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はじめに
このたびは、SMARTDAC+ GX10/GX20/GP10/GP20（以下「GX」、「GP」と呼びます）/GM10（以
下「GM」と呼びます）をお買い上げいただきましてありがとうございます。
このマニュアルは、GX/GP/GM のマルチバッチ機能（付加仕様、/BT）の使い方について
説明したものです。標準のユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA（GX/GP）または IM 
04L55B01-01JA（GM））とともにご使用ください。

ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
なお、GX/GP/GM のマニュアルとして、下記のものがあります。

●	紙マニュアル
機種 マニュアル名 マニュアル No. 内容
GX/GP Model GX10/GX20/GP10/GP20

ペーパレスレコーダ  
ファーストステップガイド

IM 04L51B01-02JA GX/GP の基本的な操作方法について説明しています。

GM データアクイジションシステム GM
ファーストステップガイド

IM 04L55B01-02JA GM の基本的な操作方法について説明しています。

●	ダウンロードの電子マニュアル
最新版のマニュアルは、次のサイトからダウンロードできます。
www.smartdacplus.com/manual/ja/

機種 マニュアル名 マニュアル No. 内容

GX/GP Model GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ  
ファーストステップガイド

IM 04L51B01-02JA 紙マニュアルと同じものです。

Model GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-01JA GX/GP の使い方について説明しています。通信制御コマンド、
および、付加仕様の一部を除きます。

Model GX10/GX20/GP10/GP20
拡張セキュリティ機能（/AS）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-05JA 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）の使い方について説
明しています。

GM データアクイジションシステム GM
ファーストステップガイド

IM 04L55B01-02JA 紙マニュアルと同じものです。

データアクイジションシステム GM
ユーザーズマニュアル

IM 04L55B01-01JA GM の使い方について説明しています。通信制御コマンド、お
よび、付加仕様の一部を除きます。

データアクイジションシステム GM
拡張セキュリティ機能 (/AS)
ユーザーズマニュアル

IM 04L55B01-05JA 拡張セキュリティ機能 ( 付加仕様、/AS) の使い方について説明
しています。

GX/GP
GM

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
通信コマンド
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-17JA コマンド制御の通信機能の使い方について説明しています。

SMARTDAC+ スタンダード
ユニバーサルビューア
ユーザーズマニュアル

IM 04L61B01-01JA GX/GP/GM の測定データファイルを表示するソフトウェア（ユ
ニバーサルビューア）の使い方について説明したものです。

SMARTDAC+ スタンダード
ハードウェア設定
ユーザーズマニュアル

IM 04L61B01-02JA GX/GP/GM の各機能の設定データを作成するための PC ソフト
ウェアの使い方について説明したものです。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
マルチバッチ機能（/BT）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-03JA マルチバッチ機能（付加仕様、/BT）の使い方について説明し
ています。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
Log スケール（/LG）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-06JA Log スケール（付加仕様、/LG）の使い方について説明してい
ます。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
EtherNet/IP 通信（/E1）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-18JA EtherNet/IP（付加仕様、/E1）インタフェースによる通信機能
の使い方について説明しています。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
WT 通信（/E2）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-19JA WT 通信（付加仕様、/E2）の使い方について説明しています。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
OPC-UA サーバ（/E3）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-20JA OPC-UA サーバ機能（付加仕様、/E3）の使い方について説明し
ています。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
SLMP 通信（/E4）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-21JA SLMP 通信機能（付加仕様、/E4）の使い方について説明してい
ます。

Model GX20/GM10
920MHz 無線通信（/CM1、/CS1）
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-41JA 920MHz 無線通信（付加仕様、/CM1、/CS1）の使い方につい
て説明しています。

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
ループ制御機能、プログラム制御機能 ( 
付加仕様、/PG)
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-31JA PID 制御モジュール、ループ制御機能、プログラム制御機能（付
加仕様、/PG）の使い方について説明しています。

次ページに続く
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機種 マニュアル名 マニュアル No. 内容

GX/GP DXA170
DAQStudio
ユーザーズマニュアル

IM 04L41B01-62JA カスタムディスプレイ（付加仕様、/CG）画面の作成について
説明しています。
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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づきのこ

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
● SMARTDAC+ および SMARTDACPLUS は、当社の登録商標です。
● 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）の登録

商標または商標です。
● Kerberos は Massachusetts Institute of Technology (MIT) の商標です。
● RC4 は RSA Security Inc. の米国およびその他の国における登録商標です。
● 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。
● 本書では各社の登録商標または商標に、® および™マークを表示していません。

オープンソースソフトウェアの使用について
本製品では、オープンソフトウェアを使用しています。
オープンソフトウェアの使用については、IM 04L61B01-11JA「ソフトウェア、マニュアル、
ラベルのダウンロードおよびインストールについて / オープンソースソフトウェアの使用に
ついて」を参照してください。

履歴
2015 年 12 月 初版発行
2016 年 3 月 2 版発行
2017 年 6 月 3 版発行
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルで対応している本体バージョン
このマニュアルは、下記のリリースナンバー（主銘板 STYLE のＳ欄を参照）、スタイルナンバー

（主銘板 STYLE の H 欄を参照）以降の GX/GP/GM10 に対応しています。
機種 リリースナンバー スタイルナンバー
GX/GP 4 2
GM10 4 1

説明方法
このマニュアルでは、おもにマルチバッチ機能の標準機能と異なる部分について説明して
います。そのほかの設定、操作方法については「Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレス
レコーダ ユーザーズマニュアル」（IM 04L51B01-01JA) または「データアクイジションシス
テム GM」（IM 04L55B01-01JA）をご覧ください。
また、通信コマンドについては「Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 通信コマンド ユー
ザーズマニュアル」(IM 04L51B01-17JA）をご覧ください。

GX20/GP20/GM10 の標準タイプと大容量タイプを区別する場合、次の様に表記しています。
・標準タイプ ： GX20-1/GP20-1/GM10-1
・大容量タイプ ： GX20-2/GP20-2/GM10-2

参照先の記述では下記の表現を使用しています。
表記 説明
GX/GP 本体マニュアル Model GX10/GX20/GP10/GP20

ペーパレスレコーダ ユーザーズマニュアル
IM 04L51B01-01JA のことです。

GX/GP ファーストステップガイド Model GX10/GX20/GP10/GP20
ペーパレスレコーダ ファーストステップガイド
IM 04L51B01-02JA のことです。

GM 本体マニュアル データアクイジションシステム GM
ユーザーズマニュアル
IM 04L55B01-01JA のことです。

GM ファーストステップガイド データアクイジションシステム GM
ファーストステップガイド
IM 04L55B01-02JA のことです。

通信コマンドマニュアル Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
通信コマンド ユーザーズマニュアル
IM 04L51B01-17JA のことです。

ユニバーサルビューアマニュアル SMARTDAC+ スタンダード
ユニバーサルビューア ユーザーズマニュアル
IM 04L61B01-01JA のことです。

GX/GP 拡張セキュリティマニュアル Model GX10/GX20/GP10/GP20
拡張セキュリティ機能 (/AS) ユーザーズマニュアル
IM 04L51B01-05JA のことです。

GM 拡張セキュリティマニュアル データアクイジションシステム GM
拡張セキュリティ機能 (/AS) ユーザーズマニュアル
IM 04L55B01-05JA のことです。

WT 通信マニュアル Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
WT 通信 (/E2) ユーザーズマニュアル
IM 04L51B01-19JA のことです。

SLMP 通信マニュアル Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
SLMP 通信 (/E4) ユーザーズマニュアル
IM 04L51B01-21JA のことです。

次ページに続く
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表記 説明
ループ制御機能、プログラム制御機能
マニュアル

Model GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
ループ制御機能、プログラム制御機能 ( 付加仕様、/PG)
ユーザーズマニュアル

このマニュアルの利用方法
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このマニュアルで使用している記号
単位

K 「1024」の意味です。使用例：768K バイト ( ファイル容量 )
k 「1000」の意味です。

注記
GX/GP/GM で使用しているシンボルマークで、人体および GX/GP/
GM に危険があることを示すとともに、 その内容についてユーザーズ
マニュアルを参照する必要があることを示します。ユーザーズマニュ
アルでは、その参照ページに目印として、「 警告」「注意」の用語といっ
しょに使用しています。

警告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があ
るときに、 その危険を避けるための注意事項が記載されています。

注意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害
のみが発生する危険があるときに、それを避けるための注意事項が
記載されています。

Note GX/GP/GM を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

参照項目の表記
関連する操作や説明の参照先をこのマークのあとに記述しています。
使用例：  4.1 節

操作説明ページで使用しているシンボル
[　] 画面に表示される文字列を表します。

使用例：[ 電圧 ]
A a # 1 ア 漢あ 使用できる文字種を表します。

 a 記号、 

ア 漢あ

アルファベット大文字、　
数字、 カタカナ、　

A

1 全角文字(漢字、かななど)

アルファベット小文字、 #

文字数の計算方法について
GX/GP では半角の英数字記号以外の文字 ( 半角カタカナを含む ) は
すべて 2 文字として計算されます。ただし、半角記号の "･", " ﾟ ", "｢", 
"｣" は 2 文字として計算されます。

操作 数字で示す順序で各操作をしてください。ここでは、初めて操作を
することを前提に、手順を説明しています。操作内容によっては、
すべての操作を必要としない場合があります。
解説では操作に関する限定事項などを説明しています。

設定画面を示し、 設定内容について説明しています。

解説

パス

内容

このマニュアルの利用方法
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改版の履歴
版 機種 製品 説明
1 GX/GP リリースナンバー 3

（バージョン 3.01）
新規発行

スタイルナンバー 1
GM リリースナンバー 3

（バージョン 3.01）
スタイルナンバー 1

2 GX/GP リリースナンバー 3
（バージョン 3.02）

バッチ個別画面表示からの記録
スタート、バッチ番号 / ロット
番号の編集、バッチコメントの
編集、テキストフィールド表示
の追加。
全スタート / ストップの表示状
態切り替え機能の追加。

スタイルナンバー 1

GM リリースナンバー 3
（バージョン 3.02）

－

スタイルナンバー 1
3 GX/GP リリースナンバー 4

（バージョン 4.01）
リリースナンバー 4 対応

スタイルナンバー 2
GM10 リリースナンバー 4

（バージョン 4.01）
スタイルナンバー 1

このマニュアルの利用方法
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1.1	 特長とメリット

マルチバッチ機能では、非同期で動作してる複数の装置のデータを、1 台の GX/GP/GM で
測定し、バッチごとにデータファイルを作成することができます。
以下の特長とメリットがあります。

特長
・ 最大 12 バッチ（大容量タイプ）の測定、記録が行えます。
・ バッチごとに測定データファイルを作成できます。
・ 全バッチまたは個別バッチごとに、記録スタート / ストップ、演算リセットが行えます。
・ バッチオーバビューによるバッチ全体（バッチ共通モード / 全バッチモード（Web アプ

リケーション））、バッチ個別（バッチ個別モード ) のモニタが可能です。

メリット
・ 1 台の GX/GP/GM で複数の装置の記録が行えるため、装置個別に記録計またはデータロ

ガーを設置する必要がなく、設備コストを削減できます。
・ 1 台の記録計またはデータロガーで集中監視することにより、各装置を定期的に巡回監

視する工数を削減できます。
・ 各装置（各バッチ）の状態を集中監視できます。
・ データの一元化により、データ管理を容易に行うことができます。

     

装置 1

装置 2

装置 12

装置 6

データファイル

記録スタート 記録ストップ

バッチグループ 12

バッチグループ 1

バッチグループ 2

バッチグループ 6

GX/GP

GM

記録スタート 記録ストップ

記録スタート

記録スタート

記録ストップ

記録ストップ

 • 
 • 

 • 
 • 

 • 
 • 

 • 
 • 

 • 
 • 

 • 
 • 

データファイル

データファイル

データファイル

第 1 章 機能の説明



1-2 IM 04L51B01-03JA

1.2	 データの記録と保存

1.2.1	 概要
マルチバッチ機能は、複数のバッチ生産の測定データを、バッチごとに記録し保存する機
能です。複数の連続プロセスにもマルチバッチ機能を適用できます。

