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1. 概　要
Modbus プロトコルは、GC8000 の DCS 通信として

使用することができます。このプロトコルは初めグー
ルド社のプログラマブル・ロジック・コントローラ（PLC）
の通信プロトコルとして制定されましたが、現在では
異機種システム間の汎用通信プロトコルとして用いら
れています。

ここでは GC8000 に適用される Modbus 通信の仕
様について述べます。Modbus 通信の一般的な仕様は
MODICON 社の Modbus Protocol reference guide を参
照ください。

【Modbus の構成】
Modbus は 1 台のマスタデバイスが複数のスレーブ
デバイスを制御する方法として始まりました。各デ
バイスはデバイス番号を持ってマスタデバイスに接
続されています。
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図 1.1  Modbus の構成

マスタデバイス（マスタ）はスレーブデバイス（ス
レーブ）に定期的または必要によりスレーブに対し
問合わせ（POLL）または指令を行うことができます。
いかなる場合も、マスタが信号伝送を開始して、ス
レーブが応答するという形を取ります。
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図 1.2  マスタ・スレーブ指令／応答サイクル

デバイス間を伝送するメッセージはデバイス番号、
ファンクション、データとエラーチェックコードか
ら構成されます。ファンクションはメッセージの性
格とデータの種類によってコード化されています。
また、エラーチェックコードはメッセージ全体の正
当性をチェックするものです。

2. 仕　様

2.1 通信伝送モード
シリアル通信において、マスタとスレーブ間の信号
伝送には RTU（Remote Terminal Unit）モードと
ASCII モードの 2 種があります。
また、Ethernet 通信の Modbus/TCP もサポートし
ています。

< 通信機能 >

通信種類 通信モード サポート通信タイプ

シリアル通信
ASCII モード スレーブ

RTU モード スレーブ

Ethernet 通信 Modbus/TCP サーバ

< シリアル通信 >

項目 ASCII モード RTU モード
データビット数 7 ビット（ASCII） 8 ビット（バイナリ）

メッセージ開始文字 コロン "：" なし

メッセージ終了文字 復帰改行 "<cr><lf>" なし

メッセージの長さ 2N+1 N

データの時間間隔 1 秒以下 24 ビットタイム以下

誤り検出 LRC（論理冗長検査）CRC-16（周期冗長検査）

<Ethernet 通信 >

項目 TCP モード
プロトコル Modbus/TCP

セッション数 4（最大）

ポート番号 502

2.2 メッセージの構成
メッセージはデバイス番号、ファンクション、デー
タ、およびエラーチェックの 4 つの部分からなり、
必ずこの順序で送信されます。
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データ

エラーチェック
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ASCII モードではコロン “：” が開始文字となり、
復帰改行 “<cr><lf>” がメッセージの終了文字列
です。開始文字と終了文字列に挟まれた部分がメッ
セージ本体です。通信文は全て ASCII コードであり、
開始文字と終了文字列以外は 16 進数を表す “0” ～
“9” と “A” ～ “F” の文字です。
RTU モードでは通信文はバイナリコードで ASCII
モードに比べ高速の伝送が可能です。伝送ライン
に信号が 24 ビットタイム以上間隔が開くと新しい
メッセージの開始と判断されます。本システムで
はタイムアウトは伝送速度と無関係に 10ms としま
す。
また、TCP モードでは Modbus/TCP 固有のヘッダ
部（6 バイト）後に、前述のメッセージが続きます。

（GC8000 Modbus/TCP ではデバイス番号は無視し
ます。）

(1) デバイス番号
各スレーブに対して予め設定された 1 から 240 の
範囲の番号です。GC8000 の ID と同じ値です。マ
スタは 1 台のスレーブに信号伝送を行います。ス
レーブは受信したメッセージが自分宛のものである
かをメッセージ中のデバイス番号で認識し、応答
メッセージを返します。

(2) ファンクション
マスタはファンクションにより、スレーブに実行さ
せたい機能を指定します。GC8000 は Modbus プロ
トコルの次のファンクションをサポートします。

