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1. 概　要
MODBUS プロトコルは、NR800 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、最初は
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 NR800 において適用される 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　MODBUS の構成

マスタデバイス（以下、マスタと略す）はスレーブ
デバイス（以下、スレーブと略す）に、定期的また
は必要によりスレーブに対し問合わせまたは指令を
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
とります。
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図 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、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
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。

表 1　ASCII モードと RTU モードの比較
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）

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、エラーチェックコードの 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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図 3　メッセージの構成

ASCII モードではコロン “:” が開始文字になり、復
帰改行 “<CR><LF>” がメッセージの終了文字列に
なります。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。通信文はすべて ASCII コード
のみとし、開始文字と終了文字列以外は 16 進数を
表す “0” ～ “9” と “A” ～ “F” の文字で表されます。
RTU モードは通信文がバイナリコードであるため、
ASCII モードに比べると高速の伝送が可能になりま
す。RTU モードでは、一定時間以上にデータの間隔
が開くと、新しいメッセージの開始と自動的に判断
します。その時間を文字間タイムアウトと定義して
います。本システムでは文字間タイムアウトを 100 
m 秒と規定します。

(1) デバイス番号
各スレーブに対してあらかじめ設定した 1 から 240
の範囲の番号です。NR800 本体は、アナライザ ID
と同じ値になります。マスタはスレーブ 1 台ごとに
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どうかをメッセージ中のデバ
イス番号により識別し、応答メッセージを返します。
よって、同じデバイス番号を複数のスレーブに割り
振ることはできません。
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(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。NR800 では MODBUS プ
ロトコルの次のファンクションをサポートしていま
す。

表 2　サポートしているファンクション
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
状態を読み出します

02 入 力 リ レ ー の 状
態読み出し

一連の入力リレーの ON/
OFF 状態を読み出します

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
在値を読み出します

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
在値を読み出します

05 単 一 コ イ ル の 状
態変更

あるコイルの状態を強制
的に変更します

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
書き込みます

08 ル ー プ バ ッ ク テ
スト

指 令 メ ッ セ ー ジ と 同 じ
メッセージを返します

(3) データ
データにはビット単位で扱うコイルやリレーと、16
ビットデータで扱うレジスタの 2 種があります。コ
イルは 2 値（ON/OFF または 0/1）をとり、レジス
タは 0 から 65535 までの値をとります。コイルや
リレー、レジスタにはそれぞれ最大 8000 までのア
ドレスにアクセス可能で、1 から 8000 までアドレ
スが振られています。ただし、一度にアクセスでき
る最大個数は表 3 のとおりです。

表 3　各デバイスごとの最大アクセス数など
デバイス 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
デ
ー
タ

保持レジスタ 読み出し / 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 ～ 8000

(4) エラーチェック
メッセージの最後にメッセージの誤りを検出するた
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
クコードが付加されます。

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、エラー
チェックを行った後、エラーチェックが正常であれ
ば正常応答をし、異常であれば異常応答を返すか無
応答のままです。
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(1) 正常応答
単一コイルの状態変更では、単一保持レジスタへ書
き込みまたはループバックファンクションを行う
と、指令メッセージと同じメッセージを応答します。
読み出しファンクションを行った場合には、デバイ
ス番号とファンクション部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には、異常と
せずにゼロ（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には、スレーブは
指令を実行せず図 4 の形式の異常応答を返送しま
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
たかどうかを知ることができます。異常とわかった
際には表 4 のエラーコードによりその異常内容を知
ることができます。
データが割り付けられていないアドレスを読み出し
た場合には、異常とせずにゼロ（0）を読み出しデー
タとして応答します。

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

図 4　メッセージの構成

表 4　エラーコードの種類
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
番号不良（0001 ～ 8000 以外）

03
コイル、入力リレー、レジスタの個数不良（レ
ジスタ：126 以上、コイルおよび入力リレー：
2001 以上）

04 指令メッセージ実行中に、スレーブ側で回
復できないエラーが発生した場合

11 設定データの不良（範囲外）

(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
答を返送しません（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

注意： マスタにはスレーブからの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スレーブへ送るようにして
設計してください。タイマの時間は通常は、3 ～ 5
秒を設定してください。
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3. 通信仕様
・一般仕様

