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はじめに
このたびは，CX1000またはCX2000をお買い上げいただきましてありがとうございます。
このマニュアルは，CX1000またはCX2000の通信機能(イーサネット/シリアルインタ
フェース)について説明したものです。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，CX1000またはCX2000のマニュアルとして，この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

マニュアル名 マニュアルNo. 内容

CX1000 IM 04L31A01-03 CX1000の全機能(通信機能を除く)とその操作
ユーザーズマニュアル 方法について説明しています。

CX2000 IM 04L31A01-01 CX2000の全機能(通信機能を除く)とその操作
ユーザーズマニュアル 方法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

CX1000オペレーション IM 04L31A01-04 CX1000の制御関連操作について簡潔に説明し
ガイド たものです。設定値の一覧表もあります。

CX2000オペレーション IM 04L31A01-02 CX2000の制御関連操作について簡潔に説明し
ガイド たものです。設定値の一覧表もあります。

CX1000設置・接続 IM 04L31A01-73 CX1000の設置方法や配線方法について簡潔に
ガイド 説明したものです。

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
ガイド 説明したものです。

CX1000/CX2000 IM 04L31A01-72 CX1000またはCX2000をご使用いただく際の
ご使用上の注意事項 注意についてまとめたものです。本書のiiiページ

およびivページにも同様の記載があります。

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CX1000または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，裏表紙に記載の当社支社・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。

6th Edition : June 2010 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 2001 Yokogawa Electric Corporation
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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，およびマークを表示していません。

履　歴
● 2001年12月 初版発行
● 2002年3月 2版発行
● 2002年4月 3版発行
● 2003年6月 4版発行
● 2007年5月 5版発行
● 2010年6月 6版発行
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本機器を安全にご使用いただくために

■本書に対する注意
・本書は，最終ユーザーまでお届けいただきますようお願いいたします。
・本製品の操作は，本書をよく読んで内容を理解したのちに行ってください。
・本書は，本製品に含まれる機能詳細を説明するものであり，お客様の特定目的に適合することを保証するもので
はありません。

・本書の一部または全部を，無断で転載，複製することは固くお断りします。
・本書の内容については，将来予告なしに変更することがあります。
・本書の内容について，もしご不審な点や誤り，記載もれなどお気づきのことがありましたら，当社営業部また
は，お買い求めの代理店まで，ご連絡ください。

■本製品の保護・安全および改造に関する注意
・当該製品および本書には，安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。

“取扱注意” (人体および機器を保護するために，マニュアルを参照する必要がある場所に付いてい
ます。)

機能接地端子 (保護接地端子として使用しないでください。)

保護接地端子

交流

・当該製品および当該製品で制御するシステムの保護・安全のため，当該製品を取り扱う際は，本書の安全に関す
る指示事項その他の注意事項に従ってください。なお，これらの指示事項に反する扱いをされた場合には，当該
製品の保護機能が損なわれるなど，その機能が十分に発揮されない場合があり，この場合，当社は一切，製品の
品質・性能・機能および安全性を保証いたしません。

・当該製品および当該製品で制御するシステムでの落雷防止装置や機器などの，当該製品や制御システムに対する
保護・安全回路の設置，または当該製品や制御システムを使用するプロセス，ラインのフールプルーフ設計や
フェールセーフ設計その他の保護・安全回路の設計および設置の場合は，お客様の判断で，適切に実施され，ま
た当該製品以外の機器で実現するなど別途検討いただき，また用意するようお願いいたします。

・当該製品の部品や消耗品を交換する場合は，必ず当社の指定品を使用してください。
・当該製品は原子力および放射線関連機器，鉄道施設，航空機器，舶用機器，航空施設，医療機器などの人身に直
接かかわるような状況下で使用されることを目的として設計，製造されたものではありません。人身に直接かか
わる安全性を要求されるシステムに適用する場合には，お客様の責任において，当該製品以外の機器・装置を
もって人身に対する安全性を確保するシステムの構築をお願いいたします。

・当該製品を改造することは固くお断りいたします。
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本機器を安全にご使用いただくために

警 警　　告

●電源

機器の電源電圧が供給電源の電圧に合っているか必ず確認したうえで，本機器の電源を入れてください。
●保護接地

感電防止のため，本機器の電源を入れる前には，必ず保護接地を行ってください。
●保護接地の必要性

本機器の内部または外部の保護接地線を切断したり，保護接地端子の結線を外さないでください。いず
れの場合も本機器の保護動作が無効になり，危険な状態になります。

●保護機能の欠陥

保護接地およびヒューズなどの保護機能に欠陥があると思われるときは，本機器を動作させないでくだ
さい。また本機器を動作させる前には，保護機能に欠陥がないか確認するようにしてください。

●ガス中での使用

可燃性，爆発性のガスまたは蒸気のある場所では，本機器を動作させないでください。そのような環境
下で本機器を使用することは大変危険です。

●ケースの取り外し

当社のサービスマン以外は，ケースを外さないでください。本機器内には高電圧の箇所があり，危険で
す。

●外部接続

保護接地を確実に行ってから，測定対象や外部制御回路への接続を行ってください。
●保護構造の損傷

本書に記載のない操作を行うと，本機器の保護構造が損なわれることがあります。

■ 本製品の免責
・当社は，別途保証条項に定める場合を除き，当該製品に関していかなる保証も行いません。
・当該製品のご使用により，お客様または第三者が損害を被った場合，あるいは当社の予測できない当該製品の欠
陥などのため，お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的損害に対しても，当社は責任を負いかね
ますのでご了承ください。

■ ソフトウエアの取り扱い注意
・当社は，別途保証条項に定める場合を除き，当該製品のソフトウエアに関していかなる保証も行いません。
・当該製品のソフトウエアは，特定された1台のコンピュータでご使用ください。
・別のコンピュータに対してご使用になる場合は，別途ご購入ください。
・当該製品のソフトウエアを，バックアップの目的以外でコピーすることは，固くお断りいたします。
・当該製品のソフトウエアの収められているオリジナルメディアは，大切に保管してください。
・当該製品のソフトウエアの逆コンパイル，逆アセンブルなど(リバースエンジニアリング)を行うことは，固くお
断りいたします。

・当該製品のソフトウエアは，当社の事前の承認なしに，その全部または一部を譲渡，交換，転貸などによって第
三者に使用させることは，固くお断りいたします。
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルの構成
このユーザーズマニュアルは次のように構成されています。

第1章　機能説明
通信機能とインタフェースの関係や通信機能の概略を説明しています。

第2章　イーサネットインタフェース
イーサネットの仕様と設定方法，FTPクライアント機能，Webサーバ機能，Eメール送信機能
について説明しています。また，ログ画面の表示方法について説明しています。

第3章　シリアルインタフェース
シリアルインタフェースの仕様，設定方法について説明しています。シリアルインタフェース
には，RS-232とRS-422/485の2種類があります。

第4章　Modbusプロトコル
Modbusプロトコルの仕様と設定方法，Modbusマスタの状態表示画面について説明していま
す。

第5章　ラダー通信プロトコル
ラダー通信プロトコルの仕様と設定方法，プログラム例について説明しています。

第6章　コマンド
使用できる全コマンドについて，1つずつ説明しています。

第7章　レスポンス
本機器から出力されるパネルの設定情報や測定/演算/制御データのフォーマットについて説明
しています。

第8章　ステータスレポート
ステータス情報について説明しています。

第9章　温調計通信
温調計通信機能の設定方法について説明しています。

付録
ASCIIキャラクタコード表と，本機器からデータ出力をするときの設定フロー，メッセージ一
覧を記載しています。

索引
アルファベット-五十音順の索引があります。
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このマニュアルで使用している記号
●単位

・ k：「1000」の意味です。使用例　5kg，100kHz
・ K：「1024」の意味です。使用例　640Kバイト(フロッピーディスクの記憶容量)

●注記

この取扱説明書では，注記を以下のようなシンボルで区別しています。

本機器で使用しているシンボルマークで，人体および本機器に危険
があることを示すとともに，この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
ページの目印として使用しています。

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 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

●表示文字

[  ]でくくった英数字は，主に画面に表示される文字や数値を示します。

●操作説明ページで使用しているシンボル

第2～9章で操作説明をしているページでは，説明内容を区別するために次のようなシ
ンボルを使用しています。

解　　説 操作に関連する設定内容や限定事項について説明しています。

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。

このマニュアルの利用方法
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各部の名称/使い方と，操作キーによる設定フロー

フロントパネル
CX1000

DISP/
ENTER

MENUESCFUNCUSERSTART STOP

ソフトキー
画面に表示されているメニ
ューを選択するときに押し
ます。

DISP/ENTERキー
設定を確定する/入力ボック
スを閉じるときに押します。

矢印キー
画面に表示される設定項目間
を移動するときに押します。

MENUとFUNCキー
MENUキーを押してからFUNCキーを約3秒間押すと，基本
設定メニューが表示され，通信機能の設定メニューに入るこ
とができます。

ESCキー
表示中の設定画面から1つ前
の設定画面に戻るときや，変
更した設定内容をキャンセル
するときに押します。

液晶画面

CX2000

ソフトキー
画面に表示されているメニューを選択するときに押します。

DISP/ENTERキー
設定を確定する/入
力ボックスを閉じる
ときに押します。

矢印キー
画面に表示される設
定項目間を移動する
ときに押します。

液晶画面

MENUとFUNCキー
MENUキーを押してからFUNCキーを約3秒間押すと，基
本設定メニューが表示され，通信機能の設定メニューに入
ることができます。

ESCキー
表示中の設定画面から1つ前の設定画面に戻るときや，変更した
設定内容をキャンセルするときに押します。

文字/数値入力キー
IPアドレス，ドメイン名，サーバ
名などの文字や数値を入力すると
きに押します。
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リアパネル
CX1000

RS-232インタフェースコネクタ(オプション)
シリアル通信用コネクタです。

RS-422/485インタフェース端子
(オプション)
シリアル通信用端子です。

イーサネットインタフェースコネクタ
イーサネット通信用のコネクタです。標準装備されています。

CX2000

RS-232インタフェースコネクタ(オプション)
シリアル通信用コネクタです。

RS-422/485インタフェース端子
(オプション)
シリアル通信用端子です。

イーサネットインタフェースコネクタ
イーサネット通信用のコネクタです。標準装備されています。

各部の名称/使い方と，操作キーによる設定フロー
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操作キーによる設定フロー
CX2000のフロントパネルの操作キーで，本機器の設定を変更するときの基本的な操作の
流れを以下に示します。
通信に関する設定は，基本設定モードで行います。基本設定モードに入る操作は，各項目
の設定操作で説明されています。制御運転中，内部メモリにデータを書き込み中，および
演算機能(オプション，/M1)で演算を実行中のときは，基本設定モードに入れません。
1. [#7](通信)ソフトキーを押します。通信機能設定メニューが表示されます。
2. [#1](イーサネット，シリアル)設定画面が表示されます。通信(イーサネット，シ

リアル)設定画面が表示されます。
3. 矢印キーを押して設定項目にカーソルを移動します。

カーソルの移動先の設定
項目欄は，青色

4. 画面下に選択肢が表示される設定項目の場合は，選択肢の下のソフトキーを押し
ます。文字を入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)に入力する設定項
目の場合は，[入力]ソフトキーを押して入力ボックスを表示し，入力ボックスに
文字を入力してからDISP/ENTERキーを押します。

選択肢の表示
([DNS On/Off]の選択肢の例，
[On]または[Off]のどちらかのソフトキーを
押します。)

入力ボックスの表示
(IPアドレスの入力ボックスの
表示例)

・設定を変更していない設定項目欄は，白色のままです。
・設定を変更した設定項目欄は，黄色になります。

設定を変更した設定項目欄は，
黄色

設定を変更していない
設定項目欄は，白色

5. 他の設定項目も操作3，4に従って設定します。

各部の名称/使い方と，操作キーによる設定フロー
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6. 変更した設定(設定項目欄が黄色の部分)を確定する場合とキャンセルする場合
で，以下のように操作が異なります。
・確定する場合
DISP/ENTERキーを押します。変更した設定が確定され，黄色の設定項目欄が
白色になります。同時にカーソルは画面左上の設定項目に移動します(画面の
先頭の設定項目に戻ります)。ただし，変更した設定が設定項目ごとのルール
に違反しているときは，設定項目欄が赤色になります。

ルールに違反して設定を変更した
設定項目欄は，赤色

・キャンセルする場合
ESCキーを押します。ESCキーを押すと変更した設定をキャンセルするかどう
かを問い合わせるダイアログボックスが表示されます。
[はい]を選択してDISP/ENTERキーを押すと，変更した設定がキャンセルされ
1つ前の画面に戻ります。
[いいえ]を選択してDISP/ENTERキーを押すと，変更した設定はキャンセルさ
れずに設定途中の画面に戻ります。

7. 基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要がありま
す。基本設定メニュー*の[終了]ソフトキーを押すと，設定を保存するかどうかを
問い合わせるダイアログボックスが表示されます。
設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

* 基本設定メニューは，基本設定の項目を設定したあとESCキーを何回か押すと表示されるメ
ニューです。

各部の名称/使い方と，操作キーによる設定フロー



xiIM 04L31A01-17

11

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

目次

はじめに............................................................................................................................... i

本機器を安全にご使用いただくために ............................................................................... iii

このマニュアルの利用方法 ................................................................................................. v

各部の名称/使い方と，操作キーによる設定フロー........................................................... vii

第1章 機能説明
1.1 通信機能の概要 ................................................................................................................ 1-1

1.2 イーサネット通信機能 ..................................................................................................... 1-2

Eメール送信 ................................................................................................................................... 1-2
Webサーバ ..................................................................................................................................... 1-3
FTPクライアント.......................................................................................................................... 1-4
FTPサーバ ...................................................................................................................................... 1-5
設定/測定サーバ............................................................................................................................ 1-6
保守/診断サーバ............................................................................................................................ 1-6
機器情報サーバ.............................................................................................................................. 1-6
DAQSTANDARD for CX ............................................................................................................ 1-7
その他の機能 .................................................................................................................................. 1-8

1.3 シリアル通信機能 ............................................................................................................ 1-9

温調計通信 ...................................................................................................................................... 1-9
Modbusマスタ ........................................................................................................................... 1-10
Modbusスレーブ ....................................................................................................................... 1-11
ラダー通信 ................................................................................................................................... 1-12
パーソナルコンピュータとの通信.......................................................................................... 1-13

第2章 イーサネットインタフェース
2.1 イーサネットインタフェースの仕様 ............................................................................... 2-1

基本仕様 .......................................................................................................................................... 2-1
最大同時接続数/同時使用許可数............................................................................................... 2-1

2.2 イーサネットインタフェースの接続方法 ........................................................................ 2-2

本機器とパーソナルコンピュータだけを接続する場合 ....................................................... 2-2
既存のネットワークに接続する場合 ........................................................................................ 2-2

2.3 イーサネットインタフェースの設定 ............................................................................... 2-3

2.4 イーサネットインタフェースの接続確認 ........................................................................ 2-9

本機器のリアパネルで確認する................................................................................................. 2-9
本機器の画面で確認する ............................................................................................................. 2-9

2.5 FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定) . 2-10

2.6 FTPテスト...................................................................................................................... 2-16

2.7 イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定....................................................... 2-17

2.8 エラー/通信/FTPのログ画面の表示 ............................................................................... 2-22

2.9 Webサーバ機能の設定................................................................................................... 2-26

2.10 モニタページ，オペレータページの使用方法 ............................................................... 2-31

モニタページを使う .................................................................................................................. 2-35
オペレータページを使う .......................................................................................................... 2-36

2.11 Eメール送信機能の設定................................................................................................. 2-38

2.12 Eメール送信テスト ........................................................................................................ 2-47

2.13 Eメール送信のスタート・ストップ............................................................................... 2-48

2.14 DO/内部スイッチの通信バッファ復帰時処理の設定 ..................................................... 2-50



xii IM 04L31A01-17

目次

第3章 シリアルインタフェース
3.1 シリアルインタフェースの仕様....................................................................................... 3-1

RS-232の仕様 ............................................................................................................................... 3-1
RS-422/485の仕様 ..................................................................................................................... 3-1

3.2 RS-232インタフェースのコネクタのピン配置と信号名，接続方法，

ハンドシェイク方式......................................................................................................... 3-2

コネクタのピン配置と信号名 ..................................................................................................... 3-2
接続方法 .......................................................................................................................................... 3-2
ハンドシェイク方式 ..................................................................................................................... 3-3

3.3 RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，接続方法 .......................................... 3-5

端子配置と信号名.......................................................................................................................... 3-5
接続方法 .......................................................................................................................................... 3-5
他の機器との接続例 ..................................................................................................................... 3-6

3.4 1キャラクタのビット構成，受信バッファの動作 ........................................................... 3-9

1キャラクタのビット構成 .......................................................................................................... 3-9
受信バッファと受信データ ......................................................................................................... 3-9
DO/内部スイッチの動作 ............................................................................................................. 3-9

3.5 シリアルインタフェースの設定..................................................................................... 3-10

3.6 自動復帰の設定 .............................................................................................................. 3-14

第4章 Modbusプロトコル
4.1 Modbusプロトコルの仕様............................................................................................... 4-1

4.2 Modbusプロトコルの設定............................................................................................... 4-2

4.3 Modbusマスタ機能の設定............................................................................................... 4-5

4.4 Modbusマスタ機能の動作状態の確認........................................................................... 4-11

4.5 Modbusスレーブでの通信............................................................................................. 4-13

指令メッセージ構成 .................................................................................................................. 4-13
レジスタ番号の指定方法 .......................................................................................................... 4-13
ブロードキャスト指定 .............................................................................................................. 4-14
ファンクションコード .............................................................................................................. 4-14

4.6 Modbusスレーブエラー応答 ......................................................................................... 4-16

エラー時のメッセージ形式 ...................................................................................................... 4-16
応答のエラーコード .................................................................................................................. 4-16
メッセージを送信しても応答しない場合 ............................................................................. 4-16

第5章 ラダー通信プロトコル
5.1 ラダー通信プロトコルの仕様 .......................................................................................... 5-1

5.2 ラダー通信プロトコルの設定 .......................................................................................... 5-2

5.3 PLCとの通信.................................................................................................................... 5-5

コマンド構成 .................................................................................................................................. 5-5
レスポンス ...................................................................................................................................... 5-6
エラー時のレスポンス ................................................................................................................. 5-7

5.4 FA-M3との通信プログラム ............................................................................................. 5-8

5.5 MELSECとの通信プログラム ........................................................................................ 5-13

通信前の準備 ............................................................................................................................... 5-13



xiiiIM 04L31A01-17

11

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

目次

第6章 コマンド
6.1 コマンドの書式 ................................................................................................................ 6-1

コマンドの書式.............................................................................................................................. 6-1
レスポンス ...................................................................................................................................... 6-3

6.2 コマンド一覧 ................................................................................................................... 6-4

設定コマンド(制御関連) .............................................................................................................. 6-4
設定コマンド(計測関連) .............................................................................................................. 6-6
基本設定コマンド(計測関連) ...................................................................................................... 6-8
基本設定コマンド(制御関連) ...................................................................................................... 6-9
制御コマンド ............................................................................................................................... 6-10
出力コマンド(計測関連) ........................................................................................................... 6-10
出力コマンド(制御関連) ........................................................................................................... 6-11
保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可) ........ 6-11
機器情報出力コマンド(イーサネット通信で機器情報サーバ機能利用時に使用可).... 6-11

6.3 測定レンジのパラメータ ............................................................................................... 6-12

6.4 設定コマンド(制御関連) ................................................................................................. 6-14

制御入力レンジ関連 .................................................................................................................. 6-14
制御アラーム関連....................................................................................................................... 6-16
運転関連 ....................................................................................................................................... 6-16
PIDパラメータ ............................................................................................................................ 6-17
コントロールグループ設定 ...................................................................................................... 6-18
折線入出力関連, 制御グループ設定 ....................................................................................... 6-18
パターン初期設定....................................................................................................................... 6-19
ウェイト動作設定....................................................................................................................... 6-19
プログラム初期設定 .................................................................................................................. 6-19
プログラム運転関連 .................................................................................................................. 6-19
イベント設定 ............................................................................................................................... 6-20
イベント出力設定....................................................................................................................... 6-20
リピート動作設定....................................................................................................................... 6-20
プログラム設定終了 .................................................................................................................. 6-21
プログラム運転/停止時のメッセージ自動印字................................................................... 6-21
プログラム表示位置 .................................................................................................................. 6-21
運転画面自動切り替え .............................................................................................................. 6-21
イベント表示グループ .............................................................................................................. 6-21
詳細設定(制御機能設定) ........................................................................................................... 6-21
詳細設定(ヒステリシス(アラーム, PVイベント)) ............................................................... 6-21
詳細設定(DIO操作監視機能設定) ............................................................................................ 6-22
詳細設定(DI/DOラベル設定) ................................................................................................... 6-23
制御用演算関連........................................................................................................................... 6-23
外部ループPIDパラメータ設定 ............................................................................................... 6-24
外部ループ制御関連パラメータ設定 ..................................................................................... 6-24

6.5 設定コマンド(計測関連) ................................................................................................. 6-25

6.6 設定コマンド(操作系) ..................................................................................................... 6-33



xiv IM 04L31A01-17

目次

6.7 基本設定コマンド(計測関連) .......................................................................................... 6-36

6.8 基本設定コマンド(制御関連) .......................................................................................... 6-45

制御機能, 設定値関連 ................................................................................................................ 6-45
接点入力登録, その他 ................................................................................................................ 6-46
出力処理関連 ............................................................................................................................... 6-47
リレー関連 ................................................................................................................................... 6-47
チューニング設定....................................................................................................................... 6-47
外部ループ基本設定 .................................................................................................................. 6-48
外部ループパラメータアドレス設定 ..................................................................................... 6-49

6.9 制御コマンド ................................................................................................................. 6-49

制御コマンド ............................................................................................................................... 6-49
6.10 出力コマンド(計測関連-制御系) ..................................................................................... 6-51

6.11 出力コマンド(計測関連-設定/測定/演算データ出力系) .................................................. 6-51

6.12 出力コマンド(計測関連-RS-422/485特有コマンド系) ................................................... 6-54

6.13 出力コマンド(制御関連) ................................................................................................. 6-55

6.14 保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可) ............ 6-56

6.15 機器情報出力コマンド(イーサネット通信で機器情報サーバ機能利用時に使用可) ....... 6-58

第7章 レスポンス
7.1 レスポンスの書式 ............................................................................................................ 7-1

肯定応答 .......................................................................................................................................... 7-1
単数否定応答 .................................................................................................................................. 7-1
複数否定応答 .................................................................................................................................. 7-1
ASCII出力........................................................................................................................................ 7-2
BINARY出力................................................................................................................................... 7-2
RS-422/485特有 ......................................................................................................................... 7-5

7.2 ASCIIデータの出力フォーマット .................................................................................... 7-6

設定/基本設定データ ................................................................................................................... 7-7
小数点位置/単位情報 ................................................................................................................... 7-8
測定/演算/制御データ ................................................................................................................. 7-9
SP番号とPID番号 ...................................................................................................................... 7-10
制御モードの出力....................................................................................................................... 7-11
プログラム運転モードの出力 .................................................................................................. 7-12
現在実行中のプログラムパターン情報の出力..................................................................... 7-12
PVイベント/タイムイベント情報の出力 ............................................................................. 7-14
プログラム制御終了信号の状態.............................................................................................. 7-15
通信ログ ....................................................................................................................................... 7-15
FTPログ ....................................................................................................................................... 7-17
操作エラーログ........................................................................................................................... 7-18
キーログインログ....................................................................................................................... 7-18
Web操作ログ .............................................................................................................................. 7-19
Eメールログ ................................................................................................................................ 7-20
アラームサマリ........................................................................................................................... 7-21
メッセージサマリ....................................................................................................................... 7-22
ステータス情報........................................................................................................................... 7-23
ファイルリスト........................................................................................................................... 7-23
データリスト ............................................................................................................................... 7-24
ユーザーレベル........................................................................................................................... 7-25



xvIM 04L31A01-17

11

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

目次

7.3 BINARYデータの出力フォーマット .............................................................................. 7-26

測定/演算/制御データ，FIFOデータ .................................................................................... 7-26
表示データ ................................................................................................................................... 7-28
イベントデータ........................................................................................................................... 7-30
マニュアルサンプルデータ ...................................................................................................... 7-30
レポートデータ(時報，日報，週報，月報データ) .............................................................. 7-30
DI/DOデータ，内部スイッチの状態(スタイルナンバーS3以降) .................................... 7-31
DIO操作監視機能の有効/無効と動作モード(スタイルナンバーS3以降) ...................... 7-32
現在運転中のプログラムパターン番号および状態(スタイルナンバーS3以降)........... 7-34
測定/演算/制御チャネルのアラームの種類，設定値の出力
(スタイルナンバーS3以降) ...................................................................................................... 7-35
測定/演算/制御チャネルの入力スパンの下限値/上限値，小数点位置の出力
(スタイルナンバーS3以降) ...................................................................................................... 7-36

7.4 機器情報出力のフォーマット ........................................................................................ 7-38

レスポンス ................................................................................................................................... 7-38
出力例 ........................................................................................................................................... 7-38

第8章 ステータスレポート
8.1 ステータス情報とフィルタ .............................................................................................. 8-1

8.2 ステータス情報のビット構成 .......................................................................................... 8-2

ステータス情報1 ........................................................................................................................... 8-2
ステータス情報2 ........................................................................................................................... 8-2
ステータス情報3 ........................................................................................................................... 8-2
ステータス情報4 ........................................................................................................................... 8-2

第9章 温調計通信
9.1 温調計通信機能の仕様 ..................................................................................................... 9-1

9.2 温調計通信機能の設定順序 .............................................................................................. 9-4

9.3 Modbusマスタの設定...................................................................................................... 9-5

9.4 外部ループ関連-基本設定 ................................................................................................ 9-6

9.5 外部ループ関連-パラメータアドレス設定 ..................................................................... 9-14

9.6 外部ループ関連-チューニング設定................................................................................ 9-17

9.7 温調計通信機能の動作状態の確認 ................................................................................. 9-22

9.8 運転開始......................................................................................................................... 9-24

9.9 運転時の操作 ................................................................................................................. 9-25



xvi IM 04L31A01-17

付録
付録1 ASCIIキャラクタコード ................................................................................................. 付-1

付録2 内部メモリデータの出力フロー..................................................................................... 付-2

表示データの例............................................................................................................................ 付-2
付録3 外部記憶メディアのファイル/ファイルリストの出力フロー ........................................ 付-4

ディレクトリDATA0に属しているファイル10101000.CDSの出力の例 .................... 付-4
ディレクトリDATA0に属しているファイルのリストを10ファイル分ずつ
出力する例 .................................................................................................................................... 付-5

付録4 FIFOデータの出力フロー............................................................................................... 付-6

FIFOバッファの概要 .................................................................................................................. 付-6
本機器でFIFO書き込み周期を1sにして，CH1～CH248の測定/演算/制御
データをFIFO機能を用い連続的に出力する(ロギング)出力例 ......................................... 付-7

付録5 Modbusマスタ時のデータ抜けの発生........................................................................... 付-8

付録6 レジスタアサイン .......................................................................................................... 付-9

Modbusスレーブ時のレジスタアサイン .............................................................................. 付-9
・保持レジスタ............................................................................................................................ 付-9
・PV/SP演算ONのときの制御チャネル用バイアス，フィルタ値 ............................... 付-19
・プログラム運転パラメータ ................................................................................................. 付-20
・プログラム個別運転パラメータ......................................................................................... 付-22
・入力レジスタ.......................................................................................................................... 付-25
ラダー通信時のレジスタアサイン......................................................................................... 付-29
・書き込み/読み出し可能なパラメータ .............................................................................. 付-29
・PV/SP演算ONのときの制御チャネル用バイアス，フィルタ値 ............................... 付-39
・プログラム運転パラメータ ................................................................................................. 付-40
・プログラム個別運転パラメータ......................................................................................... 付-42
・読み出しだけのパラメータ ................................................................................................. 付-45

付録7 メッセージ一覧 ............................................................................................................ 付-49

設定関連のエラー...................................................................................................................... 付-49
・設定エラー............................................................................................................................. 付-49
・実行時のエラー .................................................................................................................... 付-50
動作エラー .................................................................................................................................. 付-50
・外部記憶メディア操作関連のエラー ............................................................................... 付-50
・ Eメール，Webサーバ関連のエラー ................................................................................ 付-50
・ FTPクライアント関連のエラー........................................................................................ 付-51
通信固有のエラー...................................................................................................................... 付-54
・設定/基本設定/出力の通信コマンド，または設定データロード時のエラー......... 付-54
・設定/基本設定/出力の通信コマンドでのメモリアクセスエラー ............................. 付-54
・保守/診断通信コマンドのエラー ..................................................................................... 付-55
・通信のその他のメッセージ................................................................................................ 付-55
・ステータスメッセージ ........................................................................................................ 付-56
・制御操作関連のエラー ........................................................................................................ 付-56

付録8 ログイン処理 ............................................................................................................... 付-57

索引

目次



1-1IM 04L31A01-17

機
能
説
明

11

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

第1章 機能説明

1.1 通信機能の概要

本機器は，イーサネットインタフェースを標準で装備しています。オプションとしてシリ
アルインタフェース(RS-422/485またはRS-232のどちらかひとつ)を装備できます。

各インタフェースで使用できる機能と，その機能で使用する機器(ハードウエア，ソフトウ
エア)は，次のようになります。

イーサネットインタフェースの場合

機能 プロトコル ネットワーク上での使用機器およびソフトウエア ユーザー認証 参照ページ
Eメール送信 SMTP  メールサーバ，メールソフトウエア ― 1-2ページ
Webサーバ HTTP インターネットブラウザ 可能 1-3ページ
FTPクライアント FTP  FTPサーバ ― 1-4ページ
FTPサーバ FTP  FTPソフトウエア 可能 1-5ページ
設定/測定サーバ 専用プロトコル DAQSTANDARD for CXなど 可能 1-6ページ
保守/診断サーバ 専用プロトコル  可能 1-6ページ
機器情報サーバ UDP  ― 1-6ページ

シリアルインタフェース(RS-422/485，RS232)の場合

機能 プロトコル 接続する機器  参照ページ
温調計通信 Modbus 横河M&C社製UTシリーズ調節計  1-9ページ
Modbusマスタ Modbus Modbusスレーブ機器(温度調節計，電力モニタ，弊社製データ 1-10ページ
  アクイジョン機器DARWINシリーズなど)
Modbusスレーブ Modbus Modbusマスタ機器(計測器，パーソナルコンピュータ，PLCなど) 1-11ページ
ラダー通信の子局 ラダー通信 PLC  1-12ページ
設定/測定サーバ 専用プロトコル パーソナルコンピュータ(DAQSTANDARD for CXなど) 1-13ページ
保守/診断サーバ 専用プロトコル   1-13ページ
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1.2 イーサネット通信機能

本機器には，イーサネットインタフェースが標準装備されており，既存のネットワーク(イ
ンターネット，イントラネット)に接続することができます。ネットワークに接続すること
で，パーソナルコンピュータからの本機器の設定，Webブラウザソフトウエアでのリモー
トモニタ，メールでのアラームの通知，データファイルのFTP転送など，ネットワークの
機能を最大限に活用することができます。

本機能を使用するためには，ネットワークに接続しイーサネットインタフェースの設定を
正しく行う必要があります。イーサネットインタフェースの設定については，2章をご覧
ください。

Eメール送信
アラームやエラーを知らせるEメールを自動的に送信する機能です。指定したメールアド
レスに，下記に示す内容のEメールを送信します。送信先として複数のメールアドレスを
登録した2グループを設定できます。また，グループごとに送信する内容を変えることが
できます。
・アラームの発生時/解除時

アラームの情報を通知します。
・停電からの復帰時

停電発生時刻と停電からの復帰時刻を通知します。
・メモリエンド検出時

メモリエンドが検出されたことを通知します。
・メディア関連のエラー発生時

外部記憶メディアのエラーを検出したときや，記憶メディアの空き容量が不足してデー
タを保存できなかったときに，エラーコードとメッセージを通知します。

・ FTPクライアント関連のエラー発生時

FTPクライアント機能でデータ転送に失敗したときに，エラーコードとメッセージを通
知します。

・指定時刻

指定時刻になったときに通知します。ネットワークを含めたEメール送信動作に異常が
ないことを確認するために使用します。送信先のグループごとに，基準時刻とメール送
信間隔を設定できます。

・レポート作成時(演算機能オプション/M1指定時)

レポート結果を通知します。
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1.2　イーサネット通信機能

本機器 

イーサネット 

メール送信 

メール受信 

携帯電話 

パーソナルコンピュータ 

FTPサーバ 

インターネット 

Note
・Eメール送信機能の設定については，2.11節をご覧ください。
・Eメール送信例については，2.13節をご覧ください。
・Eメール送信をスタート/ストップする操作については，2.13節をご覧ください。
・Eメールが確実に送信できるか，テストすることができます。テストの結果は，Eメールログ画
面で確認できます。Eメール送信テストの操作については，2.12節をご覧ください。

Webサーバ
ネットワークに接続されたパーソナルコンピュータのWebブラウザ(Microsoft Internet
Explorer)で，本機器の画面を表示することができます。この機能を使用することにより，
遠隔地からの監視，広域モニタなどを実現できます。
表示できるWebページは2種類あります。
・モニタページ

モニタ専用のページです。
・オペレータページ

本機器の画面を切り替える操作ができます。また，メッセージの変更と書き込みができ
ます。

Note
本機器で，イーサネットインタフェースの設定(2.3節)とWebサーバ機能の設定(2.9節)を行うこと
により，本機器をWebサーバとして使用できるようになります。また，アクセス認証を設定(2.9
節)すれば，各Webページのアクセスを制限することもできます。
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1.2　イーサネット通信機能

本機器 

イーサネット 

HTTPで通信 

パーソナルコンピュータ 

Webブラウザ 

Webサーバ 

Webブラウザに表示される情報は，手動または自動で更新されます。
表示される情報は以下のものです。
・アラームサマリ
・全チャネル(測定/演算/制御チャネル)の値
・各種ログ(メッセージログ，エラーログ，キーログイン/ログアウトログ，FTPによる
ファイル転送ログ，Eメールログ，Webブラウザ操作ログ)

Note
・Webサーバ機能の設定については，2.9節をご覧ください。
・モニタページ，オペレータページでの操作については，2.10節をご覧ください。

FTPクライアント
本機器が接続されているネットワーク上のFTPサーバにクライアントとして接続し，本機
器内部メモリに保存されているデータファイルを自動的に転送することができます。ファ
イルの転送先のFTPサーバとして，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2つを指
定できます。このことで，プライマリのFTPサーバに障害が生じても，自動的にセカンダ
リのFTPサーバにデータファイルが転送されます。
転送できるデータファイルは以下のものです。
・ 表示データファイル
・ イベントデータファイル
・ レポートデータファイル
FTPサーバへの転送結果は，FTPログとして記録されています。FTPログは，本機器の画
面で確認できるほか，本機器に接続されているパーソナルコンピュータからも確認できま
す。
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本機器本機器

FTPサーバ
プライマリ セカンダリ

イーサネット

転送先(FTPサーバ)
の情報

転送記録
(FTPログ)

転送する
データファイルFTPクライアント

Note
・FTPクライアント機能の設定については，2.3節と2.5節をご覧ください。
・FTPサーバにファイルが確実に送信できるか，テストすることができます。テストの結果は，
FTPログ画面で確認できます。FTPテストの操作については，2.6節をご覧ください。

FTPサーバ
ネットワークに接続されているパーソナルコンピュータから，本機器にFTPプロトコルで
接続することにより，本機器のドライブに装着されている外部記憶メディアのファイルに
アクセスできます。記憶メディア上のファイルをパーソナルコンピュータのディスクにコ
ピーしたり，記憶メディア上のファイルを削除したりすることができます。

本機器本機器

外部記憶メディアのファイル

パーソナルコンピュータ

FTPサーバ

イーサネット

Note
イーサネットインタフェースの設定(2.3節)を行えば，FTPサーバは使用可能となります。ログイ
ン機能を有効にすれば，FTPでのアクセスを制限することができます。ログイン機能の設定につ
いては，2.7節をご覧ください。

1.2　イーサネット通信機能
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設定/測定サーバ
BASICなどのプログラムでパーソナルコンピュータからコマンドを送信することで，本機
器の設定を変更することや，本機器のデータをパーソナルコンピュータに出力することが
できます。
コマンドを使用して出力できるデータは以下ものです。
・ 測定/演算/制御データ
・ 内部メモリのデータ
・ 外部記憶メディアのファイル
・ 設定情報，ステータスバイト
・ 操作エラー，通信ログ
測定/演算/制御データは，BINARY/ASCIIのどちらの形式でもパーソナルコンピュータに
出力できます。他のデータは，ASCII形式で出力できます。データの出力フォーマットの
詳細については，7章をご覧ください。
本機能で使用できるコマンドは，設定コマンド，基本設定コマンド，出力コマンドです。
詳細は，6章をご覧ください。

Note
イーサネットインタフェースの設定(2.3節)を行えば，設定/測定サーバは使用可能となります。ロ
グイン機能を有効にすれば，設定/測定サーバでのアクセスを制限することができます。ログイン
機能の設定については，2.7節をご覧ください。

保守/診断サーバ
BASICなどのプログラムでパーソナルコンピュータからコマンドを送信することで，本機
器のコネクション情報や，ネットワーク統計情報などをパーソナルコンピュータに取り込
むことができます。
本機能で使用できるコマンドは，保守/診断コマンドです。詳細は，6章をご覧ください。

Note
イーサネットインタフェースの設定(2.3節)を行えば，保守/診断サーバは使用可能となります。ロ
グイン機能を有効にすれば，保守/診断サーバでのアクセスを制限することができます。ログイン
機能の設定については，2.7節をご覧ください。

機器情報サーバ
BASICなどのプログラムでパーソナルコンピュータからコマンドを送信することで，本機
器のシリアル番号，モデル名などをパーソナルコンピュータに取り込むことができます。
本機能で使用できるコマンドは，機器情報コマンドです。詳細は，6章をご覧ください。

