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■ 概　説
今後のアナライザのメンテナンスは従来のように現
場を巡回することから、計器室に情報を集中して、遠
隔でアナライザを監視 /操作する一括管理が主体にな
ると思われます。また、アナライザ操作は端末として、
コンピュータがその役割を担い、PC画面を見ながら、
ガスクロだけでなくフィールドアナライザ一括のオ
ペレーションを行うこともできます。アナライザバ
スはこのような次世代のメンテナンス形態に対応し
たアナライザネットワークシステムです。
導入メリットとして、以下の項目があります。
・	アナライザのメンテナンス一括管理
・	配線コスト（フィールド－計器室間）の削減
・	既設 DCS のプロセス入力点数に制限がある場
合、入力の集約が可能

■ 特　長
－	 アナライザのメンテナンスが容易になります。
	 ネットワークに接続された PC 上で、多数のアナ
ライザの状態が監視できます。継続したデータが
サーバに保存されていますので、メンテナンスに
必要な情報を、さかのぼって得ることができます。

	 測定値やアラームだけでなく、検出器の信号であ
るクロマトグラムも履歴として保存されますの
で、アラームの発生や測定値の変化が観測された
後でも、発生時点にさかのぼって、クロマトグラ
ムを確認することができます。

	 その他、データの保存、パラメータのダウン・アッ
プロード、ネットワークの監視などを接続したア
ナライザについて行うことができます。

－	 配線コストを下げることができます。
	 アナライザバスシステムは、現場のアナライザと、
DCS などの上位計算機やメンテナンス用 PC など
を個別に配線する必要はなく、さらに、Ethernet
を採用していますので、ハブなどのネットワーク
機器に汎用性の高いものを使用できます。

－	 ネットワークの拡張が容易です。
	 Ethernet を採用していますので、お客様のネット
ワークへの接続が容易です。これによって、遠隔
監視などを実現できます。

	 （ネットワークの接続については、安全性を確保
するために、必要に応じてファイアウォールなど
を設置してください。）

－	 100	Mbps のネットワークに対応しています。
	 100	Mbps の Ethernet を採用していますので、測
定値、アラーム情報だけでなく、クロマトグラム
のリアルタイムの監視ができます。

－	 光通信に対応しています。
	 ツイストペアによる通信と同様に光ファイバによ
る通信を直接アナライザから取り出すことができ
ます。

	 光ファイバによるネットワークは、遠距離、ノイ
ズの多い環境での使用に有利です。

－	 高信頼性の二重化システムを構築できます。
	 アナライザとサーバ、DCS などの上位計算機への
接続に、二重化されたシステムを構築することが
できます。

F01.ai

DCS

D/O

Modbus TCP

Ethernet

PCPC ASGW

ASIU

GC8000
プロセスガスクロマトグラフ

アナライザサーバ

インタ－フェースユニット

エンジニアリングターミナル ゲートウェイユニット 〔　〕内は機能

GC8000 GC1000 MarkII

〔上位システムとデータ交換〕〔ガスクロの操作と状態表示〕ネットワーク管理、
データ自動保存〔 〕予測保全

サポートツール〔　　　　　　〕
PC

バーチャルテック
ソフトウェア用PC

現場機器よりのアナログ出力／
接点入出力信号とのインターフェース〔 〕

図 1　構成概念図



GS 11B06A02-01

2

All Rights Reserved. Copyright © 2011,  Yokogawa Electric Corporation

■ システム構成
アナライザバスを用いたネットワークの構成例を図 1
に示します。ネットワークはプロセスガスクロマト
グラフ、サーバ、ハブなどで構成されます。
(1) プロセスガスクロマトグラフ（GC8000、GC1000 

