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(57)【要約】
【課題】プラント内に配置された設備に設置されている
センサ装置の校正を、より効率的に正確に行うことがで
きるセンサ校正装置およびセンサ校正方法を提供する。
【解決手段】予め定めた基準の物理量を、校正する対象
のセンサ装置と共に測定することによってセンサ装置を
校正するセンサ校正装置であって、接続されている校正
の基準とするリファレンスセンサが検出した物理量を読
み取るセンサ読み取り部と、物理量を基準測定値に変換
すると共に、通信手段によってセンサ装置が物理量を測
定した測定値を校正対象測定値として取得し、基準測定
値と校正対象測定値とに基づいた校正指示を、通信手段
によってセンサ装置に出力するセンサ管理部と、を備え
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定めた基準の物理量を、校正する対象のセンサ装置と共に測定することによって前
記センサ装置を校正するセンサ校正装置であって、
　接続されている校正の基準とするリファレンスセンサが検出した前記物理量を読み取る
センサ読み取り部と、
　前記物理量を基準測定値に変換すると共に、通信手段によって前記センサ装置が前記物
理量を測定した測定値を校正対象測定値として取得し、前記基準測定値と前記校正対象測
定値とに基づいた校正指示を、前記通信手段によって前記センサ装置に出力するセンサ管
理部と、
　を備える、
　ことを特徴とするセンサ校正装置。
【請求項２】
　前記基準測定値と前記校正対象測定値との情報を提示し、前記センサ装置の校正の実行
を指示する校正実行指示の入力を受け付けるインターフェース部、
　をさらに備え、
　前記センサ管理部は、
　入力された前記校正実行指示に応じて、前記校正指示を前記センサ装置に出力する、
　ことを特徴とする請求項１に記載のセンサ校正装置。
【請求項３】
　前記センサ管理部は、
　前記センサ装置を構成する校正対象センサが検出した前記物理量を測定値に変換する際
に用いる変換式の変換係数を、前記基準測定値と前記校正対象測定値とに基づいた補正量
の分だけ補正するように指示する前記校正指示と、前記補正量を表す変換係数補正量とを
、前記センサ装置に出力する、
　ことを特徴とする請求項１または請求項２に記載のセンサ校正装置。
【請求項４】
　前記センサ装置は、
　前記校正対象センサと、前記変換式に基づいて前記物理量を測定値に変換する変換処理
を行う変換器とが離れた位置に設置されており、
　前記センサ管理部は、
　前記通信手段によって接続されている前記変換器との間で、前記校正対象測定値、前記
校正指示を送受信する、
　ことを特徴とする請求項３に記載のセンサ校正装置。
【請求項５】
　前記通信手段は、
　前記センサ装置が設置されたプラント内に構築された専用の通信ネットワークである、
　ことを特徴とする請求項１から請求項４のいずれか１項に記載のセンサ校正装置。
【請求項６】
　前記通信手段は、
　前記センサ装置と直接的に接続される無線通信または有線通信である、
　ことを特徴とする請求項１から請求項５のいずれか１項に記載のセンサ校正装置。
【請求項７】
　予め定めた基準の物理量を、校正する対象のセンサ装置と共に測定することによって前
記センサ装置を校正するセンサ校正装置を用いたセンサ校正方法であって、
　センサ読み取り部が、接続されている校正の基準とするリファレンスセンサが検出した
前記物理量を読み取るセンサ読み取りステップと、
　センサ管理部が、前記物理量を基準測定値に変換すると共に、通信手段によって前記セ
ンサ装置が前記物理量を測定した測定値を校正対象測定値として取得し、前記基準測定値
と前記校正対象測定値とに基づいた校正指示を、前記通信手段によって前記センサ装置に



(3) JP 2018-146533 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

出力するセンサ管理ステップと、
　を含む、
　ことを特徴とするセンサ校正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、センサ校正装置およびセンサ校正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　様々な設備を持つプラントでは、プラント内に配置されたそれぞれの設備に、予め定め
た物理量を検出する様々なセンサが設置されている。そして、プラントでは、それぞれの
設備に設置されているセンサから出力された物理量を表す測定値に基づいて、設備が稼働
している状態や、設備において生産した製品の品質の管理が行われる。
【０００３】
　プラントでは、配置されている設備の健全な運用（健全性）を保つために、それぞれの
設備に対して、日常的な点検作業、故障や不具合などのトラブルに対応する作業が行われ
ている。プラントにおける点検作業では、設備の稼働状態を点検するのみではなく、セン
サの校正などの作業も行われる。センサの校正では、設備に設置されているセンサと基準
とするセンサとで同じ物理量を検出し、設備に設置されているセンサが検出した物理量を
測定値に変換する際に用いる変換式の係数（変換係数）を補正することによって、設備に
設置されているセンサが検出した物理量を表す測定値を、基準とするセンサが検出した物
理量を表す測定値と同じ値に合わせ込む作業が行われる。
【０００４】
　例えば、センサが水素イオン濃度（ｐＨ）を検出するガラス管式のｐＨセンサであり、
センサ装置が、設備に設置されている校正の対象（校正対象）であるｐＨセンサと、この
ｐＨセンサが検出して出力したアナログの物理量（例えば、電圧値）を測定値（ｐＨ値）
に変換する変換処理を行う変換器とが接続された構成である場合を考える。この場合、セ
ンサ装置の校正では、まず、基準とするｐＨセンサが接続された測定器とセンサ装置との
両方で、水素イオン濃度の値（ｐＨ値）が予めわかっている基準の緩衝液を測定する。よ
り具体的には、測定器に接続された基準のｐＨセンサと、センサ装置を構成する校正対象
のｐＨセンサとの両方を基準の緩衝液に浸漬して、緩衝液の同じｐＨ値を検出する。そし
て、測定器が表す緩衝液のｐＨ値とセンサ装置が表す緩衝液のｐＨ値とが異なる場合には
、センサ装置が表す緩衝液のｐＨ値が、測定器が表す緩衝液のｐＨ値と同じ値になるよう
に、変換器が変換処理に用いる変換式（電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数（例えば、切片
や傾きの変換係数）を補正（変更）する。
【０００５】
　プラントにおいては、配置された設備に対して様々な作業を行う作業員が、上述したよ
うなセンサ装置を校正する作業を行う。このため、作業員は、測定器を携帯して校正対象
のセンサが接続されたセンサ装置が設置されている設備のところに出向き、携帯してきた
測定器に接続された基準のｐＨセンサと校正対象のｐＨセンサとの両方を緩衝液に浸漬し
て緩衝液のｐＨ値を測定する作業と、測定器によって測定した緩衝液のｐＨ値に基づいて
変換器の変換係数を補正（変更）する作業とを行う。
【０００６】
　ところで、プラントにおいては、様々な設備が配置されているため、複数のセンサが設
置されている。そして、近年では、複数のセンサを接続することができ、接続された複数
のセンサがそれぞれ検出して出力した物理量に対応するそれぞれの測定値に変換する変換
処理を行う変換器も実用化（製品化）されてきている。この場合、センサ装置の構成とし
て、複数のセンサを１つの変換器に集約させた構成にすることができる。このため、セン
サと変換器とが１対１で接続された従来の構成のセンサ装置では、センサと変換器とが近
い位置に設置されることが考えられるが、複数のセンサを１つの変換器に接続（集約）さ
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せることができる近年の構成のセンサ装置では、変換器から離れた位置にセンサが設置さ
れることが考えられる。この場合、センサ装置を構成するいずれかのセンサと変換器とは
、例えば、数ｍ～数十ｍ離れた位置に設置されることも考えられる。
【０００７】
　例えば、非特許文献１には、ｐＨセンサと変換器とによって構成されるセンサ装置にお
いて、ケーブル長が２０ｍであるｐＨセンサがあることが記載されている。このため、非
特許文献１に記載されたｐＨセンサを用いることによって、ｐＨセンサと変換器とのそれ
ぞれを、２０ｍ離れた位置に設置することができるセンサ装置を構成することができる。
このようなセンサ装置が設備に設置されている場合、プラントにおいてセンサ装置の校正
の作業（校正作業）を行う作業員は、校正対象のｐＨセンサが設置されている位置と、変
換器が設置されている位置との間を複数回移動して、センサ装置を校正する作業を行うこ
とになる。
【０００８】
　図６は、従来の測定器を用いたセンサ装置の校正の手順の一例を示した図である。図６
には、プラントにおいて設備に設置されたセンサ装置を構成するセンサと変換器とのそれ
ぞれが離れた位置に設置されている場合において、作業員が行うセンサ装置の校正の作業
を模式的に示している。プラントにおいて作業員は、以下のような手順でセンサ装置の校
正の作業を行う。
【０００９】
　（手順Ｐ１）：プラントにおいてセンサ装置の校正作業を行う作業員ＦＯは、まず、基
準とするｐＨセンサＲＳ（以下、「リファレンスセンサＲＳ」という）が接続された測定
器ＲＭを携帯して、センサ装置を構成する校正対象のｐＨセンサＣＳ（以下、「校正対象
センサＣＳ」という）が設置されている位置に出向き、リファレンスセンサＲＳと校正対
象センサＣＳとの両方を緩衝液に浸漬する。
【００１０】
　（手順Ｐ２）：作業員ＦＯは、リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方
が緩衝液に浸漬された状態で、測定器ＲＭによる測定を行う。そして、作業員ＦＯは、測
定器ＲＭが表す緩衝液のｐＨ値が安定する、つまり、リファレンスセンサＲＳによる緩衝
液のｐＨの検出が安定するのを待ってから、測定器ＲＭが表す緩衝液のｐＨ値を取得する
。例えば、作業員ＦＯは、測定器ＲＭに安定して表示されている緩衝液のｐＨ値を、作業
書などの紙媒体に書き留める。
【００１１】
　（手順Ｐ３）：作業員ＦＯは、ｐＨ値を書き留めた紙媒体を持って、センサ装置を構成
する変換器ＣＶが設置されている位置に出向く。このとき、例えば、センサ装置を構成す
る校正対象センサＣＳと変換器ＣＶとのそれぞれが２０ｍ離れた位置に設置されている場
合、作業員ＦＯは２０ｍ移動する。
【００１２】
　（手順Ｐ４）：作業員ＦＯは、持ってきた紙媒体に書き留められているｐＨ値に基づい
て、変換器ＣＶの変換係数を補正（変更）する作業を行う。例えば、作業員ＦＯは、変換
器ＣＶを校正する際に、持ってきた紙媒体に書き留められているｐＨ値を手動で入力する
ことによって、変換器ＣＶの変換係数を補正（変更）する。
【００１３】
　（手順Ｐ５）：作業員ＦＯは、変換器ＣＶに表示されているｐＨ値を確認する。例えば
、作業員ＦＯは、変換器ＣＶに通常の測定を行わせ、このとき変換器ＣＶに表示されてい
るｐＨ値が、持ってきた紙媒体に書き留められているｐＨ値と同じ値であるかを確認する
。
【００１４】
　（手順Ｐ６）：作業員ＦＯは、持ってきた紙媒体に書き留められているｐＨ値と変換器
ＣＶに表示されているｐＨ値とが同じ値であった場合、つまり、変換器ＣＶの変換係数を
補正（変更）が正常に行われた場合、校正対象センサＣＳが設置されている位置に戻る。
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このとき、例えば、センサ装置を構成する校正対象センサＣＳと変換器ＣＶとのそれぞれ
が２０ｍ離れた位置に設置されている場合、作業員ＦＯは再び２０ｍ移動する。
【００１５】
　（手順Ｐ７）：作業員ＦＯは、測定器ＲＭに表示されているｐＨ値が、変換器ＣＶに表
示されているｐＨ値と一致している、つまり、測定器ＲＭが表す緩衝液のｐＨ値が変化し
ていないかを確認する。作業員ＦＯは、測定器ＲＭに表示されているｐＨ値と、変換器Ｃ
Ｖに表示されているｐＨ値とが一致している場合に、正しく校正が行われたと判断する。
