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はじめに
このたびは，CX2000をお買い上げいただきましてありがとうございます。

このオペレーションガイドは，CX2000の制御に関連する主な機能と操作を簡単に説明したもので

す。CX2000の通信機能を除くすべての機能，設置・配線方法，操作方法，取り扱い上の注意につい

ては，付属CD-ROMに収納した電子マニュアル「CX2000ユーザーズマニュアル」(IM 04L31A01-

01)をご覧ください。CX2000のマニュアルとして，本書およびCX2000ユーザーズマニュアルのほ

かに，下記のものがあります。あわせてお読みください。

●付属CD-ROMに収納した電子マニュアル

CX1000/CX2000通信インタ IM 04L31A01-17 イーサネット/シリアルインタフェースによる
フェースユーザーズマニュアル CX2000の通信機能について説明しています。

●紙マニュアル

マニュアル名 マニュアルNo. 内容

CX2000設置・接続 IM 04L31A01-71 CX2000の設置方法や配線方法について簡潔に説明した
ガイド ものです。

CX1000/CX2000ご使用 IM 04L31A01-72 CX2000をご使用いただく際の注意についてまとめたも
上の注意事項 のです。

CX1000/CX2000 IM 04L31A01-91C 汚染防止管理について説明しています。
製品の汚染防止管理について

● DAQSTANDARDのマニュアル

IM 04L41B01-66JA以外はDAQSTANDARDのCDに収納されています。

マニュアル名 マニュアルNo.

DAQSTANDARDビューアユーザーズマニュアル IM 04L41B01-63JA

DAQSTANDARDハードウエア設定ユーザーズマニュアル IM 04L41B01-64JA

DAQSTANDARDのインストール IM 04L41B01-66JA

ご注意
● このマニュアルでは，スタイルナンバー「S3」のCX2000について説明しています。

● 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。

● 本製品のTCP/IPソフトウエアおよび，TCP/IPソフトウエアに関するドキュメントは，カリフォ

ルニア大学からライセンスを受けたBSD Networking Software, Release 1をもとに当社で開発/

作成したものです。

商標
● vigilantplant，DAQSTATION，およびDaqstation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。

● 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TMマークを表示していません。

履歴
2002年2月 初版発行 2002年4月 2版発行 2003年1月 3版発行

2003年6月 4版発行 2003年10月 5版発行 2007年5月 6版発行

2010年6月 7版発行

7th Edition : June 2010 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 2002, Yokogawa Electric Corporation
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制御機能の紹介

各機能の詳細については，付属CD-ROMに収納した「CX2000ユーザーズマニュアル」
(IM 04L31A01-01)の「第1章 機能解説」をご覧ください。

制御の種類
制御モード

次の4つのモード(3種の制御とアナログ再伝送)があり，各制御ループごとに設定できま
す。ただし，「5，6ループ用制御出力端子ブロック」に対しては，単ループ制御またはア
ナログ再伝送だけが設定可能です。

PIDSP

PV

OUT

PIDSP

PV1 PV2

PID

OUT

PIDSP

PV1 PV2

OUT

単ループ制御 カスケード制御 2入力切り替え制御

PV： 制御用測定入力
SP： 目標設定値
OUT：制御出力

アナログ再伝送

PID演算の代わ
りに，指定し
た演算結果を
制御出力端子
から出力しま
す。

制御運転モード

各制御ループごとに次のどちらかの運転モードを指定できます。ただし，プログラム制御
運転の指定は，プログラム制御オプション付きモデルだけで可能です。
・ 定値制御運転(プログラム制御OFF)：SPをローカルまたはリモート入力で設定
・ プログラム制御運転：SPをローカルまたはプログラムパターンで設定

PID制御機能
制御演算の種類/制御出力形態

時間比例PID制御(電圧パルス/リレー出力)，連続PID制御(電流出力)，またはオン/オフ制
御(リレー出力)の中から選択できます。
制御動作方向

SPとPVの偏差の正負に対応して，OUT(制御出力値)が変化する増減方向を選択できます。
・ 逆動作(PV＞SP：OUTが減少，PV＜SP：制御出力値が増加)
・ 正動作(PV＞SP：OUTが増加，PV＜SP：制御出力値が減少)
PID制御モード

SPの変更時の動作の違いを選択できます。
・ 追値制御：速やかに変更後のSPに到達できるように制御
・ 定値制御：SPの変更への過敏な反応を抑え，安定した出力を行うことを重視
PID制御方式

PID制御モードと制御運転モードとにより，次のどちらかが自動的に選択されます。
・ 微分先行型：SPへの追従性を重視した制御方式
・ 偏差微分型：SPの大幅変更時に制御出力値が急変しないようにする制御方式
制御パラメータ(設定では「PIDパラメータ」)

1ループにつき最大8組の制御パラメータセットを設定できます。制御パラメータには，
SP，PID定数，制御出力リミッタ，マニュアルリセット値，制御動作方向，プリセット出
力などがあります。
PIDパラメータ選択方式

PIDパラメータを切り替える方法を次から選択できます。
・ 目標設定値選択：SP番号の指定による
・ ゾーンPID選択：測定スパンを複数ゾーンに分け，PV値がどのゾーンにあるかによる
・ セグメントPID選択：プログラム制御時のプログラムパターンのセグメントによる
チューニング

リミットサイクル法によるPID定数のオートチューニングと，運転中にPIDパラメータの各
値を個別に設定変更できるマニュアルチューニングがあります。
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制御抑制機能
アンチリセットワインドアップ(過積分抑制)

SPとPVの間に大きな偏差が長時間続き，積分動作によって，制御出力が出力リミット上
限値に達し，オーバーシュートを起こすことがあります。これを防ぐために，操作出力が
出力リミット上限値に達したときに，一時的に積分動作を停止する機能です。

PID演算中止 PID演算開始

出力値

PV

時間

時間

100％

出力リミット
上限値

0

SP

オーバーシュート抑制機能(設定では「制御出力抑制機能」)

偏差を監視してオーバーシュートの危険を検知し，自動的にSPをいくらか低い仮の値「補
助目標設定値」に変更して制御を続けます。その後，オーバーシュートの心配のない範囲
に入ったら，少しずつ本来のSPに戻します。

本来のSP

ファジィ推論開始

時間

PV

PV

補助目標設定値

制御出力抑制機能ON

制御出力リミッタ

運転モードに関係なく制御出力範囲の上限と下限(設定画面では「出力リミット下限/上限
値」)を設定できます。
シャットダウン

調節弁のポジショナーの不感帯を超えて調節弁を全閉(出力を0)にする機能です。
出力変化率リミッタ

操作端や制御対象を保護するため，制御出力の急激な変化を防ぐ機能です。
プリセット出力

運転停止にしたときに，制御出力をプリセット値にする機能です。
目標設定値下降/上昇勾配

SPを変更しても設定値を急変させずに一定の変化率で下降/上昇させる機能です。
目標設定値リミット

目標設定値の変更範囲に制限をかける機能です。

トラッキング機能
出力の急変を抑えるために，次の2つのトラッキング動作を設定することができます。
目標設定値トラッキング：リモートからローカルへの運転モード切り替えで，SP切り替え

直前のリモートSPに追従させる
測定値トラッキング： SPを一旦その時点のPVに一致させてからSPを目標設定値下

降/上昇勾配設定に従って本来の値に戻す

制御アラーム機能
各ループごとに最大4点のアラームを設定できます。設定可能なアラームの種類には，次
のものがあります。
測定値上限警報，測定値下限警報，偏差上限警報，偏差下限警報，偏差上下限警報，上下
限偏差内警報，設定値上限警報，設定値下限警報，出力値上限警報，出力値下限警報

制御機能の紹介
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配線について

CX2000のリアパネルには，下図のように入出力端子が配置されています。下図は，内部
制御6ループ/計測チャネル20chのモデル(CX2620)に，付加仕様でオプション端子を指定
した場合の例です。制御/計測用入出力の配線方法については，「CX2000ユーザーズマ
ニュアル」(IM 04L31A01-01)の「第2章 設置・配線」，または「CX2000設置・接続ガ
イド」(IM 04L31A01-71)をご覧ください。シリアル通信やイーサネット接続などの通信
関係の接続については，「CX2000通信インタフェースユーザーズマニュアル」(IM
04L31A01-17)をご覧ください。

VIDEO OUT(VGA)

計測警報出力
(/A6オプション)

Ethernet
調節計(最大16ループ)

ユニバーサル測定入力10点

100V～240VAC/
24VDC/AC(/P1オプション)

マグネット
スイッチ

SSR

R3

接点出力接点入力

R2

接点出力
6点

接点入力
6点

R1

接点出力
6点

接点入力
6点

シリアル通信ポート

ユニバーサル測定入力10点

ユニバーサル測定入力10点6点6点

オプション端子
ブロック
(下記の1つ)

計測警報出力＋リモート
入出力(/A6Rオプション)

24VDC伝送器電源4つ
(/TPS4オプション)

制御用拡張DIO
(/CST1オプション)

PLC(弊社製FA-M3など)

PC

操作器

CX2000

マグネット
スイッチ

計測警報出力＋
FAIL/メモリエンド出力
(/A4Fオプション)

計測警報出力＋FAIL/メモリ
エンド出力＋リモート
入出力(/A4FRオプション)

ループ1，2用
制御出力端子
ブロック

ループ3，4用
制御出力端子
ブロック

ループ5，6用
制御出力端子
ブロック

制御用アナログ
入力端子ブロック

計測用測定入力
端子ブロック

計測用測定入力
端子ブロック

・ユニバーサル制御出力：2ループ分
　電流/電圧パルス/リレー出力
　より選択
・制御用接点入力：6点
・制御用接点出力
　リレー出力：2点
　トランジスタ出力：4点

6ループ制御用アナログ入力端子ブロックの端子配置(概念図　PV/SP演算がOFFのとき)

下図では，1列の3端子(/b，+/A，-/B)を1つの枠で表現しています。

LOOP1
2 1

PV(RSP)

(RSP) PV

PV1PV2

LOOP2 LOOP5LOOP6
2 1

PV
1

PV
1

PV (RSP)

PV

PV1PV2

LOOP3
2 1

PV(RSP)

(RSP) PV

PV1PV2

LOOP4
2 1

PV(RSP)

PV

PV1PV2

単ループ制御時
カスケード制御時
2入力切り替え
制御時

PV，PV1，PV2：測定入力，(RSP)：リモート入力(プログラム制御時は使用不可)，

[制御モード設定]

：使用不可端子

ループ1，2用制御出力端子ブロックの端子配置(PV/SP演算がOFFのとき)

LOOP1
NO
NC
C

NO
C

2
NO
NC
C

LOOP2

CTRL OUT

mA
PULS

C

LOOP2
mA
PULS

C C

5
6

C

3
4

4
5
6

1
2
3

LOOP1

CTRL OUT

DIGITAL OUT DIGITAL OUT DIGITAL IN

NO
C

1

制御用電流/
電圧パルス出力 接点入力

トランジスタ
出力

リレー
接点出力

制御用リレー
接点出力
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操作概要

キー操作
キー操作の詳細については，「CX2000ユーザーズマニュアル」(IM 04L31A01-01)の
「第3章 各部の名称/運用モード/共通操作」をご覧ください。

START

STOP

ESC MENU DISP/
ENTER

USER FUNC

ソフトキーメニューに
表示される設定値の選択/動作実行

内部メモリへの
データ書き込み/
波形表示開始/停止

文字や数値の入力

運転モード/設定モードの切り替え

設定モードから基本設定モード
への切り替え/運転画面で可能な
動作をソフトキーメニューに表示

操作のキャンセル

割り当てた動作の
実行

設定値/操作の決定

設定項目の選択/カーソルの移動

運用モードの切り替え
運転，制御用設定，共通・計測用設定，基本設定の4つの運用モードがあります。

電源ON

運転モード

共通・計測用設定モード
[設定モード] 基本設定モード

MENUキー

メニュー画面

運転画面

設定画面
(#1～#8)

設定画面
(#1～#10*3)

メニュー画面

MENUキーまたはESCキー

FUNCキー 3秒押し*2

ソフトキー MENUキー
またはESCキー

ソフトキー ESCキー

[終了]ソフトキー -> DISP/ENTERキー
(この操作で基本設定モードでの設定を保存)

制御用設定モード
[設定モード(制御関連)]

メニュー画面

設定画面
(#1～#8*1)

FUNCキー 3秒押し*2

ソフトキー MENUキー
またはESCキー

ESCキー

MENUキー

*1 プログラム制御ON時は，#1～#9 *3 #1～#9：共通/計測用基本設定
　#10：制御基本設定

画面遷移図

*2 内部メモリへのデータ
　書き込み中，演算中，
　または制御運転時は基
　本設定モードに移行で
　きません。

運転モード時の画面切り替え
下記の操作により，目的に応じて運転画面を切り替えることができます。

DISP

画面選択メニュー

運転画面

サブメニュー

DISP

DISP はDISP/ENTERキー， は矢印キーを示します。
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制御用運転画面
運転モードでは，次のような制御用の運転画面を表示できます。
・ コントロールグループ画面
外部ループを含む複数ループの制御状態を同時に監視するための画面です。下図の画
面表示例にあるように3つの表示スタイルがあり，選択できます。計測機能の測定チャ
ネルをグループに含めれば，この画面では，測定チャネルの測定値も同時に監視する
ことができます。