ファンクション 機　能 説　明

01 コ イ ル の 状 態 読
み出し

一連のコイルの ON/OFF
状態を読み出す

02 入 力 リ レ ー の 状
態読み出し

一連の入力リレーの ON/
OFF 状態を読み出す

03 保 持 レ ジ ス タ の
内容読み出し

一連の保持レジスタの現
在値を読み出す

04 入 力 レ ジ ス タ の
内容読み出し

一連の入力レジスタの現
在値を読み出す

05 単 一 コ イ ル の 状
態変更

あるコイルの状態を強制
的に変更する

06 単 一 保 持 レ ジ ス
タへの書き込み

ある保持レジスタに値を
書き込む

08 ル ー プ バ ッ ク テ
スト

指 令 メ ッ セ ー ジ と 同 じ
メッセージを返す

(3) データ
データにはビット単位の “コイル／リレー” と 16
ビット単位の “レジスタ” の 2 種があります。コイ
ルは 2 種の値（ON/OFF または 0/1）を取り、レジ
スタは 0 から 65535 までの値を取ります。コイル /
リレーにはマスタが読み込み / 書き込み可能なコイ
ル、読み込み専用の入力リレーがあり、レジスタに
も読み込み / 書き込み可能な保持レジスタ、読み込
み専用の入力レジスタ、実数データ書き込み専用の
保持レジスタがあります。
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データ アドレス 最大アクセス数 適用
ビ
ッ
ト

コイル 読み出し / 書き込み 0XXXX 800 指令

入力リレー 読み込み専用 1XXXX 2000 状態
レ
ジ
ス
タ

保持レジスタ 読み込み / 書き込み 4XXXX 100 設定値

入力レジスタ 読み込み専用 3XXXX 125 測定値

    XXXX：0001 ～ 9999

(4) エラーチェック
メッセージの最後に信号伝送によるメッセージの誤
り（ビットの変化）を検出するためにエラーチェッ
クコードが付加されます。ASCII モードでは LRC（論
理冗長検査）、RTU モードでは CRC-16（周期冗長検
査）によるエラーチェックコードが用いられます。

2.3 スレーブの応答
スレーブはマスタからの指令を受信すると、指令の
エラーチェックを行った後、正常であれば正常応答、
異常であれば異常応答または無応答となります。

(1) 正常応答
単一コイルの状態変更、単一保持レジスタへの書き
込みおよびループバックファンクションでは指令
メッセージと同じメッセージを返します。読み出し
ファンクションの場合はデバイス番号とファンク
ションに読み出しデータを付加して応答メッセージ
とします。データが割り付けられていないアドレス
を読み出した場合は異常とせず、ゼロ（0）を読み
出しデータとして応答します。

(2) 異常応答
指令メッセージに異常がある場合はスレーブは指令
を実行せずに異常応答を返します。マスタは応答
メッセージのファンクションをチェックすることに
より、指令が正常に受付けられたかを知ることがで
きます。異常とわかった時はエラーコードによりそ
の内容を知ることができます。
また、複数レジスタで 1 つのデータとなっているも
のについてのアクセスは、スタートアドレスが正し
く指定されていない場合はエラーとなります。（デー
タの境界から指定すること）

デバイス番号

異常ファンクション（指令ファンクション +128）

エラーコード

エラーチェック

エラーコード 説　明

01 ファンクションコード不良（実在しないファ
ンクション）

02 コイル、入力リレー、レジスタのアドレス不
良（範囲外）

03 コイル、入力リレー、レジスタの個数不良（範
囲外）

04 指令メッセージ実行中にスレーブ側で回復で
きないエラー発生

11 設定データの不良（範囲外）
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(3) 無応答
スレーブは次の場合、指令メッセージを無視して応
答を返しません（無応答）。

1. 指令メッセージに伝送エラー（オーバラン、フレー
ミングエラー、パリティエラー、CRC エラー）を検
出したとき

2. 指令メッセージのデバイス番号がスレーブに設定さ
れたデバイス番号と一致しないとき

また、マスタは応答を監視するタイマを設け、その
時間内に応答が返らない場合は再度同じ指令メッ
セージを送るようにしてください。タイマの時限は
通常 3 ～ 5 秒です。

