
HART NETWORK UNIT（以下HNU）は、HART通信対応フィ
ールド機器（以下HART機器）と、デバイス・マネジメント・シ
ステム InnovativeField Organizer（以下IFO）間のHART通信
インタフェース機器です。
DCSやPLCのメーカ、機種を問わず、DCSのアナログ入出
力端子や、マーシャリングラック内の中継端子と個別配線し、
HART機器とIFO間のHART通信を可能にします。
HNUは16チャンネル同時HART通信による全点1秒更新の実
現と、既設への柔軟な実装性により、IFOによる快適な機器管
理機能をHART機器をお使いのすべてのお客様へ提供します。

注：HNUはIFO専用のインタフェースです。HNU単体および、他社ホ
ストとの組合せでは利用できません。
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特　長
 ■ 全点1秒更新を実現

HNUは通信チャンネルごとにHARTモデムを搭載し、16チャ
ンネル同時通信による全点1秒更新を実現しています。

一般に利用されているマルチプレクサ方式とは異なり、リアル
タイム性に優れ、快適な操作性を提供します。

HART NETWORK UNIT 一般的な HART マルチプレクサ
HART MultiplexerDevice management

system

チャンネルごとに切り替えてコマンド・レスポンスを繰り返すため、
時間がかかる。

チャンネル切り替え

HART Modem

HART Network Unit

16 チャンネル同時通信が可能で、マルチプレクサ方式に比べ
通信スピードが速い。

HART Modem （1）

HART Modem （3）

HART Modem （16）

HART Modem （2）

Device management
system

図3.	

 ■ 柔軟な実装
HNUは1台あたり最大16台のHART機器と接続できます。接
続は個別配線で、アナログ入力／アナログ出力双方に1台で対
応可能なため、少ない点数から低コストで導入できます。
DINレールマウントに対応した、コンパクトな外付け方式を採
用しているため、既存設備への追加実装に柔軟に対応できます。
複数台のHNUの連結や、HNU間のEthernet接続による分散配
置も可能なため、小規模から大規模まで柔軟な実装が可能です。

 ■ 通信チャンネル間の個別絶縁
HNUの通信チャンネル間および通信チャンネル−電源間は個別
絶縁されていますので、既存ループの絶縁性能に影響を与えま
せん。

 ■ Modbus™ 通信に対応
HNUがHART機 器 か ら 周 期 的 に 取 得 す るHART変 数 は、
Modbus™ 通信（RTUモード）を経由してDCSやPLCで利用
することができます。バルブの実開度監視、重要発信器の温度
監視など、HART変数を活用したアプリケーションに対応でき
ます。

注意： HNUはMODBUS-RTUのスレーブ機器として動作します。
 形番HD-HNU001/001Cは本機能に対応していません。
 本 機 能 は バ ー ジ ョ ン がR30以 上 の 弊 社 機 器 管 理 シ ス テ ム

InnovativeField Organizerとの組合せで動作します。

図4.	

製品構成
HNUは、計装ネットワークモジュール NXのコミュニケーシ
ョンボックス（以下CB）とコミュニケーションアダプタ（以下
CA）、ターミナルアダプタ（以下TA）と組み合わせて使用します。

組み合わせには、前面ポートリング構成と、サイドコネクタリ
ング（横連結）構成の2種類があり、キャビネット内実装スペー
スや、使用目的に合わせて選択します。

コミュニケーションボックス コミュニケーションアダプタ
（左用・右用）

ターミナルアダプタ

図5.	

＊： 上記モジュールの詳細については、計装ネットワークモジュール NXのスペックシート（CP-SS-1865）を参照してください。
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 ■ 前面ポートリング構成
HNUの両端にCAを連結し、CAとCBそれぞれの前面ポート間
をEthernetで接続する構成です。BU100Hとキャビネット内
で共存させる場合には、CBを共通で使用可能な本構成を選択し
てください。
HNUは横に最大6台まで連結することができます。

 ● 最小構成

HNU

Ethernet

IFOへ

CB

CA（右用）CA（左用）

図6.	