・ チューニング画面
PID定数などの制御パラメータの最適化(チューニング)を行う画面です。

・ オーバビュー画面
全制御ループのアラーム状態を監視する画面です。

・ DI/DO状態表示画面
現在の接点入力(DI)/接点出力(DO)のON/OFF状態を表示します。

・ 内部スイッチ状態表示
現在の内部スイッチ(SW)のON/OFF状態を表示します。

・ 制御動作サマリ画面
運転開始/停止，自動運転/手動運転切り替えなど，制御動作に関する履歴を表示します。

プログラム制御オプション付きモデルでは，このほかに，プログラム運転時のパターンと
現在の測定値(PV)を重ね合わせて表示できる「プログラム運転画面」，プログラム運転時
に発生したタイムイベント/PVイベントの発生履歴を表示する「プログラムイベントサマ
リ画面」があります。
計測機能と共通の画面としては，アラームの発生状態の履歴を表示する「アラームサマリ
画面」，内部メモリのファイル情報を表示する「メモリサマリ画面」があります。
また，計測機能のトレンド表示画面では，制御用測定入力(PV)，目標設定値(SP)，制御出
力(OUT)の各値を仮想のチャネル(制御チャネル)に割り付け，測定チャネル(計測用測定入
力チャネル)のトレンド表示と同様に，制御状態のトレンドを表示することもできます。

・コントロールグループ画面

フェースプレートスタイル ハイブリッドスタイルコントローラスタイル

・チューニング画面 ・オーバビュー画面

・制御動作サマリ画面 ・トレンド表示画面

画面表示例

・DI/DO状態表示画面

・内部スイッチ状態表示画面

操作概要
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制御関連設定項目一覧
基本設定モード画面での制御基本設定項目
#1 制御動作関連/設定値関連
PID組数，制御周期，ゾーンPID選択，停電復帰時動作，停電復帰時動作(プログラム)
(プログラム制御オプション付きモデルだけ)，PID初期値，6/4ループ選択(6ループ付
きモデルだけ)，オートチューニング，制御モード，切替条件(2入力切替時だけ)，プロ
グラム制御ON/OFF(プログラム制御オプション付きモデルだけ)，PID制御モード，
バーンアウト，基準接点補償

#2 DI/DO/SW登録，その他
接点入力登録，リモート入力選択，警報モード，目標設定値番号切替対象選択，PV/
SP演算機能，CLOGエラー，イベント出力設定

#3 出力処理関連
制御出力種類，サイクルタイム，アナログ出力種別

#4 リレー関連
FAIL ON/OFF，故障診断ON/OFF，リレー動作(励磁/非励磁，保持/非保持)

#5 チューニング設定
チューニングアイテム選択

#6 外部ループ関連(この設定に関しては，付属CD-ROMに収納した「CX1000/CX2000
通信インタフェースユーザーズマニュアル」(IM 04L31A01-17)をご覧ください)

制御用設定モード画面での設定項目
#1 制御入力レンジ
入力種類，モード，タイプ，レンジ，スパン，スケール，単位，開平演算，ローカッ
ト，バイアス，フィルタ，比率設定

#2 制御アラーム
タイプ，待機動作，リレー出力ON/OFF，アラーム値

#3 運転関連/ゾーンPID
制御出力抑制機能，勾配時間単位，目標設定値勾配，タグ，タグコメント，リファレ
ンスポイント(ゾーンPID選択時)，切り替えヒステリシス(ゾーンPID選択時)，リファレ
ンス偏差(ゾーンPID選択時)

#4 PIDパラメータ
目標設定値，PID定数，出力リミット，シャットダウン機能のON/OFF，マニュアルリ
セット，リレーヒステリシス(オン/オフ制御時だけ)，制御動作方向，プリセット出力

#5 コントロールグループ設定
グループ名，種類(内蔵ループ/外部ループ/測定チャネル)，番号選択

#6 折線入出力関連
入力種類，折線モード，折線入力/出力値

#7 プログラム制御関連(プログラム制御ON時だけ)
#1プログラムパラメータ設定
パターン初期設定，ウェイト動作設定，パターンスタート設定，プログラムパター
ン設定，イベント設定，ヒステリシス(PVイベント)，リピート動作設定

#2イベント出力設定
#3その他(自動メッセージ印字，表示位置)
#4その他(イベント表示グループ)

#8 詳細設定(プログラム制御OFF時は，「#7」)
#1制御機能設定
目標設定値トラッキング，測定値トラッキング，目標設定値リミット，出力変化率
リミッタ，過積分抑制機能自動/手動

#2ヒステリシス(アラーム)
#3DIO操作監視機能設定
#4DI/DOラベル設定

#9 制御用演算関連(プログラム制御OFF時は，「#8」)
#1PV/SP演算，アナログ再伝送
PV/SPの演算式，PVレンジ，アナログ再伝送の演算式

#2ロジック演算(PV/SP演算，アナログ再伝送ともに無効なときは「#1」)
#3定数(PV/SP演算，アナログ再伝送ともに無効なときは「#2」)
制御用演算で使用する定数

操作概要
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制御関連設定操作例

制御内容設定例1：単ループ制御
制御対象/内容

SSR

CX2000

電気炉

熱電対

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

DISP
/ENTER

LOOP1 PV*1

LOOP1 PULS*2

DIGITAL OUT1*3

DIGITAL OUT2*3

*1 制御入力端子ブロックの
　ループ1測定入力端子
*2 制御出力端子ブロックの
　ループ1電圧パルス出力端子
*3 制御出力端子ブロックの
　リレー接点出力端子

温度上限警報

温度下限警報

電圧パルス
制御出力

測定入力
アラーム出力

・ループ番号： 1
・ PID定数： P＝5％，I＝240秒，D＝60秒
・制御動作方向：逆動作
・入力種類： 熱電対Kタイプ
・測定スパン： 0～1200℃
・出力種類： 電圧パルス(サイクルタイム：3秒)
・設定温度： 700℃
・アラーム出力： 測定値上限警報(上限値：800℃)，測定値下限警報(下限値：600℃)

制御基本設定

1. 運転画面が表示されている状態から下記の操作で，制御基本設定のメニュー画面を表
示します。
MENUキー(設定モードへの移行) > FUNCキー3秒押し(基本設定モードへの移行) >
Next 1/2ソフトキー > #10ソフトキー([制御基本設定]の選択)
メニュー画面(制御用設定モード) メニュー画面(基本設定モード1/2)

メニュー画面(制御基本設定メニュー)メニュー画面(基本設定モード2/2)
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2. #1ソフトキー(制御動作，設定値関連)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[1]を選択

[単ループ制御](単ループ)
を選択

[温度]を選択
(PID初期値をP＝5％，
I＝240s，D＝60sに設定)

4. ESCキーを押して制御基本設定メニュー画面に戻します。
5. #3ソフトキー(出力処理関連)を押します。
6. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。
[サイクルタイム]の設定では，[入力]ソフトキーを押して下図のような数値入力ポップ
アップウインドウを表示します。文字/数値キーと[スペース]ソフトキーの操作で数値
を入力したのち，DISP/ENTERキーを押して設定します。

[1]を選択

[3]sに設定

[時間比例PID電圧パル
ス出力]を選択

* [アナログ出力種別]は
  設定不要

数値入力ポップアップ
ウインドウ

7. ESCキーを2回押してメニュー画面(基本設定モード 2/2)に戻します。
8. [終了]ソフトキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

9. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例
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設定モードでの制御入力レンジ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，下図の制御関連設定メニュー
画面を表示します。

2. #1ソフトキー(制御入力レンジ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，各設定値のソフトキーを押し
たのち，DISP/ENTERキーを押します。
測定スパン(スパン下限値/上限値)の設定では，[入力]ソフトキーを押して下図のよう
な数値入力ポップアップウインドウを表示します。文字/数値キーと[スペース]ソフト
キーの操作で数値を入力したのち，DISP/ENTERキーを押して設定します。

[1]を選択

[TC]を選択

[K]を選択

[測定値1]を選択

[0.0]に設定
[1200.0]に設定

数値入力ポップアップ
ウインドウ

4. DISP/ENTERキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

5. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例
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設定モードでの制御アラーム設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #2ソフトキー(制御アラーム)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，設定値のソフ
トキーを押します。
アラーム値の数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力ポップアッ
プウインドウで設定します。

[1]を選択

[600.0]に設定
[800.0]に設定

[DO002]を選択

[DO001]を選択

[On]を選択

[測定値下限警報]
(PV-L)を選択

[測定値上限警報](PV-H)を選択
[On]を選択

[1]を
選択

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

設定モードでのPIDパラメータ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #4ソフトキー(PIDパラメータ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
目標設定値などの数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力ポップ
アップウインドウで設定します。

[1]を選択

[700.0]に設定

[逆動作]を選択

[1]を選択

[温度]用PID初期値
のままでOK

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例
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制御内容設定例2：カスケード制御
制御対象/内容

CX2000

温度上限警報

温度下限警報

蒸気圧力上限警報

蒸気

制御弁

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

DISP
/ENTER

DIGITAL OUT1*4

DIGITAL OUT2*4

DIGITAL OUT3*4

*1 制御入力端子ブロックの
　ループ1測定入力端子
*2 制御入力端子ブロックの
　ループ2測定入力端子
*3 制御出力端子ブロックの
　ループ2電流出力端子
*4 制御出力端子ブロックの
　リレー接点出力端子

Pt100
タンク

圧力伝送器

4～20mADC
電流出力

1次側測定入力

アラーム出力

LOOP1 PV*1

LOOP2 PV*2

2次測定入力
LOOP2 mA*3

カスケード1次側
・ループ番号： 1
・ PID定数： P＝20％，I＝300秒，D＝60秒
・制御動作方向：逆動作
・入力種類： 測温抵抗体Pt100
・測定スパン： 0～100℃
・設定温度： 80℃
・アラーム出力： 測定値上限警報(上限値：90℃)，測定値下限警報(下限値：70℃)
カスケード2次側
・ループ番号： 2
・ PID定数： P＝120％，I＝20秒，D＝0秒
・制御動作方向：逆動作
・入力種類： 1-5V
・測定スパン： 0～1.00MPa
・出力種類： 電流出力(4-20mA)
・アラーム出力： 測定値上限警報(上限値：0.90MPa)

制御基本設定

1. 制御基本設定のメニュー画面を表示します。
メニュー画面を表示するまでの操作については，「制御内容設定例1」をご覧くださ
い。

2. #1ソフトキー(制御動作，設定値関連)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図(次ページ)に従って，設
定値のソフトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

制御関連設定操作例
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[1]を選択
(ループ2は設定する必要が
ありません)
[カスケード]を選択

[温度]または[圧力流量]を
選択

4. ESCキーを押して制御基本設定メニュー画面に戻します。
5. #3ソフトキー(出力処理関連)を押します。

6. [2]ソフトキーを押します。
ループ1(カスケード1次側)には，制御出力設定はありません。

7. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[2]を選択

[4-20mA]を選択

[電流出力]を選択

* [サイクルタイム]は
  設定不要

8. ESCキーを2回押してメニュー画面(基本設定モード 2/2)に戻します。

制御関連設定操作例
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9. [終了]ソフトキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

10.DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

設定モードでの制御入力レンジ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，下図の制御関連設定メニュー
画面を表示します。

2. #1ソフトキー(制御入力レンジ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
測定スパン(スパン下限値/上限値)の設定では，[入力]ソフトキーを押して下図のよう
な数値入力ポップアップウインドウを表示します。文字/数値キーと[スペース]ソフト
キーの操作で数値を入力したのち，DISP/ENTERキーを押して設定します。
カスケード1次側の入力レンジ設定

[1]を選択

[RTD]を選択

[PT]を選択

[0.0]に設定
[100.0]に設定

数値入力ポップアップ
ウインドウ

4. DISP/ENTERキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

5. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例



17IM 04L31A01-02

6. 操作3～5と同様の操作で，下図に従い，カスケード2次側の入力レンジ設定を行いま
す。
操作4，5を行わないで，[ループ番号]を変更すると，設定内容は保存されません。
カスケード2次側の入力レンジ設定

[2]を選択

[1-5V]を選択

[0.00]に設定

[MPa]に設定
[1.00]に設定

設定モードでの制御アラーム設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #2ソフトキー(制御アラーム)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
アラーム値の数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力ポップアッ
プウインドウで設定します。
カスケード1次側のアラーム設定

[1]を選択

[70.0]に設定
[90.0]に設定

[DO002]を選択

[DO001]を選択

[On]を選択

[測定値下限警報]
(PV-L)を選択

[測定値上限警報](PV-H)を選択
[On]を選択

[1]を
選択

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。
5. 操作3，4と同様の操作で，下図(次ページ)に従い，カスケード2次側のアラーム設定を
行います。
操作4を行わないで，[ループ番号]を変更すると，設定内容は保存されません。

制御関連設定操作例
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カスケード2次側のアラーム設定

[1]を選択

[0.90]に設定

[DO003]を選択

[On]を選択
[測定値上限警報]を選択

[On]を選択

[2]を
選択

設定モードでのPIDパラメータ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #4ソフトキー(PIDパラメータ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
目標設定値などの数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力ポップ
アップウインドウで設定します。
カスケード1次側のPIDパラメータ設定

[1]を選択

[80.0]に設定

[逆動作]を選択

[1]を選択

P=20.0%，I=300s，
D=60sに設定

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。
5. 操作3，4と同様の操作で，下図(次ページ)に従い，カスケード2次側のPIDパラメータ
設定を行います。
操作4を行わないで，[ループ番号]を変更すると，設定内容は保存されません。

制御関連設定操作例
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カスケード2次側のPIDパラメータ設定

[2]を選択

[逆動作]を選択

[1]を選択

P=120.0%，I=20s，
D=0sに設定
([圧力流量]用PID初期値
の設定のときはそのまま
でOK

制御内容設定例3：2入力切り替え制御
制御対象/内容

コントロール弁

大小切替弁
蒸気

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

DISP
/ENTER

ディストリ
ビュータ
+
ALM

測定入力1

測定入力2

入力切替接点
入力 4～20mADC

電流出力

LOOP1 PV1*1

LOOP1 PV2*1

LOOP1 mA*2

*1 制御入力端子ブロックの
　ループ1測定入力端子
*2 制御出力端子ブロックの
　ループ1電流出力端子
*3 制御出力端子ブロックの
　リレー接点入力端子

DIGITAL IN*3

・ループ番号： 1
・ PID定数： P＝120％，I＝20秒，D＝0秒
・制御動作方向： 逆動作
・入力種類： 測定入力1，2とも1-5V
・測定スパン： 測定入力1：0～300kg/h，測定入力2：0～30kg/h
・ PVレンジ： 下限値：0kg/h，上限値：300kg/h
・流量設定値： 100kg/h
・入力切り替え条件： 接点入力