次ページの図はマルチバッチ機能の概要を示したものです。

バッチ数
バッチ数は下表のとおりです。各バッチを「バッチグループ」と呼びます。
機種 バッチ数
GX10-1、GX20-1、GP10-1、GP20-1、GM10-1 2 ～ 6
GX20-2、GP20-2、GM10-2 2 ～ 12

記録対象チャネル
トレンド表示 / ディジタル表示 / バーグラフ表示では、あらかじめ設定されたグループごと
にチャネルのデータが表示されます。このグループを「表示グループ」と呼びます。
バッチグループごとに設定できる表示グループ数と、各表示グループに登録できるチャネ
ル数は下表のとおりです。表示グループはトレンド表示 / ディジタル表示 / バーグラフ表示
に共通です。
各バッチグループでは、測定データを表示グループごとに表示します。表示グループかつ
記録チャネルに登録した測定チャネル / 演算チャネル / 通信チャネル（/MC）のデータを記
録します。

Note
バッチグループ内のすべての表示グループが Off に設定されていると、記録対象チャネルが無いた
め、記録スタートの操作を行っても記録はスタートしません。

機種 表示グループ数 ひ と つ の 表 示 グ ル ー プ に 登 録 で き る
チャネル数

GX10-1、GP10-1 6 10
GX20-1、GP20-1、GM10-1 6 20
GX20-2、GP20-2、GM10-2 12 20

表示データ / イベントデータの記録条件（測定周期、記録周期、データ種類）は、すべてのバッ
チグループに共通です。データファイルの保存条件（ファイルセーブ周期、ファイル保存先）
も、すべてのバッチグループに共通です。

バッチグループごとに記録をスタート / ストップできます。メッセージの書き込み、演算チャ
ネル（付加仕様、/MT）の演算値リセットなどもバッチグループごとに実行できます。

レポート（付加仕様、/MT）と演算（付加仕様、/MT）は、それぞれ一斉スタート / ストッ
プします。

表示データ / イベントデータはバッチグループごとのファイルに保存されます。バッチ番号、
ロット番号、ファイルヘッダ、バッチテキスト、バッチコメントなどのバッチの情報を測
定データとともに保存します。

マニュアルサンプルデータ、レポートデータ、スナップショットデータはそれぞれのファ
イルに保存されます。バッチグループは区別されません。
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マニュアルサンプルデータファイル レポートファイル スナップショットデータファイル

マルチバッチ機能

・
・
・

・
・
・

1

2

3

n

表示グループ

ファイル名

ファイルヘッダ
バッチ番号、ロット番号

バッチテキスト
バッチコメント
測定データ

データファイル ( 表示データ /イベントデータ )

バッチグループ 1

記録スタート

記録ストップ

1

2

3

n

・
・
・

メッセージ
書き込み

演算リセット

・
・
・

1

2

3

n

表示グループ

ファイル名

ファイルヘッダ
バッチ番号、ロット番号

バッチテキスト
バッチコメント
測定データ

データファイル ( 表示データ /イベントデータ )

記録スタート

記録ストップ

1

2

3

n

・
・
・

メッセージ
書き込み

演算リセット

レポートの
スタート /ストップ

演算の
スタート /ストップ

表示データ、イベントデータの記録 /保存条件

バッチグループ 2

測定周期
記録するデータ種類：表示データまたはイベントデータ
記録周期
ファイルセーブ周期
ファイル保存先

は操作を表します。

1.2　データの記録と保存
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1.2.2	 記録と保存
記録のスタート /ストップ
バッチ共通モードのとき
バッチグループごとに記録をスタート / ストップできます。また、すべてのバッチグループ
の記録を一斉にスタート / ストップすることもできます。

バッチ個別モードのとき
表示されているバッチグループの記録をスタート / ストップします。

     

項目 動作例

レポート

演算

▼

▼

▼

▼ ▼

▼ ▼

バッチグループ 1

バッチグループ 2

バッチグループ 3

一斉スタート
一斉ストップ

スタート

スタート

ストップ

スタート ストップ

スタート ストップ

▼
ストップ

スタート ストップ

リレー出力機器情報出力 記録ストップ時の
リレー出力

記録 バッチグループごとのスタート /ストップ

一斉スタート /ストップ

一斉スタート /ストップ /リセット

▼一斉スタート

一斉ストップ

スタート

▼
ストップ

一斉リセット ▼
リセット

▼
リセット

バッチグループごとのリセット

▼ ▼

▼ ▼

▼ ▼

バッチグループ 1

バッチグループ 2

バッチグループ 3

リセット
リセット

スタート ストップ

スタート ストップ

▼
リセット

▼
リセット

▼
スタート ストップ

・	 レポートのスタート /ストップ（付加仕様、/MT）
 どれか一つのバッチグループが記録をスタートするとレポートがスタートします。すべ

てのバッチグループが記録をストップするときレポートがストップします。

1.2　データの記録と保存
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・	 演算のスタート /ストップ（付加仕様、/MT）
・ 演算は一括してスタート / ストップします。
・ 演算がストップしているとき、記録スタートと同時に演算をスタートできます。

バッチモード 動作
バッチ共通モード 演算をスタートします。
バッチ個別モード 記録＋演算 演算をスタートします。

バッチグループ対象の演算チャネル * の演算
値はリセットしません。

記録＋演算（演算リセット） 記録を開始するバッチグループ対象の演算
チャネル * の演算値をリセットします。
演算をスタートします。

* そのバッチグループの表示グループに登録されている演算チャネルです。

・ 演算は任意のタイミングでストップできます。
・ GX/GP の演算動作設定の［START/STOP キー動作 ] は［Off］固定です。
 START/STOPキーから記録スタート / ストップした場合も、タッチ操作による記録ス

タート / ストップと同じです。
・ GM のキー操作による演算スタート、ストップについては、 3-27 ページの「キー操作」

をご覧ください。

・	 記録スタート /記録ストップ時の Fail リレー出力（付加仕様、/FL）（GX/GP）
 FAIL リレー動作を「記録ストップ」に設定した場合、すべてのバッチグループが記録を

ストップしたときにリレー出力します。
 設定： GX/GP 本体マニュアル「1.23.6 FAIL リレー、機器情報出力を設定する（付加仕様、

/FL）」

・	 バッチグループごとの記録状態
 バッチグループごとの記録状態を、変数（REC01 ～ REC12）として演算式（付加仕様、/

MT）で記述できます。
  GX/GP 本体マニュアル「1.8 演算チャネル（付加仕様、/MT）を設定する」、GM 本体マニュ
アル「2.9 演算チャネル（付加仕様、/MT）を設定する」をご覧ください。

表示データ /イベントデータの記録
下表の記録条件はすべてのバッチグループに共通です。

 GX/GP 本体マニュアル「1.12 記録条件を設定する（記録モード、記録周期、ファイルセー
ブ周期）」、GM 本体マニュアル「2.13 記録条件を設定する（記録モード、記録周期、ファ
イルセーブ周期）」をご覧ください。

項目 説明
測定周期 500ms、1s、2s、または 5s です。
記録するデータの種類 表示データまたはイベントデータのどちらかひとつです。
表示データ 表示データの記録周期（トレンド更新周期）。
イベントデータ イベントデータを記録する場合、「フリー」モードで記録します。「ト

リガモード」は選択できません。
イベントデータの記録周期。

1.2　データの記録と保存
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マニュアルサンプルデータ、レポートデータ（付加仕様、/MT）の記録
すべてのバッチグループに共通です。 GX/GP 本体マニュアル「1.12.1 記録データの種類（表
示データ、イベントデータ）、記録条件を設定する」、GM 本体マニュアル「2.13.1 記録デー
タの種類（イベントデータ、表示データ）、記録条件を設定する」をご覧ください。

測定データの記憶メディアへの保存
各種測定データの記憶メディアへの保存方法について説明しています。 の部分は、マ
ルチバッチ機能なしの場合と同じです。  詳細については、GX/GP 本体マニュアル「1.14
データファイルの保存条件を設定する」、「1.21.2 FTP クライアント機能を設定する」、GM 本
体マニュアル「2.15 データファイルの保存条件を設定する」、「2.22.2 FTP クライアント機能
を設定する」をご覧ください。

項目 説明
自動保存 表示データ 指定した保存先ディレクトリに、すべてのバッチグループのデー

タを保存します。表示データのファイル保存周期「ファイルセー
ブ周期」はすべてのバッチグループに共通です。

イベントデータ 指定した保存先ディレクトリに、すべてのバッチグループのデー
タを保存します。イベントデータのファイル保存周期「データ長」
は、すべてのバッチグループに共通です。

マニュアルサンプ
ルデータ

指定した保存先ディレクトリにデータを保存します。

レポートデータ
タッチ操作（GX/
GP）、Web アプ
リケーション操作

（GM）によるデー
タ保存

表示データセーブ SD カードまたは USB メモリ（/UH）（GX/GP）に、対象バッチグルー
プの記録中の表示データをファイル化して保存します。

イベントデータ
セーブ

SD カードまたは USB メモリ（/UH）（GX/GP）に、対象バッチグルー
プの記録中のイベントデータをファイル化して保存します。

選択データセーブ メモリサマリを表示してデータ保存するときの操作です。
GX/GP 本体マニュアル「2.3.3 内部メモリのデータファイルを一
覧表示する、データを保存する（メモリサマリ）」をご覧ください。

マニュアル保存 表示データ 指定した保存先ディレクトリに、未保存のすべてのバッチイベ
ントデータグループのデータを保存します。イベントデータ

マニュアルサンプ
ルデータ

指定した保存先ディレクトリに、未保存のデータを保存します。

レポートデータ
スナップショット（GX/GP） SD カードまたは USB メモリ（/UH）に画面イメージデータを保

存します。
FTP 転送による
データ保存

表示データ、イベ
ントデータ

指定されたイニシャルパスに、すべてのバッチグループのデー
タを転送します。

レポートデータ 指定されたイニシャルパスにデータを転送します。
スナップショット
データ（GX/GP）

メディア FIFO 下記のファイルを保存するときだけ FIFO 動作を実行します。
すべてのバッチグループの表示データ / イベントデータファイ
ル、マニュアルサンプルデータファイル、レポートファイル、
スナップショットデータファイル（GX/GP）

1.2　データの記録と保存
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1.2　データの記録と保存

データファイル
データファイルの内容です。 の部分はマルチバッチ機能なしの場合と同じです。
項目 説明
表示データ、イベ
ントデータ

測定データ バッチグループごとにデータをファイルに保存します。
ファイルには、バッチグループごとのアラーム情報とメッセー
ジ情報も格納されます。

ファイルヘッダ バッチグループごとに設定した文字列です。
バッチテキスト バッチグループごとに設定した文字列です。
バッチコメント バッチグループごとに設定した文字列です。

マニュアルサンプ
ルデータ

測定データ すべての対象チャネルの測定データです。
ファイルヘッダ バッチグループ 1 のファイルヘッダを使用します。

レポートデータ レポートデータ 対象チャネルは設定によります。
ファイルヘッダ バッチグループ 1 のファイルヘッダを使用します。

スナップショットデータファイル
（GX/GP）

画面イメージデータです。

ファイル名
ファイル名の構成はバッチグループごとに設定できます。たとえば、バッチグループ 1 は「日
付」、バッチグループ 2 は「バッチ名」というような設定ができます。
マニュアルサンプルデータ、スナップショットデータ（GX/GP）、レポートデータのファイ
ル名は、バッチグループ 1 で指定した構成となります。