 ● 最大構成

B

D

C

最大6台まで横連結可能

A

IFOへ

CB

縦接続時
Ethernetの合計
長（図中A～Dの
合計）100mまで
※段数の制限は
　ありません

図7.	

取り扱い上の注意
・ コミュニケーションボックスの交換時は電源をOFFにする必要があ

ります。
 コミュニケーションボックスだけの電源をOFFできるようにコミュ

ニケーションボックス取付キットを利用して設置してください。
（「取付キット」 参照）

 ■ サイドコネクタリング（横連結）構成
HNUの左端にCBを連結し、右端にTAを連結する構成です。
HNUは横に最大6台まで連結することができます。

 ● 最小構成

HNU

IFOへ

CB
TA

図8.	

 ● 最大構成

A

B

最大6台まで横連結可能IFOへ

縦接続時
Ethernetの合計
長（図中A～Dの
合計）100mまで
※段数の制限は
　ありません

図9.	
取り扱い上の注意
・ コミュニケーションボックスの交換時は電源をOFFにする必要があ

ります。コミュニケーションボックスだけの電源をOFFできるように
以下のスイッチを一緒に設置してください。（「関連機器（計装ネット
ワークモジュール NX）」 参照）

表1.	

名　称 形　番

サーキットプロテクタ HD-CP30BA113

・ サイドコネクタリング（横連結）構成の場合には、コミュニケーショ
ンボックスの電源を落とす際に、連結しているHNUも一緒に電源
が落ちますので注意してください。

・ サイドコネクタリング（横連結）の場合には、1台のHNUが故障、
または1台のHNUを抜いた場合に、それ以降に接続されている
HNUのHART通信は中断されます。

・ MODBUS™ 通信を利用するときは、サイドコネクタ接続する
モジュールをすべてHDHNU002/002Cにしてください。HD-
HNU001/001Cを接続して利用すると故障の原因となります。
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機　能
 ■ HART通信機能

IFO

NX-CB

HART信号

アナログ信号線

HNU

Controller

イーサネット
Analog I/O

Field Device

図10.	

HNUは、アナログ入出力機器とフィールド機器をつなぐアナ
ログ信号線上にHART信号を重畳し、HART通信を行います。
HNUには1台あたり16個のスロットがあり、各スロット並行
してHART通信を実行します。
通信方式には、フィールド機器からの周期的なデータの読み
出しを行う“定周期通信”、IFOからのコマンドにより特定の機
器に対してHARTコマンドを実行する“コマンドパススルー”、
HART機器のステータス変化を通知する“フィールドイベント通
知”があります。

 ■ MODBUS™ 通信機能
HNUはMODBUS-RTUのスレーブ機器として動作します。上
位コントローラやPLCはマスタ機器となるシリアル通信インタ
フェースを経由してHNUのデータを読み込みます。

IFO

NX-CB

定周期通信

MODBUS-RTU

RS-485
HNU

Controller

イーサネット Serial I/F
（MODBUS）

図11.	
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仕　様
 ■ HART NEWTORK UNIT（HNU）の仕様

表2.	