MODBUS 通信は NR800 の DCS 通信ポートを用いま
す。NR800 にはシリアルポートが 2 系統ありますが、
DCS 通信ポートとして使用できるのは 1 系統（ポー
ト 2）だけです。
通信規格： RS-422
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： 4800/9600/19200 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（選択可）
NR800 受信時文字間タイムアウト検出時間：
 100 m 秒
許容通信頻度： NR800 の測定パフォーマンスを守

るため、通信頻度は、1 指令メッセー
ジ／秒より少なくしてください。

注意： NR800 側で測定負荷が増大した場合、ごくまれに
指令メッセージに応答できない場合があります。
応答メッセージのタイムアウトエラーについては、
必ず 5 回くらいの再試行を行った上で、それでも
応答が無い場合にタイムアウトエラーとしてくだ
さい。

・CS3000 との接続仕様
CS3000 の FCS と ALR111/ALR121 を用いて接続す
る場合、CS3000 の伝送仕様設定のうち可変のもの
を以下のように設定してください。
伝送速度：   4800/9600/19200 bps
受信文字間タイマ： 1000 m 秒
無応答時間設定値： 2 秒
通信エラー再試行回数：5 回
復帰通信時間間隔： 30 秒

4. システム構成図
通 信 ポ ー ト は、RS-422 規 格 の 4 線 式 シ リ ア ル
ポートを採用しており、防爆バリア付通信変換器

（K9404LD）にて RS-232C 規格のシリアルケーブル
に変換して DCS に接続します。この通信変換器に
は、NR800 の防爆機能が保持できないと自動的に
通信を遮断する防爆上の保護機構を含んでいます。

フィールド パネル／オフィス

NR800
DCSなどRS-422

(2) 非防爆時

フィールド パネル／オフィス

NR800
DCSなど

通信変換器
K9404LD

RS-232CRS-422

電源OFF信号

(1) 防爆時
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図 5　システム構成

ケーブルなどの仕様、工事要領は「NR800 設置計画書（TI 
12Y03B01-01）」を参照してください。
※ 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。

5. 通信データ

5.1 コイル（指令接点）
(1) 全体モード RUN 指令

NR800 に対して、機器全体のモードを RUN モード
（連続分析）へ移行するよう指令します。

指令は、マスタが NR800 の全体モードの設定を 1
にすることで実行し、指令を受付けるとスレーブが
値を 0 にリセットします。これはマスタからの指令
を認知したことを示しますだけで、NR800 の状態
が変化したことを保証するものではありません。最
終的に NR800 の状態が変化したかどうかを判断す
るには、入力リレーなどで NR800 の状態を常に確
認する必要があります。（以下、指令についてはす
べて同じ手順で確認する必要があります。）

(2) 全体モード MAINT 指令
NR800 に対して、機器全体のモードを MAINT モー
ドへの移行を指令します。

(3) CH1 モード AUTO 指令
NR800 のチャンネル 1 のモードを AUTO モードへ
の移行を指令します。

(4) CH1 モード MAN 指令
NR800 のチャンネル 1 のモードを MAN モードへの
移行を指令します。

2012.11.26-00
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(5) CH2 モード AUTO 指令
NR800 のチャンネル 2 のモードを AUTO モードへ
の移行を指令します。

(6) CH2 モード MAN 指令
NR800 のチャンネル 2 のモードを MAN モードへの
移行を指令します。

(7) CH3 モード AUTO 指令
NR800 のチャンネル 3 のモードを AUTO モードへ
の移行を指令します。

(8) CH3 モード MAN 指令
NR800 のチャンネル 3 のモードを MAN モードへの
移行を指令します。

(9) CH4 モード AUTO 指令
NR800 のチャンネル 4 のモードを AUTO モードへ
の移行を指令します。

(10) CH4 モード MAN 指令
NR800 のチャンネル 4 のモードを MAN モードへの
移行を指令します。

(11) CH1 測定可能指令
1 を設定すると、NR800 のチャンネル 1 の測定を有
効にします。
0 を設定すると、NR800 のチャンネル 1 の測定を無
効にします。
読み取ると常に 0 と読めてしまいます。ただし、読
み取りによって測定有効／無効が変化することはあ
りません。

