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No. SS1-HGM333-0100
（第4版）

ガス事業法対応
HGCモニタリングシステム

形 HGM303

概　要
本システムはガスクロマトグラフ HGC303を使用した都市
ガス用のガス事業法対応HGCモニタリングシステムです。

［主要システム構成機器］
• ガス事業法対応ガスクロマトグラフ（以下 HGC303）
• 導入するガスの圧力と流量を調整し、自動校正の際に標

準ガスと被測定ガスの自動切り替えを行うサンプリング
装置（以下 SGS）

• HGC303の自動校正を行うためのガス事業法対応HGC
データマネージャ（以下 HDM303）

• 測定されたガス組成をコンピュータに取り込むための
フィールドバス・インターフェース

• コンピュータ上で動作するガス事業法対応帳票システム 
HGM303-1-1、HGM303-1-X（以下 HGM303）

特　長
（1） 成分分析

HGC303は、CH4からC6+までの飽和炭化水素と、
N2、CO2の10成分の分析を行い、出力します。

（2） 計算出力
成分分析の結果は、JISK-2301「燃料ガス及び天然ガ
ス－分析・試験方法」、および「ガス事業法」に準じ、発
熱量、総発熱量、真発熱量、ウォッベ指数（以下WI）、
最大燃焼速度（以下MCP）、圧縮係数、比重、密度、総
和補正値を計算し出力します。

（3） 監視機能
HGC303の分析は5分間隔で間欠的に行われます。 
法定計測のみならず、プラントの運転状況を監視・把握
する上でも役立ちます。
HGM303は出力される発熱量、WI、MCP、成分総和
濃度のトレンド表示、また毎日1回行われる法定計測結
果のトレンド表示ができます。WIとMCPはXYグラフ
で表示し、燃焼性の確認が一目で確認できます。
HGM303は、HGC303の内部恒温槽温度とキャリ
ヤーガス圧力値を常に監視しており、HGC303の運転
の健全性が把握できます。

（4） レポート機能
HGM303では測定結果をコンピュータ内のデータベー
スにデータ保存をするとともに、ガス事業法第17条、第
78条、第126条及び第144条関係の様式第11号およ
び、様式第13 号の書式で出力します。

（5） 保守管理
HGC303は標準ガス校正を任意の間隔で自動的に行う
ことができます。
HGM303ではHGC303の自己診断結果を示すと共
に、異常時の対応方法を示します。

図1 ガス事業法対応ガスクロマトグラフ（HGC303）

図2 �左：�ガス事業法対応HGCデータマネージャ（HDM303）�
右：�フィールドバス・インターフェース�
� （HFA100アダプタ）

図3 サンプリング装置外観（例）（SGS）
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ガス事業法対応HGCモニタリングシステム構成
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図4 ガス事業法対応HGC�モニタリングシステム構成

システム構成の説明
本ガス事業法対応HGCモニタリングシステムはHGC303を核に、上記のような構成となります。

［ガス系］
HGC303は、測定ガスのコンディションを整えるSGSの中に格納されています。
供給するのは、①測定対象となる測定ガス、②HGC303の校正に使用する標準ガス、③ガスクロマトグラフに必要なキャリ
ヤーガス（He）、そして④HGC303の分析バルブの駆動用の窒素ガス、計装空気（d.p. －15 ℃以下）、またはキャリヤーガ
スから分岐したヘリウムガスとなります。（推奨：窒素または空気のボンベガス、キャリヤーガス分岐ヘリウムガス）
ガス排出口は次の3種類です。

• 実際に測定されたガス（キャリヤーガスと被測定ガスの混合ガス）が排出されるTCDベント

• HGC303に取り込まれたが分析に使用されていないガスが排出されるサンプルガス出口

• ガス置換促進用に被測定ガスを排出するバイパスベント

サンプルベントは背圧がかからないように、大気開放としてください。
サンプリング装置SGSは、測定ガスやキャリヤーガスをHGC303に所定の圧力・流量で供給するための装置です。圧力ゲー
ジ付減圧弁とフィルタ、ニードル弁、流量計、そして標準ガスとの流路切り替えを行う3方弁等で構成されます。

［電源系］
HGC303、およびHDM303はDC 24 Vで動作する機器です。 
なお、HGC303の内部には恒温槽のためのセラミックヒータを内蔵しているため、電源容量としては最大4 A程度の電流を
必要とします。

［信号系］
HGC303はFOUNDATION Fieldbusを使用して信号伝送を行っています。そのため、HGC303から出力された信号は、ター
ミナルユニットHDM303で受け、さらにフィールドバス・インターフェース（HFA100アダプタ）を経て、管理用コンピュー
タに入ります。