項　目 内　容

一般仕様

電源電圧入力 DC入力 DC20.4〜27.6 V

動作許容電源電圧 DC21.6〜26.4 V

最大印加可能電圧 DC30 V

消費電流 100 mA（DC24 V入力時）

電源投入時突入電流 500 ｍA以下

絶縁抵抗
電源〜スロット間 ：100 MΩ以上（DC500 V）

スロット〜スロット間 ：100 MΩ以上（DC500 V）

耐電圧
電源〜スロット間 ：AC500 V 1分間 リーク電流 1 mA以下

スロット〜スロット間 ：AC500 V 1分間 リーク電流 1 mA以下

スロット＋−間 
DCインピーダンス

電源ON ：20 MΩ以上

電源OFF ：20 MΩ以上

寸　法 80（W）×134（D）×105 mm（H）

質　量 469 g

取付方法 DINレール取り付け

内部時計精度 −4〜＋3秒／日

対応規格 なし

動作条件

周囲温度 0〜50℃（設置した状態でのHNU下面側にて）

周囲湿度 10〜90%RH（結露なきこと）

振　動 0〜3.2 m/s2（10〜150 Hz X、Y、Z 各方向2h）

衝　撃 0〜9.8 m/s2

取付角度基準面 ± 3°

じん埃 0.3 mg/m3以下

腐食性ガス なきこと

高　度 2000 m以下

汚染度(Pollution degree) 2（通常のオフィス環境と同等）

輸送保管条件

周囲温度 −20〜＋70℃

周囲湿度 5〜95 %RH（結露なきこと）

振　動 0〜9.8 m/s2（10〜150 Hz X、Y、Z各方向2h）

衝　撃 0〜300 m/s2（DIN レール取付状態、上下方向3回）

ユーザインタフェース

ロータリスイッチ
前面ロータリスイッチ4個でIPアドレスの下位2バイトを設定 

（上位2バイトは“192.168”で固定）

リセットスイッチ 前面プッシュスイッチ3秒押しでリセット

状態表示LED 前面LED5個 PWR（緑）、RUN（緑）、COM（緑）、NST（橙）、FAIL（緑／赤）

イーサネット通信

信号適合規格 IEEE802.3u 100BASE-TX（FastEthernet）準拠

通信速度 100 Mbps（固定）

通信方式 Full Duplex（固定）

信号配置 MDI ／ MDI-X（自動切換）

接続形態 サイドコネクタ接続
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項　目 内　容

HART通信

接続信号数 16

配線結線方法 M3端子台接続

受信インピーダンス HART信号周波数帯において50 kΩ以上

受信キャリア検出レベル
キャリア検出時 ：信号振幅＞0.12 Vpp

キャリア非検出時 ：信号振幅＜0.08 Vpp

送信周波数
データ“0”出力時 ：2200 Hz±1%

データ“1”出力時 ：1200 Hz±1%

送信最大負荷 750 Ω max

送信信号振幅 500 Ω負荷で400 mVpp 〜600 mVpp

デバイスとの通信周期 スレーブデバイス16台との同時周期通信（HART Command 3）において、約1秒の周期通信が可能

HART CT対応

HART協会のSPEC Rev7.2（HCF_SPEC-013）に準拠。ただし、次のSPEC・項目には対応
しない。
•HCF_SPEC-081　Rev8.2とHCF_SPEC-127　Rev7.1　Cmd6
→Multidropでの使用禁止

•HCF_SPEC-085　Rev1.2
→HART通信Bridge Deviceには適合していない。

Modbus™ 通信 
（RS485）

プロトコル MODBUS-RTU

信号レベル RS-485に準ずる

最大線路長 500 m

接続形態 マルチドロップ方式（親局1台に対する子局として最大31台）

通信方式 半2重、調歩同期式

通信線数 3 線

終端抵抗 外付け（150 Ω ±5 % 1/2W 以上）

機器アドレス
IPアドレスの最下位バイトと同じ前面ロータリースイッチ“C”“D”で設定
有効な範囲は“1（0x01）”以上“247（0xF7）”以下

伝送速度 19200 bps

ビット長 8ビット

ストップビット 1ビット

パリティビット 偶数パリティ

6
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 ■ 計装ネットワークモジュール NXの仕様
計装ネットワークモジュール NXの仕様については、「CP-
SS-1865　計装ネットワークモジュール NX」を参照してくだ
さい。

 ■ 形番構成
HART NETWORK UNIT（HNU）を構成するHNU本体および
関連機器（計装ネットワークモジュール NX）、取付キットの形
番は以下のとおりです。