Note
イーサネットインタフェースの設定(2.3節)を行えば，機器情報サーバは使用可能となります。

1.2　イーサネット通信機能
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DAQSTANDARD for CX
DAQSTANDARD for CXを使用すると，BASICなどのプログラムを作成することなし
に，イーサネットで接続されている設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，機器情報サーバ
の機能を簡単に利用できます。
本機器の設定やデータの表示を，ネットワークに接続したパーソナルコンピュータから行
うことができます。DAQSTANDARD for CXには以下の機能があります。
・設定ソフトウエア

制御に関する設定，測定チャネルや演算チャネルに関する設定，画面表示に関する設定
などのデータを本機器に送信できます。また，逆に本機器から設定データを受信して，
パーソナルコンピュータのハードディスクなどに保存することもできます。

・データビューア

本機器が作成したファイルのデータを，トレンド表示，デジタル表示，サーキュラ表
示，一覧表示したり，印刷したりすることができます。また，カーソルを使って表示
データの数値を確認したり，区間演算をしたり，ASCII形式やEXCEL/Lotus1-2-3で開
くことができるファイル形式にデータを変換することもできます。

・プログラムパターン設定(本機能は，現在お使いの製品では使用できません。また変更

の可能性もあります。)

本機器の内蔵制御ループのプログラム運転用パターンをグラフィカルなインタフェース
で作成，設定することができます。

1.2　イーサネット通信機能
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その他の機能
イーサネットインタフェースで通信する場合には，以下のような付加機能も利用できま
す。
ユーザー認証

設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサーバの機能を使用する場合に，ネットワーク
からの本機器への不正アクセスを防止するため，接続のためのユーザー認証を設定するこ
とができます。あらかじめユーザー名とパスワードを設定し，接続時にユーザー名とパス
ワードを入力することによりユーザー認証を行います。

ユーザーは7名まで登録でき，各ユーザーに対してはアクセス権を設定します。また，
パーソナルコンピュータから本機器への同時接続数と同時使用数には制限があります。詳
しくは2.1節，2.7節をご覧ください。

Note
アクセス権とは，設定したユーザーに対して本機器の設定操作の権限を与える機能で，「管理者」
権限と「利用者」権限があります。管理者とはすべての機能を利用できるアクセス権を与えられ
たユーザーのことで，1名しか登録できません。利用者とは，各機能を設定することはできません
が，データを見ることやファイルの読み込みなどができます。

接続状態の確認

イーサネットインタフェースの接続を物理的に確認できます。イーサネットに接続されて
いる場合には，リアパネルのランプまたは本機器の画面上の表示で確認できます。

Note
接続状態の表示の位置や意味については，2.4節をご覧ください。

キープアライブ(TCPの拡張機能)

ネットワーク上のパーソナルコンピュータから本機器に接続している場合に，定期的に接
続しているコンピュータに対して検査パケットを送信し，応答がない場合には接続を強制
的に切断する機能です。この機能を使用すると，接続したまま使用していないユーザーを
自動的に切断することができ，新たなユーザーの接続を可能にします。

Note
キープアライブの設定については，2.7節をご覧ください。

エラー/通信/FTP/Web操作/E-Mailのログ画面表示

本機器ではイーサネットインタフェースでの通信履歴をログとして保存しているので，本
機器の画面上で以下のログを表示できます。
・ エラーログ画面：操作エラー記録
・ 通信ログ画面：通信入出力記録
・ FTPログ画面：FTPクライアントで実行したファイル転送の記録
・ Web操作ログ画面：Webサーバ機能での操作記録
・ Eメールログ画面：Eメール送信記録

Note
ログ画面の表示操作については，2.8節をご覧ください。

1.2 　イーサネット通信機能
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1.3 シリアル通信機能

通信インタフェースにRS-422/485またはRS-232のシリアル通信インタフェース付きを
指定した場合，パーソナルコンピュータ，調節計，Modbus(RTU)プロトコル対応機器，
PLCなどを接続できます。

本機能を使用するためには，接続した機器とシリアルインタフェースの設定を合わせる必
要があります。各プロトコルで必要な設定は以下のようになります。

通信方法

標準(専用プロトコルによるコマンド
通信)

Modbus(本機器をマスタとしたとき)

Modbus
(本機器をスレーブとしたとき)

ラダー通信

ボーレート

○

○

○

○

データ長

○

×

×

×

パリティ
チェック

○

○

○

○

ハンド
シェイク

○

×

×

×

アドレス

○*

×

○

○

○：設定が必要  ×：設定が不要
* RS-232での接続では不要

Note
シリアルインタフェースの設定方法の詳細については，3章をご覧ください。

温調計通信
本機器のRS-422/485シリアルインタフェースに横河M&C社製UTシリーズなどの調節計
を接続すると，本機器から調節計の設定を変更したり，測定したデータを収集して本機器
の画面に表示したりすることができます。
調節計は，最大16ループ分(CX1000は4ループ)の台数を接続でき，各ループの測定値/目
標値/出力値を本機器の画面で表示し，記録をファイルとして保存できます。
本機器に調節計を接続する場合には，以下の条件が必要です。
・ 本機器に温調計通信オプション(/CM1)が必要です。
・ 調節計には，Modbus(RTU)通信機能が必要です。
・調節計は，あらかじめ本機器との通信を行うための設定をしておく必要があります。
・本機器のシリアルインタフェースのプロトコルはModbusマスタに，接続する調節計の
シリアルインタフェースのプロトコルはModbusスレーブにする必要があります。

本機器

Modbusマスタ

Modbusスレーブ

UT調節計 UT調節計 UT調節計



1-10 IM 04L31A01-17

1.3　シリアル通信機能

Modbusマスタ
本機器に他の機器をModbusスレーブとして接続し，測定データなどを読み込むことがで
きます。読み込んだデータは，演算機能オプション(/M1)の通信入力データとして，演算
チャネルで扱うことができます。
Modbusマスタとなる本機器は，Modbusコマンドを使用して，Modbusスレーブ機器のレジ
スタのデータを本機器の通信入力データとして一定周期で取得できます。

Note
・この機能では，他の機器にデータを書き込む機能はサポートしていません。
・本機器がサポートしているModbusのファンクションコードについては，4.1節をご覧くださ
い。

・本機能を使用するための設定については，4.2節，4.3節をご覧ください。

本機器 

データ読み込み 

Modbusマスタ 

Modbusスレーブ機器 

シリアル通信 
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1.3　シリアル通信機能

Modbusスレーブ
本機器をModbusスレーブ機器としてModbusマスタ機器に接続できます。Modbusマス
タ機器(PLCやコンピュータなど)からは，本機器の内部レジスタ(Dレジスタ)の読み出し/
書き込みができます。

通信を行うときには，必ず最初にModbusマスタ機器から指令メッセージを本機器に送信
します。Modbusマスタからの指令メッセージには，通信先のModbusスレーブアドレス
(シリアル通信設定でのアドレス)，ファンクションコード(読み込みまたは書き込みなどの
動作指示)，レジスタ番号などが含まれています。

この指令メッセージを本機器が受信すると，指令メッセージにエラーがない場合には指示
どおりの動作を行い，その後Modbusマスタ機器にメッセージを返信します。指令メッ
セージにエラーがある場合は，その種類に応じたエラーコードをModbusマスタ機器に返
信します。

Note
・Modbusプロトコルには，信号伝送モードにRTUモードとASCIIモードがありますが，本機器で
はRTUモードのみのサポートになります。

・本機器がサポートしているModbusのファンクションコードについては，4.5節をご覧くださ
い。

・本機能を使用するための設定については4.2節をご覧ください。

本機器 

データ読み込み 

Modbusマスタ機器 

Modbusスレーブ機器 

シリアル通信 
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1.3　シリアル通信機能

ラダー通信
PLCなどの上位機器に本機器を接続し，ラダー通信プロトコルを使って上位機器から本機
器のレジスタのデータを読み込んだり書き込んだりできます。

ラダー通信では，上位機器からのコマンドを使用して，通信先のステーション番号(シリア
ル通信設定でのアドレス)，Dレジスタ番号，書き込みデータ(制御用設定値)を送ります。
また，上位機器に本機器の測定データを読み出す場合は，コマンドを使用して通信先のス
テーション番号(シリアル通信設定でのアドレス)，Dレジスタ番号，読み出しデータ数を
送ります。

ラダー通信では，BCDコードを使ってプログラミングし，Dレジスタの読み出し/書き込み
を行います。

Note
・基本的にラダー通信ではPLCとの接続を想定していますが，ラダー通信プロトコルに準拠すれ
ば，PLC以外の他のホストマシンとも通信ができます。

・ラダー通信では，データフレーム内のコードはBCDコードを使用します。
・本機能を使用するための設定については，5.1節をご覧ください。

PLC

本機器 本機器 本機器 
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1.3　シリアル通信機能

パーソナルコンピュータとの通信
本機器とパーソナルコンピュータを接続して，設定/測定サーバの機能を使用する場合に
は，シリアルインタフェースのプロトコルの設定を「標準」(専用プロトコルでのコマンド
通信)に設定します。

BASICなどのプログラムでパーソナルコンピュータからコマンドを送信することで，本機
器の設定を変更することや，本機器のデータをパーソナルコンピュータに取り込むことが
できます。

本機能で使用できるコマンドは，設定コマンド，基本設定コマンド，出力コマンドです。
詳細は，6章をご覧ください。
また，この接続方法ではDAQSTANDARD for CXを使用できます。DAQSTANDARD for
CXは，設定/測定サーバで使用できるコマンドを使用したソフトウエアです。グラフィカ
ルユーザーインタフェースを使用しているので，コマンドを覚えることなく，測定データ
の表示や各種設定ができます。

本機器 本機器 本機器

パーソナルコンピュータ

パーソナルコンピュータ

RS-422/485

本機器RS-232
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2.1 イーサネットインタフェースの仕様

基本仕様
電気的・機械的仕様 IEEE 802.3準拠(イーサネットフレームはDIX仕様)

伝送媒体タイプ 10BASE-T

プロトコル TCP，IP，UDP，ICMP，ARP，SMTP，HTTP1.0，FTP

最大同時接続数/同時使用許可数
最大同時接続数/同時使用許可数(同時に使用できるユーザー数)/本機器のポート番号を
下表に示します。

機能 最大同時接続数 同時使用許可数 ポート番号*1

管理者 利用者

設定/測定サーバ 3 1 2*2 34260/tcp

保守/診断サーバ 1 1 1*2 34261/tcp

FTPサーバ 2 2 2*2 21/tcp

機器情報サーバ － － － 34264/udp

*1 ポート番号は固定です。
*2 利用者には使用制限があります。詳細は，2.7節の「●ユーザー登録」をご覧ください。

第2章 イーサネットインタフェース
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2.2 イーサネットインタフェースの接続方法

本機器とパーソナルコンピュータだけを接続する場合
下図(CX2000を例に示しています)のようにHUB(ハブ)を経由して接続してください。

パーソナルコンピュータ 

イーサネットカード 

ハブ 

10BASE-Tストレートケーブル 

10BASE-Tストレートケーブル 
イーサネット 
インタフェースコネクタ 
 

イーサネット 
インタフェースコネクタ 
 

CX

CX

(ハブを使って複数の機器を接続できます。)

既存のネットワークに接続する場合
本機器とパーソナルコンピュータを1台ずつ接続する例を，下図(CX2000を例に示してい
ます)に示します。既存のネットワークに本機器やパーソナルコンピュータを接続するとき
は，伝送速度やコネクタの形状などの整合をとる必要があります。詳しくはご使用になる
システムまたはネットワーク管理者にお問い合わせください。

パーソナルコンピュータ 

イーサネットカード 

10BASE-Tストレートケーブル 

既存のネットワーク 

イーサネット 
インタフェースコネクタ 
 

CX

10BASE-T対応の変換器 
(ハブまたはルータなど)

Note
・通信のデータ量が過度に多い，外部からのノイズの影響を受けるなど，ネットワークの状態に
よって，すべての伝送データがパーソナルコンピュータ側に取り込めない場合があります。

・本機器1台に複数のパーソナルコンピュータが同時にアクセスすると，通信のパフォーマンスが
低下します。

・ノイズ低減のため，配線にはシールド線(STP)を使用してください。
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2.3 イーサネットインタフェースの設定

解　　説

本機器のイーサネット通信機能を利用するためには，以下の設定をする必要があります。

● IPアドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウエイ，DNSの設定

IPアドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウエイ，DNS(ドメインネームシス
テム)などの設定内容は，本機器を使用するシステムまたはネットワークの管理者にご
確認のうえ設定してください。

・ IPアドレス

・本機器に割り当てるIPアドレスを設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。
・ IPアドレスは，インターネット上でTCP/IPを用いて通信するときに一意的に機器

を識別するためのアドレスです。「192.168.111.24」のように0～255の数値を
4つ，「.」で区切って並べた形式で表記される32ビットの数値を設定します。

・サブネットマスク

・ IPアドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める場合に使用するマス
ク値を設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。

・本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を
必要としない場合もあります。

・デフォルトゲートウエイ

・他のネットワークと通信をするときに使用するゲートウエイ(ルータなど)のIPア
ドレスを設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。

・本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を
必要としない場合もあります。

・ DNS(ドメインネームシステム)

DNSは，ホスト名/ドメイン名というインターネット上の名前とIPアドレスを対応さ
せるシステムです。数値が並んだIPアドレスではなく，ホスト名/ドメイン名を指定
してネットワークにアクセスすることができます。DNSサーバが，ホスト名/ドメイ
ン名とIPアドレスの対応関係を記述したデータベースを管理 しています。FTPクラ
イアントの設定(2.5節)やEメール送信機能の設定(2.11節)で，データ(ファイルや
メール)の転送先のサーバをホスト名で指定する場合に，本設定が必要になります。
・DNSサーバ

・ DNSサーバのアドレスを設定します。デフォルトは「0.0.0.0」です。
・ DNSサーバのアドレスは，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2つ

まで設定できます。プライマリのDNSサーバに障害が生じたとき，自動的にセ
カンダリのDNSサーバで，ホスト名/ドメイン名とIPアドレスの対応を検索し
ます。

・ホスト名

本機器のホスト名を64文字以内の英数字で設定します。
・ドメイン名

・本機器が属しているネットワークのドメイン名を64文字以内の英数字で設定し
ます。

・本機器からのデータの転送先(サーバ)をDNSサーバで検索するときに，ドメイ
ン部分が省略された転送先のドメイン部分の候補として，ここで設定したドメ
イン名がホスト名のあとに付きます。転送先の名前(サーバ名)は，2.5節で設定
された「FTPサーバ名」になります。
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・ドメインサフィックス

前項の「ドメイン名」を付けたサーバ名に対応するIPアドレスを，DNSサーバで
検索できなかったとき，別のドメイン名を付けて検索するシステムになっている
場合があります。この場合に，前項の「ドメイン名」の次に検索するドメイン名
をドメインサフィックスとして設定します。
・ 64文字以内の英数字で設定します。
・ドメインサフィックスは，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2つ
まで設定できます。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信の選択

・出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って，本機器の内部メモリのデータ(表示/
イベント/TLOG/マニュアルサンプル/レポートの各データ)と外部記憶メディアの
ファイルを出力する通信を選択します。出力先として，イーサネット通信とシリア
ル通信の両方を同時に使用できないので，どちらかを選択する必要があります。

・イーサネット通信を使用する場合は，[イーサネット]を選択します。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。
1. MENUキーを押します。

設定モード(制御関連)画面が表示されます。
2. FUNCキーを約3秒間押します。

基本設定メニューが表示されます。
3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。

通信機能設定メニューが表示されます。
4. [#1](イーサネット，シリアル)ソフトキー(CX1000では[#1](イーサネット(IPア

ドレス))ソフトキー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(イーサネット，シリアル)設定画面CX1000　通信(イーサネット(IPアドレス))
設定画面

シリアル通信機能が付いていない製品では， 
「シリアル」と「メモリ出力」の項目は表示されません。

● IPアドレスを設定する

5. 矢印キーで，カーソルを[IP-アドレス]欄に移動します。

6. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

7. 本機器に割り当てるIPアドレスを入力します。

8. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したIPアドレスが[IP-アドレス]欄に表示されます。

●サブネットマスクを設定する

本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を必要と
しない場合は，「●デフォルトゲートウエイを設定する」に進みます。

9. 矢印キーで，カーソルを[サブネットマスク]欄に移動します。

10. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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11. 本機器を接続するネットワークのサブネットマスクを入力します。

12. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したサブネットマスクの値が[サブネットマスク]欄に表示されます。

●デフォルトゲートウエイを設定する

本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を必要と
しない場合は，「●DNS(ドメインネームシステム)を設定する」に進みます。
13. 矢印キーで，カーソルを[デフォルトゲートウエイ]欄に移動します。

14. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

15. 本機器を接続するネットワークのデフォルトゲートウエイのIPアドレスを入力し
ます。

16. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したデフォルトゲートウエイの値が[デフォルトゲートウエイ]欄に表示され
ます。
CX1000の場合は，ここで設定の確定をします。
設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

● DNS(ドメインネームシステム)を設定する

FTPクライアントやメール送信機能でファイルやメールの転送先のサーバをホスト名で
指定する場合に設定してください。使用しない場合は，操作39に進みます。
CX1000の場合，手順16で設定を確定したときは，ESCキーを押して，手順4の通信設
定画面に戻ったあと，[#2(イーサネット(DNS))]ソフトキーを押します。
・ DNSの使用(On)/不使用(Off)を選択する

17. 矢印キーで，カーソルを[DNS On/Off]欄に移動します。

18. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
DNSを使用する場合は，[On]を選択し操作19～38までの操作をしてください。
DNSを使用しない場合は，[Off]を選択します(操作19～38までの操作は不要です)。

・サーバ検索順がプライマリ(第1優先)のDNSサーバのアドレスを設定する

19. 矢印キーで，カーソルをサーバ検索順の[プライマリ]欄に移動します。

20. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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21. ダイアログボックスにプライマリ(第1優先)のDNSサーバのアドレスを入力します。

22. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したアドレスが[プライマリ]欄に表示されます。

・サーバ検索順がセカンダリ(第2優先)のDNSサーバのアドレスを設定する

本機器が属するシステムまたはネットワークで，セカンダリのDNSサーバを使用す
る場合に設定してください。設定を必要としない場合は，操作25に進みます。

23. 矢印キーで，カーソルをサーバ検索順の[セカンダリ]欄に移動します。

24. 操作20～22と同様に，セカンダリ(第2優先)のDNSサーバのアドレスを設定します。

・本機器のホスト名を設定する

25. 矢印キーで，カーソルを[ホスト名]欄に移動します。

26. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

27. 入力ボックスに本機器のホスト名を入力します。

28. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したホスト名が[ホスト名]欄に表示されます。

・本機器が属しているドメイン名を設定する

29. 矢印キーで，カーソルを[ドメイン名]欄に移動します。

30. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

31. 入力ボックスに本機器のドメイン名を入力します。

32. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したドメイン名が[ドメイン名]欄に表示されます。

・検索順がプライマリ(第1優先)のドメインサフィックスを設定する

ドメインサフィックスを必要とするときに設定してください。設定を必要としない
場合は，操作39に進みます。

33. 矢印キーで，カーソルをドメインサフィックス検索順の[プライマリ]欄に移動し
ます。

34. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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35. 入力ボックスにプライマリ(第1優先)のドメインサフィックスを入力します。

36. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したドメインフィックスが[プライマリ]欄に表示されます。

・検索順がセカンダリ(第2優先)のドメインサフィックスを設定する

ドメインサフィックスとしてセカンダリがある場合に設定してください。設定を必
要としない場合は，操作39に進みます。

37. 矢印キーで，カーソルをドメインサフィックス検索順の[セカンダリ]欄に移動し
ます。

38. 操作34～36と同様に，セカンダリ(第2優先)のドメインサフィックスを設定しま
す。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信を選択する

シリアル通信機能が付いていない製品では，「メモリ出力」の選択操作は必要ないた
め，「メモリ出力」の項目は表示されません。

39. 矢印キーで，カーソルを[メモリ出力]欄に移動します。

40. [イーサネット]または[シリアル]のどちらかのソフトキーを押します。
イーサネット通信を使用する場合は，[イーサネット]ソフトキーを押します。

●設定を確定する/キャンセルする

41. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

42. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
43. [終了]のソフトキーを押します。

設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

44. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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2.4 イーサネットインタフェースの接続確認

本機器のリアパネルで確認する
本機器のイーサネットコネクタの右上にあるインジケータで，イーサネットインタフェー
スの接続状態を確認できます。

インジケータ イーサネットインタフェースの接続状態

点灯(緑色) イーサネットインタフェースが電気的に接続されています。

点滅(緑色) データ送信中

消灯 イーサネットインタフェースが電気的に接続されていません。

(リアパネル)

インジケータ 

本機器の画面で確認する
●本機器の画面の状態表示部で確認する

基本設定モード画面の状態表示部右にある[イーサネットリンク]インジケータで，イー
サネットインタフェースの接続状態を確認できます。基本設定モード画面は，MENU
キーを押して設定メニューが表示されたあと，FUNCキーを約3秒間押すと表示されま
す。

インジケータ イーサネットインタフェースの接続状態

点灯(緑色) イーサネットインタフェースが電気的に接続されています。

消灯 イーサネットインタフェースが電気的に接続されていません。

●本機器の通信ログ画面右上の表示部で確認する

通信ログ画面右上の表示部にある[Link]インジケータで，イーサネットインタフェース
の接続状態を確認できます。通信ログ画面の表示方法については，2.8節をご覧くださ
い。

インジケータ イーサネットインタフェースの接続状態

点灯(緑色) イーサネットインタフェースが電気的に接続されています。

消灯 イーサネットインタフェースが電気的に接続されていません。
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2.5 FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポート
データファイルの自動転送の設定)

解　　説

本設定をすると，本機器の内部メモリ上に作成された表示/イベントの各データファイル，
またはレポートデータファイルを，FTPを使ってファイル作成時に自動転送できます。た
だし，あらかじめ2.3節のイーサネットインタフェースの設定をしていることが必要です。

●転送ファイルの選択

・表示/イベントの各データファイル，またはレポートデータファイルを，それぞれ自
動転送する(On)かしない(Off)かを選択できます。デフォルトは「Off」です。

・各データファイルは，本機器のメディア保存の設定を「オート」にしているとき，
次項で説明しているFTP接続先に，それぞれの時点で自動転送されます。
・表示データファイル：オートセーブ周期ごとに，または指定日時ごとに自動転送
されます。

・イベントデータファイル：データ長分のデータが書き込まれた時点，または指定
日時*ごとに自動転送されます。
* 指定日時ごとに自動転送できるのは「フリー」モードのときのみです。「フリー」モー
ドについては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03をご覧
ください。

・レポートデータファイル：レポート作成時刻ごとに自動転送されます。

Note
・本機器のメディア保存やオートセーブ周期の設定については，ユーザーズマニュアル
IM04L31A01-01またはIM04L31A01-03をご覧ください。

・本機器のメディア保存の設定を[オート]ではなく[マニュアル]にしているときは，自動転送され
ません。コマンドを使用して表示/イベント/レポートデータファイルを転送することはできま
す。

・転送されるレポートデータファイルと本機器本体の外部記憶メディアに保存されるレポートデー
タファイルのフォーマットについては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。ただし，転送されるレポートデータファイルは，タイムアッ
プごとに分割されます。

・転送先に同じ名前のファイルがあることを検出した場合，ファイル名の末尾(8文字目)を変更し
たファイル名でFTP転送します。
例： 転送しようとしたファイル名「X0212002.CDS」同じ名前のファイルが転送先にすでにあ

るとき，ファイル名を「X021200A.CDS」に変更して転送します。

● FTP接続先の設定

プライマリ/セカンダリのFTPサーバ，ポート番号，ログイン名，パスワード，アカウ
ント，PASVモードの有無，イニシャルパスなどの設定内容は，本機器を使用するシス
テムまたはネットワークの管理者にご確認のうえ設定してください。

・プライマリ/セカンダリの指定

前項で説明したファイルの転送先(FTPサーバ)を，プライマリ(第1優先)，セカンダ
リ(第2優先)の2つまで指定できます。プライマリのFTPサーバに障害が生じたと
き，自動的にセカンダリのFTPサーバにファイルが転送されます。

・ FTPサーバ名

ファイルの転送先のFTPサーバ名を64文字以内の英数字で設定します。
・ DNSを使用しているときは，サーバ名としてホスト名を設定できます。
DNSの設定については，2.3節をご覧ください。

・ IPアドレスを設定することもできます。このときはDNSを必要としません。
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・ポート番号

ファイルの転送先のFTPサーバのポート番号を1～65535までの範囲で設定します。
デフォルトは21です。

・ログイン名

FTPサーバにアクセスするときのログイン名を32文字以内の英数字で設定します。
・パスワード

FTPサーバにアクセスするときのパスワードを32文字以内の英数字で設定します。
・アカウント

FTPサーバにアクセスするときのアカウント(識別するのに必要なID)を32文字以内
の英数字で設定します。

・ PASVモード

PASVモードを必要とするファイアウォール内で本機器を使用するときに，「On」
にします。デフォルトは「Off」です。ファイアウォールは，セキュリティ機能を持
つルータなどに備わっているもので，外部からのネットワークシステムへの侵入を
防ぐ役目をします。

・イニシャルパス

ファイルの転送先のディレクトリを64文字以内の英数字で設定します。ディレクト
リの区切りの仕方は転送先のFTPサーバの実装に依存します。

例 UNIXファイルシステムを持つFTPサーバのhomeというディレクトリの中のdata
というディレクトリにファイルを転送する場合の設定
/home/data

Note
プライマリとセカンダリの両方の転送先へのファイルの転送に失敗した場合，本機器はファイル
の転送を中断します。転送先との接続が回復した時点で，本機器は新しいデータファイルと一緒
に転送に失敗していたデータ分も転送します。ただし，本機器の内部メモリ上のデータなので，
上書きされてしまうと転送に失敗したデータは消失します。本機器の内部メモリへの書き込み動
作については，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03をご覧くださ
い。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

2.5　FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定)
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#2](FTPクライアント)ソフトキー(CX1000では[#3](FTP転送ファイル)ソフト
キー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(FTPクライアント)設定画面CX1000　通信(FTP転送ファイル)設定画面

●転送ファイルを選択する

・表示/イベントデータファイルを転送の対象にする(On)/しない(Off)を選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[表示&イベントデータ]欄に移動します。

6. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・レポートデータファイルを転送の対象にする(On)/しない(Off)を選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[レポート]欄に移動します。

8. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

CX1000の場合は，ここで設定の確定をします。
設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

2.5　FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定)
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●ファイルの転送先がプライマリ(第1優先)のFTP接続先を設定する

CX1000の場合，手順8で設定を確定したときは，ESCキーを押して，手順4の通信設
定画面に戻ったあと，[#4(FTP接続先)]ソフトキーを押します。
9. 矢印キーで，カーソルを[FTP接続先]欄に移動します。

10. [プライマリ]ソフトキーを押します。

・ FTPサーバ名を設定する

11. 矢印キーで，カーソルを[FTPサーバ名]欄に移動します。

12. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

13. 入力ボックスにプライマリ(第1優先)のFTPサーバ名を入力します。
通常はIPアドレスを設定します。DNSを設定している場合は，FTPサーバのホス
ト名を入力することもできます。

14. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したFTPサーバ名が[FTPサーバ名]欄に表示されます。

・ FTPサーバのポート番号を設定する

15. 矢印キーで，カーソルを[ポート番号]欄に移動します。

16. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

17. 入力ボックスにプライマリ(第1優先)のFTPサーバのポート番号を入力します。

18. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したポート番号が[ポート番号]欄に表示されます。

・ FTPサーバにアクセスするときのログイン名を設定する

19. 矢印キーで，カーソルを[ログイン名]欄に移動します。

20. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

2.5　FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定)
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21. 入力ボックスにプライマリ(第1優先)のFTPサーバにアクセスするときのログイン
名を入力します。

22. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したログイン名が[ログイン名]欄に表示されます。

・ FTPサーバにアクセスするときのパスワードを設定する

23. 矢印キーで，カーソルを[パスワード]欄に移動します。

24. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

25. 入力ボックスに，プライマリ(第1優先)のFTPサーバにアクセスするときのパス
ワードを入力します。

26. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したパスワードが[パスワード]欄に表示されます。

・ FTPサーバにアクセスするときのアカウントを設定する

27. 矢印キーで，カーソルを[アカウント]欄に移動します。

28. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

29. 入力ボックスに，プライマリ(第1優先)のFTPサーバにアクセスするときのアカウ
ントを入力します。

30. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したアカウントが[アカウント]欄に表示されます。

・ PASVモードの有(On)/無(Off)を選択する

31. 矢印キーで，カーソルを[PASVモード]欄に移動します。

32. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・イニシャルパス(ファイルの転送先のディレクトリ)を設定する

33. 矢印キーで，カーソルを[イニシャルパス]欄に移動します。

2.5　FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定)
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34. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

35. 入力ボックスにファイルの転送先のディレクトリを入力します。

36. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定した転送先のディレクトリが[イニシャルパス]欄に設定されます。

●ファイルの転送先がセカンダリ(第2優先)のFTP接続先を設定する

ファイルの転送先として，セカンダリ(第2優先)のFTPサーバを使用する場合に設定し
てください。使用しない場合は，操作40に進みます。

37. 矢印キーで，カーソルを[FTP接続先]欄に移動します。

38. [セカンダリ]ソフトキーを押します。

39. 操作11～36と同様に，セカンダリ(第2優先)のFTP接続先を設定します。

●設定を確定する/キャンセルする

40. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

41. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
42. [終了]ソフトキーを押します。

設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

43. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

2.5　FTPクライアントの設定(表示/イベント/レポートデータファイルの自動転送の設定)
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2.6 FTPテスト

解　　説

テスト用ファイルを本機器から2.5節で設定したFTPサーバに転送して，イーサネットイ
ンタフェースでファイル転送ができるかどうかを確認できます。

●このテストをする前の確認事項

・イーサネット用ケーブルを正しく接続してください。接続方法については，2.2節を
参照してください。

・イーサネットインタフェースの設定に間違いがないことを確認してください。設定
方法については，2.3節または2.5節をご覧ください。

イーサネットの設定をするときは，本機器を使用するシステムまたはネットワークの管
理者に，設定内容をご確認のうえ設定してください。

● FTPテストの結果の確認

・ FTPテストを実行すると，テスト用ファイル(ファイル名：CX_FTPC.TXT)が2.5節
で設定したFTP接続先のイニシャルパスで示されたディレクトリに転送されます。

・ FTPテストの結果は，FTPログ(本機器で表示(2.8節参照)，Web画面で表示(2.10節
参照)，およびFLコマンドで出力(6.11節参照))で確認できます。

操　　作

● FTPテストをする

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [FTPテスト]ソフトキーを押します。
FTPテストをする接続先選択メニューが表示されます。

3. [プライマリ]または[セカンダリ]のどちらかのソフトキーを押します。
選択したFTPサーバのFTPテストが実行されます。
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2.7 イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定

解　　説

本設定をすると，ネットワークから本機器への不正なアクセスの防止，イーサネット通信
を使っての本機器の設定操作の権限付与，および一定時間以上のデータ送受信がない本機
器との通信接続の切断などが可能になります。ただし，あらかじめ2.3節のイーサネット
インタフェースの設定をしていることが必要です。

●本機器のログイン機能の有効/無効の選択

ログイン機能を有効にすると，ユーザー登録されているユーザーだけが，本機器にログ
インできるようになります。

●ユーザー登録

・ユーザーレベルの選択

管理者または利用者のどちらかのユーザーレベルを選択します。
・管理者

1名だけ登録できます。本機器の設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサー
バの各機能すべてを使用する権限があります。

・利用者(ユーザー1～ユーザー6)

6名まで登録できます。設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサーバの各機
能に対して，それぞれ制限があります。コマンドに対する制限については，6.2節
をご覧ください。
・設定/測定サーバ機能に対する制限

本機器の動作を変更する設定操作に対する権限はありません。測定や設定デー
タの出力はできます。

・保守/診断サーバ機能に対する制限
操作中の自分のパーソナルコンピュータではない別のパーソナルコンピュータ
と本機器の通信接続は切断できません。操作中の自分のパーソナルコンピュー
タと本機器の通信接続の切断はできます。

・ FTPサーバ機能に対する制限
本機器の外部記憶メディアにファイルを書き込んだり削除することはできませ
ん。ファイルの読み込みはできます。

・登録する(On)/しない(Off)の選択

・On

登録します。ログインするときのユーザー名やパスワードの設定ができます。
・Off

登録しません。
・ユーザー名の設定

・ユーザー名を16文字以内の英数字で設定します。
・同じユーザー名の登録はできません。
・「quit」は本機器のコマンドとして使用されているので，「quit」という名前の
ユーザー名の登録はできません。

・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。
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Note
・ログイン機能と本機器にアクセスするときのユーザー名の関係は，以下のようになります。
・ログイン機能が「有効」に設定されているとき

・登録されているユーザー名とパスワードで，本機器にログインできます。
・ユーザーレベルは，ユーザー名を登録したときのユーザーレベルになります。

・ログイン機能が「無効」に設定されているとき

・ユーザー名「admin」で本機器にアクセスすると，管理者として本機器にログインできま
す。パスワードは不要です。

・ユーザー名「user」で本機器にアクセスすると，利用者として本機器にログインできま
す。パスワードは不要です。

・本機器のFTPサーバ機能を利用する場合に限り，「anonymous」というユーザー名は特別な意
味を持ちます。
・ログイン機能が「有効」に設定されているとき

・「anonymous」というユーザー名を本機器に登録しておくと，「anonymous」という
ユーザー名で本機器にログインできます。

・パスワードは不要(パスワードに何を入力しても/入力しなくてもログイン可能)です。
・ユーザーレベルは「anonymous」というユーザー名を登録したときのユーザーレベルにな
ります。

・ログイン機能が「無効」に設定されているとき

・「anonymous」というユーザー名でログインできます。
・パスワードは不要(パスワードに何を入力しても/入力しなくてもログイン可能)です。
・ユーザーレベルは「利用者」になります。

・本機器への同時接続数/同時使用許可数には，制限があります(2.1節参照)。

●通信タイムアウト

・有効(On)/無効(Off)の選択

・On

各通信機能(1.1節参照)において，一定時間以上のデータの送受信がなかった場合
に，接続を強制的に切断します。

・Off

通信タイムアウトは動作しません。
・タイムアウト時間の設定

通信タイムアウトを有効にした場合，ここで設定したタイムアウト時間以上，デー
タの送受信がなかったとき，接続を強制的に切断します。
設定範囲：1～120分

●キープアライブの有効(On)/無効(Off)の選択

・ On

TCPプロトコルで定期的(30秒ごと)に送信される検査パケットに応答がなかった場
合に，接続を強制的に切断します。

・Off

キープアライブは動作しません。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

2.7　イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くださ
い。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#3](コントロール(ログイン，タイムアウト))ソフトキー(CX1000では[#5](コン
トロール(ログイン，タイムアウト))ソフトキー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(コントロール - ログイン，タイムアウト)
設定画面

CX1000　通信(コントロール - ログイン，
タイムアウト)設定画面

●本機器のログイン機能の有効(有)/無効(無)を選択する

5. 矢印キーで，カーソルをイーサネットログインの[有/無]欄に移動します。

6. [有]または[無]のどちらかのソフトキーを押します。
[有]を選択した場合は操作7に，[無]を選択した場合は操作20に，それぞれ進みま
す。

●ユーザー登録をする

・ユーザーレベルを選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[レベル]欄に移動します。

8. [管理者]～[ユーザ6]のどれかのソフトキーを押して，ユーザーレベルを選択しま
す。
ユーザーレベルを管理者にするときは[管理者]を，ユーザーレベルを利用者にす
るときは[ユーザ1]～[ユーザ6]を選択してください。

2.7　イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定
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・ 登録する(On)/しない(Off)を選択する

9. 矢印キーで，カーソルをレベルの[On/Off]欄に移動します。

10. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は操作11に，[Off]を選択した場合は操作19に，それぞれ進
みます。

・ユーザー名を設定する

11. 矢印キーで，カーソルを[ユーザ名]欄に移動します。

12. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

13. 入力ボックスにユーザー名を入力します。

14. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したユーザー名が[ユーザ名]欄に表示されます。

・パスワードを設定する

15. 矢印キーで，カーソルを[パスワード]欄に移動します。

16. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

17. 入力ボックスにパスワードを入力します。

18. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したパスワードが[パスワード]欄に表示されます。

19. 別のユーザーを登録をするときは，操作7～18を繰り返してください。

●通信タイムアウトを設定する

・通信タイムアウトを有効(On)/無効(Off)を選択する

20. 矢印キーで，カーソルを通信タイムアウトの[On/Off]欄に移動します。

21 [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は操作22に，[Off]を選択した場合は操作26に，それぞれ進
みます。

2.7　イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定
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・通信タイムアウトの時間を設定する

22. 矢印キーで，カーソルを[時間]欄に移動します。

23. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

24. 入力ボックスに通信タイムアウト時間を入力します。

25. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力した通信タイムアウト時間が[時間]欄に表示されます。

●キープアライブの有効(On)/無効(Off)を選択する

26. 矢印キーで，カーソルをキープアライブの[On/Off]欄に移動します。

27. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

●設定を確定する/キャンセルする

28. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

29. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
30. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

31. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

2.7　イーサネット通信のログイン/タイムアウトの設定をする
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2.8 エラー/通信/FTPのログ画面の表示

解　　説

●エラーログ画面の表示

エラーログ画面では，過去50回分の操作エラーのメッセージの履歴が表示されます。
50回を超える古い履歴は保存されません。メッセージの意味は，付録7「メッセージ一
覧」を参照してください。

CX2000の表示例

エラーが発生した日時

エラーコード エラーメッセージ
表示しきれないメッセージの部分は", ,"を表示

●通信ログ画面の表示

通信ログ画面では，過去200回分の通信コマンド/レスポンスの履歴が表示されます。
200回を超える古い履歴は保存されません。メッセージの意味は，7.2節の「通信ロ
グ」の項を参照してください。