3. 通信仕様
注： 部品、配線ケーブル、工事資材はお客様にてご用

意ください。

【Ethernet 通信】
GC8000 は Ethernet 通信ポートを標準装備します。
注： 一度確立した MODBUS/TCP のコネクションは、維

持したままでご使用ください。頻繁な接続／切断
は、誤動作につながる恐れがあります。

接続タイプ： IEEE802.3U
 100Base-TX（RJ-45 シールド付ツイ

ストペアケーブル）または 100Base-
FX（SC 光ファイバーケーブル）

チャンネル数： 1 チャンネルまたは 2 チャンネル
最長距離： 50m（100Base-TX）
 2km（100Base-FX）

【シリアル通信】
GC8000 はオプションであるシリアル通信カードを
使用して最大 2 点の DCS 通信ポートを持ちます。

点数： 1 点または 2 点
通信規格： RS-422
伝送方式： 全 2 重（4 線式）
調歩式： ス タ ー ト ビ ッ ト 1、 デ ー タ ビ ッ ト 7

（ASCII）/8（RTU）、パリティビット 1、
ストップビット 1

通信速度： 1200/2400/4800/9600/19200/38400 
bps（選択可）

誤り検知方法： 奇数パリティ／偶数パリティ／なし
（選択可）

伝送モード： ASCII モード／ RTU モード
最長距離： 1 km

4. システム構成図

【Ethernet 通信】
ツイストペアケーブルを使用する場合、信号遮断器

（ラック取付型：K9806AA、卓上型：K9806AB）を
非危険場所に設置します。

この信号遮断器は、GC8000 の防爆条件が保たれな
い状態になったとき、自動的に通信を遮断します。
危険場所の設置には、当該の防爆検定機関によって
認証された防爆構造としてください。
光ファイバーを使用する場合、信号遮断器は不要です。
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図 4.1　Ethernet 通信の場合（FM-Y 防爆仕様を除く）

【シリアル通信】
通信ポートは、RS-422 のシリアルポートを採用し
ており、通信変換器（ラック取付型：K9806AS、卓
上型：K9806AT）にて RS-232C に変換して DCS に
接続します。この通信変換器は、GC8000 の防爆要
件が保たれない状態になったとき、自動的に通信を
遮断する機能を持ち、非危険場所に設置します。シ
リアル通信を 2 点使用する場合は、通信変換器は 2
台必要です。
危険場所の設置には、当該の防爆検定機関によって
認証された防爆構造としてください。

シリアル
通信
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プロトコル：Modbus

シールド付
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卓上型：K9806AT
RS-422/232C変換
信号遮断機能付き

RS-232C
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図 4.2　シリアル通信の場合（FM-Y 防爆仕様を除く）
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5. 通信データ

5.1 コイル（指令接点）

(1) ラン指令
GC8000 へ連続分析の開始を指令します。

(2) 停止指令
GC8000 へ連続分析の停止を指令します。
連続分析中に指令を受け付けると、現在実行中の分
析が終了した時点で停止します。

(3) ポーズ指令
GC8000 へポーズを指令します。
連続分析中に指令を受け付けると、現在実行中の分
析のポーズ時間にポーズとなります。また、ストッ
プ中に指令を受け付けると、その時点でポーズとな
ります。

(4) 時刻設定要求
GC8000 へシステムクロックの設定を要求します。
この要求を行う前に保持レジスタにて時刻の設定を
行う必要があります。

(5) 流路シーケンス指定指令
指定された GC モジュール（以降、GCM と表記し
ます。）の流路シーケンスを実行します。測定状態
が校正／確認（変更待ちを含む）の場合、指令は受
け付けられません。

(6) 校正指令
指定された GCM の校正を実行します。測定状態が
校正／確認（変更待ちを含む）の場合、指令は受け
付けられません。

(7) 確認指令
指定された GCM の確認を実行します。測定状態が
校正／確認（変更待ちを含む）の場合、指令は受け
付けられません。

(8) 校正方法指令
指定された GCM の校正方法を変更します。

(9) 確認方法指令
指定された GCM の確認方法を変更します。

(10) 自動校正指定指令
指定された GCM および校正番号の自動指定を変更
します。

(11) 自動確認指定指令
指定された GCM および確認番号の自動指定を変更
します。
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(12) 流路指定指令
指定された GCM の流路回数指定を指令します。指
定回数は保持レジスタより設定します。測定状態が
校正／確認（変更待ちを含む）の場合、指令は受け
付けられません。