(12) CH2 測定可能指令
1 を設定すると、NR800 のチャンネル 2 の測定を有
効にします。
0 を設定すると、NR800 のチャンネル 2 の測定を無
効にします。
読み取ると常に 0 と読めてしまいます。ただし、読
み取りによって測定有効／無効が変化することはあ
りません。

(13) CH3 測定可能指令
1 を設定すると、NR800 のチャンネル 3 の測定を有
効にします。
0 を設定すると、NR800 のチャンネル 3 の測定を無
効にします。
読み取ると常に 0 と読めてしまいます。ただし、読
み取りによって測定有効／無効が変化することはあ
りません。

(14) CH4 測定可能指令
1 を設定すると、NR800 のチャンネル 4 の測定を有
効にします。
0 を設定すると、NR800 のチャンネル 4 の測定を無
効にします。
読み取ると常に 0 と読めてしまいます。ただし、読
み取りによって測定有効／無効が変化することはあ
りません。
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(15) 測定条件の読み込み指令
保持レジスタ（40011、40012）で指定した流路・
成分に関する測定条件をデータベースから入力レジ
スタに読み込むように指令します。

(16) 測定条件の書き込み指令
保持レジスタ（40013 ～ 40028）に指定した測定条
件を保持レジスタ（40011、40012）で指定した流路・
成分のデータベース書き込むように指令します。
指定流路が MAN のときだけ、本指令は有効になり
ます。
40013 ～ 40028 番地のすべての測定条件が書き込
まれますので、変化しないものも含め、すべての測
定条件をあらかじめ保持レジスタに書き込んでおく
必要があります。

5.2 入力リレー（状態接点）
(1) NR800 正常

アラームが一つも発生中でないときに 1 になり、
NR800 が正常であることを示します。

(2) NR800 重／中異常
下記のアラームがひとつでも発生すると 1 になり、
NR800 が重異常または中異常の状態であることを示
します。
001、002、003、005、006、007、008、009、
011、012、013、014、015、101、104、105、
106、107、108、109、110、111

(3) NR800 軽異常
NR800 が軽異常の状態であることを示します。
下記のアラームがひとつでも発生すると 1 になりま
す。
200、201

(4) アウトライヤエラー
測定中にアウトライヤが発生したことを示します。
アウトライヤ状態リレーが一つでも ON になってい
ると本リレーが 1 になります。

(5) アラーム状態変化
NR800 の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後、アラーム状態変化（本ビッ
ト）を読み込むと 1 が読み込まれます。その後、ア
ラーム状態を 1 つでも読み込むと 0 にリセットされ
ます。逆に、先にアラーム状態を読み込み、その後
にアラーム状態変化を読み込んでも 1 になります。
また、アラームが正常に戻るとき（アラームが無く
なる）も、本リレーは 1 になります。

(6) 全体モード
NR800 の全体のモードが RUN 状態のときに 1 にな
り、MAINT 状態のときには 0 になります。

(7) CH1 モード
NR800 のチャンネル 1 のモードが、AUTO モードの
ときに 1 になり、MAN モードのとき 0 になります。
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(8) CH2 モード
NR800 のチャンネル 2 のモードが、AUTO モードの
ときに 1 になり、MAN モードのとき 0 になります。

(9) CH3 モード
NR800 のチャンネル 3 のモードが、AUTO モードの
ときに 1 になり、MAN モードのとき 0 になります。

(10) CH4 モード
NR800 のチャンネル 4 のモードが、AUTO モードの
ときに 1 になり、MAN モードのとき 0 になります。

(11) 性状値更新
流路毎に新しい性状値が取得可能であることを示し
ます。
新しい性状値が発生後、性状値更新（本ビット）を
読み込むと 1 が読み込まれ、その後性状値を 1 つで
も読み込まれると 0 にリセットされます。逆に、先
に性状値を読み込みその後に性状値更新を読み込ん
でも 1 になります。

(12) アウトライヤ状態
性状値毎にデータがアウトアイア異常が発生したこ
とを示します。
アウトライヤ異常中は 1 が読み込まれ、同じ流路・
成分測定で正常であれば 0 に戻ります。
アウトライヤ状態は、他モードに変更しても最後の
測定結果によって状態が保持されます。
アドレスは、「( 流路番号－ 1) × 12 ＋成分番号」の
計算式で求めてください。
例： 流路番号 2、成分番号 3 のアウトライヤ状態が

