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GC1000 アナライザバス システム�

横河電機株式会社�
システム分析センター�

横河はプロセス分析計，特にプロセスガスクロマトグラフを中心とした分析計ネットワー

ク，いわゆるアナライザバスについて，1993年より開発をすすめてきました。これからアナ

ライザバスを紹介します。



2 TI 11B5A1-03

アナライザバスとは？(1)

従来の分析計のシステム�
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FCS FCS FCS
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GC GC GC GC O2 pH SC IR GC GC GC O2 pH SC IR

GC GC GC GC O2 pH SC IR

B

プロセスに多数の分析計を設置してDCSと接続した時の従来例です。

ご覧の通り，分析計個別にDCSとの接続が必要となり，ケーブルやDCSの I/Oカードの費

用及び工事の費用が膨大になります。

更に，結合が複雑になるだけ故障の確率が増大し，故障時の原因究明が難しくなります。

また，分析計の保守作業は現場に行く必要があります。
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アナライザバス　システム�

EWS ICS

FCS FCS FCS

CCR

C

A

GC GC GC GCIU
O2 pH SC IR B

GC GC GC GCIU
O2 pH SC IR

GC GC GC GCIU
O2 pH SC IR

GCAS

追加が簡単�

PC

高信頼性�

アナライザバスとは？(2)

集中管理� 集中管理�

アナライザバスシステムを用いた例です。

ネットワークに全ての分析計が接続されるため，ケーブルやDCSのI/Oカードの費用の節約

が可能です。更に，後からの追加が非常に容易です。

ネットワークとアナライザサーバは二重化が可能なため個別配線に比べ信頼性が飛躍的に

向上します。

CCRに設置されたアナライザサーバから全ての分析計の保守情報を得ることができるので，

中央でアナライザの状態の管理を行うことができます。
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アナライザの集中管理�
アナライザの最適状態を維持�
制御装置との集中接続�
高信頼性�
拡張の容易さ�
保守費用と工事費用の節約�

アナライザバス システムの利点�
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アナライザバス システム構成図�

イーサネット�

アナライザ�
サーバ�

アナライザバス�  (2.5Mbps 2重化)

シリアル�

PC
ターミナル�

リモート接続(電話回線)
ホスト�

CPU

GC1000
アナ�
ライザ�

OPS

DCS

FCS FCS アナライザ�
サーバ�

SC IRO2pH

フィールドセンサ�

シリアル�

GC1000
アナ�
ライザ�

GC1000
アナ�
ライザ�

GCIU

アナライザバスのシステム構成の概念図を示します。

GC1000をはじめとするフィールドアナライザは全てネットワーク接続されています。

中央のアナライザサーバはネットワーク全体を管理します。アナライザサーバに接続され

たパソコンはメンテナンスターミナルとなり，全てのフィールドアナライザの状態表示と

操作を行います。

DCSとはシリアル通信又はアナログ，接点信号で接続されます。その他のネットワークとも

このイーサネットのラインでデータを受け渡すことが可能です。このプロトコルにはTCP/

IP標準プロトコルを採用しました。
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アナライザバス自身すなわちネットワーク�
アナライザサーバ（GCAS）�
ハブ（GCHUB）�
ガスクロマトグラム・アナライザ（GC1000）�
フィールド・インタフェース・ユニット（GCIU）�
演算ユニット（GCCU）�
PCメンテナンスターミナル（ASMT）�

アナライザバス システムの構成�

アナライザバスシステムの構成メンバーは上記のとおりです
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スピード :2.5 Mbps�
最大距離 :6 Km (ケーブル + ハブ)�
最大接続数 :240(アナライザ)，14(サーバ)�
信頼性 :完全２重化�
安全性 :耐圧防爆型�
リアルタイム :トークンパッシング方式�
耐ノイズ性 :16Vp-p 信号レベル�

アナライザバスの特徴�

アナライザバス・ネットワークの特徴は次のとおりで，プロセス向けネットワークシステム

として最適の条件を備えています。

・2.5Mbpsの高速性

・ネットワーク長は最大6Kmで広いエリアをカバーします

・240台までのアナライザ，14台までのアナライザサーバが接続可能

・完全二重化により高信頼性

・防爆対応

・トークンパッシング伝送方式によるリアルタイム性保証

・高信号レベルによる耐ノイズ性
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アナライザバスとイーサネットの比較�

 アナライザバス イーサネット�

動作環境 プロセス オフィス�

信号レベル 16 Vp-p 1.8 Vp-p�

スピード 2.5 Mbps 10 Mbps�

プロトコル トークンパッシング CSMA/CD�

リアルタイム はい いいえ�

データ消失 なし あり�

*CSMA/CD:Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection

プロセス向けネットワークのアナライザバスとオフィス向けネットワークのイーサネット

を比較してみます。

アナライザバスは信号レベルが16Vありノイズの多いフィールドでの安定な通信が可能で

す。また，トークンパッシング伝送方式は通信の最大伝送時間を保証し，通信の衝突による

データの消失がないためリアルタイムシステムに最適なネットワークです。

一方，イーサネットは大量のデータを高速に伝送するのに適したネットワークです。
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トークンパッシングとCSMA/CDの比較�

トークンパッシングの利点�
» データの衝突なし(高信頼性)

» 通信上の最大間隔を保証(リアルタイム)

● CSMA/CDの利点�
» 大量データの高速保証�

トークンパッシング�

CSMA/CD

●

アナライザバスとイーサネットの伝送方式の違いを説明します。

アナライザバスのトークバッシング方式はネットワークの全ての構成員（ノード）が順番に

トークンをまわします。トークンを持っているノードのみがデータを送信しますので，基本

的に通信が衝突することはありません。

一回に送信する通信の大きさが決められているため，トークンが回ってくる最大間隔が保

証されており，ある時間以内に必ず送信を行うことが可能で，リアルタイム性が保証されて

います。

イーサネットのCSMA/CD方式はネットワーク上に通信中でなければ，各ノードは自由に通

信を開始します。通信したいノードが複数あれば，必然的に通信の衝突が発生し，衝突した

ときはノードはある時間後に再度通信を行います。最終的に衝突が回避できないときは，通

信データは消失します。

通信がある時間以内に必ず相手に伝わる保証はありません。
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アナライザバスのネットワーク形態�

HUBハブ�

HUB

アナ�

ライザ�

アナ�

ライザ�

ハブ�

最大　4アナライザ／ハブ�

500m(同軸)
3000m(ツイストペア) )

500m(同軸)

アナライザ�
サーバ�

3000m(光ファイバー)

最大　240アナライザサーバ/ネットワーク�

防爆維持検知信号�ハブ�アナライザ�
サーバ�

500m(同軸)

最大　14 アナライザサーバ/ネットワーク�

アナ�

ライザ�

アナ�

ライザ�

ネットワークの形態を示します。

アナライザバスのメインラインは同軸ケーブルまたは光ファイバで構成されます。

アナライザとアナライザサーバの情報をネットワークのメインラインにのせる働きをする

ディストリビュータをハブとよびます。1台のハブでアナライザを4台まで，アナライザサー

バを2台接続できます。

二重化ネットワークではアナライザとアナライザサーバは2チャンネルの接続端子を持ち，

それぞれ独立した2組のハブとネットワークケーブルに接続されます。

ハブはアナライザのエアや電源が落ちて防爆性が失われた場合，通信ラインを遮断して

ネットワーク全体の防爆性を保っています。
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アナライザサーバ(GCAS)

これはアナライザバスサーバの外観です。
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●

●

●

●

●
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●

高信頼性 :VME バスボード�
DCS 接続 :RS-232C (Modbus/Y) 2ports�
LAN接続 :イーサネット (telnet/ftp) �
PC接続 :イーサネット＆RS-232C�
保存データ :分析結果, クロマトグラム，�
  校正データ, アラーム�
アナバス監視 :ノード, チャンネル, メッセージ�
リモートメンテナンス :PCのモデムを使用�

アナライザサーバの特徴(GCAS)

アナライザサーバの特徴は次のとおりです。

・リアルタイムシステムの業界標準のVMEバスボードを採用し高信頼性を確保。

・DCS接続用にはRS-232Cを2ポート持ちます。MODBUSと横河オリジナルプロトコルを

サポートします。

・LAN接続用としてイーサネットポートを持ち，telnet/ftpプロトコルをサポートします。

・PCとはRS-232CとETHERNETで接続します。

・分析結果，クロマトグラム，校正データ，アラームを履歴保存。

・アナライザバス監視機能として，ネットワーク上の各チャンネルのノード状態を監視し，

メッセージを送ります。

・PCのモデムを介する電話回線を用いて，当社より直接現場にあるアナライザを操作する

リモートメンテナンスが可能です。
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●

●

●

●

業界標準のVME バスボード�
pSOS+ ソフトウェア�
UPS による自動シャットダウン機能�
完全２重化�

高信頼性設計�

アナライザサーバは高信頼性を第一に設計されています。

・ハードウェアとして，リアルタイムシステムの業界標準のVMEバスボードを採用してい

ます。

・ソフトウェアとして，リアルタイムマルチタスクオペレーションシステムの業界標準の

pSOS+を採用しています。

・無停電電源と組合わせてハードディスクファイルの自動シャットダウンが可能です。

・アナライザサーバ自身の2重化が可能です。
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●

●

DCSとの接続�
» RS-232C, 2ポート�

» Modbus or Y プロトコル�

» 32 アナライザデータ / 1 ポート�

» 分析結果, アナライザの状態読込みと操作�

イーサネット接続�
» telnet と ftp プロトコルをサポート�

» 分析結果とクロマトグラムの読込み�

ゲートウェイ機能�

アナライザサーバの外部との接続機能をまとめると

・DCSとの接続。

RS-232C通信用に2ポートをサポートし，通信方式としてMODBUSプロトコルと横河専用

プロトコルが選択できます。通信1ポートあたり，アナライザ32台までの分析結果とアナ

ライザの状態の読込みと操作が可能です。

・LANとの接続。

コンソール機能のtelnetとファイル転送のftpプロトコルをサポートし，分析結果とクロマト

グラムをファイルから読込み可能です。
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アナライザサーバの処理能力�

アナライザバス接続台数 =>32 =>64 =>240�

分析結果 ○ ○ ○�

アラームメッセージ ○ ○ ○�

アナライザ状態表示 ○ ○ ○�

クロマトグラム ○ 31 31�

アナライザ操作(PC) ○ 31 31�

LCD エミュレーション 1 1 1�

同刻同期 ○ ○ ○�

アナライザサーバの表示操作機能は接続されるアナライザの数により変わります。

アナライザサーバ1台当たりの接続アナライザ数が32以下では全ての表示操作機能が可能

です。それを超えるとクロマトグラムの表示とPCからのアナライザ操作は31台までとなり

ます。分析結果やアラーム表示などは全てのアナライザに対して表示できます。
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●

●

●

32 アナライザ / GCAS�
保存データの容量(GC1台あたり)�
» 分析結果: 1年�

» クロマトグラム: 1 週間�

» 校正係数: 10 回�

» アラーム履歴: 128 個�

メッセージとイベント�
» アナライザとアナライザサーバ�

データ保存機能�

アナライザサーバのデータ保存機能

アナライザサーバはアナライザ32台までのデータを保存します。

アナライザ1台当たり，分析結果1年分，クロマトグラム1週間分，校正データ10回分，ア

ラーム履歴128個を保存します。

その他，アナライザとアナライザサーバのメッセージとイベントを保存が可能です。
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リモートメンテナンス機能�

アナライザサーバはリモートメンテナンス機能をサポートしています。

アナライザサーバはPCターミナルを介してリモートメンテナンスを行うことができます。

モデムを用いて公衆回線を経由することで，遠隔地からアナライザバスシステムの全ての

アナライザの状態把握と操作を行うことができます。
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ハブ(GCHUB)

これがハブ（GCHUB）の外観です。耐圧防爆のケースに入っています。
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●

●

●
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主要接続ライン :同軸�
分岐接続ライン :4(ツイストペア),  2(同軸)�
バス型ハブ :デジチェーン接続用�
リピータ型ハブ :ループ接続用�
光ファイバ用ハブ :最大拡張距離 3000m�
安全性 :耐圧防爆構造,�
 アナライザの防爆状態を検知�

ハブの特徴(GCHUB)

ハブにはアナライザ接続用の4 チャネル対よりケーブル用とアナライザサーバ接続用の2

チャネル同軸ケーブル用があります。4チャネル対よりケーブル用にはデジチェーン接続用

のバスタイプ・ハブとループ接続用のアンプ内蔵のリピータタイプ・ハブがあります。

デジチェーン接続は主として小規模システムに，ループ接続は大規模システムに用いられ

ます。

ハブのもう一つの特長は安全性です。ハブ自身は耐圧防爆のケースに入っています。この内

にはインタロック回路を内蔵し，アナライザバスのエアや電源が落ちて防爆性が失われた

場合，その信号を受け同時に通信ラインを遮断する事により，ネットワーク全体の防爆性を

保っています。
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●

●

アナライザバス設計基準�

大規模システム用ループネットワーク�
» リピータ型ハブまたは光ファイバ用ハブを使用�

» ネットワーク長（L）< 6,000m�

» L (m) = ループの長さ + ループからネットワーク末端まで

の最大距離 + ループからネットワーク末端まで

その次に長い距離 + (リピータ型ハブの総数)*60�

小規模システム用デジチェーンネットワーク�
» バス型ハブを使用�

» ハブの総数< 8�

» ネットワーク長（デジチェーン部）< 200m

アナライザバスの設計基準はシステムの規模により2種類あります。

1. 大規模システムにはループ形ネットワークを構成します。

・ループ形ネットワークはネットワークの1個所が切断されても全てのノードの通信を継

続することができます。

・リピータ型ハブまたは光ファイバ用ハブを使用します

・ネットワークの最大長は6000mです

・ネットワーク長はメインループと最長のブランチライン2本とハブを60mと換算してその

和から求めます。

2. 小規模システムにはデジチェーン形ネットワークを構成します。

・バス型ハブを使用します，バス型ハブはハブ自身の電源が落ちてもメインラインの通信

は継続します。

・ハブは8個まで接続できます。

・メインラインの最大長は200mです。
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ループネットワーク例�

GCAS 同軸ケーブル�
ツイストペアケーブル�HUB

GCAS

GC
#1

HUBHUB HUB HUB HUB HUBHUBHUB

GC
#2GC
#3

GC
#5GC
#6

GC
#7GC
#8GC
#9GC

#4

GC
#10GC
#12GC
#13GC
#14

GC
#15GC
#16GC
#17GC
#18

HUB

GC
#1GC
#2GC
#3GC
#22

GC
#7GC
#8GC
#25

GC
#1GC
#2GC
#3GC
#29

GC
#5GC
#31

HUB

GC
#1GC
#2GC
#3GC
#34

DCS

主要接続ライン�

分岐接続ライン�

リピータ型ハブ�

これは大規模システムでのループ形ネットワークの構成例です。

この場合アナライザバスサーバを含めて2重化し，34台のアナライザが接続しています。こ

の図ではアナライザが多すぎるため，2重化を省略して書いてありますが，実際は2重化シ

ステムです。

大規模システムにはループ形ネットワークを構成します。

ループ形ネットワークはネットワークの1個所が切断されても全てのノードの通信を継続

することができます。
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デジチェーンネットワーク例�

GCAS

HUB-1

GC1000
  #1

同軸ケーブル�
ツイストペアケーブル�

HUB-2 HUB-3

GC1000
  #3

GC1000
  #4

GC1000
  #5

GC1000
  #6

GC1000
  #7

GC1000
  #2

バス型ハブ�

主要接続ライン(200m)