(13) 流路実行指定指令
指定された GCM の流路シーケンスの流路動作順序
を「実行する」に変更します。

(14) 流路不実行指定指令
指定された GCM の流路シーケンスの流路動作順序
を「実行しない」に変更します。

(15) 接点出力 ON 指令
指定された接点出力を ON にします。

(16) 接点出力 OFF 指令
指定された接点出力を OFF にします。

5.2 入力リレー（状態接点）

(1) アナライザ正常
GC8000 が正常であることを示します。アラームレ
ベル 1（重故障）およびレベル 2（軽故障）のアラー
ムが一つも発生していない時に 1 になります。

(2) アナライザ異常
GC8000 が異常であることを示します。アラームレ
ベル 1（重故障）のアラームが一つでも発生してい
る場合に 1 となります。アナライザ正常、アナライ
ザ異常がともに 0 のときはレベル 2（軽故障）のア
ラームが発生中であるが、測定は継続中であること
を示します。

(3) アラーム状態変化
アラーム状態が変化したことを示します。新しいア
ラームが発生または解除で 1 が読み込まれ、その後
アラーム状態が１つでも読み込まれると 0 にリセッ
トします。

(4) 測定中
GC8000 が測定中であることを示します。測定中で
あれば 1、その他のモードでは 0 となります。

(5) ストップ中
運転モードがストップ中であることを示します。測
定状態に関わらず、ストップ中であれば１となりま
す。ただし、状態がマニュアルの場合は、0 となり
ます。

(6) ポーズ中
運転モードがポーズ中であることを示します。測定
状態に関わらず、ポーズ中であれば１となります。
ただし、状態がマニュアルの場合は、0 となります。
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(7) 流路シーケンス指定指令不実行
コイルで指令を送った際、流路シーケンス指定指令
が実行できなかった場合に 1 が読み込まれます。
次回、指令を送った際に指令を実行すると１をクリ
アします。

(8) 流路指定指令不実行
コイルで指令を送った際の流路指定指令が実行でき
なかった場合に 1 が読み込まれます。
次回、指令を送った際に指令を実行すると１をクリ
アします。

(9) 校正（確認）指令不実行
コイルで指令を送った際の校正（確認）指令が実行
できなかった場合に 1 が読み込まれます。
次回、指令を送った際に指令を実行すると１をクリ
アします。

(10) データ更新
SYS の流路毎に新しい分析値が取得可能であること
を示します。新しい分析値が更新されると 1 が読み
込まれ、5 秒間保持された後に 0 にリセットされま
す。

(11) 校正係数更新
GCM の流路毎に新しい校正係数が取得可能である
ことを示します。新しい校正係数が更新されると 1
が読み込まれ、５秒間保持された後に 0 にリセット
されます。

(12) アラーム状態
アラームの発生状態をアラーム番号毎に示します。
アラーム発生中であれば１、発生中でなければ 0 と
なります。アラーム番号は、レベル 1 アラームが 1
から 200、レベル 2 アラームが 201 から 400 です。

(13) 濃度異常
ピーク毎に濃度異常の発生状態を示します。濃度異
常発生中であれば１、発生中でなければ 0 となりま
す。

(14) ピーク異常
ピーク毎に保持時間異常／変動係数異常／テーリン
グ係数異常の発生状態を示します。保持時間異常、
変動係数異常、テーリング係数異常のいずれかが発
生中であれば１、発生中でなければ 0 となります。

(15) 接点入力の状態
指定された接点入力の状態を示します。

(16) 接点出力の状態
指定された接点出力の状態を示します。
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(17) アナライザ正常（GC8000 全体）
全ての GCM（GCM0 ～ 6）が正常かどうかを示すビッ
トです。全ての GCM（GCM0 ～ 6）でアナライザ
正常ビットが 1（レベル 1 アラームもレベル 2 アラー
ムも発生していない）の場合に 1 となります。