 ● HART NETWORK UNIT（HNU）
表3.	HART	NETWORK	UNIT（HNU）

名　称 形　番 備　考

HARTネットワークユニット
HD-HNU002 標準品

HD-HNU002C ワニス品

 ● 関連機器（計装ネットワークモジュール NX）
表4.	関連機器（計装ネットワークモジュール	NX）

名　称 形　番 備　考

HNU用コミュニケーショ
ンボックス前面リング用

NX-SWAR00400S

NX-SWAR0040TS ワニス品

HNU用コミュニケーショ
ンボックス前面リング横
連結共用

NX-CB2RR0400S

NX-CB2RR040TS ワニス品

HNU用コミュニケーショ
ンアダプタ左

NX-CL1000000S

NX-CL100000TS ワニス品

HNU用コミュニケーショ
ンアダプタ右

NX-CR1000000S

NX-CR100000TS ワニス品

HNU用ターミナルアダプ
タ右

NX-TR1000000S

NX-TR100000TS ワニス品

サーキットプロテクタ HD-CP30BA113

コミュニケーショ
ンボックス用電源
スイッチ（三菱電
機製）

 ● 取付キット
表5.	取付キット

名　称 形　番 備　考

HNU標準取付キット HD-HNUKIT001 SIO II用

HNU縦DINレール取
付キット

HD-HNUKIT002 分散I/O用

コミュニケーション
ボ ッ ク ス 取 付 キ ッ
ト※

HD-CBKIT001 ERGキャビネット用

HD-CBKIT002
ERP BASICキ ャ ビ ネ ッ
ト用

HD-CBKIT003
ERP ADVANCEキ ャ ビ
ネット用

注： コミュニケーションボックスをキャビネットに装着するためのキッ
トです。サーキットプロテクタ（HD-CP30BA113）と、電源を
PDU から供給するための電源ケーブルがセットになっています。
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 ■ 外形寸法
 ● HART NETWORK UNIT（HNU）
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図12.	

 ● 関連機器（計装ネットワークモジュール NX）
・コミュニケーションボックス
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図13.	

・コミュニケーションアダプタ
（単位：mm）

10
0.
0

5.
0

（
10
.0
）

20.0 8.0 26.4

32
.3

10
0.
0

5.
0

（
10
.0
）

20.0

32
.3

27.0

左接続用（NX-CL1) 右接続用（NX-CR1)

図14.	

・ターミナルアダプタ
（単位：mm）
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図15.	

 ● 取付キット
・標準取付キット

（単位：mm）
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図16.	

・HNU縦DINレール取付キット
（単位：mm）
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図17.	
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・コミュニケーションボックス取付キット
（単位：mm）
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図18.	

 ■ 各部の名称

状態表示LED サイドコネクタ

フロントターミナルブロック 1-8

ロータリースイッチA・B

リセットスイッチ

ロータリースイッチC・D

フロントターミナルブロック 9-16

固定レバー
DIN レールストッパー 

RS-485端子台

電源端子台

図19.	

 ■ 状態表示LED

図20.	

HNUの状態をLEDで表示します。
表6.	

LED	名称 色 点灯パターン 内　容

PWR 緑
点灯 電源ON

消灯 電源OFF

RUN 緑

点灯 運転中

高速点滅 リセットスイッチ押下中

低速点滅 ファームウェア更新中

消灯 停止

COM 緑
点灯 自局Ethernet パケット送受信中

消灯
自局Ethernet パケット未送信、未
受信状態

NST 橙

高速点滅
リング切断状態（どこかでリングが
切断している）

低速点滅
リング切断状態（自または隣ノード
とのリングが切断している）

消灯 リング正常

FAIL

赤
／緑

赤と緑を交互
に点灯

設定異常

赤

点灯 重故障

低速点滅 軽故障

消灯 異常なし

 ■ ロータリスイッチ

図21.	

IPアドレスの内、下位2バイトを設定するロータリスイッチで
す。上位2バイトは「192.168」で固定です。
HNUのサブネットマスクは「255.255.255.0」固定、デフォ
ルトゲートウェイは「なし（0.0.0.0）」です。

• ロータリスイッチA・B
HNUのIPアドレスのネットワークアドレスの下位1バイト
を設定します。
範囲は「0」「1」〜「F」「E」です。

• ロータリスイッチC・D
HNUのIPアドレスのホストアドレス1バイトを設定します。
範囲は「0」「1」〜「F」「E」です。

 ● リセットスイッチ
HNUをリセットするためのスイッチです。
HNUが起動している状態で、3秒間スイッチを押し続けると
HNUをリセットします。
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 ● フロントターミナルブロック

図22.	