そして、作業員ＦＯは、緩衝液に浸漬している校正対象センサＣＳを元の位置に戻す、つ
まり、校正対象センサＣＳが設置されていた設備に再度設置し、センサ装置の校正の作業
を終了する。
【００１６】
　このように、センサ装置を構成するセンサと変換器とのそれぞれが離れた位置に設置さ
れているプラントにおいては、作業員が移動しながらセンサ装置を校正する作業を行う。
なお、上述したセンサ装置を校正する作業手順は、１種類の緩衝液に基づいて校正を行う
、いわゆる、１点校正の場合の手順である。１点校正では、変換器が変換処理に用いる変
換式における切片の変換係数を補正（変更）することができる。
【００１７】
　しかし、プラントにおけるセンサ装置の校正では、例えば、ｐＨ値＝４、ｐＨ値＝７、
およびｐＨ値＝９など、ｐＨ値が予めわかっている複数種類の基準の緩衝液の中から２種
類や３種類の緩衝液を用いた校正、いわゆる、２点校正や３点校正が行われる。２点校正
では、変換器が変換処理に用いる変換式における切片に加えて、傾きの変換係数を補正（
変更）することができる。また、３点校正では、３つの点で表される２つの折れ線の近似
式によって、センサ装置が測定することができるｐＨ値の範囲を、より広範囲にすること
ができる。ただし、この場合、センサ装置の校正の作業を行う作業員は、校正に用いる緩
衝液の種類の数だけ、上述した手順Ｐ１～手順Ｐ７の作業を繰り返すことになる。つまり
、センサ装置の校正の作業を行う作業員は、校正に用いる緩衝液の種類の数に応じて、セ
ンサ装置を構成する校正対象のセンサと変換器との間を、さらに移動（往復）することに
なる。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１８】
【非特許文献１】“ｐＨ検出器およびＯＲＰ検出器　一般仕様書”，横河電機，ＧＳ　１
２Ｂ０７Ｂ０２　１３ｔｈ　Ｅｄｉｔｉｏｎ　２０１６．０５．２３－００，１９９９．
１１　初版，２０１６．０５　１３版，インターネット，＜ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｙ
ｏｋｏｇａｗａ．ｃｏ．ｊｐ／ｐｄｆ／ｐｒｏｖｉｄｅ／Ｊ／ＧＷ／ＧＳ／００００００
７２９８／０／ＧＳ１２Ｂ０７Ｂ０２－００．ｐｄｆ＞
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　上述したように、プラントにおいてセンサ装置を構成するセンサと変換器とのそれぞれ
が離れて設置されている場合には、作業員がそれぞれの位置を移動（往復）してセンサ装
置の校正を行わなければならない。つまり、センサ装置を構成するセンサと変換器とのそ
れぞれが離れた位置に設置されているプラントにおけるセンサ装置の校正は、作業員の移
動を伴う作業となる。このため、センサ装置を校正する作業は、作業員にとって煩雑な作
業となる。特に、作業員が長い距離を移動してセンサ装置の校正作業を行わなければなら
ない場合には、より煩雑な作業となる。しかも、センサ装置を校正する作業では、上述し
たように、変換器の変換係数を手動で補正（変更）するため、誤った操作をしてしまうこ
とも考えられる。仮に、作業員が誤った値に変換器の変換係数を補正（変更）してしまっ
た場合には、誤った補正（変更）の是正や校正結果の確認にために、センサと変換器とそ
れぞれの位置の間をさらに移動（往復）しなければならなくなる。
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【００２０】
　なお、上述したようなセンサ装置を校正する作業手順を、２人の作業員が行うことも考
えられる。より具体的には、センサ装置を構成するセンサが設置されている位置と、変換
器が設置されている位置とに１人ずつ作業員が出向き、２人の作業員が連絡を取りながら
、上述したようなセンサ装置を校正する作業手順を行うことも考えられる。しかし、この
場合では、作業員の移動に関しての煩雑性は解消することができるものの、例えば、ｐＨ
値の連絡ミスなどによって、誤った値に変換器の変換係数を補正（変更）してしまう可能
性は依然として残っている。なお、この場合は、プラントにおける作業工数が増加してい
るものと考えられる。
【００２１】
　本発明は、上記の課題に基づいてなされたものであり、プラント内に配置された設備に
設置されているセンサ装置の校正を、より効率的に正確に行うことができるセンサ校正装
置およびセンサ校正方法を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上記の課題を解決するため、本発明のセンサ校正装置は、予め定めた基準の物理量を、
校正する対象のセンサ装置と共に測定することによって前記センサ装置を校正するセンサ
校正装置であって、接続されている校正の基準とするリファレンスセンサが検出した前記
物理量を読み取るセンサ読み取り部と、前記物理量を基準測定値に変換すると共に、通信
手段によって前記センサ装置が前記物理量を測定した測定値を校正対象測定値として取得
し、前記基準測定値と前記校正対象測定値とに基づいた校正指示を、前記通信手段によっ
て前記センサ装置に出力するセンサ管理部と、を備える、ことを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明のセンサ校正装置は、前記基準測定値と前記校正対象測定値との情報を提
示し、前記センサ装置の校正の実行を指示する校正実行指示の入力を受け付けるインター
フェース部、をさらに備え、前記センサ管理部は、入力された前記校正実行指示に応じて
、前記校正指示を前記センサ装置に出力する、ことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明のセンサ校正装置における前記センサ管理部は、前記センサ装置を構成す
る校正対象センサが検出した前記物理量を測定値に変換する際に用いる変換式の変換係数
を、前記基準測定値と前記校正対象測定値とに基づいた補正量の分だけ補正するように指
示する前記校正指示と、前記補正量を表す変換係数補正量とを、前記センサ装置に出力す
る、ことを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明のセンサ校正装置において前記センサ装置は、前記校正対象センサと、前
記変換式に基づいて前記物理量を測定値に変換する変換処理を行う変換器とが離れた位置
に設置されており、前記センサ管理部は、前記通信手段によって接続されている前記変換
器との間で、前記校正対象測定値、前記校正指示を送受信する、ことを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明のセンサ校正装置において前記通信手段は、前記センサ装置が設置された
プラント内に構築された専用の通信ネットワークである、ことを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明のセンサ校正装置において前記通信手段は、前記センサ装置と直接的に接
続される無線通信または有線通信である、ことを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明のセンサ校正方法は、予め定めた基準の物理量を、校正する対象のセンサ
装置と共に測定することによって前記センサ装置を校正するセンサ校正装置を用いたセン
サ校正方法であって、センサ読み取り部が、接続されている校正の基準とするリファレン
スセンサが検出した前記物理量を読み取るセンサ読み取りステップと、センサ管理部が、
前記物理量を基準測定値に変換すると共に、通信手段によって前記センサ装置が前記物理
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量を測定した測定値を校正対象測定値として取得し、前記基準測定値と前記校正対象測定
値とに基づいた校正指示を、前記通信手段によって前記センサ装置に出力するセンサ管理
ステップと、を含む、ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２９】
　本発明によれば、プラント内に配置された設備に設置されているセンサ装置の校正を、
より効率的に正確に行うことができるセンサ校正装置およびセンサ校正方法を提供するこ
とができるという効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態におけるセンサ校正装置の概略構成、およびセンサ校正装置に
よって校正を行う際に構築されるセンサ校正システムの概略構成を示したブロック図であ
る。
【図２】本発明の実施形態におけるセンサ校正装置においてセンサ装置を校正する処理の
処理手順の一例を示したフローチャートである。
【図３】本発明の実施形態におけるセンサ校正装置によってセンサ装置を校正している様
子の一例を模式的に示した図である。
【図４】本発明の実施形態におけるセンサ校正装置によってセンサ装置を校正している様
子の一例を模式的に示した図である。
【図５】本発明の実施形態におけるセンサ校正装置によってセンサ装置を校正している別
の様子の一例を模式的に示した図である。
【図６】従来の測定器を用いたセンサ装置の校正の手順の一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照して説明する。図１は、本発明の実施形
態におけるセンサ校正装置の概略構成、およびセンサ校正装置によって校正を行う際に構
築されるセンサ校正システムの概略構成を示したブロック図である。図１には、校正の基
準とするセンサＲＳ（以下、「リファレンスセンサＲＳ」という）が接続されたセンサ校
正装置１０の構成を示している。リファレンスセンサＲＳは、液体状の製品あるいは半製
品の性質を検出するセンサである。また、図１には、センサ校正装置１０によって校正を
行う対象（校正対象）のセンサ装置として、校正対象のセンサＣＳ（以下、「校正対象セ
ンサＣＳ」という）と変換器２０とが接続されたセンサ装置の構成を示している。校正対
象センサＣＳは、例えば、設備において生産した工業用水や薬品など、液体状の製品ある
いは半製品の性質を検出する、リファレンスセンサＲＳと同様のセンサである。なお、図
１には、センサ校正装置１０が、通信手段としてフィールドネットワーク３０を利用して
、校正対象のセンサ装置の校正を行う状態を示している。より具体的には、図１には、フ
ィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０と校正対象のセンサ装置を構成す
る変換器２０とが接続されることによって、センサ校正装置１０がセンサ装置の校正を行
うためのセンサ校正システム１が構築されている状態を示している。
【００３２】
　なお、フィールドネットワーク３０は、プラント内に配置された設備と、プラントにお
いてそれぞれの設備の稼働状態などを制御する上位の制御システム（例えば、分散制御シ
ステム（Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｙｓｔｅｍ：ＤＣＳ）など）とを
接続するために、プラント内に構築された有線または無線の専用の通信ネットワークであ
る。フィールドネットワーク３０に適用される通信規格としては、例えば、ＩＳＡ１００
．１１ａなどの工業用の無線規格、センサネットワークシステムなどの無線規格、Ｗｉｒ
ｅｌｅｓｓ／Ｗｉｒｅｄ　ＨＡＲＴ（登録商標）などの無線と有線とが混在した通信規格
、ＭＯＤＢＵＳ（登録商標）などのマスター／スレーブ方式の通信規格、ＦＯＵＮＤＡＴ
ＩＯＮ（登録商標）フィールドバス、ＰＲＯＦＩＢＵＳ（ＰＲＯＣＥＳＳ　ＦＩＥＬＤ　
ＢＵＳ）（登録商標）などのフィールドバス規格など、プラントにおいて適用される種々
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の通信規格や方式が考えられる。
【００３３】
　なお、プラントとしては、石油の精製や化学製品の生産を行う工業プラントの他、ガス
田や油田などの井戸元やその周辺を管理制御するプラント、水力・火力・原子力などの発
電を管理制御するプラント、太陽光や風力などの環境発電を管理制御するプラント、上下
水やダムなどを管理制御するプラントなどが含まれる。
【００３４】
　まず、センサ校正装置１０の構成について説明する。センサ校正装置１０は、フィール