各ファイル名構成の中で、表示データ / イベントデータのファイル名の連番部分がマルチ
バッチ機能なしの場合と異なります。ファイル名の詳細については、 GX/GP 本体マニュ
アル「1.14.1 保存先ディレクトリ、ファイルヘッダ、ファイル名を設定する」、GM 本体マニュ
アル「2.15.1 保存先ディレクトリ、ファイルヘッダ、ファイル名を設定する」をご覧ください。
構成 説明
日付 表示データ ファイル名の連番部分にはバッチグループを識別する 1 文字が

割り当てられます。バッチグループごとにファイル名に使用す
る文字列を設定できます。そのほかはマルチバッチ機能なしの
場合と変わりません。

イベントデータ

マニュアルサンプ
ルデータ

ファイル名にはバッチグループ 1 の文字列（指定ファイル名）
を使用します。
そのほかはマルチバッチ機能なしの場合と変わりません。スナップショット

データ（GX/GP）
レポートデータ

連番
（ファイル名構成

の「連番」です。
ファイル名の「連
番」ではありませ
ん。）

表示データ ファイル名の連番部分にはバッチグループを識別する 1 文字が
割り当てられます。バッチグループごとにファイル名に使用す
る文字列を設定できます。そのほかはマルチバッチ機能なしの
場合と変わりません。

イベントデータ

マニュアルサンプ
ルデータ

ファイル名にはバッチグループ 1 の文字列（指定ファイル名）
を使用します。
そのほかはマルチバッチ機能なしの場合と変わりません。スナップショット

データ（GX/GP）
レポートデータ

バッチ名 表示データ ファイル名の連番部分にはバッチグループを識別する 1 文字が
割り当てられます。バッチグループごとのバッチ名を使用しま
す。そのほかはマルチバッチ機能なしの場合と変わりません。

イベントデータ

マニュアルサンプ
ルデータ

マルチバッチ機能なしの場合と変わりません。

スナップショット
データ（GX/GP）
レポートデータ
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表示データ / イベントデータのファイル名の連番部分
項目 説明
ファイル名の連番 バッチグループ識別 1文字 ＋ 数字 5桁 ＋ 区切り 1桁 で構成されます。

バッチグループ識
別

A、B、C、D、E、F、G、H、J、K、L、M（A は バ ッ チ グ ル ー
プ番号 1、B はバッチグループ番号 2、…M はバッチグループ
番号 12 に対応します）

数字 発生順の番号です。00001 から始まり、99999 までの値をとり
ます。99999 まで使い切ると、00000 に戻ります。

区切り マルチバッチ機能なしの場合と変わりません。GX/GP 本体マ
ニュアル「1.14.1 保存先ディレクトリ、ファイルヘッダ、ファ
イル名を設定する」、GM 本体マニュアル「2.15.1 保存先ディ
レクトリ、ファイルヘッダ、ファイル名を設定する」を
ご覧ください。

ファイル名の例
以下は表示データのファイル名の例です。
構成 表示データファイルのファイル名の例
日付 A00123_AAAAA151224_173524.GDS

バッチグループ 1、指定文字列「AAAAA」、「A00123_」が連番部分
連番 B00123_AAAAA.GDS

バッチグループ 2、指定文字列「AAAAA」、「B00123_」が連番部分
バッチ名 C00123_SAMPLE-000001.GDS

バッチグループ 3、バッチ名「SAMPLE-000001」、「C00123_」が連番部分

1.2.3	 バッチグループごとにできる操作
メッセージ、フリーメッセージの書き込み
バッチグループごとにメッセージを書き込めます。

 操作：
 GX/GP：3-12 ページの「3.1.8 メッセージ、フリーメッセージを書き込む」
 GM：3-25 ページの「3.2.8 メッセージ、フリーメッセージを書き込む」

手書きメッセージの書き込み（GX/GP）
バッチグループごとに手書きメッセージを書き込めます。

 操作：3-14 ページの「3.1.9 手書きでメッセージを書き込む」

演算リセット（付加仕様、/MT）
バッチグループごとに、使用している演算チャネルの演算結果をリセットできます。

 操作：
 GX/GP：3-5 ページの「3.1.5 演算スタート / ストップ / リセットする（付加仕様、/MT）」
 GM：3-20 ページの「3.2.5 演算スタート / ストップ / リセットする（付加仕様、/MT）」

テキストフィールドの表示
バッチグループごとにテキストフィールドの内容を表示します。

 操作：
 GX/GP：3-14 ページの「3.1.11 テキストフィールドの設定内容を表示する」
 GM：3-26 ページの「3.2.10 テキストフィールドの内容を表示する」

表示データ、イベントデータのセーブ
 操作：

 GX/GP： 3-3 ページの「3.1.4 記録をスタート / ストップしてデータを保存する」
 GM：3-19 ページの「3.2.4 記録をスタート / ストップしてデータを保存する」

1.2　データの記録と保存
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バッチ番号、ロット番号、コメント、バッチテキストフィールドの設定
記録スタート時に、バッチグループごとにバッチ番号、ロット番号、コメント、バッチテ
キストフィールド（文字列）を設定できます。
コメントは記録スタート中、記録ストップ時に設定することもできます。

 操作：
 GX/GP： 3-3 ページの「3.1.4 記録をスタート / ストップしてデータを保存する」
 GM：3-19 ページの「3.2.4 記録をスタート / ストップしてデータを保存する」

1.2.4	 機能の変更
マルチバッチ機能を搭載したモデルでは、標準機能が下記のように変更されます。
項目 内容
トレンド更新周期切り換え マルチバッチ機能が有効なとき、トレンド更新周期切り換え（第 2 トレ

ンド更新周期への切り換え）はできません。
スタート時波形消去 マルチバッチ機能が有効なとき、「記録スタート時に、表示されている波

形を消去する」動作に固定されます。
測定周期 500ms/1s/2s/5s

1.2　データの記録と保存
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1.3	 表示

表示にはバッチ共通モード / 全バッチモード（Web アプリケーション）とバッチ個別モー
ドがあります。バッチ共通モードではすべてのバッチグループに共通な情報を表示します。
バッチ個別モードでは測定データやアラームなどのバッチグループごとの情報を表示しま
す。

1.3.1	 バッチ共通モード /全バッチモード（Webアプリケーション）
下表の内容が表示されます。
名称 表示内容 参照先
状態表示部 以降に記載の状態表示

部の項目を参照。
GX/GP GX/GP 本体マニュアル「1.3.3 表示に関し

て設定する」
GM GM 本体マニュアル「2.1.4 Web アプリケー

ションを起動する、終了する」
バッチオーバビュー すべてのバッチグルー

プの状態。以降に記載の
バッチオーバビューの
項を参照。

GX/GP 3-1 ページの「3.1.2 バッチオーバビュー
を表示する」

GM 3-17 ページの「バッチオーバビューを表
示する」

オーバビュー 現在有効なチャネル *
の状態またはすべての
バッチグループの状態。
*GX20/GP20：最大 100
GX10/GP10：最大 30
GM10：最大 100
ただし、Web アプリケー
ションは各モデルとも
最大 100。

GX/GP 3-2 ページの「オーバビューを表示する」
GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ

をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

カスタムディスプレイ
（GX/GP）

カスタムディスプレイ
画面。

GX/GP DAQStudio（IM04L41B01-62JA）、GX/GP
本体マニュアル「2.2 測定データを表示す
る」または、「2.2.1 測定データを波形、数値、
バーグラフ、またはカスタムディスプレ
イ（付加仕様、/CG）で表示する（トレン
ド、ディジタル、バーグラフ、カスタムディ
スプレイ表示）

情報 Modbus クライア
ント（/MC）

MODBUS クライアント
の動作状態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.6Modbus ク
ライアント、Modbus マスタのコマンド
の状態を確認する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

Modbus マスタ
（/MC）

MODBUS マスタの動作
状態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.6Modbus ク
ライアント、Modbus マスタのコマンド
の状態を確認する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

内部スイッチ / リ
レー

DO チャネルと内部ス
イッチの状態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.7 DO チャネ
ル、内部スイッチの状態を表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

次ページに続く
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名称 表示内容 参照先
情報 レポート 内部メモリのレポート

データ。
GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.4 レポートを

表示する」
GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ

をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

ネットワーク情報 ネットワーク情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.9 ネットワー
ク情報を表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

WT クライアント
（/E2）

WT 通信の状態。 GX/GP
GM

WT 通信マニュアル

SLMP クライアン
ト（/E4）

SLMP クライアントの状
態

GX/GP
GM

SLMP 通信マニュアル

リマインダ
（/AH）

スケジュール管理情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「1.32 航空宇宙向
け熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用す
る（リリースナンバー 3 以降）」

GM GM 本体マニュアル「2.32 航空宇宙向け
熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用する

（リリースナンバー 3 以降）」
システム情報 GX/GP のシステム情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.8 GX/GP のシ

ステム情報を表示する」
GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ

をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

アラームサマリ
（Web アプリケー

ション）

対象バッチグループで
発生したアラーム情報

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.1 アラームの
発生、解除の履歴を一覧表示する（アラー
ムサマリ）」

GM GM 本体マニュアル「GM 本体マニュアル
「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ

画面から GM を操作する」
メッセージサマリ

（Web アプリケー
ションのみ）

対象バッチグループに
書き込まれたメッセー
ジ情報

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.2 書き込んだ
メッセージの履歴を一覧表示する（メッ
セージサマリ）」

GM GM 本体マニュアル「GM 本体マニュアル
「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ

画面から GM を操作する」
ログ 事象 操作履歴。 GX/GP

GM

GX/GP 本体マニュアル「2.3.5 履歴を一覧
表示する（ログ）」
GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

エラー 履歴。
汎用通信
FTP
メール
WEB
SNTP
DHCP
MODBUS（/MC）
SLMP（/E4） SLMP 通信マニュアル

次ページに続く

1.3　表示 
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名称 表示内容 参照先
制御 コントロールグ

ループ
設定したコントロール
グループ内のループを
監視・操作

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.1 コントロールグループ画
面で監視・操作する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.2 フェースプレート画面 /
コントローラ画面」

チューニング ループ状態の確認と PID
パラメータの設定を調
整

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.8 PID など制御パラメータ
を確認 / 調整する ( チューニング )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.6 チューニング画面」

制御オーバビュー すべてのループのア
ラーム発生状態を 1 画
面で表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.4 全ループの状態を 1 画面
に表示する ( 制御オーバビュー )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.3 制御オーバビュー画面」

制御動作サマリ 制御動作の履歴を表示 GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.6 制御動作の履歴を一覧表
示する ( 制御動作サマリ )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.4 制御動作サマリ画面」

制御アラームサマ
リ

制御アラームの履歴を
表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.7 制御アラームの発生、解
除の履歴を一覧表示する ( 制御アラームサ
マリ )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.5 制御アラームサマリ画面」

プログラム選択 (/
PG)

設定されたプログラム
パターンを表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.3.1 プログラムパターンを選
択する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操
作する」

プログラム運転 (/
PG)

運転中のプログラムパ
ターンを表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.3 プログラム制御 ( 本体付加
仕様、/PG) を操作する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操
作する」

1.3　表示 
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GX/GP
状態表示部
下記以外はマルチバッチなしのときと同じです。

     
モード

 表示内容：GX/GP 本体マニュアル「1.3.3 表示に関して設定する」

バッチオーバビュー

     

１つのバッチグループ
下記を参照してください。
バッチ数を超えた区画はグレー
で表示されます。
タップするとバッチ個別の
表示になります。

バッチ個別画面表示
バッチ個別画面の
アイコンを表示します。
この画面から以下の操作
ができます。
・記録スタート /ストップ
・バッチ番号 /ロット番号
　の編集
・バッチコメントの編集
・テキストフィールド表示

バッチ番号＋ロット番号

記録状態
薄緑　　　：記録中
白または黒：記録停止中

アラームアイコン

記録開始時刻 記録停止時刻

バッチグループ番号と
ファイルヘッダ

記録データ種類

記録残り時間

バッチ名

記録状態アイコン

バッチ個別画面

記録
バッチ個別モード時にMENUキー＞［記録］
をタップしたときと同様の画面に遷移します。
記録状態によりアイコンの色が切り替わります。
記録中：薄緑色　記録停止中：白色

