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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伝送線路の異常を検出する診断モジュールを備えるフィールド機器システムにおいて、
前記診断モジュールは、
　前記伝送線路の電気特性を測定する少なくとも一つの測定部と、
　前記測定部の初期測定値に基づいて閾値を演算する閾値演算部と、
　前記測定部の測定値と前記閾値とを比較する比較部と、
　前記比較部の出力に基づいて警報を出力する警報出力部と、
　前記測定部の測定値を時間情報とともに記憶する記憶部と、
　外部装置との間で通信する通信部と、
　前記記憶部に記憶された過去の測定値と時間情報に基づいて、現在から第１所定時間前
の前記伝送線路に流れる電流の測定値と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値との変
化量を演算し、この変化量と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値とを加算すること
によって現在から前記第１所定時間を経過した時の予測測定値を算出し、この予測測定値
が前記閾値より大きければ、現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値が現在から前記第
１所定時間以内に前記閾値に到達することを予測する予測部を備えた、
ことを特徴とするフィールド機器システム。
【請求項２】
前記診断モジュールは、
　前記伝送線路に接続されるホスト装置からの通信の相手先フィールド機器に対する通信
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信号を取得し、この取得した通信信号に含まれる前記相手先フィールド機器のアドレスを
調べることによって前記相手先フィールド機器を特定し、この特定した相手先フィールド
機器から応答信号が無く第２所定時間を経過していれば前記相手先フィールド機器の通信
誤りの回数データを増やし、この回数データに基づいて前記通信誤りの回数または割合を
演算する通信解析部を備えた、
ことを特徴とする請求項１に記載のフィールド機器システム。
【請求項３】
　前記伝送線路から分岐した伝送線路に前記診断モジュールおよび開閉部を介して接続さ
れる端子部を有する１台のフィールド機器とを備え、
　前記開閉部は、前記警報出力部の出力に基づいて前記分岐した伝送線路と前記端子部と
を接続または切断する、
ことを特徴とする請求項１または２のいずれかに記載のフィールド機器システム。
【請求項４】
　フィールド機器システムを構成する伝送線路の異常を検出する診断方法において、
　測定部により前記伝送線路の電気特性を測定するステップと、
　前記測定部の初期測定値に基づいて閾値を演算するステップと、
　前記測定部の測定値と前記閾値とを比較するステップと、
　前記比較された結果に基づいて警報を出力するステップと、
　前記測定部の測定値を時間情報とともに記憶するステップと、
　外部装置との間で通信するステップと、
　前記記憶された過去の測定値と時間情報に基づいて、現在から第１所定時間前の前記伝
送線路に流れる電流の測定値と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値との変化量を演
算し、この変化量と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値とを加算することによって
現在から前記第１所定時間を経過した時の予測測定値を算出し、この予測測定値が前記閾
値より大きければ、現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値が現在から前記第１所定時
間以内に前記閾値に到達することを予測するステップを備えた、
ことを特徴とする診断方法。
【請求項５】
前記診断方法は、
　前記伝送線路に接続されるホスト装置からの通信の相手先フィールド機器に対する通信
信号を取得し、この取得した通信信号に含まれる前記相手先フィールド機器のアドレスを
調べることによって前記相手先フィールド機器を特定し、この特定した相手先フィールド
機器から応答信号が無く第２所定時間を経過していれば前記相手先フィールド機器の通信
誤りの回数データを増やし、この回数データに基づいて前記通信誤りの回数または割合を