AI/Oモジュールへ配線するためのネジ式端子台（M3）です。
向かって左側がスロット1から8までの端子台です。右側がスロ
ット9から16の端子台です。

 ● 電源端子台

DC24＋ DC24－

図23.	

DC24Vの電源用のネジ式端子台（M3.5）です。

 ● サイドコネクタ
モジュールを連結するためのコネクタです。

 ● DINレールストッパ
DINレールに固定する金具です。

 ● 固定レバー
フロントターミナルブロックを固定するレバーです。

注意・制限事項
 ■ 米国での販売について

他社特許への抵触の理由から、納入先（最終仕向地）が米国向け
の販売を禁止します。

 ■ HART通信の制限
HNUはHART協会のSPEC Rev7.2（HCF_SPEC-013）に準
拠していますが、利用にあたり、一部以下の注意・制限事項が
あります。

 ● マルチドロップに関する注意
HNUは以下の関連スペックにて規定されているマルチドロップ

（Multidrop）注 には対応していません。

注： アナログ電流を固定してHART 通信のみを使用することで、フィー
ルド配線上に最大5台のフィールド機器を接続する方法

表7.	

関連スペック
HCF_SPEC-081 Rev8.2

HCF_SPEC-127 Rev7.1 Cmd6

 ■ 接続機器に関する注意
HNUと接続されるHART機器、HNUとHART機器間のアイソ
レータ、HNUとHART機器間のフィールド配線、DCSのI/Oモ
ジュールについて以下の注意が必要です。

 ● HART機器
HNUが対応するHART機器のメジャーレビジョンはRev5以上
です。ただし、Rev5以上のすべてのHART機器との接続を保
証するわけでないので、当社ホームページ「HART・フィール
ドバスソリューション」の「接続確認済み機器」を参照の受け、
接続実績が無い機器と接続する場合には、当社までご相談くだ
さい。

 ● アイソレータ
HNUとHART機器間に絶縁器を接続する場合、必ず下表に示す
絶縁器を使用してください。次表に示す以外の絶縁器には対応
していません。下表以外のアイソレータと接続したい希望があ
る場合には、当社までご相談ください。

表8.	取付キット

メーカ 形　番 種　別

クーパー・インダストリーズ・ジャパン
株式会社

MTL5046 AO

PEPPERL & FUCHS KFD2-SCD2 AO

株式会社　エム・システム技研 M2DYH- □□ AO ／ AI

クーパー・インダストリーズ・ジャパン
株式会社

MTL5042 AI

PEPPERL & FUCHS KFD2-STC4 AI
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 ● フィールド配線使用時の制限
フィールド配線は、HART協会の物理層SPECが推奨する仕様
のケーブルを使用してください。
同芯線（平行線）やシールドなしのケーブルを使用する場合には、
ケーブル長や容量にもよりますが、環境に存在するノイズやク
ロストークにより通信品質に影響が発生する場合があります。

「フィールドケーブル選定の目安」を参照のうえ、事前に接続可
能なことを確認してください。

表9.	

項　目 シングル マルチ

種　類 撚り対線シールド付
撚り対線シールド付 

（個別シールド推奨）

絶縁材質 ポリエチレン ポリエチレン

ケーブル長 〜 1500 m 〜 1500 m

ケーブル直径
0.51 mm（#24 AWG）
以上

0.51 mm（#24 AWG）
以上

【フィールドケーブル選定の目安　マルチケーブル】
HART協会の物理層SPECが推奨する仕様のケーブルが使用で
きない場合は、下表のマルチケーブルの種類を確認のうえ、最
大ケーブル長を超えないことを確認して使用してください。

表10.	