CX2000の表示例

本機器にアクセスした日時

本機器にアクセスしたユーザー名(2.7節で登録したユーザー名)
接続しているユーザーを識別する番号
(7.2節の「通信ログ」をご覧ください。)

入出力記号
(>：入力，<：出力)

メッセージ(最大20文字)

● FTPログ画面の表示

FTPログ画面では，過去50回分のFTPファイル転送履歴が表示されます。50回を超え
る古い履歴は保存されません。メッセージの意味は，付録7「メッセージ一覧」を参照
してください。

CX2000の表示例

ファイルを転送した日時 
エラーコード 

FTP接続先(P：プライマリ，S：セカンダリ)

ファイル名(8文字)
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●Webブラウザ操作ログ画面の表示

Webブラウザ操作ログ画面では，過去50回分のwebブラウザ操作での履歴が表示され
ます。50回を超える古い履歴は保存されません。メッセージの意味は，7.2節の「Web
操作ログ」の項を参照してください。

CX2000の表示例

Web画面で操作した日時

操作内容
エラーコード(ユーザーズマニュアル IM 04L31A01-01を 
 　   ご覧ください)操作種類

● Eメールログ画面の表示

Eメールログ画面では，過去50回分のEメール送信の履歴が表示されます。50回を超え
る古い履歴は保存されません。メッセージの意味は，7.2節の「Eメールログ」の項を参
照してください。

CX2000の表示例

Eメール送信日時

送信先(1：送信先1，2：送信先2)
送信先(送信先アドレス，メッセージ)

エラーコード(付録7をご覧ください)
Eメール種類

Note
・ログ画面には，ログイン/ログアウト履歴を表示するログ画面もあります。この画面の表示につ
いては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03をご覧ください。

・コマンドでエラー/通信/FTP/Web操作/Eメールの各ログデータを出力することもできます。出
力フォーマットについては，7.2節をご覧ください。

2.8　エラー/通信/FTPのログ画面の表示
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操　　作

●エラーログ画面を表示する

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [ログ]ソフトキーを押します。
ログ画面選択メニューが表示されます。

3. [エラー]ソフトキーを押します。
エラーログ画面が表示されます。

●通信ログ画面を表示する

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [ログ]ソフトキーを押します。
ログ画面選択メニューが表示されます。

3. [通信]ソフトキーを押します。
通信ログ画面が表示されます。

● FTPログ画面を表示する

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [ログ]ソフトキーを押します。
ログ画面選択メニューが表示されます。

3. [FTP]ソフトキーを押します。
FTPログ画面が表示されます。

2.8　エラー/通信/FTPのログ画面の表示
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●Webブラウザ操作ログ画面を表示する

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [ログ]ソフトキーを押します。
ログ画面選択メニューが表示されます。

3. [Web]ソフトキーを押します。Web操作ログ画面が表示されます。

● Eメールログ画面を表示する

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [ログ]ソフトキーを押します。
ログ画面選択メニューが表示されます。

3. [メール]ソフトキーを押します。
Eメールログ画面が表示されます。

2.8　エラー/通信/FTPのログ画面の表示
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2.9 Webサーバ機能の設定

解　　説

Webサーバ機能を使用するためには，2.3節での設定のほかに以下の設定をします。

●Webサーバ機能の使用/不使用

[有](使用する)または[無](使用しない)を選択します。

●ページ種類(表示する画面の種類)

・モニタ

・本機器で表示されている画面が表示されます。
・下記の情報を表示できます。
・アラームサマリ
・測定/演算チャネルの値
・制御チャネルの値
・ログ(エラーメッセージ履歴，ログイン/ログアウト履歴，FTPファイル転送履
歴，Eメール送信履歴，Webブラウザ操作履歴)

・画面例は2.10節をご覧ください。
・オペレータ

モニタページの機能に加えて，下記の操作ができます。
・画面選択メニューでの操作で本機器の画面の切り替えができます。
・本機器のDISP/ENTERキーと矢印キー操作ができます。
・本機器のメッセージの設定と書き込みができます。
・画面例は2.10節をご覧ください。

●モニタページ

・モニタページ使用/不使用の選択

・On

Webブラウザでモニタページを表示することができます。
・Off

モニタページを使用しません。
・アクセス認証使用/不使用の選択

・On

アクセス認証を使用します。モニタページを表示するのに，ユーザー名とパス
ワードを入力する必要があります。

・Off

アクセス認証を使用しません。
・ユーザー名の設定

ユーザー名を16文字以内の英数字，カタカナで設定します。
・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。

●オペレータページ

・オペレータページ使用/不使用の選択

・On

Webブラウザでオペレータページを表示することができます。
・Off

オペレータページを使用しません。
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・コマンド入力使用/不使用の選択

・On

メッセージの設定/書き込みコマンドを使用します。
・Off

メッセージの設定/書き込みコマンドを使用しません。
・アクセス認証使用/不使用の選択

・On

アクセス認証を使用します。オペレータページを表示するのに，ユーザー名とパ
スワードを入力する必要があります。

・Off

アクセス認証を使用しません。
・ユーザー名の設定

ユーザー名を16文字以内の英数字，カタカナで設定します。
・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

●グリニッジ標準時との時差の設定

ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03の「3.7　タイムゾー
ンの変更」をご覧ください。

2.9　Webサーバ機能の設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くださ
い。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#8](Web，Eメール)ソフトキー(CX1000では[#10](Web，Eメール)ソフトキー)
を押します。
Web，Eメール設定メニューが表示されます。

4. [#1](Web)ソフトキーを押します。
Web，Eメール(Web)設定画面が表示されます。

CX2000　Web，Eメール(Web)設定画面CX1000　Web設定画面

●Webサーバ機能の使用/不使用を選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[有/無]欄に移動します。

6. [有]または[無]のどちらかのソフトキーを押します。[有]を選択した場合は操作7
に，[無]を選択した場合は操作28に，それぞれ進みます。

●ページ種類を選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[ページ種類]欄に移動します。

8. [オペレータ]または[モニタ]のどちらかのソフトキーを押します。[オペレータ]を
選択した場合は操作9に，[モニタ]を選択した場合は操作23に，それぞれ進みま
す。

2.9　Webサーバ機能の設定
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●オペレータページについて設定する

・オペレータページの使用(On)/不使用(Off)を選択する

9. 矢印キーで，カーソルを[On/Off]欄に移動します。

10. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。[On]を選択した場合は操作
11に，[Off]を選択した場合は操作28に進みます。

・コマンド入力の使用(On)/不使用(Off)を選択する

11. 矢印キーで，カーソルを[コマンド入力]欄に移動します。

12. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・アクセス認証の使用(On)/不使用(Off)を選択する

13. 矢印キーで，カーソルを[アクセス認証]欄に移動します。

14. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。[On]を選択した場合は操作
15に，[Off]を選択した場合は操作28に，それぞれ進みます。

・ユーザー名を設定する

15. 矢印キーで，カーソルを[ユーザ名]欄に移動します。

16. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

17. 入力ボックスにユーザー名を入力します。

18. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したユーザー名が[ユーザ名]欄に表示されます。

・パスワードを設定する

19. 矢印キーで，カーソルを[パスワード]欄に移動します。

2.9　Webサーバ機能の設定
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20. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

21. 入力ボックスにパスワードを入力します。

22. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したパスワードが[パスワード]欄に表示されます。

●モニタページについて設定する

・モニタページの使用(On)/不使用(Off)を選択する

23. 矢印キーで，カーソルを[On/Off]欄に移動します。

24. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は操作25に，[Off]を選択した場合は操作28に，それぞれ進
みます。

・アクセス認証の使用(On)/不使用(Off)を選択する

25. 操作13，14と同様に操作して設定します。

・ユーザー名を設定する

26. 操作15，16，17，18と同様に操作して設定します。

・パスワードを設定する

27. 操作19，20，21，22と同様に操作して設定します。

●設定を確定する/キャンセルする

28. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

29. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
30. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

31. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

2.9　Webサーバ機能の設定
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2.10 モニタページ，オペレータページの使用方法

解　　説

この節では，モニタページ，オペレータページを表示する方法と，各ページでの操作につ
いて説明します。

●使用できるWebブラウザソフト

下記のWebブラウザソフトで動作が確認されています。
・Microsoft Internet Explorer 4.0～5.5

● URLの設定

URL(Uniform Resource Locator)は，ご使用のネットワーク環境に従い，適切に設定
してください。下記のように設定すると，本機器にアクセスできます。
http://ホスト名.ドメイン名/ファイル名

・ http：サーバにアクセスするためのプロトコルです。HTTP(HyperText Transfer
Protocol)。

・ホスト名.ドメイン名：本機器のホスト名とドメイン名です。ホスト名とドメイン名
の代わりに，IPアドレスを使用することができます。

・ファイル名：本機器の，モニタページ，オペレータページのファイル名です。
モニタページのファイル名：monitor.htm

オペレータページのファイル名：operator.htm

ファイル名を省略すると，モニタページを指定したことになります。ただし，モニ
タページを使用しない設定にしていたときは，オペレータページを指定したことに
なります。

設定例

本機器と同じドメイン内のパーソナルコンピュータで，Internet Explorerでオペレータ
ページを表示する場合(ドメイン名はgood.co. jp，ホスト名はCX，IPアドレスは
123.456.789.123とします)
アドレス：http://CX.good.co.jp/operator.htm，または
アドレス：http://123.456.789.123/operator.htm

●モニタページの内容

CX2000の表示例

モニタ画面

画面の拡大/縮小画面の自動更新

表示メニュー部
・画面を更新
・アラームサマリ表示
・測定/演算データ表示
・制御データ表示
・ログ表示
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・ 本機器が表示している画面

・本機器が運転モード*のとき，表示されているモニタ画面(制御，トレンド，ディ
ジタル，バーグラフ，オーバビュー，アラームサマリ，メッセージサマリ，メモ
リサマリ，レポート，ヒストリカルトレンド)がモニタページで表示されます。

・本機器が設定モード*または基本設定モード*の場合は，モニタ画面は表示できま
せん。エラーメッセージがモニタ画面の上部のメッセージエリアに表示されま
す。
* モードについては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03を
ご覧ください。

・モニタページの更新

モニタページは自動または手動で更新できます。
・自動更新ON

モニタページは，約30秒の更新周期で更新されます。
・自動更新OFF

モニタページは自動的に更新されません。手動で更新できます。ページが更新さ
れてから30秒以内は，手動で更新する操作をしても画面は更新されません。

・画面の拡大/縮小

モニタページに表示されている本機器の画面を75%に縮小(CX1000では200％に拡
大)できます。

・アラームサマリの表示

アラームサマリを表示できます。「更新」ボタンを押すとデータが更新されます。
データが更新されます。 

・測定/演算データの表示

測定/演算データを表示できます(スキップの測定チャネル，Offの演算チャネルは除
きます)。「更新」ボタンを押すとデータが更新されます。

・制御データ表示

制御データを表示できます(offの内蔵ループ，外部ループは除きます)。「更新」ボ
タンを押すとデータが更新されます。

Note
本機器で設定した「゜」は，Webブラウザ上では「＾」と表示されます。

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法
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・ログの表示

通信コマンド履歴，エラーメッセージ履歴，FTPファイル転送履歴，ログイン/ログ
アウト履歴，Webブラウザ操作履歴，Eメール送信履歴を表示できます。「更新」ボ
タンを押すとデータが更新されます。
通信コマンド

ログを選択します。 
データが更新され 
ます。 

エラーメッセージ

FTPファイル転送

ログイン/ログアウト

Eメール送信

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法
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Webブラウザ操作

●オペレータページの内容

CX2000の表示例

画面の切り替え操作部

矢印キーと
DISP/ENTERキー

表示メニュー部
・画面を更新
・アラームサマリ表示
・測定/演算データ表示
・制御データ表示
・ログ表示
・メッセージ設定/書き込み
　基本設定モードの#8 Web，
　Eメール設定(CX1000では
　#10)で，オペレータページ
　のコマンド入力をOnにして
　いるときに表示されます。

画面の拡大/縮小画面の自動更新

モニタ画面の部分を縮小

75％縮小画面

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法
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オペレータページでは，モニタページの内容に加えて，下記の操作ができます。
・画面の切り替え

トレンド，ディジタル，バーグラフ，コントローラ，フェースプレート，ハイブ
リッドで表示するグループを指定して，本機器のモニタ画面を切り替えることがで
きます。プログラム制御オプション付(/PG1または/PG2)の場合は，プログラム選
択画面(プログラム運転停止中)またはプログラム運転画面(プログラム運転実行中)に
切り替えることができます。

・オペレータページのDISP/ENTERキーと矢印キーでの操作

本機器がオペレーションモードのとき，オペレータページのDISP/ENTERキーと矢
印キーで，本機器のDISP/ENTERキー，矢印キーと同じ操作ができます。ただし，
制御機能に対する操作(モードの切替，運転開始/停止など)はできません。

・メッセージの設定と書き込み

本機器のメッセージ1～8のメッセージ文字列(半角カタカナ/英数字16文字以内)を設
定すると同時に，トレンド表示で表示し，内部メモリに書き込めます。既存のメッ
セージは上書きされます。

モニタページを使う
ここでは，操作の概要を説明しています。ご使用のパーソナルコンピュータの操作方法
従って操作してください。

操　　作

1. Webブラウザを起動し，本機器のモニタページを呼び出す操作をします。アクセ
ス認証を設定している場合は，操作2に，設定していない場合は操作5に，それぞ
れ進みます。

Note
本機器がオペレーションモードのとき，モニタページを表示できます。本機器が設定モードまた
は基本設定モードのときは，エラーメッセージが表示されます。オペレーションモード，設定モー
ド，基本設定モードについてはユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03
をご覧ください。

●ユーザー名とパスワードを入力する

・ユーザー名を入力する

2. ユーザー名とパスワードを入力するウインドウが表示されます。[ユーザ名]欄
に，ユーザー名を入力してください。

・パスワードを入力する

3. パスワードを入力します。
全桁「＊」で表示されます。
「パスワードを保存する」にチェックマークを付けると，次回から，保存された
パスワードが入力された状態で(全桁「＊」で表示されます)，ユーザー名とパス
ワードを入力するウインドウが表示されます。

4. [OK]をクリックすると，モニタページが表示されます。

●表示を自動更新する

5. [自動更新]ボックスをクリックし，[ON]または[OFF]を設定します。

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法
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● 表示を手動で更新する

6. 表示メニュー部の[更新]をクリックすると，ページが更新されます。

●表示を拡大・縮小する

7. [拡大・縮小]ボックスをクリックし，[100%]または[75%](CX1000では[200%])
を設定します。

●アラームサマリを表示する

8. 表示メニュー部の[アラームサマリ]をクリックすると，アラームサマリが表示さ
れます。
[更新]をクリックすると，アラームサマリが最新の情報に更新されます。
[閉じる]をクリックすると，アラームサマリのウインドウが閉じられます。

●測定/演算チャネル情報または制御チャネル情報を表示する

9. 表示メニュー部の[測定・演算チャネル]または[制御チャネル]をクリックすると，
それぞれ測定/演算データまたは制御データが表示されます。
[更新]をクリックすると，測定/演算/制御データが最新のデータに更新されま
す。
[閉じる]をクリックすると，測定/演算/制御データのウインドウが閉じられま
す。

●ログを表示する

10. 表示メニュー部の[ログ]をクリックすると，ログが表示されます。
ログの種類を選択するボックスをクリックして，表示するログの種類を選択する
と，選択された種類のログが表示されます。
[更新]をクリックすると，ログが最新の情報に更新されます。
[閉じる]をクリックすると，ログのウインドウが閉じられます。

オペレータページを使う
ここでは，操作の概要を説明しています。ご使用のパーソナルコンピュータの操作方法
従って操作してください。

操　　作

1. Webブラウザを起動し，本機器のオペレータページを呼び出す操作をします。

Note
本機器がオペレーションモードのとき，オペレータページを表示できます。本機器が設定モードま
たは基本設定モードのときは，エラーメッセージが表示されます。オペレーションモード，設定
モード，基本設定モードについてはユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-
03をご覧ください。

以下の操作は「モニタページを使う」場合と同じです。「モニタページを使う」をご覧く
ださい。
●ユーザー名とパスワードを入力する

●表示を自動更新する

●表示を手動で更新する

●表示を拡大・縮小する

●アラームサマリを表示する

●測定/演算データを表示する

●ログを表示する

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法



2-37IM 04L31A01-17

イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

オペレータページだけでの操作

●メッセージを設定/変更する，書き込む

表示メニュー部の[メッセージ入力]は，オペレータページ設定のコマンド入力を使用す
る設定になっているときにのみ表示されます。
11. 表示/操作メニュー部の[メッセージ入力]をクリックすると，[メッセージ操作]の

ウインドウが表示されます。

ラジオボタンをクリックしてメッセージを 
選択する。 

メッセージの設定/書き込み操作に対する， 
本機器からの応答。 

メッセージ文字列を入力する。 

文字列をキャンセルする。 
メッセージを設定する/書き込む。 

 
 

12. メッセージ番号のラジオボタンをクリックして，メッセージを選択します。

13. メッセージ入力部に，メッセージ文字列(半角カタカナ/半角英数字16文字以内)を
書き込み，[設定&書込み]をクリックします。
本機器のメッセージが設定され，本機器のトレンド画面に設定したメッセージが
表示されます。また，メッセージは内部メモリに書き込まれます。
操作を中止する場合は，[キャンセル]をクリックします。

Note
・メッセージは，本機器の内部メモリへのデータ書き込みがスタートしているときのみ，トレン
ド表示上に表示され，内部メモリに書き込まれます(メッセージの設定は，本機器の内部メモリ
へのデータ書き込みがスタートしている/いないに関わらず実行されます)。

・コマンドレスポンス部に，実行したメッセージ設定/書き込み操作に対する応答が表示されま
す。

●表示の切り替え

14. 画面切り替え部のトレンド，ディジタル，バーグラフ，コントローラ，フェース
プレートおよびハイブリッドボックスをクリックしてグループを選択すると，本
機器の画面が指定された表示に切り替わります。オペレータページも更新されま
す。プログラム制御オプション付(/PG1または/PG2)の場合は，プログラム選択
画面またはプログラム運転画面に切り替えることができます。
CX2000の表示例

● DISP/ENTERキー，矢印キーで表示の切り替え操作をする

トレンド，ディジタル，バーグラフ，コントローラ，フェースプレートおよびハイブ
リッド表示の切り替えができます。
15. オペレータページに表示されているDISP/ENTERキー，矢印キーのそれぞれをク

リックすると，本機器でのキー操作と同様に本機器を操作できます。オペレータ
ページも更新されます。

2.10　モニタページ，オペレータページの使用方法
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2.11 Eメール送信機能の設定

解　　説

Eメール送信機能を使用するためには，2.3節での設定のほかに以下の設定をします。

● Eメールの基本設定

・ SMTP*サーバ名

DNSを設定(2.3節参照)している場合，使用するSMTPサーバ名を64文字以内の英数
字で設定できます。SMTPサーバのIPアドレスを設定することもできます。
* Simple Mail Transfer Protocol

・ポート番号

使用するポート番号を設定します。初期値は25です。
・送信先アドレス1

メールの送信先を150文字以内の英数字で設定します。複数のアドレスを設定でき
ます。その場合は，アドレスとアドレスを半角スペースで区切ります。

・送信先アドレス2

メールの送信先を150文字以内の英数字で設定します。複数のアドレスを設定でき
ます。その場合は，アドレスとアドレスを半角スペースで区切ります。

・送信元アドレス

ネットワーク管理者から与えられたEメールアドレスを，64文字以内の英数字で設
定してください。省略すると，送信先アドレスに設定された先頭のアドレスを，送
信元アドレスとします。

●アラーム情報を送信するときの設定

制御と計測のどちらのアラームが発生しても，アラーム情報を送信します。
・送信先1，送信先2

送信先ごとに，On/Offを設定できます。
・On

送信先にEメールを送信します。
・Off

送信先にEメールを送信しません。
・ Eメールでアラーム情報を送信するアラームの番号(アラーム1，アラーム2，アラー

ム3，アラーム4)

アラーム番号ごとに，On/Offを設定できます。この設定は全チャネルに共通です。
・On

そのアラーム番号に設定されたアラームのうち，ひとつでも状態に変化(アラーム
発生または解除)があったときに，Eメールを送信します。

・Off

そのアラーム番号のアラーム情報をEメールで送信しません。
・送信メールの内容

・瞬時値データの付加

・On

すべてのチャネルの瞬時値データを，Eメールに付加します。
・Off

瞬時値データを，Eメールに付加しません。



2-39IM 04L31A01-17

イ
ー
サ
ネ
ッ
ト
イ
ン
タ
フ
ェ
ー
ス

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・On

本機器でWebサーバ機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付
します。

・Off

本機器のURLをEメールに添付しません。
・題名

Eメールの題名を，32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(CX )
Alarm_summary」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

●指定時刻にEメールを送信するときの設定

・送信先1，送信先2

送信先ごとに，On/Offを設定できます。
・On

送信先にEメールを送信します。
・Off

送信先にEメールを送信しません。
・インターバル

[基準時刻]を起点として，Eメール送信を繰り返す時間間隔です。送信先ごとに，下
記の選択肢から選択できます。
1h，2h，3h，4h，6h，8h，12h，24h

・基準時刻

Eメールを送信する時刻を「時：分」で設定します。また，この時刻からインターバ
ルごとにEメール送信を繰り返します。送信先ごとに，下記の範囲で設定できます。
00：00～23：59
例：基準時刻17：15，インターバル8hの場合，17：15，01：15，09：15にE
メールが送信されます。

・送信メールの内容

・瞬時値データの付加

・On

Eメール送信時の，すべてのチャネルの瞬時値データを，Eメールに付加します。
・Off

瞬時値データを，Eメールに付加しません。
・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・On

本機器でWebサーバ機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付
します。

・Off

本機器のURLをEメールに添付しません。
・題名

Eメールの題名を，32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(CX )
Periodic_data」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

2.11　Eメール送信機能の設定
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● 停電からの復帰時などにEメールを送信するときの設定(Eメールシステム設定)

・送信先1，送信先2

送信先ごとに，On/Offを設定できます。
・On

送信先にEメールを送信します。
・Off

送信先にEメールを送信しません。
・送信メールの内容

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・On

本機器でWebサーバ機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付
します。

・Off

本機器のURLをEメールに添付しません。
・題名

Eメールの題名を，32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(CX )
System_warning」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

●レポート作成時にEメールを送信するときの設定(演算機能オプション(/M1)付きのとき

のみ)

・送信先1，送信先2

送信先ごとに，On/Offを設定できます。
・On

送信先にEメールを送信します。
・Off

送信先にEメールを送信しません。
・送信メールの内容

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・On

本機器でWebサーバ機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付
します。

・Off

本機器のURLをEメールに添付しません。
・題名

Eメールの題名を，32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(CX )
Report_data」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

Note
・本機器で設定した「゜」は，Webブラウザ上では「＾」と表示されます。
・半角カタカナは，全角カタカナに変換されて出力されます。

2.11　Eメール送信機能の設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#8](Web，Eメール)ソフトキー(CX1000では[#10](Web，Eメール)ソフトキー)
を押します。
Web，Eメール設定メニューが表示されます。

● [Eメール基本設定]を設定する

4. [#2](Eメール基本設定)ソフトキーを押します。
Web，Eメール(Eメール基本設定)設定画面が表示されます。

CX2000　Web，Eメール(Eメール基本設定)設定画面CX1000　Eメール基本設定画面

・ SMTPサーバ名を設定する

5. 矢印キーで，カーソルを[SMTPサーバ名]欄に移動します。

6. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

7. 入力ボックスにSMTPサーバ名を入力します。

8. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したSMTPサーバ名が[SMTPサーバ名]欄に表示されます。

・ポート番号を設定する

9. 矢印キーで，カーソルを[ポート番号]欄に移動します。

2.11　Eメール送信機能の設定



2-42 IM 04L31A01-17

10. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

11. 入力ボックスにポート番号を入力します。

12. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したポート番号が[ポート番号]欄に表示されます。

・送信先アドレス1を設定する

13. 矢印キーで，カーソルを[送信先アドレス1]欄に移動します。

14. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

15. 入力ボックスに送信先アドレスを入力します。
アドレスが複数の場合は，スペースで区切って入力します。

16. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したアドレスが[送信先アドレス1]欄に表示されます。

・送信先アドレス2を設定する

17. 矢印キーで，カーソルを[送信先アドレス2]欄に移動します。

18. 送信先アドレス1の設定と同様の操作で送信先アドレス2を設定します。

・送信元アドレスを設定する

19. 矢印キーで，カーソルを[送信元アドレス]欄に移動します。

20. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

21. 入力ボックスに送信元アドレスを入力します。

22. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したアドレスが[送信元アドレス]欄に表示されます。

・設定を確定する/キャンセルする

23. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

操作24に進んでください。

2.11　Eメール送信機能の設定
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2.11　Eメール送信機能の設定

● [アラーム][定刻][システム][レポート]を設定する

24. ESCキーを押すと，Web，Eメール設定メニューに戻ります。
設定する項目のソフトキーを押します。
それぞれの設定画面が表示されます。
[Eメールアラーム設定]を設定する：操作25に進んでください。
[Eメール定刻設定]を設定する：操作42に進んでください。
[Eメールシステム設定]を設定する：操作54に進んでください。
[Eメールレポート設定]を設定する：操作59に進んでください。

● [Eメールアラーム設定]を設定する

・ Eメールの送信先を指定する

25. 矢印キーで，カーソルを[送信先1]欄または[送信先2]欄に移動します。
それぞれの送信先アドレスが表示されます。

26. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・ Eメールでアラーム情報を送信するアラームの番号を指定する

27. 矢印キーで，カーソルを[アラーム1]欄～[アラーム4]欄のどれかに移動します。

28. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・瞬時値データ付加(送信メール内容)を選択する

29. 矢印キーで，カーソルを[瞬時値データ付加]欄に移動します。

30. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

・送信元URL付加(送信メール内容)を選択する

31. 矢印キーで，カーソルを[送信元URL付加]欄に移動します。

32. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
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・ Eメールの題名(送信メール内容)を設定する

33. 矢印キーで，カーソルを[題名]欄に移動します。

34. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

35. 入力ボックスにEメールの題名を入力します。

36. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力した題名が[題名]欄に表示されます。

・ Eメールのヘッダを設定する

37. 矢印キーで，カーソルを[ヘッダ1]欄または[ヘッダ2]欄に移動します。

38. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

39. 入力ボックスにヘッダを入力します。

40. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力したヘッダが選択した[ヘッダ]欄に表示されます。

・設定を確定する/キャンセルする

41. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

● [Eメール定刻設定]を設定する

・ Eメールの送信先を指定する

42. 操作25，26と同様に操作して設定します。

・インターバルを設定する

43. 矢印キーで，カーソルを[インターバル]欄に移動します。

44. 設定するインターバルのソフトキーを押します。

2.11　Eメール送信機能の設定
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・基準時刻を設定する

45. 矢印キーで，カーソルを[基準時刻]欄に移動します。

46. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

47. 入力ボックスに基準時刻を入力します。

48. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力した基準時刻が[基準時刻]欄に表示されます。

・瞬時値データ付加(送信メール内容)を選択する

49. 操作29，30と同様に操作して設定します。

・送信元URL付加(送信メール内容)を選択する

50. 操作31，32と同様に操作して設定します。

・ Eメールの題名(送信メール内容)を設定する

51. 操作33，34，35，36と同様に操作して設定します。

・ Eメールのヘッダ(送信メール内容)を設定する

52. 操作37，38，39，40と同様に操作して設定します。

・設定を確定する/キャンセルする

53. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

● [Eメールシステム設定]を設定する

・ Eメールの送信先を指定する

54. 操作25，26と同様に操作して設定します。

・送信元URL付加(送信メール内容)を選択する

55. 操作31，32と同様に操作して設定します。

・ Eメールの題名(送信メール内容)を設定する

56. 操作33，34，35，36と同様に操作して設定します。

・ Eメールのヘッダ(送信メール内容)を設定する

57. 操作37，38，39，40と同様に操作して設定します。

2.11　Eメール送信機能の設定
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・ 設定を確定する/キャンセルする

58. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

● [Eメールレポート設定]を設定する

・ Eメールの送信先を指定する

59. 操作25，26と同様に操作して設定します。

・送信元URL付加(送信メール内容)を選択する

60. 操作31，32と同様に操作して設定します。

・ Eメールの題名(送信メール内容)を設定する

61. 操作33，34，35，36と同様に操作して設定します。

・ Eメールのヘッダ(送信メール内容)を設定する

62. 操作37，38，39，40と同様に操作して設定します。

・設定を確定する/キャンセルする

63. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。

確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フロー」
をご覧ください。

●設定を保存する

64. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
65. [終了]ソフトキーを押します。

設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

66. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

2.11　Eメール送信機能の設定
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2.12 Eメール送信テスト

解　　説

本機器から，2.11節で設定した送信先1または送信先2にテストメールを送り，Eメールが
送信できるかどうかを確認できます。
●このテストをする前の確認事項

・イーサネット用ケーブルを正しく接続してください。接続方法については，2.2節を
参照してください。

・イーサネットインタフェースの設定に間違いがないことを確認してください。設定
方法については，2.3節または2.5節をご覧ください。

・ Eメールの設定に間違いがないことを確認してください。設定方法については，2.11
節をご覧ください。

イーサネットやEメールの設定をするときは，本機器を使用するシステムまたはネット
ワークの管理者に，設定内容をご確認のうえ設定してください。

● Eメール送信テストの結果の確認

・ Eメール送信テストの結果は，Eメールログ(本機器で表示(2.8節参照)，Web画面で
表示(2.10節参照)，およびFLコマンドで出力(6.11節参照))で確認できます

・本機器にエラーメッセージが表示された場合は，付録7「メッセージ一覧」をご覧く
ださい。

●テストメールの内容

テストメールの内容は下図のとおりです。メッセージが設定されているときは，＜送信
時刻＞の下に＜メッセージ＞が書き込まれます。

From: CX@good.co.jp 
Date: Tue, 5 Dec 2000 07:15:41 +0900 (JST) 
Subject: (CX) Test_mail 
To: user1@good.co.jp 
 
テストメール 
<ホスト名> 
CX 
 
<送信時刻> 
12/05 07:15:35

テストメールの例 

操　　作

● Eメール送信テストをする

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [メール送信テスト]ソフトキーを押します。
Eメール送信テストをする送信先選択メニューが表示されます。

3. [送信先1]または[送信先2]のどちらかのソフトキーを押します。
選択した送信先へのEメール送信テストが実行されます。
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2.13 Eメール送信のスタート・ストップ

解　　説

● Eメール送信のスタート・ストップ

・ Eメール送信をスタートすると，Eメール送信機能が有効になります。
・ Eメール送信をストップすると，Eメール送信を行わない状態になります。未送信の
メールはクリアされます。

Note
・Eメール送信をスタートしているときに基本設定モードに入ると，Eメール送信は停止されます。
基本設定モードからオペレーションモードに戻ると，基本設定モードに入る前の状態に復帰し
ます。

・Eメールの送信に失敗したとき，30秒間隔で2回まで再送信します。再送信でも失敗すると，そ
のEメールは破棄されます。

● Eメールの内容

下図はEメールの例です。

From: CX@good.co.jp 
Date: Tue, 5 Dec 2000 08:12:48 +0900 (JST) 
Subject: (CX) Alarm_summary 
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp 
 
LOOP1 
TEMPERATURE 
 
アラームサマリ 
<ホスト名> 
CX 
 
<CH>02 
<タイプ>1L 
<On>12/05 08:10:13 
<Off>12/05 08:12:07 
 
<瞬時値> 
12/05 08:12:07 
01=0.021V 
02=-0.041V 
03=-0.011V 
　　・ 
　　・ 
29=-0.541V 
30=-0.546V 
 
下記のURLで本体の画面を見ることができます。 
http://CX.good.co.jp/

ヘッダ1

題名 

アラームメールの例 

ヘッダ2

チャネル番号 
番号/種類 

アラーム 
発生/解除日時 

瞬時値 
(瞬時値データ付 
加指定の場合) 
・日時 
・チャネル番号 
・瞬時値 

URL 
(送信元URL付加 
指定の場合)

 

From: CX@good.co.jp 
Date: Tue, 5 Dec 2000 08:00:45 +0900 (JST) 
Subject: (CX) Report_data 
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp 
 
LOOP1 DAILY 
RAW MATERIAL 
 
時報タイムアップ 
<ホスト名> 
CX 
 
12/05 08:00:00 
<CH>01 
<平均>-0.477 
<最大>0.113 
<最小>-0.500 
<積算>-1.737820E+02 
<単位>V 
 
<CH>02 
<平均>-0.485 
<最大>0.087 
<最小>-0.505 
　　・ 
　　・ 

ヘッダ1

題名 

レポートメールの例 

ヘッダ2

日時 
チャネル番号 
レポート 
データ 
・平均 
・最大 
・最小 
・積算 
・単位 

From: CX@good.co.jp 
Date: Tue, 5 Dec 2000 08:00:45 +0900 (JST) 
Subject: (CX) Periodic_data 
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp 
 
LOOP1 
TEMPERATURE 
 
定刻 
<ホスト名> 
CX 
 
<送信時刻> 
12/05 08:00:01 
 

ヘッダ1

題名 

定刻メールの例 

ヘッダ2

From: CX@good.co.jp 
Date: Tue, 5 Dec 2000 08:21:14 +0900 (JST) 
Subject: (CX) System_warning 
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp 
 
LOOP1 
RAW MATERIAL 
 
メモリフル 
<ホスト名> 
CX 
 
12/05 08:00:10 
<メディア残量> 53Kbytes 
<メモリ残量>  1hour 
 
 

ヘッダ1

題名 

システムメールの例(メモリエンドのメール)

ヘッダ2

メール送信要因 

詳細メッセージ 
(メディア残量はオート 
セーブでメディアがド 
ライブに挿入されてい 
るとき出力されます)
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2.13　Eメール送信のスタート・ストップ

操　　作

● Eメール送信をスタートする

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [メールSTART]ソフトキーを押します。
Eメール送信機能が有効な状態になります。本機器の状態表示部に，Eメール送信
機能のアイコンが表示されます。

● Eメール送信をストップする

1. FUNCキーを押します。
FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプションによってFUNCメニュー
の構成が変わります。

2. [メールSTOP]ソフトキーを押します。Eメール送信がストップします。本機器の
状態表示部の，Eメール送信機能のアイコンが消えます。

Note
[メールSTART]，[メールSTOP]は，Eメールアラーム設定，定刻設定，システム設定，レポート
設定の，送信先1または送信先2のいずれかがONのときに，FUNCキーメニューに表示されます。
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2.14 DO/内部スイッチの通信バッファ復帰時処理の設定

解　　説

電源をONにしたときまたは，基本設定モードから運転モードに復帰したときの，制御出
力DO/内部スイッチ用通信バッファの復帰処理を設定します。通信バッファは，通信によ
りDO/内部SWをON/OFF設定した状態をする内部領域のことです。
継続： 制御出力DOと内部スイッチの状態を保持
クリア： 制御出力DOと内部スイッチの状態をクリア

操　　作

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#5](その他)ソフトキー(CX1000では[#5](その他)ソフトキー)を押します。
通信(その他)メニューが表示されます。

5. 矢印キーで，カーソルを[DO/SW用]欄に移動します。

6. [継続]または[クリア]のどちらかのソフトキーを押します。

●設定を確定する/キャンセルする

7. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

8. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
9. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。
10. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ

ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。
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第3章 シリアルインタフェース

3.1 シリアルインタフェースの仕様

本機器のRS-232とRS-422/485の2種類のシリアルインタフェース(オプション)の仕様を
以下に記載します。

RS-232の仕様
コネクタ形式 D-Sub 9ピン　プラグ

電気的・機械的仕様 EIA-574規格に準拠(EIA-232(RS-232)規格の9ピン用)

接続方式 ポイント対ポイント

通信方式 半2重

同期方式 調歩同期式(スタート/ストップビットによる同期)

ボーレート 1200，2400，4800，9600，19200，38400[bps]から選択

スタートビット 1ビット固定

データ長 7，8ビットから選択
(BINARY形式でデータを出力する場合は，必ず8ビットにしてください。)

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

ストップビット 1ビット固定

ハードウエアハンドシェイク RSとCS信号について，常にTRUEか，または制御線として使用する
かのどちらかを選択

ソフトウエアハンドシェイク データ送信時に送信データをX-ONとX-OFF信号で制御するか，送受
信ともX-ONとX-OFF信号で制御するかを選択
X-ON(ASCII 11H)，X-OFF(ASCII 13H)

受信バッファ長 2047バイト

RS-422/485の仕様
端子台形式 端子数6点，端子の締め付けねじ：ISO M4/呼び長さ6mm

電気的・機械的仕様 EIA-422(RS-422)とEIA-485(RS-485)規格に準拠

接続方式 マルチドロップ 4線式のとき 1：32
2線式のとき 1：31

通信方式 半2重

同期方式 調歩同期式(スタート/ストップビットによる同期)

ボーレート 1200，2400，4800，9600，19200，38400[bps]から選択

スタートビット 1ビット固定

データ長 7，8ビットから選択

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

ストップビット 1ビット固定

受信バッファ長 2047バイト

エスケープシーケンス オープン，クローズ

電気特性 FG，SG，SDB，SDA，RDB，RDAの6点
SG，SDB，SDA，RDB，RDAの端子と本体内部回路とは機能絶縁
されています。
FG端子はフレームグランド(接地)です。

通信距離 最大1.2km

終端抵抗 外付け：推奨抵抗　120Ω，1/2W



3-2 IM 04L31A01-17

3.2 RS-232インタフェースのコネクタのピン配置と信
号名，接続方法，ハンドシェイク方式

コネクタのピン配置と信号名
●コネクタのピン配置

2 1 3 4 5

6 7 98
(リアパネル)

