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場所 所属 業務 フィールド通信技術

鹿島コンビナート
（茨城県神栖市）

三菱ケミカル
設備技術部

計装保全 ⚫ FF-H1
⚫ HART
⚫ ISA100.11a

水島コンビナート
（岡山県倉敷市）

三菱ケミカル
設備技術部

計装保全 ⚫ HART
⚫ ISA100.11a

四日市コンビナート
（三重県四日市市）

三菱ケミカルエンジ
ニアリング
エンジ１部

計装設計・建設 ⚫ HART
⚫ ISA100.11a
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⚫はじめに

⚫ FDT技術のおさらい

⚫ FDT技術の使用例

✓機器調整

✓設備診断

✓省力化・効率化

⚫ FDT技術への期待や要望など
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はじめに

これまでフィールド通信技術を活用してきて、それを更に深化させたいと考えてい
る1ユーザが感じている1番の要望。

「デバイスデータを標準的な方法でFDTフレームの外に

オープン化したい。」
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FDT技術のおさらい

FDT技術はフィールド機器とオートメーションシステム間でデータ交換を行うためのオー
プンなソフトウェアインターフェース仕様です。この仕様はIEC62453，ISA103および
GB/T29618として国際標準化されています。FDTでは次の2つの用語が重要です。
DTMTM（Device Type ManagerTMでデバイスドライバとしての役目を持ちます）と
FDT/FRAMETMです。これらはソフトウェアのコンポーネントであり、両者が揃って初めてこ
れらの機能が働きます。
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FDT技術とは？ FDTグループ日本支部サイトより引用 http://www.fdtgroup.jp/pages/fdt/technique.php

FDT は、仕様に基づいて作成されたすべてのデバイスドライバ（DTM）がデータ交換を行うための共通プラットフォーム
を提供しています。こうすることで異なるネットワークで階層的に構成された通信経路を経由しても、DTM は完全に動
作することができます。これにより、すべての機器は、ベンダや、機器タイプ、通信プロトコルに関係なく標準のユーザイ
ンターフェースを通して、機器のコンフィギュレーションや保守サービス等の作業を行うことができます。

FDT の概念はオフィスアプリケーションの通信で使用されている方法と比較することで簡
単に理解できます。わかり易い例としてデバイスドライバの機能とグラフィカルなユーザイ
ンターフェースを持ったプリンタドライバが挙げられます。これらは異なるアプリケーション
から動作させても同じ表示と機能を持っています。FDT ではデバイスドライバ（DTM）のグ
ラフィカルユーザインターフェースを介して、フィールド機器へのアクセスができます。



FDT技術のおさらい
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FDT技術の利点 FDTグループ日本支部サイトより引用 http://www.fdtgroup.jp/pages/fdt/advantage.php 

FDT技術はインテリジェントエンタープライズに向けた実現技術をご提供します。オートメーションの新時代に向けたソリューションとして、最
新・既存の制御アセットへの接続を実現します。さらにインダストリアル・インターネット・オブ・シングス（以下、IIoT）や最新のインダストリ4.0

などの進歩により、FDT技術はベンダとエンドユーザの両者に利益をもたらします。最先端のアセット統合を可能にし、また、工場の稼働に
関する重要な問題を可視化するために必要な操業実績データへのアクセスも可能にします。

• 実績があり成熟したソリューション：
FDT技術は国際標準IEC62453、北米標準ISA103、および中国標準GB/T29618に採用されています。現在、主要なシステムベンダの
多くがFDT/FRAMEインターフェースを自社のソリューションに取り入れています。また、8,000型番を超える機器がFDT認証DTMをサポ
ートしており、FDTは産業用制御システムにおける機器の統合における、最も普及した標準規格となっています。

• 長期にわたり安定した統合能力：
FDTのオープンなフレームワークにより、機器とDTMを全てのネットワークに統合することができます。また、FDI（Field Device Integration 