［信号処理系］
管理用のコンピュータの中では、Windows上で、フィールドバス・インターフェースのためのドライバソフトおよび
HGC303のガス事業法対応のソフトウエアである帳票システムHGM303が動作しています。HGM303では、発熱量表示
のほか、WIやMCPをグラフィック表示するほか、ガスクロマトグラフとしてのクロマトグラムの表示や恒温槽温度、キャリ
ヤーガス圧力などの監視ができます。
さらに、測定結果はガス事業法第17条、第78条、第126条及び第144条関係の様式第11号および、様式第13 号で任意の
時間に定めた法定計測結果を自動印刷できます。
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形 HGM303形番構成

HGM303－Ⅰ－Ⅱ
基礎形番 HGM303－

Ⅰ 選択仕様 ガス事業法対応帳票システム 1 －
Ⅱ 付加仕様 なし X

形 HGC303ガスクロマトグラフの仕様

1）分析部仕様
測定方式 ガスクロマトグラフィ
測定ストリーム 1
測定成分数 10
分析周期 300秒
検出器 μTCDセンサ
対象ガス 天然ガスおよび天然ガス原料の都市ガス
測定条件（vol%） 出力 成分名 レンジ 最低検出量

PV1 C6+ 0-0.2 0.01
PV2 C3H8 0-10 0.25
PV3 i-C4H10 0-5 0.05
PV4 n-C4H10 0-5 0.05
PV5 （neo-C5H12） 非測定 非測定
PV6 i-C5H12 0-0.5 0.01
PV7 n-C5H12 0-0.5 0.01
PV8 N2 0-15 0.1
PV9 CH4 50-100 —
PV10 CO2 0-10 0.05
PV11 C2H6 0-10 0.05

（総）発熱量出力 
繰り返し性

±0.05 %rdg（被測定ガスの発熱量が 
46 MJ/Nm3の場合は±0.023 MJ/Nm3）

2）構造仕様
大きさ W：100 mm×D：115 mm×H：244 

mm
重　量 3.5 kg
材　質 本　体 アルミダイキャスト

恒温槽 SUS316LまたはSUS316
接ガス部 SUS304、ポリイミド
センサ 白金、ガラス、金

塗装色 メタリックライトグリーン（マンセル5G7/8） 
およびシルバー

防水防じん 
レベル

IP65

3）周囲環境仕様
周囲環境クラス 温度区域専用（JIS C1804 区分B3 クラス）
温　度 －10 ～＋50 ℃（常用使用温度）

－40 ～＋70 ℃（輸送保管条件）
相対湿度 0 ～ 95 %RH
温度変化率 0.5 ℃ /分

4）測定ガス仕様
測定対象ガス 天然ガス、および液化天然ガスをベースとする

ガス
供給温度 －10 ～＋50 ℃
供給圧力 50 ～ 490 kPa 

（ただし併用する流量計の入口圧力）
流　量 30 ～ 70 ml/min
ダスト・ミスト あってはならない
水　分 2000 ppm以下

5）その他仕様
自動校正機能内蔵
総和補正機能内蔵
自己診断機能内蔵

部品・部品番号
別途下記部品（単品）が必要な際は、部品注文時に部品番号
を指定してください。

仕　様 部品番号
HFA100アダプタ HFA100

分析部仕様補足説明：
HGC303は、被測定ガスを充填カラムに通し、成分毎に分
離します。分離された各主成分は、キャリヤーガスとの熱
伝導率の違いをμTCDセンサで測定し、その測定値からあ
らかじめ求めておいたガス濃度と熱伝導率の関係にあては
め、濃度値を出力するTCD（熱伝導率センサ）方式のガスク
ロマトグラフです。
なお、測定可能な成分は左表の通りであり、CH4からC6+

までの飽和炭化水素と、N2、CO2です。出力は成分毎に
FOUNDATION Fieldbusに準拠した信号で、PV1～ PV11
までに割り付けられ出力されます。また、被測定ガスの測
定可能な濃度はレンジ欄に記された範囲内であり、かつ測
定可能な最低検出量があります。被測定ガスが、最低検出
量以下にならない事が原則となります。

構造仕様補足説明：
HGC303は、非常に小さなガスクロマトグラフです。 
耐震性にも優れています。

周囲環境仕様補足説明：
HGC303は、JIS C-1804：「工業プロセス計測制御機器
の使用環境条件」で定める温調区域専用機器です。
従来のガスクロマトグラフのように空調等のご用意は必要
ありません。