演算するステップを備えた、
ことを特徴とする請求項４に記載の診断方法。
【請求項６】
　前記伝送線路から分岐した伝送線路に開閉部を介して接続される端子部を有する１台の
フィールド機器とを備え、
　前記警報を出力するステップの出力に基づいて、前記開閉部によって前記分岐した伝送
線路と前記端子部とを接続または切断するステップを備えた、
ことを特徴とする請求項４または５のいずれかに記載の診断方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィールド機器システムの異常診断に関し、特に伝送線路の開放、短絡など
の異常に対し、フィールド機器システムの通信などの信頼性を向上させるフィールド機器
システムおよびその方法に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　例えば、プラント計装において、ホスト装置とフィールド機器が伝送線路で接続され、
各装置や機器の間で通信を行うシステムが使用されることがある。このようなシステムは
、不注意などによって伝送線路の開放、短絡などが起こって通信障害が発生し、ホスト装
置がフィールド機器の計測値を取得することができず、システムの信頼性の低下をひき起
こすことがある。
【０００３】
　図１０に、従来の一般的なフィールド機器システムの構成を示す。なお、フィールド機
器システムの通信規格には、ファウンデーションフィールドバス（ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ
　ＦＩＥＬＤＢＵＳ）、プロフィバス（ＰＲＯＦＩＢＵＳ）、ハート（ＨＡＲＴ）などが
ある。
【０００４】
　伝送線路１，２には、共通の直流電源３が接続され、その両端部には一対のターミネー
タ４，５が接続され、この伝送線路を介して通信を行うホスト装置６が接続されている。
【０００５】
　さらに、伝送線路１，２から分岐した伝送線路には、リンキングデバイス４４、４９が
接続され、リンキングデバイス４４には伝送線路を介して、フィールド機器である差圧伝
送器４５、温度伝送器４６、渦流量計４７が接続されている。同様に、リンキングデバイ
ス４９には伝送線路を介して、差圧伝送器５０、温度伝送器５１、渦流量計５２が接続さ
れている。フィールド機器は、他に電磁流量計、コリオリ質量流量計、超音波流量計、レ
ベル計などがある。
【０００６】
　同様のフィールド機器システムは、特許文献１の図１に記載されており、その動作を説
明する（特許文献１参照）。
【０００７】
　伝送線路が、不注意に切断されて開放状態になったり、周囲環境の影響で絶縁劣化を起
こし、短絡状態になったりすることがある。
【０００８】
　このような伝送線路の異常が起こったとき、通信障害が発生しうるが、特許文献１では
、通信障害の原因である伝送線路の開放、短絡などの異常を検出、診断し、異常の種類を
ユーザーに報告するための配線不良検出部および配線不良診断マネージャー（図示しない
）を備える。
【０００９】
　前記配線不良検出部は、オーム計、電圧計、雑音計などを備え（特許文献１　図３参照
）、一対の伝送線路間の抵抗、直流電圧や伝送線路上の雑音レベルなどを測定し、これら
の測定値を前記配線不良診断マネージャーに送信する。前記配線不良診断マネージャーは
、前記測定値を所定の閾値と比較し、閾値よりも大きいまたは小さいときには、伝送線路
の異常と判断して、ユーザーに異常の種類を報告する（特許文献１　図４Ａ、図４Ｂ、図
５参照）。
【００１０】
　前記配線不良検出部および配線不良診断マネージャーは、リンキングデバイス４４に備
えられている。ユーザーは、前記報告によって特定のセグメント４８での伝送線路異常の
発生と、その異常の種類を知ることができるため、他のセグメント５３の伝送線路を調査
することなく、異常の原因を取り除き、通信障害を解決できる。
【００１１】
【特許文献１】特開２００３－４４１３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　しかし、前記配線不良検出部および配線不良診断マネージャーの動作では、ユーザーは
、伝送線路の異常をその発生後に知ることになるため、異常の発生を事前に予測し、通信
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障害の発生を防止して、フィールド機器システム５４の計測、通信、制御などの信頼性を
向上させることが困難な場合がある。