(18) アナライザ異常（GC8000 全体）
全ての GCM（GCM0 ～ 6）にアラームが発生して
いるかどうかを示すビットです。いずれかの GCM

（GCM0 ～ 6）でアナライザ異常ビットが 1（レベル
1 アラームが発生している）の場合に 1 となります。

5.3 保持レジスタ（設定データ）
保持レジスタには、DCS から最後に書き込まれた値
が保持されます。現在の設定状態を示しているわけ
ではありません。

(1) 時刻設定値
DCS が GC8000 の時計を設定するための 4 つのレ
ジスタセットです。時刻設定要求が実行されるとこ
の設定値を GC8000 のシステムクロックに設定しま
す。

( 例 )　2011 年 9 月 25 日 15 時 23 分 10 秒

F0501.ai
分 秒

時

月 日

年 2011 （07DB、16進数）

2329* （0919、16進数）

15 （000F、16進数）

5898* （170A、16進数）

*： 月 / 日＝月× 256 ＋日、分 / 秒＝分× 256 ＋秒

(2) 流路回数指定
流路指定指令が実行される際の流路指定の回数を設
定します。

(3) レンジ指定指令
アドレスで指定された流路番号とピーク番号が示す
ピークに対して、レンジの変更指令を行います。指
定されたレンジ番号の設定パラメータ（測定レンジ
や単位）を指定されたピークにコピーします。また、
指定されたピークのレンジ番号を書きき換えます。

(4) 自動開始時刻
自動校正における自動開始時刻を設定します。

(5) 時間間隔
自動校正における時間間隔を設定します。

(6) 流路シーケンス測定流路設定
指定された GCM の流路シーケンスの流路動作順序
の流路を指定した流路番号に変更する。



GS 11B08B02-01

6<< 目次 >>  << 索引 >>

All Rights Reserved. Copyright © 2011,  Yokogawa Electric Corporation

5.4 入力レジスタ（測定データ）

(1) 流路番号
各 GCM で現在測定している流路番号を示します。
停止中では流路番号は 0 となります。

(2) 流路シーケンス番号
各 GCM で現在測定している流路シーケンス番号を
示します。測定状態が「流路指定」「校正」「確認」、
またはマニュアル状態のときは 0 となります。

(3) 校正番号
各 GCM で現在実行している校正番号を示します。
測定状態が「流路指定」「流路シーケンス」「確認」、
またはマニュアル状態のときは 0 となります。

(4) 確認番号
各 GCM で現在実行している確認番号を示します。
測定状態が「流路指定」「流路シーケンス」「校正」、
またはマニュアル状態のときは 0 となります。

(5) 先頭ピーク番号
流路毎に割当てられたピーク番号の先頭を示しま
す。分析値は全ての流路のピークを加えて 999 個
以下です。ピークが割当てられていない流路につい
ては 0 となります。
図 5.1 を参照してください。

(6) 割当ピーク数
流路毎に割当てられたピーク数を示します。ピーク
が割当てられていない流路については 0 となりま
す。
図 5.1 を参照してください。

(7) 分析開始時刻
SYS 毎に分析開始時刻が格納されるレジスタです。
時分秒が 2 アドレスに格納されます。

（例 )　15 時 23 分 10 秒

F0503.ai
分 秒

時 15 （000F、16進数）

5898* （170A、16進数）

*： 分 / 秒＝分× 256 ＋秒

(8) 分析値
分析値毎に分析値が格納されるレジスタです。フル
スケールに対する分数、または実数形式で表現され
ます。フルスケールは予め設定されており、スケー
リング係数は 9999、または 65535 の何れかが選択
可能です。実数形式は IEEE 標準形式で１データ当
たり 2 レジスタを必要とします。上位 2 バイトのデー
タが若いアドレスのレジスタに割り付きます。
分数形式： （分析値＊スケーリング係数）／フルス

ケール値

2015.12.03-00

分数形式では単位（%、ppm など）が考慮されます。
例えば、1.5% であれば 1.5 をフローティングに変
換されものが読み取れます。
また各流路の割当ピーク数により、絶対ピーク番号
が決定されます。
番号の若い流路番号から順に割付数分だけ絶対ピー
ク番号が設定されます。

