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オシロスコープを使った状態監視
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とを止め、
正しくケーブルを機器に接続

操作値だけでなく、
パラメータ、
診断デー

をOFF
（0）
の状態と認識するわけです。

コルアナライザでは見ることができませ

として観測する方法もあります。但し、
あ

ます。

すると、乱れた波形が納まり、矩形に近

タ、
予知データ等をオペレータ・メンテナ

PROFIBUS DPの場合は、
RS-485の電
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かったら、
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るためには、
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す。但し、最近はいくつかのアナライザ
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って、
ケーブルの設置状態を確認して下

形となりますが、実際にはきれいな矩形

では、波形を観測できるオプションを備

■画面：支線ラインが長い時の通信波形例

とが欠かせません。

他に、
波形が乱れる別の原因の一つ

PROFIBUSの採用が年々増えてい

として、
終端抵抗の不適切な設置や、
デ

さい。

波形から何がわかるのか
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るのは、
デジタル通信のメリットが理解さ

波形上に反射波がのり、
やはり波形を乱

れてきたためと考えています。
身近になったPROFIBUSをトラブル

します。
画面は少しトラブルのあるシステムの

波形を観測することで、通信の品質

波形をアナライザ・ProfiTrace2で観測

を見ることができるという例をご理解頂

しています。紫のラインが波形の電圧ラ
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まず、
画面の波形でもシステムはエラ

まとめ

様のお役に立てば幸いです。

【お問い合わせ】
NPO法人

ーなく通信を続けていることに注目して
下さい。画面の下半分にはシステムの
通信状態が表示されており、
スレーブ機
器は緑色の通常状態で、問題はありま
せん。
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高木商会ホームページより資料請求・配本登録も承ります。 www.takagishokai.co.jp

業務合理化

業務合理化

インです。

なく使用するために、
本稿が少しでも皆

4回に亘って連載した本稿のまとめと
して、
（1）工場内で現場機器と制御機器間の

会長

日本プロフィバス協会

元吉 伸一 氏

〒141-8641
東京都品川区東五反田3-20-14

通信に使われるデジタル通信技術、
つま

高輪パークタワー17階

表示してある波形は、
アドレス14から

りPROFIBUSを含むフィールドバスは、

電話：03-5423-8628

発生するメッセージの波形です。付け加

既に全世界で広く用いられています。

e-mail:shinichi.motoyoshi＠siemens.com

えると、
アナライザとオシロスコープを組

PROFIBUSは2007年の1年間で450万

仕入先様約１５００社！ 高木商会は購入窓口の集約化に貢献します。
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筐体・電材・
その他

■図：PROFIBUSの通信波形

7Vくらい、
大体5Vとなります。

オシロスコープを見て、
波形がおかし

制御・電源

実は本システムでは、
ケーブルを正し

出していると仮定できます。
したがって、

HMI・ユニット

制御・電源

勧めします）。

波形の電圧を測ると、6.52Vなので、

えているものもあります 。前回ご紹介

波になることは殆どありません。

今まで3回に亘り、
PROFIBUSを安心

のON（1）の状態と認識し、
異なる状態

筐体・電材・
その他

（認証試験に合格した機器の採用をお
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HMI・ユニット

なぜ波形を見るのか

ありません。

ネットワーク
システム

ネットワーク
システム

ブルの接続が完全なバス状でなかった

しく動作することが確かめられています

た波形かをチェックするのは、
簡単では

電子機構部品・
コネクタ

電子機構部品・
コネクタ

PROFIBUSを安心して使うために その4
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