【００１３】
また、差圧伝送器４５などのフィールド機器、ホスト装置６などが、故障や機能不全を起
こすことによって、通信障害が発生することがある。例えば、伝送線路に直接接続されて
いないフィールド機器内部の通信回路の部品（図示しない）が性能劣化し、通信障害を起
こしているとき、一対の伝送線路間の抵抗、直流電圧や伝送線路上の雑音レベルなどは、
閾値を超えないことがある。このとき、前記配線不良検出部および配線不良診断マネージ
ャーは、伝送線路の異常をユーザーに報告することができず、ユーザーは通信障害の原因
を知ることができないため、原因の調査に多大な工数を必要とすることがある。
【００１４】
　さらに、例えば伝送線路に接続されている差圧伝送器４５などのフィールド機器の端子
部（図示しない）において、不注意に伝送線路が短絡されることがある。このとき、前記
配線不良検出部および配線不良診断マネージャーは、伝送線路の異常をユーザーに報告し
ても、ユーザーが前記短絡を取り除かなければ、通信障害が継続し、フィールド機器シス
テム５４の通信機能を回復させることができない。
【００１５】
　本発明の目的は、フィールド機器システムの異常診断に関し、特に伝送線路の開放、短
絡などの異常の発生を事前に予測し、通信障害の発生を防止して、フィールド機器システ
ムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させるフィールド機器システムおよびその方法
を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　このような目的を達成するために、請求項１の発明は、
　伝送線路の異常を検出する診断モジュールを備えるフィールド機器システムにおいて、
前記診断モジュールは、
　前記伝送線路の電気特性を測定する少なくとも一つの測定部と、
　前記測定部の初期測定値に基づいて閾値を演算する閾値演算部と、
　前記測定部の測定値と前記閾値とを比較する比較部と、
　前記比較部の出力に基づいて警報を出力する警報出力部と、
　前記測定部の測定値を時間情報とともに記憶する記憶部と、
　外部装置との間で通信する通信部と、
　前記記憶部に記憶された過去の測定値と時間情報に基づいて、現在から第１所定時間前
の前記伝送線路に流れる電流の測定値と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値との変
化量を演算し、この変化量と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値とを加算すること
によって現在から前記第１所定時間を経過した時の予測測定値を算出し、この予測測定値
が前記閾値より大きければ、現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値が現在から前記第
１所定時間以内に前記閾値に到達することを予測する予測部を備えた、
ことを特徴とする。
【００１７】
請求項２の発明は、請求項１記載の発明において、
前記診断モジュールは、
　前記伝送線路に接続されるホスト装置からの通信の相手先フィールド機器に対する通信
信号を取得し、この取得した通信信号に含まれる前記相手先フィールド機器のアドレスを
調べることによって前記相手先フィールド機器を特定し、この特定した相手先フィールド
機器から応答信号が無く第２所定時間を経過していれば前記相手先フィールド機器の通信
誤りの回数データを増やし、この回数データに基づいて前記通信誤りの回数または割合を
演算する通信解析部を備えた、
ことを特徴とする。
【００１８】
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請求項３の発明は、請求項１または２のいずれかに記載の発明において、
　前記伝送線路から分岐した伝送線路に前記診断モジュールおよび開閉部を介して接続さ
れる端子部を有する１台のフィールド機器とを備え、
　前記開閉部は、前記警報出力部の出力に基づいて前記分岐した伝送線路と前記端子部と
を接続または切断する、
ことを特徴とする。
【００２０】
請求項４の発明は、
　フィールド機器システムを構成する伝送線路の異常を検出する診断方法において、
　測定部により前記伝送線路の電気特性を測定するステップと、
　前記測定部の初期測定値に基づいて閾値を演算するステップと、
　前記測定部の測定値と前記閾値とを比較するステップと、
　前記比較された結果に基づいて警報を出力するステップと、