バッチ
バッチ個別モード時にMENUキー＞
［共通メニュー］タブ＞［バッチ］をタップした
ときと同様の画面に遷移します。

テキストフィールド
バッチ個別モード時にMENUキー＞
［共通メニュー］タブ＞［テキストフィールド］
をタップしたときと同様の画面に遷移します。

1.3　表示 
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画面レイアウト

機種 バッチグループ数 画面レイアウト
縦×横

GX10-1、GX20-1、GP10-1、
GP20-1

2 ～ 4 1 × 4
5 1 × 5
6 2 × 3

GX20-2、GP20-2 2 ～ 4 1 × 4
5 1 × 5
6 2 × 3
7 ～ 8 2 × 4
9 ～ 10 2 × 5
11 ～ 12 2 × 6

バッチグループは左側の列から若い番号順に割り当てられます。下記は、バッチグループ
数が 6 の場合です。

     

バッチグループ番号4

5

6

1

2

3

1.3　表示 
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Webアプリケーション
状態表示部
下記以外は、マルチバッチなしのときと同じです。

  バッチモード切り替え以外の表示内容：GM 本体マニュアル「2.1.4 Web アプリケーショ
ンを起動する、終了する」

  バッチモード切り替えの操作：3-17 ページの「3.2.1 全バッチモードとバッチ個別モード
を切り換える」

     全バッチモード、
個別バッチモード
の切り替え

バッチオーバビュー

     

１つのバッチグループ

アラームアイコン

バッチ番号＋ロット番号
バッチ名

記録状態アイコン

バッチグループ番号とファイルヘッダ

1.3　表示 
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1.3.2	 バッチ個別モード
下表の内容が表示されます。
名称 表示内容 参照先
状態表示部 以降に記載の状態表示

の項目を参照。
GX/GP GX/GP 本体マニュアル「1.3.3 表示に関し

て設定する」
GM GM 本体マニュアル「2.4.3 表示に関して

設定する」
トレンド 対象バッチグループの

トレンド表示。
GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.2 測定データを

表示する」
GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ

をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

ヒストリカルトレンド 対象バッチグループの
ヒストリカルトレンド
表示。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.2.7 過去の測定
データを表示する（ヒストリカルトレン
ド表示）」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

ディジタル 対象バッチグループの
ディジタル表示。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.2 測定データを
表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

バーグラフ 対象バッチグループの
バーグラフ表示。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.2 測定データを
表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

カスタムディスプレイ カスタムディスプレイ
画面

GX/GP DAQStudio（IM04L41B01-62JA）、GX/GP
本体マニュアルの「2.2.1 測定データを波
形、数値、バーグラフ、またはカスタム
ディスプレイ（付加仕様、/CG）で表示す
る（トレンド、ディジタル、バーグラフ、
カスタムディスプレイ表示）」

オーバビュー 対象バッチグループの
有効なチャネル * の状
態または対象バッチグ
ループの表示グループ
の状態。
*GX20/GP20：最大 100
GX10/GP10：最大 30
GM10：最大 100
ただし、Web アプリケー
ションは各モデルとも
最大 100。

GX/GP 3-2 ページの「3.1.3 オーバビューを表示
する」
GX/GP 本体マニュアル「2.2.3 全チャネル
の状態を 1 画面に表示する（オーバビュー
表示）」

GM 3-18 ページの「3.2.3 オーバビューを表示
する」

マルチ分割 マルチ分割画面 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.2.4 マルチ分割
画面を表示する（GX20/GP20 のみ）」

情報 アラームサマリ 対象バッチグループで
発生したアラーム情報。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.1 アラームの
発生、解除の履歴を一覧表示する（アラー
ムサマリ）」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

次ページに続く

1.3　表示 
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名称 表示内容 参照先
情報 メッセージサマリ 対象バッチグループに

書き込まれたメッセー
ジ情報。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.2 書き込んだ
メッセージの履歴を一覧表示する（メッ
セージサマリ）」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

メモリサマリ 対象バッチグループの
内部メモリに保存され
たデータファイル情報。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.3 内部メモリ
のデータファイルを一覧表示する、デー
タを保存する（メモリサマリ）」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

レポート 内部メモリのレポート
データ。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.4 レポートを
表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

Modbus クライア
ント（/MC）

Modbus クライアントの
コマンド状態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.6Modbus ク
ライアント、Modbus マスタのコマンド
の状態を確認する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

Modbus マスタ
（/MC）

Modbus マスタの動作状
態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.6Modbus ク
ライアント、Modbus マスタのコマンド
の状態を確認する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

WT クライアント
（/E2）

WT 通信の状態 GX/GP WT 通信マニュアル
GM

SLMP クライアン
ト（/E4）

SLMP クライアントの状
態

GX/GP SLMP 通信マニュアル
GM

リマインダ
（/AH）

スケジュール管理情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「1.32 航空宇宙向
け熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用す
る（リリースナンバー 3 以降）」

GM GM 本体マニュアル「2.32 航空宇宙向け
熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用する

（リリースナンバー 3 以降）」
内部スイッチ / リ
レー

DO チャネルと内部ス
イッチの状態。

GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.7 DO チャネ
ル、内部スイッチの状態を表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

ネットワーク情報 ネットワーク情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.9 ネットワー
ク情報を表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

システム情報 GX/GP のシステム情報。 GX/GP GX/GP 本体マニュアル「2.3.8 GX/GP のシ
ステム情報を表示する」

GM GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」
次ページに続く

1.3　表示 



1-18 IM 04L51B01-03JA

名称 表示内容 参照先
ログ 事象 操作履歴 GX/GP

GM

GX/GP 本体マニュアル「2.3.5 履歴を一覧
表示する（ログ）」
GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータ
をモニタする、モニタ画面から GM を操
作する」

エラー 履歴
汎用通信
FTP
メール
WEB
SNTP
DHCP
Modbus（/MC）
SLMP（/E4）

制御 コントロールグ
ループ

設定したコントロール
グループ内のループを
監視・操作

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.1 コントロールグループ画
面で監視・操作する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.2 フェースプレート画面 /
コントローラ画面」

チューニング ループ状態の確認と PID
パラメータの設定を調
整

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.8 PID など制御パラメータ
を確認 / 調整する ( チューニング )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.6 チューニング画面」

制御オーバビュー すべてのループのア
ラーム発生状態を 1 画
面で表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.4 全ループの状態を 1 画面
に表示する ( 制御オーバビュー )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.3 制御オーバビュー画面」

制御動作サマリ 制御動作の履歴を表示 GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.6 制御動作の履歴を一覧表
示する ( 制御動作サマリ )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.4 制御動作サマリ画面」

制御アラームサマ
リ

制御アラームの履歴を
表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.1.7 制御アラームの発生、解
除の履歴を一覧表示する ( 制御アラームサ
マリ )」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.1.5 制御アラームサマリ画面」

プログラム選択 (/
PG)

設定されたプログラム
パターンを表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.3.1 プログラムパターンを選
択する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操
作する」

プログラム運転 (/
PG)

運転中のプログラムパ
ターンを表示

GX/GP ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「5.3 プログラム制御 ( 本体付加
仕様、/PG) を操作する」

GM ループ制御機能、プログラム制御機能マ
ニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操
作する」

1.3　表示 
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GX/GP
状態表示部
下記以外はマルチバッチなしのときと同じです。

 表示内容：GX/GP 本体マニュアル「1.2.3 表示に関して設定する」

     バッチ名
表示グループ名

バッチグループ番号とファイルヘッダ

Webアプリケーション
状態表示部

 1-10 ページの「バッチ共通モード / 全バッチモード（Web アプリケーション）」を参照
してください。

1.3　表示 
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2.1	 設定

2.1.1	 マルチバッチ機能の設定について
マルチバッチ機能専用の設定

・ マルチバッチ機能
 マルチバッチ機能の初期状態は有効になっています。
 使用するバッチ数の変更、マルチバッチ機能の有効 / 無効の切り換えを行うと、以下の

項目を除いたすべての設定を初期化し、再起動します。

	 	マルチバッチ機能の設定は、GX/GP/GMの再構築、設定をする前に、最初に行っ
てください。

 マルチバッチ機能を使用しない場合は、GX/GP/GM で使用できる機能は標準品と同じで
す。

通信（イーサネット）設定 基本設定
サーバ設定

ログ関連 事象
エラー
FTP
メール
Modbus

・ バッチグループごとの設定
 バッチグループごとに設定する項目は以下のとおりです。これらの項目は、［バッチ設定］

メニュー（GX/GP は［バッチ設定］＞［バッチ別設定］）にあります。
バッチテキスト
グループ設定 On/Off

グループ名
チャネル設定
スケール画像
トリップライン

データ保存設定 ファイルヘッダ
データファイル名

マルチバッチ機能専用以外の設定
［バッチ設定］メニュー（GX/GP は［バッチ設定］＞［バッチ別設定］）以外の項目は、す

べてのバッチグループに共通です。

・ イベントアクション機能のアクション
 マルチバッチ機能を有効にすると、イベントアクション機能の一部のアクションの設定

でバッチグループを指定する必要があります。そのような設定項目にはバッチグループ
を選択する欄が表示されます。
バッチグループを指定するアクション 記録スタート / ストップ

記録スタート
記録ストップ
メッセージ
表示データセーブ
イベントデータセーブ
演算リセット
表示グループ切換え

第 2 章 GX/GP/GM の設定
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・ 機能の固定
 下記の設定値は変更できません。

機能 設定値
トレンド更新周期切換 [Off] に固定です。
スタート時波形消去 [On] に固定です。
確認画面 [On] に固定です。
START/STOP キー動作（GX/GP） [Off] に固定です。
イベントデータの記録モード ［フリー］に固定です。
バッチ機能　On/Off [On] に固定です。

注意事項
一つでも記録中のバッチグループがあると、下記の項目は変更できません。

・  入出力チャネルのレンジ、記録チャネル設定（マニュアルサンプの記録チャネル設定は
除く）

・ 演算チャネル（付加仕様、/MT）の演算式、定数、記録チャネル設定
・ トレンド更新周期
・ イベントデータ
・ バッチテキスト（拡張セキュリティ機能が有効のとき）
・ 表示グループ（拡張セキュリティ機能が有効のとき）
・ トリップライン（拡張セキュリティ機能が有効のとき）
・ スケール画像（GX/GP）（拡張セキュリティ機能が有効のとき）
・ ファイルヘッダ（拡張セキュリティ機能が有効のとき）
・ ファイル名（拡張セキュリティ機能が有効のとき）

下記の項目はそのバッチグループが記録中のときは設定できません。
・ バッチテキスト（拡張セキュリティ機能が無効のとき）

2.1　設定
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2.1.2	 マルチバッチ機能を設定する
測定動作モードが［高速］または［デュアルインターバル］に設定されているときは、マ
ルチバッチ機能は無効（［Off］に固定）となり設定変更できません。マルチバッチ機能を有
効にするときは、測定動作モードを［標準］に設定してください。

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［初期化調整］＞設定メニュー［マルチバッチ］
Web アプリケーション：［調整］タブ＞［マルチバッチ設定］

内　容
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
マルチバッチ
On/Off（Web アプリケーション）

Off/On On

バッチ数 GX10-1/GX20-1/GP10-1/GP20-1/GM10-1：
2/3/4/5/6
GX20-2/GP20-2/GM10-2：
2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

*

* GX10-1/GX20-1/GP10-1/GP20-1/GM10-1：6
 GX20-2/GP20-2/GM10-2：12

マルチバッチ、On/Off
マルチバッチ機能を使用するか、しないか設定します。
選択肢 説明
On マルチバッチ機能を使用する。
Off マルチバッチ機能を使用しない。