測定ガス仕様補足説明：
測定対象ガスは、天然ガスおよび液化天然ガスをベースと
するガスです。
詳しくは、分析部仕様に記した成分名と濃度の範囲内であ
ることをご確認ください。
13A 測定可能
NG（各種天然ガス） 測定可能
12A N2とO2の分離不可のため測定不可
P13A C3H8、C4H10の濃度範囲を超過するため 

測定不可
SNG H2、CO等の測定できないため測定不可
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6）ユーティリティ仕様
キャリヤーガス ヘリウム

純　度 99.99 %以上
供給圧力 400 ±50 kPa
消費量 約25 ml/min

アナライザバルブ
駆動用ガス

供給圧力 400 ±50 kPa
露　点 －15 ℃ DP以下
消費量 約25 ml/min
キャリヤーガスを分岐して使用することを推奨
します

標準ガス 被測定対象とほぼ等しい組成の標準ガスを用意
してください
なお、微量成分について最低検出量以上の濃度
で作成してください

電源電圧 DC 24 V±10 %
消費電力 5-50 VA（周囲温度－10 ～＋50 ℃）

7）自動校正用ターミナルユニット（形 HDM303）の
仕様

大きさ・重量 W：164 mm×D：128 mm×H：231 mm
3 kg

材　質 ケース アルミダイキャスト、耐圧ガラス
（5 mm）

基　板 ガラス繊維編込エポキシ基板
端子台 SUS304

設置方法 壁面取付
塗装色 ライトベージュ（マンセル4Y7.2/1.3）

アクリル塗装
CEマーク Electromagnetic compatibility

（89/336/EEC、92/31/EEC、93/68/EEC）
周囲温度 －10 ～＋50 ℃（常用時）

－20 ～＋70 ℃（輸送保管時）
周囲湿度 0 ～ 95 %RH
電源電圧 DC 24 V±10 %
消費電力 5 VA（ただし自動校正用電磁弁駆動時を除く）

8）サンプリング装置（SGS）の仕様
大きさ・重量 デスクトップ型（受注後設計品）

壁面取付型（受注後設計品）
流路構成 キャリヤーガスとアナライザバルブ駆動用ガス

をそれぞれ用意する独立タイプ
キャリヤーガスでアナライザバルブ駆動用ガス
を代用する兼用タイプ

配　管 材　質 ステンレス
太　さ OD φ3.2 mm/id φ3.2 mm

圧力調整
（サンプル用）

高精度減圧弁またはニードルバルブ

流量調整 10 ～ 100 mL/min精密ニードルバルブ併用
ミスト処理 なし
ダスト処理 なし
取り合い 入　口 Rc1/4

（サンプル、標準ガス、He、Airの
4つ）

出　口 Rc1/4
（ベント、TCDベント、の2つ）

流路切替 サンプル、標準ガスを切り替える電磁3方弁を
併備

9）測定ガス仕様
フィールドバス・インターフェース
部品名 HFA100 HGC用フィールドバスアダプタ
仕　様 USB-2.0(High Speed、Full Speed 1ポート)

ユーティリティ仕様補足説明：

HGC303内部のアナライザバルブは、空気圧で動作します。
そのため作動圧の供給が必要です。なお、作動圧の供給には、
キャリヤーガスを併用することをお勧めします。また、こ
れに代わり窒素ガスボンベを用いるか、あるいはエアボン
ベで代用することもできます。標準ガスは、機器の安定し
た運転のために必要です。 
ガス事業法では、毎日始業前1回の校正を推奨しています。

HDM303仕様補足説明：

HDM303は、被測定サンプルと自動校正に用いる標準ガス
の流路を切り替える電磁3方弁を切り替えるための信号を出
力するユニットです。なお、流路切り替えのインターバル
設定はHGM303より設定します。 
また、本ユニットはFOUNDATION Fieldbusの信号を
Modbus（RS232C、あるいはRS422/RS485）に変換
する機能を持ち、上位システムとのデータ通信ができます。

10）コンピュータ仕様
項　目 仕　様

オペレーティング 
システム

Windows 10 IoT Enterprise 
LTSB 2016 日本語版

メインメモリ 8GB
操作 
デバイス

キーボード JIS109日本語キーボード（USB）
マウス 光学スクロールマウス（USB）

内部記憶
装置

HDD 500GB
DVD DVDマルチドライブ×1

インター
フェース

ディスプレイ Mini DisplayPort 
（専用のMini DisplayPort - DVI変換
ケーブル（×1）を使用）
19型TFTと接続時はDVI変換ケーブ
ル（付属）を使用