F0502.ai

流路1

流路2

流路3

255

先頭ピーク番号=1
絶対ピーク番号：1～4
先頭ピーク番号=5
絶対ピーク番号：5～14

先頭ピーク番号=15
絶対ピーク番号：15～24

割当ピーク数=4

割当ピーク数=10

割当ピーク数=10

先頭ピーク番号=25

図 5.1　ピークの割付け例

(9) リテンションタイム
ピーク毎にリテンションタイムが格納されるレジス
タです。単位は 0.1 秒です。

(10) 校正係数
校正流路のピーク毎に校正係数が格納されるレジス
タです。
0.000 か ら 9.999 に 対 し て 1000 倍（0000 か ら
9999）で表現されます。

(11) アナログ入力読み込み
指定されたアナログ入力値を示します。アナログ入
力値は -0.25 ～ 1.25 であり、IEEE 標準形式で１デー
タ当たり 2 レジスタを必要とします。

(12) アナログ出力読み込み
指定されたアナログ出力値を示します。アナログ出
力値は -0.25 ～ 1.25 であり、IEEE 標準形式で１デー
タ当たり 2 レジスタを必要とします。

(13) 現在時刻
現在時刻を示します。4 つのレジスタを同時に読み
込む必要があります。4 つのレジスタを同時に読み
込まない場合は、エラーとなります。
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6. アドレス表

名　称 アドレス 内　容

コイル

ラン指令 0G001 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は全 GCM

停止指令 0G002 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は全 GCM

ポーズ指令 0G003 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は全 GCM

時刻設定要求 00004 保持レジスタに設定された日時に変更される

校正キャンセル要求 0G005 G：GCM 番号（1 ～ 6）、自動校正をキャンセルする

流路シーケンス指定指令 0G01P G：GCM 番号（1 ～ 6）、P：流路シーケンス番号（1 ～ 8）

校正指令 0G02M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（校正 1 ～ 6）

確認指令 0G03M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（確認 1 ～ 6）

校正 ( 確認 ) 方法 =「手動」指令 0G041 G：GCM 番号（1 ～ 6）
校正（確認）方法を「手動」に変更する。

校正 ( 確認 ) 方法 =「半自動」指令 0G042 G：GCM 番号（1 ～ 6）
校正（確認）方法を「半自動」に変更する。

校正 ( 確認 ) 方法 =「自動」指令 0G043 G：GCM 番号（1 ～ 6）
校正（確認）方法を「自動」に変更する。

自動校正指定 =「する」指令 0G05M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（校正 1 ～ 6）

自動校正指定 =「しない」指令 0G06M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（校正 1 ～ 6）

自動確認指定 =「する」指令 0G07M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（確認 1 ～ 6）

自動確認指定 =「しない」指令 0G08M G：GCM 番号（1 ～ 6）、M：1 ～ 6（確認 1 ～ 6）

流路指定指令 0G1TT
G：GCM 番号（1 ～ 6）、TT：流路番号（1 ～ 31）
※ 当該 GCM に割りついていない流路を指定した場合はエ

ラーとなる

流路実行指定指令 0GPTT
G：GCM 番号（1 ～ 6）
P：流路シーケンス番号（2 ～ 9：流路シーケンス番号 +1）
TT：流路動作順序（1 ～ 31）

流路不実行指定指令 0GPTT
G：GCM 番号（1 ～ 6）
P：流路シーケンス番号（2 ～ 9：流路シーケンス番号 +1）
TT：流路動作順序（51 ～ 81：流路動作順序 +50）

接点出力 ON 指令 070DD DD：接点出力番号（1 ～ 25）

接点出力 OFF 指令 071DD DD：接点出力番号（1 ～ 25）

入力リレー

アナライザ正常 1G001 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は GC8000 機器全体アラーム

アナライザ異常 1G002 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は GC8000 機器全体アラーム

アラーム状態変化 1G003 G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は GC8000 機器全体アラーム
アラーム状態変化後、5 秒間保持する

ラン中 1G004 G：GCM 番号（1 ～ 6）

ストップ中 1G005 G：GCM 番号（1 ～ 6）

ポーズ中 1G006 G：GCM 番号（1 ～ 6）

マニュアル中 1G007 G：GCM 番号（1 ～ 6）

流路シーケンス指定指令不実行 1G021
G：GCM 番号（1 ～ 6）
※ 流路シーケンス指定指令に失敗すると「1」になり、成功

すると「0」になる

流路指定指令不実行 1G022
G：GCM 番号（1 ～ 6）
※ 流路指定指令に失敗すると「1」になり、成功すると「0」

になる

校正（確認）指令不実行 1G023
G：GCM 番号（1 ～ 6）
※ 校正（確認）指令に失敗すると「1」になり、成功すると「0」

になる

データ更新 1S1TT S：SYS 番号（1 ～ 6）、データ更新後、5 秒間保持する
TT：流路番号 (1 ～ 31)