ピン番号 信号名 信号の意味

2 RD (Received Data) コンピュータからの受信データで，本機器への入力信号で
す。

3 SD (Send Data) コンピュータへの送信データで，本機器からの出力信号で
す。

5 SG (Signal Ground) 信号用接地です。

7 RS (Request to Send) コンピュータからデータを受信するときのハンドシェイク信
号で，本機器からの出力信号です。

8 CS (Clear to Send) コンピュータへデータを送信するときのハンドシェイク信号
で，本機器への入力信号です。

* 1，4，6，9ピンは使用しません。

● RS-232規格の信号一覧とJISおよびITU-T規定の信号

ピン番号 
(9ピンコネクタ)

略　　　号 

RS-232
名　　　称 

ITU-T JIS

5

3

2

8

7

AB (GND)

BA (TXD)

BB (RXD)

CB (CTS)

CA (RTS)

102 SG

103

104

106

105

SD

RD

CS

RS

信号用接地 

送信データ 

送信要求 

受信データ 

送信可 

接続方法
●信号の方向

コンピュータ 本機器 

RS[送信要求･･･受信OK] 

 

SD[送信データ]

RD[受信データ] 2

3 

8 

7 

CS[送信可･･･準備OK]
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3.2　RS-232インタフェースのコネクタのピン配置と信号名，接続方法，ハンドシェイク方式

●接続例

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・OFF-OFF/XON-XON
PC 本機器 

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・XON-RS(XON-RTS)
PC 本機器 

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・CS-RS(CTS-RTS)
PC 本機器 

CS

CS

CS

2 
3 

8 
7 

5 

2 
3 

8 
7 

5 

2 
3 

8 
7 

5 

PC側のRSと本機器側のCSの接続
は制御には不要ですが，コードの
方向性をなくすため，結線するこ
とをおすすめします。 

Note
ノイズ低減のため，配線にはシールド線(STP)を使用してください。

ハンドシェイク方式
RS-232インタフェースを使用してコンピュータと通信をするときは，確実にデータの受
け渡しができるように，お互いの取り決めによって電気信号上のいろいろな手続きをする
必要があります。この手続きをハンドシェイクといいます。ハンドシェイクはコンピュー
タとの組み合わせでいろいろな方法があり，本機器とコンピュータの方式を一致させる必
要があります。
本機器は下表に示すような4通りの方式から選択できます。

送信データ制御 
(コンピュータへデータを送るときの制御方式)

受信データ制御 
(コンピュータからデータを受けるときの制御方式)

ソフトハンド 
シェイク 

ソフトハンド 
シェイク 

ハンドシェイク方式の組み合わせ表（○：機能あり） 

OFF-OFF

XON-XON

XON-RS

CS-RS

ハンドシェイク方式 
X-OFF受信で 
送信をやめ， 
X-ON受信で送 
信を再開する 

CS(CTS)がFalse 
で送信をやめ，True 
で送信を再開する 

ハンド 
シェイク 
なし 

ハンド 
シェイク 
なし 

受信バッファ 
のデータが3/4 
でX-OFFを送信 
し，データが 
1/4でX-ONを 
送信する 
 

受信バッファの 
データが3/4で 
RS(RTS)をFalse 
にし，1/4で 
RS(RTS)をTrue 
にする 
 

ハードハンド 
シェイク 

ハードハンド 
シェイク 

● OFF-OFFの場合

・送信データ制御
本機器とコンピュータの間でハンドシェイクは行われません。コンピュータからの
“X-OFF”，“X-ON”はデータとして扱われ，CSは無視されます。

・受信データ制御
本機器とコンピュータの間でハンドシェイクは行われません。本機器の受信バッ
ファがFULLになると，あふれたデータは捨てられます。
RS＝True固定。
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● XON-XONの場合

・送信データ制御
本機器とコンピュータの間でソフトウエアハンドシェイクが行われます。本機器が
データ送信中にパーソナルコンピュータからの“X-OFF”コードを受信するとデー
タの送信を止め，次の“X-ON”コードを受信すると送信を再開します。コンピュー
タからのCSは無視されます。

・受信データ制御
本機器とコンピュータの間でソフトウエアハンドシェイクが行われます。本機器の
受信バッファの使用量が1537バイトになったらコンピュータに“X-OFF”コードを
送信し，バッファの使用量が511バイトになったら“X-ON”コードを送信します。
RS＝True固定。

● XON-RSの場合

・送信データ制御
本機器とコンピュータの間でソフトウエアハンドシェイクが行われます。本機器が
データ送信中にコンピュータからの“X-OFF”コードを受信するとデータの送信を
止め，次の“X-ON”コードを受信すると送信を再開します。コンピュータからの
CSは無視されます。

・受信データ制御
本機器とコンピュータの間でハードウエアハンドシェイクが行われます。本機器の
受信バッファの使用量が1537バイトになったら“RS＝False”とし，バッファの使
用量が511バイトになったら“RS＝True”とします。

● CS-RSの場合

・送信データ制御
本機器とコンピュータの間でハードウエアハンドシェイクが行われます。本機器が
データ送信中に“CS＝False”となったらデータの送信を止め，次に“CS＝True”
になったら送信を再開します。コンピュータからの“X-OFF”，“X-ON”はデータ
として扱われます。

・受信データ制御
本機器とコンピュータの間でハードウエアハンドシェイクが行われます。本機器の
受信バッファの使用量が1537バイトになったら“RS＝False”とし，バッファの使
用量が511バイトになったら“RS＝True”とします。

Note
・本機器とコンピュータのそれぞれの受信バッファがFULLにならないように，コンピュータのプ
ログラムを作る必要があります。

・XON-XONを選択したときは，データをASCII形式で出力してください。

3.2　RS-232インタフェースのコネクタのピン配置と信号名，接続方法，ハンドシェイク方式
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3.3 RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，
接続方法

端子配置と信号名

(リアパネル) FG SG SDB SDA RDB RDA

FG (Frame Ground) 本機器本体のケース接地です。

SG (Signal Ground) 信号用接地です。

SDB (Send Data B) 送信データB(＋)です。

SDA (Send Data A) 送信データA(－)です。

RDB (Received Data B) 受信データB(＋)です。

RDA (Received Data A) 受信データA(－)です。

接続方法
●使用ケーブル

4線式ケーブルと2線式ケーブル(Modbusプロトコルのときだけ使用可)の2種類があり
ます。それぞれ以下の条件に合ったものを使用してください。

使用ケーブル ツイストペアのシールドケーブル
3対24AWG以上(4線式)，2対24AWG以上(2線式)

特性インピーダンス 100Ω

キャパシタンス 50pF/m

ケーブル長 最大1.2km*

* RS-422/485インタフェースの伝送距離は，直線距離ではなく，ケーブル(シールド付きツイスト
ペアケーブル)の総ケーブル長です。

●ケーブル接続のしかた

下図のように，ケーブルの端末に4mmねじ用の絶縁スリーブ圧着端子を取り付けます。
端末処理部のシールドから表に露出する部分は，5cm以内にしてください。

FG SG SDB SDA RDB RDA

シールド電位 

2線式 

シールド 

FG SG SDB SDA RDB RDA

シールド電位 

4線式 

シールド 

警　　告
感電防止のため，電源OFFの状態で接続してください。

Note
・次ページのように，RDはコンピュータ(コンバータ)側のSD(TD)に，SDはコンピュータ側のRD
に接続してください。

・2線式はModbusプロトコルのときだけ使用できます。
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他の機器との接続例
本機器を，上位機器として温度調節計を複数接続することも，パーソナルコンピュータな
どを上位機器として下位に本機器を接続することもできます。
・上位機器がRS-232の場合は，コンバータを使用して接続します。推奨のコンバータに
ついては，後述の「●シリアルインタフェースコンバータ」を参照してください。

・ 2線式はModbusプロトコルの場合に使用できます。設定方法については，3.5節をご覧
ください。

● 4線式

一般的に上位機器と下位機器とは，送信と受信の線をクロスに接続します。下位機器同
士は，同じ端子をストレートで接続します。

終端抵抗(外付け) 120Ω 1/2W以上 

＃1

＃1～＃n-1までは終端抵抗を接続しない。 

本機器の 
RS-422/485 

の端子 

＃2 ＃n 
(＃n≦32)

終端抵抗(外付け)

上位機器 

SG

RDB( + )

RDA( - )

SDB( + )

SDA( - )

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

(下図は上位機器のポートがRS-232の場合)

終端抵抗(外付け) 120Ω 1/2W以上 

＃1

＃1～＃n-1までは終端抵抗を接続しない。 

本機器の 
RS-422/485 

の端子 

＃2 ＃n 
(＃n≦32)

終端抵抗(外付け)

SHIELD

RD( + )

RD( - )

TD( + )

TD( - )

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

上位機器 

コンバータ 

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(RD B)

(RD A)

(SDB)

(SDA)

RS-232

3.3　RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，接続方法
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●2線式

RS-422/485の端子台上で，送受信で同じ極性の信号を接続し，外部には2本だけで接
続します。2線式はModbusプロトコルのときだけ使用できます。

終端抵抗(外付け) 120Ω 1/2W以上 

＃1

＃1～＃n-1までは終端抵抗を接続しない。 

本機器の 
RS-422/485 

の端子 

＃2 ＃n 
(＃n≦31)

終端抵抗(外付け)

上位機器 

SG

RDB( + )

RDA( - )

SDB( + )

SDA( - )

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(B)

(A)

(B)

(A)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(B)

(A)

(下図は上位機器のポートがRS-232の場合)

終端抵抗(外付け) 120Ω 1/2W以上 

＃1

＃1～＃n-1までは終端抵抗を接続しない。 

本機器の 
RS-422/485 

の端子 

＃2 ＃n 
(＃n≦31)

終端抵抗(外付け)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(B)

(A)

(B)

(A)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

FG

SG

RD  B

RD  A

SD  B

SD  A

(SG)

(B)

(A)

SHIELD

TD( + )

TD( - )

RD( + )

RD( - )

上位機器 

コンバータ 

RS-232

Note
・ノイズの除去方法は使用状況によって異なります。接続例ではケーブルのシールドを本機器の
FG端子(接地)にだけ接続しています(片側接地)。この方法は，長距離の通信などで上位機器の接
地と本機器の接地間に電位差がある場合のノイズ除去に有効です。上位機器の接地と本機器の
接地間に電位差がない場合は，上位機器側の接地にも接続する方法(両側接地)が有効な場合があ
ります。また，両側接地にして，片方の接地にコンデンサを直列に接続すると有効な場合があ
ります。これらのことを考慮して，ノイズを除去してください。

・2線式(Modbusプロトコル)の場合，上位コンピュータから最終データを出力したあと，3.5キャ
ラクタ以内に485ドライバをハイインピーダンスにしなければなりません。

・通信ラインに弊社PLCや温度調節計が混在するとき，終端抵抗220Ωを両端に接続しても問題あ
りません。

3.3　RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，接続方法
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● シリアルインタフェースコンバータ

推奨コンバータ
SYSMEX RA CO.,LTD./MODEL RC-770X，LINE EYE/SI-30FA，YOKOGAWA/ML2

注　　意
推奨以外のコンバータでは，FG，SG端子が絶縁されていないものがあります。
この場合は，前ページの図のように接続しないでください(コンバータのFG，SG
端子には何も接続しない)。特に長距離の場合，電位差が生じて機器を損傷した
り，通信が異常になることがあります。また，SG端子のないコンバータは，その
まま信号接地なしで使用できます。詳しくは，コンバータのマニュアルを参照し
てください。

推奨以外のコンバータでは，信号極性(A/Bまたは＋/－の表記)が逆のものがあります。
このときは接続を逆にしてください。

2線式の場合は，送受信でデータの衝突を防ぐため，コンバータの送信ドライバのON/
OFFを，上位コンピュータから制御する必要があります。推奨コンバータを使用した場
合は，RS-232のRS(RTS)を使用して送信ドライバのON/OFFを制御します。

● RS-422だけに対応した機器が混在する場合

4線式の場合，上位コンピュータ1台に対して，本機器を最大32台まで接続が可能で
す。ただし，RS-422だけに対応した機器が混在したシステムの場合は，32台まで接続
できない場合があります。

当社のRS-422だけに対応した記録計が混在したシステムの場合

接続できる台数は最大16台になります。当社の従来の記録計(HR2400やμRなど)の
中には，RS-422ドライバだけに対応しているものがあります。この場合は，最大
16台までしか接続できません。

Note
RS-422の規格では，接続可能台数は1つのポートに対して最大10台です(4線式の場合)。

●終端抵抗

マルチドロップ接続にした場合(ポイント対ポイント接続も含む)，いちばん端の本機器
だけに終端抵抗を接続してください。途中の本機器には終端抵抗を接続しないでくださ
い。また，上位コンピュータの終端抵抗はONにしてください(コンピュータのマニュア
ル参照)。コンバータを使用している場合は，その終端抵抗もONにしてください。推奨
のコンバータは終端抵抗を外付けする必要がありますが，内蔵タイプのコンバータもあ
ります。

3.3　RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，接続方法
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3.4 1キャラクタのビット構成，受信バッファの動作

1キャラクタのビット構成
本機器のシリアルインタフェースは，調歩同期式で通信をします。調歩同期式は，1キャ
ラクタ(1文字)を転送するたびにスタートビットを付け，以降，順にデータビット，パリ
ティビット，ストップビットを付加します(下図参照)。

データビット 
(7～8ビット)

1キャラクタ 

ストップビット 
パリティビット 
Even，Odd 
またはNone

スタートビット 

回線のアイドル 
状態 

回線をアイドル状態 
に復帰(点線) 
または次の新データ 
のスタートビット 
(実線)

受信バッファと受信データ
コンピュータからの受信データは，まず本機器の受信バッファに格納されます。受信バッ
ファの使用量によって下図のように受信データが処理されます。受信バッファがFULLに
なると，あふれた受信データは捨てられます。

2047バイト 

使用量1537バイト 空き 

ハンドシェークをする場合，内部
へのデータの受け渡しが間に合わ
ず，バッファの使用量が1537バ
イトになったら受信をやめます。 

使用量511バイト 空き 

上記の状態のあと，データを内部
へ渡し続け，バッファの使用量が
511バイトになったら，受信を再
開します。 

使用量FULL

ハンドシェークに関わらず，もし
バッファがFULLになったら，あ
ふれたデータは格納せずに捨てら
れます。 

DO/内部スイッチの動作
通信バッファが復帰したときに，DOと内部スイッチの状態を保持するかクリアするかを
選択できます。詳細は「2.14　通信バッファ復帰時のDO/内部スイッチ動作の設定」をご
覧ください。
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3.5 シリアルインタフェースの設定

解　　説

●ボーレートの選択

次の中からボーレートを選択します。
1200，2400，4800，9600，19200，38400

●データ長の設定

次の中からデータ長を選択します。BINARY形式でデータを出力する場合は，必ず8
ビットにしてください。
7，8

●パリティチェックの選択

次の中からパリティチェックを選択します。
Odd，Even，None

●ハンドシェイクの選択

次の中からハンドシェイクを選択します。RS-232インタフェースのときだけ有効で
す。
Off:Off，XON:XON，XON:RS，CS:RS

●アドレスの選択

次の中からアドレスを選択します。RS-422/485インタフェースとModbusプロトコル
に有効です。
1～32

●プロトコルの選択

次の中からプロトコルを選択します。
標準，モドバス，マスタ，ラダー

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信の選択

・出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って，本機器の内部メモリのデータ(表示/
イベント/TLOG/マニュアルサンプル/レポートの各データ)と外部記憶メディアの
ファイルを出力する通信を選択します。イーサネット通信とシリアル通信の両方を
同時に使用できないので，どちらかを選択する必要があります。

・シリアル通信を使用する場合は，[シリアル]を選択します。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#1](イーサネット，シリアル)ソフトキー(CX1000では[#6](シリアル，メモリ出
力)ソフトキー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(イーサネット，シリアル)設定画面CX1000　通信(シリアル，メモリ出力)設定画面

●ボーレートを選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[ボーレート]欄に移動します。

6. [1200]～[38400]のどれかのソフトキーを押して，ボーレートを選択します。

●データ長を選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[データ長]欄に移動します。

8. [7]または[8]のどちらかのソフトキーを押して，データ長を選択します。

3.5　シリアルインタフェースの設定
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● パリティチェックを選択する

9. 矢印キーで，カーソルを[パリティ]欄に移動します。

10. [Odd]～[None]のどれかのソフトキーを押して，パリティチェックを選択しま
す。

●ハンドシェイクを選択する

(RS-232インタフェースのときだけ有効です。)

11. 矢印キーで，カーソルを[ハンドシェイク]欄に移動します。

12. [Off:Off]～[CS:RS]のどれかのソフトキーを押して，ハンドシェイクを選択しま
す。

●アドレスを選択する

(RS-422/485インタフェースとModbusプロトコルに有効です。)

13. 矢印キーで，カーソルを[アドレス]欄に移動します。

14. [1]～[32]のどれかのソフトキーを押して，アドレスを選択します。

●プロトコルを選択する

15. 矢印キーで，カーソルを[プロトコル]欄に移動します。

16. [標準]～[ラダー]のどれかのソフトキーを押して，プロトコルを選択します。オプ
ション仕様によって，表示が異なります。

または 

3.5　シリアルインタフェースの設定
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●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信を選択する

17. 矢印キーで，カーソルを[メモリ出力]欄に移動します。

18. [イーサネット]または[シリアル]のどちらかのソフトキーを押します。シリアル通
信を使用する場合は，[シリアル]ソフトキーを押します。

●設定を確定する/キャンセルする

19. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。

確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フロー」
をご覧ください。

●設定を保存する

20. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
21. [終了]ソフトキーを押します。

設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

22. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

3.5　シリアルインタフェースの設定
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3.6 自動復帰の設定

解　　説

モドバスマスタや温調計との通信接続を自動的に復帰するか，復帰しないかを選択できま
す。自動的に復帰する場合は，復帰させる周期も設定できます。周期は，1min/2min/
5min/10min/20min/30min/60minから選択できます。

操　　作

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#5](その他)ソフトキー(CX1000では[#5](その他)ソフトキー)を押します。
通信(その他)メニューが表示されます。

5. 矢印キーで，カーソルを[自動復帰]欄に移動します。

6. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。

7. [On]に設定した場合は，矢印キーで，カーソルを[周期]欄に移動します。
8. [1min]～[60min]のどれかのソフトキーを押して，周期を設定します。

●設定を確定する/キャンセルする

9. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

10. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
11. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。
12. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ

ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。
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第4章 Modbusプロトコル

4.1 Modbusプロトコルの仕様

Modbusプロトコルは，シリアルインタフェース(RS-232またはRS-422/485)上で利用
できます。

本機器のModbusの仕様は次のとおりです。

仕様 内容

伝送媒体 RS-232またはRS-422/485

制御方式(フロー制御はありません。)
RS-232：Noneのみ
RS-422/485：Noneのみ

ボーレート 1200，2400，4800，9600，19200，38400

スタートビット 1ビット固定

ストップビット 1ビット固定

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

伝送モード RTU(Remote Terminal Unit)モードのみ
・データ長 8ビット
・データ間隔 24ビットタイム以下*
・誤り検出 CRC-16使用
　* 3.5キャラクタ以上の時間間隔でメッセージ終端を判別します。

スレーブアドレス RS-232：1～32
RS-422/485：1～32

本機器がサポートしているModbusプロトコルのファンクションコードは，次のとおりで
す。
マスタ機能

ファンクション 機能 動作

コード

3 保持レジスタ(4xxxx，4xxxxx)の 本機器が，他の機器の保持レジスタの
読み込み データを読み込む

4 入力レジスタ(3xxxx，3xxxxx)の 本機器が，他の機器の入力レジスタの
読み込み データを読み込む

スレーブ機能

ファンクション 機能 動作

コード

3 保持レジスタ(4xxxx)の読み込み マスタ機器は，ファンクションコード6
または16で書き込まれた通信入力デー
タを読み込むことができる

4 入力レジスタ(3xxxx)の読み込み マスタ機器が本機器の測定，演算，制
御，時間データなどを読み込む

6 保持レジスタ(4xxxx)の単一書き込み マスタ機器が本機器のレジスタに書き
込む

8 ループバックテスト マスタ機器が本機器のループバックテ
ストを行う。本機器はメッセージリ
ターン(診断コード(0x00*))のみサポー
ト。

16 保持レジスタ(4xxxx)の書き込み マスタ機器が本機器の通信入力データ
として書き込む

* 16進表示の「00」です。
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4.2 Modbusプロトコルの設定

解　　説

●ボーレートの選択

次の中からボーレートを選択します。
1200，2400，4800，9600，19200，38400

●パリティチェックの選択

次の中からパリティチェックを選択します。
Odd，Even，None

●スレーブアドレスの選択(Modbusスレーブ時に有効)

次の中からアドレスを選択します。
1～32

●「Modbus」プロトコルの選択

「Modbus」スレーブプロトコルで通信をしようとするときは，[モドバス]を選択しま
す。
「Modbus」マスタプロトコルで通信しようとするときは，[マスタ]を選択します。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信の選択

イーサネット通信で，出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って，本機器の内部メモ
リのデータ(表示/イベント/TLOG/マニュアルサンプル/レポートの各データ)と外部記
憶メディアのファイルを出力する場合，[イーサネット]を選択します。
[シリアル]を選択しても無効です。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

Note
Modbusプロトコルの設定では，データ長とハンドシェイクの設定は無効です。



4-3IM 04L31A01-17

M
o
d
b
us

プ
ロ
ト
コ
ル

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#1](イーサネット，シリアル)ソフトキー(CX1000では[#6](シリアル，メモリ出
力)ソフトキー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(イーサネット，シリアル)設定画面CX1000　通信(シリアル，メモリ出力)設定画面

●ボーレートを選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[ボーレート]欄に移動します。

6. [1200]～[38400]のどれかのソフトキーを押して，ボーレートを選択します。

●パリティチェックを選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[パリティ]欄に移動します。

8. [Odd]～[None]のどれかのソフトキーを押して，パリティチェックを選択しま
す。

4.2　Modbusプロトコルの設定
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4.2　Modbusプロトコルの設定

●スレーブアドレスを選択する(Modbusスレーブ時に有効)

9. 矢印キーで，カーソルを[アドレス]欄に移動します。

10. [1]～[32]のどれかのソフトキーを押して，アドレスを選択します。

●プロトコルを選択する

11. 矢印キーで，カーソルを[プロトコル]欄に移動します。

12. Modbusスレーブプロトコルを使用する場合は，[モドバス]ソフトキーを，
Modbusマスタプロトコルを使用する場合は，[マスタ]ソフトキーを押します。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信を選択する

13. 矢印キーで，カーソルを[メモリ出力]欄に移動します。

14. イーサネット通信を使用する場合は，[イーサネット]ソフトキーを押します。[シ
リアル]を設定しても無効です。

●設定を確定する/キャンセルする

15. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

16. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
17. [終了]ソフトキーを押します。

設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

18. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してからDISP/ENTERキーを押します。
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4.3 Modbusマスタ機能の設定

解　　説

●通信周期の選択

他の機器からデータを読み込む周期です。次の中から通信周期を選択します。
125ms，250ms，500ms，1s，2s，5s，10s，15s，20s，30s

●タイムアウト時間の選択

本機器からコマンドを送信してから，ここで設定した時間(タイムアウト時間)指定ス
レーブ機器から応答がないとき，タイムアウトの状態になります。本機器は，リトライ
数(下記を参照)の回数だけ，コマンドを送信して応答を待つ動作を繰り返します。すべ
てのリトライでタイムアウト時間待ってもスレーブ機器から応答がない場合，本機器
は，以後そのスレーブ機器に対してコマンドの送信を停止します。

X

送信停止 

タイムアウト時の動作(リトライ数を2回に設定した例)

：本機器からのコマンド送信(通信周期で送信)

：指定スレーブ機器から応答あり 

：指定スレーブ機器から応答なし 

X X

リトライ中に復帰 

時間 

リトライ 

X X X

時間 

リトライ 

 

 

次の中からタイムアウト時間を選択します。
125ms，250ms，500ms，1s，5s，2s，10s，1min

●リトライ数の選択

本機器からのコマンドに対して，指定スレーブ機器から応答がないときに，再送信(リ
トライ)する回数です。ここで設定した回数リトライしてもスレーブ機器から応答がな
ければ，本機器は，以後そのスレーブ機器に対してコマンドの送信を停止します。次の
中からリトライ数を選択します。
Off(0回)，1，2，3，4，5，10，20

●コマンドの設定

スレーブ機器のレジスタのデータを，選択した通信周期で本機器の通信入力データとし
てに読み込むためのコマンドです。ひとつのスレーブ機器内で，データタイプが同じ連
続したレジスタのデータは，ひとつのグループに登録し，連続した通信入力データとし
て読み込むことができます。
・コマンドの有無(On/Off)

使用するコマンド登録欄を「On」にします。最大8コマンド登録できます。
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・ 読込みチャネル(先頭CH，最終CH)

スレーブ機器から読み込んだデータを，本機器のどの通信入力データ(C01～C30)と
するかを指定します。
本機器(Modbusマスタ) 
の通信入力データ 機器Aのレジスタ 機器Bのレジスタ 

Modbusスレーブ機器 

C01

C02

C30

30001
30002

・ 

30001
30002

(2つのレジスタで32bitの 
データを表している場合)

・アドレス

スレーブ機器のアドレスを，次の中から指定します。
1～247

・レジスタ

スレーブ機器のレジスタ番号を指定します。32ビットのデータは，2つのレジスタ
に割り当てられているので，若いほうのレジスタ番号を設定します(次項の「タイ
プ」を参照)。
入力レジスタ：30001～39999，300001～365535
保持レジスタ：40001～49999，400001～465535

・タイプ

スレーブ機器のModbusレジスタに割り当てられているデータのタイプを指定しま
す(本機器では，すべて浮動小数点型データとして読み込みます)。
・ INT16

Modbusレジスタに，「符号付き16ビット整数」が割り当てられているときに設
定します。
本機器の通信 
入力データ Modbusレジスタ 

符号付き16bit整数 Cxx  

・ UINT16

Modbusレジスタに，「符号なし16ビット整数」が割り当てられているときに設
定します。

・ INT32_B

Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「符号付き32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。
本機器の通信 
入力データ Modbusレジスタ 

Cxx (上位)
(下位)

符号付き32bit整数 

・ INT32_L

Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「符号付き32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。
本機器の通信 
入力データ Modbusレジスタ 

Cxx (下位)
(上位)

符号付き32bit整数 

4.3　Modbusマスタ機能の設定
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・UINT32_B

Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「符号なし32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・ UINT32_L

Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「符号なし32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・ FLOAT_B

Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「32ビット浮動小数
点型データ」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・ FLOAT_L

Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「32ビット浮動小数
点型データ」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。

設定例(ひとつのコマンドで複数のデータを読み込む)

下図のように設定すると，C01にINT16タイプの30001レジスタの値を，C02にINT16タ
イプの30002レジスタの値を読み込みます。

●読み込んだデータを表示する

読み込んだデータは，演算チャネル(オプション，/Ｍ1)に，C01～C30を使って演算式
に記述することにより指定できます。レジスタのデータの小数点位置や単位は，スレー
ブ機器に依存します。読み込んだデータは，本機器の演算式で補正してください(下記
の例を参照してください)。演算チャネルの使い方については，ユーザーズマニュアル
IM04L31A01-01またはIM04L31A01-03をご覧ください。

設定例(通信入力データC01を演算チャネル31に割り当てる)

アドレス1のスレーブ機器の，レジスタ30001のINT16データを，通信入力データC01
に読み込み，小数点以下を2桁(0.01倍する)に設定し，単位を「V」にする場合
・ コマンドの設定

先頭CH：01，最終CH：01，アドレス：1，レジスタ：30001，タイプ：INT16
・ 演算チャネルの設定

CH31の演算式：C01*K01
CH31の単位：V
定数の設定：K01=0.01

4.3　Modbusマスタ機能の設定



4-8 IM 04L31A01-17

操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。また，文字/数値入力の方法は，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#4](モドバス・マスタ)ソフトキー(CX1000では[#7](モドバス・マスタ(基本設
定))ソフトキー)を押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(モドバス・マスタ)設定画面CX1000　通信(モドバス・マスタ(基本設定))
設定画面

●通信周期を選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[通信周期]欄に移動します。

6. [125ms]～[30s]のどれかのソフトキーを押して，通信周期を選択します。

●タイムアウト時間を選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[タイムアウト時間]欄に移動します。

8. [125ms]～[1min]のどれかのソフトキーを押して，タイムアウト時間を選択しま
す。

4.3　Modbusマスタ機能の設定
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●リトライ数を選択する

9. 矢印キーで，カーソルを[リトライ数]欄に移動します。

10. [Off]～[20]のどれかのソフトキーを押して，リライト数を選択します。

CX1000の場合は，ここで設定の確定をします。
設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●コマンドを設定する

CX1000の場合，手順10で設定を確定したときは，ESCキーを押して，手順4の通信設
定画面に戻ったあと，[#8(モドバス・マスタ(コマンド設定))]ソフトキーを押します。
・コマンドの有無を指定する(On/Off)

11. 矢印キーで，カーソルを[On/Off]欄に移動します。

12. [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は，操作13に，[Off]を選択した場合は，操作24に，それぞ
れ進みます。

・データを読み込む通信入力データ(先頭CH，最終CH)を設定する

13. 矢印キーで，カーソルを[先頭CH]欄に移動します。

14. [C01]～[C30]のどれかのソフトキーを押して，先頭CHを選択します。

15. 最終CHも，操作14と同様に操作して設定します。

・スレーブ機器のアドレスを設定する

16. 矢印キーで，カーソルを[アドレス]欄に移動します。

17. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

18. 入力ボックスにアドレスを入力します。
19. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では「ENT」を選択してから，DISP/

ENTERキーを押します。設定したアドレスが[アドレス]欄に表示されます。

4.3　Modbusマスタ機能の設定



4-10 IM 04L31A01-17

・ スレーブ機器のレジスタ番号を設定する

20. 矢印キーで，カーソルを[レジスタ]欄に移動します。

21. [入力]ソフトキーを押します。
入力ボックスが表示されます。

22. 入力ボックスにレジスタ番号を入力します。
23. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，「ENT」を選択してから，DISP/

ENTERキーを押します。設定したレジスタ番号が[レジスタ]欄に表示されます。

・スレーブ機器のレジスタに割り当てられたデータのタイプを設定する

24. 矢印キーで，カーソルを[タイプ]欄に移動します。

25. [INT16]～[FLOAT_L]のどれかのソフトキーを押して，タイプを選択します。

●設定を確定する/キャンセルする

26. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

27. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
28. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

29. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

4.3　Modbusマスタ機能の設定



4-11IM 04L31A01-17

M
o
d
b
us

プ
ロ
ト
コ
ル

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

4.4 Modbusマスタ機能の動作状態の確認

解　　説

●「モドバス状態」画面

Modbusマスタ機能の動作状態は，「モドバス状態」画面で確認することができます。
CX2000の表示例

スレーブ機器のアドレス 
とレジスタ番号 

通信入力チャネル 詳細コード 
ステータスランプ 

通信条件 

●通信の状態

通信の状態は，ステータスランプと詳細コードで表示されます。

ステータスランプ 詳細コード 意味

緑色 GOOD 通信が正常に行われています。

黄色 リトライ中です。
赤色 指定回数のリトライを繰り返しても通信が復帰しなかったた

め，通信が中断しています。

NONE スレーブ機器からの応答がありません。
FUNC スレーブ機器は，本機器からのコマンドを実行できません。
REGI スレーブ機器には，指定されたレジスタがありません。
ERR スレーブ機器からの応答データにエラーがあります。
(スペース) 通信開始時，状態が確認されるまで詳細コードが表示されま

せん。

●コマンド送信の再開

コマンド送信が停止されているスレーブ機器(赤色のステータスランプ)に対し，キー操
作でコマンド送信を再開することができます。

●リトライ中/通信中断中のデータ

リトライ中，通信入力データは，前回値に保持されます。コマンド送信が停止されると
通信入力データはエラーデータとなり，演算チャネルでは，「＋＊＊＊＊＊＊＊」と表
示されます。

●データ抜けの発生

データ抜けは，1から8までのコマンドが，通信周期内に完了されなかったときに発生
します(付録5を参照)。データ抜けが発生すると，通信入力データは，前回値に保持さ
れます。通信周期を長くするか，コマンド数を減らすなどしてください。
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操　　作

●「モドバスマスタ状態」画面を表示する

1. FUNCキーを押します。FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプション
によってFUNCメニューの構成が変わります。

2. [モドバスマスタ]のソフトキーを押します。「モドバス状態」画面が表示されま
す。

●データ抜けの発生

データ抜けが発生すると，「モドバス状態」画面に「データ抜け発生」のメッセージが
表示されます。

矢印キーを押すと，メッセージが消えます。

●タイムアウトでコマンド送信を停止しているスレーブ機器に対してコマンド送信を再開

する

1. 上下矢印キーで，送信を再開するスレーブ機器に対するコマンドを選択します。
CX2000の表示例

「右矢印キーで機器をリフレッシュします」とメッセージが表示されます。

2. 右向き矢印キーを押すと，本機器は指定スレーブに対しコマンド送信を開始しま
す。

4.4　Modbusマスタ機能の動作状態の確認
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4.5 Modbusスレーブでの通信

本機器をModbusスレーブとして設定し，Modbusマスタと通信する場合の指令メッセー
ジについて説明します。Modbusマスタから指令メッセージを送ることにより，本機器の
入力レジスタの読み込み，または保持レジスタの書き込み/読み込みができます。

指令メッセージ構成
Modbusマスタから本機器に送信される指令メッセージは，次のような構成になります。

スレーブアドレス ファンクションコード データ エラーチェック

●スレーブアドレス

通信したいModbusスレーブのアドレスを指定します。本機器では，スレーブアドレス
(シリアルインタフェース設定で選択)は1～32の範囲で設定されています。マスタから
の指令メッセージは接続しているすべてのModbusスレーブが受信しますが，指令メッ
セージのスレーブアドレスと一致する機器のみがメッセージを読み取り，データを返し
ます。

●ファンクションコード

Modbusマスタからの命令(ファンクションコード)を指定します。
●データ

ファンクションコードに応じて内部レジスタ(Dレジスタ)の番号や個数，パラメータ値
などを指定します。

●エラーチェック

周期冗長検査(CRC-16)方式で行います。

レジスタ番号の指定方法
ファンクションコードに続いて，Modbusスレーブがファンクションを実行するために必
要なデータを送ります。データには書き込みまたは読み込みを実行するレジスタ番号が含
まれます。

本機器では，下表のように各レジスタに対して次のリファレンス番号が割り付けられてい
ます。

項目 リファレンス番号

入力レジスタ 3xxxx

保持レジスタ 4xxxx

Modbusマスタが指令メッセージで，入力レジスタまたは保持レジスタを指定する場合
は，リファレンス番号に対する相対番号で指定します。指定する項目のリファレンス番号
が4xxxxのとき，このリファレンス番号に対する相対番号は，4xxxxから40001を引いた
番号になります。たとえば，指定する入力レジスタのリファレンス番号が30100のときに
は，相対番号は99となります。

リファレンス番号 相対番号

30100 30100-30001=99

Note
入力レジスタ，保持レジスタの内容については，付録6をご覧ください。
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ブロードキャスト指定
ブロードキャスト指定とは，Modbusマスタに接続したすべてのModbusスレーブの保持
レジスタに，一斉に同一データを書き込む機能です。
・指令メッセージのスレーブアドレス番号を「00」にすると，ブロードキャスト指定に
なります。

・このアドレス番号を指定した指令メッセージは，スレーブアドレスに関係なく機能しま
す。

・ファンクションコードの「6」(保持レジスタの単一書き込み)と「16」(保持レジスタの
複数書き込み)のみに使用できます。

・本機器からの応答はありません。

上位機器（親局） 

MAX 1200m,　子局接続台数31台 

一斉にデータを送信する 

＊子局からのレスポンスはありません 

ファンクションコード
Modbusマスタは，ファンクションコードによって，Modbusスレーブに命令を実行させ
ています。本機器のModbusスレーブ機能でサポートするファンクションコードは次のと
おりです。

コード 命令

3 保持レジスタ(4xxxx)の複数読み出し

4 入力レジスタ(3xxxx)の複数読み出し

6 保持レジスタ(4xxxx)の単一書き込み

8 ループバックテスト

(ただし，診断コード0x00のメッセージリターンのみ)

16 保持レジスタ(4xxxx)の複数書き込み

・ファンクションコードでの書き込みは，読み出し専用または使用禁止のレジスタには書き込み
を行いません。

・ファンクションコードの「6」と「16」では，ブロードキャスト指定ができます。

●保持レジスタの複数読み出し(ファンクションコード3)/入力レジスタの複数読み出し

(ファンクションコード4)

指定されたレジスタ番号から，指定された点数だけ，連続してレジスタ内容を読み出し
ます。一度に読み出しできる数は最大125個です。

・ 指令メッセージ

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

レジスタ
開始番号
(上位)

レジスタ
開始番号
(下位)

レジスタ数
(上位)

レジスタ数
(下位)

エラー
チェック

4.5　Modbusスレーブでの通信
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・ 応答

● 保持レジスタの複数書き込み(ファンクションコード16)

指定されたレジスタ番号から，指定された点数だけ，連続してレジスタにデータを書き
込みます。一度に書き込みできる数は最大100個です。
ブロードキャスト指定(スレーブアドレスに00を設定)が可能です。

・ 指令メッセージ

・ 応答

● 保持レジスタの単一書き込み(ファンクションコード6)

指定されたレジスタ番号にデータを書き込みます。一度に書き込みできる数は1個で
す。
ブロードキャスト指定(スレーブアドレスに00を設定)が可能です。

・ 指令メッセージ

・ 応答

● ループバックテスト(ファンクションコード8)

通信の接続チェック時に使用します。
送信データは，任意の値を選択でき，応答で同じ値を返します。

・ 指令メッセージ

・ 応答

スレーブ
アドレス

ファンク
ション
コード

バイト
カウンタ

レジスタ
内容
(上位)

レジスタ
内容
(下位)

・・・・
レジスタ
内容
(上位)

レジスタ
内容
(下位)

エ ラ ー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
シ ョ ン
コード

レジスタ
開始番号
(上位)

レジスタ
開始番号
(下位)

レジスタ
数(上位)

レジスタ
数(下位)

バイト
カウンタ

データ
(上位)

データ
(下位) ・・・・

エ ラ ー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

レジスタ
開始番号
(上位)

レジスタ
開始番号
(下位)

レジスタ数
(上位)

レジスタ数
(下位)

エラー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

レジスタ
番号
(上位)

レジスタ
番号
(下位)

書 き 込 み
データ
(上位)

書 き 込 み
データ
(下位)

エラー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

レジスタ
番号
(上位)

レジスタ
番号
(下位)

書 き 込 み
データ
(上位)

書 き 込 み
データ
(下位)

エラー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

00
(上位)

00
(下位)

送信データ
(上位)

送信データ
(下位)

エラー
チェック

スレーブ
アドレス

ファンク
ションコー
ド

00
(上位)

00
(下位)

送信データ
と同じ
(上位)

送信データ
と同じ
(下位)

エラー
チェック

4.5　Modbusスレーブでの通信
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4.6 Modbusスレーブエラー応答

エラー時のメッセージ形式
通信エラー以外の不適格な指令がメッセージ内にあった場合は，本機器は何も処理をせ
ず，下記の形式でメッセージを返します。

スレーブアドレス ファンクションコード エラーコード エラーチェック

応答のエラーコード
エラーメッセージのエラーコードには以下のような意味があります。

エラーコード 意味 要因

01 ファンクションコードエラー ファンクションコードが存在しません。

02 レジスタ番地エラー 範囲外の番地を指定しました。

03 レジスタ個数エラー 範囲外の個数を指定しました。

07 実行不可能 書き込むデータが範囲外など。　　　　　　　
エラーコード01～03以外の原因で，ファンク
ションコードで指定した処理ができません。

メッセージを送信しても応答しない場合
メッセージを送信しても応答しない場合は，以下のことが考えられます。
・伝送エラー(オーバラン，フレーミング，パリティ，CRC-16のエラー)を検出したと
き。

・指令メッセージのスレーブアドレスが間違っている場合。
・メッセージを構成するデータ間隔が，1秒以上あいたとき。
・ブロードキャスト指定(スレーブアドレス：00)のとき。
上記の対策としては，Modbusマスタの通信機能または通信プログラムでタイムアウトの
処理を行ってください。
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第5章 ラダー通信プロトコル

5.1 ラダー通信プロトコルの仕様

ラダー通信プロトコルは，シリアルインタフェース(RS-232またはRS-422/485)上で利
用できます。

本機器のラダー通信の仕様は次のとおりです。

仕様 内容

伝送媒体 RS-232またはRS-422/485

制御方式(フロー制御はありません) RS-232: Noneのみ
RS-422/485: Noneのみ

ボーレート 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400

スタートビット 1ビット固定

ストップビット 1ビット固定

パリティ Odd(奇数), Even(偶数), None(パリティなし)から選択

通信アドレス 1～32
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5.2 ラダー通信プロトコルの設定

解　　説

本機器はラダー通信プロトコルに対応しています。ラダー通信可能なPLC(Programmable
Logic Controller)に複数の本機器を接続して通信することができます。

PLC

アドレスNO.