制御基本設定

1. 制御基本設定のメニュー画面を表示します。
メニュー画面を表示するまでの操作については，「制御内容設定例1」をご覧ください。

制御関連設定操作例
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2. #1ソフトキー(制御動作，設定値関連)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[1]を選択

[2入力切替](入力
切替)を選択

[圧力流量]を選択

[接点入力]を選択

4. ESCキーを押して制御基本設定メニュー画面に戻します。
5. #3ソフトキー(出力処理関連)を押します。
6. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[1]を選択

[4-20mA]を選択

[電流出力]を選択

* [サイクルタイム]は
  設定不要

7. ESCキーを2回押してメニュー画面(基本設定モード 2/2)に戻します。
8. [終了]ソフトキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

9. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。
設定モードでの制御入力レンジ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，下図の制御関連設定メニュー
画面を表示します。

2. #1ソフトキー(制御入力レンジ)を押します。

制御関連設定操作例
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3. 矢印キーを押して[入力種類]欄にカーソル(青色)を移動し，[測定値1]ソフトキーを押し
たのち，他の項目を下図のように設定します。

[1]の選択を確認

[1-5V]を選択

[測定値1]を選択

[0.00]に設定
[300.00]に設定
[kg/h]に設定

4. DISP/ENTERキーを押します。
設定確認ウインドウが表示されます。

5. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。
6. 矢印キーを押して[入力種類]欄にカーソル(青色)を移動し，[測定値2]ソフトキーを押し
たのち，他の項目を下図のように設定します。

[1]の選択を確認

[1-5V]を選択

[測定値2]を選択

[0.00]に設定
[30.00]に設定
[kg/h]に設定

7. DISP/ENTERキーを押します。
設定確認ウインドウが表示されます。

8. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。
9. 矢印キーを押して[入力種類]欄にカーソル(青色)を移動し，[PVレンジ]ソフトキーを押
したのち，他の項目を下図のように設定します。

[0.00]に設定
[300.00]に設定
[kg/h]に設定

[1]の選択を確認
[PVレンジ]を選択

10.DISP/ENTERキーを押します。
設定確認ウインドウが表示されます。

11.DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例
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設定モードでのPIDパラメータ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #4ソフトキー(PIDパラメータ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
目標設定値などの数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力ポップ
アップウインドウで設定します。

[1]を選択

[100.0]に設定

[逆動作]を選択

[1]を選択

P=120.0%，I=20s，
D=0sに設定
([圧力流量]用PID初期値
の設定のときはそのまま
でOK)

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御内容設定例4：オン/オフ制御
制御対象/内容

SSR

CX2000

電気炉

熱電対

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26

27

28

29

30

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

DISP
/ENTER

LOOP1 PV*1

LOOP1 NC/NO*2

*1 制御入力端子ブロックの
　ループ1測定入力端子
*2 制御出力端子ブロックの
　ループ1電圧リレー接点
　出力端子

オン/オフ
制御出力

測定入力

・ループ番号： 1
・制御動作方向： 逆動作
・リレーヒステリシス 設定値：10.0，動作点：中央
・入力種類： 熱電対Kタイプ
・測定スパン： 0～1200℃
・出力種類： オン/オフ制御出力
・設定温度： 700℃

制御基本設定

1. 制御基本設定のメニュー画面を表示します。
メニュー画面を表示するまでの操作については，「制御内容設定例1」をご覧ください。

制御関連設定操作例
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2. #1ソフトキー(制御動作，設定値関連)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[1]を選択

[単ループ制御](単ループ)
を選択

[温度]を選択

4. ESCキーを押して制御基本設定メニュー画面に戻します。
5. #3ソフトキー(出力処理関連)を押します。
6. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押したのち，DISP/ENTERキーを押します。

[1]を選択

[オンオフ制御リレー出力]
(オンオフ出力)を選択

* [サイクルタイム]および
  [アナログ出力種別]は設
  定不要

7. ESCキーを2回押してメニュー画面(基本設定モード 2/2)に戻します。
8. [終了]ソフトキーを押します。
設定確認ウインドウが表示されます。

9. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

設定モードでの制御入力レンジ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，下図の制御関連設定メニュー
画面を表示します。

制御関連設定操作例
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2. #1ソフトキー(制御入力レンジ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
レンジ下限値/上限値の数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表示される数値入力
ポップアップウインドウで設定します。

[1]を選択

[TC]を選択

[K]を選択

[測定値1]を選択

[0.0]に設定
[1200.0]に設定

4. DISP/ENTERキーを押します。
下図の設定確認ウインドウが表示されます。

5. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

設定モードでの制御パラメータ設定

1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押し，制御関連設定メニュー画面を
表示します。

2. #4ソフトキー(PIDパラメータ)を押します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。
目標設定値やリレーヒステリシス設定値の数値入力では，[入力]ソフトキーを押して表
示される数値入力ポップアップウインドウで設定します。

[1]を選択

[700.0]に設定

[逆動作]を選択

[1]を選択

[10.0]に設定
[中央]を選択

4. DISP/ENTERキーを押して，設定を確定します。

制御関連設定操作例
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コントロールグループ画面での表示対象設定(コントロールグループ設定)
以下は，グループ番号1(グループ名：CONTROL GROUP1)のコントロールグループ画面
で，ループ1～5，および測定チャネル(計測用測定入力チャネル)1を表示対象にするとき
の操作手順です。
1. 運転画面が表示されている状態で，MENUキーを押して，下図の制御関連設定メニュー
画面を表示します。

2. #5ソフトキーを押し，[コントロールグループ設定]画面を表示します。
3. 矢印キーを押して設定項目欄にカーソル(青色)を移動し，下図に従って，各設定値のソ
フトキーを押します。

[On]を選択

[内蔵ループ]または[測定チャネル]を選択
内蔵ループの場合：ループ番号，
測定チャネルの場合：チャネル番号を選択

タグ名の表示
(タグ名は，[#3 運転関連/ゾーンPID]設定画面で設定)

4. DISP/ENTERキーを押して，入力を確定します。

設定後のコントロールグループ画面表示例

コントローラスタイル表示の場合

測定チャネル1
の測定値表示

内蔵ループ1～5
の制御状態表示

制御関連設定操作例
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PV/SP/OUT値のトレンド表示設定操作

以下は，グループ番号1(グループ名：GROUP 1)のトレンド表示画面で，ループ1のPV/
SP/OUTの各値をトレンド表示するときの操作手順です。
1. 運転画面が表示されている状態から下記の操作で，[グループ設定，トリップライン]設
定画面を表示します。
MENUキー(設定モード(制御関連)への移行) > MENUキー(設定モードへの移行) > #4ソフ
トキー([画面設定]の選択) > #1ソフトキー([グループ設定，トリップライン]の選択)
メニュー画面(制御用設定モード) メニュー画面(設定モード)

メニュー画面(画面設定)

2. 矢印キーを押して[チャネル設定]欄にカーソル(青色)を移動します。
3. [入力]ソフトキーを押し，チャネル入力ポップアップウインドウを表示します。
4. 文字/数値キーとソフトキーを操作して，グループに含めるチャネルを選択します。
このグループ設定では，ループ1のPVは[101]，SPは[102]，OUTは[103]というチャ
ネル番号に割り当てられています。ループ1のPV/SP/OUTをグループに含めるとき
は，[101-103]または[101.102.103]と入力します。

[101-103]と入力

[1]を選択

チャネル入力ポップアップ
ウインドウ

5. DISP/ENTERキーを押して，入力を確定します。
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Note
[チャネル設定]では，測定チャネル(CH1～CH20)，演算チャネル(CH31～CH60)，内蔵制御チャ
ネル(CH101～CH118)，外部制御チャネル(CH201～CH248)の中から最大10チャネルを1グルー
プに割り当てることができます。
・内蔵制御チャネル(内蔵ループのチャネル)の割り当て
次のように，6ループの各データがチャネル番号に割り当てられています。
ループ1のPV：101，ループ1のSP：102，ループ1のOUT：103

…
ループ6のPV：116，ループ6のSP：117，ループ6のOUT：118

・外部制御チャネル(外部ループのチャネル)の割り当て
次のように，16ループの各データがチャネル番号に割り当てられています。
外部ループ1のPV：201，外部ループ1のSP：202，外部ループ1のOUT：203

…
外部ループ16のPV：246，外部ループ16のSP：247，外部ループ16のOUT：248

下記ルールに従って，1グループに割り当てるチャネルを設定します。
・チャネル番号は2桁または3桁で入力する
・チャネル番号間は「.」(ピリオド)で区切る
・チャネル番号が連続していて範囲で示すときは「-」(ハイフン)でつなげる
例：CH1，CH3，CH5～CH8，CH101を割り当てる場合は，「01.03.05-08.101」と入力しま
す。

設定後のトレンド表示例

SP

PV
OUT

PV/SP/OUT値のトレンド表示設定操作
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運転モード切り替え操作

運転モード切り替え操作の詳細については，「CX2000ユーザーズマニュアル」(IM
04L31A01-01)の「第6章 制御運転時の操作」をご覧ください。
下記は，コントロールグループ画面での操作例です。

運転開始/停止操作
カスケード制御の場合，2次側ループが選択されているときだけ下記の操作が可能です。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。

カーソル(　)

2. [RUN/STP]ソフトキーを押します。
運転開始/停止操作ウインドウがポップアップ表示されます。

運転開始/停止操作ウインドウ

3. 上下矢印キーで，[RUN](運転開始)または[STOP](運転停止)を選択します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。

自動/手動/カスケード運転の切り替え操作
カスケードへの切り替え操作は，カスケード制御の2次側ループだけで可能です。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [MODE]ソフトキーを押します。
MODE選択ウインドウがポップアップ表示されます。

MODE選択ウインドウ

3. 上下矢印キーで，[AUT](自動)，[MAN](手動)，または[CAS](カスケード)を選択します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。
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目標設定値の変更操作
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [SP]ソフトキーを押します。
目標設定値変更ウインドウがポップアップ表示されます。ウインドウには，現在設定
されている目標設定値が表示されます。

目標設定値変更ウインドウ

3. 上下矢印キーで，目標設定値を変更します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。

制御出力値の変更操作
自動運転時，運転停止時，またはカスケード制御の1次側ループが選択されているとき
は，下記の操作を行うことはできません。運転停止時は，プリセット値が出力されます。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [OUT]ソフトキーを押します。
制御出力値変更ウインドウがポップアップ表示されます。ウインドウには，現在設定
されている制御出力値が表示されます。

制御出力値変更ウインドウ

3. 上下矢印キーで，制御出力値を変更します。
この操作で制御出力値が変更した値になります。

4. DISP/ENTERキーを押し，制御出力値変更操作を終了します。

運転モード切り替え操作
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リモート/ローカルの切り替え操作
[制御基本設定] > [接点入力登録/その他(警報モード...)] > [リモート選択入力]で[Off]が
選択されているときは，ソフトキーメニューに[REM/LOC]が表示されません。カスケー
ド制御の2次側のループを選択したとき，またはプログラム制御時は，目標設定値にリ
モート入力を使用することはできないため，リモート/ローカルの切り替え操作はありま
せん。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [REM/LOC]ソフトキーを押します。
リモート/ローカル切り替えウインドウがポップアップ表示されます。

リモート/ローカル切り替えウインドウ

3. 上下矢印キーで，[REMOTE]または[LOCAL]を選択します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。

アナログ再伝送ループの自動/手動の切り替え操作
アナログ再伝送に設定されている制御ループの出力モードを切り替えます。自動(AUTO)
のときはアナログ再伝送演算の演算結果が出力されます。手動(MAN)の場合は，直接出力
値を設定できます。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [MODE]ソフトキーを押します。

AUTO/MAN切り替えウインドウがポップアップ表示されます。

自動/手動切り替えウインドウ

3. 上下矢印キーで，[AUTO]または[MAN]を変更します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。

運転モード切り替え操作
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アナログ再伝送ループの出力値変更
あらかじめ，上記設定で[MODE]を手動(MAN)に設定しておく必要があります。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [OUT]ソフトキーを押します。出力値設定ウインドウがポップアップ表示されます。

3. 上下矢印キーで，出力値を変更します。ウインドウには，現在設定されている制御出
力値が表示されます。

DIO操作監視機能で指定したDOの自動/手動の切り替え操作
DIO操作監視機能で指定したDOの出力モードを切り替えます。自動(AUTO)のときは設定
した内部スイッチの状態が出力されます。手動(MAN)の場合は，直接出力値を1または0に
切り替えることができます。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [MODE]ソフトキーを押します。

AUTO/MAN切り替えウインドウがポップアップ表示されます。

自動/手動切り替えウインドウ

3. 上下矢印キーで，[AUTO]または[MAN]を変更します。
4. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。

DIO操作監視機能で指定したDOの出力値変更
あらかじめ，上記設定で[MODE]を手動(MAN)に設定しておく必要があります。
1. 矢印キーで，カーソルを移動し，対象の制御ループを選択します。
2. [OUT]ソフトキーを押します。出力値設定ウインドウがポップアップ表示されます。