MarkII）
現場に設置されたアナライザで、Ethernet に接続さ
れます。
(2) アナライザサーバ
ネットワークの管理とデータの保存を行います。
Ethernet に接続した PC とアナライザサーバソフト
ウェア（PCAS）によって構成されます。
(3) エンジニアリングターミナル
アナライザの操作とデータの表示を行うヒューマン
マシンインターフェースです。
Ethernet に接続した PCとアナライザサーバエンジニ
アリングソフトウェア（ASET）によって構成されます。
アナライザサーバを経由して複数のアナライザを扱
うことができます。
アナライザ 1台との接続には、「シングルアナライザ
モード」を使用します。
ASET シングルアナライザモードは、データ保存も行
います。
(4) ゲートウェイユニット
上位のシステムとデータの交換を行う機器です。
弊社自律型コントローラ FCN と、アナライザサーバ
ゲートウェイユニットソフトウェア（ASGW）によっ
て構成されます。
ゲートウェイユニットソフトウェア（ASGW）は、ネッ
トワークの二重化あるいはアドレスマッピングには
不可欠です。
(5) インターフェースユニット
弊社自律型コントローラ FCN と、アナライザサーバ
インターフェースユニットソフトウェア（ASIU）に
よって構成されます。
プロセスガスクロマトグラフ以外の現場機器のアナ
ログ出力信号あるいは、接点信号の入出力について、
ネットワークとのインターフェースを行います。
(6) バーチャルテックソフトウェア用 PC
ガスクロマトグラフ GC8000	の予測保全を実現する
ためのサポートツールです。
Ethernet に接続した PCです。バーチャルテックソフ
トウェア (GCVT) をインストールします。

2021.06.11-08

■ 仕　様
1. ネットワーク（Ethernet）
接続タイプ：IEEE802.3U
	 100Base-TX（RJ-45 シールド付ツイス

トペアケーブル）または 100Base-FX
（SC 光ファイバーケーブル）

プロトコル：	TCP/IP
通信速度：	 100	Mbps
最大ノード数：254
最大距離：	 50	m（100Base-TX）
	 2	km（100Base-FX）
	 カスケード接続でスイッチングハブ

を何段 *も介することで、総延長距離
を伸ばすことが可能です。

	 *	 使用するスイッチングハブをご確認ください。
ネットワークの二重化：
	 二重化されたネットワークでは、2つの通信

経路があり、それぞれのネットワークは対等
です。どちらの経路が使われるかは通信が行
われる機器ごとに決定されます。

	 GC8000、アナライザサーバソフトウェアを
搭載した PC、バーチャルテックソフトウェ
ア用 PCは、2つの Ethernet 接続口を有して
いることが必要です。

	 GC8000、GC1000	MarkII、アナライザサーバ、
ゲートウェイユニット、インターフェース
ユニット、およびバーチャルテックソフト
ウェア用 PCが、二重化されます。

	 エンジニアリングターミナルは、二重化でき
ません。

	 二重化されたネットワークでは、最大ノード
数は 75 となります。

	 「2.8（a）二重化」を参照してください。

2. 機　器
2.1 プロセスガスクロマトグラフ
接続タイプ：	IEEE802.3U
	 100Base-TX（RJ-45 シールド付ツイス

トペアケーブル）または 100Base-FX
（SC 光ファイバーケーブル）

チャンネル数：1点または 2点
1ネットワーク上のGC8000 の数：
	 最大 240 台
1 台の GC8000 がアクセスできるアナライザサーバ

の数：	 2 台
機能：	 Ethernet 接続では、アナライザサーバ

から指令、状態検知、データ取得が可
能です。

その他の機能については、仕様書 “プロセスガスクク
ロマトグラフGC8000”（GS	11B08A01-01）をご参照く
ださい。
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2.2 アナライザサーバ
アナライザサーバは、アナライザサーバソフトウェ
ア（PCAS）がインストールされた PCで構成されます。
PC仕様

OS：	 Windows	10	Pro（64 ビット版）、
Windows	Server	2016	Standard（64	
ビット版）	
日本語、英語、中国語、またはロ
シア語

	 注：	Windows	10	Pro（64 ビ ッ ト 版 ） お よ び
Windows	Server	2016	Standard（64	ビット版）
のタブレットモードはサポートされません。