ドネットワーク３０を介して校正対象のセンサ装置と接続され、リファレンスセンサＲＳ
が検出して出力した物理量を表す測定値に基づいて、接続されているセンサ装置の校正を
行う。言い換えれば、センサ校正装置１０は、フィールドネットワーク３０を介して校正
対象のセンサ装置とリモート接続され、リファレンスセンサＲＳが検出して出力した物理
量を表す測定値に基づいて、遠隔操作でセンサ装置の校正を行う。リファレンスセンサＲ
Ｓは、上述したように、センサ校正装置１０がセンサ装置の校正を行う際に基準とするセ
ンサであり、予め定めたアナログの物理量を検出し、検出した物理量（アナログ量）を表
す信号をセンサ校正装置１０に出力する。
【００３５】
　図１に示した一例では、リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとのそれぞれが
、ガラス管式の水素イオン濃度（ｐＨ）センサである場合を示している。この場合、リフ
ァレンスセンサＲＳおよび校正対象センサＣＳは、検出した水素イオン濃度（ｐＨ）を表
す電圧値を出力する。センサ校正装置１０は、リファレンスセンサＲＳによって検出した
水素イオン濃度の値（ｐＨ値）が予めわかっている基準の緩衝液のｐＨ値に基づいて、同
じ基準の緩衝液を校正対象センサＣＳによって検出しているセンサ装置が測定値として出
力するｐＨ値が、同じ値になるように合わせ込むことによって校正する。
【００３６】
　なお、図１においては、リファレンスセンサＲＳが、ガラス管式のｐＨセンサである場
合を示したが、リファレンスセンサＲＳは、図１に示したようなｐＨセンサに限定される
ものではなく、校正対象センサＣＳと同じ液体状の物質の物理量を検出するセンサであれ
ば、いかなるセンサであってもよい。つまり、リファレンスセンサＲＳと校正対象センサ
ＣＳとは、同じ物理量を検出するセンサであれば、いかなるセンサであってもよい。例え
ば、リファレンスセンサＲＳおよび校正対象センサＣＳとしては、図１に示したようなｐ
Ｈセンサの他にも、酸化還元電位（ＯＲＰ）センサ、導電率センサ、溶存酸素（ＤＯ）セ
ンサ、残留塩素センサ、濁度センサ、温度センサなど、液体状の物質に対応した様々なセ
ンサが考えられる。なお、リファレンスセンサＲＳおよび校正対象センサＣＳとしては、
上述したような液体状の物質に対応したセンサに限定されるものでもない。
【００３７】
　センサ校正装置１０は、センサ読み取り部１１０と、センサ管理部１２０と、通信管理
部１３０と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）部１４０とを含んで構成される。
【００３８】
　センサ読み取り部１１０は、接続されているリファレンスセンサＲＳが出力している基
準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値を読み取る。センサ読み取り部１１０は、リファレンス
センサＲＳから読み取った電圧値をセンサ管理部１２０に出力する。
【００３９】
　センサ管理部１２０は、センサ校正装置１０の全体を制御する制御部である。センサ管
理部１２０は、センサ読み取り部１１０から出力された電圧値を、予め定めた変換式（電
圧－ｐＨ値変換式）に基づいて変換し、基準の緩衝液のｐＨ値を算出する。センサ管理部
１２０は、算出したｐＨ値を、基準測定値（以下、「基準ｐＨ値」という）としてインタ
ーフェース部１４０に出力して表示させる。なお、本発明においては、センサ管理部１２
０がセンサ読み取り部１１０から出力された電圧値を基準ｐＨ値に変換する変換式に関し
ては、特に規定しない。
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【００４０】
　また、センサ管理部１２０は、センサ校正装置１０がセンサ装置の校正を行う校正処理
において、通信管理部１３０およびフィールドネットワーク３０を介して、変換器２０が
校正対象センサＣＳから出力された電圧値に基づいて算出した基準の緩衝液のｐＨ値を、
校正対象測定値（以下、「校正対象ｐＨ値」という）として取得し、取得した校正対象ｐ
Ｈ値をインターフェース部１４０に出力して表示させる。そして、センサ管理部１２０は
、プラントにおいてセンサ装置の校正の作業（校正作業）を行う作業員の指示に応じて、
センサ装置を校正する。
【００４１】
　より具体的には、センサ管理部１２０は、センサ装置の校正を行う校正処理において、
校正対象ｐＨ値の出力（送信）する指示（以下、「測定値出力指示」という）を、通信管
理部１３０およびフィールドネットワーク３０を介して変換器２０に出力（送信）する。
そして、センサ管理部１２０は、出力（送信）した測定値出力指示に応じて、フィールド
ネットワーク３０および通信管理部１３０を介して変換器２０から出力（送信）されてき
た校正対象ｐＨ値を取得し、取得した校正対象ｐＨ値をインターフェース部１４０に出力
して表示させる。その後、センサ管理部１２０は、作業員の指示に応じて、変換器２０が
校正対象センサＣＳから出力された電圧値をｐＨ値に変換する変換処理で用いる変換式（
電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数（例えば、切片や傾きの変換係数）を補正（変更）する
ように指示する校正指示（以下、「変換係数補正指示」という）を、通信管理部１３０お
よびフィールドネットワーク３０を介して変換器２０に出力（送信）する。ここで、変換
係数補正指示は、例えば、基準ｐＨ値と校正対象ｐＨ値との差を補正量とした場合、この
補正量の分だけ電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）するように指示する校正指
示である。このため、センサ管理部１２０は、変換係数補正指示と共に、補正量を表す情
報を、変換係数補正量として変換器２０に出力（送信）する。
【００４２】
　これにより、変換器２０は、センサ管理部１２０から出力（送信）された変換係数補正
指示と変換係数補正量とに基づいて、電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を、変換係数補正量
が表す補正量と同じ分だけ補正（変更）する。その結果、変換器２０が変換処理によって
校正対象センサＣＳが検出して出力した電圧値を再度変換した校正対象ｐＨ値は、センサ
校正装置１０においてインターフェース部１４０に表示された基準ｐＨ値と同じ値に校正
される。なお、電圧－ｐＨ値変換式の変換係数の補正量は、上述した基準ｐＨ値と校正対
象ｐＨ値との差に限定されるものではなく、校正対象センサＣＳが検出して出力した電圧
値を変換器２０が再度変換した場合に、基準ｐＨ値と同じ値の校正対象ｐＨ値に変換する
、つまり、校正対象ｐＨ値が基準ｐＨ値と同じ値に合わせ込まれるようにするための変換
係数の補正量であれば、いかなる処理や演算によって求められる補正量であってもよい。
【００４３】
　なお、センサ管理部１２０は、変換器２０から校正対象ｐＨ値を取得する際に、校正対
象センサＣＳを識別するための情報（例えば、校正対象センサＣＳの識別情報（ＩＤ）な
ど）を取得してもよい。この場合、センサ管理部１２０は、変換器２０から取得した校正
対象ｐＨ値および校正対象センサＣＳの識別情報と、例えば、変換係数補正指示を変換器
２０に出力（送信）した日時などのセンサ装置の校正を行った日時に関する情報、および
変換係数補正量とを紐付けて記憶し、管理してもよい。言い換えれば、センサ管理部１２
０は、センサ装置を校正した履歴を記憶して、管理してもよい。
【００４４】
　通信管理部１３０は、フィールドネットワーク３０を介して変換器２０との間で様々情
報をやり取り（送受信）する。より具体的には、通信管理部１３０は、センサ校正装置１
０がセンサ装置に対して校正処理を行う際に、センサ管理部１２０から出力された測定値
出力指示を、フィールドネットワーク３０を介して変換器２０に出力（送信）する。そし
て、通信管理部１３０は、出力（送信）した測定値出力指示に応じてフィールドネットワ
ーク３０を介して変換器２０から出力（送信）されてきた校正対象ｐＨ値を取得（受信）
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し、取得（受信）した校正対象ｐＨ値をセンサ管理部１２０に出力する。また、通信管理
部１３０は、センサ管理部１２０から出力された変換係数補正指示と変換係数補正量とを
、フィールドネットワーク３０を介して変換器２０に出力（送信）する。
【００４５】
　インターフェース部１４０は、センサ管理部１２０が算出した基準ｐＨ値や変換器２０
から取得した校正対象ｐＨ値の情報を作業員に提示するための表示画面を生成し、生成し
た表示画面を表示する。インターフェース部１４０は、基準情報表示部１４１と、校正対
象情報表示部１４２と、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　Ｃｒｙｓｔ
ａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの表示デバイスとを含んで構成されている。
【００４６】
　基準情報表示部１４１は、基準ｐＨ値の情報を作業員に提示するための表示画面（以下
、「基準センサ情報画面」という）を生成する。基準情報表示部１４１は、生成した基準
センサ情報画面を表示デバイスに表示させる。校正対象情報表示部１４２は、校正対象ｐ
Ｈ値の情報を作業員に提示するための表示画面（以下、「校正対象センサ情報画面」とい
う）を生成する。校正対象情報表示部１４２は、生成した校正対象センサ情報画面を表示
デバイスに表示させる。
【００４７】
　また、インターフェース部１４０は、作業員によるセンサ校正装置１０に対する操作を
受け付ける、例えば、ボタンやスイッチ類などを含んで構成されている。作業員によるセ
ンサ校正装置１０に対する操作には、少なくとも、センサ装置の校正の実行を指示するた
めの操作（以下「校正実行指示」という）を含んでいる。インターフェース部１４０は、
作業員による操作に応じて校正実行指示を受け付けると、校正実行指示を受け付けたこと
表す情報をセンサ管理部１２０に出力する。
【００４８】
　なお、インターフェース部１４０は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示デバイスと
、表示デバイス内に備えられた、例えば、押圧センサなどによって作業員によるタップや
フリックなどの各種のタッチ操作を検出する検出デバイスとが組み合わされたタッチパネ
ルとして構成されていてもよい。この場合、インターフェース部１４０は、作業員が校正
実行指示を入力する操作を行うためのボタン（以下、「校正実行ボタン」という）の表示
画面を生成してもよい。そして、インターフェース部１４０は、生成した校正実行ボタン
の表示画面を、基準情報表示部１４１が生成した基準センサ情報画面と、校正対象情報表
示部１４２が生成した校正対象センサ情報画面と共に表示デバイスに表示してもよい。こ
の場合、インターフェース部１４０は、作業員によるタップの操作によって校正実行ボタ
ンが押されたことを検出デバイスが検出したときに、作業員による校正実行指示を受け付
けたことを表す情報をセンサ管理部１２０に出力してもよい。
【００４９】
　このような構成によって、センサ校正装置１０は、設備に設置された校正対象のセンサ
装置との間でフィールドネットワーク３０を介して通信を行い、ｐＨ値が予めわかってい
る基準の緩衝液をセンサ校正装置１０によって測定したｐＨ値と、同じ緩衝液を校正対象
のセンサ装置によって測定したｐＨ値とを作業員に提示する。また、センサ校正装置１０
は、作業員からの指示に応じて校正対象のセンサ装置との間で通信を行い、校正対象のセ
ンサ装置が測定値として出力するｐＨ値が、センサ校正装置１０が測定したｐＨ値と同じ
値になるように、センサ装置が変換処理で用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（
変更）して、センサ装置を校正する。
【００５０】
　なお、センサ校正装置１０は、リファレンスセンサＲＳが検出して出力した物理量を表
す測定値に基づいて、フィールドネットワーク３０を介して接続された校正対象のセンサ