　前記測定部の測定値を時間情報とともに記憶するステップと、
　外部装置との間で通信するステップと、
　前記記憶された過去の測定値と時間情報に基づいて、現在から第１所定時間前の前記伝
送線路に流れる電流の測定値と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値との変化量を演
算し、この変化量と現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値とを加算することによって
現在から前記第１所定時間を経過した時の予測測定値を算出し、この予測測定値が前記閾
値より大きければ、現在の前記伝送線路に流れる電流の測定値が現在から前記第１所定時
間以内に前記閾値に到達することを予測するステップを備えた、
ことを特徴とする。
【００２１】
請求項５の発明は、請求項４記載の発明において、
前記診断方法は、
　前記伝送線路に接続されるホスト装置からの通信の相手先フィールド機器に対する通信
信号を取得し、この取得した通信信号に含まれる前記相手先フィールド機器のアドレスを
調べることによって前記相手先フィールド機器を特定し、この特定した相手先フィールド
機器から応答信号が無く第２所定時間を経過していれば前記相手先フィールド機器の通信
誤りの回数データを増やし、この回数データに基づいて前記通信誤りの回数または割合を
演算するステップを備えた、
ことを特徴とする。
【００２２】
請求項６の発明は、請求項４または５のいずれかに記載の発明において、
　前記伝送線路から分岐した伝送線路に開閉部を介して接続される端子部を有する１台の
フィールド機器とを備え、
　前記警報を出力するステップの出力に基づいて、前記開閉部によって前記分岐した伝送
線路と前記端子部とを接続または切断するステップを備えた、
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によれば、フィールド機器システムの異常診断に関し、特に伝送線路の開放、短
絡などの異常の発生を事前に予測し、通信障害の発生を防止して、フィールド機器システ
ムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させるフィールド機器システムおよびその方法
を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
［第１の実施例］
　図１、図２を用いて、第１の実施例を説明する。図１は、本発明の第１の実施例を示し
たフィールド機器システム２２であり、図１０と同一のものは同一符号を付し、説明を省
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略する。図２は、診断モジュール２０のブロック図である。
【００２５】
図１において、診断モジュール２０は、直流電源３と複数のフィールド機器９,１０,１１
の間にある伝送線路１,２１,２に接続する。
【００２６】
　詳しくは、診断モジュール２０の端子Ａは伝送線路１に接続され、端子Ｂは伝送線路２
１に接続され、端子Ｃは伝送線路２に接続されている。伝送線路２１，２にはターミネー
タ５が接続され、伝送線路２１，２から分岐した伝送線路７，８にはフィールド機器の一
つである差圧伝送器９が接続されている。同様に、温度伝送器１０と渦流量計１１が、伝
送線路２１，２から分岐した伝送線路に接続されている。
【００２７】
　図２において、診断モジュール２０は、電源生成部２４、測定部２５、選択部３３、閾
値演算部２６、比較部２７、警報出力部２８、制御部２９、通信部３４、時間タイマー３
５、記憶部３６から構成されている。
【００２８】
　電源生成部２４は、端子ＡとＣに接続されており、直流電源３の出力電圧から内部電源
電圧Ｓ４を生成し、測定部２５などの各部に供給している。
【００２９】
　測定部２５は、端子Ａ、Ｂ、Ｃや通信部３４の出力などに接続され、電圧計３０、電流
計３１、雑音計３２などの伝送線路１,２１,２の電気特性を測定する計器から構成されて
おり、抵抗計、容量計、オシロスコープ（図示しない）なども含まれる。
【００３０】
電圧計３０は、伝送線路１,２間の直流電圧を、端子Ａ、Ｃを介して測定し、また通信部
３４の出力の通信波形のピークツーピーク電圧を測定する。電流計３１は、端子Ａ、Ｂ間
に接続され、差圧伝送器９などに流れる電流を含む伝送線路１,２１,２に流れる伝送線路