バッチ数
使用するバッチ数を設定します。

NOTE
・ マルチバッチ機能の設定を変更した場合は、一部の項目を除いたすべての設定を初期化します。
 （2-1 ページの「2.1.1 マルチバッチ機能の設定について」を参照。）
 マルチバッチ機能の設定を変更した場合は、再構築、設定が必要になります。

・ Web アプリケーションの使用中にマルチバッチ設定（On/Off、バッチ数）を変更した場合、本
体再起動後に Web アプリの再読み込みを行う必要があります。

・ GM を IP 固定モードで使用していた場合、再起動により IP 固定モードが解除されます。再度、
IP 固定モードの設定が必要です。

・ IP アドレス自動取得で使用する場合、再起動後に、IP アドレスが変わってしまう可能性があり
ます。その場合、再起動後に Web アプリケーションの正しい IP アドレスで再読込が必要です。

・ ハードウェア設定では、マルチバッチ機能の On/Off 設定はできません。GX/GP は本体、GM は
Web アプリケーションから設定してください。

・ マルチバッチ機能が有効な場合、測定動作モードは［標準］に固定となり、設定変更できませ
ん。測定動作モードを［高速］または［デュアルインターバル］に設定する場合は、マルチバッ
チ機能を無効（Off）に設定してください。

2.1　設定
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2.1.3	 バッチ設定をする

バッチ機能

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［バッチ設定］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［バッチ設定］＞［バッチ機能］
設定ソフト：［バッチ設定］＞［バッチ機能］

内　容

バッチ機能
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
On/Off On On
ロット番号桁数 Off/4/6/8 6
自動インクリメント Off/On On

On/Off
On 固定です。

ロット番号桁数
ロット番号の桁数を設定します。ロット番号を使わないときは［Off］にします。

自動インクリメント
選択肢 説明
On 次回の測定のロット番号を、自動的に「今回の測定のロット番号＋ 1」とします。
Off 上記動作をしません。

バッチテキスト、テキストフィールド
ファイルに任意のテキストを記入できます。

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［バッチ設定］＞［バッ

チ別設定］＞［バッチテキスト］
Web アプリケーション： ［設定］タブ＞［バッチ設定］＞［バッチテキスト］＞［バッチグ

ループ番号 1 ～ 12*］
設定ソフト：［バッチ設定］＞［バッチテキスト］＞［バッチグループ番号 1 ～ 12*］

* GX10-1/GX20-1/GP10-1/GP20-1/GM10-1：6
 GX20-2/GP20-2/GM10-2：12

内　容
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
バッチグループ番号 GX10-1/GP10-1/GX20-1/GP20-1/GM10-1：

1/2/3/4/5/6
GX20-2/GP20-2/GM10-2：
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

1

テキストフィールド番号 1 ～ 24 1

バッチグループ番号 *
テキストフィールドを設定するバッチグループ番号を選択します。
* Web アプリケーション、設定ソフトの場合は、パスで選択済み。

テキストフィールド番号
テキストを設定するテキストフィールド番号を選択します。

2.1　設定
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テキストフィールド
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
タイトル 文字列（半角 20 文字以内、A a # 1 ア 漢あ） ー

文字列 文字列（半角 30 文字以内、A a # 1 ア 漢あ） ー

タイトル
選択したテキストフィールド番号のタイトルを設定します。

文字列
選択したテキストフィールド番号の文字列を設定します。

グループ設定

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［バッチ設定］＞［バッ

チ別設定］＞［グループ設定］
Web アプリケーション： ［設定］タブ＞［バッチ設定］＞［グループ設定］＞［バッチグルー

プ番号 1 ～ 12*]
設定ソフト： ［バッチ設定］＞［グループ設定］＞［バッチグループ番号 1 ～ 12*］

* GX10-1/GX20-1/GP10-1/GP20-1/GM10-1：6
 GX20-2/GP20-2/GM10-2：12

内　容
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
バッチグループ番号 GX10-1/GX20-1/GP10-1/GP20-1/GM10-1：

1/2/3/4/5/6
GX20-2/GP20-2/GM10-2：
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

1

グループ番号 GX10/GP10/GX20-1/GM10-1：1 ～ 6
GX20-2/GP20-2/GM10-2：1 ～ 12

1

バッチグループ番号 *
グループ設定するバッチグループ番号を選択します。
* Web アプリケーション、設定ソフトの場合は、パスで選択済み。

グループ番号
グループ番号を選択します。

グループ設定
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
On/Off Off/On Off
グループ名 文字列（半角 16 文字以内、A a # 1 ア 漢あ） ー

チャネル設定 GX10/GP10：最大 10 チャネル
GX20/GP20/GM10：最大 20 チャネル

－

On/Off
対象のグループ番号を使用するとき［On］にします。

グループ名
グループ名を設定します。

チャネル設定
AI チャネル、DI チャネル、DO チャネル、パルス入力チャネル、AO チャネル、PID チャネル、
演算チャネル（付加仕様、/MT）、通信チャネル（付加仕様、/MC）の中から設定します。

2.1　設定
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2.1　設定

スケール画像（GX/GP）、トリップライン 1～ 4
 GX/GP 本体マニュアル「1.10.2 表示グループを設定する」をご覧ください。
 GM 本体マニュアル「2.11.2 表示グループを設定する」をご覧ください。

データ保存設定

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［バッチ設定］＞［バッ

チ別設定］＞［データ保存設定］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［バッチ設定］＞［データ保存設定］
設定ソフト：［バッチ設定］＞［データ保存設定］

内　容
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
バッチグループ番号 GX10-1/GP10-1/GX20-1/GP20-1/GM10-1：

1/2/3/4/5/6
GX20-2/GP20-2/GM10-2：
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12

1

バッチグループ番号
データ保存設定するバッチグループ番号を選択します。

ファイルヘッダ
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
文字列 文字列（半角 50 文字以内、A a # 1 ア 漢あ） －

文字列
データファイルに書き込むヘッダコメントを設定します。

データファイル名
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
構成 バッチ名 / 日付 / 連番 日付
指定ファイル名 文字列（半角 16 文字以内、 A a # 1 ） －

構成
データを保存するときのファイル名の構成を設定します。
ファイル名の詳細は、1-4 ページの「1.2.2 記録と保存」のファイル名を参照してください。
選択肢 説明
日付 連番＋ユーザー指定文字列＋日付
連番 連番＋ユーザー指定文字列
バッチ名 連番＋バッチ名（バッチ機能を使用する場合）

指定ファイル名
ユーザー指定文字列を設定します。
使用できない文字：'、;、"、*、/、:、<、>、?、\、|
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記録開始画面（GX/GP）

パ　ス
GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［バッチ設定］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［バッチ設定］＞［バッチ機能］
設定ソフト：［バッチ設定］＞［バッチ機能］

内　容

記録開始画面
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
記録開始画面 バッチコメント / テキストフィールド テ キ ス ト

フィールド

記録開始画面
記録スタート時、記録スタート画面にテキストフィールドを表示するか、バッチコメント
を表示するか設定します。

2.1　設定
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3.1	 GX/GP の操作

3.1.1	 バッチ共通モードとバッチ個別モードを切り換える

操　作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  「バッチ個別モード」タブ（表示例 :［1］）または［ALL BATCH］タブをタップします。
薄い緑色のタブが選択されています。
バッチ共通モードまたはバッチ個別モードに切り替わります。

      

バッチ共通モードタブバッチ個別モードタブ

バッチ個別モードタブの操作

表示グループを
1つ進めます。

表示グループを
1つ戻します。

バッチグループをひとつ進めます。バッチグループを
ひとつ戻します。

表示している画面名

表示グループ名

表示グループを
10 進めます。

表示グループを
10 戻します。

3.  ［閉じる］アイコンをタップします
メニュー画面が閉じます。

操作完了

3.1.2	 バッチオーバビューを表示する
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。
すべてのバッチグループに共通な情報を表示します。

 1-10 ページの「1.3.1 バッチ共通モード / 全バッチモード（Web アプリケーション）」参照。

操　作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［ALL BATCH］タブをタップします。

3.  ［画面変更］＞［バッチオーバビュー］をタップします。
バッチオーバビューが表示されます。

操作完了

第 3 章 GX/GP/GM の操作
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3.1.3	 オーバビューを表示する

操　作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［画面変更］＞［オーバビュー］をタップします。
全チャネルオーバビューまたはグルーピングオーバビューが表示されます。
全チャネルオーバービューとグルーピングオーバビューの切り替えは、GX/GP 本体マ

ニュアル「2.2.3 全チャネルの状態を 1 画面に表示する（オーバビュー表示）」を参照。

バッチ共通モードのとき
・ バッチグループをタップすると、表示グループオーバビューが表示されます。
・ 表示グループをタップすると、［画面変更］画面が表示されます。［OK］をタップ

すると「バッチ個別モード」に遷移し、チャネルオーバビューが表示されます。

バッチ個別モードのとき
・ 表示グループをタップすると、チャネルオーバビューが表示されます。

      バッチグループオーバビュー *

バッチグループ切り換え
バッチグループオーバビュー表示

フリックによるバッチグループ切り換え

トレンド表示

チャネルオーバビュー

* バッチ個別モードの画面を表示しているときは、バッチグループオーバビューおよび
  ［画面変更］画面の表示はありません。

*

表示グループオーバビュー

全チャネルオーバビュー

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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3.1.4	 記録をスタート /ストップしてデータを保存する

操　作
バッチ共通モードから記録をスタートする
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［記録］をタップします。
［記録開始 / 停止］画面が表示されます。

単一バッチグループを選択する場合

3.  記録スタートするバッチグループの［スタート］をタップします。
［記録スタート］画面が表示されます。

4.  バッチ番号、必要によりロット番号をタップし、設定します。

5.  必要により、バッチテキストフィールド（文字列）またはバッチコメントをタップし、
設定します。

［テキストフィールド編集］または［バッチコメント編集］をタップすると、［記録スター
ト］画面に、［バッチテキストフィールド］または［バッチコメント］が表示されます。

* ここで設定したテキストフィールドは、記録をスタートしようとしている測定データファイル
だけに保存されます。バッチ設定で設定したテキストフィールドの値（2-4 ページの「2.1.3 バッ
チ設定をする」を参照）は変わりません。

      

バッチコメント、バッチテキスト
の切り替え

6.  ［記録＋演算］、［記録＋演算（演算リセット）］、または［記録］をタップします。
記録がスタートします。

全バッチグループを選択する場合

3.  ［ALL BATCH］の［スタート］* をタップします。
［記録スタート］画面が表示されます。

* [ 共通メニュー ] タブ＞ [ 全スタート / ストップ　表示 / 非表示 ] が［非表示］に設
定されているときは表示されません。

［記録＋演算］、［記録＋演算（演算リセット）］、または［記録］をタップします。
記録がスタートします。

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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バッチ個別モードから記録をスタートする
バッチ個別モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  バッチ個別タブから、記録スタートするバッチグループを選択します。
選択されたバッチグループが表示されます。

      

バッチグループをひとつ進めます。バッチグループを
ひとつ戻します。

3.  ［記録］をタップします。
［記録スタート］画面が表示されます。

4.  バッチ番号、必要によりロット番号をタップし、設定します。

5.  必要により、バッチテキストフィールド（文字列）またはバッチコメントをタップし、
設定します。

［テキストフィールド編集］または［バッチコメント編集］をタップすると、［記録スター
ト］画面に、［バッチテキストフィールド］または［バッチコメント］が表示されます。

* ここで設定したテキストフィールドは、記録をスタートしようとしている測定データファイル
だけに保存されます。バッチ設定で設定したテキストフィールドの値（2-4 ページの「2.1.3 バッ
チ設定をする」を参照）は変わりません。

6.  ［記録＋演算］、［記録＋演算（演算リセット）］、または［記録］をタップします。
記録がスタートします。

操作完了

バッチ共通モードから記録をストップする
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［記録］をタップします。
［記録開始 / 停止］画面が表示されます。