格納されているアドレスは、(2 － 1) × 12 ＋ 3
＝ 15 なので、「11015」に格納されています。

(13) アラーム状態
NR800 のアラームの発生状態をアラーム番号毎に示
します。アラームが発生中であれば 1、発生中でな
ければ 0 になります。
アラーム番号の割り当てのあるアドレスのみ有効で
す。アラーム番号の無いアドレスのデータは不定で
す。

5.3 保持レジスタ（設定データ）
(1) CH1 流路番号

NR800 のチャンネル 1 の流路番号を指定します。
本機能を使用する場合、NR800 のシステムパラメー
タ内の「接点入力有効モジュール」を「未使用」に
してください。初期値は 0 ですので、当該 CH を
RUN する前に流路番号を書き込まないとエラーに
なります。

(2) CH2 流路番号
NR800 のチャンネル 2 の流路番号を指定します。
本機能を使用する場合、NR800 のシステムパラメー
タ内の「接点入力有効モジュール」を「未使用」に
してください。初期値は 0 ですので、当該 CH を
RUN する前に流路番号を書き込まないとエラーに
なります。
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(3) CH3 流路番号
NR800 のチャンネル 3 の流路番号を指定します。
本機能を使用する場合、NR800 のシステムパラメー
タ内の「接点入力有効モジュール」を「未使用」に
してください。初期値は 0 ですので、当該 CH を
RUN する前に流路番号を書き込まないとエラーに
なります。

(4) CH4 流路番号
NR800 のチャンネル 4 の流路番号を指定します。
本機能を使用する場合、NR800 のシステムパラメー
タ内の「接点入力有効モジュール」を「未使用」に
してください。初期値は 0 ですので、当該 CH を
RUN する前に流路番号を書き込まないとエラーに
なります。

(5) 流路番号
測定条件を調べたい流路番号を指定します。
指定範囲：1 ～ 16

(6) 成分番号
測定条件を調べたい成分番号を指定します。
指定範囲：1 ～ 12

(7) 平均回数
（5)、(6）で指定した流路・成分の平均回数を指定

します。
指定範囲：1 ～ 9999

(8) 分解能 [cm-1]
（5)、(6）で指定した流路・成分の分解能を指定し

ます。
指定範囲：1 ～ 5
1：64 [ c m -1]、2：32 [ c m -1]、3：16 [ c m -1]、 
4：8 [cm-1]、5：4 [cm-1]

(9) ゼロフィリング
（5)、(6）で指定した流路・成分のゼロフィリング

を指定します。
使用時：1、未使用時：0

(10) アポダイジング
（5)、(6）で指定した流路・成分のアボダイゼイショ

ンを指定します。
指定範囲：1 ～ 8
1： 矩 形、2： 三 角、3：Norton-Beer Weak、 
4：Norton-Beer Medium、5：Norton-Beer Strong、 
6：Bessel、7：Happ-Gcazcl、8：COS

(11) 検量線 No.
（5)、(6）で指定した流路・成分の検量線番号を指

定します。
指定範囲：1 ～ 64、未使用時：0

(12) 保存／アウトライヤ
（5)、(6）で指定した流路・成分のアウトライヤ時

のスペクトル保存を指定します。
保存時：1、非保存時：0
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(13) 保存／変化分
（5)、(6）で指定した流路・成分の性状値突変時の

スペクトル保存を指定します。
保存時：1、非保存時：0

(14) 補正係数 C0
（5)、(6）で指定した流路・成分の性状値に対する

バイアスを指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(15) 補正係数 C1
（5)、(6）で指定した流路・成分の性状値に対する

傾きを指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(16) アウトライヤ検出条件 1
（5)、(6）で指定した流路・成分のマハラノビス距

離による検出境界値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(17) アウトライヤ検出条件 2
（5)、(6）で指定した流路・成分のスペクトル残差

での検出境界値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(18) 20mA 値
（5)、(6）で指定した流路・成分のアナログ 20 mA

対応の性状値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(19) 4mA 値
（5)、(6）で指定した流路・成分のアナログ 4 mA 対

応の性状値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(20) 性状値
入力レジスタの性状値（31YYY）のコピーとして読
み込みができます。本機能は、Honeywell 社製 DCS
用です。