3. 上下矢印キーで，出力値を変更します。ウインドウには，現在設定されている制御出
力値が表示されます。

運転モード切り替え操作
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チューニング操作

運転モード切り替え操作の詳細については，「CX2000ユーザーズマニュアル」(IM
04L31A01-01)の「第6章 制御運転時の操作」をご覧ください。

チューニング画面の表示方法
コントロールグループ画面表示で，[TUNING]ソフトキーを押します。

　→　

オートチューニング設定ウインドウ

オートチューニング
オートチューニングを実行するためには，下記の操作の前に，[基本設定モード] > [#10
制御基本設定] > [#1 制御動作，設定値関連] > [オートチューニング]の設定を[On]にす
る必要があります。
1. チューニング画面で，[AUTO TUN]ソフトキーを押します。
下図のように，オートチューニング設定ウインドウがポップアップ表示されるととも
に，警告メッセージが表示されます。

オートチューニング設定ウインドウ
2. 上下矢印キーで，制御ループを選択します。

3. DISP/ENTERキーを押し，オートチューニングを実行します。

注　意
●オン/オフ制御時は，オートチューニングを実行することはできません。
●次のようなプロセスを制御する場合には，オートチューニングを実行しないでく
ださい。実行すると，制御プロセスに異常が生じる恐れがあります。
・流量制御や圧力制御のように応答が早い制御プロセス
・一時的でも出力をオン/オフさせると不都合が生じるプロセス
・操作端に大きな出力変化を加えると不都合が生じるプロセス
・測定値が変動許容幅を超えると製品の品質に悪影響を及ぼす恐れがあるプロセス
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マニュアルチューニング
1. チューニング画面で，矢印キーを押します。
制御パラメータ表示部にカーソルが表示されます。

2. 矢印キーを押し，変更したい制御パラメータを選択します。
3. DISP/ENTERキーを押します。
パラメータ変更ウインドウがポップアップ表示されます。

制御パラメータ
表示部

パラメータ変更ウインドウ

カーソル(　)

4. 上下矢印キーで，設定値を変更します。
5. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。
変更せずにウインドウを閉じるときは，ESCキーを押します。

チューニング操作
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プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)

プログラム制御機能の紹介
プログラム制御機能とは，時間経過に連動したプログラムパターンに沿って目標設定値
(SP)を上昇/下降させる機能です。CX2000で作成できるプログラムパターンの数は，
・ /PG1オプション：4
・ /PG2オプション：30
です。1つのプログラムパターンで最大99の折線(セグメント)を設定できます。

/PG1：4パターン
/PG2：30パターン

セグメント
時間

設
定
値
(S
P
)

プログラム制御時の運転モード
次の4種類の運転モードがあります。

リセットモード ローカル運転モード

プログラム運転モード ホールド運転モード

ループをプログラ
ム運転に切り替え

ループをローカル運転
に切り替え，
プログラムローカル終了

全ループのプログラム運転を停止している状態

です。イベント出力はすべて解除(オフ)されます。

プログラム運転中でもローカル運転モードに切り

替えると，ローカルに設定された目標設定値に従

って定値運転を行います。

プログラム運転中に，プログラムパターンに沿っ

た目標設定値の上昇/下降を，キー操作などによ

り強制的に一時停止している状態です。

プログラムパターンに沿った制御運転を行ってい

る状態です。

プログラム運転中

ホールド解除

プログラム
運転開始プログラム運転開始

ホールド実行

リセット操作，
全ループ停止

ループ運転
開始

リセット操作,
プログラムリセット終了,
全ループ停止

プログラム選択画面での操作(次ページの図を参照)
プログラム選択画面の表示方法

コントロールグループ画面表示または制御オーバービュー画面表示で，画面選択メ
ニューの[制御] > [プログラム]を選択します。

プログラム運転開始操作

プログラム運転が開始され，プログラム運転画面に切り替わります。
1. プログラム選択画面で[RUN]ソフトキーを押します。
プログラム運転開始操作ウインドウがポップアップ表示されます。

プログラム運転
開始操作ウインドウ

2. DISP/ENTERキーを押します。
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プログラム選択画面例
プログラム
パターン名

選択パターン番号

選択セグメント*
番号

選択セグメント*
の時間

リピートする
セグメント範囲

リピート回数

設定パターン
波形

* 選択セグメントとは，
 左端に表示されてい
 るセグメントです。
 セグメントの選択は
 左右矢印キーで行い
 ます。

プログラムパターン運転開始
遅延時間

スタートセグメント番号表示

選択セグメント*の到達目標
設定値

ソフトキーメニュー2/3の表示
プログラム運転画面の表示(プログラム運転時だけ有効)

全体表示/分割表示の切り替え

表示されているセグメントを＋10セグメント分シフト
表示されているセグメントを－10セグメント分シフト

プログラムパターンの切り替え
プログラム運転開始操作ウインドウの表示

ソフトキーメニュー2/3

ソフトキーメニュー3/3の表示

タグ/タグコメント表示の切り替え

プログラムパターン運転開始遅延時間設定ウインドウの表示
プログラムパターン開始セグメント設定ウインドウの表示

プログラムパターン表示ループのON/OFF選択メニューの表示

イベント表示のON/OFF(スタイルナンバーS3以降)

ソフトキーメニュー3/3

ソフトキーメニュー1/3の表示

イベント表示方法の選択メニューの表示
(スタイルナンバーS3以降)

通信機能やDO，内部スイッチのアクションにより開始するパターンの設定
オーバービュー画面への表示切り替え(スタイルナンバーS3以降)

コントロールグループへの表示切り替え(スタイルナンバーS3以降)

プログラム運転画面での操作(次ページの図を参照)
プログラム運転画面の表示方法

プログラム選択画面でプログラム運転開始操作を行うと，プログラム運転画面が表示
されます。プログラム運転中は，コントロールグループ画面表示または制御オーバー
ビュー画面表示で画面選択メニューの[制御] > [プログラム]を選択する，または，プロ
グラム選択画面で[RUN PNL]ソフトキーを押すことにより，プログラム運転画面を表
示できます。

ホールドの実行/解除操作

プログラムの進行をホールド(タイマ停止)することができます。ホールド中に，そのセ
グメントの到達目標値の変更，残りセグメント時間の増減ができます。

1. [HOLD]ソフトキーを押します。
ホールドの実行/解除操作ウインドウがポップアップ表示されます。

ホールド実行/解除
操作ウインドウ

2. 上下矢印キーで，[ON](実行)または[OFF](解除)を選択します。
3. DISP/ENTERキーを押します。

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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プログラム運転リセット操作

プログラム運転をリセットして終了します。
1. [RUN/RST]ソフトキーを押します。
プログラム運転開始/リセット操作ウインドウがポップアップ表示されます。

プログラム運転開始/リ
セット操作ウインドウ

2. 上下矢印キーで，[RESET]を選択します。
3. DISP/ENTERキーを押します。

プログラム運転画面例

プログラム
パターン名

運転パターン番号

運転セグメント番号

運転セグメントの残り時間

設定パターン
波形

運転モード

プログラム実行位置を示す
カーソル設定パターン波形

(SP，破線)

測定値波形
(PV，実線)*

リピートセグメント範囲

* 測定値波形は，START
 キーを押して内部メモ
 リへの書き込みを開始
 すると表示されます。

リピート回数/繰り返し数
設定値

HOLD(点滅)： ホールド状態
WAIT： ウェイト状態
DELAY： プログラムパ
 ターン運転遅
 延中

ウェイト状態時はウェイト
時間の表示あり

タグ/タグコメント表示

測定値(PV)/目標設定値(SP)/
出力値(OUT)

ソフトキーメニュー2/2の表示
プログラム選択画面の表示

全体表示/分割表示の切り替え

プログラムのホールド

プログラム運転開始/リセット操作ウインドウの表示
プログラムのアドバンス

プログラムパターン表示ループのON/OFF選択メニューの表示

ホールド運転時のソフトキーメニュー

到達目標設定値変更対象ループ選択メニューの表示
残りセグメント時間変更操作ウインドウの表示

タグ/タグコメント表示の切り替え

ソフトキーメニュー2/2

イベント表示のON/OFF(スタイルナンバーS3以降)

イベント表示方法の選択メニューの表示
(スタイルナンバーS3以降)

ソフトキーメニュー1/2の表示

オーバービュー画面への表示切り替え(スタイルナンバーS3以降)
コントロールグループへの表示切り替え(スタイルナンバーS3以降)

ループごとのプログラム運転/ローカル運転切り替え操作

コントロールグループ画面で，[PRG/LOC]ソフトキーを使用して切り替えます。

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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複数プログラムパターンの実行(スタイルナンバーS3以降)

ループ番号が重複していないプログラムパターンを，複数実行できます。
パターン番号の切り替え操作

1. プログラム選択画面で[PT NO.]ソフトキーを押します。
パターン番号切り替え操作ウインドウがポップアップ表示されます。ウインドウに
は，現在設定されているパターン番号が表示されます。

2. 上下矢印キーで，パターン番号を選択します。
3. DISP/ENTERキーを押し，変更内容を確定します。
変更せずにウインドウを閉じるときは，ESCキーを押します。

プログラム運転開始操作

1. [RUN]ソフトキーを押します。
プログラム運転開始操作ウインドウがポップアップ表示されます。

2. DISP/ENTERキーを押します。プログラム運転画面に変わります。

プログラム選択画面の表示操作

1. [SEL PNL]ソフトキーを押します。
プログラム選択画面に変わります。

別のプログラムパターンの実行

1. 上記操作を必要に応じてくり返します。

プログラム運転画面での表示パターン切り替え操作

1. 左右矢印キーを押して表示パターンを切り替えます。

プログラム制御設定操作
プログラム制御設定操作の順序

最初に，使用するループの制御機能関連の設定をします(下記を参照)。次に，プログラ
ム制御関連の設定をします(38ページを参照)。

使用するループの制御機能関連の設定操作

プログラム制御に特有な設定だけを説明します。
・制御基本設定 > [制御動作，設定値関連]設定画面

設定操作については10，11ページをご覧ください。

[On]を選択

プログラム運転中に停電が発生し復帰したとき
の運転状態を選択
・ [継続]：プログラム運転を継続します
・ [手動運転]：ループを手動運転にします
・ [リセット]：プログラム運転をリセットします

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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プログラム制御関連の設定操作

下図の流れに従って設定します。
なお，プログラム制御関連の設定内容の詳細については，付属CD-ROMに収納した
「CX2000ユーザーズマニュアル」(IM 04L31A01-01)の「1.11 プログラム制御関連
の設定」をご覧ください。

#1

END

END

DISP/ENTERキー

#1

DISP/ENTERキー

ESCキー*2

#7

ESCキー

パターン番号選択→設定変更

ESCキー

DISP/ENTER
キー

#2～#7 ESCキー

#2～#7の各設定画面での設定変更

37ページの[制御動作，設定値関連] で，[プロ
グラム制御]を[On]に設定しないと[#7 プログ
ラム制御関連]は表示されません。

#1 パターン初期設定

MENUキー(設定モード(制御関連)への移行) 
> [Next 1/2]ソフトキー

#1*1

1

2

3

4

5 6

7

8

*1 この操作ののち，他番号のパターン設定操作を行うと，
　それまでに設定した内容は消去されます。

ESCキー*2

*2 パターン初期設定画面で設定変更を行わなかった場合

1 8～1つのパターンを設定するときは，　　　　の操作を行います。

設定の順序

最初にパターン初期設定を設定します(上図の 1 4～ )。
次に[#2 ウェイト動作設定]～[#7 リピート動作設定]を設定します(上図の 5 6～ )。
プログラム制御関連画面に戻ります(上図の 7 8～ )。
[#2 イベント出力設定]～[#4 その他(イベント表示グループ)]を設定します。

以下の操作手順については，上図をご覧ください。

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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パターン初期設定

プログラムパターンの番号を入力
/PG1：1～4，/PG2：1～30

時間/勾配を選択(下記を参照)

パターン名を入力(半角16文字以下)

使用するセグメント数を入力
1～99

セグメントを削除または追加するときに，削除す
るセグメントまたは追加するセグメントの位置を
指定

変化量

到達目標設定値

セグメント時間

分または時間

到達目標設定値と設定値変化の勾

配でセグメントを作成する方法で

す。勾配は1分あたりの変化量

(例：1分あたり2ﾟC)または1時間

あたりの変化量(例：1時間あたり

10ﾟC)で指定できます。

到達目標設定値とセグ

メント時間でセグメン

トを作成する方法です。

セグメント設定方式：時間 セグメント設定方式：勾配

到達目標設定値

ウェイト動作設定

5つのウェイト動作を設定できます。セグメントごとに指定して使用します。

ウェイトゾーンを設定するときは[On]を選択

ウェイトゾーン番号

セグメント切り替え時のウェイト機能を使用する
ときの最大待ち時間を入力(下記を参照)

ウェイトゾーン(工業量)を設定

ウェイトゾーン上側

ウェイトゾーン下側
SP

セグメント切り替え時のウェイト機能
設定値(SP)がそのセグメントの到達目標設定値に到達したときに，測定

値がウェイトゾーンから外れている場合，次のセグメントに移行しませ

ん。測定値がウェイトゾーン内に入ると，次のセグメントに移行します。

また，測定値がウェイトゾーン内に入らなくても，ウェイト時間経過する

と次のセグメントに移行します。ウェイト時間を「00：00：00」に設定

すると，測定値がウェイトゾーンに到達するまでセグメントを切り替えま

せん。

セグメント1 セグメント2

ウェイトゾーン上側

ウェイトゾーン下側

ウェイト時間(設定値)
実際のウェイト時間

セグメント区間内のウェイト機能

測定値(SP)がウェイトゾーンから外れた時点でプログラム運転の進行を

停止します。測定値が再びウェイトゾーン内に復帰した時点からプログ

ラム運転の進行が再開されます。セグメント区間内のウェイトの場合，

[セグメント時間]の設定は関係ありません。測定値がウェイトゾーンに到

達するまでプログラム運転の進行を停止します。

ウェイトゾーン上側

ウェイトゾーン下側

ウェイト時間

SP

PV

PV

SP

到達目標
設定値

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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パターンスタート設定