USBポート USB2.0（背面× 4 ポート） 
USB3.0（前面× 2 ポート、背面× 
2 ポート、内部× 1 ポート)
接続機器：マウス、キーボード、ライ
センスキー、プリンタ（オプション）

LANポート RJ45 NICコネクタ×2ch
（10/100/1000Mbps）

シリアルポート D-SUB 9ピン×1ポート（COM1）
電源仕様 電　圧 AC100 ～ 120 V±10 %

周波数 50/60 Hz
瞬時停電 10 ms

消費電力 最大：264 W
通常：90 VA以下

外形寸法（W×D×H） 98×399×340 mm



5

形 HGM303ガス事業法対応帳票システム画面

1）	法定計測画面
法定計測画面では、最低1日1回行われる法定計測の出力結果を
もとにグラフを作成します。

中央部のグラフには、下の5項目から選択した2つの値をトレン
ドグラフとして表示し、月度の平均発熱量を自動計算するので、
日頃の運転情報として役立ちます。また、表中には測定値が表示
され、これをもとにWIとMCPの最大/最小値を表示します。

•	発熱量（MJ/Nm3）
•	比重（-）
•	WI（-）
•	MCP（-）
•	平均発熱量（MJ/Nm3）

図5 法定計測画面

2）	熱量グラフ画面
熱量グラフ画面では、HGC303が5分間隔で測定した結果を表
示します。

左上のトレンドグラフには、発熱量と測定した成分濃度の合計値
（総和補正前）を表示しています。ガス事業法では、補正前の濃度
の総和が98 ～ 102 vol%の範囲にある場合だけ、総和補正を施
すことが許されています。また、左下のトレンドグラフにはWI
とMCPを表示しています。

右下のグラフは、WIとMCPからなる燃焼性確認のためのグラフ
が用意されており、このグラフ上には供給規定上定めた範囲を枠
線として描画でき、供給ガスの燃焼性を一目で確認できます。

なお、枠線は二重に引くことが可能であり、供給規定のほか自社
規定などの評価にも、ご使用いただけます。

図6 熱量グラフ画面

3）	クロマトグラフ画面
クロマトグラフ画面は、HGC303のガスクロマトグラフとして
の運転状況を確認、監視する画面です。上段のクロマトグラフ画
面では、HGC303が実際に分析をしているクロマトグラムを表
示します。ガスクロとして正しく分析されているかどうか、技術
者の目で確認する画面です。

下段はガスクロマトグラフ内の恒温槽温度とキャリア圧力の監視
をしています。

スタートアップ時や急な停電の後など、ガスクロマトグラフの安
定性を確認するグラフです。

右端には各種成分の下の値が表示されます。

•	リテンションタイム（秒）
•	ピーク高さ/ピーク面積（カウント）
•	濃度（総和補正前）/（総和補正後）（vol%）
•	恒温槽温度（℃）
•	キャリヤーガス圧力（kPa）

図7 クロマトグラフ画面
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4）	帳票画面
帳票画面は、分析結果をもとに計算された各種パラメータを、ガ
ス事業法第21条に定められた所定書式（様式11号および13号）
で出力させるための設定画面です。

なお、過去の分析値に遡って法定計測書式で出力が可能なほか、
現在分析中のデータを法定書式として出力することもできます。

出力することのできるレポートは下に示します。

•	法定計測（ガス事業法第17条、第78条、第126条及び第
144条関係の様式第11号および、様式第13 号）
•	日　報
•	週　報
•	月　報
•	校正レポート

図8 帳票画面

5）	ステータス画面
ステータス画面は本システムの運転状況を示します。

運転履歴は、正常運転と異常運転に分けて履歴表示をします。

正常運転履歴にはHGC303が分析し、HGM303がデータ処理し
た値のデータベースへの保存や、同じくデータ処理の上、印字した
各種レポートの印字状況を示します。異常運転履歴は、左下に位置
するHGC303の異常警報の発生と復帰の状況を示しています。

HGC303の異常警報が発生すると該当する異常状況を示すバーが
緑から赤、あるいは黄色に変色点滅します。また、これに併せて、
メイン画面上のアラームボタンがアラームの発生時には、同じく
赤色で点滅し、どの画面を表示していてもアラームの発生を見逃
すことはありません。

図9 ステータス画面
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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）265-6207
（06）6881-3331
（082）554-0750
（093）285-3530

（33）

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。
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〈アズビル株式会社〉　https://www.azbil.com/jp/

ご注文・ご使用に際しては、下記URLより「ご注文・ご使用に際しての
ご承諾事項」を必ずお読みください。

https://www.azbil.com/jp/product/factory/order.html
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