(21) マハラノビス距離
入力レジスタのマハラノビス距離（32YYY）のコピー
として読み込みができます。本機能は、Honeywell
社製 DCS 用です。

(22) スペクトル残差
入力レジスタのスペクトル残差（33YYY）のコピー
として読み込みができます。本機能は、Honeywell
社製 DCS 用です。

5.4 入力レジスタ（測定データ）
(1) 1 チャンネルの流路番号

1 チャンネルの流路番号を示します。

(2) 2 チャンネルの流路番号
2 チャンネルの流路番号を示します。

(3) 3 チャンネルの流路番号
3 チャンネルの流路番号を示します。

(4) 4 チャンネルの流路番号
4 チャンネルの流路番号を示します。

2012.11.26-00

(5) 流路番号
測定条件を読み出せる流路番号を示します。

(6) 成分番号
測定条件を読み出せる成分番号を示します。

(7) 平均回数
（5)、(6）で示した流路・成分の平均回数を示します。

(8) 分解能 [cm-1]
（5)、(6）で示した流路・成分の分解能を示します。

隣りあったデータの波数の間隔を示します。
1：64 [ c m -1]、2：32 [ c m -1]、3：16 [ c m -1]、 
4：8 [cm-1]、5：4 [cm-1]

(9) ゼロフィリング
（5)、(6）で示した流路・成分のゼロフィリングを

示します。
使用時：1、未使用時：0

(10) アポダイジング
（5)、(6）で示した流路・成分のアボダイゼイショ

ンを示します。
1： 矩 形、2： 三 角、3：Norton-Beer Weak、 
4：Norton-Beer Medium、5：Norton-Beer Strong、 
6：Bessel、7：Happ-Gcazcl、8：COS

(11) 検量線 No.
（5)、(6）で示した流路・成分の検量線番号を示し

ます。
指定範囲：1 ～ 64、未使用時：0

(12) 保存／アウトライヤ
（5)、(6）で示した流路・成分のアウトライヤ時の

スペクトル保存を示します。
保存時：1、非保存時：0

(13) 保存／変化分
（5)、(6）で示した流路・成分の性状値突変時のス

ペクトル保存を示します。
保存時：1、非保存時：0

(14) 補正係数 C0
（5)、(6）で示した流路・成分の性状値に対するバ

イアスを示します。
2 レジスタ使用、実数形式

(15) 補正係数 C1
（5)、(6）で示した流路・成分の性状値に対する傾

きを示します。
2 レジスタ使用、実数形式

(16) アウトライヤ検出条件 1
（5)、(6）で示した流路・成分のマハラノビス距離

での検出境界値を示します。
2 レジスタ使用、実数形式

(17) アウトライヤ検出条件 2
（5)、(6）で示した流路・成分のスペクトル残差で

の検出境界値を示します。
2 レジスタ使用、実数形式
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(18) 20mA 値
（5)、(6）で指定した流路・成分のアナログ 20 mA

対応の性状値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(19) 4mA 値
（5)、(6）で指定した流路・成分のアナログ 4 mA 対

応の性状値を指定します。
2 レジスタ使用、実数形式

(20) ランプ使用時間
NR800 のランプ使用時間を示します。表示は、分単
位です。
2 レジスタ使用、32 ビット符号無整数

(21) レーザ使用時間
NR800 のレーザ使用時間を示します。表示は、分単
位です。
2 レジスタ使用、32 ビット符号無整数

(22) ランプ光量
ランプの光量を示します。
2 レジスタ使用、実数形式

(23) 性状値
2 レジスタ使用、実数形式
アドレスは、「｛( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－
1)｝× 2 ＋ 1 の計算式で求めます。
例： 流路番号 2、成分番号 3 の性状値が格納されて

いるアドレスは、｛(2 － 1) × 12 ＋ (3 － 1)｝×2
＋ 1 ＝ 29 なので「31029」「31030」に格納さ
れています。

(24) マハラノビス距離
流路 - 成分毎にマハラノビスが格納されるレジスタ
です。
2 レジスタ使用、実数形式
アドレスは、「｛( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－
1)｝× 2 ＋ 1 の計算式で求めます。
例： 流路番号 2、成分番号 3 のマハラノビス距離が