パターンスタート点の設定値(SP)を入力

プログラム運転を開始するときの動作を選択
(下記を参照)

プログラム運転を開始するときの動作(スタートコード)を次の中から選択します。

スタート目標
設定値

スタートコード：スタート目標設定値スタート

スタートコード：PV1～PV6勾配優先スタート

スタートコード：時間優先PVスタート

セグメント時間(設定した値)

運転開始時
の測定値

この設定値から
スタートします。

設定値変化の勾配
(設定した値)

セグメント時間(設定した値)

実際のセグメント時間

運転開始時
の測定値 この設定値から

スタートします。

セグメント時間(設定した値)

セグメント時間(設定した値)

それぞれのループの測定値に対応する設定値(SP)からプロ

グラム運転がスタートします。セグメント時間は設定した

とおりに保たれます。測定値の位置により，設定値変化の

勾配が変わります。

スタート目標設定値からプログラム運転がスタートしま

す。

指定したループの測定値(PV1～PV6)に対応する設定値

(SP)からプログラム運転がスタートします。指定した

ループ以外は，指定したループのスタート点と同じ時点か

らスタートします。設定値変化の勾配は設定したとおりに

保たれます。セグメント時間が短縮されます。

到達目標設定値

到達目標設定値

到達目標設定値

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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プログラムパターン設定

・セグメント設定方式が[時間]の場合

セグメント番号を選択

適用するウェイトゾーン番号を選択

セグメントを終了するときの動作を選択
[継続切替]：次のセグメントに移行します
[ホールド]：プログラムの進行をホールドします
[ローカル終了]： ループをローカル運転モードにし
 て終了します
[リセット終了]： ループを停止して終了します

ウェイト動作の種類を選択(39ページを参照)

そのセグメントの到達目標設定値を入力

ランプ/ソークを選択

セグメント時間を入力

ラン
プ

ソーク

使用するPID番号を選択
(ゾーンPIDを指定時は表示されません)

・セグメント設定方式が[勾配]の場合

勾配の時間単位を選択
・ [時]：1時間
・ [分]：1分

単位時間あたりの変化量を工業量で入力

上図と同じ

上図と同じ

イベント設定

・イベント種類が[タイムイベント]の場合

イベントを設定するセグメント番号を選択

タイムイベントの種類([On/Off]，[On/**]，[**/Off])
を選択(下記を参照)

[タイムイベント]を選択(下記を参照)

接点出力をON/OFFする時間を，セグメント開始時
点からの経過時間で設定(下記を参照)

タイムイベントとは，セグメントの運転開始時から計時を始め，設定した時間が経過
後に接点出力をON/OFFするための機能です。

オン時間 オン時間

セグメントn n+1 n+1n+1 セグメントn セグメントn

オフ時間 オフ時間

イベント出力

タイムイベントの種類 [On/Off]の場合 [On/**]の場合 [**/Off]の場合
セグメントごとに，最大16個のタイムイベントを設定できます。次の3つのタイプがあります。タイムイベント

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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・ イベント種類が[PVイベント]の場合

イベントを設定するセグメント番号を選択

適用するループを選択

[PVイベント]を選択(下記を参照)

PVイベントの種類を選択(下記を参照)

PVイベントを検出する設定値を工業量で入力

PVイベントとは，あらかじめ設定しておいた測定値警報，設定値警報，出力値警報を
出力する機能です。セグメントごとに最大16個のPVイベントを設定できます。指定セ
グメント内だけで動作します。

PVイベント

イベント出力

測定値上限警報(PV-H)の例

設定値

PV

SP

PVイベントのタイプは，次の中から選択できます。

・ PV-H(測定値上限)，PV-L(測定値下限)，Dev-H(偏差上限)，

 　Dev-L(偏差下限)，Dev-H&L(偏差上下限)，

　D-W-H&L(上下限偏差内)

・ SP-H(設定値上限)，SP-L(設定値下限)

・ Out-H(出力値上限)，Out-L(出力値下限)

イベント出力先の設定

イベント出力設定画面でイベント出力先を設定します(38ページの「プログラム制御関
連」画面を参照)。

リピート動作設定

リピート動作を使用するときに
[On]または[繰り返し]を選択
・ [On]：指定した回数だけ繰り返します
・ [繰り返し]：無限回繰り返します

繰り返すセグメントの範囲を設定

[リピート動作]を[On]に設定したときに，繰り返す
回数を入力

セグメント3～5を2回
実行(繰り替えし数：2)

リピート動作

作成するパターン

1
2

3
4

5
6

7 1
2

3
4

5
6

7

3
4

5

実行するパターン

2回実行

プログラム制御機能(/PG1，/PG2オプション)
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設定値一覧

付加仕様の各機能オプションが付いているモデルの場合の設定値一覧です。ただし，プロ
グラム制御機能オプションに関する設定項目は，記載していません。

基本設定モード
＃1　アラーム，A/D

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

アラーム > 再故障再アラーム On/Off Off
アラーム > リレー > AND 無/I01/I01-I02/I01-I03/・・・・・/I01-I35/I01-I36 無
アラーム > 動作 励磁/非励磁 励磁
アラーム > リレー保持 保持/非保持 非保持
アラーム > 表示保持 保持/非保持 非保持
アラーム > 変化率警報 > 上限警報/下限警報 1～15 1
アラーム > ヒステリシス On/Off On
A/D > 積分時間 オート/50Hz/60Hz/100ms オート
A/D > 測定周期 1s/2s 1s
A/D > 先頭チャネル 01～20* 01
A/D > 最終チャネル 01～20* 01
A/D > バーンアウト Off/Up/Down Off
A/D > RJC 内部/外部 内部
A/D > 電圧(uV) －20000µV～20000µV 0µV

* 測定チャネル数が10CH のモデルでは 「01～10」

＃2　メモリ，メモリ＆トレンド表示，メモリタイムアップ

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

メモリ > メディアの保存 オート/マニュアル オート
メモリ > データの種類 Display/E＋D/Event Display
メモリ > イベント > サンプルレート 1s/2s/5s/10s/30s/60s/120s/300s/600s 1s
メモリ > イベント > モード フリー/トリガ/繰り返し トリガ
メモリ > イベント > ブロック 1/2/4/8/16 1
メモリ > イベント > データ長 3分～31日 1h
メモリ > イベント > プリトリガ 0/5/25/50/75/95/100 0
メモリ > イベント > トリガ > キー On/Off On
メモリ > イベント > トリガ > 外部 On/Off Off
メモリ > イベント > トリガ > アラーム On/Off Off
メモリ＆トレンド表示 > 測定/演算/制御CH 測定CH/演算CH/Int CH/Ext CH 測定CH
メモリ＆トレンド表示 > 先頭チャネル 測定CH ：01～20*1/演算CH ：31～60/ 01

Int CH ：101～106*2/Ext CH ：201～248
メモリ＆トレンド表示 > 最終チャネル 測定CH ：01～20*1/演算CH ：31～60/ 01

Int CH ：101～106*2/Ext CH ：201～248
メモリ＆トレンド表示 > On/Off On/Off On
メモリタイムアップ > タイムアップ種類 Off/時/日/週/月 Off
メモリタイムアップ > 作成日 1～28 1
メモリタイムアップ > 作成時刻(時) 0～23 0

*1 測定チャネル数が10CH のモデルでは 01～10
*2 最大チャネル番号は最大制御ループ数による

＃3　キーロック

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

キーロック > 有/無 有/無 無
キーロック > パスワード 半角英数字6文字以内 －
キーロック > STARTなどのキー フリー/ロック フリー
キーロック > アラームACKなどソフトキー フリー/ロック フリー
キーロック > 入力レンジなどの制御設定 フリー/ロック フリー
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＃4　キーログイン

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

キーログイン > 有/無 有/無 無
キーログイン > 自動ログアウト On/Off Off
キーログイン > ユーザID有/無 有/無 無
キーログイン > 番号 1/2/3/4/5/6/7 1
キーログイン > On/Off On/Off On
キーログイン > ユーザ名 半角英数字カタカナ16文字以内 user1
キーログイン > ユーザID 半角英数字4文字以内 1
キーログイン > パスワード 半角英数字6文字以内 －
キーログイン > セットアップ 許可/不許可 許可

＃5　ファイル操作，初期化

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

ファイル操作，初期化 > #1 設定ロード － －
ファイル操作，初期化 > #2 ファイル消去 － －
ファイル操作，初期化 > #3 フォーマット － －
ファイル操作，初期化 > #4 初期化 > 種類 クリア1～クリア3 クリア3

＃6　オプション

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

リモート > アクションNo.1～8 無/スタートストップ/トリガ/アラームACK/ 無
時刻セット/演算(スタートストップ)/演算リセット/
マニュアルサンプ(ル)/設定1ロード/設定2ロード/
設定3ロード/メッセージ1/メッセージ2/
メッセージ3/メッセージ4/メッセージ5/
メッセージ6/メッセージ7/メッセージ8/
スナップショット

タイマ(TLOG) > No.1 > モード Off/相対時間/絶対時刻 絶対時刻
タイマ(TLOG) > No.1 > インターバル 1min/2min/3min/4min/5min/6min/10min/12min/ 1h

15min/20min/30min/1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/24h
タイマ(TLOG) > No.1 > 基準時刻 0:00～23:00 0:00
タイマ(TLOG) > No.1 > リセット On/Off Off
タイマ(TLOG) > No.1 > アクション Off/データセーブ Off
タイマ(TLOG) > No.2，No.3 > モード Off/相対時間/絶対時刻 Off
レポート > レポート種類 Off/時報/日報/時報＋日報/日報＋週報/日報＋月報 Off
レポート > 作成日*1 01～28 01
レポート > 作成曜日*2 月/火/水/木/金/土/日 日
レポート > 作成時刻(時) 0～23 0
レポート > レポートCH R01～R30 R01
レポート > On/Off On/Off On
レポート > チャネル 01～60 01
レポート > 積算単位 Off／/s／/min／/h／/day /s

*1 レポート種類が月報のとき
*2 レポート種類が週報のとき

設定値一覧
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＃7　通信
＜＃1　イーサネット，シリアル＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

イーサネット > IPアドレス － 0.0.0.0
イーサネット > サブネットマスク － 0.0.0.0
イーサネット > デフォルトゲートウエイ － 0.0.0.0
イーサネット > DNS On/Off On/Off Off
イーサネット > サーバ検索順 > プライマリ － 0.0.0.0
イーサネット > サーバ検索順 > セカンダリ － 0.0.0.0
イーサネット > ホスト名 英数字64文字以内 －
イーサネット > ドメイン名 英数字64文字以内 －
イーサネット > ドメインサフィックス検索順 > プライマリ 英数字64文字以内 －
イーサネット > ドメインサフィックス検索順 > セカンダリ 英数字64文字以内 －
シリアル > ボーレート 1200/2400/4800/9600/19200/38400 9600bps
シリアル > データ長 7/8 8bit
シリアル > パリティ Even/Odd/None Even
シリアル > RS-232 > ハンドシェーク Off:Off/XON:XON/XON:RS/CS:RS Off:Off
シリアル > RS-422/485 > アドレス 1～32 1
シリアル > RS-422/485 > プロトコル 標準/モドバス/マスタ/ラダー* 標準
メモリ出力 イーサネット/シリアル イーサネット
* 「ラダー」はラダー通信オプション機能付きのときだけ

＜＃2　FTPクライアント＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

FTP転送ファイル > 表示＆イベントデータ On/Off Off
FTP転送ファイル > レポート On/Off Off
FTP接続先 プライマリ/セカンダリ プライマリ
FTP接続先 > FTPサーバ名 英数字64文字以内 －
FTP接続先 > ポート番号 1～65535 21
FTP接続先 > ログイン名 英数字32文字以内 －
FTP接続先 > パスワード 英数字32文字以内 －
FTP接続先 > アカウント 英数字32文字以内 －
FTP接続先 > PASVモード On/Off Off
FTP接続先 > イニシャルパス 英数字64文字以内 －

＜＃3　コントロール(ログイン，タイムアウト)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

イーサネットログイン > 有/無 有/無 無
イーサネットログイン > レベル 管理者/ユーザ1/ユーザ2/ユーザ3/ユーザ4/ 管理者

ユーザ5/ユーザ6
イーサネットログイン > レベル > On/Off On/Off On
イーサネットログイン > レベル > ユーザ名 英数字16文字以内 admin
イーサネットログイン > レベル > パスワード 英数字6文字以内 0
通信タイムアウト > On/Off On/Off Off
通信タイムアウト > 時間 1～120 1分
キープアライブ > On/Off On/Off On

＜＃4　モドバス・マスタ＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

基本設定 > 通信周期 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/15s/ 2s
20s/30s

基本設定 > タイムアウト時間 125ms/250ms/500ms/1s/2s/5s/10s/1min 2s
基本設定 > リトライ数 Off/1/2/3/4/5/10/20 1
コマンド設定 > 1～8 On/Off Off
コマンド設定 > 1～8 > 先頭CH，最終CH C01～C30 C01，C01
コマンド設定 > 1～8 > アドレス 1～247 1
コマンド設定 > 1～8 > レジスタ入力 入力レジスタ：30001～39999，300001～365535 30001

保持レジスタ：40001～49999，400001～465535
コマンド設定 > 1～8 > タイプ INT16/UINT16/INT32_B/INT32_L/UINT32_B/ INT16

UINT32_L/FLOAT_B/FLOAT_L

設定値一覧
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＜＃5　その他＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

通信バッファ復帰時処理 > DO/SW用 継続/クリア クリア
モドバス・マスタ/温調計通信 > 自動復帰 On/Off Off

＃8　Web，E-Mail
＜＃1　Web＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Web > 有/無 有/無 無
Web > ページ種類 オペレータ/モニタ オペレータ
Web > On/Off On/Off Off
Web > コマンド入力 On/Off Off
Web > アクセス認証 On/Off Off
Web > ユーザ名 半角英数字カタカナ16文字以内 －
Web > パスワード 半角英数字6文字以内 －