フィールド機器統合）およびDD（Device Description機器記述）もFDTに統合することができます。従来統合技術のいずれを使用していて
も、FDTを使用することによりフィールド機器と上位システムの連携が可能です。さらに、FDTは基本的な機器パラメータへのアクセスに加
えて高度な診断や分析機能の実行も可能であり、他に存在しない優れた特徴を有しています。

• 拡張性と柔軟性を備えたアーキテクチャ：
FDTソリューションでは、ユーザは特別に重要な数個の入力データを監視することも、大量の入力データを監視することもできます。このし
くみは対象となるフィールド通信プロトコル全てに適用可能です。FDT/ FRAMEはネットワークトンネリング技術を利用することで、何階層に
も渡る異種ネットワーク階層を介し、目的としている機器までシームレスに通信する環境を実現しています。

• 適合機器に対する相互運用性：
FDTグループの認証プロセスにより、FDT標準規格をベースとする製品の適合性と相互運用性が保証されています。FDTグループは、認
定された検査手順を確実に実施するために、独立した検査施設の監査と認定を行っています。

• アセットの中央監視：
エンドユーザはフィールド機器のベンダやネットワークに依存せず、機器のライフサイクル管理に対しFDT標準インターフェースを有効に活
用することができます。自動化システムやシステムに接続されていない独立型ツールでも同様です。



デバイスとの通信方法の変遷
各社独自プロトコル
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ハイブリッド
アナログ＋ディジタル

（多重伝送）

空気式

電気式（アナログ）

フィールドバス

ディジタル（多重伝送）

ワイヤレス

ディジタル（多重伝送）
高度化

計装信号伝送方式の変遷

A社

A社

B社

B社

C社

C社

コミュニケータ

インテリジェントな
計器（デバイス）

各社独自の
通信プロトコル

アナログ計器と比べて便利になったが

⚫ 使い分けるのが面倒

オープンプロトコル

監視・制御用の周期伝送ではなく保守時など非周期での通信



デバイスとの通信方法の変遷
オープンプロトコル

9

A社 B社 C社

HARTコミュニケータ

HARTデバイス
（インテリジェント）

HARTプロトコル

コミュニケータの使い分けは無くなったが

⚫ 他のオープンプロトコル対応
⚫ アセット管理の要求

マルチプロトコル対応
PCベース

A社デバイス用

DD
B社デバイス用

DD
C社デバイス用

DD

オープンプロトコル

テキストベース

データの羅列

監視・制御用の周期伝送ではなく保守時など非周期での通信

HARTの例



デバイスとの通信方法の変遷
マルチプロトコル対応
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a b c

インテリジェントデバイス

インターフェースはPC1台に統一されたが

⚫ 高機能化、高度化の要求
⚫ （場合によっては）アプリの

切替が必要になる問題

FDT/DTM

a用
DD/EDD

b用
DD/EDD

c用
DD/EDD

HART

テキストベース

データの羅列
＋

グラフィック表示

FF PROFIBUS

HART用
インターフェース

FF用
インターフェース

PROFIBUS用
インターフェース

監視・制御用の周期伝送ではなく保守時など非周期での通信



デバイスとの通信方法の変遷
FDT/DTM
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a b c

インテリジェントデバイス

⚫ デバイスへのアクセス方法が
統一される

⚫ より解りやすく／より使いやす
くなる（ことが期待できる）

a用DTM b用DTM c用DTM

HART

アプリケーション

様々な機能
＋

高度なグラフィック表示

FF PROFIBUS

FDT

DTM

⚫ DTMはFDTフレーム上で動作
⚫ FDTはオープンなインターフェース規格

監視・制御用の周期伝送ではなく保守時など非周期での通信

次は？
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システム構成
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汎用
DTM