RS-485通信

本機器 本機器 本機器

1 2 3

本機器をラダー通信に対応させるには，シリアルインタフェースで以下のパラメータを設
定する必要があります。各パラメータの値は使用するPLCに合わせます。設定の操作手順
は次ページから説明します。

●ボーレート

選択可能なボーレートは次のとおりです。
1200，2400，4800，9600，19200，38400

●パリティチェック

次の中からパリティチェックを選択できます。
Odd，Even，None

●通信アドレス

1～32の任意のアドレスを選択できます。1つのPLCに接続される本機器のアドレスは
重複してはいけません。

●プロトコル

ラダー通信プロトコルで通信をしようとするときは，[ラダー]を選択します。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力するための通信方式

イーサネット通信で，出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って，本機器の内部メモ
リのデータ(表示/イベント/TLOG/マニュアルサンプル/レポートの各データ)と外部記
憶メディアのファイルを出力する場合，[イーサネット]を選択します。
[シリアル]を選択しても無効です。

Note
ラダー通信プロトコルの設定では，データ長とハンドシェイクの設定は無効です。
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5.2　ラダー通信プロトコルの設定

操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くだ
さい。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#7](通信)ソフトキー(CX1000では[#9](通信)ソフトキー)を押します。
通信機能設定メニューが表示されます。

4. [#1](イーサネット，シリアル)ソフトキー(CX1000では[#6](シリアル，メモリ出
力)ソフトキーを押します。
通信設定画面が表示されます。

CX2000　通信(イーサネット，シリアル)設定画面CX1000　通信(シリアル，メモリ出力)設定画面

●ボーレートを選択する

5. 矢印キーで，カーソルを[ボーレート]欄に移動します。

6. [1200]～[38400]のどれかのソフトキーを押して，ボーレートを選択します。

●パリティチェックを選択する

7. 矢印キーで，カーソルを[パリティ]欄に移動します。

8. [Odd]～[None]のどれかのソフトキーを押して，パリティチェックを選択しま
す。

●通信アドレスを選択する

9. 矢印キーで，カーソルを[アドレス]欄に移動します。
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10. [1]～[32]のどれかのソフトキーを押して，アドレスを選択します。
この値がラダー通信コマンドのステーション番号になります。

●プロトコルを選択する

11. 矢印キーで，カーソルを[プロトコル]欄に移動します。

12. [ラダー]ソフトキーを押します。

●内部メモリのデータと外部記憶メディアのファイルを出力する通信を選択する

13. 矢印キーで，カーソルを[メモリ出力]欄に移動します。

14. イーサネット通信を使用する場合は，[イーサネット]ソフトキーを押します。
[シリアル]を設定しても無効です。

●設定を確定する/キャンセルする

15. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる
設定フロー」をご覧ください。

●設定を保存する

16. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。

17. [終了]ソフトキーを押します。
設定を保存するかどうかの選択ダイアログボックスが表示されます。

18. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してからDISP/ENTERキーを押します。

Note
基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保存をしな
いと変更前の設定になります。

5.2　ラダー通信プロトコルの設定
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5.3 PLCとの通信

ラダー通信を行う場合は，必ず最初にPLC(上位ホスト)がコマンドを本機器に送るように
します。本機器はPLCからコマンドを受け取ると，受信したコマンドにエラーがない場合
には指示どおりの動作を実行し，その後にPLCにレスポンスを返します。コマンドにエ
ラーがある場合にはエラーの種類に応じたエラーコードをPLCに返します。

PLC

本機器コマンド

レスポンス

通信可能なPLCは，ラダー通信プロトコルが使用可能なものが対象となります。
下記に接続可能なPLCを示します。

販売元 製品名称 条件

横河電機(株) FA500 通信モジュール(RZ91-0N)付

FA-M3 通信モジュール(F3RZ91-0N)付

三菱電機(株) MELSEC-Aシリーズなど 計算機リンクユニット付

その他 無手順モードが使用可能な RS-232またはRS-422/485用モジュール付
PLC

各PLCについては，各販売元に直接お問い合わせください。詳細については，接続する各PLCの
取扱説明書を参照してください。

コマンド構成
PLCから送信するコマンドは下図のように構成されています。

バイト数 BCD桁数 コマンド要素

1 2 ステーション番号

1 2 CPU番号(01)

2 4 Dレジスタ番号

1
1 0

1 5桁目

1
1 R/W

1 ＋/－

2 4 読み出し/書き込みデータ

1 2 CR

1 2 LF

・ ステーション番号(1～32)

PLCが通信先を識別するための番号です。コマンドの送り先となる本機器のシリアルイ
ンタフェースのアドレスをここに指定します。

・ CPU番号

“01”固定です。
・ Dレジスタ番号

Dレジスタ番号を“D”を除いた4桁のBCD値で指定します。

Note
ラダー通信では，Dレジスタ番号をBCDコードで指定します。BCDコードは，4ビット内のデータ
を必ず0～9で扱うコードです。例えば，99という数値を1バイトで扱う場合，BCDコードでは
“10011001”となります(“01100011”とはなりません)。
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5.3　PLCとの通信

・ 0

この位置は，“0”に固定です。
・ 5桁目

5桁表示をしているときの最上位データです。
・ R/W

読み出しコマンドか書き込みコマンドかを指定します。
0：読み出し
1：書き込み

・＋/－

0：正のデータ(＋)
1：負のデータ(－)

・ 読み出し/書き込みデータ

読み出し時は，読み出すデータ数を指定します。
書き込み時は，小数点を除いたBCD4桁の設定データを指定します。

・ CR，LF

コマンドの終端を示すコントロールコードです。
レスポンス

本機器から返されるレスポンスは下図のように構成されています。
●読み出しコマンドに対するレスポンス

バイト数 BCD桁数 コマンド要素

1 2 ステーション番号

1 2 CPU番号(01)

2 4 Dレジスタ番号

1 1 0

1 5桁目

1 1 0

1 ＋/－

2 4 データ1

1 1 0

1 5桁目

1 1 0

1 ＋/－

2 4 データ2

： ： 　：

1 1 0

1 5桁目

1 1 0

1 ＋/－

2 4 データn

1 2 CR(0D)

1 2 LF(0A)

例
ステーション番号01の通信レジスタデータの3チャネル目(Dレジスタの0003)を読み出す
場合のコマンド
01010003000000010D0A
上記コマンドに対して，測定入力値200(BCDコード)が返される場合のレスポンス
01010003000002000D0A
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5.3　PLCとの通信

●書き込みコマンドに対するレスポンス

バイト数 BCD桁数 コマンド要素

1 2 ステーション番号
1 2 CPU番号(01)
2 4 Dレジスタ番号

1
1 0
1 5桁目

1
1 1
1 ＋/－

2 4 dddd
1 2 CR(0D)
1 2 LF(0A)

例
ステーション番号01のCXの第一目標設定値(Dレジスタの1101)にデータ200を書き込む
場合のコマンド
01011101001002000D0A
コマンドの実行の成功で，同じデータ値200(BCDコード)が返されるレスポンス
01011101001002000D0A

エラー時のレスポンス
エラーが発生したときに，PLCが受信するエラーレスポンスは以下のとおりです。

Note
Dレジスタの一覧表にないパラメータを読み出そうとしたときは，エラーとせず，本機器は「0」
を返します。

PLC送信データ
(コマンド)

0101 0000 0000 0001 0D0A
0000 ：間違ったパラメータ番号

0101 0123 0000 000B 0D0A
0101 0123 000B 0000 0D0A
0101 0123 0B00 0000 0D0A
0101 012B 0000 0000 0D0A

0101 0123 0000 000A 0D0A
0101 0123 000A 0000 0D0A
0101 0123 0A00 0000 0D0A
0101 010A 0000 0000 0D0A

0103 0123 0000 0000 0D0A
0001 0123 0000 0000 0D0A
3301 0123 0000 0000 0D0A

0101 0125 0000 0068 0D0A

0101 0123 0000 00 0D0A
0101 0123 00 0000 0D0A
0101 0 0000 0000 0D0A

エラー状態

存在しないパラメータ番号を
送信したとき

ステーション番号以外で
BCDコード以外の文字を使
用 し て 送 信 し た と き

ステーション番号以外でLF
コード(0A)を使用して送信
したとき

ステーション番号が機器のス
テーション番号と異なるとき

読み出しのとき読み出すレジ
スタの個数が1～64の範囲で
ないとき

書き込みに失敗したとき

コマンドの長さが正しくない
とき(コマンドの長さ：CRと
LF含めて10バイト)

送信時，タイムアウトになっ
たとき(タイムアウト：5秒)

送信バッファがオーバしたと
き(バッファオーバ：200バ
イト以上)

通信のフレミングエラーやパ
リティエラーが発生したとき

PLCの受信データ
(エラー時のレスポンス)

0101 0000 0000 FFFF 0D0A
(「FFFF」が返送される)

0101 FFFF FFFF FFFF 0D0A

無応答

無応答

0101 0125 0000 FFFF 0D0A

0101 0123 0011 F050 0D0A
FXXX：エラーコード(XXX
は，エラーコード番号(付録7参
照)を指します)

無応答

無応答

無応答

無応答
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5.4 FA-M3との通信プログラム

本サンプルプログラムは，CXと横河電機(株)製シーケンサFA-M3との通信例です。FA-
M3では，ラダー通信モジュール(F3RZ81-0N，F3RZ91-0N)を使用します。

(0001)

(0002)

(0004)

(0005)

(0003)
00001N

CX2000  FA-M3   ラダー通信サンプルプログラム 

通信設定開始 

最初は読み出しから 

IO実行可にする 

このプログラムはラダー通信モジュールを3スロット目に実装した場合のもの 

M00035
DIFD I00100

SET I00401

RST I00402
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5.4　FA-M3との通信プログラム

(0006)

(0007)

(0009)

(0010)

(0008)
00008N

通信モードの設定

文字コード＝8

STOPBIT＝1

PARITYBIT＝EVEN

文字＝8，ストップビット＝1BIT，パリティ＝偶数，9600BPS，親局

100100

X00303

MOV D00101

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

D00102

(0011) 9600BPSD00104

(0012) 通信親局

通信親局

D00105

(0013)
D00106

(0014) 通信モード書換命令D00100

(0015) 通信モード書込3 1

(0016) 通信仕様書込3 6

(0017) 書込実行命令Y00335

(0018) 通信初期設定
I00100

(0019)
00031N

書込命令RESET

RESET

Y00335

D00103

1

0

7

0

1

1

601

604

WRITE

WRITE

D00100

D00101

SET

RST

RST

2
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(0020)

(0022)

(0021)
00033N 測定入力の読出

IO実行中

データ読み出し～データ書き込みを交互に行う処理

X00303 I00401 I00402

I00201

CNT

I00402

(0024)

IO 終了

カウンタ

I00402

2

(0027)

次回読出1 I00401

(0031)

DIFD

SET

RST

C00001

SETC00001 ＝

(0023)
00040N

(0025)
00047N

(0026)
00049N

通信レジスタへ書込

IO実行中

X00303 I00401 I00402

I00301

I00402

DIFD

SET

X00301

I00402

I00403

I00403RST

RST

(0028)
00052N

(0029)
00054N

(0030)
00056N

I00403

次回書込0 I00401C00001 ＝

カウンタリセットI00403SET

5.4　FA-M3との通信プログラム
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(0032)

(0034)

(0033)
00061N 送信文字数＝10個 

STN＝01,CPU＝01

CX2000の測定入力CH 1～CH 4のデータ読み込み 

(0035)

(0036)

(0037)

(0038)

(0039)

(0040)

(0041)

100201

X00302

X00301

X00301

I00401

D00201MOV 10

D00202MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

＄101

＄5001

＄0

＄4

＄DOA

D00203

D00204

D00205

D00206

63 301WRITE D00201

1READ 3

Y00334SET

I00201RST

測定入力レジスタ 
番地 

読み込み 

レジスタ個数＝4個 

ターミネータ 

送信バッファ 
ヘ書込 

送信命令リレー 
 

コマンド送信 
FLAG RESET

送信命令リレー 
RESET

Y00334RST
(0042)

00080N

レスポンス 
データ取込 

34D00221
(0043)

00082N

Y00333SET
(0044)

読み出し完了 
リレーRESET

読み出し完了 
リレー 

Y00333RST
(0045)

00088N

5.4　FA-M3との通信プログラム
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(0046)

(0048)

(0047)
00090N 送信文字数＝1

0バイト

書込先＝01

命令＝書込

送信先STN＝01,
CPU＝01

CX2000の通信レジスタC0 1にデータを書き込む

(0049)

(0050)

(0051)

(0052)

(0053)

(0054)

(0055)

I00301

X00302

X00301

X00301

I00401

D00301MOV 10

D00302MOV

MOV

MOV

MOV

MOV

＄101

＄1

＄10

D00226

＄DOA

D00303

D00304

D00305

D00306

63 301WRITE D00301

1READ 3

Y00334SET

I00301RST

書込データ＝C
H01

終端

送信レジスタ
に書込

送信命令リレー

送信
FLAG RESET

送信確認命令
RESET

Y00334RST
(0056)

00109N

レスポンス
受信取込

10D00311
(0057)

00111N

Y00333SET
(0058)

取込確認命令
RESET

データ取込
確認命令

Y00333RST
(0059)

00117N

5.4　FA-M3との通信プログラム
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5.5 MELSECとの通信プログラム

本サンプルプログラムは，CXと三菱電機(株)製シーケンサMELSEC Q02HCPUの通信例
です。

通信前の準備
●使用機器

本サンプルプログラムでは，Q02HCPU側で，通信モジュールとして計算機リンクユ
ニットQJ71C24をスロット2に装着するものとします。

●接続

計算機リンクユニットQJ71C24のRS422端子とCXを下図に従って，接続します。
MELSEC 
計算機リンクユニット 
QJ71C24

終端抵抗 
120Ω,1/2W以上 

CX

SDB (+)

SDA (-)

RDB (+)

RDA (-)

SG

SDA (+)

SDB (-)

RDA (+)

RDB (-)

SG
SHIELD

MELSEC側のPCソフトを使って，MELSECのI/O割り付けと，そのスイッチ設定を以下の
ようにします。
● I/O割り付け

スロット 種別 形名 点数

CPU CPU

2(*-2) インテリ QJ71C24 32

● I/O割り付けのスイッチ設定

スロット 種別 形名 スイッチ1 スイッチ2 スイッチ3 スイッチ4 スイッチ5

CPU CPU

2(*-2) インテリ QJ71C24 0000 0000 0582 0006 0000
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5.5　MELSECとの通信プログラム

●プログラム例

・送受信インターバル処理

C0

SM1038

4
インターバル 
カウンタ 

インターバル 
カウンタ 

＜カウンタリセット＞ 

RST C0

RUN後1スキャン 
のみON

＝ K1 C0  50
インターバル 
カウンタ 

送信フラグ1 
 

＜カウンタが1ならばM601を1周期ON＞ 

PLS M601

K4

＝ K2 C0  71
インターバル 
カウンタ 

送信フラグ2 
 

＜カウンタが2ならばM602を1周期ON＞ 

PLS M602

＝ K3 C0  92
インターバル 
カウンタ 

送信フラグ3 
 

＜カウンタが3ならばM603を1周期ON＞ 

PLS M603

SM1031

200msタイマ 

27

インターバル 
カウンタ 

＜0.2秒おきにインクリートメント＞ 

C0
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5.5　MELSECとの通信プログラム

・読込指令送信処理：M601がONならばCH1～4をリードする命令を送信する

M601 X27 Y27
113 MOVP H5 D0

MOVP H102 D1

MOVP H5001 D2

MOVP H4 D4

MOVP H0A0D D5

送信フラグ1 
 

送信完了 送信要求 

＜CPUNo “1”とステーションアドレスNo2を設定＞ 

Dレジスタ 
先頭番号 

Dレジスタ 
先頭番号 

CPUアドレス 

送信データ数 

＜CXの先頭呼出DレジスタNo5001を指定＞ 

＜先頭DレジスタNoより4ワード呼出し＞ 

読込書込 

読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

＜読み込み実行を指定“0”を転送＞ 

MOVP H0 D3 

ターミネータ 

＜ターミネータを付加＞ 

＜D2の上位バイト下位バイトの入替え＞ 

SWAPP D2

＜D2の上位バイト下位バイトの入替え＞ 

SWAPP D4

＜送信データ数5ワードを宣言＞ 

送信データ数 
 
 

TOP H2 H800 D0 K6

＜D0～D5の内容を送信バッファを転送＞ 

SET Y27
送信要求 

送信要求 

＜送信要求中にする＞ 

X27
323 RST Y27

送信完了 

＜送信完了で送信要求をリセット＞ 
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・ 受信処理：CH1～4のデータを受信する

X2A
341 FROMP H2 H0A00 D100 K1

FROMP H2 H0A01 D101 K0Z0

MOVP D100 Z0

読み出し 
要求フラグ 

CPUNo 
アドレス 

受信読出 
完了 

データサイズ 

データサイズ 

＜D101を先頭にデータサイズ分転送＞ 

先頭Dレジスタ 
No 
 

CH1の5桁目/ 
符号情報 

CH2の5桁目/ 
符号情報 

CH3の5桁目/ 
符号情報 

CH4の5桁目/ 
符号情報 

CH1データ 

SWAPP D101

SWAPP D102

Y28

＜D101の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D102の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D103

SWAPP D104

＜D103の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D104の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜データサイズをD100に転送＞ 

＜データサイズをZ0に転送＞ 

＝ K1 C0  
インターバル 
カウンタ 

CH2データ 

CH3データ 

CH4データ 

SWAPP D105

SWAPP D106

＜D105の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D106の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D107

SWAPP D108

＜D107の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D109

＜D109の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D110

＜D110の上位バイト下位バイトの入替＞ 

CJ P124

＜P124へジャンプ＞ 

＜D108の上位バイト下位バイトの入替＞ 

5.5　MELSECとの通信プログラム
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・書込処理：M602がセットされたらCH1のデータを通信レジスタC1に書き込む

M602 X27 Y27
627 MOVP H5 D0

MOVP H102 D1

MOVP H1 D2

MOVP D104 D4

送信フラグ2 
 

送信完了 送信要求 

＜CPUNo “1”とステーションアドレスNo設定＞ 

Dレジスタ 
先頭番号 

Dレジスタ 
先頭番号 

CPUアドレス 

送信データ数 

＜CXの書込DレジスタNo0001を指定＞ 

読込書込 

読込書込 

CH1指示 読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

＜書き込み実行を指定“10”を転送＞ 

MOVP H10 D3 

＜D2の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D2

＜CH1のデータを書込データに転送＞ 

SWAPP D3

SWAPP D4

＜送信データ数5ワードを宣言＞ 

＜D4の上位バイト下位バイトの入替＞ 

MOVP H0A0D D5

送信データ数 
 
 

ターミネータ 

TOP H2 H800 D0 K6

＜送信バッファにD0～D5を転送＞ 

SET Y27
送信要求 

送信要求 

CXからの応答の受信処理 

＜送信要求中にする＞ 

X27
822 RST Y27

送信完了 

＜送信完了で送信要求をリセット＞ 

X2A
840 FROMP H2 H0A00 D130 K1

FROMP H2 H0A01 D131 K0Z0

MOVP H100 Z0
読み出し 
要求フラグ 

受信読出 
完了 

データサイズ 

CJ P124

Y28

＝ K2 CO  
インターバル 
カウンタ 

5.5　MELSECとの通信プログラム



5-18 IM 04L31A01-17

・ 読込指令送信処理：M603がONならばCH5-8をリードする命令を送信する

M603 X27 Y27
866 MOVP H5 D0

MOVP H102 D1

MOVP H5005 D2

MOVP H4 D4

MOVP H0A0D D5

送信フラグ3 
 

送信完了 送信要求 

＜CPUNo “1”とステーションアドレスNo設定＞ 

Dレジスタ 
先頭番号 

Dレジスタ 
先頭番号 

CPUアドレス 

送信データ数 

＜CXの先頭呼出DレジスタNo5005を指定＞ 

＜先頭DレジスタNoより4ワード呼出し＞ 

読込書込 

読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

読込データ 
数/書込み 
データ 
 
 

＜読み込み実行を指定“0”を転送＞ 

MOVP H0 D3 

ターミネータ 

＜D2の上位バイト下位バイトの入替え＞ 

SWAPP D2

＜D4の上位バイト下位バイトの入替え＞ 

SWAPP D4

＜送信データ数5ワードを宣言＞ 

送信データ数 
 
 

TOP H2 H800 D0 K6

＜D0～D5の内容を送信バッファを転送＞ 

SET Y27

送信要求 

送信要求 

＜送信要求中にする＞ 

X27
1066 RST Y27

送信完了 

＜送信完了で送信要求をリセット＞ 

5.5　MELSECとの通信プログラム
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・受信処理：CH5～CH8のデータを受信する

X2A
1084 FROMP H2 H0A00 D200 K1

FROMP H2 H0A01 D201 K0Z0

MOVP D200 Z0

読み出し 
要求フラグ 

CPUNo 
アドレス 

受信読出 
完了 

データサイズ 

データサイズ 

＜D201を先頭にデータサイズ分転送＞ 

先頭Dレジスタ 
 
 

CH5の5桁目/ 
符号情報 

CH6の5桁目/ 
符号情報 

CH7の5桁目/ 
符号情報 

CH8の5桁目/ 
符号情報 

CH5データ 

CH6データ 

CH7データ 

CH8データ 

SWAPP D201

SWAPP D202

Y28

＜D201の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D202の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D203

SWAPP D204

＜D203の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D205

＜D205の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D204の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜データサイズをD200に転送＞ 

＜データサイズをZ0に転送＞ 

＝ K3 C0  
インターバル 
カウンタ 

1372

1371

P124

END

SWAPP D206

SWAPP D207

＜D206の上位バイト下位バイトの入替＞ 

＜D207の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D208

SWAPP D209

＜D208の上位バイト下位バイトの入替＞ 

SWAPP D210

＜D210の上位バイト下位バイトの入替＞ 

CJ P124

＜P124へジャンプ＞ 

＜D209の上位バイト下位バイトの入替＞ 

5.5　MELSECとの通信プログラム
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6.1 コマンドの書式

コマンドの書式
本機器の設定/基本設定/制御/出力コマンド(6.4～6.12節参照)の書式は，次のようになり
ます。キャラクタコードにはASCIIコード(付録1参照)が適用されます。保守/診断コマン
ド(6.13節)や機器情報出力コマンド(6.14節参照)の書式については，それぞれの節または
各コマンドの設定例をご覧ください。

コマンド名 パラメータ 

?

ターミネータ 

デリミタ 

サブデリミタ 

SR 02,SKIP;SR 03,VOLT,2V,-1500,1800
パラメータ(02 SKIP･････1800) 

デリミタ(,) 

コマンド名(SR) 

サブデリミタ(;)

コマンド例 

●コマンド名

アルファベット2文字で定義します。

●パラメータ

・コマンドの引数です。
・アルファベットまたは数値で設定します。
・パラメータとパラメータの間は，デリミタ(カンマ)で区切ります。
・数値はすべて整数で設定します。
・パラメータが数値の場合，有効設定範囲はコマンドによって異なります。
・パラメータの前後のスペースは無視されます。(ただしASCII文字列で指定されるパ
ラメータ(単位)はスペースも有効です。)

・パラメータのうち，現在の設定から変更の必要がないものは省略できます。ただ
し，デリミタは省略できません
例 SR01,,2V＜ターミネータ＞

複数のパラメータを省略して，最後尾にデリミタが連続した場合は，そのデリミタ
を省略することができます。
例 SR01,VOLT,,,＜ターミネータ＞ → SR01,VOLT＜ターミネータ＞

・パラメータの中で，次のパラメータの桁数は固定されています。桁数を違えて入力
した場合は，文法エラーになります。
・日付 YY/MM/DD(8文字)

YY：年(西暦の下2桁で入力してください)
MM：月
DD：日

・時刻 HH:MM:SS(8文字)
HH：時
MM：分
SS：秒

第6章 コマンド
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・チャネル番号
01～20： 測定チャネル(CX1000では01～06)
31～60： 演算チャネル(CX1000では31～42)

101～118： 内蔵制御チャネル(CX1000では101～106)
例 1ループのPV=101

1ループのSP=102
1ループのOUT=103

201～248： 外部制御チャネル(CX1000では201～212)
例 EXT1ループのPV=201

EXT1ループのSP=202
EXT1ループのOUT=203

・リレー番号：3文字

●クエリ(問い合わせ)

・「?(クエスチョンマーク)」をクエリとして使用します。
・コマンドまたはパラメータのあとにクエリをおいて，該当するコマンドの設定内容
を問い合わせることができます。クエリが実行できないコマンドもあります。各コ
マンドのクエリの書式については，6.4～6.7節をご覧ください。
例1 SR[ p1]? SR?またはSR p1?を実行できます。
例2 SA[ p1[,p2]]? SA?，SA p1?およびSA p1,p2?を実行できます。

●デリミタ

・「,(カンマ)」をデリミタとして使用します。
・パラメータとパラメータの間を，デリミタで区切ります。

●サブデリミタ

・「;(セミコロン)」をサブデリミタとして使用します。
・サブデリミタで1つ1つのコマンドを区切ることにより，コマンドを10個まで羅列で
きます。ただし，以下のコマンドとクエリは羅列できません。単独で使用してくだ
さい。
・ BO，CS，IFを除く出力コマンド
・ YOコマンド
・クエリ

* サブデリミタが連続している場合は1個と見なされます。また，コマンドの先頭と末尾のサブデ
リミタは無視されます。
例;SR01,VOLT;;;SR02,VOLT;<ターミネータ>は，SR01,VOLT;SR02,VOLT<ターミネータ
>と見なされます。

6.1　コマンドの書式
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●ターミネータ(終端文字)

次のどちらかをターミネータとして使用します。
・ CR＋LF (ASCIIコードで表すと，0DH 0AHになります。)
・ LF (ASCIIコードで表すと，0AHになります。)

Note
・本機器に装着されていないチャネル/リレーの番号を指定しないでください。エラーになりま
す。

・最初の文字からターミネータまでの総データ長は，2047バイト以内で記述してください。
・ユーザー指定の文字列を除き，大文字小文字は区別されません。
・サブデリミタで羅列されたコマンドは，途中のコマンドにエラーがあっても羅列されているコ
マンド全てが実行されます。

・パラメータの前後にスペースを挿入しても，そのスペースは本機器がコマンドを解釈するとき
に無視されます。ただし，コマンドの前，サブデリミタの後ろ，クエリの後ろにスペースがあ
るとエラーになります。

レスポンス
本機器は，1つのターミネータで区切られたコマンドに対して，1つのレスポンス(肯定/否
定応答)を返します*。コントローラ側はコマンド1対レスポンス1のコマンドレスポンスを
守ってください。このコマンド-レスポンスが守られない場合は，動作を保証できません。
レスポンスの書式については，7.1節をご覧ください。
* 例外として，RS-422/485特有のコマンド(6.12節参照)と機器情報出力コマンド(6.14節参照)が
あります。

6.1　コマンドの書式
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6.2 コマンド一覧

設定コマンド(制御関連)

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

制御入力レンジ関連
CR 制御用レンジ設定 運転モード ○ × 6-14

MP 制御用レンジ設定(制御演算使用時) 運転モード ○ × 6-15

MB バイアス 運転モード ○ × 6-15

MF フィルタ 運転モード ○ × 6-15

RS 比率設定 運転モード ○ × 6-16

制御アラーム関連
AT 制御用アラーム設定 運転モード ○ × 6-16

AV 制御用アラーム設定値 運転モード ○ × 6-16

運転関連
HS 抑制機能の設定 運転モード ○ × 6-16

HT 勾配時間単位設定 運転モード ○ × 6-16

HH 目標設定値上昇勾配の設定 運転モード ○ × 6-16

HL 目標設定値下降勾配の設定 運転モード ○ × 6-16

HM ループタグ，タグコメントの設定 運転モード ○ × 6-17

GC ゾーンPIDの設定1(リファレンスポイント) 運転モード ○ × 6-17

GD ゾーンPIDの設定2(切り替えヒステリシス) 運転モード ○ × 6-17

HW ゾーンPIDの設定3(リファレンス偏差) 運転モード ○ × 6-17

PIDパラメータ
GO 目標設定値の設定 運転モード ○ × 6-17

HP 比例帯の設定 運転モード ○ × 6-17

HI 積分時間の設定 運転モード ○ × 6-17

HD 微分時間の設定 運転モード ○ × 6-17

HO 制御関連の設定 運転モード ○ × 6-17

コントロールグループ設定
FG コントロールグループ名の設定 運転モード ○ × 6-18

GG 制御グループの設定 運転モード ○ × 6-18

折線入出力関連
HA 折れ線モードの設定 運転モード ○ × 6-18

HE 折れ線の設定 運転モード ○ × 6-18

パターン初期設定
PB パターン初期設定 運転モード ○ × 6-19

PI 動作ループの設定 運転モード ○ × 6-19

ウェイト動作設定
PZ ウェイトゾーンの設定 運転モード ○ × 6-19

PW ウェイト時間の設定 運転モード ○ × 6-19

プログラム基本設定
PO スタート目標設定値の設定 運転モード ○ × 6-19

PQ スタートコードの設定 運転モード ○ × 6-19

プログラム運転関連
PD ランプ/ソーク選択の設定 運転モード ○ × 6-19

PM 到達目標設定値の設定 運転モード ○ × 6-19

PT セグメント時間の設定 運転モード ○ × 6-19

PU 勾配時間単位/勾配の設定 運転モード ○ × 6-20

PG セグメントPIDグループ番号 運転モード ○ × 6-20

PJ セグメント切り替え時動作/ウェイトの設定 運転モード ○ × 6-20

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可



6-5IM 04L31A01-17

コ
マ
ン
ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

イベント設定
ET タイムイベント設定 運転モード ○ × 6-20

EP PVイベント設定 運転モード ○ × 6-20

イベント出力設定
EO イベント出力の設定 運転モード ○ × 6-20

PA プログラム制御終了通知 運転モード ○ × 6-20

リピート動作設定
PR リピート動作の設定 運転モード ○ × 6-20

プログラム設定終了
PE プログラム設定終了 運転モード ○ × 6-21

プログラム運転/停止時のメッセージ自動印字
PK プログラム運転/停止時のメッセージ自動印字の設定 運転モード ○ × 6-21

プログラム表示位置
PL プログラム表示位置の設定 運転モード ○ × 6-21

運転画面自動切り替え
MQ 運転画面自動切り替えの設定 運転モード ○ × 6-21

イベント表示グループ
PV イベント表示グループの設定 運転モード ○ × 6-21

詳細設定(制御機能設定)
HF 設定値の設定 運転モード ○ × 6-21

GL 出力変化率リミッタの設定 運転モード ○ × 6-21

GA 過積分抑制機能の設定 運転モード ○ × 6-21

詳細設定(ヒステリシス(アラーム，PVイベント))
AP アラームヒステリシスの設定 運転モード ○ × 6-21

PH PVイベントヒステリシスの設定 運転モード ○ × 6-21

詳細設定(DIO操作監視機能設定)
DX DIO操作監視機能設定 運転モード ○ × 6-22

DY DIO操作監視機能のタグ，タグコメントの設定 運転モード ○ × 6-23

DZ DIO操作監視機能のラベル，表示色の設定 運転モード ○ × 6-23

詳細設定(DI/DOラベル設定)
DW DI/DOラベル設定 運転モード ○ × 6-23

制御用演算関連
MT 演算式の設定 運転モード ○ × 6-23

MU 演算エラーの設定 運転モード ○ × 6-23

MV ロジック演算の設定 運転モード ○ × 6-24

MX 演算定数の設定 運転モード ○ × 6-24

DU リモートバイアスの設定 運転モード ○ × 6-24

外部ループPIDパラメータ設定
DT 外部ループPIDパラメータ設定 運転モード ○ × 6-24

外部ループ制御関連パラメータ設定
DV 外部ループ制御関連パラメータ設定 運転モード ○ × 6-24

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

6.2　コマンド一覧
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設定コマンド(計測関連)

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

設定系
SR 入力レンジの設定 運転モード ○ × 6-25

SO 演算式の設定 運転モード ○ × 6-26

SA アラームの設定 運転モード ○ × 6-27

SD 日付と時刻の設定 運転モード ○ × 6-27

SW 表示更新周期/オートセーブ周期の設定 運転モード ○ × 6-28

SZ ゾーンの設定 運転モード ○ × 6-28

SP 部分圧縮拡大の設定 運転モード ○ × 6-28

ST タグの設定 運転モード ○ × 6-28

SX グループの設定 運転モード ○ × 6-28

SL トリップラインの設定 運転モード ○ × 6-29

SG メッセージの設定 運転モード ○ × 6-29

SH ファイルヘッダの設定 運転モード ○ × 6-29

SE 表示方向，背景色，トレンドの線幅，トリップの線幅， 運転モード ○ × 6-29

グリッド数の設定，スクロール周期，スケール表示桁
の設定

SB 目盛りの分割数，バーグラフ表示の基準位置， 運転モード ○ × 6-29

トレンド表示の目盛りの位置の設定
SV 測定チャネルの移動平均の設定 運転モード ○ × 6-30

SC チャネルの表示色の設定 運転モード ○ × 6-30

SQ LCD輝度，画面のバックライトセーバの設定 運転モード ○ × 6-30

SY 4分割画面の設定(CX2000だけ) 運転モード ○ × 6-30

SU USERキーの設定 運転モード ○ × 6-31

SK 演算定数の設定 運転モード ○ × 6-31

SI 演算チャネルの長時間移動平均の設定 運転モード ○ × 6-31

SJ TLOGタイマの設定 運転モード ○ × 6-31

FR FIFOバッファへの書き込み周期の設定 運転モード ○ × 6-32

BA アプリケーション名，スーパーバイザ名， 運転モード ○ × 6-32

マネージャ名の設定
BB バッチ番号，ロット番号，ロット番号の自動 運転モード ○ × 6-32

インクリメント，表示情報の設定
BC コメント番号，コメント文字列の設定 運転モード ○ × 6-32

BD アラームディレイ時間の設定 運転モード ○ × 6-32

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

Note
・本機器の操作モードには2つの種類があります。コマンドごとにきめられている操作モードと異
なるモードでコマンドを実行しようとした場合は文法エラーになります。DSコマンドでコマン
ドが有効になるモードに切り替えてから実行してください。クエリが使用できるコマンドでは，
モードに関係なくクエリを実行できます。
・基本設定モード
測定，演算，制御を停止して設定の変更をするモードです。

・運転モード
原則として，上記の基本設定モード以外のコマンドを使用するモードです。

・管理者と利用者の区分けは，本機器のイーサネット通信のログイン機能で設定しているユーザー
レベルを示しています。詳しくは2.7節をご覧ください。

6.2　コマンド一覧
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分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