電流を測定する。雑音計３２は、伝送線路１上の雑音レベルを測定する。抵抗計および容
量計は、伝送線路１,２間の抵抗および容量を測定し、オシロスコープは、伝送線路１,２
間の電圧波形や通信部３４の出力の通信波形などを測定する。
【００３１】
　選択部３３は、測定部２５を構成する電圧計３０などの出力に接続され、制御部２９か
ら出力される切替信号に基づいて、電圧計３０などで測定された測定値のうちの一つを選
択し、出力する。なお、制御部２９は、マイクロプロセッサ（図示しない）をコンピュー
タプログラム（図示しない）に基づき、図６のフローチャートの動作をさせることによっ
ても、実現できる。
【００３２】
　閾値演算部２６は、選択部３３で選択された初期測定値Ｓ１に基づいて、閾値Ｓ３を演
算し、出力する。比較部２７は、閾値Ｓ３と選択部３３で選択された測定値Ｓ２を比較す
る。警報出力部２８は、比較部２７の出力に基づいて警報を出力する。警報出力部２８の
出力は、ブザーやランプなどの音響装置や照明装置（図示せず）に接続される。なお、選
択部３３を備えず、電圧計３０、電流計３１、雑音計３２のそれぞれの出力に接続される
、複数の閾値演算部、比較部、警報出力部を備える構成でもよい。
【００３３】
　時間タイマー３５は、現在の日付と時刻からなる時間情報を有する。記憶部３６は、選
択部３３の出力、時間タイマー３５の出力、制御部２９に接続されている。
【００３４】
　記憶部３６は、測定値Ｓ２を前記時間情報とともに記憶する。また、警報を出力すると
きにはデータ“１”を、出力しないときにはデータ“０”を記憶してもよい。
【００３５】
　通信部３４は端子Ａ、Ｃと制御部２９に接続されている。通信部３４は、外部装置であ
るホスト装置６から、伝送線路１,２を介し、診断モジュール２０の有する情報を要求す
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る通信信号を受信する。そして、前記受信信号に基づき、制御部２９が記憶部３６から前
記情報を受け取り、それを通信部３４がホスト装置６へ送信する。前記情報は、記憶部３
６に記憶された時間情報、測定値であり、ほかに警報出力のデータを含んでもよい。
【００３６】
　なお、選択部３３、閾値演算部２６、比較部２７、警報出力部２８、制御部２９、時間
タイマー３５、通信部３４は、マイクロプロセッサをコンピュータプログラムに基づき、
図６のフローチャートの動作をさせることによっても、実現できる。
【００３７】
　診断モジュール２０の動作を、診断方法も含めて、図６のフローチャートを用いて説明
する。
【００３８】
　直流電源３の電圧を出力することにより、診断モジュール２０の端子ＡとＣに電圧が加
わり（ステップＦ１）、診断モジュール２０はステップＦ２以降を実行する。
【００３９】
　測定部２５を構成する電圧計３０、電流計３１、雑音計３２などが、伝送線路１,２１,
２の電気特性の初期測定を行い（ステップＦ２）、選択部３３において、前記初期測定値
のうちの一つが選択される（ステップＦ３）。
【００４０】
前記選択された初期測定値Ｓ１が、閾値演算部２６に入力され、閾値演算部２６は、初期
測定値Ｓ１にそのばらつきを加算または減算することにより、閾値Ｓ３を演算する（ステ
ップＦ４）。なお、閾値Ｓ３を変更設定できるようにしてもよい。
【００４１】
　すべての電気特性の初期測定値Ｓ１に基づき、閾値Ｓ３を演算していなければ、ステッ
プＦ３以降を繰り返し、演算していればステップＦ６以降を実行する（ステップＦ５）。
【００４２】
　測定部２５を構成する電圧計３０、電流計３１、雑音計３２などが、伝送線路１,２１,
２の電気特性の測定を行い（ステップＦ６）、選択部３３において、前記測定値のうちの
一つが選択される（ステップＦ７）。
【００４３】
　比較部２７は、閾値Ｓ３と前記選択された測定値Ｓ２とを比較する（ステップＦ８）。
測定値Ｓ２が閾値Ｓ３より大きいまたは小さければ、伝送線路に異常のあることを検出し
（ステップＦ１３）、警報出力部２８は、比較部２７の出力に基づいて警報を出力（例え
ば、約５ボルトの電圧信号）する（ステップＦ１４）。そして、警報出力部２８の出力に
接続された、ブザーやランプなどから発せられる音響や光によって、ユーザーは伝送線路
に異常の有ることを知ることができる。
【００４４】
　例えば、伝送線路１,２間の直流電圧の閾値は、２０．８ボルトと２１．２ボルトであ
り、測定値Ｓ２が２０．８ボルトより小さいまたは２１．２ボルトより大きければ、警報