FDTフレーム

汎用DTM

センサ用
DD/EDD

CV用
DD/EDD

コントロールバルブ（CV）

センサ

ＤＣＳHARTモデム

デバイスのデータを
確認

⚫ 各パラメータ
⚫ ステータス

PAM

機器調整ツール



汎用DTM
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⚫ 一般的なFDT/DTMの使い方

ベンダ製品サイト等からDTMを入手してインストール ⇒ ベンダDTMでデバイスにアクセス

×全てのベンダが全てのデバイスのDTMを提供しているわけではない。

⚫ 汎用DTM ： DD/EDDを解釈してDTM画面を構築してくれる。

⚫ 現在の我々の使い方

HART、FF、ISA100 登録されていれば必ずDDは存在する。
団体（グループ）サイトからDDを入手してインストール ⇒ 汎用DTMでデバイスにアクセス

○手順が統一される。確実。

⚫ ベンダDTMの機能を基準とすると、汎用DTMの機能は、（今のところ）イコール＋α。

表示（階層構造や画面配置）は結構異なる。

⚫ 将来的にベンダDTMの機能が拡充され便利になったら乗り換える、という割り切り。

汎用DTM ベンダDTM同じデバイス



使用例① 機器調整
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使用例① 機器調整
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流量
制御

開度
制御

流量 操作量

CV

流量計 ポジショナ

実開度

赤：CV実開度

緑：DCS操作量

デバイスデータ

ポジショナのゲイン過大 ゲイン調整 安定確認

ポジショナのデータを確認したところ、開度制御が不安定であったので、ポジショナのゲインを調整した。

（流量制御ループはMAN）

⚫ 目視ではなかなか確認することが難しい現象も、
デバイスデータがあれば簡単に
確認できる。

⚫ 多くの場合、スピーディなトラブル解決に
つながる。

⚫ CVの実開度など、デバイスデータをディジタル
通信で確認できるのは非常に便利。
（ポジショナに限ったことではない。）

ポジショナの大半は無負荷での調整で良しとしているが、実際の環境下で調整が必要なケースもある。



使用例② 設備診断
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保全にとって有効な診断

⚫ 現状の設備の良否が判断できるもの。

⚫ どのタイミングで保全が必要になるか、という予測につながるもの。

フィールドディジタルを活用したCBMイメージ



使用例② 設備診断
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pH

寿命までの残日数 残日数5の
時点で
指示不良
となり

電極交換

3ヶ月

⚫ デバイスの示す残日数と
電極の寿命はほぼ合致している。

⚫ オンラインで監視することで
電極の寿命が予測できる。

デバイスデータ

pH計電極の劣化モデルによるオンライン残寿命値予測



使用例③ 省力化・効率化
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計装ループ コミッショニングの自動化

TAG⇒xxx
レンジ⇒yyy
出力⇒25%

コミッショニングツール

インテリジェントデバイスと
ディジタル通信で
自動でチェック、判定。

ＤＣＳ

TAG⇒OK!
レンジ⇒OK!
25%⇒OK!

