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はじめに
本書は、GX/GP/GMとMELSECをSLMP通信で接続する手順を記載したものです。
本書ではMELSEC Qシリーズを例に挙げてSLMP通信接続の手順を示しています。
詳細は、各製品のユーザーズマニュアルを参照してください。

■ 対象商品
GX10/GX20 ペーパレスレコーダ ( 付加仕様 /E4/MC 付き )
GP10/GP20 ペーパレスレコーダ ( 付加仕様 /E4/MC 付き )
データアクイジションシステム GM( 付加仕様 /E4/MC 付き )

■ ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気付き

のことがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。

■ 商標
・ 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国

における登録商標または商標です。
・ Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商

標です。
・ 本書では各社の登録商標または商標には、™ マーク、® マークは表示していません。
・ 本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。
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1. 準備
GX/GP/GMとMELSECをSLMP通信で接続する場合、以下の機器を準備してください。

・	GX/GP/GM本体(*)	(付加仕様/E4付き：SLMP通信機能)
・	MELSEC	(内蔵Ethernet付きCPUユニット)
・	パソコン	(MELSEC設定用)
・	MELSECコンフィグレーションツール	GXWorks2またはGXWorks3
	 (使用するCPUユニットによって使用するソフトウェアが異なります)

 * MELSEC のデータを GX/GP/GM の通信チャネルに取込む場合は、付加仕様 /MC も必要です。

上記の機器を準備し、MELSEC 設定用パソコンに MELSEC CPU ユニットに対応した
GXWorks をインストールし、GXWorks と MELSEC を接続します。
GXWorks のインストール方法や GXWorks と MELSEC との接続方法については、三菱電機
( 株 ) ホームページに掲載されている各ユーザマニュアルを参照してください。

本書での接続例を下図に示します。

MELSEC
RUN

MODE

USER
BAT

ERR

RUN

内蔵Ethernet付き
CPUユニット

HUBなど

MELSEC
コンフィグレーションツール
(GXWorks2 or GXWorks3)

GX or GP or GM

Ethernetケーブル
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2. MELSECの設定
本章では、SLMP通信をするためのMELSEC側の設定を説明します。

GXWorks を起動させ新規プロジェクトの作成、または既存プロジェクトを開きプロジェ
クトの設定を行います。
GXWorks のナビゲーションウィンドにあるプロジェクトタブよりパラメータ→ PC パラ
メータを選択し、パラメータ設定画面を表示させます。

PCパラメータを選択

パラメータ設定画面が表示された後、上部タブより内蔵 Ethernet ポート設定タブを選択
し、以下の項目を設定します。

■	IPアドレス設定
MELSEC 側の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトルータ IP アドレスの 3 項目を
設定します。
( 本書では MELSEC の IP アドレスを 10.0.122.116 に設定します )

■	交信データコード設定
SLMP 通信する際の交信データコードを設定します。
この交信データコードは GX/GP/GM 側の SLMP 通信の設定と合わせてください。
( 本書ではバイナリコード交信に設定して手順を記載します。)

上記以外の設定については、お客様が必要時に設定します。
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上記の設定を行った後、オープン設定ボタンを選択し内蔵 Ethernet ポートオープン設定
を表示させます。

内蔵Ethernetポート設定
タブを選択

MELSECのIPアドレス設定

パラメータ設定を行った後
オープン設定を選択

GX/GP/GMのSLMP通信設定にある
データコード設定に合わせる

内蔵 Ethernet ポートオープン設定画面が表示された後、以下の項目を設定します。

■	プロトコル
TCP プロトコルを選択します。

■	オープン方式
MC プロトコルを選択します。(SLMP 通信と表記されている場合もあります )

■	自局ポート番号
SLMP 通信を行うポート番号を設定します。
ただし、ポート番号表記が 10 進数または 16 進数のどちらになっているか確認してくだ
さい。なお GX/GP/GM 上では 10 進数で指定しますので、ここで 16 進数で設定した場合
は 10 進数へ換算する必要があります。

これらの設定が完了した後、設定終了を選択し、パラメータ設定画面も設定終了を選択
することでプロジェクトに SLMP 通信のための設定が反映されます。
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TCPを選択 MCプロトコルを選択
SLMP通信用のポート番号を設定
(10進数表記か16進数表記か要確認)

