖動作を開始可能となる。

制御データ通信の経路において，各無線フィールド機
器間の PER (Packet Error Rate)(3)(4) を全て同じ値と仮定
し，操作指令到達率：R を求める。図 4 は，ホップ数２
で経路を２重化した場合になる。

図 4 中，B → D → H の1 2の各経路の PER を PER1，
PER2 とし， B → H の操作指令到達率 RBH を求める。

　　RBH = (1-PER1) (1-PER2)
これは経路を２重化しない場合の操作指令到達率となる。
C → E → H の経路3 4も同様に下記となる。

　　RCH = (1-PER3) (1-PER4)
これから図 4 の A から H の経路が２重化された場合の操
作指令到達率：RAH は，以下で求められる。

　　RAH = 1- (1-RBH) (1-RCH)
さらに再送１回を行う場合の RAH は下記となる。

　　RAH = 1- (1-RBH) (1-RCH) (1-RBH) (1-RCH)
表 1 に，図 4 の構成において PER=5%，10%，15% の

場合の操作指令到達率：RAH の試算結果を示す。

表１ 操作指令到達率

PER
操作指令到達率 *

データ更新１回目 データ更新 2 回目

5% 99.9909631% 99.9999992%

10% 99.8696790% 99.9998302%

15% 99.4070037% 99.9964836%

* ホップ数２，経路２重化，再送１回

5. フィールド無線用電磁弁操作モジュール FN910

5.1 概要
FN910 は，無線で受信するホストシステムからの操作

指令により，内蔵電池で電磁弁を駆動し，遠隔からの空
気式バルブアクチュエータの操作を実現する。本質安全
防爆に対応しており，FN110，電磁弁，リミットスイッ
チと組み合わせてタンクヤードなどの危険場所に設置し，
遮断弁などの全閉・全開動作を行うバルブの遠隔制御に
使用する。
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5.2 機器構成
図 6 に FN910 の外観と機器構成を示す。FN910 に

FN110，電磁弁，及びバルブの開閉状態を検出するため
のリミットスイッチを接続して，空気式バルブアクチュ
エータの操作を行う。電磁弁には，パルス電圧の印加で
弁の方向を切り替えるラッチング型電磁弁を採用するこ
とで，低消費電力化を実現している。これにより，電磁
弁を１時間に１回駆動，データ更新周期４秒の条件にお
いて，電池寿命 10 年を実現している。
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図 6 FN910 の外観と機器構成図
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図 7 有線計装と無線計装の遮断弁システム

5.3 FN910 の動作
FN910 は，データ更新周期毎に制御データ通信にて受

信した操作指令に変化があった時に，ラッチング型電磁
弁に対してパルス電圧を印加する。これにより，圧縮空
気の経路を切り替え，空気式バルブアクチュエータに対
して圧縮空気の印加もしくは開放を行うことで操作対象
バルブの閉開を行う。リミットスイッチの状態は，操作
指令の読み返し値と共にセンサデータ通信でホストシス
テムに伝えられる。

5.4 有線計装との比較
石油タンクの遮断弁システムの計装において，有線と

無線の例を図 7 に示す。有線計装では，危険場所から計
器室まで防爆に準拠した配線工事を行い，停電に備えて
電磁弁に印加する電源を無停電電源でバックアップする
必要がある。一方，FN910 を適用した無線計装では，配
線工事が不要で，電磁弁を電池により駆動するため，停
電にも強いというメリットを持つ。

6. おわりに

制御データ通信では，２重化された経路に対して，通
信パケットを常に両方の経路に送信する方式を採用した。
無線フィールド機器は，１回のデータ更新周期内に２つ
の経路から制御データを受信する機会を得られる。この
方式により，通信障害発生時に経路切り替えを行い再送
信する仕組みなどに比べて，時間遅れの少ない信頼性の
高い制御データの伝達を実現した。また，制御データ通
信を適用した FN910 は，内蔵電池で電磁弁の駆動を行い，
無線による空気式バルブアクチュエータの操作を実現し
た。これにより，FN910 は，遠隔から有線で電磁弁の駆
動を行う従来方式に比べて配線工事費の削減だけではな
く，災害時の配線の断線や停電にも強いという特長を持
つ。

今回のフィールド無線による制御データ通信の高信頼
性手法を活用し，設置自由度が高く配線工事不要な無線
計装の一層の普及に繋げていきたい。
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