ＤＣＳ

従来 自動化

FDTフレーム

PAM



使用例③ 省力化・効率化
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コミッショニングツールＤＣＳ

FDTフレーム

HARTデバイス

DCSが持っている情報
・TAG
・レンジ
・信号アドレス

デバイスが持っている情報
・TAG
・レンジ

マスターリスト

NO DCSアプリケーション HARTデバイス

TAG レンジH レンジL アドレス TAG レンジH レンジL

1 PIxxx 0.5 0.0 yyyyy Pxxx 0.5 0.0

2

自動コミッショニング

1．接続チェック
✓指定したアドレスに正しいデバイスが接続されているかを
チェックする。

２．レンジチェック
✓DCSアプリケーションとHARTデバイスの情報を収集し、
マスターリストと照合する。

3．ループチェック
✓デバイスに指令を出して信号を変化させる。変化した
DCSの指示をチェックする。

一つの実績の例
⚫ 1台あたりのコミッショニングの所要時間 ： 1/10以下。
⚫ コミッショニングに要するM/H ： 4～5割削減。

PAM
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FDT/DTMの評価 問題と感じる点

⚫ DTMのデータ収集と蓄積の機能が貧弱
⚫推移や傾向を視覚的に捉えながら調整するパラメータもある。

⚫見たいと思ったパラメータが自由にトレンド表示できない。

⚫ DTMでは複数デバイスのデータを並べられない
⚫デバイス：DTM＝１:１。複数の横通しのチェックや傾向監視ができない。

⚫別のツールが要る。ベンダにより機能やデータハンドリングに違いが出る。

⚫ データがFDTフレーム内で閉じてしまっている
⚫データを取り出すにもひと手間かかる。

⚫せっかく保存したパラメータや蓄積したデータが有効活用されない。
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フィールド通信技術でやりたいこと

⚫ 机上でデバイスデータを参照したい
⚫サイトまで足を運ばなくて良いのは非常にスピーディ。楽。

⚫時間と場所の制約を無くしたい。

⚫ デバイスデータとプロセスデータなど他のデータを並べたい
⚫ プロセスデータサーバは既にある。デバイスデータサーバが欲しい。

⚫様々なデータを同じ土俵に載せることによって解析の幅が広がる。

⚫ 設計データベースとデバイス間でデータを連携したい
⚫設計データのデバイスへの一括ダウンロード。チェック。

⚫ ミスなく、手間を省く。スマートなエンジニアリング。
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⚫ FDTの仕組みによって確認
することができる全てのデバ
イスの全てのデータを、

⚫ 標準的な手法で何処でも簡
単に取り出すことができる。

⚫ セキュアな方法で。
⚫ 設定手順、導入の後押しも。

データのオープン化 オープン化への期待
⚫ 定周期でのデータ収集。
⚫ 時系列でのデータ蓄積。
⚫ 複数デバイスデータ。
⚫ デバイスの持つ全てのデータ。
⚫ データの加工、演算。
⚫ 場所や時間やマシンの制約を受け

ない。
⚫ PAM自体でも同じことが行える。

1番の要望 デバイスデータのオープン化
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その他要望 DD、DTMの管理の容易化

25

FDTフレーム

⚫ DDやDTMの管理（追加、バージョン）は結構面倒である。
✓ PCはインターネットとは隔離された環境で使用する。

✓ デバイスの追加や更新は随時行われる。

✓ 大抵は新しいファイルが必要になる。

✓ DTMの入手先はバラバラ。（改善しつつあるが。）

⚫ DDやDTMの管理がもっと楽になるように
支援して欲しい。

⚫ 例えば、デバイスがDDを保有し、
自動的にアップロードされる仕組み。

⚫ 例えば、インターネットやネットワーク上の最新版と
等値化される仕組み。（オープン化に期待。）
✓ 1ケ所にまとまっていると便利。

✓ 配布可能なバッチインストーラのような形で提供してくれると
複数台のFDTフレームの維持も楽。

✓ FDThubアプリはどうなのか。

DTMDD/EDD

これらの管理の問題

DD/EDD

最新版

一時的に接続して
等値化

アップロード



おわりに FDT技術への期待

⚫ IIoT、DX、取り組むべき概念を表すワードが変わっても、フィールド通信技術に
求められるものは同じ。

⚫ デバイスとホストがディジタル通信によって“つながる”ことが既に必須であり、そ
れ（データ）をどう活用するかが重要となっている。

⚫ FDT技術は、正にデバイスとの接点（最前面）に位置する技術である。

⚫ 多種多様なプロトコル、デバイスを扱うなかで、“標準化”に係る技術はユーザ
にとってメリットが大きい。標準的な技術を用いたデバイスデータのオープン化
の早期実現に期待したい。

⚫ フィールド通信技術がより便利で、より簡単で、より安全なモノに発展していくこ
とに期待したい。また、継続性にも期待したい。
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以上です。
ご清聴ありがとうございました。
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