プロジェクト内に SLMP 通信用の設定がすべて設定し終わった後、MELSEC にプロジェク
トの書き込みを行い、MELSEC 本体に設定を反映させてください。
プロジェクトの書き込みは MELSEC のユーザマニュアルを参照してください。
( 書き込み時にパラメータが書き込み対象になっていることを確認し、書き込み後はパラ
メータ変更を反映させるために MELSEC のリセットを行ってください )

パラメータが書き込み対象
になっていることを確認
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3. GX/GP/GMの設定
本章では、SLMP通信を行うためのGX/GP/GM設定について説明します。

GX/GP の設定は本体のタッチパネルより行い、GM の設定は Web アプリケーションより
行います。
設定方法の詳細は、GX/GP/GM の各ユーザマニュアルを参照してください。

最初に GX/GP/GM の IP アドレスの設定を行います。
通信 ( イーサネット ) 設定→基本設定にある以下の項目を設定します。

■	IPアドレス
GX/GP/GM 側の IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの 3 項目を設
定します。
このとき MELSEC に設定した IP アドレスと同じネットワークになるように設定します。
( 本書では GX/GP/GM の IP アドレスを 10.0.122.38 に設定します )
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次に GX/GP/GM の SLMP クライアント設定の設定を行います。

通信 ( イーサネット ) 設定→ SLMP クライアント設定を選択します。
SLMP クライアント設定では以下のように設定してください。

本書では SLMP 通信で MELSEC の D デバイスのデバイス番号 0 と 1 のデータをそれぞれ
GX/GP/GM の通信チャネル 001、002 へ INT16 の形式で読み出す例を示します。

SLMPクライアント
項目

項目名 設定 説明

基本設定 SLMP ク ラ イ ア ン ト
機能

On SLMP クライアント機能 ON/OFF

データコード バイナリコード SLMP 通信のデータコード交信設定
MELSEC に設定したデータコードと合わせる

通信周期 1s データ交信周期
通信タイムアウト 4s タイムアウト時間
復帰時間 2min 通信切断時の自動復帰時間

接続先サーバ 接続先サーバ番号 1 接続先サーバを登録する番号
複数接続先がある場合は番号を変えてサーバ
名とポート番号を登録する

サーバ名 10.0.122.116 SLMP 接続先のサーバ名
接続する MELSEC の IP アドレスを設定する

ポート番号 4001 SLMP 接続用ポート番号
MELSEC に設定したポート番号と合わせる
(10 進数表記 )

コマンド設定 クライアントコマン
ド番号

1 SLMP 通信コマンドを登録する番号
複数コマンドがある場合は番号を変えてコマ
ンドを登録する

種類 Read 通信動作設定
サーバ 1 サーバ番号設定

接続先サーバで設定した接続先サーバ番号を
設定する

要求先ネットワーク
番号

0x0 SLMP ネットワーク番号
基本的に 0x0 とする ( ※ )

要求先局番 0xFF SLMP 局番
基本的に 0xFF とする ( ※ )

要 求 先 ユ ニ ッ ト I/O
番号

0x3FF SLMP ユニット I/O 番号
基本的に 0x3FF とする ( ※ )

要求先マルチドロッ
プ局番

0x0 SLMP マルチドロップ局番
基本的に 0x0 とする ( ※ )

デバイスコード D デバイスコード
アクセスを行う MELSEC のデバイスコード

先 頭 デ バ イ ス 番 号
(16 進表記 )