装置を校正する機能のみを実現する構成に限定されるもではない。例えば、センサ校正装
置１０は、プラント内に配置されているそれぞれの設備に対して日常的な点検作業や保守
作業、設備の故障や不具合などのトラブルに対応する作業を行う作業員によって利用され
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る、携帯型の端末装置（メンテナンス端末装置）における１つの機能として、校正対象の
センサ装置を校正する機能が実現される構成であってもよい。
【００５１】
　続いて、センサ校正装置１０による校正対象のセンサ装置の構成について説明する。上
述したように、センサ装置は、校正対象センサＣＳと変換器２０とが接続されて、つまり
、校正対象センサＣＳと変換器２０との組み合わせで構成されている。センサ装置は、少
なくとも校正対象センサＣＳが、プラントに配置された設備において予め定めた物理量（
図１においてはｐＨ値）を検出する位置に設置され、変換器２０がフィールドネットワー
ク３０と接続されている。なお、プラントでは、センサ装置を構成する変換器２０が、必
ずしも校正対象センサＣＳに近い位置に設置されているわけではない。図１に示した一例
では、校正対象センサＣＳと変換器２０とが数ｍ～数十ｍ離れた位置（例えば、２０ｍ離
れた位置）に設置されている場合を示している。
【００５２】
　通常の動作において、センサ装置は、校正対象センサＣＳが設置された位置で検出して
出力した液体状の製品あるいは半製品の水素イオン濃度（ｐＨ）を表す電圧値を変換器２
０に出力し、変換器２０において測定値（ｐＨ値）に変換する。センサ装置は、変換器２
０において変換した測定値（ｐＨ値）を、フィールドネットワーク３０を介して分散制御
システムなどの上位の制御システムに出力（送信）する。
【００５３】
　一方、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の動作において、セ
ンサ装置を構成する変換器２０は、フィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置
１０と接続される。そして、センサ装置は、センサ校正装置１０が測定している基準の緩
衝液と同じ緩衝液を校正対象センサＣＳが検出して出力した水素イオン濃度（ｐＨ）を表
す電圧値を、変換器２０においてｐＨ値に変換する。そして、センサ装置は、センサ校正
装置１０から出力（送信）されてきた測定値出力指示に応じて、変換器２０が、変換した
ｐＨ値を校正対象ｐＨ値として、フィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１
０に出力（送信）する。その後、センサ装置は、センサ校正装置１０から出力（送信）さ
れてきた変換係数補正指示と変換係数補正量とに基づいて、変換器２０が、校正対象セン
サＣＳから出力された水素イオン濃度（ｐＨ）を表す電圧値をｐＨ値に変換する変換処理
において用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）する。これにより、センサ
装置は、校正対象センサＣＳによってセンサ校正装置１０と同じ緩衝液を測定した場合に
、センサ校正装置１０が出力するｐＨ値（基準ｐＨ値）と同じｐＨ値（校正対象ｐＨ値）
を出力するように校正される。そして、センサ装置は、変換器２０が、同じ水素イオン濃
度（ｐＨ）を表す電圧値を、変換係数を補正（変更）した電圧－ｐＨ値変換式で変換し、
変換したｐＨ値を、校正後の校正対象ｐＨ値として、フィールドネットワーク３０を介し
てセンサ校正装置１０に出力（送信）する。
【００５４】
　センサ装置において変換器２０は、センサ読み取り部２１０と、センサ管理部２２０と
、通信管理部２３０と、インターフェース（Ｉ／Ｆ）部２４０とを含んで構成される。
【００５５】
　センサ読み取り部２１０は、通常の動作において、接続されている校正対象センサＣＳ
が出力している液体状の製品あるいは半製品のｐＨ値を表す電圧値を読み取る。また、セ
ンサ読み取り部２１０は、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の
動作において、センサ校正装置１０と同じ基準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値を読み取る
。センサ読み取り部２１０は、校正対象センサＣＳから読み取った電圧値をセンサ管理部
２２０に出力する。
【００５６】
　センサ管理部２２０は、センサ校正装置１０の全体を制御する制御部である。センサ管
理部２２０は、センサ読み取り部２１０から出力された電圧値を、予め定めた電圧－ｐＨ
値変換式に基づいて変換してｐＨ値を算出する。なお、センサ管理部２２０は、通常の動
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作において、センサ読み取り部２１０から出力された液体状の製品あるいは半製品のｐＨ
値を表す電圧値を変換してｐＨ値を算出する。そして、センサ管理部２２０は、算出した
ｐＨ値を、通信管理部２３０およびフィールドネットワーク３０を介して、上位の制御シ
ステムに出力（送信）する。また、センサ管理部２２０は、算出したｐＨ値をインターフ
ェース部２４０に出力して表示させる。
【００５７】
　一方、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の動作において、セ
ンサ管理部２２０は、センサ読み取り部２１０から出力された基準の緩衝液のｐＨ値を表
す電圧値を変換してｐＨ値（校正対象ｐＨ値）を算出し、算出した校正対象ｐＨ値をイン
ターフェース部２４０に出力して表示させる。また、センサ管理部２２０は、センサ校正
装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の動作においてセンサ校正装置１０から
出力（送信）されてきた測定値出力指示に応じて、算出した校正対象ｐＨ値を、通信管理
部２３０およびフィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０に出力（送信）
する。さらに、センサ管理部２２０は、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が
行われる際の動作においてセンサ校正装置１０から出力（送信）されてきた変換係数補正
指示と変換係数補正量とに基づいて、センサ読み取り部２１０から出力されたｐＨ値を表
す電圧値を変換する電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）する。これにより、セ
ンサ管理部２２０において変換処理に用いる電圧－ｐＨ値変換式が、センサ読み取り部２
１０から出力された基準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値を再度変換した場合にセンサ校正
装置１０が測定した基準ｐＨ値と同じ値に変換する変換式に校正される。その結果、セン
サ管理部２２０は、以降の通常の動作においても、センサ読み取り部２１０から出力され
たｐＨ値を表す電圧値を変換する際に、校正された電圧－ｐＨ値変換式を用いてｐＨ値に
変換する変換処理を行う。なお、本発明においては、センサ管理部２２０がセンサ読み取
り部２１０から出力された電圧値をｐＨ値（基準ｐＨ値も含む）に変換する変換式に関し
ては、特に規定しない。なお、センサ管理部２２０は、確認のため、校正された電圧－ｐ
Ｈ値変換式を用いて基準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値を再度変換した校正対象ｐＨ値を
、通信管理部２３０およびフィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０に出
力（送信）する。
【００５８】
　通信管理部２３０は、フィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０（より
具体的には、センサ校正装置１０に備えた通信管理部１３０）との間で様々情報をやり取
り（送受信）する。より具体的には、通信管理部２３０は、通常の動作において、センサ
管理部２２０から出力されたｐＨ値を、フィールドネットワーク３０を介して上位の制御
システムに出力（送信）する。また、通信管理部２３０は、通常の動作において、フィー
ルドネットワーク３０を介して上位の制御システムから出力（送信）されてきた測定条件
などのセンサ装置の制御情報を、センサ管理部２２０に出力する。なお、センサ装置は、
上位の制御システムからも、センサ管理部２２０が変換処理に用いる電圧－ｐＨ値変換式
の変換係数（例えば、切片や傾きの変換係数）を補正（変更）することができる構成であ
ってもよい。
【００５９】
　また、通信管理部２３０は、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が行われる
際の動作において、フィールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０から出力（
送信）されてきた測定値出力指示を取得（受信）し、取得（受信）した測定値出力指示を
センサ管理部２２０に出力する。そして、通信管理部２３０は、出力した測定値出力指示
に応じてセンサ管理部２２０から出力された校正対象ｐＨ値を、フィールドネットワーク
３０を介してセンサ校正装置１０に出力（送信）する。また、通信管理部２３０は、フィ
ールドネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０から出力（送信）されてきた変換係
数補正指示および変換係数補正量を取得（受信）し、取得（受信）した変換係数補正指示
および変換係数補正量をセンサ管理部２２０に出力する。そして、通信管理部２３０は、
出力した変換係数補正指示および変換係数補正量に基づいて校正された電圧－ｐＨ値変換
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式を用いて再度変換した校正後の校正対象ｐＨ値がセンサ管理部２２０から出力されると
、センサ管理部２２０から出力された校正後の校正対象ｐＨ値を、フィールドネットワー
ク３０を介してセンサ校正装置１０に出力（送信）する。
【００６０】
　インターフェース部２４０は、センサ管理部２２０が算出した通常の動作におけるｐＨ
値や、センサ校正装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の動作における校正対
象ｐＨ値の情報を作業員に提示するための表示画面を生成し、生成した表示画面を表示す
る。インターフェース部２４０は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Ｌｉｑｕｉｄ　
Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｄｉｓｐｌａｙ）などの表示デバイスを含んで構成されている。また、
インターフェース部２４０は、作業員による変換器２０に対する操作を受け付ける、例え
ば、ボタンやスイッチ類などを含んで構成されている。インターフェース部２４０は、作
業員による操作を受け付けると、受け付けた操作を表す情報をセンサ管理部２２０に出力
する。なお、センサ装置は、作業員によるインターフェース部２４０の操作によっても、
センサ管理部２２０が変換処理に用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）す
ることができる構成であってもよい。
【００６１】
　なお、インターフェース部２４０は、例えば、液晶ディスプレイなどの表示デバイスと
、表示デバイス内に備えられた、例えば、押圧センサなどによって作業員によるタップや
フリックなどの各種のタッチ操作を検出する検出デバイスとが組み合わされたタッチパネ
ルとして構成されていてもよい。
【００６２】
　なお、上述したように、センサ装置を構成する変換器２０は、必ずしも校正対象センサ
ＣＳに近い位置、つまり、センサ装置を校正する作業において作業員がリファレンスセン
サＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を基準の緩衝液に浸漬させている位置の近くに設置