操作系
UD 画面表示の切り替え 運転モード ○ × 6-33

PS 測定のスタート/ストップ 運転モード ○ × 6-34

AK アラーム状態の確認(アラームアクノレッジ) 運転モード ○ × 6-34

EV マニュアルサンプル/マニュアルトリガ/スナップショット運転モード ○ × 6-34

/表示データを記憶メディアに保存する/イベントデータを
記憶メディアに保存する

MS メッセージの書き込み(表示と書き込み) 運転モード ○ × 6-34

TL 演算(MATH)のスタート/ストップ/リセット/ 運転モード ○ × 6-35

演算抜けステータス表示の解除
DS 操作モード(運転/基本設定)の切り替え すべてのモード ○ × 6-35

LO 設定コマンドの設定データの読み込み 運転モード ○ × 6-35

LI 設定データの保存 運転モード ○ × 6-35

CM 通信入力データの設定 運転モード ○ × 6-35

EM Eメール通信機能のスタート/ストップ 運転モード ○ × 6-35

DL DIO操作監視の動作モード切り替え 運転モード ○ × 6-35

DM DIO操作監視の手動出力値の設定 運転モード ○ × 6-36

DP DO/内部スイッチの状態設定 運転モード ○ × 6-36

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

6.2　コマンド一覧
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基本設定コマンド(計測関連)
・基本設定コマンドで変更した設定を有効にするには，設定をXEコマンドで保存する必
要があります。操作モードを基本設定モードから運転モードに切り替える前に，必ず設
定をXEコマンドで保存してください。保存をしないで，操作モードを基本設定モード
から運転モードに切り替えると，変更前の設定になります。

・基本設定モード中に実行されるクエリで返ってくる設定内容は，XEコマンドで保存し
ていなくても基本設定モード中に変更した設定になります。ただし，XEコマンドで保
存していないと，変更した設定は有効になっていません。変更した設定を有効にするに
は，前述のように設定をXEコマンドで保存する必要があります。XEコマンドで廃棄し
たり，XEコマンドで保存する前に操作モードを基本設定モードから運転モードに切り
替えると，クエリで返ってくる設定内容は変更前の設定になります。

Note
・YA/YK/YN/YQ/YS/YG/YL/YMの各コマンドで変更した設定は，XEコマンドで保存したあ
と，本機器の電源を1度OFFにしてから，電源を再度ONにしたときに有効になります。

・YOコマンドを実行すると通信の接続が切れます。

コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

XA アラームに関する設定 基本設定モード ○ × 6-36

XI A/D積分時間の設定 基本設定モード ○ × 6-37

XB バーンアウトの設定 基本設定モード ○ × 6-37

XJ 基準接点補償の設定 基本設定モード ○ × 6-37

XV 測定周期の設定 基本設定モード ○ × 6-37

XS トレンド表示/データ保存するチャネルの設定 基本設定モード ○ × 6-37

XM 表示/イベントの各データを，本機器の内部メモリに 基本設定モード ○ × 6-37

書き込んだり，外部記憶メディアに保存する条件の設定
XU チャネルの識別表示，メモリアラーム時間，言語， 基本設定モード ○ × 6-38

部分圧縮拡大機能の使用/不使用，バッチ機能の
使用/不使用の設定

XR リモートアクションの設定 基本設定モード ○ × 6-38

XQ タイマの設定 基本設定モード ○ × 6-38

RO レポートの種類と作成時刻の設定 基本設定モード ○ × 6-39

RM レポートチャネルの設定 基本設定モード ○ × 6-39

XO 出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って， 基本設定モード ○ × 6-40

内部メモリのデータ(表示/イベント/TLOG/
マニュアルサンプル/レポートの各データ)と
外部記憶メディアのファイルを出力する通信の選択

XH キーログイン機能，オートログアウト機能， 基本設定モード ○ × 6-40

ユーザーID機能の使用/不使用の設定
XE 基本設定コマンドの設定内容の保存/破棄の設定 基本設定モード ○ × 6-40

XG タームゾーンの設定 基本設定モード ○ × 6-40

XP メモリタイムアップ日時の設定 基本設定モード ○ × 6-40

YA IPアドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウエイ 基本設定モード ○ × 6-40

の設定
YK キープアライブの設定 基本設定モード ○ × 6-41

YN DNSの設定 基本設定モード ○ × 6-41

YQ 通信タイムアウトの設定 基本設定モード ○ × 6-41

YS シリアルインタフェースの設定 基本設定モード ○ × 6-41

YO 設定データの読み込み 基本設定モード ○ × 6-42

YC 測定/演算データのクリア，設定データの初期化 基本設定モード ○ × 6-42

YT FTP転送タイミングの設定 基本設定モード ○ × 6-42

YG Webサーバ機能使用/不使用の設定 基本設定モード ○ × 6-42

YL Modbusマスタ機能の動作の設定 基本設定モード ○ × 6-42

YM Modbusマスタ機能のコマンドの設定 基本設定モード ○ × 6-42

YU Eメールで送信する内容の設定 基本設定モード ○ × 6-43

6.2　コマンド一覧
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コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

YV Eメールの送信先アドレスの設定 基本設定モード ○ × 6-44

YW Eメールの送信元アドレスの設定 基本設定モード ○ × 6-44

YX EメールのSMTPサーバ名の設定 基本設定モード ○ × 6-44

ML 通信バッファ復帰処理の設定 基本設定モード ○ × 6-44

MM モドバス・マスタ/温調計通信自動復帰の設定 基本設定モード ○ × 6-44

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

基本設定コマンド(制御関連)

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

制御機能，設定値関連
GB PID組数の設定 基本設定モード ○ × 6-45

GI 制御周期の設定 基本設定モード ○ × 6-45

HX 制御動作関連の設定 基本設定モード ○ × 6-45

PY 6/4ループ切り替えの設定(CX2000だけ) 基本設定モード ○ × 6-45

HQ オートチューニングのOff/Onの設定 基本設定モード ○ × 6-45

PC 制御モードの設定 基本設定モード ○ × 6-45

PP プログラム制御の有無 基本設定モード ○ × 6-45

GM PID制御モードの設定 基本設定モード ○ × 6-45

HB バーンアウトの設定 基本設定モード ○ × 6-45

MK バーンアウトの設定(PV/SP演算がONのとき) 基本設定モード ○ × 6-46

HR 基準接点補償の設定 基本設定モード ○ × 6-46

MJ 基準接点補償の設定(PV/SP演算がONのとき) 基本設定モード ○ × 6-46

接点入力登録，その他
GT DI/DO/SW登録 基本設定モード ○ × 6-46

GS リモート入力設定 基本設定モード ○ × 6-46

HG 警報モードの設定 基本設定モード ○ × 6-47

HY 目標設定値番号切り替え対象選択の設定 基本設定モード ○ × 6-47

MY PV/SP演算のON/OFF 基本設定モード ○ × 6-47

MZ CLOGエラーの設定 基本設定モード ○ × 6-47

出力処理関連
GF 出力処理設定 基本設定モード ○ × 6-47

リレー関連
GR リレー関連の設定 基本設定モード ○ × 6-47

GE リレー動作の設定 基本設定モード ○ × 6-47

チューニング設定
GU チューニングアイテムのOFF/ON 基本設定モード ○ × 6-47

外部ループ基本設定
GJ 外部ループ指定 基本設定モード ○ × 6-48

GK 外部ループパラメータ自動設定実行コマンド 基本設定モード ○ × 6-48

GV 外部ループパラメータ4，パラメータの種類/小数点位置/単位 基本設定モード ○ × 6-48

GH 外部ループパラメータ1，制御スパン下限/上限 基本設定モード ○ × 6-48

GQ 外部ループパラメータ3，制御出力の種類/タグ 基本設定モード ○ × 6-48

GN 外部ループパラメータ2，アラーム番号/アラームの種類 基本設定モード ○ × 6-48

外部ループパラメータアドレス設定
GW 外部ループパラメータアドレス設定 基本設定モード ○ × 6-49

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

6.2　コマンド一覧
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制御コマンド

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

制御コマンド
CA 自動/手動/カスケード運転の切り替え 運転モード ○ × 6-49

OC 運転/停止切り替え 運転モード ○ × 6-49

RL リモート/ローカル切り替え 運転モード ○ × 6-49

OS 制御運転停止/開始 (各ループ共通) 運転モード ○ × 6-49

SN 目標設定値番号の切り替え 運転モード ○ × 6-49

PX プログラムリセット/ラン 運転モード ○ × 6-50

HU ホールド運転 運転モード ○ × 6-50

AD アドバンス運転 運転モード ○ × 6-50

PN パターン番号切り替え 運転モード ○ × 6-50

HJ 手動出力設定値の変更 運転モード ○ × 6-50

HV オートチューニング要求 運転モード ○ × 6-50

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

出力コマンド(計測関連)

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

制御系
BO バイト出力順序の設定 すべてのモード ○ ○ 6-51

CS チェックサムの設定(シリアル通信時だけ使用可) すべてのモード ○ ○ 6-51

IF ステータスフィルタの設定 すべてのモード ○ ○ 6-51

CC イーサネット接続の切断(イーサネット通信時だけ使用可) すべてのモード ○ ○ 6-51

設定/測定/演算データ出力系
FC 画面イメージデータの出力 すべてのモード ○ ○ 6-51

FE 設定データの出力 すべてのモード ○ ○ 6-51

FD 最新の測定/演算/制御データの出力 運転モード ○ ○ 6-51

FF FIFOデータの出力 運転モード ○ ○ 6-52

FL ログ，アラームサマリ，メッセージサマリの出力 すべてのモード ○ ○ 6-52

FS 測定/演算/制御チャネルのアラーム種類，設定値の出力 すべてのモード ○ ○ 6-52

FT 測定/演算/制御チャネルのスパンの最大値/最小値/ すべてのモード ○ ○ 6-52

小数点位置の出力
IS ステータス情報の出力 すべてのモード ○ ○ 6-53

FU ユーザーレベルの出力 すべてのモード ○ ○ 6-53

ME 外部記憶メディアに保存されているデータの出力 運転モード ○ × 6-53

(イーサネットまたはシリアル通信のどちらか一方でだけ使用可)
MI 内部メモリに書き込まれている表示データ/ 運転モード ○ × 6-53

イベントデータの出力
(イーサネットまたはシリアル通信のどちらか一方でだけ使用可)

MO 内部メモリに書き込まれているTLOGデータ/ 運転モード ○ × 6-53

マニュアルサンプルデータ/レポートデータの出力
(イーサネットまたはシリアル通信のどちらか一方でだけ使用可)

RS-422/485特有コマンド系
ESC O 機器のオープン すべてのモード ○ ○ 6-54

ESC C 機器のクローズ すべてのモード ○ ○ 6-54

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

6.2　コマンド一覧
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出力コマンド(制御関連)

分類 コマンド名 機能 操作モード 管理者 利用者 ページ

出力コマンド
FP SP番号とPID番号の出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FM 制御モードの出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FH プログラム運転モードの出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FJ 現在実行中のプログラムパターン情報の出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FK PVイベント/タイムイベント情報の出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FN DI/DOデータと内部スイッチ状態の出力 すべてのモード ○ ○ 6-55

FO DIO操作監視機能設定の有効/無効と動作モード すべてのモード ○ ○ 6-55

(自動/手動)の出力
FW パターン番号，運転状態，割り当てられたループ情報の すべてのモード ○ ○ 6-56

出力
DQ 外部ループのSP番号とPID番号の出力 すべてのモード ○ ○ 6-56

DR 外部ループの制御モードの出力 すべてのモード ○ ○ 6-56

FV プログラム制御終了信号の状態の出力 すべてのモード ○ ○ 6-56

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可)

コマンド名 機能 管理者 利用者 ページ

close 他の機器間のコネクションの切断 ○ × 6-56

con コネクション情報の出力 ○ ○ 6-56

eth イーサネット統計情報の出力 ○ ○ 6-56

help ヘルプの出力 ○ ○ 6-57

net ネットワーク統計情報の出力 ○ ○ 6-57

quit 操作中の機器のコネクションの切断 ○ ○ 6-57

○：コマンド使用許可
×：コマンド使用不許可

機器情報出力コマンド(イーサネット通信で機器情報サーバ機能利用時に使用可)

パラメータ名 機能 ページ

all 以下のパラメータで出力される全情報の出力 6-58

serial シリアル番号の出力 6-58

model メーカ，モデル，ファームウエアバージョンの出力 6-58

host ホスト名の出力 6-58

ip IPアドレスの出力 6-58

6.2　コマンド一覧
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6.3 測定レンジのパラメータ

CRコマンド(制御用入力レンジ設定コマンド)とSRコマンド(入力レンジ設定コマンド)の入
力の種類VOLT，TC，RTD，DI，およびSQRTが，本機器のどの測定レンジに該当し，スパ
ンの上限値/下限値をどの範囲で設定できるかを以下にまとめています。

●直流電圧(VOLT)，開平演算(SQRT)

測定レンジ CR/SRコマンドの 測定レンジの CR/SRコマンドの
設定パラメータ スパン上限値/ スパン上限値/下限値の

下限値設定範囲 設定パラメータ

20mV 20mV -20.00～20.00mV -2000～2000
60mV 60mV -60.00～60.00mV -6000～6000
200mV 200mV -200.0～200.0mV -2000～2000
2V 2V -2.000～2.000V -2000～2000
6V 6V -6.000～6.000V -6000～6000
20V 20V -20.00～20.00V -2000～2000
50V 50V -50.00～50.00V -5000～5000

●熱電対(TC)

測定レンジ CR/SRコマンドの 測定レンジの CR/SRコマンドの
設定パラメータ スパン上限値/ スパン上限値/下限値の

下限値設定範囲 設定パラメータ

R R 0.0～1760.0℃ 0～17600
S S 0.0～1760.0℃ 0～17600
B B 0.0～1820.0℃ 0～18200
K K -200.0～1370.0℃ -2000～13700
E E -200.0～800.0℃ -2000～8000
J J -200.0～1100.0℃ -2000～11000
T T -200.0～400.0℃ -2000～4000
N N 0.0～1300.0℃ 0～13000
W W 0.0～2315.0℃ 0～23150
L L -200.0～900.0℃ -2000～9000
U U -200.0～400.0℃ -2000～4000
PLATI PLATI 0.0～1400.0℃ 0～14000
PR PR 0.0～1900.0℃ 0～19000
WRe WRe 0.0～2400.0℃ 0～24000

●測温抵抗体(RTD)

測定レンジ CR/SRコマンドの 測定レンジの CR/SRコマンドの
設定パラメータ スパン上限値/ スパン上限値/下限値の

下限値設定範囲 設定パラメータ

Pt100 PT -200.0～600.0℃ -2000～6000
JPt100 JPT -200.0～550.0℃ -2000～5500
Cu10(GE)* CU1 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu10(L&N)* CU2 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu10(WEED)* CU3 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu10(BAILEY)* CU4 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu10 α＝0.00392 at 20℃* CU5 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu10 α＝0.00393 at 20℃* CU6 -200.0～300.0℃ -2000～3000
Cu25 α＝0.00425 at 0℃* CU25 -200.0～300.0℃ -2000～3000

* Cu10，Cu25測温抵抗体入力オプション/N1が付いている製品で設定できる測定レンジです。
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●ON/OFF入力(DI)

測定レンジ CR/SRコマンドの 測定レンジの CR/SRコマンドの
設定パラメータ スパン上限値/ スパン上限値/下限値の

下限値設定値 設定パラメータ

電圧 LEVEL 0または1*1 0または1
接点 CONT 0または1*2 0または1

*1：2.4V未満のとき「0」，2.4V以上のとき「1」
*2：接点OFFのとき「0」，接点ONのとき「1」

Note
各測定レンジの測定確度については，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-
03をご覧ください。

6.3　測定レンジのパラメータ
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6.4 設定コマンド(制御関連)

■制御入力レンジ関連
CR 制御用レンジ設定
p1=1～6の場合(内蔵ループが指定された場合)
p2=PV1, PV2, RemoteSPの場合
p3=TC, RTDの場合
設定 CR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1, PV2, RemoteSP)
p3: モード(TC,RTD)
p4: 測定レンジ指定

p3 = TC
(R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,PLATI,PR,WRe)
p3 = RTD (JPT,PT)

p5: スパン下限値 EU(0.0～100.0%)
p6: スパン上限値 EU(0.0～100.0%)
p7: 開平演算使用の有無(Off,On)
p8: ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ CR[ p1,p2]?

例 ループ1・測定値1の入力の種類を熱電対タイプ
Rにして，スパン下限値を0℃，スパン上限値を
1760.0℃にし，ローカット値を1.0％に設定す
る。
CR1,PV1,TC,R,0,17600,ON,10

p1=1～6の場合(内蔵ループが指定された場合)
p2=PV1, PV2, RemoteSPの場合
p3=統一レンジ(1-5V)の場合
設定 CR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1, PV2, RemoteSP)
p3: モード(1-5V)
p4: スケール下限値(-30000～30000)
p5: スケール上限値(-30000～30000)

P5-P4≦30000
p6: 小数点位置(0～4)
p7: 単位
p8: 開平演算使用の有無(Off,On)
p9: ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ CR[ p1,p2]?

例 ループ1・リモートSPの入力の種類を統一レン
ジにして，スケーリング下限値を1.00A，ス
ケーリング上限値を5.00Aにし，開平演算を無
しにする。
CR1,REMOTESP,1-5V,100,500,2,A,OFF

p1=1～6の場合(内蔵ループが指定された場合)
p2=PV1, PV2, RemoteSPの場合
p3=Scaleの場合
設定 CR p1, p2, p3, p4, p5, p6, p7, p8,

p9, p10, p11, p12, p13<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1, PV2, RemoteSP)
p3: モード(Scale)
p4: タイプ(DCV,TC,RTD)

p5: 測定レンジ指定
p4=DCV(20mV,
60mV,200mV,2V,6V,20V,50V)
p4=TC(R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,
PLATI,PR, WRe)
p4=RTD(JPT,PT)

p6: スパン下限値 EU(0.0～100.0%)
p7: スパン上限値 EU(0.0～100.0%)
p8: スケール下限値(-30000～30000)
p9: スケール上限値(-30000～30000)

P9-P8≦30000
p10:小数点位置(0～4)
p11:単位(最大6文字)
p12:開平演算使用の有無(Off,On)
p13:ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ CR[ p1,p2]?

例 ループ1で測定した電圧をmV単位に変換する。
測定レンジは2V，スパン下限値を-2V，スパン
上限値を2V，スケーリング下限値を-2000mV，
スケーリング上限値を2000mVにし，ローカッ
ト値を0%にする。
CR1,PV1,SCALE,DCV,2V,-2000,2000,-

2000,2000,0,mV,ON,0

p1=1～6の場合(内蔵ループが指定された場合)
p2=PVrangeの場合
設定 CR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PVrange)
p3: PVレンジ下限値(-30000～30000)
p4: PVレンジ上限値(-30000～30000)

P4-P3≦30000
p5: 小数点位置(0～4)
p6: 単位(最大6文字)
p7: 入力切り替えPV下限値(-30000～30000),

ただしP3とP4の範囲内
p8: 入力切り替えPV上限値(-30000～30000),

ただしP3とP4の範囲内
P8>P7
注) p7は温度設定範囲の場合のみ使用。パラ

メータの意味合いが変わる。
つまり，p8がp7になる。

クエリ CR[ p1,p2]?

例 ループ2の切替条件が「設定範囲」の状態で，
PVレンジの下限値を-500.0℃，上限値を
2500.0℃にして，入力切替のPV下限値を0.0，
PV上限値を400.0にする。
CR2,PVRANGE,-5000,25000,1,^C,0,4000

ループ2の切替条件が「PV上限値」の状態で，
PVレンジの下限値を-10000，上限値を20000
にして，入力切替のPV上限値を10000にする。
(単位なし)
CR2,PVRANGE,-10000,20000,0, ,10000

ループ2の切替条件が「接点入力」の状態で，
PVレンジの下限値を0.00V，上限値を40．00V
にする。
CR2,PVRANGE,0,4000,2

6.4　設定コマンド(制御関連)
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MP 制御用レンジ設定
p2=TC, RTDの場合
設定 MP p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: モード(TC,RTD)
p3: 測定レンジ指定

p3 = TC
(R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,PLATI,PR,WRe)
p3 = RTD (JPT,PT)

p4: スパン下限値 EU(0.0～100.0%)
p5: スパン上限値 EU(0.0～100.0%)
p6: 開平演算使用の有無(Off,On)
p7: ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ MP[ p1]?

例 CI01の入力の種類を熱電対タイプRにして，ス
パン下限値を0℃，スパン上限値を1760.0℃に
し，ローカット値を1.0％に設定する。
MPCI01,TC,R,0,17600,ON,10

p2=統一レンジ(1-5V)の場合
設定 MP p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: モード(1-5V)
p3: スケール下限値(-30000～30000)
p4: スケール上限値(-30000～30000)

P5-P4≦30000
p5: 小数点位置(0～4)
p6: 単位
p7: 開平演算使用の有無(Off,On)
p8: ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ MP[ p1]?

例 CI02の入力の種類を統一レンジにして，スケー
リング下限値を1.00A，スケーリング上限値を
5.00Aにし，開平演算を無しにする。
MPCI02,1-5V,100,500,2,A,OFF

p2=Scaleの場合
設定 MP p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11, p12<ターミネータ>
p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，

CX1000ではCI01～CI05)
p2: モード(Scale)
p3: タイプ(DCV,TC,RTD)
p4: 測定レンジ指定

p3=DCV(20mV,
60mV,200mV,2V,6V,20V,50V)
p3=TC(R,S,B,K,E,J,T,N,W,L,U,
PLATI,PR, WRe)
p3=RTD(JPT,PT)

p5: スパン下限値 EU(0.0～100.0%)
p6: スパン上限値 EU(0.0～100.0%)
p7: スケール下限値(-30000～30000)
p8: スケール上限値(-30000～30000)

p7-p8≦30000
p9:小数点位置(0～4)

p10:単位(最大6文字)
p11:開平演算使用の有無(Off,On)
p12:ローカット値(0.0%～5.0%)

クエリ MP[ p1]?

例 CI02で測定した電圧をmV単位に変換する。測定
レンジは2V，スパン下限値を-2V，スパン上限
値を2V，スケーリング下限値を-2000mV，ス
ケーリング上限値を2000mVにし，ローカット
値を0%にする。
MPCI02,SCALE,DCV,2V,-2000,2000,

-2000,2000,0,mV,ON,0

解説 PV/SP演算機能がONのときに有効。

MB バイアス
PV/SP演算機能がOFFのとき
設定 MB p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1,PV2,RemoteSP)
注) RemoteSPは，リモート使用時のみ有効。

p3: バイアス使用の有無(Off,On)
p4: バイアス値EUS(-100.0～100.0%)

クエリ MB[ p1,p2]?

例 入力の種類が熱電対タイプEであるループ1・測
定値1のバイアスを，最小値に設定する。
MB1,PV1,ON,-10000

PV/SP演算機能がONのとき
設定 MB p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: バイアス使用の有無(Off,On)
p3: バイアス値EUS(-100.0～100.0%)

クエリ MB[ p1]?

例 入力の種類が熱電対タイプEであるCI02のバイ
アスを，最小値に設定する。
MBCI02,ON,-10000

MF フィルタ
PV/SP演算機能がOFFのとき
設定 MF p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1,PV2,RemoteSP)
注) RemoteSPは，リモート使用時のみ有効。

p3: フィルタ使用の有無(Off,On)
p4: フィルタ値(0～120s)

クエリ MF[ p1,p2]?

例 ループ1・測定値1のフィルタ値を60秒にする。
MF1,PV1,ON,60

PV/SP演算機能がONのとき
設定 MF p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: フィルタ使用の有無(Off,On)
p3: フィルタ値(0～120s)

クエリ MF[ p1]?

例 CI03のフィルタ値を60秒にする。
MFCI03,ON,60

6.4　設定コマンド(制御関連)
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RS 比率設定
設定 RS p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 比率設定使用の有無(Off,On)
p3: 比率値(1～30000)
p4: 比率値の小数点位置(0～4)

クエリ RS[ p1,p2]?

例 ループ2の比率値を10.5にする。
RS2,ON,105,1

解説 GSコマンドでリモート入力を選択しているとき
に有効です。

■制御アラーム関連
AT 制御用アラーム設定
p3=Offの場合(制御アラーム無し)
設定 AT p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: アラーム番号(1～4)
p3: アラーム設定の有無(Off)

クエリ AT[ p1,p2]?

例 ループ1，レベル1のアラームをOffにする。
AT1,1,OFF

p1=1～6の場合
p3=Onの場合(制御アラーム有り)
設定 AT p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: アラーム番号(1～4)
p3: アラーム設定の有無(On)
p4: アラームの種類*1

p5: アラーム待機動作(Off,On)
p6: リレー設定の有無(Off,On)
p7: リレー番号*2

*1: PV-High,PV-Low,Deviation-High,
Deviation-Low,Deviation-H&L,
Dev-within-H&L,SP-High,SP-Low,
Output-High,Output-Low

*2: DI001～DI006
DI101～DI106
DI201～DI206
DO001～DO006
DO101～DO106
DO201～DO206
RI001～RI012(拡張モジュール)
SW001～SW036(内部スイッチ)

クエリ AT[ p1,p2]?

例 ループ1，アラーム番号4のアラームの種類を偏
差上下限警報にして，待機動作・リレー出力を
有にし，アラーム発生時にリレー104番が動作
するようにする。
AT1,4,ON,DEVIATION-H&L,ON,ON,DO104

AV 制御用アラーム設定値
p1=1～6の場合
設定 AV p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 目標設定値番号(1～8)

p3: アラーム番号(1～4)
p4: アラーム設定値
測定値/設定値警報

EU(0.0～100.0%)
偏差上限/偏差下限警報

EUS(-100.0～100.0%)
偏差上下限警報/上下限偏差内

EUS(0.0～100.0%)
出力値警報 (-5.0～105.0%)

クエリ AV[ p1,p2,p3]?

例 入力の種類を熱電対タイプKに，アラーム番号1
のタイプを偏差上限警報に設定したループ1の目
標設定値番号1，アラーム番号1のアラーム値
を，設定可能範囲の最大値に設定する。
AV1,1,1,15700

■運転関連
HS 抑制機能の設定
設定 HS p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 抑制機能(Off,Overshoot)

クエリ HS[ p1]?

例 ループ1の抑制機能を設定する。
HS1,OVERSHOOT

HT 勾配時間単位の設定
設定 HT p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 勾配時間単位の設定(Hour,Minute,Second)

クエリ HT[ p1]?

例 ループ1の勾配時間単位を「秒」にする。
HT1,SECOND

HH 目標設定値上昇勾配の設定
設定 HH p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 目標設定値上昇勾配設定の有無(Off,On)
p3: 目標設定値上昇勾配値(1digit～EUS
(100%))

クエリ HH[ p1]?

例 入力の種類を測温抵抗体タイプPTに設定した
ループ1の目標設定値上昇勾配値を設定可能範囲
の最大値に設定する。
HH1,ON,8000

HL 目標設定値下降勾配の設定
設定 HL p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 目標設定値下降勾配設定の有無(Off,On)
p3: 目標設定値下降勾配値(1digit～EUS
(100%))

クエリ HL[ p1]?

例 スケールの範囲を100．00～200．00に設定し
たループ2の目標設定値下降勾配値を設定可能範
囲の最小値に設定する。
HL2,ON,1

6.4　設定コマンド(制御関連)
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HM ループタグ，タグコメントの設定
設定 HM p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: タグ(8文字半角英数字。 日本語は半角カタ

カナあり)
p3: タグコメント(8文字半角英数字。 日本語は

半角カタカナあり)
クエリ HM[ p1]?

例 ループ5のタグを「TAG5」，タグコメントを
「5ﾙｰﾌﾟ Tag」にする。
HM5,TAG5,5ﾙｰﾌﾟ Tag

GC ゾーンPIDの設定1(リファレンスポ
イント)

設定 GC p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: リファレンスポイント番号(1～6)
p3: リファレンスポイントEU(0.0～100.0%)

リファレンスポイント数=PID組数-2
クエリ GC[ p1,p2]?

例 入力の種類を熱電対タイプJに設定したループ
4，番号1のリファレンスポイントを設定可能範
囲の最小値に設定する。
GC4,1,-2000

GD ゾーンPIDの設定2(切り替えヒステ
リシス)

設定 GD p1,p2<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 切り替えヒステリシス値 EUS(0.0～10.0%)

クエリ GD[ p1]?

例 入力の種類を熱電対タイプRに設定したループ3
の切り替えヒステリシス値を，設定可能範囲の
最大値に設定する。
GD3,1760

HW ゾーンPIDの設定3(リファレンス偏
差)

設定 HW p1, p2, p3<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: リファレンス偏差の有無(Off,On)
p3: リファレンス偏差値(1digit～EUS(100%))

クエリ HW[ p1]?

例 入力の種類を熱電対タイプWReに設定したルー
プ2のリファレンス偏差値を設定可能範囲の最大
値に設定する。
HW1,ON,24000

■PIDパラメータ
GO 目標設定値の設定
設定 GO p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 目標設定値 EU(0.0～100.0%)

ただし，目標設定値リミット上下限内

クエリ GO[ p1,p2]?

例 入力の種類を熱電対タイプPLATIに設定した
ループ1のPID番号1の目標設定値を，設定可能
範囲の最大値に設定する。
GO1,1,14000

HP 比例帯の設定
設定 HP p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 比例帯P(0.1～999.9%)

クエリ HP[ p1,p2]?

例 ループ2のPID番号6の，比例帯の値を100.0％に
する。
HP2,6,1000

HI 積分時間の設定
設定 HI p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 積分時間(0～6000s)

クエリ HI[ p1,p2]?

例 ループ3，PID番号8の積分時間を3600秒にす
る。
HI3,8,3600

HD 微分時間の設定
設定 HD p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 微分時間(0～6000s)

クエリ HD[ p1,p2]?

例 ループ4，PID番号1の微分時間を900秒にす
る。
HD4,1,900

HO 制御関連の設定
4-20mA電流出力
設定 HO p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 出力リミット下限値(-5.0～105.0%)
p4: 出力リミット上限値(-5.0～105.0%)

P4>P3
p5: シャットダウン機能の有無(Off,On)
p6: マニュアルリセット(-5.0～105.0%)
p7: 制御動作方向切り替えの設定

(Reverse,Direct)
p8: プリセット出力(-5.0～105.0%)

(カスケード制御の場合は，2次側のみ有効)
クエリ HO[ p1,p2]?
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例 ループ3，PID番号7の出力リミット下限値を-1.0
％，上限値を101.0％にし，シャットダウン機能
を無，マニュアルリセットを80.0％，制御動作
方向切り替えを正動作に，プリセット出力を
10.0％に設定する。
HO3,7,-10,1010,OFF,800,DIRECT,100

オンオフ制御
設定 HO p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: ヒステリシスの設定値 EUS(0.0～100.0%)
p4: ヒステリシスの動作点(Mid,High,Low)
p5: 制御動作方向切り替えの設定

(Reverse,Direct)
p6: プリセット出力(-5.0～105.0%)

(カスケード制御の場合は，2次側のみ有効)
クエリ HO[ p1,p2]?

例 入力の種類を熱電対タイプTに設定したループ
4，PID番号4のリレーヒステリシスの設定値を
設定可能範囲の10％(60.0)，動作点を上限にし
て，制御動作方向切り替えを逆動作に，プリ
セット出力を0.0％にする。
HO4,4,600,HIGH,REVERSE,0

オンオフ制御なし
設定 HO p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID番号(1～8)
p3: 出力リミット下限値(-5.0～105.0%)
p4: 出力リミット上限値(-5.0～105.0%)
p5: マニュアルリセット(-5.0～105.0%)
p6: 制御動作方向切り替えの設定

(Reverse,Direct)
p7: プリセット出力(-5.0～105.0%)

(カスケード制御の場合は，2次側のみ有効)
クエリ HO[ p1,p2]?

例 ループ5，PID番号5の出力リミット下限値を
10.0％，上限値を90.0％にし，マニュアルリ
セットを10.0％，制御動作方向を正動作，プリ
セット出力を50.0％にする。
HO5,5,100,900,100,DIRECT,500

■コントロールグループ設定
FG コントロールグループ名の設定
設定 FG p1,p2<ターミネータ>

p1: グループ番号(1～8，CX1000では1～4)
p2: グループ名(最大16文字)

クエリ FG[ p1]?

例 グループ番号2のグループ名を「ｺﾝﾄﾛｰﾙNo.2」
にする。
FG2,ｺﾝﾄﾛｰﾙ No.2

GG 制御グループの設定
設定 GG p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: グループ番号(1～8，CX1000では1～4)
p2: 設定番号(1～6)
p3: 設定のOff/On(Off/On)
p4: 設定項目の種類

(Int-Loop/Ext-Loop/Meas-CH/DIO)
p5: ループ番号

(内蔵ループ:1～6，CX1000では1または2)
(外部ループ:1～16，CX1000では1～4)
(測定チャネル:1～20，CX1000では1～6)
(DIO:1～36，CX1000では1～12)

クエリ GG[ p1,p2]?

例 グループ番号6，設定番号1を，内蔵ループの
ループ1にする。
GG6,1,ON,INT-LOOP,1

■折線入出力関連, 制御グループ設定
HA 折れ線モードの設定
PV/SP演算機能がOFFの場合
設定 HA p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1,PV2)
p3: 折線モード(Off,Biasing,Approximation)

クエリ HA[ p1,p2]?

例 ループ6・測定値1の折れ線モードを，折れ線バ
イアスにする。
HA6,PV1,BIASING

PV/SP演算機能がONの場合
設定 HA p1,p2<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: 折線モード(Off,Biasing,Approximation)
クエリ HA[ p1]?

例 CI01の折れ線モードを，折れ線バイアスにす
る。
HACI01,BIASING

HE 折れ線の設定
PV/SP演算機能がOFFの場合
設定 HE p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力の種類(PV1,PV2)
p3: 折点番号(1～11)
p4: 折れ線入力

折れ線近似 EU(-5.0～105.0%)
折れ線バイアス EU(-5.0～105.0%)

p5: 折れ線出力
折れ線近似 EU(-5.0～105.0%)
折れ線バイアス EUS(-100.0～100.0%)

クエリ HE[ p1,p2,p3]?

例 入力の種類を測温抵抗体タイプJPT，折れ線
モードを折れ線バイアスに設定したループ1・測
定値1の，折点番号2の折線入力の値を500.0，
出力を設定可能な最大値に設定する。
HE1,PV1,2,5000,875

6.4　設定コマンド(制御関連)
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PV/SP演算機能がONの場合
設定 HE p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10，
CX1000ではCI01～CI05)

p2: 折点番号(1～11)
p3: 折れ線入力

折れ線近似 EU(-5.0～105.0%)
折れ線バイアス EU(-5.0～105.0%)
p4: 折れ線出力

折れ線近似 EU(-5.0～105.0%)
折れ線バイアス EUS(-100.0～100.0%)

クエリ HE[ p1,p2]?

例 入力の種類を測温抵抗体タイプJPT，折れ線
モードを折れ線バイアスに設定したCI01の，折
点番号2の折線入力の値を500.0，出力を設定可
能な最大値に設定する。
HECI01,2,5000,7750

■パターン初期設定
PB パターン初期設定
設定 PB p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: パターン番号(1～30)
p2: 使用セグメント数(0～99)ただしパターン全

体で300以内。
p3: セグメント設定方式の設定(Time,Ramp)
p4: パターン名(半角英数字。最大16文字。)
p5: セグメント編集(Off/Delete/Insert)

p2の設定が0以外のとき設定可能
p6: 編集セグメント番号(1～99)ただし使用セグ

メント数以内。p5がOff以外のとき設定可
能。

クエリ PB[ p1]?

解説 ・プログラム運転実行中は，p1:パターン番号，
p2: パターン名になり，他のパラメータは設定
できません。

・設定データファイルを出力中(FEコマンドで指
定)は，本コマンドを使用できません。

PI 動作ループの指定
設定 PI p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 動作指定(Off/On)

クエリ PI[ p1]?

■ウェイト動作設定
PZ ウェイトゾーンの設定
設定 PZ p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: ウェイトゾーン番号(1～5)
p3: ウェイトOff/On
p4: ゾーンの設定値上側(1digit～EUS(100.0%))
p5: ゾーンの設定値下側(1digit～EUS(100.0%))

p4，p5は，p3がOnのときだけ設定可能
クエリ PZ[ p1,p2]?

PW ウェイト時間の設定
設定 PW p1,p2<ターミネータ>

p1: ウェイトゾーン番号(1～5)
p2: ウェイト時間の設定(hh:mm:ss 書式固定)

hh 時(00～99)
mm 分(00～59)
ss 秒(00～59)

クエリ PW[ p1]?

■プログラム初期設定
PO スタート目標設定値の設定
設定 PO p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: スタート目標設定値 EU(0.0～100.0%)

クエリ PO[ p1]?

PQ スタートコードの設定
設定 PQ p1<ターミネータ>

p1: スタートコード(*印参照)
*: StartTargetSP

RampPV1Start
TimePVStart
RampPV2Start
RampPV3Start
RampPV4Start
RampPV5Start
RampPV6Start

クエリ PQ?

■プログラム運転関連
PD ランプ/ソーク選択の設定
設定 PD p1,p2<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: ランプ/ソークの選択(Ramp/Soak)

クエリ PD[ p1]?

PM 到達目標設定値の設定
設定 PM p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p3: 到達目標設定値 EU(0.0～100.0%)

クエリ PM[ p1,p2]?

PT セグメント時間の設定
設定 PT p1,p2<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: セグメント時間(hh:mm:ss 書式固定)

hh 時(00～99)
mm 分(00～59)
ss 秒(00～59)
ただし，1秒以上の時間を設定してくださ
い。

クエリ PT[ p1]?
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PU 勾配時間単位/勾配の設定
設定 PU p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: 勾配時間単位(Hour,Minute)
p3: 勾配(単位時間あたりの勾配1digit～EUS

(100%))
クエリ PU[ p1]?

PG セグメントPIDグループ番号
設定 PJ p1,p2<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: セグメントPIDグループ番号(1～8)

クエリ PG[ p1]?

PJ セグメント切り替え時動作/ウェイ
トの設定

設定 PJ p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: セグメント番号(1～99)
p2: セグメント切り替え時動作*

p3: ウェイト動作(Off/Shift/Within)
p4: ウェイトゾーン番号(1～5)(p3がOff以外の

場合のみ設定可能)
*:Continue/HoldShift/LocalShift/ResetShift

クエリ PJ[ p1]?