格納されているアドレスは、｛(2 － 1) × 12 ＋ (3
－ 1)｝× 2 ＋ 1 ＝ 29 なので、「32029」「32030」
に格納されています。

(25) スペクトル残差
流路 - 成分毎にスペクトル残差が格納されるレジス
タです。
2 レジスタ使用、実数形式
アドレスは、「｛( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－
1)｝× 2 ＋ 1」の計算式で求めます。
例： 流路番号 2、成分番号 3 のスペクトル残差が格

納されているアドレスは、｛(2 － 1) × 12 ＋ (3
－ 1)｝× 2 ＋ 1 ＝ 29 なので、「33029」「33030」
に格納されています。

6. 数値形式
保持レジスタと入力レジスタの数値形式は、ネット
ワークバイトオーダーです。すなわち、MSB（0 ビッ
ト目は値 1、15 ビット目は 0x8000）です。バイト
順は、上位バイト、下位バイトの順です。
2 レジスタを使う場合（ランプ時間等）は、32 ビッ
ト整数になります。小さい番号のレジスタが上位
ワード、それ +1 のレジスタば下位ワードになりま
す。

表 5　上位ワード、下位ワード
上位ワード N 番目レジスタ

下位ワード N+1 番目レジスタ

実数形式ではレジスタを二つ使います。N 番目のレ
ジスタに上位 2 バイト、N+1 番目のレジスタに下
位 2 バイトを入力します。
実数形式は IEEE 754 の単精度浮動小数点形式です。

7. アドレッシング
・一般的な規則

本システムでは DCS などがマスタデバイス、NR800
はスレーブデバイスに位置付けられ、NR800 のアナ
ライザ ID がデバイス番号に対応しています。
コイルには操作指令、入力リレーには状態フラグな
どが割り当てられ、保持レジスタには設定値、入力
レジスタには分析結果などの測定値が相当します。
コイルやリレー、レジスタはそれぞれ最大 8000 点
が用意され、1 から 8000 までアドレスが振られて
マスタからアクセスできます。

・例外
入力レジスタの性状値等は実数形式になります。。
実数形式では 1 データに 2 つのレジスタを必要とす
るためアドレスは成分番号の 2 倍になります。例え
ば、実数形式において #1、#2、#3 性状値のアドレ
スは 31001、31003、31005 になります。
またこの場合、アドレスの指定はデータ境界でない
と正常に動作しません。

2012.11.26-00
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8. アドレス表
名　称 アドレス 内　容

コ
イ
ル

全体モード RUN 指令 00001 全体モードを RUN にする

全体モード MAINT 指令 00002 全体モードを MAINT にする

CH1 モード AUTO 指令 00003 CH1 モードを AUTO にする

CH1 モード MAN 指令 00004 CH1 モードを MAN にする

CH2 モード AUTO 指令 00005 CH2 モードを AUTO にする

CH2 モード MAN 指令 00006 CH2 モードを MAN にする

CH3 モード AUTO 指令 00007 CH3 モードを AUTO にする

CH3 モード MAN 指令 00008 CH3 モードを MAN にする

CH4 モード AUTO 指令 00009 CH4 モードを AUTO にする

CH4 モード MAN 指令 00010 CH4 モードを MAN にする

CH1 測定可能指令 00011 CH1 の測定有効／無効切替

CH2 測定可能指令 00012 CH2 の測定有効／無効切替

CH3 測定可能指令 00013 CH3 の測定有効／無効切替

CH4 測定可能指令 00014 CH4 の測定有効／無効切替

測定条件の読み込み指令 00015 指定流路／成分の測定条件を読み込む

測定条件の書き込み指令 00016 指定流路／成分の測定条件を書き込む

入
力
リ
レ
ー

NR800 正常 10001

NR800 重／中異常 10002

NR800 軽異常 10003

アウトライヤエラー 10004 アウトライヤエラーが存在する

アラーム状態変化 10005 本リレー読み込み後、アラーム状態読み込みでリセットされる

全体モード 10006 RUN で 1、MAINT で 0

CH1 モード 10007 AUTO で 1、MAN または未使用で 0

CH2 モード 10008 AUTO で 1、MAN または未使用で 0

CH3 モード 10009 AUTO で 1、MAN または未使用で 0

CH4 モード 10010 AUTO で 1、MAN または未使用で 0

性状値更新 101XX 本リレー読み込み後、性状値読み込みでリセットされる
流路毎（XX：01 ～ 16）

アウトライヤ状態 11YYY YYY：001 ～ 192 →（流路番号－ 1）× 12 ＋成分番号

アラーム状態 12YYY YYY：001 ～ 400

2012.11.26-00
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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