単一バッチグループを選択する場合

3.  記録ストップするバッチグループの［ストップ］をタップします。
［記録ストップ］画面が表示されます。

4.  必要により、バッチコメントをタップし、設定します。

5.  ［ストップ］をタップします。
記録がストップします。

全バッチグループを選択する場合

3.  ［ALL BATCH］の［ストップ］* をタップします。
［記録ストップ］画面が表示されます。

* [ 共通メニュー ] タブ＞ [ 全スタート / ストップ　表示 / 非表示 ] が［非表示］に設
定されているときは表示されません。

［記録＋演算］または［記録］をタップします。
記録がストップします。

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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バッチ個別モードから記録をストップする
バッチ個別モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  バッチ個別タブから、記録ストップするバッチグループを選択します。
選択されたバッチグループが表示されます。

3.  ［記録］をタップします。
［記録ストップ］画面が表示されます。

4.  必要により、バッチコメントをタップし、設定します。

5.  ［ストップ］をタップします。
記録がストップします。

操作完了

データを自動保存する、マニュアル保存する
1-4 ページの「1.2.2 記録と保存」をご覧ください。

 設定： GX/GP 本体マニュアル「1.14.2 メディアへの保存方法（自動保存 / 手動保存）、メディ
ア FIFO を設定する」

 操作：GX/GP 本体マニュアル：「2.5.1 測定データを自動保存する」
      GX/GP 本体マニュアル：「2.5.2 測定データをマニュアル保存する（未セーブデー

タ一括保存）」

タッチ操作で内部メモリのデータを一括または選択して保存する
1-4 ページの「1.2.2 記録と保存」をご覧ください。
選択保存はバッチ個別モードでメモリサマリを表示しているときのみです。

 操作： GX/GP 本体マニュアル「2.3.3 内部メモリのデータファイルを一覧表示する、デー
タを保存する（メモリサマリ）」

3.1.5	 演算スタート /ストップ /リセットする（付加仕様、/MT）
・ 演算を一括してスタート / ストップします。バッチグループごとの演算スタート / ストッ

プはできません。
・ 演算チャネルの演算値のリセットはバッチグループごとに行うことができます。

操　作
記録スタートと同時に演算をスタートする

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［記録］をタップします。
［記録開始 / 停止］画面（バッチ共通モードのとき）または［記録スタート］画面（バッチ個別モー

ドのとき）が表示されます。

バッチ共通モードの画面を表示しているとき

3.  ALL BATCH または個別バッチの［スタート］* をタップします。
［記録スタート］画面が表示されます。

* [ 共通メニュー ] タブ＞ [ 全スタート / ストップ　表示 / 非表示 ] が［非表示］に設
定されているときは、ALL BATCH の［スタート］ボタンは表示されません。

4.  ［記録＋演算］または［記録＋演算（演算リセット）］をタップします。
記録と同時に演算がスタートします。

3.1　GX/GP の操作
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バッチ個別モードの画面を表示しているとき

3.  ［記録＋演算］または［記録＋演算（演算リセット）] をタップします。
記録と同時に演算がスタートします。

操作完了

演算だけをスタートする
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［演算］をタップします。
［演算操作］画面が表示されます。

3.  ALL BATCH の［スタート］をタップします。
演算スタートの確認画面が表示されます。

4.  ［OK］をタップします。
演算がスタートします。

操作完了

演算をストップする
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［演算］をタップします。
［演算操作］画面が表示されます。

3.  ALL BATCH の［ストップ］をタップします。
演算ストップの確認画面が表示されます。

4.  ［OK］をタップします。
演算がストップします。

操作完了

NOTE
演算をストップすると、演算チャネルの演算データは、演算ストップ直前の値に保持されます。記
録している場合は、保持された値が記録されます。

演算値をリセットする
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。
バッチ個別モードの画面を表示しているときは、「バッチグループ対象の演算チャネルの演
算値をリセットする」と同じです。

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［演算］をタップします。
［演算操作］画面が表示されます。

すべての演算チャネルの演算値をリセットする

3.  ALL BATCH の［リセット］をタップします。
全バッチの演算リセット確認画面が表示されます。

3.1　GX/GP の操作
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バッチグループ対象の演算チャネルの演算値をリセットする

3.  リセットするバッチの［リセット］をタップします。
指定したバッチの演算リセット確認画面が表示されます。

4.  ［OK］をタップします。
全バッチまたは指定したバッチの演算がリセットされます。

操作完了

3.1.6	 バッチ共通モードを使う
バッチ共通モードの画面を表示しているときの操作です。

操　作
画面の表示

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［画面変更］タブをタッチし、メニュー画面から表示する画面のアイコンをタップし
ます。
制御画面のとき

［画面変更］タブ＞［制御］をタッチし、メニュー画面から表示する画面のアイコン
をタッチします。

オーバビュー
全バッチグループのオーバビュー、バッチグループ内の表示グループオーバビュー、表示
グループに登録されているチャネルの状態を表示します。

 3-2 ページの「3.1.3 オーバビューを表示する」

バッチオーバビュー
すべてのバッチグループに共通な情報を表示します。

 3-1 ページの「3.1.2 バッチオーバビューを表示する」

カスタムディスプレイ
カスタムディスプレイを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.2.1 測定データを波形、数値、バーグラフ、またはカスタムディ
スプレイ（付加仕様、/CG）で表示する（トレンド、ディジタル、バーグラフ、カスタムディ
スプレイ表示）」

レポート
内部メモリのレポートデータを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.4 レポートを表示する」

Modbus クライアント（/MC）、Modbus マスタ（/MC）
Modbus クライアント、Modbus マスタの、コマンド状態を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.6 Modbus クライアント、Modbus マスタのコマンドの状態
を確認する」

内部スイッチ / リレー状態
DO チャネル、内部スイッチの状態を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.7 DO チャネル、内部スイッチの状態を表示する（リリース
ナンバー 2 以降）」

事象ログ
各種履歴を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.5 履歴を一覧表示する（ログ）」

3.1　GX/GP の操作
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ネットワーク情報
GX/GP のネットワーク情報を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.9 ネットワーク情報を表示する」

システム情報
GX/GP のシステム情報を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.8 GX/GP のシステム情報を表示する」

WT クライアント（/E2）
WT 通信の通信状態を表示します。

 WT 通信マニュアル「WT からの収集状態を監視する」

SLMP クライアント（/E4）
SLMP 通信の通信状態を表示します。

 SLMP 通信マニュアル

リマインダ（/AH）
スケジュール管理情報を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「1.32 航空宇宙向け熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用する（リリース

ナンバー 3 以降）」

セーブ ロード
設定セーブ、設定ロード操作画面を表示します。

 「1.20 設定ロード操作をする」、「1.21 設定セーブ操作をする」

設定

設定画面を表示します。
 「第 1 章 GX/GP を設定する」

初期化調整
初期化、調整画面を表示します。

  GX/GP 本体マニュアル「1.29 システムを初期化、調整する（初期化、再構築、タッチパ
ネル調整）、測定動作モードを設定する」

コントロールグループ
設定したコントロールグループ内のループを監視・操作をします。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.1.1 コントロールグループ画面で監
視・操作する」

チューニング
ループ状態の確認と PID パラメータの設定を調整します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.1.8 PID など制御パラメータを確認 / 
調整する ( チューニング )」

制御オーバビュー
すべてのループのアラーム発生状態を 1 画面で表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.1.4 全ループの状態を 1 画面に表示
する ( 制御オーバビュー )」

制御動作サマリ
制御動作の履歴を表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.1.6 制御動作の履歴を一覧表示する ( 
制御動作サマリ )」

3.1　GX/GP の操作
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3.1　GX/GP の操作

制御アラームサマリ
制御アラームの履歴を表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.1.7 制御アラームの発生、解除の履
歴を一覧表示する ( 制御アラームサマリ )」

プログラム選択（/PG）
設定されたプログラムパターンを表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.3.1 プログラムパターンを選択する」

プログラム運転 (/PG)
運転中のプログラムパターンを表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「5.3 プログラム制御 ( 本体付加仕様、/
PG) を操作する」

操作完了

表示データ、イベントデータのロード
表示データまたはイベントデータを読み込んでヒストリカルトレンド表示できます。
ロードしたバッチグループをヒストリカルトレンドで表示します。
バッチ共通モードから操作した場合、バッチ個別モードの表示に切り換わります。

［個別メニュー］＞［Exit］をタップしてヒストリカルトレンドを終了すると、バッチ共通モー
ドの表示に戻ります。

 操作：GX/GP 本体マニュアル「2.8.2 記憶メディア内の測定データ（表示データ、イベン
トデータ）を読み込んで表示する」

Note
ロードしたデータがバッチグループ 1 以外でも、データロード中のバッチ個別モードの表記はバッ
チグループ 1 で固定となります。
また、ヒストリカルトレンド表示中はバッチグループを切り替えることができません。
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3.1.7	 バッチ個別モードを使う
バッチ個別モードの画面を表示しているときの操作です。バッチ個別モードでは、そのバッ
チグループのデータだけを表示します。

操　作
画面の表示

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［画面変更タブをタップし、］メニュー画面から表示する画面のアイコンをタップしま
す。
制御画面のとき

［画面変更］タブ＞［制御］をタッチし、メニュー画面から表示する画面のアイコン
をタッチします。

トレンド、ディジタル、バーグラフ、カスタムディスプレイ
トレンド、ディジタル、バーグラフ、カスタムディスプレイを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.2.1 測定データを波形、数値、バーグラフ、またはカスタムディ
スプレイ（付加仕様、/CG）で表示する（トレンド、ディジタル、バーグラフ、カスタムディ
スプレイ表示）」

オーバビュー
表示グループオーバビュー、表示グループに登録されているチャネルの状態を表示します。

 3-7 ページの「3.1.6 バッチ共通モードを使う」のオーバビュー参照してください。

アラームサマリ
選択されているバッチグループのアラームサマリを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.1 アラームの発生、解除の履歴を一覧表示する（アラームサ
マリ）」

Note
アラームサマリのウォッチモード表示において、アラーム発生中のチャネルをグループ設定から
外すと、アラームが解除されてもアラーム情報が残ります。

メッセージサマリ
選択されているバッチグループのメッセージサマリを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.2 書き込んだメッセージの履歴を一覧表示する（メッセージ
サマリ）」

メモリサマリ / データセーブ
選択されているバッチグループのメモリサマリを表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.3 内部メモリのデータファイルを一覧表示する、データを保
存する（メモリサマリ）」

マルチ分割画面
マルチ分割画面を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.2.4 マルチ分割画面を表示する（GX20/GP20 のみ）」

内部スイッチ / リレー状態
内部スイッチ、リレー状態を表示します。

 GX/GP 本体マニュアル「2.3.7 DO チャネル、内部スイッチの状態を表示する（リリース
ナンバー 2 以降）」

レポート、Modbus クライアント（/MC）、Modbus マスタ（/MC）、内部スイッチ / リレー状態、
ネットワーク情報、システム情報、事象ログ、WT クライアント（/E2）、SLMP クライアント（/
E4）、リマインダ（/AH）、セーブ ロード、設定、初期化調整、制御画面

 3-7 ページの「バッチ共通モードを使う」を参照してください。

3.1　GX/GP の操作
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表示データ、イベントデータのロード
表示データまたはイベントデータを読み込んでヒストリカルトレンド表示できます。
ロードしたバッチグループのをヒストリカルトレンドで表示します。

 操作：GX/GP 本体マニュアル「2.8.2 記憶メディア内の測定データ（表示データ、イベン
トデータ）を読み込んで表示する」

操作完了

Note
ロードしたデータがバッチグループ 1 以外でも、データロード中のバッチ個別モードの表記はバッ
チグループ 1 で固定となります。
また、ヒストリカルトレンド表示中はバッチグループを切り替えることができません。