■イベント設定
ET タイムイベント設定
設定 ET p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: イベント番号(1～16)
p3: イベントの有無(Off,On1,On2,On3)
p4: オン時間(hh:mm:ss 書式固定)

hh 時(00～99)
mm 分(00～59)
ss 秒(00～59)

p5: オフ時間(hh:mm:ss 書式固定)
hh 時(00～99)
mm 分(00～59)
ss 秒(00～59)
P5>P4

クエリ ET[ p1,p3]?

解説 ・p3がOn1のとき，p4はオン時間，p5はオフ時
間として扱われます。

・p3がOn2のとき，p4はオン時間として扱われ
ます。p5は無効です。

・p3がOn3のとき，p4はオフ時間として扱われ
ます。p5は無効です。

EP PVイベント設定
設定 EP p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: セグメント番号(1～99)
p2: イベント番号(1～16)
p3: ループ番号

(Off,1～6，CX1000では1または2)

p4: PVイベントタイプ*

p5: PVイベント設定値(出力系のイベントでは%
の値を設定する)

*: PV-High,PV-Low,Deviation-High,
Deviation-Low,Deviation-H&L,
Dev-within-H&L,SP-High,SP-Low,
Output-High,Output-Low

クエリ EP[ p1,p2]?

■イベント出力設定
EO イベント出力の設定
設定 ET p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: イベントの種類(TimeEvent,PVEvent)
p2: イベント番号(1～16)
p3: リレー出力の有無(Off,On)
p4: リレー番号*

*: DO001～DO006
DO101～DO106
DO201～DO206
RO001～RO012(拡張モジュール)
SW001～SW036(内部スイッチ)
CX1000ではDO001～DO006，SW001～
SW018

クエリ EO[ p1,p2]?

PA プログラム制御終了通知
設定 PA p1,p2<ターミネータ>

p1: リレー出力の有無(Off,On)
p2: リレー番号*

*: DO001～DO006
DO101～DO106
DO201～DO206
RO001～RO012(拡張モジュール)
SW001～SW036(内部スイッチ)
CX1000ではDO001～DO006，SW001～
SW018

クエリ PA?

■リピート動作設定
PR リピート動作の設定
設定 PR p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: リピート動作設定(Off,On,Repeat)
p2: 繰り返し数(1～999)

p1がOnのときだけ設定可能
p3: スタートセグメント番号(1～99)
p4: エンドセグメント番号(1～99)

クエリ PR?

解説 p1がRepeatのときは，p2がスタートセグメン
ト番号，p3がエンドセグメント番号になりま
す。

6.4　設定コマンド(制御関連)
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■プログラム設定終了
PE プログラム設定終了
設定 PE p1<ターミネータ>

p1: 0: STORE(プログラム設定終了)
1: ABORT(プログラム設定ABORT)

■プログラム運転/停止時のメッセージ自動印
字

PK プログラム運転/停止時のメッセー
ジ自動印字の設定

設定 PK p1<ターミネータ>
p1: 0: Off(自動印字しない)

1: On(自動印字する)
クエリ PK?

■プログラム表示位置
PL プログラム表示位置の設定
設定 PL p1,p2

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 表示位置(1～6)

■運転画面自動切り替え
MQ 運転画面自動切り替えの設定
設定 MQ p1<ターミネータ>

p1: 運転画面自動切替のOff/On
クエリ MQ?

■イベント表示グループ
PV イベント表示グループの設定
設定 PV p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: パターン番号(1～30)
p2: イベント表示番号(1～5)
p3: 表示のOFF/ON
p4: イベントの種類

Time Event：タイムイベント
PV Event： PVイベント

p5: イベント番号(1～16)
クエリ PV[ p1]?

■詳細設定(制御機能設定)
HF 設定値の設定
設定 HF p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 目標設定値トラッキングの有無(Off,On)
p3: 測定値トラッキングの有無(Off,On)
p4: 目標設定値リミットの上限値EU(0.0～

100.0%)
上限値>下限値

p5: 目標設定値リミットの下限値EU(0.0～
100.0%)
上限値>下限値

クエリ HF[ p1]?

GL 出力変化率リミッタの設定
設定 GL p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 出力変化率リミッタの有無(Off,On)
p3: 出力変化率リミッタ値の設定(0.1～

100.0%/s)
クエリ GL[ p1]?

解説 制御出力の種類(GQコマンドで指定)が，「On/
Off-control」に設定されているとき，本コマン
ドは使用できません。

GA 過積分抑制機能の設定
設定 GA p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 過積分抑制機能(Auto,Manual)
p3: 偏差幅(50.0～200.0)

p2がManualのときだけ設定可能
クエリ GA[ p1]?

解説 制御出力の種類(GQコマンドで指定)が，「On/
Off-control」に設定されているとき，本コマン
ドは使用できません。

■詳細設定(ヒステリシス(アラーム, PVイベン
ト))

AP アラームヒステリシスの設定
設定 AP p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: アラーム番号(1～4)
p3: ヒステリシス EUS(測定スパンに0.0～

10.0%を掛けた値がヒステリシスの設定範
囲になります。ただし，アラームの種類が
出力値上限警報や出力値下限警報のとき
は，0.0～10.0%の%値そのものが設定範囲
になります。)

クエリ AP[ p1,p2]?

PH PVイベントヒステリシスの設定
設定 PH p1,p2<ターミネータ>

p1: PVイベント番号(1～16)
p2: ヒステリシス(0.0～10.0%)

クエリ PH[ p1]?

6.4　設定コマンド(制御関連)
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■詳細設定(DIO操作監視機能設定)
DX DIO操作監視機能の設定
DIO操作監視機能をOFFにする場合
設定 DX p1,p2<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: Off(Off/On)
クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2をOFFにする。
DX2,OFF

DI-1に設定する場合
設定 DX p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: ON(Off/On)
p3: 種類(DI-1，DO-1，DO-2，DIO-11，DIO-

12，DO-2P，DIO-12P)
ここではDI-1に設定

p4: DI番号(DI001～DI006，DI101～DI106，
DI201～DI206，RI001～RI012　CX1000
ではDI001～DI006)

クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2をDI002の入力を監視する設
定にする。
DX2,ON,DI-1,DI002

DO-1に設定する場合
設定 DX p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: ON(Off/On)
p3: 種類(DI-1，DO-1，DO-2，DIO-11，DIO-

12，DO-2P，DIO-12P)
ここではDO-1に設定

p4: 内部スイッチ番号(SW001～SW036　
CX1000ではSW001～SW018)

p5: DO番号(DO001～DO006，DO101～
DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2を，内部スイッチSW003の
状態をDO002から出力して監視する設定にす
る。
DX2,ON,DO-1,SW003,DO002

DO-2またはDO-2Pに設定する場合
設定 DX p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: ON(Off/On)
p3: 種類(DI-1，DO-1，DO-2，DIO-11，DIO-

12，DO-2P，DIO-12P)
ここではDO-2またはDO-2Pに設定

p4: 内部スイッチ番号(SW001～SW036　
CX1000ではSW001～SW018)

p5: ON用DO番号(DO001～DO006，DO101～
DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

p6: OFF用DO番号(DO001～DO006，DO101
～DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2を，内部スイッチSW003の
ON状態をDO002から，OFF状態をDO003から
出力して監視する設定にする。
DX2,ON,DO-2,SW003,DO002,DO003

DIO-11に設定する場合
設定 DX p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: ON(Off/On)
p3: 種類(DI-1，DO-1，DO-2，DIO-11，DIO-

12，DO-2P，DIO-12P)
ここではDIO-11に設定

p4: 内部スイッチ番号(SW001～SW036　
CX1000ではSW001～SW018)

p5: DO番号(DO001～DO006，DO101～
DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

p6: DI番号(DI001～DI006，DI101～DI106，
DI201～DI206，RI001～RI012　CX1000
ではDI001～DI006)

クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2を，内部スイッチSW003の
状態をDO002から出力し，DI003の状態を監視
する設定にする。
DX2,ON,DIO-11,SW003,DO002,DI003

DIO-12またはDIO-12Pに設定する場合
設定 DX p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で
は01～12)

p2: ON(Off/On)
p3: 種類(DI-1，DO-1，DO-2，DIO-11，DIO-

12，DO-2P，DIO-12P)
ここではDIO-12またはDIO-12Pに設定

p4: 内部スイッチ番号(SW001～SW036　
CX1000ではSW001～SW018)

p5: ON用DO番号(DO001～DO006，DO101～
DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

p6: OFF用DO番号(DO001～DO006，DO101
～DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012　CX1000ではDO001～DO006)

p7: DI番号(DI001～DI006，DI101～DI106，
DI201～DI206，RI001～RI012　CX1000
ではDI001～DI006)

クエリ DX p1?

例 DIO操作監視番号2を，内部スイッチSW003の
ON状態をDO002から，OFF状態をDO003から
出力し，DI002の状態を監視する設定にする。
DX2,ON,DIO-12,SW003,DO002,DO003,

DI002

解説 DO-2，DO-2P，DIO-12，DIO-12PではON用
DOとOFF用DOを同じDOに設定できません。

6.4　設定コマンド(制御関連)
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DY DIO操作監視機能のタグ，タグコメ
ントの設定

設定 DX p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で

は01～12)
p2: タグ(半角英数字カタカナ8文字，記号は不

可)
p3: タグコメント(半角英数字カタカナ8文字，

記号は不可)
クエリ DX[ p1]?

例 DIO操作監視機能番号3のタグにtest，タグコメ
ントにonoffを設定する
DX3,test,onoff

DZ DIO操作監視機能のラベル，表示色
の設定

設定 DZ p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>
p1: DIO操作監視機能番号(01～36，CX1000で

は01～12)
p2: ONラベル(半角英数字カタカナ8文字，記号

は不可)
p3: ONの表示色

Red，Green，B.violet，Brown，Orange，
Y.green，Lightblue，Violet，Lime，
Cyan，Darkblue，Purple

p4: OFFラベル(半角英数字カタカナ8文字，記
号は不可)

p5: OFFの表示色
Red，Green，B.violet，Brown，Orange，
Y.green，Lightblue，Violet，Lime，
Cyan，Darkblue，Purple

クエリ DZ[ p1]?

例 DIO操作監視機能番号3のONのラベルをstart，
ON表示色を赤，OFFのラベルをstop，OFF表示
色を緑に設定する
DZ3,start,Red,stop,Green

■詳細設定(DI/DOラベル設定)
DW DI/DOラベル設定
設定 DW p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: DI/DO種類
CTRL1-DO，CTRL2-DO，CTRL3-DO，
EXT1-RO，CTRL1-DI，CTRL2-DI，
CTRL3-DI，EXT1-RI

p2: DIO端子番号
DI001～DI006，DI101～DI106，DI201～
DI206，RI001～RI012，DO001～
DO006，DO101～DO106，DO201～
DO206，RO001～RO012

p3: ラベル(半角英数字カタカナ16文字，記号は
不可)

クエリ DW[ p1,p2]?

■制御用演算関連
MT 演算式の設定
PV演算の設定
設定 MT p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8(,p9,p10)<

ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 演算式を設定するパラメータ(PV/PV1/PV2)
p3: 演算の有無(ON/OFF)
p4: 演算式(最大120文字)
p5: PVレンジ下限値(-30000～30000，

幅30000)
p6: PVレンジ上限値(-30000～30000，

幅30000)
p7: レンジ小数点位置(0～4)
p8: 単位(最大6文字)
p9: 入力切替PV下限値(2入力切替のときだけ

ただし，切替条件がPV上限値のときは上限
値　-30000～30000，p5とp6の範囲内)

p10:入力切替PV上限値(2入力切替のときだけ
ただし，切替条件がPV上限値のときは無
効　-30000～30000，p5とp6の範囲内)

SP演算の設定
設定 MT p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 演算式を設定するパラメータ(SP)
p3: 演算の有無(ON/OFF)
p4: 演算式(最大120文字)

アナログ再伝送演算の設定
設定 MT p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 演算式を設定するパラメータ(Retrans)
p3: 演算の有無(ON/OFF)
p4: 演算式(最大120文字)
p5: OUTスパン下限値(-30000～30000，

幅30000)
p6: OUTスパン上限値(-30000～30000，

幅30000)
p7: OUTスパン小数点位置(0～4)
p8: 単位(最大6文字)

クエリ MT[ p1]?

例 ループ1のPVにチャネル02～05の測定値の平均
値を設定する。PVレンジ下限値は1V，上限値は
5Vにする。
MT01,PV,ON,CLOG.AVE(02-05),100,

500,2,V

解説 ・CXのスタイルナンバーS3以降に対応。
・p3の演算式が指定できない場合は，p4以降が
順次詰められる。

MU 演算エラーの設定
設定 MU p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: パラメータ(PV/PV1/PV2/SP/Retrans)
p3: エラー指定(Over/Under)

クエリ MU[ p1]?

6.4　設定コマンド(制御関連)
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MV ロジック演算の設定
設定 MV p1,p2<ターミネータ>

p1: 演算番号(1～30)
p2: 出力リレー選択

OFF/DO001～DO006/DO101～DO106/
DO201～DO206/RO001～O012/
SW001～SW036

p3: 演算式(p2がOFFのときは不要　120文字以
内)

クエリ MV[ p1]?

MX 演算定数の設定
設定 MX p1,p2<ターミネータ>

p1: 演算定数番号(1～36)
p2: 演算定数

－9.9999E＋29～－1.0000E－30
0
1.0000E－30～9.9999E＋29

クエリ MX[ p1]?

DU リモートバイアスの設定
設定 DU p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2:  バイアス使用の有無(ON/OFF)
p3: バイアス値(－30000～30000)

クエリ DU[ p1]?

■外部ループPIDパラメータ設定
DT 外部ループPIDパラメータ設定
設定 DT p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～16，CX1000では1～4)
p2: グループ番号

UT320/321/350/351の場合1～4
UT420/450/520/550/750の場合1～8

p3: PIDパラメータ名
SP: 目標設定値(EU(0.0～100.0％))
A1～A4: 警報1～4の設定値(UT320/

321/350/351/420の場合は警
報1～3)
測定値警報/設定値警報：測定
入力レンジの－100.0～100.0％
偏差警報：測定入力レンジスパ
ンの－100.0～100.0％
出力値警報：－5.0％～105.0％
タイマ警報(警報1だけ)：－1～
5999

P: 比例帯の設定(1～9999)
OH: 出力リミット上限値(－5.0～105.0％)
OL: 出力リミット下限値(－5.0～105.0％)
MR: マニュアルリセット(－5.0～105.0％)

積分時間「I」がOFFのときに有効
H: オンオフ制御のヒステリシス

オンオフ制御時: 測定入力レンジスパ
ンの0.0～100.0％
位置比例PID制御時: 0.0～100.0％

6.4　設定コマンド(制御関連)

DB: 不感帯
位置比例PID制御時: 1.0～10.0％

DR: 正逆動作の切替
0: 逆動作，1: 正動作

PO: プリセット出力値(－5.0～105.0％)
CXの外部ループチューニングアイテムが設
定されているループは，外部ループチュー
ニングアイテムが優先されます。

p4: パラメータ値
p3のPIDパラメータによって設定値が変わ
る。

クエリ DT[ p1,p2(,p3)]?

例 外部ループ1，グループ番号1，PIDパラメータ
SPの設定値を1000にする。
DT1,1,SP,1000

解説 ・ パラメータの設定範囲は使用するUTによっ
て変わります。

積分時間/微分時間の設定
設定 DT p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～16，CX1000では1～4)
p2: グループ番号

UT320/321/350/351の場合1～4
UT420/450/520/550/750の場合1～8

p3: PIDパラメータ名
I: 積分時間
D: 微分時間

p4: 積分/微分の有無(On/Off)
p5: p4がONのときのパラメータ(1～6000)

クエリ DT[ p1,p2(,p3)]?

例 外部ループ2，グループ番号2，PIDパラメータD
の設定値を2000にする。
DT2,2,D,ON,2000

解説 ・ クエリとしてDT p1,p2?とした場合は，p2
のグループ番号のPIDパラメータと各パラ
メータの設定値を返します。

・ 外部ループの制御モード，制御出力種類に
よって，設定できるPIDパラメータが変わり
ます。
オンオフ制御
SP，A1～A4，H，DR，PO
オンオフ制御以外
SP，A1～A4，P，I，D，OH，OL，MR，
DR，PO
位置比例制御
SP，A1～A4，H，P，I，D，OH，OL，
MR，DR，DB，PO
内部カスケード1次側
SP，A1～A4，P，I，D，OH，OL，MR，
DR

■外部ループ制御関連パラメータ設定
DV 外部ループ制御関連パラメータ設

定
設定 DV p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～16，CX1000では1～4)
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p2: パラメータ名
MODE/AT/RL/SR/MOUT/SPN

p3: パラメータ値
MODE: 手動/自動/カスケードの切替

0: 自動運転
1: 手動運転(カスケード制御の1次
側ループは選択不可)
2: カスケード運転(カスケード制御
の2次側ループのみ選択可)

AT: オートチューニングの実行，終了
操作
0: 実行中のオートチューニングを
終了
1: PID番号1を実行
：
8: PID番号8を実行
9: ALL
UT320/UT321/UT350/UT351で
は5～8は使用不可

RL: リモート/ローカルの選択
0: ローカル運転
1: リモート運転(以下のときは選択
できません。
UT420/UT450/UT520/UT550:
制御モードが単ループで制御保持
機能以外
UT750: 制御モードがカスケード2
次側)
UT320/UT321/UT350/UT351で
は使用不可

SR: 運転開始/停止操作
0: 運転停止
1: 運転開始
UTの動作モードによっては使用不
可

MOUT: 制御出力値の変更操作(手動運転の
ときに有効)
オンオフ制御時: 0.0％，100.0％
オンオフ制御時以外: －5.0％～
105.0％

SPN: 目標設定値番号の切替
1: 目標設定値番号1を選択
：
8: 目標設定値番号8を選択
UT320/UT321/UT350/UT351で
は，1～4まで選択可能

例 外部ループ2を自動運転にする。
DV2,MODE,0

解説 ・ パラメータの設定範囲は使用するUTによっ
て変わります。

6.5 設定コマンド(計測関連)

SR 入力レンジの設定
スキップの設定をする場合
設定 SR p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 設定の種類(SKIP)
クエリ SR[ p1]?

例 チャネル01をスキップする。
SR01,SKIP

解説 ・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・SKIPに設定されたチャネルは測定されませ
ん。

電圧，熱電対，測温抵抗体，ON/OFF入力の設定をす
る場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 入力の種類
VOLT直流電圧
TC 熱電対
RTD 測温抵抗体
DI ON/OFF入力

p3: 測定レンジ
p4: スパン下限値
p5: スパン上限値

クエリ SR[ p1]?

例 チャネル01の入力の種類を熱電対タイプRにし
て，スパン下限値を0℃，スパン上限値を
1760.0℃にする。
SR01,TC,R,0,17600

解説 ・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・p3，p4，p5の設定パラメータは，6.3節の表
に従って設定してください。

・p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
6.3節の表の位置に固定です。

チャネル間差演算の設定をする場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 設定の種類(DELTA)
p3: 入力の種類

VOLT直流電圧
TC 熱電対
RTD 測温抵抗体
DI ON/OFF入力

p4: 測定レンジ
p5: スパン下限値
p6: スパン上限値

6.5　設定コマンド(計測関連)



6-26 IM 04L31A01-17

6.5　設定コマンド(計測関連)

p7: 基準チャネル(01～20，CX1000では01～
06)

クエリ SR[ p1]?

例 チャネル10の設定の種類をチャネル(基準チャネ
ル)01とのチャネル間差演算にし，入力の種類を
TCにする。測定レンジはRにする。スパン下限
値を10.0℃，スパン上限値を100.0℃にする。
SR10,DELTA,TC,R,100,1000,01

解説 ・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・p4，p5，p6の設定パラメータは，6.3節の表
に従って設定してください。

・p5，p6の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
6.3節の表の位置に固定です。

スケーリングの設定をする場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10<

ターミネータ>
p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～

06)
p2: 設定の種類(SCALE)
p3: 入力の種類

VOLT直流電圧
TC 熱電対
RTD 測温抵抗体
DI ON/OFF入力

p4: 測定レンジ
p5: スパン下限値
p6: スパン上限値
p7: スケーリング下限値(-30000～30000)
p8: スケーリング上限値(-30000～30000)
p9: スケーリング小数点位置(0～4)
p10:単位(最大6文字)

クエリ SR[ p1]?

例 チャネル02で測定した直流電圧を直流電流に換
算する。測定レンジは6V，スパン下限値は1V，
スパン上限値は5V，スケーリング下限値
1.00A，スケーリング上限値を5.00Aにする。
SR02,SCALE,VOLT,6V,1000,5000,100,

500,2,A

解説 ・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・p4，p5，p6の設定パラメータは，6.3節の表
に従って設定してください。

・p5，p6の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
6.3節の表の位置に固定です。

・p7，p8，p9は3つのパラメータをすべて設定
するか，すべて省略するかのどちらかにしてく
ださい。

開平演算の設定をする場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9<ターミ

ネータ>
p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～

06)

p2: 設定の種類(SQRT)
p3: 測定レンジ
p4: スパン下限値
p5: スパン上限値
p6: スケーリング下限値

(-30000～30000)
p7: スケーリング上限値

(-30000～30000)
p8 スケーリング小数点位置(0～4)
p9 単位(最大6文字)

クエリ SR[ p1]?

例 チャネル01で測定した直流電圧を開平演算にて
流量に換算する。測定レンジは6V，スパン下限
値は1V，スパン上限値は5V，スケーリング下限
値10.0m3/s，スケーリング上限値を100.0m3/s
にする。
SR01,SQRT,6V,1000,5000,100,1000,1,

m3/s

解説 ・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・p3，p4，p5の設定パラメータは，6.3節の表
に従って設定してください。

・p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
6.3節の表の位置に固定です。

・p6，p7，p8は3つのパラメータをすべて設定
するか，すべて省略するかのどちらかにしてく
ださい。

SO 演算式の設定
設定 SO p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1 演算チャネル番号(31～60，CX1000では
31～42)

p2 演算の有無(ON，OFF)
p3 演算式(最大40文字)
p4 スパン下限値(-9999999～99999999)
p5 スパン上限値(-9999999～99999999)
p6 スパン小数点位置(0～4)
p7 単位(最大6文字)

クエリ SO[ p1]?

例 演算チャネル番号を31，演算の有無をON，演算
式をチャネル01とチャネル02の和，スパン下限
値を－10.0000，スパン上限値を16.0000，単
位をVにする。
SO31,ON,01+02,-100000,160000,4,V

解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

・演算式については，ユーザーズマニュアル
IM04L31A01-01またはIM04L31A01-03を
ご覧ください。

・p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて
負の値は7桁，正の値は8桁以内で入力してく
ださい。
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6.5　設定コマンド(計測関連)

・p4，p5，p6は3つのパラメータをすべて設定
するか，すべて省略するかのどちらかにしてく
ださい。

SA アラームの設定
アラーム無しの場合
設定 SA p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 チャネル番号(01～20/31～60，CX1000
では01～06/31～42)

p2 アラーム番号(1～4)
p3 アラームの有無(OFF)

クエリ SA[ p1[,p2]]?

例 チャネル10のアラーム番号1を無しにする。
SA10,1,OFF

解説 演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

アラーム有りの場合
設定 SA p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1: チャネル番号(01～20/31～60，CX1000

では01～06/31～42)
p2: アラーム番号(1～4)
p3: アラームの有無(ON)
p4: アラームの種類

H 上限アラーム
L 下限アラーム
h 差上限アラーム
l 差下限アラーム
R 変化率上昇限アラーム
r 変化率下降限アラーム
T ディレイ上限アラーム
t ディレイ下限アラーム
(大文字と小文字は区別されます。)

p5: アラーム値
p6: リレーの設定

ON リレーの設定有り
OFF リレーの設定無し

p6がONのとき

p7: リレー番号(I01～I06，I11～I16，I21～
I26，I31～I36，DO001～DO006，DO101
～DO106，DO201～DO206，RO001～
RO012，SW001～SW036)

p8: 表示，記録のON/OFF
p6がOFFのとき

p7: 表示，記録のON/OFF
クエリ SA[ p1[,p2]]?

例 チャネル02のアラーム番号1に上限アラーム(ア
ラーム値＝1000)を設定し，アラーム発生時に
リレー1番が動作するようにする。
SA02,1,ON,H,1000,ON,I01,ON

解説 ・入力レンジの設定(SRコマンド)がSKIPのと
き，p3はONにできません。

・演算式の設定(SOコマンド)の演算の有無が
OFFになっているチャネルは，p3をONにでき
ません。

・以下の場合，そのチャネルのアラーム設定はす
べてOFFになります。
・入力の種類が変更された場合(VOLT，
TC･･････)

・測定レンジが変更された場合
・スケーリング表示のときに，スパンやス
ケーリング値が変更された場合(小数点位
置の変更を含む。)

・演算チャネルの場合，演算チャネルのON/
OFF，演算式，スパン値を変更した場合

・p4のhとlの設定は測定レンジがチャネル間差演
算の時のみ有効になります。

・p4をRまたはrに設定した場合は，XAコマンド
で変化上昇限/下降限のインターバル時間を設
定してください。

・p4をTまたはtに設定した場合は，BDコマンド
でアラームディレイ時間を設定してください。

・p5のアラーム値の設定範囲は6.3節の表をご覧
ください。

・演算チャネルのアラーム値はスパンの範囲内で
設定してください。

・p5のアラーム値は小数点を除いて5桁以内で入
力してください。演算チャネルは小数点を除い
て8桁以内で入力してください。

・装着されていないリレー番号を，p7に設定し
た場合はエラーになります。リレー番号の付け
方については，ユーザーズマニュアル
IM04L31A01-01またはIM04L31A01-03を
ご覧ください。

・演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

・演算チャネルの場合，設定できるアラームの種
類はH(上限アラーム)，L(下限アラーム)，T
(ディレイ上限アラーム)，およびt(ディレイ下
限アラーム)だけです。

・演算チャネルの場合，アラームヒステリシスは
0固定です。アラームヒステリシスはXAコマン
ドで設定します。

SD 日付と時刻の設定
設定 SD p1,p2<ターミネータ>

p1: 日付(YY/MM/DD 書式固定)
YY 年(00～99)
MM 月(01～12)
DD 日(01～31)

p2: 時刻(HH:MM:SS 書式固定)
HH 時(00～23)
MM 分(00～59)
SS 秒(00～59)

クエリ SD?

例 本機器内部の時計を99年10月1日13時0分0秒に
する。
SD99/10/01,13:00:00
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解説 p1，p2の書式は，8文字固定です。次の書式で
設定してください。間にスペースを入れないで
ください。スペースを入れるとエラーになりま
す。
p1＝YY/MM/DD(西暦下2桁/月/日)
p2＝HH:MM:SS(時:分:秒)

SW 表示更新周期/オートセーブ周期の
設定

設定 SW p1,p2<ターミネータ>
p1: 表示更新周期(15S，30S，1MIN，2MIN，

5MIN，10MIN，20MIN，30MIN，1H，
2H，4H，10H)

p2: オートセーブ周期(10MIN，20MIN，
30MIN，1H，2H，3H，4H，6H，8H，
12H，1DAY，2DAY，3DAY，5DAY，
7DAY，10DAY，14DAY，31DAY)

クエリ SW?

例 表示更新周期を1分，オートセーブ周期を10分
にする。
SW1MIN,10MIN

解説 ・測定中は，このコマンドの設定はできません。
・表示更新周期(p1)の設定によって，オートセー
ブ周期(p2)の選択肢が異なります。詳しくは，
ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03を参照してください。

・p2の設定は，XMコマンドで外部記憶メディア
への保存方法をオートに(XMコマンドのp1を
AUTOに設定)しているときに有効になりま
す。

SZ ゾーンの設定
設定 SZ p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/
201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: ゾーン下端位置(0～95)[％]
p3: ゾーン上端位置(5～100)[％]

クエリ SZ[ p1]?

例 チャネル02を30～50％の間にゾーン表示する。
SZ02,30,50

解説 ・演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

・波形表示部の振幅方向の全表示幅を100％とし
ます。

・ゾーン幅は5％未満に設定できません。
・ゾーン上端位置/下端位置の設定パラメータ
は，ゾーン上端位置＞ゾーン下端位置になるよ
うに設定してください。

SP 部分圧縮拡大の設定
設定 SP p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/
201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: 部分圧縮拡大設定の有無(ON,OFF)
p3: 境界位置(1～99)[％]
p4: 境界値

クエリ SP[ p1]?

例 チャネル01を部分圧縮拡大表示する。圧縮拡大
境界位置を25％，境界値を1.00Vにする。
SP01,ON,25,100

解説 ・演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

・入力レンジの設定(SRコマンド)がSKIPのと
き，p2はONにできません。

・演算式の設定(SOコマンド)の演算の有無が
OFFになっているチャネルは，p2をONにでき
ません。

・p3の設定パラメータは，スパン上限値/下限値
(スケーリングの設定をしているときは，ス
ケーリング上限値/下限値)の範囲を100％とし
ます。

・p4の設定パラメータは，(スパン上限値－1)～
(スパン下限値＋1)の範囲で設定できます。ス
ケーリングの設定をしているときは，(スケー
リング上限値－1)～(スケーリング下限値＋1)
の範囲で設定できます。

・小数点位置と設定桁数は，スパンまたはスケー
リング設定と同じになります(SRコマンド参
照)。

・部分圧縮拡大機能の使用/不使用の設定(XUコ
マンド)が使用(USE)のとき，このコマンドの設
定(クエリを含む)ができます。

・部分圧縮拡大の設定範囲が存在しない場合(た
とえばスパンの設定幅が1しかない場合)は，こ
のコマンドの設定はできません。

ST タグの設定
設定 ST p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/
201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: タグ(最大16文字)
クエリ ST[ p1]?

例 チャネル02のタグをTAG2にする。
ST02,TAG2

解説 ・タグに使用できる文字は，「付録1　ASCI I
キャラクタコード」をご覧ください。ただし，
「；(セミコロン)」と「，(カンマ)」は使用で
きません。

・演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

SX グループの設定
設定 SX p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: グループ番号(1～10，CX1000では1～6)
p2: グループ名(最大16文字)
p3: チャネル構成

クエリ SX[ p1]?
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6.5　設定コマンド(計測関連)

例 チャネル01，03，04～06を，GROUP2という
グループ名で，グループ番号1に設定する。
SX1,GROUP2,01.03.04-06

「.(ピリオド)」で各チャネルを区切るか，「-(ハ
イフン)」でチャネル範囲を指定する形式で，
チャネル構成を設定します。設定なしの場合
は，「(スペース)」で指定してください。

解説 グループ名に使用できる文字は，「付録1　
ASCIIキャラクタコード」をご覧ください。ただ
し，「；(セミコロン)」と「，(カンマ)」は使用
できません。

SL トリップラインの設定
設定 SL p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: グループ番号(1～10，CX1000では1～6)
p2: トリップラインの番号(1～4)
p3: トリップライン表示の有無(ON，OFF)
p4: 表示位置(0～100)[％]
p5: 表示色(RED，GREEN，BLUE，

B.VIOLET，BROWN，ORANGE，
Y.GREEN，LIGHTBLUE，VIOLET，
GRAY，LIME，CYAN，DARKBLUE，
YELLOW，LIGHTGRAY，PURPLE)

クエリ SL[ p1[,p2]]?

例 グループ1にトリップライン1を赤で表示する。
SL1,1,ON,10,RED

解説 波形表示部の振幅方向の全表示幅を100％とし
ます。

SG メッセージの設定
設定 SG p1,p2<ターミネータ>

p1: メッセージ番号(1～8)
p2: メッセージ(最大16文字)

クエリ SG[ p1]?

例 MESSAGE1という文字列をメッセージ番号1に
設定する。
SG1,MESSAGE1

解説 メッセージに使用できる文字は，「付録1　
ASCIIキャラクタコード」をご覧ください。ただ
し，「；(セミコロン)」と「，(カンマ)」は使用
できません。

SH ファイルヘッダの設定
設定 SH p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 外部記憶メディアに保存するファイルの
ヘッダ(最大32文字)

p2: ディレクトリ(最大8文字)
p3: 外部記憶メディアに保存するデータ

(UNSAVE，ALL)
クエリ SH?

例 DATA1というヘッダを付けて，DATAFILEとい
うディレクトリに保存する。このときに内部メ
モリにあるデータで，保存されていないデータ
だけを保存する。
SHDATA1,DATAFILE,UNSAVE

解説 ・「外部記憶メディアにセーブするデータ」の
データとは，表示/イベント/TLOG/マニュア
ルサンプル/レポートの各データのことです。

・p3の設定は，XMコマンドで外部記憶メディア
への保存方法をマニュアルに(XMコマンドの
p1をMANUALに設定)しているときに有効にな
ります。

SE 表示方向，背景色，トレンドの線
幅，トリップの線幅，グリッド
数，スクロール周期，スケール表
示桁の設定

設定 SE p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9<ターミ
ネータ>
p1: トレンド波形の表示方向(HORIZONTAL，

VERTICAL，HORIZON2)
p2: バーグラフの表示方向(HORIZONTAL，

VERTICAL)
p3: 計測背景色(WHITE，BLACK)
p4: 制御背景色(WHITE，BLACK)
p5: トレンドの線幅(1～3)[dot]
p6: トリップの線幅(1～3)[dot]
p7: グリッド数(4～12，AUTO)
p8: スクロール周期(5s，10s，20s，30s，

1min)
p9: スケール表示桁(NORMAL，FINE)

クエリ SE?

例 トレンド波形の表示方向を横(HORIZONTAL)，
バーグラフの表示方向を縦(VERTICAL)，計測背
景色を白(WHITE)，制御背景色を白(WHITE)，
トレンドの線幅を1dot，トリップの線幅を
2dot，グリッド数を10，スクロール周期を
20s，スケール表示桁を標準(NORMAL)にす
る。
SEHORIZONTAL,VERTICAL,WHITE,WHITE,

1,2,10,20s,NORMAL

SB 目盛りの分割数，バーグラフ表示
の基準位置，トレンド表示の目盛
りの位置の設定

設定 SB p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/

201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: 目盛りの分割数(4～12，C10)
p3: バーグラフ表示の基準位置(NORMAL，

CENTER)
p4: トレンド表示時の目盛りの位置(OFF，1～

10(CX1000では1～6))
クエリ SB[ p1]?

例 チャネル02のバーグラフの目盛りの分割数を5
に設定し，バーグラフの「バー」をスパン下限
値(スケーリングの設定をしているときはスケー
リング下限値)から表示する。目盛りを3番目の
位置に表示する。
SB02,5,NORMAL,3
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解説 ・演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

・基準位置(p3)は，バーグラフの表示方向が
HORIZONTAL(横)のときに有効になります。
バーグラフの表示方向は，SEコマンドで設定
します。

SV 測定チャネルの移動平均の設定
設定 SV p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 移動平均のサンプリング回数(OFF，2～16)
[回]

クエリ SV[ p1]?

例 チャネル02の移動平均のサンプリング回数を12
回に設定する。
SV02,12

SC チャネルの表示色の設定
設定 SC p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/
201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: 表示色(RED，GREEN，BLUE，
B.VIOLET，BROWN，ORANGE，
Y.GREEN，LIGHTBLUE，VIOLET，
GRAY，LIME，CYAN，DARKBLUE，
YELLOW，LIGHTGRAY，PURPLE)

クエリ SC[ p1]?

例 チャネル02の表示色を青にする。
SC02,BLUE

解説 演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

SQ LCD輝度，画面のバックライト
セーバの設定

画面のバックライトセーバ機能OFFの場合
設定 SQ p1,p2<ターミネータ>

p1: LCD輝度(1～4，CX1000では1～8)
p2: 画面のバックライトセーバ機能の有無

(OFF)
クエリ SQ?

例 LCD輝度を2，画面のバックライトセーバ機能を
OFFにする。
SQ2,OFF

画面のバックライトセーバ機能ONの場合
設定 SQ p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: LCD輝度(1～4，CX1000では1～8)
p2: 画面のバックライトセーバ機能の有無(ON)
p3: バックライトセーバへの移行時間(1MIN，

2MIN，5MIN，10MIN，30MIN，1H)
p4: バックライトセーバからの復帰要因(KEY，

KEY＋ALM)

クエリ SQ?

例 LCD輝度を2，画面バックライトセーバ機能を
ON，バックライトセーバへの移行時間を
1MIN，バックライトセーバからの復帰要因を
KEYにする。
SQ2,ON,1MIN,KEY

SY 4分割画面の設定(CX2000だけ)
設定 SY p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10<

ターミネータ>
p1: 4分割画面番号(1～4)
p2: 4分割画面名(最大16文字)
p3: 画面を4分割したうちの左上画面(画面1)の

表示項目
TREND トレンド表示
DIGITAL ディジタル表示
BAR バーグラフ表示
OVERVIEW オーバビュー表示

(アラームインジケータ)
ALARM アラームサマリ表示
MESSAGE メッセージサマリ表示
MEMORY メモリサマリ表示
FACEPLATE 制御フェースプレート
CONTROLLER

制御ディジタル値表示
HYBRID 制御バーグラフ表示
CTRLOVER 制御オーバビュー
CTRLDO DO状態表示
CTRLSUMMARY

制御運転動作サマリ
CTRLSW 内部スイッチ状態表示
EVENTSUMMARY

プログラムイベントサマリ
p4: 画面1に表示するグループ番号

画面種類によって，グループ番号指定可能
範囲が下記のように異なります。
TREND/DIGITAL/BAR：1～10
OVERVIEW/ALARM/MESSAGE/
MEMORY：グループの指定は無効
FACEPLATE/CONTROLLER/HYBRID：1
～8
CTRLOVER/CTRLDO/CTRLSUMMARY/
EVENTSUMMARY：グループの指定は無
効

p5: 画面を4分割したうちの左下画面(画面2)の
表示項目(p3と同じ選択肢です。)

p6: 画面を4分割したうちの左下画面(画面2)に
表示するグループの番号

p7: 画面を4分割したうちの右上画面(画面3)の
表示項目(p3と同じ選択肢です。)

p8: 画面を4分割したうちの右上画面(画面3)に
表示するグループの番号

p9: 画面を4分割したうちの右下画面(画面4)の
表示項目(p3と同じ選択肢です。)

p10:画面を4分割したうちの右下画面(画面4)に
表示するグループの番号

クエリ SY[ p1]?