されているわけではない。そして、センサ校正装置１０には、変換器２０からフィールド
ネットワーク３０を介して出力（送信）された校正対象ｐＨ値がインターフェース部１４
０の表示デバイスに表示されている。このため、校正対象センサＣＳと変換器２０とが離
れた位置に設置されている場合には、センサ装置を校正する作業において作業員が変換器
２０に備えたインターフェース部２４０の表示デバイスに表示されている校正対象ｐＨ値
を確認するために移動する必要はない。従って、インターフェース部２４０は、センサ校
正装置１０によって校正（校正処理）が行われる際の動作における校正対象ｐＨ値の情報
を表す表示画面を表示デバイスに表示しなくてもよい。ただし、プラントにおける日常的
な点検作業など、つまり、通常の動作においては、作業員がインターフェース部２４０の
表示デバイスに表示されているｐＨ値を確認することが考えられる。このため、インター
フェース部２４０は、現在の動作の状態に基づいて、表示画面の表示デバイスへの表示と
非表示とを切り替える構成にしてもよい。
【００６３】
　このような構成によって、センサ装置（より具体的には、変換器２０）は、フィールド
ネットワーク３０を介してセンサ校正装置１０から出力（送信）されてきた測定値出力指
示、および変換係数補正指示と変換係数補正量とに従って、校正対象センサＣＳから出力
された水素イオン濃度（ｐＨ）を表す電圧値をｐＨ値に変換する変換処理において用いる
電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）する。これにより、センサ装置は、測定値
として出力するｐＨ値が、センサ校正装置１０が測定したｐＨ値と同じ値になるように校
正される。
【００６４】
　このように、センサ校正システム１では、センサ校正装置１０によって校正対象のセン
サ装置を校正する校正処理において、フィールドネットワーク３０を介して接続されてい
るセンサ装置が測定した測定値を、センサ校正装置１０に表示させることができる。また
、センサ校正システム１では、センサ校正装置１０を操作することによって、センサ装置
の校正を実行することができる。このため、プラントにおいてセンサ装置を校正する作業
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を行う作業員は、センサ装置を構成する校正対象センサＣＳが設置されている位置でリフ
ァレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を基準の緩衝液に浸漬させ、この状態
でセンサ校正装置１０を操作することによって、フィールドネットワーク３０を介して、
校正対象のセンサ装置に対する校正の作業を行うことができる。つまり、センサ校正シス
テム１では、校正対象のセンサ装置を構成する変換器２０が、校正対象センサＣＳが設置
されている位置から離れた位置に設置されている場合でも、従来のように、校正対象セン
サＣＳが設置されている位置と変換器２０が設置されている位置とそれぞれの位置の間を
作業員が移動（往復）することなく、センサ装置の校正を行うことができる。
【００６５】
　しかも、センサ校正システム１では、センサ校正装置１０が、変換係数補正指示と共に
変換係数補正量を、フィールドネットワーク３０を介して校正対象のセンサ装置を構成す
る変換器２０に出力（送信）し、変換器２０が、フィールドネットワーク３０を介して出
力（送信）されてきた変換係数補正指示と変換係数補正量とに基づいて、変換式の変換係
数を補正（変更）する。このため、センサ校正システム１では、従来のように、作業員が
手動で変換器２０に変換係数を入力して補正（変更）する作業を行う必要がなく、誤った
補正（変更）をしてしまう要因をなくすことができる。
【００６６】
　このように、校正対象のセンサ装置を校正する際に、センサ装置とフィールドネットワ
ーク３０を介して接続することができるセンサ校正装置１０を用いることによって、プラ
ント内に配置された設備に設置されているセンサ装置の校正を、より効率的に正確に行う
ことができる。言い換えれば、センサ校正システム１では、センサ校正装置１０を用いて
センサ装置の校正を行うことによって、作業員にとって煩雑な作業を解消することができ
る。
【００６７】
　次に、センサ校正装置１０を用いて校正対象のセンサ装置を校正する校正処理の処理手
順について説明する。図２は、本発明の実施形態におけるセンサ校正装置１０においてセ
ンサ装置、つまり、校正対象センサＣＳと変換器２０とによって構成されるセンサ装置を
校正する処理（校正処理）の処理手順の一例を示したフローチャートである。図２に示し
たセンサ校正装置１０によるセンサ装置の校正処理は、校正対象センサＣＳが設置されて
いる位置に作業員が出向き、リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を基
準の緩衝液に浸漬させた後に、作業員の指示によって開始される。
【００６８】
　センサ校正装置１０が校正処理を開始すると、まず、センサ校正装置１０に備えたセン
サ読み取り部１１０は、接続されているリファレンスセンサＲＳが出力している基準の緩
衝液のｐＨ値を表す電圧値を読み取り、読み取った電圧値をセンサ管理部１２０に出力す
る（ステップＳ１００）。これにより、センサ管理部１２０は、センサ読み取り部１１０
から出力された電圧値を、予め定めた変換式（電圧－ｐＨ値変換式）に基づいて変換して
基準ｐＨ値を算出し、算出した基準ｐＨ値をセンサ校正装置１０に備えたインターフェー
ス部１４０（より具体的には、基準情報表示部１４１）に出力する。
【００６９】
　続いて、基準情報表示部１４１は、センサ管理部１２０から出力された基準ｐＨ値を表
す基準センサ情報画面を生成し、生成した基準センサ情報画面を表示デバイスに表示させ
る（ステップＳ１１０）。これにより、基準ｐＨ値の情報が、作業員に提示される。
【００７０】
　また、センサ管理部１２０は、校正対象のセンサ装置が校正対象センサＣＳによって測
定した校正対象ｐＨ値の出力（送信）を指示する測定値出力指示を通信管理部１３０に出
力し、フィールドネットワーク３０および変換器２０に備えた通信管理部２３０を介して
、変換器２０に備えたセンサ管理部２２０に出力（送信）させる（ステップＳ２００）。
【００７１】
　続いて、センサ管理部１２０は、出力（送信）した測定値出力指示に応じてセンサ管理
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部２２０から出力（送信）されてきた校正対象ｐＨ値を取得したか否かを判定する（ステ
ップＳ２１０）。ステップＳ２１０の判定の結果、校正対象ｐＨ値を取得していない、つ
まり、センサ管理部２２０から校正対象ｐＨ値が出力（送信）されてきていない場合（ス
テップＳ２１０の“ＮＯ”）、センサ管理部１２０は、ステップＳ２１０に戻って、セン
サ管理部２２０から校正対象ｐＨ値が出力（送信）されて取得するのを待つ。
【００７２】
　一方、ステップＳ２１０の判定の結果、校正対象ｐＨ値を取得した、つまり、センサ管
理部２２０から校正対象ｐＨ値が出力（送信）されてきた場合（ステップＳ２１０の“Ｙ
ＥＳ”）、センサ管理部１２０は、取得した校正対象ｐＨ値をインターフェース部１４０
（より具体的には、校正対象情報表示部１４２）に出力する。
【００７３】
　続いて、校正対象情報表示部１４２は、センサ管理部１２０から出力された校正対象ｐ
Ｈ値を表す校正対象センサ情報画面を生成し、生成した校正対象センサ情報画面を表示デ
バイスに表示させる（ステップＳ２２０）。これにより、校正対象ｐＨ値の情報が、作業
員に提示される。
【００７４】
　なお、インターフェース部１４０は、校正実行ボタンの表示画面を生成し、生成した校
正実行ボタンの表示画面を、基準センサ情報画面および校正対象センサ情報画面と共に表
示デバイスに表示することによって、作業員による校正実行指示の操作を促してもよい。
さらに、インターフェース部１４０は、センサ装置の校正を行わないことを入力する操作
を行うためのボタン（以下、「校正キャンセルボタン」という）の表示画面を生成して表
示デバイスに表示してもよい。これにより、作業員は、例えば、現在リファレンスセンサ
ＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を浸漬させている基準の緩衝液では、センサ装置の校
正を行う必要がない場合に、センサ校正装置１０によるセンサ装置の校正処理を行わない
ことを指示する操作を行うことができる。また、さらに、インターフェース部１４０は、
センサ装置の校正を終了することを入力する操作を行うためのボタン（以下、「校正終了
ボタン」という）の表示画面を生成して表示デバイスに表示してもよい。これにより、作
業員は、例えば、基準の緩衝液によるセンサ装置の校正が全て終了した場合に、センサ校
正装置１０によるセンサ装置の校正処理を終了することを指示する操作を行うことができ
る。
【００７５】
　続いて、センサ管理部１２０は、作業員による校正実行指示を受け付けたか否か、つま
り、センサ装置の校正を実行するか否かを判定する（ステップＳ３００）。なお、センサ
管理部１２０におけるステップＳ３００の判定は、例えば、インターフェース部１４０が
表示デバイスに表示している校正実行ボタンまたは校正キャンセルボタンのいずれのボタ
ンが作業員によって選択されたときにインターフェース部１４０から出力される、受け付
けたボタンの情報に基づいて判定することができる。
【００７６】
　なお、作業員は、リファレンスセンサＲＳによる基準の緩衝液の測定と、校正対象セン
サＣＳによる同じ基準の緩衝液の測定とが安定、つまり、基準ｐＨ値と校正対象ｐＨ値と
のそれぞれのｐＨ値が安定するまで待ってから、校正実行指示の操作を行う。このため、
センサ校正装置１０は、センサ装置の校正処理において、ステップＳ１００およびステッ
プＳ１１０による基準ｐＨ値の情報の作業員への提示と、ステップＳ２００～ステップＳ
２２０による校正対象ｐＨ値の情報の作業員への提示とを、同時期に平行して順次繰り返
す。これにより、作業員は、センサ校正装置１０によって提示された基準ｐＨ値と校正対
象ｐＨ値とのそれぞれのｐＨ値を監視することによって、リファレンスセンサＲＳによる
基準の緩衝液の測定と、校正対象センサＣＳによる同じ基準の緩衝液の測定とが安定した
ことを確認することができる。
【００７７】
　ステップＳ３００の判定の結果、センサ装置の校正を実行しない場合（ステップＳ３０
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０の“ＮＯ”）、センサ管理部１２０の校正処理は、ステップＳ４００に進む。一方、ス
テップＳ３００の判定の結果、センサ装置の校正を実行する場合（ステップＳ３００の“
ＹＥＳ”）、センサ管理部１２０は、変換器２０における変換処理において用いる変換式
（電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数の補正（変更）を指示する変換係数補正指示と変換係
数補正量とを通信管理部１３０に出力し、フィールドネットワーク３０および通信管理部
２３０を介してセンサ管理部２２０に出力（送信）させる（ステップＳ３１０）。
【００７８】
　これにより、センサ装置を構成する変換器２０は、センサ管理部１２０から出力（送信
）された変換係数補正指示と変換係数補正量とに基づいて、校正対象センサＣＳから出力
された電圧値をｐＨ値に変換する電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）する。そ
して、変換器２０は、校正対象センサＣＳから現在出力されている電圧値を、校正された
電圧－ｐＨ値変換式を用いて再度変換し、変換した校正後の校正対象ｐＨ値を、センサ管
理部１２０に出力（送信）する。
【００７９】
　続いて、センサ管理部１２０は、センサ管理部２２０から出力（送信）されてきた校正
後の校正対象ｐＨ値を取得したか否かを判定する（ステップＳ３２０）。ステップＳ３２
０の判定の結果、校正後の校正対象ｐＨ値を取得していない、つまり、センサ管理部２２
０から校正後の校正対象ｐＨ値が出力（送信）されてきていない場合（ステップＳ３２０