3.1　GX/GP の操作
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3.1.8	 メッセージ、フリーメッセージを書き込む
バッチグループにメッセージを書き込みます。

メッセージ、フリーメッセージの書き込み方法の設定
パ　ス

GX/GP 本体： MENUキー＞［画面変更］タブ＞［設定］＞設定メニュー［表示設定］＞［ト
レンド設定］

Web アプリケーション：［設定］タブ＞［表示設定］＞［トレンド設定］
設定ソフト：［表示設定］＞［トレンド設定］

内　容

メッセージ
メッセージを書き込む表示グループの種別を設定します。
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
書込み方法 共通 / 個別 共通

書込み方法
バッチモード 選択肢 説明
バッチ個別モード 共通 表示しているバッチグループのすべての表示グループに書き込み

ます。
個別 表示しているバッチグループの表示グループに書き込みます。

バッチ共通モード 共通 指定したバッチグループのすべての表示グループに書き込みます。
個別

メッセージの設定
 GX/GP 本体マニュアル「1.10.3 メッセージを設定する」をご覧ください。

停電から復帰したときのメッセージ書き込み
記録スタート中のすべてのバッチグループのすべての表示グループに書き込みます。

 GX/GP 本体マニュアル「1.10.4 トレンドの表示条件を設定する」をご覧ください。

3.1　GX/GP の操作
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操　作
バッチ共通モードのとき
メッセージの書き込み

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［共通メニュー］タブ＞［メッセージ］をタップします。
［メッセージ］画面が表示されます。

3.  メッセージを書き込むバッチグループの［メッセージ］アイコンをタップします。
メッセージリストが表示されます。

4.  書き込むメッセージを選択して［OK］をタップします。
メッセージが書き込まれます。

操作完了

フリーメッセージの書き込み

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［共通メニュー］＞［フリーメッセージ］をタップします。
［フリーメッセージ］画面が表示されます。

3.  メッセージを書き込むバッチグループの［フリーメッセージ］アイコンをタップします。
メッセージリストが表示されます。

3.  書き込むメッセージ番号をタップします。
キーボードが表示されます。

4.  書き込むメッセージを設定して［OK］をタップします。
入力したメッセージが書き込まれます。

操作完了

バッチ個別モードのとき
メッセージの書き込み

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  バッチ個別モードタブからバッチグループ、表示グループを選択します。

3.  ［共通メニュー］タブ＞［メッセージ］をタップします。
メッセージリストが表示されます。

4.  書き込むメッセージを選択して［OK］をタップします。
メッセージが書き込まれます。

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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フリーメッセージの書き込み

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  バッチ個別モードタブからバッチグループ、表示グループを選択します。

3.  ［共通メニュー］タブ＞［フリーメッセージ］をタップします。
フリーメッセージリストが表示されます。

3.  書き込むメッセージをタップします。
キーボードが表示されます。

4.  書き込むメッセージを設定して［OK］をタップします。
入力したメッセージが書き込まれます。

操作完了

3.1.9	 手書きでメッセージを書き込む
バッチ個別モードの表示をしているときの操作です。

書込み方法
書込み方法 説明
個別セーブ 表示しているバッチグループの表示している表示グループに書き込みます。
共通セーブ 表示しているバッチグループのすべての表示グループに書き込みます。

 操作：GX/GP 本体マニュアル「2.2.6 手書きでメッセージを書き込む」

3.1.10	 お気に入り画面を使う
 GX/GP 本体マニュアル「2.4.6 お気に入り画面を使う、良く使う画面を登録する / 削除する」

をご覧ください。

3.1.11	 テキストフィールドの設定内容を表示する

操　作
バッチ共通モードでの操作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［共通メニュー］タブ＞［テキストフィールド］をタップします。
［バッチテキストフィールド］画面が表示されます。

3  テキストフィールドを表示するバッチグループの［テキストフィールド］アイコンを
タップします。
バッチテキストフィールドが表示されます。

4  ［閉じる］をタップすると、バッチテキストフィールド画面に戻ります。

5  ［閉じる］をタップすると、メニュー画面に戻ります。

6  ［閉じる］アイコンをタッチするとメニュー画面が閉じます。

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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バッチ個別モードでの操作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［共通メニュー］タブ＞［テキストフィールド］をタップします。
バッチテキストフィールドが表示されます。

3  ［閉じる］をタップすると、メニュー画面に戻ります。

4  ［閉じる］アイコンをタッチするとメニュー画面が閉じます。

操作完了

3.1.12	 マルチ分割画面表示（GX20/GP20）
バッチグループごとに画面をいくつかに分割し、それぞれ表示したい画面を設定できます。

［バッチ個別モード］タブでバッチグループを選択できます。

     

グループを 1つ進めますグループを 1つ戻します

その他の設定は標準と同じです。
 操作については、GX/GP 本体マニュアル「2.2.4 マルチ分割画面を表示する（GX20/GP20

のみ）」をご覧ください。

3.1.13	 USB フラッシュメモリへデータを保存する（付加仕様、/UH）

下記のデータを USB フラッシュメモリに保存できます。
操作については、 GX/GP 本体マニュアル「2.3.3 内部メモリのデータファイルを一覧表示
する、データを保存する（メモリサマリ）」をご覧ください。

選択肢 説明
全データセーブ 内部メモリに保存されているすべてのデータを保存します。
選択セーブ * 選択されているバッチグループのメモリサマリで選択した測定

データを保存します。
表示 / イベントデータセーブ 内部メモリに保存されているすべての表示データ、イベントデー

タを保存します。
M サンプルデータセーブ マニュアルサンプルデータを保存します。
レポートデータセーブ レポートデータを保存します。

* バッチ個別モードの画面を表示しているとき。

3.1　GX/GP の操作
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3.1.14	 設定ロード
［マルチバッチ］の設定をロードすることができます。 2-3 ページの「2.1.2 マルチバッ

チ機能を設定する」
ただし、設定ロードできるのは、［上記すべて］で全設定を保存した設定ファイルです。
全設定セーブについては、 GX/GP 本体マニュアル「1.26.7 設定パラメータ、スケール画像、
帳票テンプレート、信頼する証明書（リリースナンバー 2 以降）、カスタムディスプレイ（付
加仕様、/CG）（リリースナンバー 2 以降）、プログラムパターン（付加仕様、/PG）（リリー
スナンバー 4 以降）をすべて保存する」をご覧ください。

操　作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［画面変更］タブ＞［セーブ ロード］＞［設定ロード］＞［上記全て］をタップします。

3.  ［フォルダ選択］をタップし、設定ファイルのフォルダを選択して［OK］をタップします。

4.  ［マルチバッチ設定ロード］をタップし、［On］に設定します。

5.  ［実行 ] をタップします。
設定ファイルが読み込まれます。

操作完了

Note
［マルチバッチ ] の設定ロードを行うと、はじめにログを除いた全初期化を行います。次に全設定

ロードを行い、最後にシステムが再起動されます。

3.1.15	 全スタート /ストップの表示状態を切り替える
バッチ共通モードでMENUキー＞［記録］をタップしたときに表示される画面に、全バッ
チグループ（［ALL BATCH］）の［スタート］/［ストップ］ボタンを表示するか、しないか
切り替えます。

操　作

1.  MENUキーを押します。
メニュー画面が表示されます。

2.  ［共通メニュー］タブ＞［全スタート / ストップ　表示 / 非表示］をタップします。
全バッチグループの［スタート］/［ストップ］ボタンの表示状態が切り替わります。

［全スタート / ストップ　表示 / 非表示］をタップするたびに、表示と非表示が交互に
切り替えられます。

操作完了

3.1　GX/GP の操作
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3.2	 GMの操作

3.2.1	 全バッチモードとバッチ個別モードを切り換える

操　作

1.  状態表示部の［バッチモード選択リストボックス ] を選択します。
プルダウンメニューが表示されます。

      

2.  ［全バッチ］またはバッチ個別モードのバッチグループ番号［1］～［12］* を選択します。
全バッチモードまたはバッチ個別モードに切り替わります。

* 設定されたバッチ数によります。
 GM10-1：2 ～ 6
 GM10-2：2 ～ 12

操作完了

3.2.2	 バッチオーバビューを表示する
全バッチモードの画面を表示しているときの操作です。
すべてのバッチグループに共通な情報を表示します。

 1-10 ページの「1.3.1 バッチ共通モード / 全バッチモード（Web アプリケーション）」を
参照。

操　作

1.  状態表示部の［バッチモード選択リストボックス ] を選択します。
プルダウンメニューが表示されます。

2.  ［全バッチ］を選択します。

3.  ［データ］タブ＞［バッチオーバビュー］を選択します。
バッチオーバビューが表示されます。

操作完了
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3.2.3	 オーバビューを表示する

操　作

1.  ［データ］＞［オーバビュー］を選択します。
オーバビューが表示されます。

全バッチモードのとき
・ 全チャネルオーバビューとバッチグループオーバビューを表示します。
 バッチグループオーバビューのバッチグループを選択すると、バッチグループの全

チャネルオーバビュー / 表示グループオーバビューを表示できます。
 表示グループを選択すると、表示グループに登録されているチャネルオーバビュー

を表示します。

バッチ個別モードのとき
・ 選択されているバッチグループの表示グループオーバビュー / チャネルオーバ

ビューを表示できます。

      

全チャネルオーバビュー表示
バッチグループオーバビュー表示

バッチグループオーバビュー全チャネルオーバビュー

バッチグループオーバビュー表示

表示グループオーバビュー /全チャネルオーバビュー（バッチグループ）切り替え
バッチグループ切り替え

表示グループオーバビュー 全チャネルオーバビュー（バッチグループ）

バッチグループ

チャネルオーバビュー（表示グループ）

操作完了

3.2　GM の操作
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3.2.4	 記録をスタート /ストップしてデータを保存する

操　作
全バッチモードから記録をスタートする
全バッチモードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
[ バッチ選択 ] のダイアログボックスが表示されます。

単一バッチグループを選択する場合

2.  記録スタートするバッチグループを選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

3.  ［バッチ番号］、［ロット番号］、［バッチコメント］、［テキストフィールド（文字列）］
などを入力します。

* ここで設定したテキストフィールドは、記録をスタートしようとしている測定データファイ
ルだけに保存されます。バッチ設定で設定したテキストフィールドの値（2-4 ページの「2.1.3 
バッチ設定をする」を参照）は変わりません。

4.  ［記録を開始する］、［記録と演算を開始する］、または［記録と演算を開始する（演算
リセット）］を選択します。
記録がスタートします。

全バッチグループを選択する場合

2.  ［オール］を選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

［記録を開始する］、［記録と演算を開始する］、または［記録と演算を開始する（演算
リセット）］を選択します。

記録がスタートします。

操作完了

バッチ個別モードから記録をスタートする
バッチ個別モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［バッチ番号］、［ロット番号］、［バッチコメント］、［テキストフィールド］などを入
力します。

* ここで設定したテキストフィールドは、記録をスタートしようとしている測定データファイル
だけに保存されます。バッチ設定で設定したテキストフィールドの値（2-4 ページの「2.1.3 バッ
チ設定をする」を参照）は変わりません。

3.  ［記録を開始する］、［記録と演算を開始する］、または［記録と演算を開始する（演算
リセット）］を選択します。
記録がスタートします。

操作完了

3.2　GM の操作
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全バッチモードから記録をストップする
全バッチモードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
[ バッチ選択 ] のダイアログボックスが表示されます。

単一バッチグループを選択する場合

2.  記録ストップするバッチグループを選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

3.  ［記録を停止する］または［記録と演算を停止する］を選択します。
記録がストップします。

全バッチグループを選択する場合

2.  ［オール］を選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

3.  ［記録を停止する］または［記録と演算を停止する］を選択します。
記録がストップします。

操作完了

バッチ個別モードから記録をストップする
バッチ個別モードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［記録を停止する］または［記録と演算を停止する］を選択します。
記録がストップします。

操作完了

3.2.5	 演算スタート /ストップ /リセットする（付加仕様、/MT）
・ 演算を一括してスタート / ストップします。バッチグループごとの演算スタート / ストッ