CPU：	 3	GHz 以上
メモリ：	 4	GB 以上
ハードディスク：	 100	GB 以上の空き容量
他にデータ保存用の別ディスクを増設すること
を推奨します。データ保存用のディスク容量は
お客様の使用形態に合わせてください。
内訳は次のとおりです。
GC8000：	 検出器 1 個あたり 3.1	GB（デー

タストレージ用）
	 SYS	1 個あたり 2.0	GB（データス

トレージ用）
例：	1	GCM	-	1	SYS	-	1 検出器の場合 5.1GB
	 6	GCM	-	6	SYS	-	6 検出器の場合30.6	GB

GC1000	MarkII：	 1 台あたり 3.5	GB（データ
ストレージ用）

ASIU：	 1 台あたり 1.9	GB（データスト
レージ用）

ディスプレイ：	 1024	x	768 以上
Ethernet 接続口数：	 1	 点（100BaseTX ま た は

100BaseFX）
	 二重化の場合、2	点（100BaseTX ま

たは 100BaseFX）
その他：	 CD-ROMドライブ
	 二重化の場合DVD-ROMドライブ
PCアナライザサーバソフトウェア（PCAS）仕様
アナライザバス接続：
接続するアナライザとアナライザバスインター
フェースユニットの数：	 最大 64 台
同一ネットワーク上の PCAS の数：最大 14 台

自動データ保存：
	 GC8000、GC1000	MarkII とアナラ

イザバスインターフェースユニット
のデータがアナライザサーバに保存
されます。

2021.06.11-08

保存データ 内　容 備　考
分析結果（測
定値およびリ
テンションタ
イム）

詳細な分析結果を 1
年分保存。
このデータを基に濃
度値とリテンション
タイムの履歴を生成。

保存できるデータ量
はハードウェアと設
定に依存します。

クロマトグラ
ム履歴 (1)

毎周期のクロマトグ
ラムを過去 2 ヵ月分
保存。

保存できるデータ量
はハードウェアと設
定に依存します。

クロマトグラ
ム履歴 (2)

10 回ごとクロマトグ
ラムを一年間保存。

保存できる容量は
ハードウェアと設定
に依存します。

アラーム履歴 100	kbyte

イベント履歴 100	kbyte

	 保存されたデータは、アナライザ
サーバエンジニアリングターミナ
ルソフト（ASET）によって読み出
すことができます。

ネットワーク監視画面：
	 トラブルシュートのためにアナライザ

サーバの通信状態をモニタできます。
	 注：PCAS（Primary）―PCAS（Secondary）の組み

合わせは同じバージョンにしてください。

2.3 アナライザサーバエンジニアリングターミナル
エンジニアリングターミナルは、エンジニアリング
ターミナルソフトウェア（ASET）がインストールさ
れた PC で構成されます。ASET と PCAS は，同一の
PCにインストールできます。
PC仕様

OS：	 Windows	10	Pro（64 ビット版）、
Windows	Server	2016	Standard（64	
ビット版）	
日本語、英語、中国語、フランス語、
またはロシア語

	 注：Windows	10	Pro（64	 ビ ッ ト 版 ） お よ び
Windows	Server	2016	Standard（64 ビット版）
のタブレットモードはサポートされません。

CPU：	 3	GHz 以上
メモリ：	 4	GB 以上
ハードディスク：	 100	GB 以上の空き容量
他にデータ保存用のディスク容量をお客様の使
用形態に合わせて、別に確保してください。
ディスプレイ：	 1024	x	768 以上
Ethernet 接続口数：
	 1	点（100BaseTX または 100BaseFX）
その他：	 CD-ROMドライブ
アナライザサーバエンジニアリングターミナルソ
フトウェア（ASET）仕様
機能：	 ･	 GC8000、GC1000	MarkII、インター

フェースユニット（ASIU）の状態表示
	 ･	 サーバ（PCAS）上に保存された測定

結果およびアラームの表示
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	 ･	 GC8000、GC1000	MarkII およびイン
ターフェースユニットの操作