の“ＮＯ”）、センサ管理部１２０は、センサ装置内で校正の処理（変換係数を補正（変
更）する処理）が完了していないと判断し、ステップＳ３２０に戻って、センサ管理部２
２０から校正後の校正対象ｐＨ値が出力（送信）されて取得するのを待つ。
【００８０】
　一方、ステップＳ３２０の判定の結果、校正後の校正対象ｐＨ値を取得した、つまり、
センサ管理部２２０から校正後の校正対象ｐＨ値が出力（送信）されてきた場合（ステッ
プＳ３２０の“ＹＥＳ”）、センサ管理部１２０は、センサ装置内で校正の処理（変換係
数を補正（変更）する処理）が完了したと判断し、取得した校正後の校正対象ｐＨ値をイ
ンターフェース部１４０（校正対象情報表示部１４２）に出力する。
【００８１】
　続いて、校正対象情報表示部１４２は、センサ管理部１２０から出力された校正後の校
正対象ｐＨ値を表す校正対象センサ情報画面を生成し、生成した校正対象センサ情報画面
を表示デバイスに表示させる、つまり、表示デバイスに現在表示させている校正対象セン
サ情報画面を更新する（ステップＳ３３０）。これにより、校正後の校正対象ｐＨ値の情
報が作業員に提示され、作業員は、現在リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳと
の両方を浸漬させている基準の緩衝液によるセンサ装置の校正（変換係数を補正（変更）
する処理）が正常に行われた否かを判断することができる。
【００８２】
　続いて、センサ管理部１２０は、作業員によるセンサ装置の校正を終了する指示を受け
付けたか否か、つまり、センサ装置の校正を終了するか否かを判定する（ステップＳ４０
０）。なお、センサ管理部１２０におけるステップＳ４００の判定は、例えば、インター
フェース部１４０が表示デバイスに表示している校正終了ボタンが作業員によって選択さ
れたときにインターフェース部１４０から出力される、校正終了ボタンを受け付けたこと
を表す情報に基づいて判定することができる。ステップＳ４００の判定の結果、センサ装
置の校正を終了する場合（ステップＳ４００の“ＹＥＳ”）、センサ管理部１２０は、校
正処理を終了する。
【００８３】
　一方、ステップＳ４００の判定の結果、センサ装置の校正を終了しない場合（ステップ
Ｓ４００の“ＮＯ”）、センサ管理部１２０の校正処理は、ステップＳ１００に戻る。そ
して、センサ校正装置１０は、ステップＳ１００～ステップＳ４００までの処理を再び行
う。これにより、作業員は、例えば、現在リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳ
との両方を浸漬させている基準の緩衝液を、異なるｐＨ値の基準の緩衝液に取り替えて、
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センサ校正装置１０によるセンサ装置の校正を、再び行うことができる。つまり、作業員
は、センサ校正装置１０を用いて、校正対象のセンサ装置に対して、例えば、ｐＨ値＝４
、ｐＨ値＝７、およびｐＨ値＝９など、ｐＨ値が予めわかっている複数種類の基準の緩衝
液の中から２種類や３種類の緩衝液を用いた、いわゆる、２点校正や３点校正を行い、セ
ンサ装置をより高精度に校正することができる。
【００８４】
　このような処理（校正処理）によって、センサ校正装置１０は、フィールドネットワー
ク３０を介して接続されている校正対象のセンサ装置が変換処理で用いる電圧－ｐＨ値変
換式の変換係数を補正（変更）して、センサ装置を校正する。これにより、作業員は、校
正対象のセンサ装置を構成する変換器２０が、校正対象センサＣＳが設置されている位置
から離れた位置に設置されている場合でも、従来のように、校正対象センサＣＳが設置さ
れている位置と変換器２０が設置されている位置とそれぞれの位置の間を作業員が移動（
往復）することなく、センサ装置の校正を行うことができる。しかも、センサ校正装置１
０による校正対象のセンサ装置の校正では、作業員が手動で変換器２０に変換係数を入力
して補正（変更）する作業を行う必要がなく、センサ装置が変換処理で用いる電圧－ｐＨ
値変換式の変換係数を誤った値に補正（変更）をしてしまうことなく、センサ装置の校正
を行うことができる。このように、センサ校正装置１０を用いて校正対象のセンサ装置を
校正することによって、作業員にとって煩雑な作業を解消し、より効率的に正確に、セン
サ装置の校正を行うことができる。
【００８５】
　次に、センサ校正装置１０を用いた校正対象のセンサ装置の校正、つまり、センサ校正
装置１０における校正処理の一例について説明する。図３および図４は、本発明の実施形
態におけるセンサ校正装置１０によってセンサ装置、つまり、校正対象センサＣＳと変換
器２０とによって構成されるセンサ装置を校正している様子の一例を模式的に示した図で
ある。図３には、校正対象のセンサ装置を構成する校正対象センサＣＳが設置されている
位置でリファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を同じ基準の緩衝液に浸漬
させ、センサ校正装置１０が測定したｐＨ値と、センサ装置が測定したｐＨ値とを作業員
に提示している様子を模式的に示している。つまり、図３には、センサ校正装置１０によ
ってセンサ装置の校正を行う前（変換式（電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数の補正（変更
）を行う前）の状態を模式的に示している。また、図４には、センサ校正装置１０によっ
て校正対象のセンサ装置を校正し、センサ装置が測定したｐＨ値が、センサ校正装置１０
が測定したｐＨ値と同じ値になったことを作業員に提示している様子を模式的に示してい
る。つまり、図４には、センサ校正装置１０によってセンサ装置の校正を行った後（変換
式（電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数の補正（変更）を行った後）の状態を模式的に示し
ている。
【００８６】
　まず、図３を用いて、センサ校正装置１０によってセンサ装置の校正を実行する前まで
の校正処理について説明する。リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方が
基準の緩衝液に浸漬された状態でセンサ校正装置１０が校正処理を開始すると、センサ校
正装置１０は、基準ｐＨ値を表す基準センサ情報画面を表示させる（ステップＳ１００お
よびステップＳ１１０参照）。より具体的には、センサ読み取り部１１０が、リファレン
スセンサＲＳが出力している基準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値を読み取り、センサ管理
部１２０が、予め定めた変換式（電圧－ｐＨ値変換式）に基づいて基準ｐＨ値を算出し、
基準情報表示部１４１が、基準ｐＨ値を表す基準センサ情報画面を表示させる。図３に示
したセンサ校正装置１０には、基準ｐＨ値が、基準ｐＨ値＝６．９７であることを表した
基準センサ情報画面ＲＩを表示させている状態を示している。
【００８７】
　また、センサ校正装置１０は、変換器２０から出力（送信）されてきた校正対象ｐＨ値
を表す校正対象センサ情報画面を表示させる（ステップＳ２００～ステップＳ２２０参照
）。より具体的には、センサ管理部１２０が、測定値出力指示を通信管理部１３０および
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フィールドネットワーク３０を介して出力（送信）してセンサ管理部２２０から出力（送
信）されてきた校正対象ｐＨ値を取得し、校正対象情報表示部１４２が、校正対象ｐＨ値
を表す校正対象センサ情報画面を表示させる。図３に示した変換器２０には、校正対象セ
ンサＣＳによって測定した校正対象ｐＨ値が、校正対象ｐＨ値＝７．１２であることを表
示させている状態を示している。また、図３に示したセンサ校正装置１０には、センサ管
理部２２０から出力（送信）されてきた校正対象ｐＨ値が、校正対象ｐＨ値＝７．１２で
あることを表した校正対象センサ情報画面ＣＩを表示させている状態を示している。
【００８８】
　作業員は、基準センサ情報画面ＲＩと校正対象センサ情報画面ＣＩとに基づいてセンサ
装置の校正を実行するか否かを判断し、判断した結果に応じてセンサ校正装置１０を操作
する。図３に示したセンサ校正装置１０には、作業員による操作を受け付ける「校正実行
ボタンＢＸ」および「校正キャンセルボタンＢＣ」を示している。作業員は、例えば、基
準センサ情報画面ＲＩに表示されている基準ｐＨ値と校正対象センサ情報画面ＣＩに表示
されている校正対象ｐＨ値との差が許容範囲内であるため、センサ装置の校正を実行しな
いと判断した場合、センサ校正装置１０に表示されている「校正キャンセルボタンＢＣ」
を選択する操作（例えば、タップ）をして、センサ校正装置１０にセンサ装置の校正を行
わないことを指示する。これにより、センサ校正装置１０は、作業員の指示に応じて、校
正処理においてセンサ装置の校正を中止する（ステップＳ３００の“ＮＯ”参照）。また
、作業員は、例えば、基準センサ情報画面ＲＩに表示されている基準ｐＨ値と校正対象セ
ンサ情報画面ＣＩに表示されている校正対象ｐＨ値との差が許容範囲から外れているため
、センサ装置の校正を実行すると判断した場合、センサ校正装置１０に表示されている「
校正実行ボタンＢＸ」を選択する操作（例えば、タップ）をして、センサ校正装置１０に
センサ装置の校正の実行を指示する。これにより、センサ校正装置１０は、作業員の指示
に応じて、校正処理においてセンサ装置の校正を実行する（ステップＳ３００の“ＹＥＳ
”参照）。
【００８９】
　続いて、図４を用いて、センサ校正装置１０によってセンサ装置の校正を実行する校正
処理について説明する。作業員の「校正実行ボタンＢＸ」を選択する操作によってセンサ
装置の校正の実行が指示されると、センサ校正装置１０は、センサ装置の校正を実行し、
校正された変換器２０から出力（送信）されてきた校正後の校正対象ｐＨ値を表す校正対
象センサ情報画面を表示させる（ステップＳ３１０～ステップＳ３３０参照）。より具体
的には、センサ管理部１２０が、変換係数補正指示と変換係数補正量とを通信管理部１３
０およびフィールドネットワーク３０を介して出力（送信）する。これにより、センサ装
置を構成する変換器２０に備えたセンサ管理部２２０は、電圧－ｐＨ値変換式の変換係数
を補正（変更）し、校正対象センサＣＳから出力されている電圧値を校正された電圧－ｐ
Ｈ値変換式を用いて再度変換した校正後の校正対象ｐＨ値を、フィールドネットワーク３
０を介してセンサ校正装置１０に出力（送信）する。図４に示した変換器２０には、電圧
－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）したことによって、校正対象センサＣＳから出
力された基準の緩衝液のｐＨ値を表す電圧値が、校正後の校正対象ｐＨ値＝６．９７に変
換されたことを示している。その後、センサ管理部１２０は、センサ管理部２２０から出
力（送信）されてきた校正後の校正対象ｐＨ値を取得し、校正対象情報表示部１４２が、
校正後の校正対象ｐＨ値を表す校正対象センサ情報画面を表示させる。図４に示したセン
サ校正装置１０には、センサ管理部２２０から出力（送信）されてきた校正対象ｐＨ値が
、校正対象ｐＨ値＝６．９７（すなわち、校正後の校正対象ｐＨ値）であることを表した
校正対象センサ情報画面ＣＩを表示させている状態を示している。
【００９０】
　作業員は、基準センサ情報画面ＲＩと校正対象センサ情報画面ＣＩとに基づいてセンサ
装置の校正が正しく行われたか否かを判断し、判断した結果に応じてセンサ校正装置１０
を操作する。図４に示したセンサ校正装置１０には、作業員による操作を受け付ける「再
校正実行ボタンＢＡ」および「校正終了ボタンＢＥ」を示している。作業員は、例えば、



(19) JP 2018-146533 A 2018.9.20

10

20

30

40

50

基準センサ情報画面ＲＩに表示されている基準ｐＨ値と校正対象センサ情報画面ＣＩに表
示されている校正後の校正対象ｐＨ値との差が許容範囲内であるため、センサ装置の校正
が正しく行われたと判断した場合、センサ校正装置１０に表示されている「校正終了ボタ