＜＃2　Eメール基本設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Eメール基本設定 > SMTPサーバ名 半角英数字64文字以内 －
Eメール基本設定 > ポート番号 0～65535 25
Eメール基本設定 > 送信先アドレス1 半角英数字150文字以内 －
Eメール基本設定 > 送信先アドレス2 半角英数字150文字以内 －
Eメール基本設定 > 送信元アドレス ネットワーク管理者から与えられた －

Eメールアドレス(半角英数字64文字以内)

＜＃3　Eメールアラーム設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Eメールアラーム設定 > 送信先1 On/Off Off
Eメールアラーム設定 > 送信先2 On/Off Off
Eメールアラーム設定 > メール送信するアラーム1～4 On/Off Off
Eメールアラーム設定 > 送信メール内容 > 瞬時値データ付加 On/Off Off
Eメールアラーム設定 > 送信メール内容 > 送信元URL付加 On/Off Off
Eメールアラーム設定 > 題名 半角英数字32文字以内 (CX) Alarm_summary
Eメールアラーム設定 > ヘッダ1 半角英数字カタカナ64文字以内 －
Eメールアラーム設定 > ヘッダ2 半角英数字カタカナ64文字以内 －

＜＃4　Eメール定刻設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定 > 送信先1 On/Off Off
Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定 > インターバル 1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/24h 24h
Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定 > 基準時刻 00:00～23:59 00:00
Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定 > 送信先2 On/Off Off
Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定 > インターバル 1h/2h/3h/4h/6h/8h/12h/24h 24h
Eメール定刻設定 > メール送信&送信時刻設定> 基準時刻 00:00～23:59 00:00
Eメール定刻設定 > メール送信内容 > 瞬時値データ付加 On/Off Off
Eメール定刻設定 > メール送信内容 > 送信元URL付加 On/Off Off
Eメール定刻設定 > メール送信内容 > 題名 半角英数字32文字以内 (CX) Periodic_data
Eメール定刻設定 > メール送信内容 > ヘッダ1 半角英数字カタカナ64文字以内 －
Eメール定刻設定 > メール送信内容 > ヘッダ2 半角英数字カタカナ64文字以内 －

＜＃5　Eメールシステム設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Eメールシステム設定 > メール送信設定 > 送信先1 On/Off Off
Eメールシステム設定 > メール送信設定 > 送信先2 On/Off Off
Eメールシステム設定 > メール送信内容 > 送信元URL付加 On/Off Off
Eメールシステム設定 > メール送信内容 > 題名 半角英数字32文字以内 (CX) System_warning
Eメールシステム設定 > メール送信内容 > ヘッダ1 半角英数字カタカナ64文字以内 －
Eメールシステム設定 > メール送信内容 > ヘッダ2 半角英数字カタカナ64文字以内 －

設定値一覧
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＜＃6　Eメールレポート設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

Eメールレポート設定 > メール送信設定 > 送信先1 On/Off Off
Eメールレポート設定 > メール送信設定 > 送信先2 On/Off Off
Eメールレポート設定 > メール送信内容 > 送信元URL付加 On/Off Off
Eメールレポート設定 > メール送信内容 > 題名 半角英数字32文字以内 (CX) Report_data
Eメールレポート設定 > メール送信内容 > ヘッダ1 半角英数字カタカナ64文字以内 －
Eメールレポート設定 > メール送信内容 > ヘッダ2 半角英数字カタカナ64文字以内 －

＃9　その他，タイムゾーン

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

その他 > タグ/チャネル タグ/チャネル タグ
その他 > メモリアラーム時間 Off/1h/2h/5h/10h/20h/50h/100h 1h
その他 > 言語 英語/日本語/独語/仏語/中国語 日本語
その他 > 部分圧縮拡大 有/無 無
タイムゾーン > GMTとの時差 －1200～1200 0
バッチ 有/無 有

設定値一覧
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＃10　制御基本設定
＜＃1　制御動作，設定値関連＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

制御動作 > PID組数 1～8 8
制御動作 > 制御インターバル 250ms/500ms/1s* 250ms
制御動作 > ゾーンPID選択 On/Off Off
制御動作 > 停電復帰時動作 継続/手動運転/自動運転 継続
制御動作 > 停電復帰時動作(プログラム) 継続/手動運転/リセット 継続
制御動作 > PID初期値 温度/圧力流量 温度
制御動作 > 6/4ループ選択 6ループ/4ループ 6ループ
制御動作 > オートチューニング On/Off Off
制御動作 > ループ番号 1～6 1
制御動作 > 制御モード Off/単ループ制御/カスケード/(2)入力切替/ 単ループ制御

(アナログ)再伝送
制御動作 > 制御モード > 切替条件 設定範囲/PV上限値/接点入力 設定範囲
制御動作 > プログラム制御 On/Off Off
制御動作 > PID制御モード 追値制御/定値制御 追値制御
設定値関連 > ループ番号 1～6 1
設定値関連 > バーンアウト > 測定1 Off/Up/Down Up
設定値関連 > バーンアウト > 測定2 Off/Up/Down Up
設定値関連 > バーンアウト > リモート Off/Up/Down Up
設定値関連 > RJC > 測定1 外部/内部 内部
設定値関連 > RJC > 測定1 > 電圧(uV) －20000µV～20000µV 0µV
設定値関連 > RJC > 測定2 外部/内部 内部
設定値関連 > RJC > 測定2 > 電圧(uV) －20000µV～20000µV 0µV
設定値関連 > RJC > リモート 外部/内部 内部
設定値関連 > RJC > リモート > 電圧(uV) －20000µV～20000µV 0µV
* A/D積分時間が100msのときは1sに固定

＜＃2　DI/DO/SW登録，その他(警報モード...)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

接点入力登録 > モジュール CTRL1-DI/CTRL2-DI/CTRL3-DI/EXT1-RI/CTRL1-DO/ CTRL1-DI
CTRL2-DO/CTRL3-DO/EXT1-RO/INT-SW1/INT-SW2/
INT-SW3

接点入力登録 > DI001～006 無／全制御停(全ループ制御運転停止)／ 無
接点入力登録 > DI101～106 全制御運(全ループ制御運転開始)／
接点入力登録 > DI201～206 止/運1～6(制御停止/運転(1～6ループ))／
接点入力登録 > RI001～012 リモートローカル1～6(1～6ループ)／
接点入力登録 > DO001～006 Auto/Man1～6(1～6ループ)／
接点入力登録 > DO101～106 カスケード1-2，3-4(ループ1-2，3-4)／
接点入力登録 > DO201～206 Auto1-2/3-4(ループ1-2，3-4)／Man1-2/3-4(ループ1-2，3-4)／
接点入力登録 > RO001～012 SPNo1，1-3，1-7，1-8(目標設定値設定(0～3 bit))／
接点入力登録 > SW001～SW036 プログラム運転開始／プログラム運転停止／ホールド／アドバンス／

パターン番号設定(0～4bit)／入力接点切替(1～4ループ)／
(メモリ)スタートストップ／トリガ／アラームACK／
時刻セット(合わせ)／演算(スタート/ストップ)／演算リセット／
マニュアルサンプル／設定1～3ロード／メッセージ1～8／
スナップショット

その他 > ループ番号 1～6 1
その他 > リモート入力選択 Off/リモート Off
その他 > 警報モード 条件1(常用)／条件2(運転停止時無効)／ 常用

条件3(手動運転/運転停止時無効)
その他 > 目標設定値番号切替対象選択 On/Off 1：On，

ループ番号1～6 2-6：Off
その他 > PV/SP演算機能 On/Off On
その他 > CLOGエラー エラー/スキップ エラー
その他 > イベント出力設定 共通/個別 共通

設定値一覧
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＜＃3　出力処理関連＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

出力処理関連 > ループ番号 1～6 1
出力処理関連 > 制御出力種類 (時間比例PID)リレー接点(出力)/ 電流出力

(時間比例PID)電圧パルス(出力)/電流出力/
オンオフ(制御リレー接点)出力

出力処理関連 > サイクルタイム 1s～1000s 30s
出力処理関連 > アナログ出力種別 4-20mA/0～20mA/20～4mA/20～0mA 4-20mA

＜＃4　リレー関連＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

リレー関連 > モジュール種類 CTRL1-2/CTRL3-4/CTR 5-6/EXTDIO CTRL1-2
リレー関連 > FAIL On/Off Off
リレー関連 > 故障診断 On/Off Off
リレー動作 > DO001～006 非励(磁)/保持／非励(磁)/非保(持)／ 励磁/非保持

励磁/保持／励磁/非保(持)
リレー動作 > RO001～012 非励(磁)/保持／非励(磁)/非保(持)／ 励磁/非保持

励磁/保持／励磁/非保(持)

＜＃5　チューニング設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

チューニング設定 > ループ番号 1～6 1
チューニング設定 > 01～21 On/Off 01～12：On，13～21：Off
チューニング設定 > 01～21 > アイテムID SP/A1/A2/A3/A4/P/I/D/OH/OL/ 01：SP，02：A1，03：A2，

MR/PO/H/DR/BS1/FL1/BS2/FL2/ 04：A3，05：A4，06：P，
RT/RBS/RFL/W01～W36 07：I，08：D，09：OH，

10：OL，11：MR，12：PO，
13～21：SP

チューニング設定 > 01～21 > アイテム名 半角英数字6文字以内 01～12：アイテムIDに同じ，
13～21：－

＜＃6　外部ループ関連＞

設定項目 設定値または選択肢 初期値

＃1　基本設定
ループ番号 外部1～外部16 外部1
通信On/Off On/Off Off
モドバスアドレス 1～247 1
接続機種 UT320/UT321/UT350/UT351/UT420/UT450/UT520 UT320

/UT550/UT750/その他
ループ指定 第1ループ/第2ループ 第1ループ
タグ 半角英数字カタカナ8文字以内 EXT-01
タグコメント 半角英数字カタカナ8文字以内 －
自動読み込み 実行 実行
PV > 小数点位置 0～4 0
PV > 単位 半角英数字カタカナ6文字以内 －
SP > 小数点位置 0～4 0
SP > 単位 半角英数字カタカナ6文字以内 －
OUT > 小数点位置 0～4 0
OUT > 単位 半角英数字カタカナ6文字以内 ％
制御スパン下限値 －30000～30000，スパン幅：30000 0
制御スパン上限値 －30000～30000，スパン幅：30000 10
制御モード 単ループ(制御)/カスケード1次(側制御)/ 単ループ制御

カスケード2次(側制御)/カスケード(制御)/
バックアップ(機能付き制御)/(2)入力切替(制御)/
(2)入力選択(制御)/PV値保持(機能付き制御)/
2ループ(制御)/温湿度(制御)/
ユニバーサル1(2入力カスケード制御)/
ユニバーサル2(2入力切替制御)/
ユニバーサル3(2入力選択制御)/

制御出力種類 (時間比例PID)リレー接点(出力)/ 時間比例PIDリレー接点出力
(時間比例PID)電圧パルス(出力)/電流出力/
オンオフ(制御リレー接点)出力

設定値一覧
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設定項目 設定値または選択肢 初期値

アラーム種類 Off/PV-H-E(測定値上限警報(励磁))/ Off
PV-L-E(測定値下限警報(励磁))/
Dev-H-E(偏差上限警報(励磁))/
Dev-L-E(偏差下限警報(励磁))/
Dev-H-D(偏差上限警報(非励磁))/
Dev-L-D(偏差下限警報(非励磁))/
Dev-HL-E(偏差上下限警報(励磁))/
D-W-HL-E(上下限偏差内警報(励磁))/
PV-H-D(測定値上限警報(非励磁))/
PV-L-D(測定値下限警報(非励磁))/
PV-H-ES(測定値上限警報(励磁/待機動作))/
PV-L-ES(測定値下限警報(励磁/待機動作))/
Dev-H-ES(偏差上限警報(励磁/待機動作))/
Dev-L-ES(偏差下限警報(励磁/待機動作))/
Dev-H-DS(偏差上限警報(非励磁/待機動作))/
Dev-L-DS(偏差下限警報(非励磁/待機動作))/
Dev-HL-ES(偏差上下限警報(励磁/待機動作)/
D-W-HL-ES(上下限偏差内警報(励磁/待機動作))/
PV-H-DS(測定値上限警報(非励磁/待機動作))/
PV-L-DS(測定値下限警報(非励磁/待機動作/
TimeUp1(タイマ機能(検出方向上向/時分))/
TimeDown1(タイマ機能(検出方向下向/時分))/
TimeUp2(タイマ機能(検出方向上向/分秒)/
TimeDown2(タイマ機能(検出方向下向/分秒)/
Sensor(センサ接地警報)/
Prob-Diag(故障診断出力)/FAIL(FAIL出力)/
SP-H(設定値上限警報)/SP-L(設定値下限警報)/
Out-H(出力値上限警報)/Out-L(出力値下限警報)/
Burnout1(ヒーター断線警報1)/
Burnout2(ヒーター断線警報2)

＃2　パラメータアドレス設定
ループ番号 外部1～外部16 外部1
PV：入力値 30001～39999/300001～365535/ 40003

40001～49999/400001～465535
SP：設定値 30001～39999/300001～365535/ 40004

40001～49999/400001～465535
OUT：出力値 30001～39999/300001～365535/ 40005

40001～49999/400001～465535
制御モード 30001～39999/300001～365535/ 40008

40001～49999/400001～465535
リモート/ローカル状態 30001～39999/300001～365535/ 40008

40001～49999/400001～465535
運転STOP/RUN状態 30001～39999/300001～365535/ 40205

40001～49999/400001～465535
アラーム値 30001～39999/300001～365535/ 40011

40001～49999/400001～465535
SP番号 30001～39999/300001～365535/ 40010

40001～49999/400001～465535
PID番号 30001～39999/300001～365535/ 40009

40001～49999/400001～465535
オートチューニング 30001～39999/300001～365535/ 40008

40001～49999/400001～465535

＃3　チューニング設定
チューニング設定 > ループ番号 外部1～外部16 外部1
チューニング設定 > 01～21 On/Off Off
チューニング設定 > アイテムID SP/A1/A2/A3/A4/P/I/D/OH/OL/MR/H/DR/ ETC