校正係数更新 1G2TT G：GCM 番号（1 ～ 6）、校正係数後、5 秒間保持する
TT：流路番号 (1 ～ 31)

アラーム状態 1GAAA G：GCM 番号（0 ～ 6）、0 は GC8000 機器全体アラーム
AAA：アラーム番号（301 ～ 700：アラーム番号 +300）

濃度異常 17CCC CCC：絶対ピーク番号 (1 ～ 999)

2015.12.03-00
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

名　称 アドレス 内　容

入力リレー

ピーク異常 18CCC
CCC：絶対ピーク番号 (1 ～ 999)
保持時間異常、変動係数異常、またはテーリング係数異常
のいずれかが発生中の場合は「1」

接点入力の状態 190DD DD：接点入力番号（1 ～ 32）

接点出力の状態 191DD DD：接点出力番号（1 ～ 25）

アナライザ正常（GC8000 全体） 19901 全ての GCM（GCM0 ～ 6）が正常かどうかを示す

アナライザ異常（GC8000 全体） 19902 全ての GCM（GCM0 ～ 6）にアラームが発生しているかど
うかを示す

保持レジスタ

時刻設定要求 40001 ～ 40004 年（40001）、月日（40002）、時（40003）、分秒（40004）

流路回数指定 40011 0 ～ 999（0：連続）

レンジ指定 4NNQQ NN：流路番号（1 ～ 31）
QQ：ピーク番号（相対ピーク番号 1 ～ 99）

自動開始時刻（HH:MM） 4G001

G：GCM 番号（4 ～ 9：GCM 番号 +3）
自動開始時刻（HH:MM）を設定する
上位 8 ビット：HH
下位 8 ビット：MM

時間間隔（DDD） 4G002 G：GCM 番号（4 ～ 9：GCM 番号 +3）
時間間隔（Day）を設定する

時間間隔（HH:MM） 4G003

G：GCM 番号（4 ～ 9：GCM 番号 +3）
自動開始時刻（HH:MM）を設定する
上位 8 ビット：HH
下位 8 ビット：MM

流路シーケンス測定流路設定 4GPTT
G：GCM 番号（4 ～ 9：GCM 番号 +3）
P：流路シーケンス番号（1 ～ 8）
TT：流路動作順序（1 ～ 31）

入力レジスタ

流路番号 3000G G：GCM 番号（1 ～ 6）

アナライザ ID 30010 アナライザ ID（1 ～ 240）
※ Modbus/TCP のみ

流路シーケンス番号 3001G G：GCM 番号（1 ～ 6）

校正番号 3002G G：GCM 番号（1 ～ 6）

確認番号 3003G G：GCM 番号（1 ～ 6）

現在時刻 30041 ～ 30044 年（30041）、月日（30042）、時（30043）、分秒（30044）
※ Modbus/TCP のみ

先頭ピーク番号 301TT TT：流路番号（1 ～ 31）

割当ピーク数 302TT TT：流路番号（1 ～ 31）

分析開始時刻 303BB
時分秒
BB：時（30300+SYS 番号× 2-1）、分秒（30300+SYS 番号 ×2）
SYS 番号（1 ～ 6）

分析値 31CCC
3DDDD

CCC：絶対ピーク番号 (1 ～ 999)
実数の場合：DDDD=CCC × 2-1+1000
※ IEEE754 形式

リテンションタイム 33DDD
DDD：絶対ピーク番号× 2-1
絶対ピーク番号 (1 ～ 999)
※ 10 倍データ　( 例 ) 28.4 秒の場合、284

校正係数 35CCC 校正係数（CCC：成分番号）

アナログ入力値 360AA AA：絶対 AI 番号（1 ～ 32：絶対 AI 番号× 2-1）
実数形式

アナログ出力値 361AA AA：絶対 AO 番号（1 ～ 64：絶対 AO 番号× 2-1）
実数形式
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