ンＢＥ」を選択する操作（例えば、タップ）をして、センサ校正装置１０によるセンサ装
置の校正を終了することを指示する。これにより、センサ校正装置１０は、作業員の指示
に応じて、校正処理におけるセンサ装置の校正を終了する（ステップＳ４００の“ＹＥＳ
”参照）。また、作業員は、例えば、基準センサ情報画面ＲＩに表示されている基準ｐＨ
値と校正対象センサ情報画面ＣＩに表示されている校正後の校正対象ｐＨ値との差が許容
範囲内であるためセンサ装置の校正が正しく行われたと判断したが、異なるｐＨ値の基準
の緩衝液に取り替えてセンサ装置の校正を再び実行する場合、センサ校正装置１０に表示
されている「再校正実行ボタンＢＡ」を選択する操作（例えば、タップ）をして、センサ
校正装置１０にセンサ装置の校正の再実行を指示する。これにより、センサ校正装置１０
は、作業員の指示に応じて、校正処理におけるセンサ装置の校正を再度実行する（ステッ
プＳ４００の“ＮＯ”参照）。
【００９１】
　このように、センサ校正装置１０は、校正対象のセンサ装置を構成する校正対象センサ
ＣＳが設置されている位置で、フィールドネットワーク３０を介して接続されているセン
サ装置を構成する変換器２０との間で通信を行い、センサ校正装置１０によって測定した
基準ｐＨ値と、校正対象のセンサ装置によって測定した校正対象ｐＨ値とを作業員に提示
する。そして、センサ校正装置１０は、作業員からの指示に応じて、フィールドネットワ
ーク３０を介して接続されている変換器２０との間で通信を行い、変換器２０が変換処理
で用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を、校正対象ｐＨ値が基準ｐＨ値と同じ値になる
ように補正（変更）することによって、センサ装置を校正する。これにより、センサ校正
装置１０によるセンサ装置の校正では、校正対象のセンサ装置を構成する変換器２０が、
校正対象センサＣＳが設置されている位置から離れた位置に設置されている場合でも、従
来のように、校正対象センサＣＳが設置されている位置と変換器２０が設置されている位
置とそれぞれの位置の間を作業員が移動（往復）することなく、センサ装置の校正を行う
ことができる。つまり、センサ校正装置１０を用いることによって、一人の作業員がセン
サ装置の校正作業を行う場合でも、この作業員は、校正対象センサＣＳが設置されている
位置と変換器２０が設置されている位置とそれぞれの位置の間を作業員が移動（往復）す
ることなく、センサ校正装置１０を操作するのみで校正対象のセンサ装置の校正作業を行
う（完結する）ことができる。
【００９２】
　なお、プラントにおいては、校正対象のセンサ装置を構成する変換器２０が、校正対象
センサＣＳが設置されている位置と同じ位置に設置されている場合も考えられる。この場
合であっても、センサ校正装置１０は、フィールドネットワーク３０を介して、変換器２
０が変換処理で用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を、校正対象ｐＨ値が基準ｐＨ値と
同じ値になるように補正（変更）することによって、センサ装置を校正する。これにより
、センサ校正装置１０によるセンサ装置の校正では、作業員が手動で変換器２０に変換係
数を入力して補正（変更）する作業を行う必要がなく、作業員が誤った変換係数に補正（
変更）してしまうことを回避して、センサ装置の校正を行うことができる。
【００９３】
　このように、センサ校正装置１０を用いた校正対象のセンサ装置の校正では、校正対象
のセンサ装置を構成する変換器２０が設置されている位置に関わらず、作業員にとって煩
雑な作業を解消し、センサ装置の校正を、より効率的に正確に行うことができる。
【００９４】
　なお、上述したように、センサ校正装置１０は、フィールドネットワーク３０を介して
校正対象のセンサ装置に接続された状態でセンサ装置の校正を行う、つまり、センサ校正
装置１０は、フィールドネットワーク３０を介して接続されたセンサ装置に対して直接的
に校正を行う場合について説明した。しかし、上述したように、フィールドネットワーク
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３０には、プラントにおいてそれぞれの設備の稼働状態などを制御する上位の制御システ
ムも接続されている。そして、この上位の制御システムも、変換器２０が変換処理に用い
る電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（変更）する機能を備えていることも考えられる
。この場合、センサ校正装置１０は、フィールドネットワーク３０を介して接続されたセ
ンサ装置を校正する際に、センサ装置に対して直接的に測定値出力指示や、変換係数補正
指示および変換係数補正量を変換器２０に直接的に出力（送信）するのではなく、上位の
制御システムにそれぞれの指示を出力（送信）して、上位の制御システムを介して校正対
象ｐＨ値を取得し、上位の制御システムによって電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を補正（
変更）させるようにしてもよい。この場合、上述した、センサ校正装置１０に備えたセン
サ管理部１２０による校正対象ｐＨ値および校正対象センサＣＳの識別情報と、センサ装
置の校正を行った日時に関する情報および変換係数補正量とを紐付けて記憶することによ
って行う、センサ装置を校正した履歴の管理を、上位の制御システムでも行うことができ
るようになる。
【００９５】
　ここで、センサ管理部１２０または上位の制御システムにおいて、校正対象ｐＨ値およ
び校正対象センサＣＳの識別情報と、センサ装置の校正を行った日時に関する情報および
変換係数補正量とを紐付けて記憶している場合、記憶している情報は、例えば、センサ装
置を校正した結果のレポートや、センサ装置に対する校正証明書などを発行する際の情報
としてそのまま（変更や転記を行う必要がなく）活用することができると考えられる。ま
た、センサ管理部１２０または上位の制御システムにおいて、センサ装置を校正した履歴
を管理している場合、管理している情報は、例えば、変換係数補正量の時系列的な変化を
監視することによって、センサ装置を構成する校正対象センサＣＳの劣化（寿命）の時期
の診断（予測）や、故障の可能性の診断（予測）など、プラント内に配置されている設備
の健全な運用（健全性）を保つための情報として活用することができると考えられる。
【００９６】
　また、上述したように、センサ校正装置１０は、通信手段としてプラント内に構築され
た専用の通信ネットワークであるフィールドネットワーク３０を利用し、フィールドネッ
トワーク３０を介して接続された校正対象のセンサ装置を校正する場合について説明した
。しかし、センサ校正装置１０が利用する通信手段は、校正対象のセンサ装置に接続する
ことができれば、通信手段の形態に関して限定されるものではない。つまり、センサ校正
装置１０は、フィールドネットワーク３０以外の通信規格が適用された通信手段を利用し
て、校正対象のセンサ装置と直接的に接続される構成であってもよい。例えば、センサ校
正装置１０は、校正対象のセンサ装置と直接的に接続される無線通信を通信手段として利
用して、センサ装置を校正する構成であってもよい。この場合の一例について以下に説明
する。
【００９７】
　図５は、本発明の実施形態におけるセンサ校正装置１０によってセンサ装置、つまり、
校正対象センサＣＳと変換器２０とによって構成されるセンサ装置を校正している別の様
子の一例を模式的に示した図である。図５に示した一例では、センサ校正装置１０が無線
通信４０によって変換器２０と接続されている様子を示している。つまり、図５に示した
一例は、センサ校正装置１０が、通信手段として無線通信４０を利用して、校正対象のセ
ンサ装置の校正を行う状態を示している。なお、以下の説明においては、フィールドネッ
トワーク３０を介して接続されるセンサ校正装置１０および変換器２０と区別するため、
無線通信４０によって接続されるセンサ校正装置１０を「センサ校正装置１０Ａ」といい
、無線通信４０によって接続される変換器２０を「変換器２０Ａ」という。
【００９８】
　図５には、図３に示した一例と同様に、校正対象のセンサ装置を構成する校正対象セン
サＣＳが設置されている位置でリファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣＳとの両方を
同じ基準の緩衝液に浸漬させ、センサ校正装置１０Ａが測定したｐＨ値と、センサ装置が
測定したｐＨ値とを作業員に提示している様子を模式的に示している。つまり、図５には
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、図３に示した一例と同様に、センサ校正装置１０Ａによってセンサ装置の校正を行う前
（変換式（電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数の補正（変更）を行う前）の状態を模式的に
示している。
【００９９】
　なお、無線通信４０に適用される通信規格としては、例えば、無線ＬＡＮ通信（いわゆ
る、ＷｉＦｉ（登録商標））などの無線通信規格、ブルートゥース（登録商標）（Ｂｌｕ
ｅｔｏｏｔｈ（登録商標））などの短距離無線通信規格、ＩｒＤＡ（登録商標）（Ｉｎｆ
ｒａｒｅｄ　Ｄａｔａ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）などの赤外線通信規格など、種々の通
信規格が考えられる。
【０１００】
　センサ校正装置１０Ａは、センサ校正装置１０と同様に、リファレンスセンサＲＳが検
出して出力した物理量を表す測定値に基づいて、接続されているセンサ装置の校正を行う
。ただし、センサ校正装置１０Ａは、センサ校正装置１０と異なり、無線通信４０を介し
て校正対象のセンサ装置と接続されている。なお、センサ校正装置１０Ａの構成は、図１
に示したセンサ校正装置１０に備えた構成要素の内、通信管理部１３０が、無線通信によ
って変換器２０Ａとの間で様々情報をやり取り（送受信）するのみであり、その機能は、
通信管理部１３０と同様である。そして、センサ校正装置１０Ａを構成するその他の構成
要素は、図１に示したセンサ校正装置１０に備えた対応する構成要素と同様である。また
、変換器２０Ａの構成も、図１に示した変換器２０に備えた構成要素の内、通信管理部２
３０が、無線通信によって変換器２０Ａとの間で様々情報をやり取り（送受信）するのみ
であり、その機能は、通信管理部２３０と同様である。そして、変換器２０Ａを構成する
その他の構成要素は、図１に示した変換器２０に備えた対応する構成要素と同様である。
従って、センサ校正装置１０Ａおよび変換器２０Ａを構成する構成要素や、その構成要素
の動作および機能に関する詳細な説明は省略する。
【０１０１】
　センサ校正装置１０Ａも、センサ校正装置１０と同様に、校正対象のセンサ装置を構成
する校正対象センサＣＳが設置されている位置で、無線通信４０を介して接続されている
センサ装置を構成する変換器２０Ａとの間で通信を行い、センサ校正装置１０Ａによって
測定した基準ｐＨ値と、校正対象のセンサ装置によって測定した校正対象ｐＨ値とを作業
員に提示する。そして、センサ校正装置１０Ａも、センサ校正装置１０と同様に、作業員
からの指示に応じて、無線通信４０を介して接続されている変換器２０Ａとの間で通信を
行い、変換器２０Ａが変換処理で用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換係数を、校正対象ｐＨ
値が基準ｐＨ値と同じ値になるように補正（変更）することによって、センサ装置を校正
する。これにより、センサ校正装置１０Ａによるセンサ装置の校正でも、センサ校正装置
１０によるセンサ装置の校正と同様に、校正対象のセンサ装置を構成する変換器２０Ａが
、校正対象センサＣＳが設置されている位置から離れた位置に設置されている場合でも、
校正対象センサＣＳが設置されている位置と変換器２０Ａが設置されている位置とそれぞ
れの位置の間を作業員が移動（往復）することなく、センサ装置の校正を行うことができ
る。つまり、センサ校正装置１０Ａを用いることによって、一人の作業員がセンサ装置の
校正作業を行う場合でも、この作業員は、センサ校正装置１０を用いた場合と同様に、校