これは小規模システムでのデジチェーン形ネットワークの構成例です。

アナライザバスサーバに7台のアナライザが接続されています。

バス型ハブはハブ自身の電源が落ちても主要接続ラインの通信は継続します。
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フィールドインタフェースユニット�
(GCIU)

これがフィールドインタフェースユニット（GCIU）の外観です。

FM防爆のYパージに相当する容器に収納されています。
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●

●

●

●

●

●

●
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アナログ入力 :16ch�
 (1-5V / 4-20mA / 4-20mA電源付)�
入力レート :1sec (瞬時値), 60sec (平均値)�
接点入力 :16 points (ドライ接点)�
接点出力 :16 points (非防爆)�
接点出力の方法 :DCSより/タイマ設定/PCより�
アラーム出力 :2 (システムアラーム, 内圧低)�
アナライザバス :2 チャンネル�
安全性 :FM防爆Yパージ相当の容器に収納�

フィールドインタフェースユニット�
(GCIU)

フィールド・インタフェース・ユニットの仕様は次のとおりです。

・アナログ入力16点，1-5V，4-20mAの電源付き／なしから選択。

・アナログ入力の取り込みレートは，1秒更新（瞬時値）です。また，それを60秒ごと更新

し（平均値），分析値としています。

・接点入力16点，無電圧。

・接点出力16点。

・接点出力の方法にはDCSからの外部操作，タイマによるプログラム操作，PCからの手動

操作があります。

・アラーム出力2点（システムアラーム，内圧低）。

・アナライザバス接続。

・安全性として，FM防爆のYパージに相当する容器に収納。
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GC1000 と GCIU の類似性�

 GC1000 GCIU�

瞬時値 クロマトグラム 瞬時値�

平均値 分析値 平均値�

DCS 通信 Modbus & Y Modbus�

Modbus 読込み 分析データ 瞬時値＆平均値�

Modbus 書込み 操作 接点出力�

フィールド・インタフェース・ユニットのアナログ値とアナライザのデータとの類似性を現

したものです。

瞬時値はアナライザのクロマトグラムに対応します。

平均値はアナライザの分析値に対応します。

DCS通信はMODBUSをサポートします。

MODBUSから瞬時値と平均値が読込み可能で，接点出力を操作可能です。
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PCの要求仕様�

● ハードウェア�
» IBM-PC互換機�

» CPU : ペンティアム-100MHz 以上�

» メモリ : 32Mbytes 以上�

» 空ハードディスク容量 : 20Mbytes

» CRT : SVGA(1024*768)

» シリアル＆イーサネットポート�

● ソフトウェア�
» MS-Windows95 or NT4.0

PCメンテナンスターミナルに使用するパソコンに要求される仕様は次です。

ハードウェアはIBM互換PCとして，一般的な仕様です。シリアルとイーサネットポートが

必要です。

ソフトウェア環境としてはWindows95またはWindowsNTが必要です。
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メンテナンスターミナル�
の機能的な画面�

● 機能性�

» 集中保守�

» 保守の効率化�

» 高信頼性�

● 画面�

» オーバビュー�

» アナライザ操作�

» 分析結果�

» クロマトグラム�

» アラーム�

» LCD エミュレーション�

» ANABUS監視�

PCメンテナンスターミナルにはアナライザバスシステムの集中保守，保守の効率化，高信

頼性の目的に沿った画面が用意されています。
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オーバビュー画面�

これはオーバビュー画面です。

接続されたアナライザがどういう状態なのか，異常がで止まっているのか，問題なく動作中

かが一目でわかります。

枠一つが1台のアナライザを示しています。中央上部は運転パターンを示し，プロセス測定

中か校正中かのような状態を表します。右下部の棒グラフは測定サイクルを示し，あとどれ

ほどで1分析周期が終了するかのモニタになります。

また，これから説明する以下の画面はすべてこのオーバビュー画面から展開することにな

ります。
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アナライザ操作画面�

これはアナライザの運転操作画面です。

個々のアナライザの運転状態はこの運転画面に表示されます。リアルタイムのクロマトグ

ラムが上部に表示され，その下にサンプリング，バックフラッシュ，カラムスイッチ，大気

圧平衡弁等のバルブのシーケンスやピークのゲート時間がバー表示されています。またカ

ラムバルブ関係はこの部分に合わせて状態表示されますので，リアルタイムクロマトと合

わせてカラムシステムの直感的把握が容易になります。検出器や恒温槽の状況もこの部分

をクリックすればより詳細な情報がとりだせます。

この画面から直接アナライザの運転モードやパターンを切り替えることができます。校正

や流路変更，分析のスタートストップや強制停止といったコマンドを送ることができます。
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分析結果画面�

分析結果は自動的に表の形で整理されてパソコン上に表示しています。この例では単に分

析結果だけでなく，RT（リテンションタイム）や分離度，テーリング係数といったカラム

管理情報も併せて表示保存できます。濃度とRTはこの表からグラフ作成もボタン1つの操

作で可能です。またこのデータファイルはLOTUS123やEXCELLへの変換が非常に簡単に

できます。
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クロマトグラム画面�

この画面はクロマトグラム画面です。

先の運転画面からのコマンドでこの画面に入ります。ここではクロマトの拡大，縮小ストア

及びストアしたクロマト同士やそれと現在のクロマトとの比較・参照が行えます。いちばん

便利な点はクロマトを重ね合わせて見られるようになった点です。例えば1年前にとった標

準サンプルのクロマトと今現在のキャリブレーション結果を重ね合わせれば，カラムの経

時変化あるいは標準サンプル自身の組成変動は一目瞭然にわかるはずです。またプロセス

サンプルと標準サンプルの比較ではプロセス側には通常ならありえない，不明成分が含ま

れていないかというチェックも簡単に行えます。
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アラーム状態画面�

アラームが出た場合はお知らせとしてアラームが出たことを表示します。また一括表示と

してはアナライザ毎にアラームの状態または履歴を表示します。また保守要員へのガイダ

ンス機能としてこの様に詳細画面を開くと，そのアラームの内容，想定原因，対策といった

事柄を表示してくれます。あくまでも一般的な方向でありあますが，メンテナンスの方向付

けを保守要員に対し，指示できるという点で，大きな意味があろうかと思います。
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LCD エミュレーション画面�

アナライザの詳細パラメータを変更したいという場合はこのLCDエミュレーション画面を

使用します。この部分はアナライザの前面にあるLCD操作画面と全く同じであり，それが

数Kmはなれたパソコン上に表示されるわけです。パソコンからはアナライザを操作するの

と全く同じ感覚で操作できます。このLCD表示部にもアナライザと同様，リアルタイムで

クロマトやステータス情報が表示されます。
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アナバス監視画面�

この画面はアナライザバスの状態を監視する画面です。この部分が各アナライザを示し，そ

れがABどのチャンネルを通じて通信されたかを示しています。
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まとめ�

● 集中保守管理�

● 保守の効率化�

● 高信頼性�

● コストダウン�

効率的な�
管理システム�

横河電機のアナライザバスシステムはプロセスアナライザの集中保守，保守の効率化，高信

頼性と保守費用と工事費用の節約を行って，効率的なアナライザ管理を実現します。

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。
Printed in Japan, 803/b(YG)