を出力する（ステップＦ１４）。同様に、前記通信波形のピークツーピーク電圧の閾値は
、０．８ボルトと１．２ボルトである。
【００４５】
　一方、測定値Ｓ２が閾値Ｓ３より大きくまたは小さくなければ（例えば、前記直流電圧
が、２０．８ボルトから２１．２ボルトの範囲内）、伝送線路に異常のないことを検出し
（ステップＦ９）、警報を出力せず（ステップＦ１０）、記憶部３６は、測定値Ｓ２を時
間タイマー３５の時間情報とともに記憶する（ステップＦ１１）。
【００４６】
　ステップＦ１１またはステップＦ１４の処理が行われたあと、ステップＦ１５に進む（
予測処理（ステップＦ１２）は後述する）。なお、ステップＦ１５が処理される前に、記
憶部３６は、前記警報出力のデータ（“１”または“０”）を記憶してもよい。
【００４７】
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　すべての電気特性の測定値Ｓ２と閾値Ｓ３とを比較していなければ、ステップＦ７以降
を繰り返し、比較していればステップＦ６以降を繰り返す（ステップＦ１５）。これらの
処理により、すべての電気特性の測定値Ｓ２について、閾値Ｓ３と比較、伝送線路異常診
断、記憶などが行われる。
【００４８】
　なお、ホスト装置６と診断モジュール２０との通信処理（図６に図示しない）は、定期
または不定期なホスト装置６からの通信信号に基づき、通信部３４を介し、記憶部３６に
記憶された情報をホスト装置６へ送信する。
【００４９】
　図９において、周囲環境の影響、例えば湿度の高い環境で伝送線路が吸湿したとき、差
圧伝送器９に接続された伝送線路７，８の絶縁劣化が進行し、伝送線路に流れる電流が、
徐々に増加していく場合について説明する。
【００５０】
　例えば、現在から７日前の電流計３１で測定された伝送線路電流は、Ｃｕｒｐであった
が、前記絶縁劣化の進行によって、伝送線路電流は徐々に増加して、現在ではＣｕｒtに
なった。現在の時点では、閾値よりも小さいため、伝送線路の異常と診断されないが、ユ
ーザーが、ホスト装置６において、診断モジュール２０から送信された時間情報と伝送線
路電流を見ることにより、現在から７日以内に伝送線路電流が閾値より大きくなり、伝送
線路の異常と診断されうることを予測できる。
【００５１】
　そして、伝送線路の異常が起こり通信障害が発生する前に、ユーザーが前記予測に基づ
き、伝送線路７，８の絶縁抵抗を調査し、その抵抗が小さくなっていれば、伝送線路を交
換することにより、通信障害の発生を防止し、フィールド機器システムの通信などの信頼
性を向上させることができる。
【００５２】
　本実施例によって、ユーザーは、フィールド機器システムの異常診断に関し、特に伝送
線路の開放、短絡などの異常の発生を事前に予測し、通信障害の発生を防止して、フィー
ルド機器システムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させることができる。
【００５３】
［第２の実施例］
　図３を用いて、第２の実施例を説明する。図３は、診断モジュール２０のブロック図で
あり、図２と同一のものは同一符号を付し、説明を省略する。
【００５４】
　図３において、予測部３７は、記憶部３６、制御部２９に接続されている。予測部３７
は、記憶部３６から、現在から所定の日数前の測定値を取得し、現在の測定値が所定の時
間経過した時に、閾値に到達するかしないかを予測する。診断モジュール２０は、ホスト
装置６からの通信信号に基づき、前記予測結果を制御部２９、通信部３４を介して、ホス
ト装置６に送信する。なお、予測部３６は、マイクロプロセッサをコンピュータプログラ
ムに基づき、図７のフローチャートの動作をさせることによっても、実現できる
【００５５】
　予測部３７の動作を、診断方法も含めて、図７のフローチャートと図９を用いて説明す
る。図９は、前述したように、伝送線路７，８が絶縁劣化する状況を示している。
【００５６】
　図６のステップＦ１２において行う予測処理は、例えば、現在から７日前の伝送線路電
流がＣｕｒｐであって、現在においてＣｕｒｔまで増加したとき、７日後の伝送線路電流
を予測するものである。
【００５７】
　予測部３７は、記憶部３６から、記憶されている時間情報に基づいて、現在から７日前
の伝送線路電流の測定値Ｃｕｒｐを取得し（ステップＦ１６）、現在と７日前の測定値の
変化量ΔＣｕｒ（＝Ｃｕｒｔ－Ｃｕｔｐ）を演算する（ステップＦ１７）。