画面：	 ･	 オーバービュー
	 ･	 アナライザ操作
	 ･	 分析結果
	 ･	 クロマトグラム
	 ･	 アラーム状態
	 ･	 LCD エミュレータ（EtherLCD）
EtherLCD の最大表示数：4
アナライザサーバーへの接続：
	 PCAS へ接続する ASET の最大数：	4 台
	 ASET は、同じ Ethernet 上にある

PCAS へ接続できます。
	 1 台の PC には、1 つの ASET をイ

ンストールしてください。
シングルアナライザモード：
	 エンジニアリングターミナルシン

グルアナライザモード (ASET-S) は、
GCET の後継ソフトで、PCAS を介さ
ず、GC8000 および GC1000	MarkII
と 1 対 1の通信接続を行います。

2.4 ゲートウェイユニット
弊社自律型コントローラ FCN とアナライザサーバ
ゲートウェイユニットソフトウェア（ASGW）によっ
て構成されます。
DCS へのインターフェイスとして、以下の 2つを有
しています。
・	Modbus	TCP	Server（Ethernet 通信）
・	Modbus	Slave（シリアル通信）
機器仕様
Ethernet 通信：
GC8000、GC1000	MarkII、インターフェースユニット
およびアナライザサーバの最大接続数：	 31 台
最大クライアント（DCS）数：	 4 台

シリアル通信：
シリアル接続：Modbus	Slave
通信規格：	 RS-232C
ポート数：	 最大 3ポート
プロトコル：Modbus	RTU モード
通信速度：	 300/1200/2400/4800/9600/144

00/19200/28800/38400/57600/	
115200	bps 選択可

データ長：	 8	bits
ストップビット：1	bit
パリティビット：奇数パリティ /偶数パリティ

/なし　選択可
適合規格
EMC規格：	 CE	Mark、RCM	Mark

詳細は、FCNの仕様を参照してください。

2020.07.07-07

ハードウェア
種　別 形　名 備　考

ベース
モジュール *

NFBU050

CPU モジュー
ル*（1つ選択）

NFCP501-S □□ LAN	2port

NFCP502-S □□ LAN	4port

電源モジュー
ル*（1つ選択）

NFPW441 100-120	V	AC

NFPW442 200-240	V	AC

NFPW444 24	V	DC

RS-232C 通信
モジュール

NFLR111 Modbus	RTU を二重化す
る際に必要です。Modbus	
RTU のポートを増設する
場合に必要です。

デジタル出力
モジュール

NFDV551 32 点、24	V	DC

* 印は必須選択。他は必要に応じて選択。

ソフトウェアライセンス
ライセンスがハードウェアにバンドルされています。

ソフトウェア媒体
形　名 内　容 備　考

NT203AJ-PC11A リソースコン
フィギュレータ

ソフトウェアのロー
ディング、IP アドレ
スの変更に必要です。

これらプログラムの媒体は、DVD-ROMです。
アナライザサーバゲートウェイユニットソフト
ウェア（ASGW）：
	 GC8000、GC1000	MarkII、アナラ

イザサーバ、インターフェースユ
ニットと DCS などの上位のデータ
をマッピングして上位とやり取り
を行うことができます。

	 指令、状態検知、データの読み込
みを行うことができます。

（a）指令
GC8000、GC1000	MarkII、アナライザサーバに対し
･	個別時刻設定要求（アナライザサーバに対し
時刻設定要求すると、アナライザサーバと通
信中の全ての GC8000、GC1000	MarkII の時刻
が設定されます。）

マッピングを行うことでGC8000、GC1000	MarkII に対し
･	ラン指令
･	停止指令
･	流路シーケンス指定要求
･	校正（確認）指令
･	流路指定（連続）指令

マッピングを行うことでインターフェースユニットに対し
･	DOの ON指令
･	DOの OFF 指令

（b）状態検知
GC8000、GC1000	MarkII、インターフェースユニッ
ト共通
･	動作中
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･	通信異常
･	書込み異常