プはできません。
・ 演算チャネルの演算値のリセットはバッチグループごとに行うことができます。

操　作
記録スタートと同時に演算をスタートする
全バッチモードの画面を表示しているとき

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
[ バッチ選択 ] のダイアログボックスが表示されます。

2.  記録をスタートするバッチグループまたは［オール］を選択します。
［記録］のダイアログボックスが表示されます。

3.  ［記録と演算を開始する］または［記録と演算を開始する（演算リセット）］を選択し
ます。
記録と同時に演算がスタートします。

操作完了

3.2　GM の操作
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バッチ個別モードの画面を表示しているとき

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 記録 ] ボタンを選択します。
[ 記録 ] のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［記録と演算を開始する］または［記録と演算を開始する（演算リセット）］を選択し
ます。
記録と同時に演算がスタートします。

操作完了

演算だけをスタートする
全バッチモードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 演算 ] ボタンを選択します。
［演算］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［演算を開始する］または［演算を開始する（演算リセット）］をタップします。
演算がスタートします。

操作完了

演算をストップする
全バッチモードの画面を表示しているときの操作です。

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 演算 ] ボタンを選択します。
［演算］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［演算を停止する］を選択します。
演算がストップします。

操作完了

演算をリセットする
全バッチモードの画面を表示しているとき

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 演算 ] ボタンを選択します。
［演算］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［演算をリセットする］を選択します。
[ バッチ選択 ] のダイアログボックスが表示されます。

全バッチの演算をリセットする場合

3.  ［オール］を選択します。
全バッチの演算がリセットされます。

指定したバッチの演算をリセットする場合

3.  リセットするバッチグループを選択します。
指定したバッチの演算がリセットされます。

操作完了

バッチ個別モードの画面を表示しているとき

1.  [SMARTDAC+ Web サービス ] タブの [ 演算 ] ボタンを選択します。
［演算］のダイアログボックスが表示されます。

2.  ［演算をリセットする］を選択します。
選択しているバッチの演算がリセットされます。

操作完了

3.2　GM の操作



3-22 IM 04L51B01-03JA

3.2.6	 全バッチモードを使う、バッチ個別モードを使う

操　作
画面の表示

1.  [ データ ] タブから表示する項目を選択します。

トレンド、ディジタル、バーグラフ、横バーグラフ

・ 全バッチモードの画面を表示しているとき
表示するバッチグループと表示グループを選択します。

      

バッチグループの選択
表示グループの選択

・ バッチ個別モードの画面を表示しているとき
選択されているバッチグループのデータを表示します。
表示グループを選択します。

 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

オーバビュー
・ 全バッチモードの画面を表示しているとき
 以下の状態を表示します。
 ・ 全チャネルの状態
 ・ 全バッチグループの状態
 ・ 選択されているバッチグループの全チャネルの状態
 ・ 選択されているバッチグループの表示グループの状態

・ 選択されているバッチグループの表示グループに登録されているチャネルの状態

3.2　GM の操作
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・ バッチ個別モードの画面を表示しているとき
 以下の状態を表示します。

・ 選択されているバッチグループの全チャネルの状態
・ 選択されているバッチグループの表示グループの状態
・ 選択されているバッチグループの表示グループに登録されているチャネルの状態

 3-18 ページの「3.2.3 オーバビューを表示する」

バッチオーバビュー
全バッチモードを表示しているときの操作です。

 3-17 ページの「3.2.2 バッチオーバビューを表示する」

レポート
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

Modbus クライアント、Modbus マスタ
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

内部スイッチ / リレー状態
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

事象ログ
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

ネットワーク情報
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

システム情報
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

WT クライアント
 WT 通信マニュアル「WT からの収集状態を監視する」

SLMP クライアント
 SLMP 通信マニュアル

リマインダ（/AH）
スケジュール管理情報を表示します。

 GM 本体マニュアル「2.32 航空宇宙向け熱処理機能（付加仕様、/AH）を使用する（リリースナンバー

3 以降）」

アラームサマリ
・ 全バッチモードの画面を表示しているとき

表示するバッチグループを選択します。

      

バッチグループの選択

・ バッチ個別モードの画面を表示しているとき
選択されているバッチグループのアラームサマリを表示します。

 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

3.2　GM の操作
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メッセージサマリ
・ 全バッチモードの画面を表示しているとき

表示するバッチグループを選択します。
・ バッチ個別モードの画面を表示しているとき

選択されているバッチグループのメッセージサマリを表示します。
 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

メモリサマリ / セーブ
バッチ個別モードの画面を表示しているときのみです。
表示しているバッチグループのメモリサマリを表示します。

 GM 本体マニュアル「3.1.2 GM のデータをモニタする、モニタ画面から GM を操作する」

コントロールグループ
設定したコントロールグループ内のループを監視・操作をします。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.1.2 フェースプレート画面 / コント
ローラ画面」

チューニング
ループ状態の確認と PID パラメータの設定を調整します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.1.6 チューニング画面」

制御オーバビュー
すべてのループのアラーム発生状態を 1 画面で表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.1.3 制御オーバビュー画面」

制御動作サマリ
制御動作の履歴を表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.1.4 制御動作サマリ画面」

制御アラームサマリ
制御アラームの履歴を表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.1.5 制御アラームサマリ画面」

プログラム選択（/PG）
設定されたプログラムパターンを表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操作する」

プログラム運転 (/PG)
運転中のプログラムパターンを表示します。

 ループ制御機能、プログラム制御機能マニュアル「6.2 プログラム制御を監視・操作する」

操作完了

3.2　GM の操作
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3.2.7	 設定ロード
マルチバッチ機能が有効な設定のとき、［マルチバッチ］（On/Off、バッチ数）の設定をロー
ドすることができます。
ただし、設定ロードできるのは、［全設定セーブ］で保存した設定ファイルです。
全設定セーブについては、 GM 本体マニュアル「2.28.4 設定パラメータ、帳票テンプレート、
信頼する証明書をすべてセーブ / ロードする」をご覧ください。

操　作

1.  ［データ］タブ＞［セーブ / ロード］＞［ファイル一覧（全てセーブ / 全てロード）］
を選択します。

2.  ［全設定セーブ］で保存したフォルダを選択して開きます。

3.  ［全設定ロード］ボタンを選択します。
［全設定ロード］のダイアログボックが表示されます。

4.  ［マルチバッチ設定もロードする ] にチェックをして［OK］ボタンを選択します。
設定が読み込まれます。

操作完了

3.2.8	 メッセージ、フリーメッセージを書き込む

操　作

1.  ［メッセージ］ボタンを選択します。
メッセージの書き込みを設定するバーが表示されます。

［メッセージ］ボタンは、モニタコンテンツを表示しているときに表示されます。
ネットワーク情報、システム情報、レポート、マニュアルサンプル、セーブロードを

表示している場合は表示されません。

2.  ［定型］または［フリー］を選択します。

［定型］のとき：リストボックのメニューから、メッセージを選択します。
［フリー］のとき：リストボックスのメニューからメッセージ番号を選択し、テキス

トボックスにメッセージ文字列を入力します。

3.  ［書き込み先］リストボックスのメニューから、書き込み先のバッチグループ（全バッ
チモードのとき）と表示グループを選択します。

4.  ［書込み ] ボタンを選択します。
メッセージが書き込まれます。

操作完了

3.2　GM の操作
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3.2.9	 記録スタート中にバッチコメントを書き込む

操　作
全バッチモードの画面を表示しているとき

1.  ［本体操作］タブの［バッチ］ボタンを選択します。
［バッチ選択］のダイアログが表示されます。

2.  バッチコメントを書き込むバッチを選択します。
［バッチ］のダイアログが表示されます。

3.  バッチコメントを入力して［変更する］ボタンを選択します。
バッチコメントが書き込まれます。

操作完了

バッチ個別モードの画面を表示しているとき

1.  ［本体操作］タブの［バッチ］ボタンを選択します。
［バッチ］のダイアログが表示されます。

2.  バッチコメントを入力して［変更する］ボタンを選択します。
バッチコメントが書き込まれます。

操作完了

3.2.10	 テキストフィールドの内容を表示する

操　作
全バッチモードの画面を表示しているとき

1.  [ 本体操作 ] タブの [ バッチ ] ボタンを選択します。
［バッチ選択］のダイアログボックスが表示されます。

個別バッチモードのとき
［バッチ］のダイアログボックスにテキストフィールドが表示されます。

2.  テキストフィールドを表示するバッチを選択します。
［バッチ］のダイアログボックスにテキストフィールドが表示されます。

3.  [ キャンセル ] ボタンを選択すると、［バッチ］のダイアログが閉じます。

操作完了

バッチ個別モードの画面を表示しているとき

1.  [ 本体操作 ] タブの [ バッチ ] ボタンを選択します。
［バッチ］のダイアログボックスにテキストフィールドが表示されます。

2.  [ キャンセル ] ボタンを選択すると、［バッチ］のダイアログが閉じます。

操作完了

3.2　GM の操作
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3.2.11	 キー操作
マルチバッチ機能が有効時の GM 本体キー操作は下記となります。
キー種類 操作内容
START 全バッチの記録の開始 [ 長押し ]*1

演算の開始 [ 短押し ]
STOP 全バッチ記録の停止 [ 長押し ]*2

演算の停止 [ 短押し ]
エラー消去 [ 短押し ]

USER1 指定したアクションの実施（イベントアクション機能）
USER1

*1 レポート機能が有効な状態である場合は、同時にレポートを開始します。（全バッチが停止して
いるとき）

*2 レポート開始中の場合は、レポートも停止します。

NOTE
START/STOP キーを使用して個別バッチのスタート / ストップはできません。

マルチバッチ機能有効時の［REC］ステータス LED の表示
LED 内容
点灯 １バッチ以上が記録開始状態
点滅 停止処理中（他のバッチが記録状態でも点滅）
消灯 全バッチが記録停止状態

3.2　GM の操作
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付録 1	 イベントアクション機能を使う

「イベントアクション」とは、たとえば、「アラームが発生したらメッセージを書き込む」と
いうように、ある事象（イベント）が発生したときに、指定した動作（アクション）を実
行する機能です。マルチバッチ機能を使用する場合、たとえば「アラームが発生したら、バッ
チグループ 2 にメッセージを書き込む」というように、アクションの対象となるバッチグ
ループを指定する必要があります。そのようなアクションを設定する画面ではバッチグルー
プを選択する欄が表示されます。

設定例＿バッチグループ 2の記録をスタート /ストップする
DI モジュールのチャネル 0201 へのリモート制御入力で、バッチグループ 2 の記録をスター
ト / ストップします。イベントアクション番号 1 を使用します。

設定内容
DI チャネル設定

・ 設定画面
GX/GP 本体：MENU＞［画面変更］タブ＞［設定］＞［DI チャネル設定］＞［レンジ］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［DI チャネル設定］＞［0201-0216）］＞［レンジ］

・ 設定内容
設定項目 設定値
先頭チャネル / 最終チャネル 0201
レンジ 種類 DI

スパン下限 0
スパン上限 1
演算 Off

ユニット設定
・ 設定画面
GX/GP 本体：MENU＞［画面変更］タブ＞［設定］＞［測定設定］＞ユニット選択［本体］
＞［モジュール 2［GX90XD-16-11］］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［測定設定］＞［モジュール動作設定］＞［モジュール 2］

・ 設定内容
設定項目 設定値
動作モード 動作モード リモート

イベントアクション設定
GX/GP 本体：MENU＞［画面変更］タブ＞［設定］＞［イベントアクション］
Web アプリケーション：［設定］タブ＞［イベントアクション］＞［1-20］

設定項目 設定値
イベントアクション番号 1
イベントアクション On/Off On
イベント 種類 アラーム - 入出力チャネル

番号 0001
イベント詳細 アラームレベル 1
動作モード 両エッジ

アクション 種類 記録スタート / ストップ
バッチグループ番号 2

＜運転操作＞
チャネル 0201 への入力信号に対応して、バッチグループ 2 の記録がスタート / ストップし
ます。

付録
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