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【００５８】
　さらに、予測部３７は、７日後の予測測定値Ｃｕｒｎを、現在の測定値Ｃｕｒｔに変化
量ΔＣｕｒを加算することによって算出する（ステップＦ１８）。予測測定値Ｃｕｒｎが
閾値より大きければ（ステップＦ１９）、現在の測定値Ｃｕｒｔが７日以内に閾値に到達
することを予測し（ステップＦ２０）、小さければ到達しないことを予測する（ステップ
Ｆ２１）結果を出す。
【００５９】
　ホスト装置６からの通信信号に基づき、診断モジュール２０は、通信部３４を介し、前
記予測結果をホスト装置６へ送信する。
【００６０】
ユーザーは、ホスト装置６において、前記予測結果から、今後伝送線路の異常が起こり、
通信障害が発生しうることを知り、その発生前に、伝送線路７，８の絶縁抵抗を調査し、
その抵抗が小さくなっていれば、伝送線路を交換することにより、通信障害の発生を防止
し、フィールド機器システムの通信などの信頼性を向上させることができる。
【００６１】
　本実施例によって、ユーザーは、フィールド機器システムの異常診断に関し、特に伝送
線路の開放、短絡などの異常の発生しうる予測結果を得ることによって、通信障害の発生
を防止して、フィールド機器システムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させること
ができる。また、診断モジュール２０が、前記予測を行うので、ユーザーの測定値の監視
負担を軽減できる。
【００６２】
［第３の実施例］
図４を用いて、第３の実施例を説明する。図４は、診断モジュール２０のブロック図であ
り、図２、３と同一のものは同一符号を付し、説明を省略する。一般に、ホスト装置６は
、特定のフィールド機器に通信信号を送り、そのフィールド機器から応答信号を取得する
。
【００６３】
　図４において、通信解析部３８は、通信部３４、制御部２９に接続されている。通信解
析部３８は、通信部３４を介して、ホスト装置６からの特定のフィールド機器に対する通
信信号を取得し、その通信信号に対し、そのフィールド機器が応答しない通信誤りの回数
や割合を演算する。
【００６４】
そして、診断モジュール２０は、ホスト装置６からの通信信号に基づき、前記通信誤りの
回数や割合を制御部２９、通信部３４を介し、ホスト装置６に送信する。なお、予測部３
６は、マイクロプロセッサをコンピュータプログラムに基づき、図８のフローチャートの
動作をさせることによっても、実現できる
【００６５】
　通信解析部３８の動作を、診断方法も含めて、図８のフローチャートを用いて説明する
。図８の処理は、診断モジュール２０が、ホスト装置６からの通信信号を受信したときに
行われる。
【００６６】
　通信部３４は、ホスト装置６からの特定のフィールド機器に対する通信信号を受信し（
ステップＦ２２）、通信解析部３８は、前記受信信号を通信部３４から取得し、それに含
まれる通信の相手先のアドレスなどを調べることによって、相手先のフィールド機器を特
定する（ステップＦ２３）。
【００６７】
　さらに、通信解析部３８は、相手先のフィールド機器からの応答信号を待って（ステッ
プＦ２４）、応答があれば、そのフィールド機器の通信誤り無しの回数データを１回増や
し（ステップＦ２７）、次にステップＦ２８を実行する。応答がなく、所定の時間（例え
ば１分）経過していなければ（ステップＦ２５）、ステップＦ２４を繰り返し、経過して
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いれば、そのフィールド機器の通信誤り有りの回数データを１回増やす（ステップＦ２６
）。そして、通信誤り有りの回数を、通信誤り有りと無しの回数の合計で除算することに
よって、そのフィールド機器の通信誤りの割合を演算する（ステップＦ２８）。
【００６８】
　そして、ホスト装置６からの通信信号に基づき、診断モジュール２０は、通信部３４を
介して、各フィールド機器の識別番号、前記通信誤り有りの回数や通信誤りの割合を、ホ
スト装置６へ送信する。
【００６９】
フィールド機器内部の通信回路の部品の特性が劣化して、そのフィールド機器からの応答
信号がなく、頻繁に通信障害が発生しているとき、ユーザーは、ホスト装置６において、
前記通信誤り有りの回数や割合が大きいことを知り、前記識別番号を参照して、通信障害
の原因である特定のフィールド機器を知ることができる。そのため、少ない原因調査の工