DB/PO/ETC
チューニング設定 > アイテム名 半角英数字カタカナ6文字以内 ETC
チューニング設定 > レジスタアドレス 30001～39999/300001～365535/ 40001

40001～49999/400001～465535
チューニング設定 > 小数点 0～4 0
チューニング設定 > 制御スパン下限値 －30000～30000，スパン幅：30000 0
チューニング設定 > 制御スパン上限値 －30000～30000，スパン幅：30000 10

設定値一覧
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設定モード(制御関連)
＃1　制御入力レンジ

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

入力レンジ > ループ番号 1～6 1
入力レンジ > 入力種類 測定値1(PV1)/測定値2(PV1)/リモートSP/PVレンジ 測定値1
入力レンジ > モード TC/RTD/スケール/1-5V TC
入力レンジ > タイプ 電圧/TC/RTD TC
入力レンジ > レンジ TC：R/S/B/K/E/J/T/N//W/L/U/PLATI/PR/WRe K

RTD：PT/JPT
電圧：20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V

入力レンジ > スパン下限値 レンジの範囲内 －200.0
入力レンジ > スパン上限値 レンジの範囲内 1370.0
入力レンジ > PVレンジ －30000～30000 下限：0.0，上限：2000.0
入力レンジ > 入力切替PV下限値 －30000～30000 0.0
入力レンジ > 入力切替PV上限値 －30000～30000 2000.0
入力レンジ > スケール －30000～30000 下限：0.00，上限：200.00
入力レンジ > 単位 半角英数字カタカナ6文字以下 －
入力レンジ > 開平演算 On/Off Off
入力レンジ > ローカット 0.0％～5.0％ 1.0％
入力レンジ > バイアス On/Off Off

Onのときの設定範囲：測定スパンのEUS(－100.0～100.0％) 0.0％
入力レンジ > フィルタ On/Off Off

1s～120s 1s
入力レンジ > 比率設定 On/Off Off

Onのときの設定範囲：0.001～9.999 1.000

＃2　制御アラーム

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

アラーム > ループ番号 1～6 1
アラーム > 1～4 On/Off Off
アラーム > タイプ PV-H(測定値上限警報)/PV-L(測定値下限警報)/ 測定値上限警報

Dev-H(偏差上限警報)/Dev-L(偏差下限警報)/
Dev-H&L(偏差上下限警報)/D-W-H&L(上下限偏差内警報)/
SP-H(設定値上限警報)/SP-L(設定値下限警報)/
Out-H(出力値上限警報)/Out-L(出力値下限警報)

アラーム > 待機動作 有り/無し 無し
アラーム > リレー出力 On/Off Off
アラーム > 番号 DO001～DO006/DO101～DO106/DO201～DO206/ DO001/DO101/DO201

RO001～RO012/SW001～SW036
アラーム > 目標設定値番号 1～8 1
アラーム > アラーム値1～4 測定値上限/下限警報：測定スパンのEU(0～100％)， 1370.0

設定値上限/下限警報：測定スパンのEU(0～100％)，
偏差上限警報/偏差下限警報：測定スパンのEUS(－100～
100％)，偏差上下限警報/上下限偏差内警報：測定スパンの
EUS(0～100％)，出力値上限/下限警報：－5.0％～105.0％

＃3　運転関連/ゾーンPID

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

運転関連/ゾーンPID > ループ番号 1～6 1
運転関連/ゾーンPID > 制御出力抑制機能 Off/オーバシュート Off
運転関連/ゾーンPID > 勾配時間単位 時(間)/分/秒 時
運転関連/ゾーンPID > 目標設定値下降勾配 On/Off Off

Onのときの設定範囲：1digit～測定スパンのEUS(100.0％) 1570.0
運転関連/ゾーンPID > 目標設定値上昇勾配 On/Off Off

Onのときの設定範囲：1digit～測定スパンのEUS(100.0％) 1570.0
運転関連/ゾーンPID > タグ 半角英数字カタカナ8文字以内 INT-01
運転関連/ゾーンPID > タグコメント 半角英数字カタカナ8文字以内 －
運転関連/ゾーンPID > リファレンスポイント 測定スパンのEU(0.0～100.0％) 1370.0
運転関連/ゾーンPID > ゾーンヒステリシス 測定スパンのEU(0.0～100.0％) 7.8
運転関連/ゾーンPID > リファレンス偏差 On/Off Off

Onのときの設定範囲：1digit～測定スパンのEUS(100.0％) 7.8　

設定値一覧
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＃4　PIDパラメータ

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

PIDパラメータ関連 > ループ番号 1～6 1
PIDパラメータ関連 > PID番号 1～8 1
PIDパラメータ関連 > 目標設定値 測定入スパンのEU(0％～100％) －200.0
PIDパラメータ関連 > 比例帯(P) 0.1％～999.9％ 5.0％
PIDパラメータ関連 > 積分時間(I) 0s～6000s 240s
PIDパラメータ関連 > 微分時間(D) 0s～6000s 60s
PIDパラメータ関連 > 出力リミット下限値 －5.0％～105.0％ 0.0％
PIDパラメータ関連 > 出力リミット上限値 －5.0％～105.0％ 100.0％
PIDパラメータ関連 > シャットダウン機能 On/Off Off
PIDパラメータ関連 > マニュアルリセット －5.0％～105.0％ 50.0％
PIDパラメータ関連 > リレーヒステリシス > 設定値 測定スパンのEUS(0.0～100.0％) 7.8
PIDパラメータ関連 > リレーヒステリシス > 動作点 中央/上側/下側 中央
PIDパラメータ関連 > 制御動作方向 逆動作/正動作 逆動作
PIDパラメータ関連 > プリセット出力 －5.0％～105.0％ 0.0％

＃5　コントロールグループ設定

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

コントロールグループ > グループ番号 1～8 1
コントロールグループ > グループ名 半角英数字カタカナ16文字以内 CONTROL GROUP1
コントロールグループ > 1～6 On/Off On
コントロールグループ >1～6 > 種類 内蔵ループ/外部ループ/測定チャネル 内蔵ループ
コントロールグループ >1～6 > 番号 内蔵ループ：01～06 1：01，2：02，

外部ループ：01～16 3：03，4：04，
測定チャネル：01～20 5：05，6：06

＃6　折線入出力関連

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

折線関連 > ループ番号 1～6 1
折線関連 > 入力種類 測定値1/測定値2 測定値1
折線関連 > 折線モード Off/(折線)バイアス/(折線)近似 Off
折線関連 > 折線入力1～11 折線バイアス：測定スパンのEU(－5.0～105.0％) 1：－200.0，2：1370.0，

折線近似：測定スパンのEU(－5.0～105.0％) 3～11：－200.0
折線関連 > 折線出力1～11 折線バイアス：測定スパンのEUS(－100.0～100.0％) 0.0

折線近似：測定スパンのEU(－5.0～105.0％)

＃7　プログラム制御関連(プログラム制御ON時だけ)
＜＃1　プログラムパラーメータ設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

＃1　パターン初期設定
パターン初期設定 > パターン番号 1～4(/PG1)，1～30(/PG2) 1
パターン初期設定 > 使用セグメント領域 0～99 0
パターン初期設定 > セグメント設定方式 時間/勾配 時間
パターン初期設定 > パターン名 半角英数字カタカナ16文字以内
パターン初期設定 > 動作ループ指定 > 第1ループ～第6ループ On/Off Off

＃2　ウェイト動作設定
ウェイト動作設定 > ウェイトゾーン1～5 > 第1～6ループ On/Off Off
 > 上側，下側 測定スパンのEUS(0～100.0％) 1digit
ウェイト動作設定 > ウェイト時間 00:00:00～99:59:59 00:00:00

＃3　パターンスタート設定
パターンスタート設定 > スタート目標設定値 > 第1～6ループ 測定スパンのEU(0.0～100.0％) －200.0
パターンスタート設定 > スタートコード ST-SP(スタート目標設定値スタート)/ スタート目標設定値

RampPV1(PV1勾配優先PVスタート)/ スタート
TimePV(時間優先PVスタート)/
RampPV2～6(PV2～6勾配優先PVスタート)

設定値一覧
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設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

＃4　プログラムパターン設定
プログラムパターン設定 > セグメント番号 1～使用セグメント領域の設定値 1
プログラムパターン設定 > ランプ/ソーク選択 ランプ/ソーク ランプ
プログラムパターン設定 > 到達目標設定値 > 第1～6ループ 測定スパンのEU(0.0～100.0％) －200.0
プログラムパターン設定 > セグメント時間(時間設定方式の場合のみ) 00:00:01～99:59:59 00:00:01
プログラムパターン設定 > 勾配時間単位(勾配設定方式の場合のみ) 時，分 時
プログラムパターン設定 > 勾配(勾配設定方式の場合のみ) 1digit～測定スパンのEUS(100.0％) 1digit
プログラムパターン設定 > セグメントPIDグループ番号 1～PID組数の設定値 1
プログラムパターン設定 > セグメント切替動作 継続切替/ホールド/ローカル終了 継続切替

/リセット終了
プログラムパターン設定 > ウェイト Off/切替時/区間内 Off
プログラムパターン設定 > ウェイトゾーン番号 1～5 1

＃5　イベント設定
イベント設定 > セグメント番号 1～使用セグメント領域の設定値 1
イベント設定 > イベント種類 PVイベント/タイムイベント タイムイベント
イベント設定 > タイムイベント1～16 (On/Off)/(On/**)/(**/Off)/(Off) Off
イベント設定 > タイムイベント1～16 > オン時間，オフ時間 00:00:00～99:59:59 00:00:00
イベント設定 > PVイベント1～16 > ループ Off，1～6 Off
イベント設定 > PVイベント1～16 > ループ > タイプ PV-H(測定値上限)/PV-L測定値下限/Dev-H(偏差上限)/ 測定値上限

Dev-L(偏差下限)/Dev-H&L(偏差上下限)/D-W-H&L(上下限偏差内)/

SP-H(設定値上限)/SP-L(設定値下限)/Out-H(出力値上限)/Out-L(出力値下限)

イベント設定 > PVイベント1～16 > ループ > 設定値 測定値：測定スパンのEU(0.0～100.0％) 1370.0
偏差：測定スパンのEUS(0～100.0％) 1570.0
設定値：測定スパンのEU(0.0～100.0％) 1370.0
出力値：－5.0％～105.0％ 105.0％

＃6　ヒステリシス(PVイベント)
ヒステリシス(PVイベント) > PVイベント >
ヒステリシス1～16 0.0％～10.0％ 0.5％

＃7　リピート動作設定
リピート動作設定 > リピート動作 Off/On/繰り返し Off
リピート動作設定 > On > 繰り返し数 1～999 1
リピート動作設定 > リピート動作 > スタートセグメント番号 1～使用セグメント領域の設定値 1
リピート動作設定 > リピート動作 > エンドセグメント番号 1～使用セグメント領域の設定値 1

＜＃2　イベント出力設定*＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

イベント出力設定 > パターン番号 1～4(/PG1)，1～30(/PG2) 1
イベント出力設定 > イベント種類 PVイベント/タイムイベント タイムイベント
イベント出力設定 > リレー出力 > EV1～16 On/Off Off
イベント出力設定 > On EV1～16 > 番号 DO001～DO006/DO101～DO106/ DO001

DO201～DO206/RO001～RO012/
SW001～SW036

プログラム制御終了通知 > リレー出力 On/Off Off
プログラム制御終了通知 > On > 番号 DO001～DO006/DO101～DO106/ DO001

DO201～DO206/RO001～RO012/
SW001～SW036

* バージョンが3.01のときは，＃1 プログラムパラメータ設定の中に＃6 イベント出力設定の項目があります。

＜＃3　その他(自動メッセージ印字，表示位置)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

その他(自動メッセージ印字，表示位置) > プログラム運転/ On/Off On
停止自動メッセージ印字On/Off
その他(自動メッセージ印字，表示位置) > 1～6 第1～6ループ：1～6
プログラム表示位置 > 位置 > 第1～6ループ

設定値一覧
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＜＃4　その他(イベント表示グループ)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

その他(イベント表示グループ) > パターン番号 1～4(/PG1)，1～30(/PG2) 1
その他(イベント表示グループ) > 1～5 On/Off On
その他(イベント表示グループ) > On 1～5 > 種類 タイムイベント/PVイベント タイムイベント
その他(イベント表示グループ) > On 1～5 > 01～05 1～5：01～05
タイムイベント > 番号

＃8　詳細設定(DIO操作監視機能，その他..)(プログラム制御機能がOFFのときは＃7)
＜＃1　制御機能設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

制御機能設定 > ループ番号 1～6 1
制御機能設定 > 目標設定値トラッキング On/Off On
制御機能設定 > 設定値トラッキング On/Off Off
制御機能設定 > 目標設定値リミット > 下限値 測定スパンのEU(0.0％～100.0％) －200.0
制御機能設定 > 目標設定値リミット > 上限値 測定スパンのEU(0.0％～100.0％) 1370.0
制御機能設定 > 出力変化率リミッタ On/Off Off

Onのとき数値を入力：0.1％/s～100.0％/s 100.0％/s
制御機能設定 > 過積分抑制機能 自動/手動 自動

手動のとき数値を入力：50.0％～200.0％ 100.0％

＜＃2　ヒステリシス(アラーム)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

ヒステリシス(アラーム) > アラーム > ループ番号 1～6 1
ヒステリシス(アラーム) > アラーム > 測定スパンのEUS(0.0％～10.0％) 7.8
ヒステリシス1～4