0x0 デバイス番号
アクセスを行うデバイスの番号

データ型 INT16 取得する際のデータ型
チャネル種別 通信チャネル GX/GP/GM のチャネル種別

Read 時は SLMP で取得したデータの格納先
Write 時は書き込みを行うデータ種類

先頭チャネル 0001 GX/GP/GM の先頭チャネル番号
最終チャネル 0002 GX/GP/GM の最終チャネル番号

 ※印：詳細については、MELSEC のユーザーズマニュアル参照してください。

 MELSEC(GXWorks) 上ではデバイスコードによってデバイス番号を 10 進で表記する場合 (D、M など ) と
16 進で表記する場合 (X、Y など ) とがあります。詳しくは、MELSEC のユーザーズマニュアル (SLMP リファ
レンスマニュアル ) をご確認ください。10 進で表記しているデバイスコードについては、デバイス番号
を 16 進に換算して GX/GP/GM に設定してください。
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上記の設定が終わった後、SLMP クライアント状態画面を表示して接続状態が VALID に
なっていれば MELSEC との接続が成功となります。それ以外の場合はエラーが発生して
いるので MELSEC 側の設定と GX/GP/GM 側の設定を再度確認する必要があります。
(GX/GP の場合、SLMP クライアント状態画面は MENU ボタンを押し画面変更→ SLMP ク
ライアントで表示されます )
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付録 各データ型のアクセス方法
GX/GP/GMのSLMP通信はSLMPコマンドのデータ型を選択することでMELSECの各デバイ
スへのアクセス方法を変更することができる。

以下にデータ型に対するデバイスへのアクセス方法を示します。

■	データ型	=	BIT(1bitアクセス)　Readの場合

通信チャネル001

通信チャネル002

GX/GP/GM 通信チャネル

通信チャネル003

M0

M1

M2

M3

MELSEC(Mデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Read
デバイスコード : M
先頭デバイス番号 : 0x1
データ型 : BIT
チャネル種別 : 通信チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0003

0, 1のビットデータを対応する
通信チャネルへ読出し

■	データ型	=	BIT(1bitアクセス)　Writeの場合

通信チャネル001

通信チャネル002

GX/GP/GM 通信チャネル

通信チャネル003

M0

M1

M2

M3

MELSEC(Mデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Write
デバイスコード : M
先頭デバイス番号 : 0x1
データ型 : BIT
チャネル種別 : 通信チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0003

通信チャネルが0なら0、
それ以外なら1をMデバイスへ書き込み



TI 04L51B01-07JA

9

2016.08.22-00

■	データ型	=	INT16(Wordアクセス)　Readの場合

通信チャネル001

通信チャネル002

GX/GP/GM 通信チャネル

通信チャネル003

D0000

D0001

D0002

MELSEC(Dデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Read
デバイスコード : D
先頭デバイス番号 : 0x0
データ型 : INT16
チャネル種別 : 通信チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0003

DデバイスのWordデータを対応する
通信チャネルへ読出し

■	データ型	=	INT16(Wordアクセス)　Writeの場合

演算チャネル001

演算チャネル002

GX/GP/GM 演算チャネル

演算チャネル003

D0000

D0001

D0002

MELSEC(Dデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Write
デバイスコード : D
先頭デバイス番号 : 0x0
データ型 : INT16
チャネル種別 : 演算チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0003

演算チャネルのデータを対応する
Dデバイスへ書き込み

■	データ型	=	INT32(Wordアクセス)　Readの場合

GX/GP/GM 通信チャネル

D0000

D0001

D0002

MELSEC(Dデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Read
デバイスコード : D
先頭デバイス番号 : 0x0
データ型 : INT32
チャネル種別 : 通信チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0002

Dデバイスの2Wordデータをつなげて
通信チャネルへ読み出す
例：D0000 = 0x0001, D0001 = 0x0002の場合
通信チャネル1 = 0x00020001の値が入る

D0003

通信チャネル001通信チャネル001

通信チャネル001通信チャネル002
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■	データ型	=	INT32(Wordアクセス)　Writeの場合

GX/GP/GM 入出力チャネル

D0000

D0001

D0002

MELSEC(Dデバイス)

SLMP通信コマンド
種類：Write
デバイスコード : D
先頭デバイス番号 : 0x0
データ型 : INT32
チャネル種別 : 入出力チャネル
先頭チャネル : 0001
最終チャネル : 0002

入出力チャネルデータを上位バイト下位バイトに
分けてDデバイスへ書き込み
例：入出力チャネル = 123 (0x0000007B)の場合
D0000 = 0x007B, D0001 = 0x0000が書き込まれる

D0003

通信チャネル001入出力チャネル001

通信チャネル001入出力チャネル002



i

技術資料　改訂情報
資料名称 : GX/GP/GM － MELSEC　SLMP 通信接続手順書

資料番号 : TI 04L51B01-07JA

2016年7月／初版
新規発行

2016年8月／2版
通信チャネル ( 付加仕様 /MC) の注記、ポート番号 / デバイス番号の 10 進 /16 進表記の注記を追加

■ 著作者 横河電機株式会社
■ 発行者 横河電機株式会社
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