GC8000、GC1000	MarkII に対し
･	アナライザ正常、アナライザ異常
･	アナライザアラームの状態変化
･	測定中、停止中、メンテナンス中
･	流路シーケンス実行状態
･	流路（連続）要求不可
･	校正／確認要求不可
･	データ更新
･	校正係数更新
･	データ有効
･	各アラーム状態
	 各ピークの濃度アラーム、リテンションタイ
ムアラーム、変動係数アラーム、テーリング
係数、アラームの状態

アナライザサーバに対し
・	ア ナ ライザサーバと通信中の GC8000、
GC1000	MarkII、インターフェースユニットの
二重化通信状態

インターフェースユニットに対し
.	 ユニットの正常、異常
･	メイン電源異常、24VDC 異常、IO モジュール
異常
･	DI データ
･	DOデータ
･	 AI	IOP 状態

	 IOP は、入力レンジの 106.3	% を越える
か、-6.3	% 以下のときに発生します。
	 IOP が発生した場合、AI データは以前
の値を保持します。

（c）データ
GC8000、GC1000	MarkII に対し
･	流路番号
･	先頭ピーク番号
･	ピーク数
･	サンプリング時刻
･	分析値
･	リテンションタイム
･	校正係数

インターフェースユニットに対し
･	 AI 読み込み値
	 (実数を2ワードで表現します　レンジ：0.0-1.0）

更新周期のなかで複数の要求があった場合は、最後
の要求が実行されます。

2.5 インターフェースユニット
弊社自律型コントローラ FCN とアナライザサーバイ
ンターフェースユニットソフトウェア（ASIU）によっ
て構成されます。
基本仕様：	 I/Oインターフェースへデータを200	ms

ごとに、書き込み、読み込みを行います。

2017.02.27-00

適合規格
EMC規格：	 CE	Mark
詳細は、FCNの仕様を参照してください。
ハードウェア仕様：
最大接点入力点数：	 	 16
最大接点出力点数：	 	 16
最大アナログ入力点数：	 16

種　別 形　名 備　考
ベース
モジュール *
（1つ選択）

NFBU200 ロングベースモジュール

NFBU050 ショートベース
モジュール

CPUモジュー
ル *

NFCP501-S □□

電源モジュー
ル*（1つ選択）

NFPW441 100-120	V	AC

NFPW442 220-240	V	AC

NFPW444 24	V	DC

デジタル入力	
モジュール

NFDV151 32 点、24	V	DC

デジタル出力	
モジュール

NFDV551 32 点、24	V	DC

リレー出力	
モジュール

NFDR541 16 点、24-110	V	DC/	
100-240	V	AC

アナログ入力	
モジュール

NFAI135 4-20mA、8点、個別絶
縁

NFAI143 4-20mA、16 点、一括
絶縁

ダミーカバー NFDCV01 空き I/O モジュール用
カバー

NFDCV02 空き電源モジュール用
カバー

・	 * 印は必須選択。他は必要に応じて選択。
・	 CPUおよび電源モジュールの二重化が可能です。

ソフトウェアライセンス
ライセンスがハードウェアにバンドルされています。

ソフトウェア媒体
形　名 内　容 備　考

NT203AJ-PC11A リソースコン
フィギュレータ

ソフトウェアのロー
ディング、IP アドレス
の変更に必要です。

これらプログラムの媒体は、DVD-ROMです。
アナライザサーバインターフェースユニットソフト
ウェア（ASIU）
次の指令、状態検知、データの読み込みを行うこと
ができます。

（a）指令
･	 DO の ON指令、OFF 指令

（b）状態検知
･	ユニットの正常、異常
･	メイン電源異常、24VDC 異常、IO モジュール
異常
･	DI データ
･	DOデータ
･	 AI	IOP 状態
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	 IOP は、入力レンジの 106.3	% を越える
か、-6.3	% 以下のときに発生します。
	 IOP が発生した場合、AI データは以前
の値を保持します。