＜＃3　DIO操作監視設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

DIO操作監視設定 > DIO操作監視番号 01～36 1
DIO操作監視設定 > On/Off On/Off Off
DIO操作監視設定 > DIO種類 DI-1/DO-1/DO-2/DIO-11/DIO-12/DO-2P/DIO-12P DI-1
DIO操作監視設定 > SW番号 SW001～SW036 SW001
DIO操作監視設定 > DO番号 > ON DO001～DO006/DO101～DO106/ DO001

DO201～DO206/RO001～RO012
DIO操作監視設定 > DO番号 > OFF DO001～DO006/DO101～DO106/ DO001

DO201～DO206/RO001～RO012
DIO操作監視設定 > DI番号 DI001～DI006/DI101～DI106/ DO001

DI201～DI206/RI001～RI012
DIO操作監視設定 > タグ 半角英数字カタカナ8文字以内
DIO操作監視設定 > タグコメント 半角英数字カタカナ8文字以内
DIO操作監視設定 > 操作状態表示 > ON > ラベル 半角英数字カタカナ8文字以内
DIO操作監視設定 > 操作状態表示 > ON > 色 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 赤

ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫
DIO操作監視設定 > 操作状態表示 > OFF > ラベル 半角英数字カタカナ8文字以内
DIO操作監視設定 > 操作状態表示 > OFF > 色 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 赤

ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫

＜＃4　DI/DOラベル設定＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

DI/DOラベル設定 > モジュール CTRL1-DI/CTRL2-DI/CTRL3-DI/EXT1-RI/ CTRL1-DI
CTRL1-DO/CTRL2-DO/CTRL3-DO/EXT1-RO

DI/DOラベル設定 > DI001～DI006 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DI001～DI006
DI/DOラベル設定 > DI101～DI106 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DI101～DI106
DI/DOラベル設定 > DI201～DI206 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DI201～DI206
DI/DOラベル設定 > RI001～RI012 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 RI001～RI012
DI/DOラベル設定 > DO001～DO006 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DO001～DO006
DI/DOラベル設定 > DO101～DO106 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DO101～DO106
DI/DOラベル設定 > DO201～DO206 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 DO201～DO206
DI/DOラベル設定 > RO001～RO012 > ラベル 半角英数字カタカナ16文字以内 RO001～RO012

設定値一覧
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＃9　制御用演算関連(プログラム制御機能がOFFのときは＃8)
＜＃1　PV/SP演算，アナログ再伝送＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

PV/SP演算，アナログ再伝送 > ループ番号 1～6 1
PV/SP演算，アナログ再伝送 > PV/SP PV/PV1/PV2/SP ループの制御モード

(ループの制御モードによる) による
PV/SP演算，アナログ再伝送 > モード On/Off Off
PV/SP演算，アナログ再伝送 > 演算式 120文字以内 所定の制御入力チャネル
PV/SP演算，アナログ再伝送 > PVレンジ > 下限値 －30000～30000(幅30000) 演算式の初期値の測定レ

ンジによる
PV/SP演算，アナログ再伝送 > PVレンジ > 上限値 －30000～30000(幅30000) 演算式の初期値の測定レ

ンジによる
PV/SP演算，アナログ再伝送 > PVレンジ > 単位 半角英数字カタカナ6文字以内 －
PV/SP演算，アナログ再伝送 > 入力切替 > 下限値 －30000～30000(幅30000) PVレンジ下限値
PV/SP演算，アナログ再伝送 > 入力切替 > 上限値 －30000～30000(幅30000) PVレンジ上限値
PV/SP演算，アナログ再伝送 > 演算エラー オーバー/アンダー オーバー

＜＃2　ロジック演算＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

ロジック演算 > 設定番号 1-6/7-12/13-18/19-24/25-30 1-6
ロジック演算 > リレー Off/DO001～DO006/DO101～DO106/ Off

DO201～DO206/RO001～RO012/
SW001～SW036

ロジック演算 > 演算式 120文字以内 －

＜＃3　定数＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

定数 > W01～W36 －9.9999E＋29～－1.0000E－30，0， 1
1.0000E－30～9.9999E＋29

設定値一覧
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設定値一覧

設定モード
＃1　レンジ，アラーム

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 01～20 01
最終チャネル 01～20 01
レンジ > モード 電圧/TC/RTD/スケール/Delta/DI/Sqrt/スキップ 電圧
レンジ > レンジ 20mV/60mV/200mV/2V/6V/20V/50V/R/S/B/K/ 2V

E/J/T/N/W/L/U/PLATI/PR/Wre/PT/JPT/レベル/接点
接点レンジ > スパン下限 － －2.000
レンジ > スパン上限 － 2.000
アラーム > 1～4 On/Off Off
アラーム > タイプ H:上限/L:下限/R:変化上/r:変化下/T:遅上/t:遅下 H
アラーム > アラーム値 － 0.000
アラーム > リレー出力 On/Off Off
アラーム > リレー番号 I01～I06/DO001～DO006/DO101～DO106/ I01

DO201～DO206/RO001～RO012/SW001～SW036
アラーム > 検出 On/Off On

＃2　タグ，移動平均，アラームディレイ

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 01～20/101～118/201～248 01
最終チャネル 01～20/101～118/201～248 01
タグ文字列 半角英数字カタカナ16文字以内 01
移動平均 > サンプリング回数 Off/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16 Off
アラームディレイ > 時間 1秒～3600秒 10秒

＃3　トレンド表示/セーブ周期，メッセージ，ファイル，USERキー

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

トレンド表示/セーブ周期 > 表示更新周期 1min/2min/5min/10min/20min/30min/1h/ 1min
2h/4h/10h

トレンド表示/セーブ周期 > オートセーブ周期 10分～31日 1h
メッセージ > 文字列No.1～No.8 半角英数字カタカナ16文字以内 －
ファイル > ヘッダ 半角英数字カタカナ32文字以内 －
ファイル > ディレクトリ名 半角英数字カタカナ8文字以内 DATA0
ファイル > セーブデータ 未セーブ/オール オール
USERキー > アクション 無/トリガ/アラームACK/演算(スタート/ストップ)/ アラームACK

演算リセット/マニュアルサンプル/メッセージ1/
メッセージ2/メッセージ3/メッセージ4/
メッセージ5/メッセージ6/メッセージ7/
メッセージ8/スナップショット

＃4　画面設定
＜＃1　グループ設定，トリップライン＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

グループ番号 1～10 1
グループ設定 > グループ名 半角英数字カタカナ16文字以内 GROUP 1
グループ設定 > チャネル設定 － 01-10
グループ設定 > トリップラインNo.1～No.4 On/Off Off
グループ設定 > トリップライン > 位置 0％～100％ 100％
グループ設定 > トリップライン > 表示色 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー No.1：赤，No.2：緑，

ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫 No.3：青，No.4：黄
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＜＃2　表示色＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

表示色 > CH1，CH11 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 赤
ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫

表示色 > CH2，CH12 同上 緑
表示色 > CH3，CH13 同上 青
表示色 > CH4，CH14 同上 青紫
表示色 > CH5，CH15 同上 茶
表示色 > CH6，CH16 同上 オレンジ
表示色 > CH7，CH17 同上 黄緑
表示色 > CH8，CH18 同上 水色
表示色 > CH9，CH19 同上 赤紫
表示色 > CH10，CH20 同上 グレー

＜＃3　ゾーン，グラフ(，部分圧縮拡大)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 01～20 01
最終チャネル 01～20 01
ゾーン > 下限 0％～95％ 0％
ゾーン > 上限 5％～100％ 100％
グラフ > 分割数 4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10 10
グラフ > バーグラフ 標準/中央 標準
グラフ > スケール位置 Off/1～10 1
部分圧縮拡大 On/Off Off
位置 1％～99％ 50％
境界値 スパン最小値＋1digit ～スパン最大値－1digit / 0.000

スケーリング最小値＋1digit ～スケーリング最大値
－1digit(スケーリング，開平演算が設定されている
チャネルの場合)

＜＃4　表示，表示方向，LCD＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

表示 > 表示方向 > 波形 横/縦/横2 横
表示 > 表示方向 > バーグラフ 横/縦 縦
表示 > 背景色 > 計測用 白/黒 白
表示 > 背景色 > 制御用 白/黒 黒
表示 > 波形線幅 1/2/3 2dot
表示 > トリップ線幅 1/2/3 2dot
表示 > グリッド オート/4div/5div/6div/7div/8div/9div/10div/ 10div

11div/12div
表示 > スクロール 5s/10s/20s/30s/1min 5s
表示 > スケール表示桁 標準/詳細 標準
LCD > 輝度 1～4 3
LCD > バックライトセーバ > On/Off On/Off Off
LCD > バックライトセーバ > 移行時間 1min/2min/5min/10min/30min/1h 1h
LCD > 復帰要因 キー／キー/アラーム キー/アラーム

＜＃5　制御(表示色)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

選択 内蔵/外部1/外部2/外部3 内蔵
CH101，CH110，CH201...CH237...CH246 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 赤

ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫
CH102，CH111，CH202...CH238...CH247 同上 緑
CH103，CH112，CH203...CH239...CH248 同上 青
CH104，CH113，CH204...CH240 同上 青紫
CH105，CH114，CH205...CH241 同上 茶
CH106，CH115，CH206...CH242 同上 オレンジ
CH107，CH116，CH207...CH243 同上 黄緑
CH108，CH117，CH208...CH244 同上 水色
CH109，CH118，CH209...CH245 同上 赤紫

設定値一覧
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設定値一覧

＜＃6　制御(ゾーン，グラフ(，部分圧縮拡大))＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 101～118/201～248 101
最終チャネル 101～118/201～248 101
ゾーン下限 0％～95％ 0％
ゾーン上限 5％～100％ 100％
グラフ 4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10 10
バーグラフ 標準/中央 標準
スケール位置 Off/1～10 1
部分圧縮拡大 On/Off Off
位置 1％～99％ 50％
境界値 スパン最小値＋1digit ～スパン最大値－1digit / 0.1

スケーリング最小値＋1digit ～スケーリング最大値
－1digit(スケーリング，開平演算が設定されている
チャネルの場合)

＜＃7　演算(表示色)＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

CH31，CH41，CH51 赤/緑/青/青紫/茶/オレンジ/黄緑/水色/赤紫/グレー/ 赤
ライム/シアン/紺/黄色/ライトグレー/紫

CH32，CH42，CH52 同上 緑
CH33，CH43，CH53 同上 青
CH34，CH44，CH54 同上 青紫
CH35，CH45，CH55 同上 茶
CH36，CH46，CH56 同上 オレンジ
CH37，CH47，CH57 同上 黄緑
CH38，CH48，CH58 同上 水色
CH39，CH49，CH59 同上 赤紫
CH40，CH50，CH60 同上 グレー

＜＃8　演算(ゾーン，グラフ(，部分圧縮拡大))＞

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 31～60 31
最終チャネル 31～60 31
ゾーン > 下限 0％～95％ 0％
ゾーン > 上限 5％～100％ 100％
グラフ > 分割数 4/5/6/7/8/9/10/11/12/C10 10
グラフ > バーグラフ 標準/中央 標準
グラフ > スケール位置 Off/1～10 1
部分圧縮拡大 On/Off Off
位置 1％～99％ 50％
境界値 スパン最小値＋1digit ～スパン最大値－1digit / 0.00

スケーリング最小値＋1digit ～スケーリング最大値
－1digit(スケーリング，開平演算が設定されている
チャネルの場合)

＃5　ファイル操作，データクリア

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

＃1　設定セーブ － －
＃2　設定ロード － －
＃3　測定データセーブ － －
＃4　表示データロード － －
＃5　イベントデータロード － －
＃6　ファイル一覧 － －
＃7　ファイル消去 － －
＃8　フォーマット － －
＃9　測定データクリア － －
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＃6　時刻

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

時刻設定 － －

＃7　演算設定1

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 31～60 31
最終チャネル 31～60 31
演算式/スパン > 演算On/Off On/Off Off
演算式/スパン > 演算式 40文字以内 01
演算式/スパン > スパン下限 －9999999～99999999(小数点は，小数点以下4桁以内) －200.00
演算式/スパン > スパン上限 －9999999～99999999(小数点は，小数点以下4桁以内) 200.00
演算式/スパン > 単位 半角英数字カタカナ6文字以内 －
アラーム > 1～4 On/Off Off
アラーム > タイプ H/L/T/t H
アラーム > アラーム値 測定スパン内の値 0.00
アラーム > リレー出力 On/Off Off
アラーム > 番号 I01～I06/DO001～DO006/DO101～DO106/ I01

DO201～DO206/RO001～RO012/SW001～SW036
アラーム > 検出 On/Off On
定数 > K01～K30 －9.9999E＋29～－1.0000E－30，0， 1

1.0000E－30～9.9999E＋29

＃8　演算設定2

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

先頭チャネル 31～60 31
最終チャネル 31～60 31
タグ > 文字列 半角英数字カタカナ16文字以内 31
TLOG > タイマ番号 1/2/3 1
TLOG > 積算単位 Off／/s／/min／/h Off
長時間移動平均 > On/Off On/Off Off
長時間移動平均 > サンプリング間隔 1s/2s/3s/4s/5s/6s/10s/12s/15s/20s/30s/ 10s

1min/2min/3min/4min/5min/6min/10min/12min/
15min/20min/30min/1h

長時間移動平均 > サンプリング数 1～64 1
アラームディレイ 1s～3600s 10s

＃9　バッチ設定

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値

アプリケーション名 半角英数字カタカナ16文字以内 －
スーパーバイザ名 半角英数字カタカナ16文字以内 －
マネージャ名 半角英数字カタカナ16文字以内 －
バッチ番号 半角英数字カタカナ16文字以内 －
ロット番号 0～9999 1
自動インクリメント On/Off On
表示情報 バッチ名/時刻 バッチ名
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