数で、そのフィールド機器を交換することにより、通信障害の発生を抑え、フィールド機
器システムの通信などの信頼性を向上させることができる。
【００７０】
　本実施例によって、ユーザーは、フィールド機器システムの異常診断に関し、特にフィ
ールド機器の通信誤りに関する情報を得ることによって、通信障害の発生を抑え、フィー
ルド機器システムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させることができる。また、ユ
ーザーは、通信障害の原因調査負担を軽減できる。
【００７１】
［第４の実施例］
　診断モジュール２０と伝送線路との接続場所を図１と異なるものとし、さらに開閉部を
備えた、第４の実施例を図５を用いて説明する。図５は、図１と同一のものは同一符号を
付し、説明を省略する。
【００７２】
　詳しくは、診断モジュール２０の端子Ａは伝送線路７に接続され、端子Ｂは伝送線路３
９に接続され、端子Ｃは伝送線路８に接続されている。開閉部４３は、伝送線路３９,８
と診断モジュール２０の警報出力部２８の出力に接続され、伝送線路４１,４２を介して
、差圧伝送器９に接続されている。
【００７３】
図６のステップＦ９において、伝送線路に異常のないことを検出し、開閉部４３は、警報
出力部２８の出力（例えば、約０ボルトの電圧信号）に基づき、伝送線路３９,８と４１,
４２を接続する。また、伝送線路に異常のあることを検出し（ステップＦ１３）、開閉部
４３は、警報出力部２８の出力（例えば、約５ボルトの電圧信号）に基づき、伝送線路３
９,８と４１,４２を切断する。そして、引き続き、警報出力部２８はその出力を維持し、
開閉部４３は伝送線路３９,８と４１,４２を切断した状態を維持する。なお、開閉部４３
は、診断モジュール２０内の端子Ａ、Ｂの間に直列に接続してもよい。
【００７４】
　例えば、伝送線路に接続されている差圧伝送器９の端子部（図示しない）において、不
注意に伝送線路が短絡されることがある。このとき、閾値より大きい電流が伝送線路７,
４１,４２,８に流れるため、電流診断モジュール２０は、図６のステップＦ１３において
、伝送線路に異常のあることを検出する。そして、開閉部４３は、警報出力部２８の出力
に基づき、伝送線路３９,８と４１,４２を切断し、短絡されている伝送線路を除去でき、
フィールド機器システム４０は、通信を行うことができる。
【００７５】
　本実施例によって、診断モジュール２０と開閉部４３は、伝送線路異常の原因となって
いる伝送線路を自動で切断することによって、通信障害の発生を防止し、フィールド機器
システムの計測、通信、制御などの信頼性を向上させることができる。また、ユーザーの
通信障害発生時の原因調査、通信回復のための負担を軽減できる。
【００７６】
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　なお、本発明の診断モジュール２０または診断方法を、ホスト装置６、差圧伝送器９な
どのフィールド機器、携帯型機器の内部に設けてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本発明の一実施例を示す構成図である。
【図２】診断モジュール２０の具体例を示すブロック図である。
【図３】診断モジュール２０の他の具体例を示すブロック図である。
【図４】診断モジュール２０の他の具体例を示すブロック図である。
【図５】本発明の他の実施例を示す構成図である。
【図６】診断モジュール２０の動作を示すフローチャートである。
【図７】診断モジュール２０の動作のうち予測処理部を示すフローチャートである。
【図８】診断モジュール２０の動作のうち通信解析処理部を示すフローチャートである。
【図９】周囲環境の影響による伝送線路電流の時間に対する特性例である。
【図１０】従来の一例を示す構成図である。
【符号の説明】
【００７８】
２、７、８、２１　伝送線路
　３　直流電源
ターミネータ
　６　ホスト装置
　９　差圧伝送器
　１０　温度伝送器
　１１　渦流量計
　２０　診断モジュール
　２２　フィールド機器システム
　２４　電源生成部
　２５　測定部
　２６　閾値演算部
　２７　比較部
　２８　警報出力部
　２９　制御部
　３０　電圧計
　３１　電流計
　３２　雑音計
　３３　選択部
　３４　通信部
　３５　時間タイマー
　３６　記憶部
　３７　予測部
　３８　通信解析部
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