（c）データ
･	 AI 読み込み値
	（実数を 2ワードで表現します　レンジ：0.0-1.0）

2.6 バーチャルテックソフトウェア用 PC
バーチャルテックソフトウェア用 PCは、Ethernet に
接続した PC です。バーチャルテックソフトウェア
(GCVT) をインストールします。
PC仕様
OS：	 Windows	10	Pro（64 ビット版）、

Windows	Server	2016	Standard（64	
ビット版）	
日本語、英語、または中国語

	 注：	Windows	10	Pro（64	 ビ ッ ト 版 ） お よ び
Windows	Server	2016	Standard（64	ビット版）
のタブレットモードはサポートされません。

CPU：	 3	GHz 以上
メモリ：	 4	GB 以上
ハードディスク：100	GB 以上の空き容量
	 他にデータ保存用としてアナライ

ザ 1 台あたり 3GB 以上 ( 分析周期
10 分、1 日あたりのアラート発生
を 60 件として計算 )

ディスプレイ：	 1024 × 768 以上
Ethernet 接続口数：	 1 ～ 3 点 (100BaseTX ま た

は 100BaseFX)
その他：	 CD-ROMドライブ
	 二重化の場合、DVD-ROMドライブ

バーチャルテックソフトウエア (GCVT) 仕様
GC8000 の監視機能：
	 GCVT は PCAS 経由で GC8000 の稼

働状態を監視し、アラート発生時
の分析値やクロマトグラムなどの
データを収集します。
GC1000	MarkII の監視機能はありません。

・	GCVT を使用するためには、各構成ソフトの
Rev を次のように更新する必要があります。

2020.01.10-06

ソフト名 Rev
PCAS 2.02.01 以上

GC8000 1.02.15 以上

ASET
(ASET-Sは対象外)

2.02.01 以上
( ピーク関連情報のトレンドを表示
する場合 )

・	GCVT は 最 大 64 台 の GC8000 を 監 視 しま
す。Ethernet 版 GC1000	MarkII、ASIU および
Arcnet に接続される機器は監視対象ではあり
ません。

・	1台のGCVTは 1台のPCASとだけ通信します。
・	1台のPCASは 1台のGCVTとだけ通信します。
・	GCVT と PCAS を同一 PC で動作させることも
可能ですが、セキュリティレベルが低くなり
ますので、推奨しません。

Eメール通信経路：
	 E メール送信機能を使用するには、

SMTP プロトコル（TCP）および設
定された送信先

	 ポート番号（初期値：25	番）のパケッ
ト内容が E	メールサーバまで正し
く到達し、通信が確立できるよう
に通信経路を設計してください。

・	対メールサーバ通信は、PC に 3 枚目のネット
ワークカードを挿入し、別ネットワークで通
信します。

・	Ch-A 側を使ってメールサーバと通信すること
は、セキュリティ上推奨しません。

・	PCAS と GCVT を Ethernet	クロスケーブルで直
結する通信方式もサポートします
	（PCAS-GCVT	間の冗長化は実現できませんが、
よりセキュアなネットワーク構成になります）。

・	対メールサーバ通信の二重化はサポートしま
せん。

2.7 ネットワーク機器
(a) ハブ
100Base 対応の工業用スイッチングハブを推奨します。

推奨品例：	 MOXA 製	EDS-308-MM-SC
	 （ マ ル チ モ ー ド	 波 長 1310nm、

100Base-FX(SCコネクタ)　2ポート、
ツイストペア (RJ45)　6 ポート）

	 （危険場所仕様：Class	1	Div2/Zone2）
(b) ケーブル
●光ファイバケーブル
	 距離の延長、建物間の配線、ノイズの多い環境で使
用する場合には光ファイバケーブルを推奨します。
	 マルチモードで 50/125	µm または 62.5/125	µm を
ご使用ください。
	 光ファイバケーブル使用時は、防爆保持のための
信号遮断器を必要としません。
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●シールド付ツイストペアケーブル
	 カテゴリ5以上のScTP（スクリーンドツイストペア）
ケーブルまたは STP ケーブルを使用してください。
	 CE マークは ScTP ケーブルまたは STP ケーブルを
使用した条件で宣言しています。
	 防爆要件を満足するために、ツイストペアケーブ
ル使用時には、信号遮断器が必要です。「2.10	防爆」
をご参照ください。