タイプ 名　称 絶縁被覆材
公　称
断面積
（mm2）

最　大	
ケーブル長
（m）

対より形

ビニル絶縁ケーブル
（CV ＊相当）

ビニル

0.9 721

1.25 691

2 626

ポ リ エ チ レ ン
絶 縁 ケ ー ブ ル 

（CE ＊相当）
ポリエチレン

0.9 1500

1.25 1500

2 1500

同 心 形
（平行）

ビニル絶縁ケーブル
（CV ＊相当）

ビニル

0.9 433

1.25 415

2 375

ポ リ エ チ レ ン
絶 縁 ケ ー ブ ル 

（CE ＊相当）
ポリエチレン

0.9 1223

1.25 1172

2 1061

【フィールドケーブル選定の目安　シングルケーブル】
シングルケーブルの場合は、次に示すケーブルを使用してくだ
さい。
• シールド付きより対線
• 絶縁被覆材はポリエチレン（推奨）
• 1500 m以内

注1： 最大ケーブル長は通信状態を保障するものではなく、目安です。
最大ケーブル長を超える、超えないに関わらず、フィールドの周
辺環境のノイズなどにより、通信に影響を与える場合があります。

注2： 最大ケーブル長とは、I/OモジュールからHART機器までのケー
ブル長の総和です。

注3： HART機器内部のアナログ信号ラインとアース間に大きな容量が
ある場合には、最大ケーブル長が短くなる場合があります。

注4： HART機器で規定された最大ケーブル長以内で使用してくだ
さい。

 ● I/Oモジュール
• HART通信への影響に関する注意

I/Oモジュールによっては、以下の影響を受け、HART通
信エラーの頻度が増えます。
• I/OモジュールからHART信号に干渉するノイズが発生

している。
• AIモジュールの入力インピーダンスが230 Ωより低い。
機種によっては、HARTフィルタなどを導入いただく必要
がある場合があります。
当社DCS以外のI/Oモジュールと接続する場合には、接続
可否を当社までお問い合わせください。

• 4−20 mA電流ループへの影響に関する注意
AOモジュールによっては、HART信号の影響をうけて出
力が揺らぐ機種があります。当社DCS以外のI/Oモジュー
ルと接続する場合には、接続可否を当社までお問い合わせ
ください。機種によっては、HARTフィルタを導入いただ
く必要がある場合があります。

 ● HARTコミュニケータ接続時の注意
IFO−HNU−HART機器の組み合わせで定周期通信を実行中に
HARTコミュニケータなどを接続すると、設定された通信周期

（例えば1秒）を満足できなくなります。また、二つのマスター
が存在するため、HARTコミュニケータなどの通信レスポンス
が遅くなります。
HARTコミュニケータなどを使用する場合は、IFO側にて定周
期通信を停止した後に接続してください。

 ■ HART 通信対応フィールド機器との接続時の制限
 ● アナログ出力機器とHART機器の接続時の注意

HNUとHART 機器間でHART通信を維持させるためには、ア
ナログ出力機器の出力電流を、接続するHART機器の最低駆動
電流以下にしないことが必要です。
例として下表に示すHART機器と接続する場合には、アナログ
出力機器の出力値を−0.5 %（出力電流：3.85 mA）より下に
設定にしないでください。設定した場合、出力電流が最低駆動
電流以下となりHART通信もできなくなります。

表11.	

製品形番 最低駆動電流

AVP302、AVP202、SVX102 3.85 mA
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北 海 道 支 店
東 北 支 店
北 関 東 支 店
東 京 支 社

（011）211-1136
（022）290-1400
（048）621-5070
（03）6432-5142

中 部 支 社
関 西 支 社
中 国 支 店
九 州 支 社

（052）324-9772
（06）6881-3331
（082）554-0750
（093）285-3530

（31）

本　社 〒100-6419 東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル

お問い合わせは、当社事業所へお願いいたします。

本資料からの無断転載、複製はご遠慮ください。

〔ご注意〕この資料の記載内容は、予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。

☎
☎
☎
☎

☎
☎
☎
☎

〈アズビル株式会社〉　https://www.azbil.com/jp/

https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
あわせて「ご注文・ご使用に際してのご承諾事項」（下記URL）をお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/estimate.html
ご注文・ご使用に際しては、見積・契約基本条件（下記URL）を必ずお読みください。
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