保
持
レ
ジ
ス
タ

CH1 流路番号 40001 チャンネル 1 の流路番号を指定

CH2 流路番号 40002 チャンネル 2 の流路番号を指定

CH3 流路番号 40003 チャンネル 3 の流路番号を指定

CH4 流路番号 40004 チャンネル 4 の流路番号を指定

流路番号 40011 測定条件を変更する流路番号（1 ～ 16）

成分番号 40012 測定条件を変更する成分番号（1 ～ 12）

平均回数 40013 40011 指定流路の平均回数（1 ～ 9999）

分解能 [cm-1] 40014 40011 指定流路の分解能（1 ～ 5）

ゼロフィリング 40015 40011 指定流路のゼロフィリング（0、1）

アポダイジング 40016 40011 指定流路のアポダイジング（1 ～ 8）

検量線 No. 40017 使用する検量線番号（1 ～ 64、0：未使用）

保存／アウトライヤ 40019 アウトライヤ時のスペクトル保存条件（0、1）

保存／変化分 40020 性状値の突変時のスペクトル保存条件（0、1）

補正係数 C0 40021、40022 性状値に対するバイアス（C0）

補正係数 C1 40023、40024 性状値に対する傾き（C1）

アウトライヤ検出条件 1 40025、40026 マハラノビス距離での検出境界値

アウトライヤ検出条件 2 40027、40028 スペクトル残差での検出境界値

20mA 値 40029、40030 アナログ出力 20mA 対応の性状値

4mA 値 40031、40032 アナログ出力 4mA 対応の性状値

性状値 41YYY 31YYY のコピー、読み込み専用（Honeywell 社製 DCS 用）

マハラノビス距離 42YYY 32YYY のコピー、読み込み専用（Honeywell 社製 DCS 用）

スペクトル残差 43YYY 33YYY のコピー、読み込み専用（Honeywell 社製 DCS 用）

入
力
レ
ジ
ス
タ

CH1 流路番号 30001 チャンネル 1 の流路番号

CH2 流路番号 30002 チャンネル 2 の流路番号

CH3 流路番号 30003 チャンネル 3 の流路番号

CH4 流路番号 30004 チャンネル 4 の流路番号

流路番号 30011 測定条件を変更する流路番号（1 ～ 16）

成分番号 30012 測定条件を変更する成分番号（1 ～ 12）

平均回数 30013 40011 指定流路の平均回数（1 ～ 9999）

分解能 [cm-1] 30014 40011 指定流路の分解能（1 ～ 5）

ゼロフィリング 30015 40011 指定流路のゼロフィリング（0、1）

アポダイジング 30016 40011 指定流路のアポダイジング（1 ～ 8）

検量線 No. 30017 使用する検量線番号（1 ～ 64、0：未使用）

保存／アウトライヤ 30019 アウトライヤ時のスペクトル保存条件（0、1）

保存／変化分 30020 性状値の突変時のスペクトル保存条件（0、1）

補正係数 C0 30021、30022 性状値に対するバイアス（C0）

補正係数 C1 30023、30024 性状値に対する傾き（C1）

アウトライヤ検出条件 1 30025、30026 マハラノビス距離での検出境界値

アウトライヤ検出条件 2 30027、30028 スペクトル残差での検出境界値

20mA 値 30029、30030 アナログ出力 20mA 対応の性状値

4mA 値 30031、30032 アナログ出力 4mA 対応の性状値

ランプ使用時間 30101、30102 分単位

レーザ使用時間 30103、30104 分単位

ランプ光量 30105、30106

性状値 31YYY YYY：001 ～ 384（2 レジスタで 1 性状値）→
{( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－ 1)}×2 ＋ 1

マハラノビス距離 32YYY YYY：001 ～ 384（2 レジスタで 1 個）→
{( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－ 1)}×2 ＋ 1

スペクトル残差 33YYY YYY：001 ～ 384（2 レジスタで 1 個）→
{( 流路番号－ 1) × 12 ＋ ( 成分番号－ 1)}×2 ＋ 1
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