(c) メディアコンバータ
アナライザバスゲートウェイユニット（FCN）や一般
的な PC は、光インターフェースを持っていません。
そのため、光ファイバネットワークへの接続には、
メディアコンバータが必要となります。ネットワー
クに適合した機器を選択してください。

推奨品例：	 MOXA 製	IMC-101-M-SC
	 （マルチモード	波長 1310nm、

100Base-FX(SCコネクタ)　1ポート、
ツイストペア (RJ45)　1 ポート）

	 （危険場所仕様：Class	1	Div2/Zone2）

2.8 アナライザバスネットワーク
(a) 二重化
二重化ネットワークでは、通信経路に万一異常が発生
した場合、アプリケーションへの影響を及ぼさないた
めに、瞬時かつ自動的に通信経路を切り替えます。
二重化のためには、アナライザサーバゲートウェイ
ユニット本体（FCN）とアナライザサーバゲートウェ
イソフトウェア（ASGW）が必要です。
さらに、PCAS および GCVT を搭載する PC を二重化
するために、次のライセンスおよびソフトウェア媒
体が、必要です。
ソフトウェアライセンス

形　名 内　容 備　考
NT783AJ-LW11A FCN/FCJ	OPCサー

バ用ネットワーク
二重化プログラム

PCごとに必要

ソフトウェア媒体
形　名 内　容 備　考

NT203AJ-PC11A リ ソ ースコン
フィギュレータ

ASGWまたは ASIU 用
に用意したものを使
用できます。

これらプログラムの媒体は、DVD-ROMです。
アナライザサーバ（PCAS）、バーチャルテックソフ
トウェア (GCVT)、ゲートウェイユニット、GC8000、	
GC1000	MarkII およびインターフェースユニットは、
二重化されます。
エンジニアリングターミナル（ASET）は、二重化さ
れません。
詳細は “ANABUS	Ethernet システム二重化設定要領”		
（TI	11B03A03-14）を参照してください。

2017.02.27-00

F02.ai

アナライザサーバ
バーチャルテック
ソフトウェア用PC

エンジニアリング
ターミナル ゲートウェイ

ユニット

インターフェース
ユニットGC8000 GC1000 MarkIIGC8000

図 2 　二重化ネットワーク構成概念図

(b) ネットワーク総延長距離の制限
100Base-TX 規格では、最長ケーブル長さは 100	m と
なっています。しかしながら、通信の品質を確保す
るため、50	m 以下でご使用ください。なお、スイッ
チングハブで多段 *にカスケード接続することで総延
長を伸ばすことが可能です。

*	 使用するスイッチングハブをご確認ください。

2.9 OPC
OPCを実現するためには、アナライザサーバゲートウェ
イユニットとOPCサーバソフトウェアが必要です。
“FCN/FCJ	OPC サーバ for	Windows”（GS	34P02Q61-01）
を参照してください。
PC を二重化してOPC を実現するためには、さらに、
FCN/FCJ	OPC サーバ用ネットワーク二重化プログラ
ムが必要です。

2.10 防爆
防爆条件を満足するためには、以下を満足させる必
要があります。
(a) プロセスガスクロマトグラフ（GC8000）
GC8000 の仕様書（GS	11B08A01-01）を参照してく
ださい。
(b) ツイストペアケーブル
ツイストペアケーブルを使用した場合は GC8000 側
で防爆要件が保たれない状態になったとき、信号を
遮断する必要があります。	信号遮断機（ラック取付型：
K9806AA、卓上型：K9806AB）を非危険場所に設置
します。危険場所の設置には、当該の防爆検定機関
によって認証された防爆構造としてください。