正対象センサＣＳが設置されている位置と変換器２０Ａが設置されている位置とそれぞれ
の位置の間を作業員が移動（往復）することなく、センサ校正装置１０Ａを操作するのみ
で校正対象のセンサ装置の校正作業を行う（完結する）ことができる。
【０１０２】
　なお、上述したように、プラントにおいては、校正対象のセンサ装置を構成する変換器
２０Ａが、校正対象センサＣＳが設置されている位置と同じ位置に設置されている場合も
考えられる。この場合であっても、センサ校正装置１０Ａは、センサ校正装置１０と同様
に、無線通信４０を介して、変換器２０Ａが変換処理で用いる電圧－ｐＨ値変換式の変換
係数を補正（変更）することによって、センサ装置を校正する。これにより、センサ校正
装置１０Ａによるセンサ装置の校正でも、センサ校正装置１０によるセンサ装置の校正と
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同様に、作業員が手動で変換器２０に変換係数を入力して補正（変更）する作業を行う必
要がなく、作業員が誤った変換係数に補正（変更）してしまうことを回避して、センサ装
置の校正を行うことができる。
【０１０３】
　このように、センサ校正装置１０Ａを用いた校正対象のセンサ装置の校正でも、センサ
校正装置１０を用いた校正対象のセンサ装置の校正と同様に、校正対象のセンサ装置を構
成する変換器２０Ａが設置されている位置に関わらず、作業員にとって煩雑な作業を解消
し、センサ装置の校正を、より効率的に正確に行うことができる。
【０１０４】
　なお、図５に示した一例では、センサ校正装置１０Ａが、無線通信４０によって変換器
２０Ａと接続される場合を示した。つまり、図５に示した一例では、センサ校正装置１０
Ａが、校正対象のセンサ装置と直接的に接続される無線通信４０を通信手段として利用し
て、校正対象のセンサ装置の校正を行う場合を示した。しかし、上述したように、センサ
校正装置１０と校正対象のセンサ装置とを接続することができれば、センサ校正装置１０
が利用する通信手段の形態は限定されるものではない。このため、センサ校正装置１０は
、校正対象のセンサ装置と直接的に接続される有線通信を通信手段として利用して、セン
サ装置を校正する構成であってもよい。ここで、有線通信に適用される通信規格としては
、例えば、有線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅｔｗｏｒｋ）などの有線通信規格、
ＵＳＢ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｓｅｒｉａｌ　Ｂｕｓ（登録商標））などの有線インター
フェース規格など、種々の通信規格が考えられる。
【０１０５】
　なお、センサ校正装置１０と変換器２０とを有線通信によって接続する場合の構成や動
作は、上述した説明から容易に考えることができるため、有線通信によって接続されるセ
ンサ校正装置１０および変換器２０を構成する構成要素や、その構成要素の動作および機
能に関する詳細な説明は省略する。
【０１０６】
　センサ校正装置１０と変換器２０とを有線通信によって接続する場合には、変換器２０
が、校正対象センサＣＳが設置されている位置から離れた位置に設置されている場合以外
において、上述した説明と同様の効果を得ることができる。つまり、センサ校正装置１０
と変換器２０とが有線通信によって接続されている場合には、作業員の移動（往復）は必
要になるが、作業員が誤った変換係数に補正（変更）してしまうことを回避して、センサ
装置の校正を行うことができる。なお、センサ校正装置１０と変換器２０との接続方法と
して、有線通信による接続に加えて、上述したフィールドネットワーク３０を介した接続
および無線通信４０を介した接続のいずれか一方、または両方を行える場合には同様の効
果を得ることができる。しかも、この場合においては、校正対象センサＣＳが設置されて
いる位置と同じ位置に変換器２０が設置されているときには、センサ校正装置１０と変換
器２０とを接続する方法を作業員が選択して、センサ装置の校正作業を行うことができる
。
【０１０７】
　上記に述べたとおり、本発明を実施するための形態によれば、センサ校正装置は、通信
手段によって接続されている校正対象のセンサ装置が測定した校正対象測定値を取得し、
センサ校正装置が測定した基準測定値と共に表示する。また、本発明を実施するための形
態によれば、センサ校正装置は、入力されたセンサ装置の校正を実行する指示に応じて、
校正対象のセンサ装置がセンサによって検出した物理量を測定値に変換する変換処理で用
いる変換式の変換係数を補正（変更）することによって、センサ装置が出力する校正対象
測定値が、センサ校正装置が測定した基準測定値と同じ値になるように校正する。このと
き、本発明を実施するための形態では、センサ校正装置が、通信手段によって接続されて
いる校正対象のセンサ装置を校正する。これにより、本発明を実施するための形態では、
センサ校正装置が、校正対象のセンサ装置において、センサが設置されている位置と変換
処理を行う変換器が設置されている位置とが離れているか否かに関わらず、校正対象のセ
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ンサ装置を校正することができる。言い換えれば、本発明を実施するための形態では、セ
ンサ校正装置が、校正対象のセンサ装置がセンサと変換器とが一体になっている構成であ
るか、分離されている構成であるかに関わらず、校正対象のセンサ装置を校正することが
できる。
【０１０８】
　より具体的には、本発明を実施するための形態では、センサ校正装置１０が、通信手段
であるフィールドネットワーク３０や無線通信４０を介して接続されている校正対象のセ
ンサ装置が測定した校正対象測定値（実施形態においては校正対象ｐＨ値）を取得し、セ
ンサ校正装置１０が測定した基準測定値（実施形態においては基準ｐＨ値）と共に表示し
て、プラントにおいてセンサ装置の校正作業を行う作業員に提示する。そして、本発明を
実施するための形態では、センサ校正装置１０が、作業員の指示に応じて、通信手段であ
るフィールドネットワーク３０や無線通信４０を介して接続されているセンサ装置がセン
サによって検出した物理量（実施形態においてはｐＨ値）を測定値に変換する変換処理で
用いる変換式（実施形態においては電圧－ｐＨ値変換式）の変換係数を補正（変更）する
ことによって、センサ装置が出力する校正対象ｐＨ値が、センサ校正装置１０が測定した
基準ｐＨ値と同じ値になるように校正する。これにより、本発明を実施するための形態で
は、センサ校正装置１０が、センサ装置を構成するセンサ（実施形態においては校正対象
センサＣＳ）が設置されている位置と変換処理を行う変換器（実施形態においては変換器
２０）が設置されている位置とが離れているか否かに関わらず、センサ装置を校正するこ
とができる。
【０１０９】
　しかも、本発明を実施するための形態によれば、校正において補正（変更）する変換式
の変換係数を、通信手段によって校正対象のセンサ装置に出力（送信）する。これにより
、本発明を実施するための形態では、従来のような手動による校正とは異なり、誤った変
換係数に補正（変更）をしてしまうことなく、校正対象のセンサ装置の校正を行うことが
できる。
【０１１０】
　これらのことにより、本発明を実施するための形態では、センサ校正装置を用いること
によって、プラント内に配置された設備に設置されている校正対象のセンサ装置の校正を
、より効率的に正確に行うことができる。そして、本発明を実施するための形態では、プ
ラントにおいてセンサ装置の校正作業を行う作業員にとって煩雑な作業を解消し、一人の
作業員がセンサ装置の校正作業を行う場合でも、この作業員がセンサ校正装置を操作する
のみで、センサ装置の校正作業を行う（完結する）ことができる。
【０１１１】
　なお、本発明を実施するための形態では、リファレンスセンサＲＳと校正対象センサＣ
Ｓとのそれぞれが、ガラス管式の水素イオン濃度（ｐＨ）センサである場合を例として、
校正対象センサＣＳによって測定した校正対象のセンサ装置が出力する測定値（校正対象
ｐＨ値）を、リファレンスセンサＲＳによって測定したセンサ校正装置１０の測定値（基
準ｐＨ値）と同じ値に合わせ込む校正を行う場合を説明した。しかし、本発明のセンサ校
正装置は、校正の基準とするリファレンスセンサによって測定したセンサ校正装置の測定
値に合わせ込むことによって校正を行うセンサ装置であれば、校正対象のセンサ装置がい
かなる物理量を測定するセンサ装置であっても、本発明の考え方を適用することができる
。
【０１１２】
　なお、例えば、図１において示したセンサ校正装置１０を構成する各構成要素による処
理を実現するためのプログラムを、コンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録して、当
該記録媒体に記録されたプログラムをコンピュータシステムに読み込ませ、実行すること
により、本実施形態のセンサ校正装置１０に係る上述した種々の処理を行ってもよい。な
お、ここでいう「コンピュータシステム」とは、ＯＳや周辺機器等のハードウェアを含む
ものであってもよい。また、「コンピュータシステム」は、ＷＷＷシステムを利用してい
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「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、フレキシブルディスク、光磁気ディスク
、ＲＯＭ、フラッシュメモリ等の書き込み可能な不揮発性メモリ、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬
媒体、コンピュータシステムに内蔵されるハードディスク等の記憶装置のことをいう。
【０１１３】
　さらに「コンピュータ読み取り可能な記録媒体」とは、インターネット等のネットワー
クや電話回線等の通信回線を介してプログラムが送信された場合のサーバやクライアント
となるコンピュータシステム内部の揮発性メモリ（例えばＤＲＡＭ（Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｒ
ａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ））のように、一定時間プログラムを保持して
いるものも含むものとする。また、上記プログラムは、このプログラムを記憶装置等に格
納したコンピュータシステムから、伝送媒体を介して、あるいは、伝送媒体中の伝送波に
より他のコンピュータシステムに伝送されてもよい。ここで、プログラムを伝送する「伝
送媒体」は、インターネット等のネットワーク（通信網）や電話回線等の通信回線（通信
線）のように情報を伝送する機能を有する媒体のことをいう。また、上記プログラムは、
前述した機能の一部を実現するためのものであっても良い。さらに、前述した機能をコン
ピュータシステムにすでに記録されているプログラムとの組み合わせで実現するもの、い
わゆる差分ファイル（差分プログラム）であっても良い。
【０１１４】
　以上、本発明の実施形態について、図面を参照して説明してきたが、具体的な構成はこ
の実施形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲においての種々の
変更も含まれる。
【符号の説明】
【０１１５】
１・・・センサ校正システム
１０，１０Ａ・・・センサ校正装置
１１０・・・センサ読み取り部
１２０・・・センサ管理部
１３０・・・通信管理部
１４０・・・インターフェース部
１４１・・・基準情報表示部（インターフェース部）
１４２・・・校正対象情報表示部（インターフェース部）
２０，２０Ａ・・・変換器（センサ装置）
２１０・・・センサ読み取り部（センサ装置）
２２０・・・センサ管理部（センサ装置）
２３０・・・通信管理部（センサ装置）
２４０・・・インターフェース部（センサ装置）
３０・・・フィールドネットワーク（通信手段）
４０・・・無線通信（通信手段）
ＲＳ・・・リファレンスセンサ
ＣＳ・・・校正対象センサ
ＲＭ・・・基準測定器
ＣＶ・・・変換器
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