CPU
カード

GC8000

Ethernet

外部I/O遮断出力、24V DC

シールド付
ツイストペアケーブル

信号遮断器

非危険場所危険場所

F03.ai

図 3　 ツイストペアケーブルを使用した場合 
（FM-Y 防爆仕様を除く）
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

(c) 光ファイバケーブル
光ファイバケーブルを使用した場合は防爆の制限を
受けません。
(d) ハブ
非危険場所に設置します。危険場所に設置するため
には、当該の防爆検定機関によって認証された防爆
構造としてください。
(e) アナライザバスインターフェースユニット
アナライザバスインターフェースユニットに使用す
る FCNは、FM規格の Non-Incendive 認定などを取
得しています。詳細は、“自律型コントローラ FCN/FCJ
（ハードウェア編）”（GS	34P02Q12-01）、“STARDOM	
FCN/FCJ 設置ガイド”（TI	34P02Q91-01）を参照してく
ださい。

2.11 セキュリティ
PC はコンピュータウイルスに対抗する処置を講じて
ください。ネットワークはファイヤウォールによっ
て、外部のネットワークからのアクセスを制限して
ください。

■ 製品形名コード
1. プロセスガスクロマトグラフ（GC8000）
Ethernet アナライザバスとして、次のいずれかの仕
様コードを選択してください。

形名 基本コード 付加コード 記事
GC8000 ･･････････ ････････ プロセスガスクロマト

グラフ

･･･ ･･･ ････････ （注）

Ethernet 接続 -A

-B

-C

-D

-E

････････

････････

････････

････････

････････

100Base -TX（RJ -45	
port）デュアル
100Base-FX（SC コ ネ
クタ）デュアル
100Base -TX（RJ -45	
port）シングル
100Base-FX（SC コ ネ
クタ）シングル
DSL シングル

(注 )	GC8000 の Ethernet 接続以外の仕様については、
GS	11B08A01-01 をご参照ください。

2. PC アナライザサーバソフトウェア（PCAS）

形名 基本コード 付加コード 記事
PCAS ･･･････････ ････････ PC アナライザサーバソ

フトウェア

機能 -A01 ････････ 標準

言語 J
E

････････
････････

日本語
英語、中国語、ロシア語

　― -N ････････ 常に -N

　― N ････････ 常に N

付加仕様 /UP バージョンアップ

2021.06.11-08

3. アナライザサーバエンジニアリングター
ミナルソフトウェア（ASET）

形名 基本コード 付加コード 記事
ASET ･･･････････ ････････ アナライザサーバエンジ

ニアリングターミナルソ
フトウェア

機能 -A01
-S01

････････
････････

標準
シングルアナライザモード

言語 J
E

････････
････････

日本語
英語、中国語、フランス
語、ロシア語

　― -N ････････ 常に -N

　― N ････････ 常に N

付加仕様 /UP バージョンアップ

4. アナライザサーバゲートウェイソフト
ウェア（ASGW）

形名 基本コード 付加コード 記事
ASGW ･･･････････ ････････ アナライザサーバゲート

ウェイソフトウェア

機能 -A02 ････････ NFCP501/502（FCN-500）
対応

言語 J
E

････････
････････

日本語
英語

　― -N ････････ 常に -N

　― N ････････ 常に N

5. アナライザサーバインターフェースユ
ニットソフトウェア（ASIU）

形名 基本コード 付加コード 記事
ASIU ･･･････････ ････････ アナライザサーバイン

ターフェースユニットソ
フトウェア

機能 -A02 ････････ NFCP501/502（FCN-500）
対応

言語 J
E

････････
････････

日本語
英語

　― -N ････････ 常に -N

　― N ････････ 常に N

6. バーチャルテックソフトウェア (GCVT)

形名 基本コード 付加コード 記事
GCVT ･･･････････ ････････ バーチャルテックソフト

ウェア

機能 -A01 ････････ 標準

言語 J
E

････････
････････

日本語
英語

　― -N ････････ 常に -N

　― N ････････ 常に N

付加仕様 /UP バージョンアップ