6.5　設定コマンド(計測関連)



6-31IM 04L31A01-17

コ
マ
ン
ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

例 4分割画面番号を1，4分割画面名を
4DISPLAY1，画面1の表示項目をトレンド表
示，画面1に表示するグループの番号を1，画面
2の表示項目をディジタル表示，画面2に表示す
るグループの番号を2，画面3の表示項目をバー
グラフ表示，画面3に表示するグループの番号を
3，画面4の表示項目をメッセージサマリ表示，
画面4に表示するグループの番号を4にする。
SY1,4DISPLAY1,TREND,1,DIGITAL,2,

BAR,3,MESSAGE,4

解説 p4，p6，p8，p10の各設定パラメータは，それ
ぞれp3，p5，p7，p9の設定がOVERVIEW以外
のときに有効になります。

SU USERキーの設定
設定 SU p1<ターミネータ>

p1: キーアクション
NONE アクションなし
ALARM ACKアラームアクノレッジ
MANUAL SAMPLE

マニュアルサンプル
TRIGGER 外部トリガ入力

(イベントデータ)
MESSAGE1 メッセージ1書き込み
MESSAGE2 メッセージ2書き込み
MESSAGE3 メッセージ3書き込み
MESSAGE4 メッセージ4書き込み
MESSAGE5 メッセージ5書き込み
MESSAGE6 メッセージ6書き込み
MESSAGE7 メッセージ7書き込み
MESSAGE8 メッセージ8書き込み
SNAPSHOT スナップショット
MATH START/STOP

MATHのスタート/ストップ
MATH RESET

MATHのリセット
クエリ SU?

例 キーアクションをスナップショットにする。
SUSNAPSHOT

SK 演算定数の設定
設定 SK p1,p2<ターミネータ>

p1: 演算定数番号(K01～K30，CX1000では
K01～K12)

p2: 定数(最大11文字)
設定範囲は，-9.9999E+29～-1.0000E-
30，0，1.0000E-30～9.9999E+29です。
(「E+」の+は省略できます。)

クエリ SK[ p1]?

例 演算定数番号K01に，定数1.0000E-10を設定す
る。
SKK01,1.0000E-10

6.5　設定コマンド(計測関連)

解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・測定，演算，レポート作成中は，このコマンド
の設定はできません。

SI 演算チャネルの長時間移動平均の
設定

演算チャネルの移動平均OFFの場合
設定 SI p1,p2<ターミネータ>

p1: 演算チャネル番号(31～60，CX1000では
31～42)

p2: 移動平均の有無(OFF)
クエリ SI[ p1]?

例 演算チャネル番号31を移動平均OFFにする。
SI31,OFF

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

演算チャネルの移動平均ONの場合
設定 SI p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: 演算チャネル番号(31～60，CX1000では
31～42)

p2: 移動平均の有無(ON)
p3: サンプリング間隔(1S，2S，3S，4S，

5S，6S，10S，12S，15S，20S，30S，
1MIN，2MIN，3MIN，4MIN，5MIN，
6MIN，10MIN，12MIN，15MIN，
20MIN，30MIN，1H)

p4: サンプリング数(1～64)
クエリ SI[ p1]?

例 演算チャネル番号31を移動平均ONにして，サン
プリング間隔を1分，サンプリング数を20にす
る。
SI31,ON,1MIN,20

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

SJ TLOGタイマの設定
設定 SJ p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 演算チャネル番号(31～60，CX1000では
31～42)

p2: タイマ(1～3)
p3: TLOG.SUM(積算)をする対象の単位時間の

変換
OFF 変換しない。
/S 秒単位の物理量を積算したものとして変

換する。
/MIN 分単位の物理量を積算したものとして変

換する。
/H 時間単位の物理量を積算したものとして

変換する。
クエリ SJ[ p1]?

例 演算チャネル番号31にタイマ1を設定する。単
位時間の変換無し。
SJ31,1,OFF
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解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・演算中は，このコマンドの設定はできません。
・p3について
積算は測定周期ごとにサンプリングしたデータ
を積算するため，単位時間あたりの物理量を測
定すると実際の積算値と演算結果が異なる場合
があります(測定周期と単位時間が違うため)。
このようなとき，p3に測定している物理量の
単位時間と同じ単位を設定します。パラメータ
によって次の変換式で積算値を計算します。
OFF S(測定値)
/S S(測定値)×測定周期
/MIN S(測定値)×測定周期/60
/HOUR S(測定値)×測定周期/3600
測定周期の単位は秒です。

FR FIFOバッファへの書き込み周期の
設定

設定 FR p1<ターミネータ>
p1: FIFO書き込み周期(1S，2S)

クエリ FR?

例 FIFO書き込み周期を1秒にする。
FR1S

解説 ・書き込み周期は，測定周期以上にしてくださ
い。

・XVコマンドや本機器の画面で，測定周期を書
き込み周期以下に変更すると，書き込み周期は
自動的に測定周期と同じになります。

・本機器はFIFO(First In First Out)形式のリング
バッファを持ち，電源をONにしたときから決
められた周期で測定/演算値を内部メモリに書
き込み，FFコマンドを受けてデータを出力し
ます。各コネクションがそれぞれ前回の出力位
置を保持していて，FFコマンドによって次の
データを出力するとともに出力位置を更新しま
す。この機能によって，測定用のパーソナルコ
ンピュータが，リングバッファが上書きされる
前にデータを読み出せれば，測定用パーソナル
コンピュータの個々の処理能力や通信時間の差
を吸収し，データ抜けを生じることなく測定/
演算データを収集できます。FIFOデータの出
力フローについては，付録4をご覧ください。

BA アプリケーション名，スーパーバ
イザ名，マネージャ名の設定

設定 BA p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: アプリケーション名(最大16文字)
p2: スーパーバイザ名(最大16文字)
p3: マネージャ名(最大16文字)

クエリ BA?

例 アプリケーション名をA，スーパーバイザ名を
B，マネージャ名をCに設定する。
BAA,B,C

解説 バッチヘッダオプション/BT1が付いている製品
で，このコマンドの設定ができます。

BB バッチ番号，ロット番号，ロット
番号の自動インクリメント，表示
情報の設定

設定 BB p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: バッチ番号(最大16文字)
p2: ロット番号(0～9999)
p3: ロット番号の自動インクリメント(ON，

OFF)
p4: 表示情報(BATCH，TIME)

クエリ BB?
例 バッチ番号をLOT，ロット番号を2，ロット番号

の自動インクリメントをONに，表示情報を
BATCHに設定する。
BBLOT,2,ON,BATCH

解説 バッチヘッダオプション/BT1が付いている製品
で，このコマンドの設定ができます。

BC コメント番号，コメント文字列の
設定

設定 BC p1,p2<ターミネータ>
p1: コメント番号(1～3)
p2: コメント文字列(最大32文字)

クエリ BC?

例 コメント番号1に，コメント文字列
「COMMENT」を設定する。
BC1,COMMENT

解説 バッチヘッダオプション/BT1が付いている製品
で，このコマンドの設定ができます。

BD アラームディレイ時間の設定
設定 BD p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20/31～60，CX1000
では01～06/31～42)

p2: アラームディレイ時間(1～3600)[s]
クエリ BD[ p1]?

例 チャネル01のアラームディレイ時間を120秒に
設定する。
BD01,120

6.5　設定コマンド(計測関連)
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6.6 設定コマンド(操作系)

UD 画面表示の切り替え
通信コマンドで設定を始める前の画面に戻す場合
設定 UD p1<ターミネータ>

p1: 画面表示の切り替え(0)
例 通信コマンドで設定を始める前の画面に戻す。

UD0

1画面表示にする場合
設定 UD p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 画面表示の切り替え(1)
p2: 表示項目
TREND トレンド表示
DIGITAL ディジタル表示
BAR バーグラフ表示
OVERVIEW オーバビュー表示

(アラームインジケータ)
ALARM アラームサマリ表示
MESSAGE メッセージサマリ表示
MEMORY メモリサマリ表示
FACEPLATE 制御フェースプレート
CONTROLLER

制御ディジタル値表示
HYBRID 制御バーグラフ表示
CTRLOVER 制御オーバビュー
PROGRAM プログラム運転表示(1画面表示

(UD1で指定)時だけ有効)
CTRLDO DO状態表示
CTRLSUMMARY

制御運転動作サマリ
CTRLSW 内部スイッチ状態表示
EVENTSUMMARY

プログラムイベントサマリ
p3: 画面に表示するグループ番号

画面種類によって，グループ番号指定可能
範囲が下記のように異なります。
TREND/DIGITAL/BAR：1～10
OVERVIEW/ALARM/MESSAGE/
MEMORY：グループの指定は無効
FACEPLATE/CONTROLLER/HYBRID：1
～8
CTRLOVER/PROGRAM/
PROGRAMHIST/CTRLDO/
CTRLSUMMARY/EVENTSUMMARY：グ
ループの指定は無効

例 画面表示を1画面のトレンド表示にして，その画
面に表示するグループの番号を4にする。
UD1,TREND,4

4分割画面表示にする場合(CX2000だけ)
設定 UD p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9<ターミ

ネータ>
p1: 画面表示の切り替え(2)

p2: 画面を4分割したうちの左上画面(画面1)の
表示項目
TREND トレンド表示
DIGITAL ディジタル表示
BAR バーグラフ表示
OVERVIEW オーバビュー表示

(アラームインジケータ)
ALARM アラームサマリ表示
MESSAGE メッセージサマリ表示
MEMORY メモリサマリ表示
FACEPLATE 制御フェースプレート
CONTROLLER

制御ディジタル値表示
HYBRID 制御バーグラフ表示
CTRLOVER 制御オーバビュー
PROGRAM プログラム運転表示(1画面表

示(UD1で指定)時だけ有効)
CTRLDO DO状態表示
CTRLSUMMARY

制御運転動作サマリ
EVENTSUMMARY

プログラムイベントサマリ
p3: 画面1に表示するグループ番号

画面種類によって，グループ番号指定可能
範囲が下記のように異なります。
TREND/DIGITAL/BAR：1～10
OVERVIEW/ALARM/MESSAGE/
MEMORY：グループの指定は無効
FACEPLATE/CONTROLLER/HYBRID：1
～8
CTRLOVER/PROGRAM/
PROGRAMHIST/CTRLDO/
CTRLSUMMARY/EVENTSUMMARY：グ
ループの指定は無効

p4: 画面を4分割したうちの左下画面(画面2)の
表示項目(p2と同じ選択肢です。)

p5: 画面を4分割したうちの左下画面(画面2)に
表示するグループの番号

p6: 画面を4分割したうちの右上画面(画面3)の
表示項目(p2と同じ選択肢です。)

p7: 画面を4分割したうちの右上画面(画面3)に
表示するグループの番号

p8: 画面を4分割したうちの右下画面(画面4)の
表示項目(p2と同じ選択肢です。)

p9: 画面を4分割したうちの右下画面(画面4)に
表示するグループの番号

例 画面の4分割画面表示にして，画面1の表示項目
をトレンド表示，画面1に表示するグループの番
号を1，画面2の表示項目をディジタル表示，画
面2に表示するグループの番号を2，画面3の表
示項目をバーグラフ表示，画面3に表示するグ
ループの番号を3，画面4の表示項目をメッセー
ジサマリ表示，画面4に表示するグループの番号
を4にする。
UD2,TREND,1,DIGITAL,2,BAR,3,

MESSAGE,4

6.6　設定コマンド(操作系)



6-34 IM 04L31A01-17

解説 p3，p5，p7，p9の各設定パラメータは，それ
ぞれp2，p4，p6，p8の設定がOVERVIEW以外
のときに有効になります。

SYコマンドで設定した4分割画面を表示する場合
(CX2000だけ)
設定 UD p1,p2<ターミネータ>

p1: 画面表示の切り替え(3)
p2: 4分割画面番号(0～4)

0 UDコマンドのp1を2にして設定した
4分割画面になります。ただし，この
設定をする前に，p1を2に設定して4
分割画面表示にしておかないと，こ
の設定(p1が3，p2が0の設定)は有効
になりません。

1 SYコマンドで設定した4分割画面番
号1の画面表示になります。

2 SYコマンドで設定した4分割画面番
号2の画面表示になります。

3 SYコマンドで設定した4分割画面番
号3の画面表示になります。

4 SYコマンドで設定した4分割画面番
号4の画面表示になります。

例 SYコマンドで設定した4分割画面番号1の画面表
示にする。
UD3,1

自動モニタスクロールの使用/不使用，全チャネル表
示/グループ表示の切り替え，スケール表示の有無，
ディジタル表示(数値表示部)の有無を設定する場合
設定 UD p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: 画面表示の切り替え(4)
p2: 自動モニタスクロールの使用/不使用(ON，

OFF)
p3: 全チャネル表示/グループ表示の切り替え

(All，Group)
p4: スケール表示の有無(ON，OFF)
p5: ディジタル表示の有無(ON，OFF)

例 自動モニタスクロールをON，表示はグループ表
示に切り替え，スケール表示をON，ディジタル
表示をOFFにする。
UD4,ON,GROUP,ON,OFF

解説 ・p2のパラメータは，トレンド，ディジタル，
バーグラフで有効です。スクロール周期は，
SEコマンドで設定できます。

・p3，p4のパラメータは，トレンド表示で有効
です。

・p5のパラメータは，トレンド表示または，4分
割画面のトレンド表示で有効です。

PS 測定のスタート/ストップ
設定 PS p1<ターミネータ>

p1: 測定のスタート/ストップ
0 スタート
1 ストップ

例 測定をスタートする。
PS0

解説 測定をスタートすると，表示/イベント/レポー
トの各データを内部メモリに書き込みます。

AK アラーム状態の確認(アラームアク
ノレッジ)

設定 AK p1<ターミネータ>
p1: アラームアクノレッジの実行(0)

例 アラームの現在の保持状態を確認する(アラーム
アクノレッジの実行)。
AK0

EV マニュアルサンプル/マニュアルト
リガ/スナップショット/表示データ
を記憶メディアに保存する/イベン
トデータを記憶メディアに保存す
る

設定 EV p1<ターミネータ>
p1: 動作の種類

0 マニュアルサンプリングをする。
1 マニュアルトリガ動作をする。
2 スナップショットをする。
3 表示データを記憶メディアに保存す

る。
4 イベントデータを記憶メディアに保

存する。
例 マニュアルサンプリングをする。

EV0

解説 ・EV3は，表示データを内部メモリに書き込んで
いて，オートセーブで外部記憶メディアに保存
する設定になっているときに有効です。任意の
タイミングで，内部メモリの表示データを記憶
メディアに保存できます。

・EV4は，イベントデータをフリーモードで内部
メモリに書き込んでいて，オートセーブで外部
記憶メディアに保存する設定になっているとき
に有効です。任意のタイミングで，内部メモリ
のイベントデータを記憶メディアに保存できま
す。

MS メッセージの書き込み(表示と書き
込み)

設定 MS p1<ターミネータ>
p1: メッセージ番号(1～8)

例 メッセージ番号8のメッセージを書き込む。
MS8

解説 このコマンドで，画面にメッセージを表示し，
指定したメッセージを表示データとイベント
データ中に書き込みます。

6.6　設定コマンド(操作系)
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TL 演算(MATH)のスタート/ストップ/
リセット/演算抜けステータス表示
の解除

設定 TL p1<ターミネータ>
p1: 動作の種類

0 演算スタート
1 演算ストップ
2 演算リセット
3 演算抜けステータス表示の解除

例 演算をスタートする。
TL0

解説 ・設定データを保存/読み込み中は，実行できま
せん。

・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

DS 操作モード(運転/基本設定)の切り
替え

設定 DS p1<ターミネータ>
p1: モードの種類

0 運転モード
1 基本設定モード

例 モードを基本設定モードにする。
DS1

解説 ・測定/演算中，外部記憶メディアのフォーマッ
ト中，および外部記憶メディアへの保存動作中
は，p1を1にできません。

・外部記憶メディアのフォーマット中，および外
部記憶メディアへの保存動作中は，p1を0にで
きません。

・基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があ
ります。操作モードを基本設定モードから運転
モードに切り替える前に，必ず設定をXEコマ
ンドで保存してください。保存をしないで，操
作モードを基本設定モードから運転モードに切
り替えると，変更前の設定になります。

LO 設定コマンドの設定データの読み
込み

設定 LOp1<ターミネータ>
p1: ファイル名(最大8文字)

例 ファイル名SETFILE1の設定ファイル(拡張子
.PCL)から設定コマンドの設定データを読み込
む。
LOSETFILE1

解説 ・このコマンドでは，基本設定コマンドの設定
データは読み込めません。設定コマンドと基本
設定コマンドの両方の設定データを読み込むと
きは，YOコマンドを使用してください。

・外部記憶メディアが付いていない場合，または
媒体が挿入されていないとき，このコマンドの
設定はできません。

・設定データファイルを出力中(FEコマンドで指
定)は，本コマンドを使用できません。

・プログラム運転中は，本コマンドを使用できま
せん。

LI 設定データの保存
設定 LIp1<ターミネータ>

p1: ファイル名(最大8文字)
例 ファイル名SETFILE2で，設定コマンドと基本設

定コマンドの両方の設定データを保存する。
LISETFILE2

解説 ・保存したファイルには，拡張子「.CPL」が付
きます。

・外部記憶メディアが付いていない場合，または
媒体が挿入されていないとき，このコマンドの
設定はできません。

・設定データファイルを出力中(FEコマンドで指
定)は，本コマンドを使用できません。

・設定モードの#7 プログラム制御関連の中の#1
プログラムパラメータ設定の画面が表示されて
いるとき(またはPBコマンドを送信したあと)
は，本コマンドを使用できません。

CM 通信入力データの設定
設定 CM p1,p2<ターミネータ>

p1: 通信入力データの番号(C01～C30)
p2: 通信入力データ

設定範囲は，-9.9999E+29～-1.0000E-
30，0，1.0000E-30～9.9999E+29です。
(「E+」の+は省略できます。)

クエリ CM?

例 通信入力データの番号C01に，通信入力データ
1.0000E-10を設定する。
CMC01,1.0000E-10

EM Eメール送信機能のスタート/ス
トップ

設定 EM p1<ターミネータ>
p1: 動作の種類

0 スタート
1 ストップ

例 Eメール送信機能をスタートする。
EM0

解説 Eメール送信機能を使用するには，イーサネット
やメールアドレス，送信内容を設定することが
必要です。それぞれの設定については，「2.10
節」をご覧ください。

DL DIO操作監視の動作モード切替
設定 DL p1,p2<ターミネータ>

p1: DIO操作監視番号(1～36，CX1000は1～
12)

p2: 自動/手動の切り替え
0 自動
1 手動

例 DIO操作監視番号4の出力モードを自動にする。
DL4,0

6.6　設定コマンド(操作系)



6-36 IM 04L31A01-17

6.7 基本設定コマンド(計測関連)

・ 基本設定コマンドで変更した設定を有効にするには，設
定をXEコマンドで保存する必要があります。操作モード
を基本設定モードから運転モードに切り替える前に，必
ず設定をXEコマンドで保存してください。保存をしない
で，操作モードを基本設定モードから運転モードに切り
替えると，変更前の設定になります。

・ 基本設定モード中に実行されるクエリで返ってくる設定
内容は，XEコマンドで保存していなくても基本設定モー
ド中に変更した設定になります。ただし，XEコマンドで
保存していないと，変更した設定は有効になっていませ
ん。変更した設定を有効にするには，前述のように設定
をXEコマンドで保存する必要があります。XEコマンドで
廃棄したり，XEコマンドで保存する前に操作モードを基
本設定モードから運転モードに切り替えると，クエリで
返ってくる設定内容は変更前の設定になります。

Note
YA/YK/YN/YQ/YS/YG/YL/YMの各コマンドで変更した
設定は，XEコマンドで保存したあと，本機器の電源を1度
OFFにしてから，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

XA アラームに関する設定
設定 XA p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1: 再故障/再アラーム(リフラッシュ)の有無

(ON，OFF)
p2: AND設定にするリレー番号(NONE，I01，

I01-Ixx)
Ixx：I02～I06，I11～I16，I21～I26，I31
～I36

p3: リレーの励磁/非励磁(ENERGIZE，
DE_ENERGIZE)

p4: リレーの保持/非保持(HOLD，NONHOLD)
p5: アラームステータス表示の保持/非保持

(HOLD，NONHOLD)
p6: 変化率上昇限のインターバル(1～15)
p7: 変化率下降限のインターバル(1～15)
p8: アラームヒステリシスの有無(ON，OFF)

クエリ XA?

例 リレー番号をI01～I12をAND設定にして，再故
障/再アラームを有り，リレーを励磁，リレーを
保持，アラームステータス表示を保持，変化率
上昇限のインターバルを10，変化率下降限のイ
ンターバルを12，アラームヒステリシスを有に
する。
XAON,I01-I12,ENERGIZE,HOLD,HOLD,

10,12,ON

解説 ・インターバルは測定周期を単位にして設定しま
す。測定周期はXVコマンドで設定できます。

・演算チャネルに，ヒステリシスの設定は反映さ
れません。

DM DIO操作監視の手動出力値の設定
設定 DM p1,p2<ターミネータ>

p1: DIO操作監視番号(1～36　CX1000は1～
12)

p2: 手動出力値
0 Off
1 On

例 DIO操作監視番号4を手動でOnにする。
DM4,1

DP DO/内部スイッチの状態設定
設定 DP p1,p2<ターミネータ>

p1:  リレー番号
DO001～DO006
DO101～DO106
DO201～DO206
RO001～RO012(拡張モジュール)
SW001～SW036(内部スイッチ)
CX1000ではDO001～DO006，SW001～
SW018

p2: リレー(スイッチ)の状態
0 Off
1 On

例 内部スイッチSW008をONにする。
DPSW008,1

6.6　設定コマンド(操作系)/6.7　基本設定コマンド(計測関連)
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XI A/D積分時間の設定
設定 XI p1<ターミネータ>

p1: A/D積分時間(AUTO，50HZ，60HZ，
100MS)

クエリ XI?

例 A/D積分時間を50Hzにする。
XI50HZ

XB バーンアウトの設定
設定 XB p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: バーンアウトの処理(OFF，UP，DOWN)
クエリ XB[ p1]?

例 チャネル01がバーンアウトしたときUP(＋オー
バ)にする。
XB01,UP

XJ 基準接点補償の設定
内部補償回路の場合
設定 XJ p1,p2<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 基準接点補償の選択(INTERNAL)
クエリ XJ[ p1]?

例 チャネル01の基準接点補償を内部補償回路にす
る。
XJ01,INTERNAL

外部基準接点補償の場合
設定 XJ p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: チャネル番号(01～20，CX1000では01～
06)

p2: 基準接点補償の選択(EXTERNAL)
p3: 外部基準接点補償値(-20000～20000)

クエリ XJ[ p1]?

例 チャネル02の基準接点補償を外部基準接点補償
にし，補償値を0mVにする。
XJ02,EXTERNAL,0

解説 p3の単位はmVです。

XV 測定周期の設定
設定 XV p1<ターミネータ>

p1: 測定周期
1S，2S

クエリ XV?

例 測定周期を1sにする。
XV1S

6.7　基本設定コマンド(計測関連)

XS トレンド表示/データ保存するチャ
ネルの設定

設定 XS p1,p2<ターミネータ>
p1: チャネル番号(01～20/31～60/101～118/

201～248，CX1000では01～06/31～
42/101～106/201～212)

p2: トレンド表示/データ保存を，する/しない
(ON，OFF)

クエリ XS[ p1]?

例 チャネル01をトレンド表示/データ保存する対象
にする。
XS01,ON

解説 演算機能オプション/M1が付いていないと，演
算チャネル(31～60)の設定(クエリを含む)はで
きません。

XM 表示/イベントの各データを，本機
器の内部メモリに書き込んだり，
外部記憶メディアに保存する条件
の設定

設定 XM p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10<
ターミネータ>
p1: 外部記憶メディアへの保存方法(AUTO，

MANUAL)
p2: データの種類(DISPLAY，EVENT，E+D)
p3: イベントデータのサンプルレート

(125MS，250MS，500MS，1S，2S，
10S，30S，60S，120S，300S，600S)

p4: イベントモード(FREE，TRIGGER，
ROTATE)

p5: ブロック数
p2がEVENTのとき 1，2，4，8，16
p2がE+Dのとき 1，2，4

p6: イベントのデータ長(3MIN，5MIN，
10MIN，20MIN，30MIN，1H，2H，3H，
4H，6H，8H，12H，1DAY，2DAY，
3DAY，5DAY，7DAY，10DAY，
14DAY，31DAY)

p7: プリトリガ(0，5，25，50，75，95，
100)[％]

p8: マニュアルトリガ(トリガキーの操作)の有
無(ON，OFF)

p9: 外部トリガの有無(ON，OFF)
p10:アラームトリガの有無(ON，OFF)

クエリ XM?

例 外部記憶メディアへの保存方法をオート，デー
タの種類を表示データ/イベントデータの両方，
サンプルレートを10秒，イベントモードを
TRIGGER，イベントのデータ長を30分，ブロッ
ク数を1，プリトリガを50％，マニュアルトリ
ガをON，外部トリガをON，アラームトリガを
ONにする。
XMAUTO,E+D,10S,TRIGGER,1,30MIN,50,

ON,ON,ON
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解説 ・p6の設定は，p1がAUTOでp4がFREEのとき
に有効になります。

・p3～p10の設定は，p2がEVENTまたはE+Dの
ときに有効になります。

・p2がE+Dのとき，p4はFREEに設定できませ
ん。

・p5～p10の設定は，p4がTRIGGERまたは
ROTATEのときに有効になります。

・p3の設定や測定/演算の対象になっているチャネ
ル数によって，イベントのデータ長(p5)の選択
肢が異なります。詳しくは，ユーザーズマニュ
アルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03
を参照してください。

XU チャネルの識別表示，メモリア
ラーム時間，言語，部分圧縮拡大
機能の使用/不使用，バッチ機能の
使用/不使用の設定

設定 XU p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: 測定/演算チャネルの識別表示(TAG，

CHANNEL)
p2: メモリアラーム時間(OFF，1H，2H，5H，

10H，20H，50H，100H)
p3: 言語(ENGLISH，JAPANESE)
p4: 部分圧縮拡大機能の使用/不使用(USE，

NOT)
クエリ XU?

例 測定/演算チャネルの識別表示をチャネル番号，
メモリアラーム時間を1時間，言語を日本語，部
分圧縮拡大機能を使用する，バッチ機能を使用
するにする。
XUCHANNEL,1H,JAPANESE,USE,USE

解説 このコマンドのp4がUSEのとき，SPコマンドの
設定ができます。

XR リモートアクションの設定
設定 XR p1,p2<ターミネータ>

p1: リモート番号(1～8)
p2: リモートアクション

NONE アクションなし
ALARM ACK アラームアクノレッジ
MEMORY START/STOP

測定のスタート/ストップ
MANUAL SAMPLE

マニュアルサンプル
TRIGGER 外部トリガ入力(イベント

データ)
MESSAGE1 メッセージ1の書き込み
MESSAGE2 メッセージ2の書き込み
MESSAGE3 メッセージ3の書き込み
MESSAGE4 メッセージ4の書き込み
MESSAGE5 メッセージ5の書き込み
MESSAGE6 メッセージ6の書き込み
MESSAGE7 メッセージ7の書き込み
MESSAGE8 メッセージ8の書き込み

PANEL1 LOAD 設定1ロード
PANEL2 LOAD 設定2ロード
PANEL3 LOAD 設定3ロード
MATH START/STOP

MATHのスタート/ストップ
MATH RESET MATHのリセット
TIME ADJUST 時刻合わせ
SNAPSHOT スナップショット

クエリ XR[ p1]?

例 リモート番号1にリモートアクションのメッセー
ジ1の書き込みを設定する。
XR1,MESSAGE1

XQ タイマの設定
タイマを使用しない場合
設定 XQ p1,p2<ターミネータ>

p1: タイマ番号(1～3)
p2: タイマの種類(OFF)

クエリ XQ[ p1]?

例 番号1のタイマを使用しないにする。
XQ1,OFF

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

絶対時間タイマの場合
設定 XQ p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: タイマ番号(1～3)
p2: タイマの種類(ABSOLUTE)
p3: インターバル(1MIN，2MIN，3MIN，

4MIN，5MIN，6MIN，10MIN，12MIN，
15MIN，20MIN，30MIN，1H，2H，3H，
4H，6H，8H，12H，24H)

p4: 基準時刻(hh 書式固定)
hh 時(00～23)

p5: タイムアップしたとき積算値のリセットの
有無(ON，OFF)

p6: タイムアップしたときのアクション(OFF，
DATA SAVE)

クエリ XQ[ p1]?

例 番号1のタイマに絶対時間タイマを設定する。イ
ンターバルを30分，基準時刻を7時，タイム
アップしたとき積算値をリセット，タイムアッ
プしたときのアクションをなしにする。
XQ1,ABSOLUTE,30MIN,07,ON,OFF

解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・p4で設定した時刻からp3で設定したインター
バルごとにタイムアップし，p5やp6で設定し
た動作をします。

相対時間タイマの場合
設定 XQ p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1: タイマ番号(1～3)
p2: タイマの種類(RELATIVE)

6.7　基本設定コマンド(計測関連)
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p3: インターバル(hh:mm 書式固定)
hh 時(00～24)
mm 分(00～59)
00:01～24:00の範囲で設定できます。

p4: タイムアップしたとき積算値のリセットの
有無(ON，OFF)

p5: タイムアップしたときのアクション(OFF，
DATA SAVE)

クエリ XQ[ p1]?

例 番号1のタイマに相対時間タイマを設定する。イ
ンターバルを1時間15分，タイムアップしたと
き積算値をリセット，タイムアップしたときの
アクションをなしに設定する。
XQ1,RELATIVE,01:15,ON,OFF

解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・本機器の電源をONにしたとき，タイマリセッ
トしたとき，およびタイマの設定をOFFにした
ときから，p3で設定したインターバルごとに
タイムアップし，p4やp5で設定した動作をし
ます。

RO レポートの種類と作成時刻の設定
レポートの種類の設定なしの場合
設定 RO p1<ターミネータ>

p1: レポートの種類(OFF)
クエリ RO?

例レポートなしにする。
ROOFF

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

時報，日報，時報＋日報，日報＋月報の場合
設定 RO p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: レポートの種類(HOUR，DAY，
HOUR+DAY，DAY+MONTH)

p2: 作成する日付(dd 書式固定)
dd 日(01～28)

p3: 作成する時刻(hh 書式固定)
hh 時(00～23)

クエリ RO?

例 日報を毎日9時に作成する(この場合，p2の設定
(この例では「05」)は無効です)。
RODAY,05,09

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

日報＋週報の場合
設定 RO p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: レポートの種類(DAY+WEEK)
p2: 作成する曜日(SUN，MON，TUE，WED，

THU，FRI，SAT)
p3: 作成する時刻(hh 書式固定)

hh 時(00～23)
クエリ RO?

例 日報を毎日9時，週報を毎週火曜日の9時に作成
する。
RODAY+WEEK,TUE,09

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

RM レポートチャネルの設定
レポートチャネル使用せずの場合
設定 RM p1,p2<ターミネータ>

p1: レポートチャネル番号(01～30，CX1000
では01～12)

p2: レポートチャネルの使用/不使用(OFF)
クエリ RM[ p1]?

例 番号1のレポートチャネルを使用しないにする。
RM01,OFF

解説 演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

レポートチャネル使用の場合
設定 RM p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: レポートチャネル番号(01～30，CX1000
では01～12)

p2: レポートチャネルの使用/不使用(ON)
p3: レポート対象の測定/演算チャネルの番号

(01～20/31～60，CX1000では01～06/
31～42)

p4: 積算をする対象の単位時間の変換
OFF 変換しない。
/S 秒単位の物理量を積算したものとし

て変換する。
/MIN 分単位の物理量を積算したものとし

て変換する。
/H 時間単位の物理量を積算したものと

して変換する。
/DAY日単位の物理量を積算したものとし

て変換する。
クエリ RM[ p1]?

例 番号1のレポートチャネルを使用する。レポート
対象の測定/演算チャネルの番号を01，積算をす
る対象の単位時間の変換を1秒間にする。
RM01,ON,01,/S

解説 ・演算機能オプション/M1が付いている製品で，
このコマンドの設定ができます。

・p4について
積算は測定周期ごとにサンプリングしたデータ
を積算するため，単位時間あたりの物理量を測
定すると実際の積算値と演算結果が異なる場合
があります(測定周期と単位時間が違うため)。
このようなとき，p4に測定している物理量の
単位時間と同じ単位を設定します。パラメータ
によって次の変換式で積算値を計算します。
OFF S(測定値)
/S S(測定値)×測定周期
/MIN S(測定値)×測定周期/60
/HOUR S(測定値)×測定周期/3600
/DAY S(測定値)×測定周期/86400
測定周期の単位は秒です。
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XO 出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)
を使って，内部メモリのデータ(表
示/イベント/TLOG/マニュアルサン
プル/レポートの各データ)と外部記
憶メディアのファイルを出力する
通信の選択

設定 XO p1<ターミネータ>
p1: 通信の種類

ETHERNET イーサネット
SERIAL シリアル

クエリ XO?

例 出力コマンド(ME/MI/MOコマンド)を使って，
内部メモリのデータ(表示/イベント/TLOG/マ
ニュアルサンプル/レポートの各データ)と外部
記憶メディアのファイルを出力する通信をイー
サネットにする。
XOETHERNET

解説 シリアルインタフェースオプションが付いてい
る製品で，SERIALの選択ができます。

XH キーログイン機能，オートログア
ウト機能，ユーザーID機能の使用/
不使用の設定

設定 XH p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: キーログイン機能の使用/不使用(USE，

NOT)
p2: オートログアウト機能の使用/不使用(ON，

OFF)
p3: ユーザーID機能の使用/不使用(USE，NOT)

クエリ XH?

例 キーログイン機能を使用，オートログアウト機
能を使用，ユーザーID機能を使用にする。
XHUSE,ON,USE

XE 基本設定コマンドの設定内容の保
存/破棄の設定

設定 XE p1<ターミネータ>
p1: 設定内容の保存/破棄(STORE，ABORT)

例 基本設定の設定内容を保存する。
XESTORE

解説 基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があり
ます。操作モードを基本設定モードから運転
モードに切り替える前に，必ず設定をXEコマン
ドで保存してください。保存をしないで，操作
モードを基本設定モードから運転モードに切り
替えると，変更前の設定になります。

XG タイムゾーンの設定
設定 XG p1<ターミネータ>

p1: グリニッジ標準時からのオフセットタイム
(-1200～1200)
上位2桁：時間(00～12)
下位2桁：分(00～59)

例 グリニッジ標準時からのオフセットタイムを9時
間進みに設定する。
XG0900

XP メモリタイムアップ日時の設定
タイムアップ機能を使用しない場合
設定 XP p1<ターミネータ>

p1: タイムアップの種類(OFF)
クエリ XP?

例 タイムアップなしにする。
XPOFF

タイムアップの種類が「時」「日」「月」の場合
設定 XP p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: タイムアップの種類(HOUR，DAY，
MONTH)

p2: タイムアップする日付(dd 書式固定)
dd 日(01～28)

p3: タイムアップする時刻(hh 書式固定)
hh 時(00～23)

クエリ XP?

例 毎日9時にタイムアップする(この場合，p2の設
定(この例では「05」)は無効です)。
XPDAY,05,09

タイムアップの種類が「週」の場合
設定 XP p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: タイムアップの種類(WEEK)
p2: タイムアップする曜日(SUN，MON，

TUE，WED，THU，FRI，SAT)
p3: タイムアップする時刻(hh 書式固定)

hh 時(00～23)
クエリ XP?

例 毎週火曜日の9時にタイムアップする。
XPWEEK,TUE,09

YA IPアドレス/サブネットマスク/デ
フォルトゲートウエイの設定

設定 YA p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: IPアドレス(0.0.0.0～255.255.255.255)
p2: サブネットマスク

(0.0.0.0～255.255.255.255)
p3: デフォルトゲートウエイ

(0.0.0.0～255.255.255.255)
クエリ YA?
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6-41IM 04L31A01-17

コ
マ
ン
ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

例 IPアドレスを192.168.111.24，サブネットマス
クを255.255.255.0，デフォルトゲートウエイ
を0.0.0.0にする
YA192.168.111.24,255.255.255.0,

0.0.0.0

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

YK キープアライブの設定
設定 YK p1<ターミネータ>

p1: キープアライブの有効/無効(ON，OFF)
クエリ YK?

例 キープアライブを無効にする。
YKOFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

YN DNSの設定
DNSを使用しない場合
設定 YN p1<ターミネータ>

p1: DNSの使用/不使用(OFF)
クエリ YN?

例 DNSを使用しない。
YNOFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

DNSを使用する場合
設定 YN p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: DNSの使用/不使用(ON)
p2: プライマリDNSサーバのアドレス

(0.0.0.0～255.255.255.255)
p3: セカンダリDNSサーバのアドレス

(0.0.0.0～255.255.255.255)
p4: ホスト名(最大64文字)
p5: ドメイン名(最大64文字)
p6: ドメインサフィックス1(最大64文字)
p7: ドメインサフィックス2(最大64文字)

クエリ YN?

例 192.168.0.1のDNSサーバを使用する。
YNON,192.168.0.1

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

YQ 通信タイムアウトの設定
タイムアウトをしない場合
設定 YQ p1<ターミネータ>

p1: 通信タイムアウトの有効/無効(OFF)
クエリ YQ?

例 タイムアウトを無効にする。
YQOFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

タイムアウトをする場合
設定 YQ p1,p2<ターミネータ>

p1: 通信タイムアウトの有効/無効(ON)
p2: タイムアウト時間(1～120)[分]

クエリ YQ?

例 通信タイムアウトを有効にして，タイムアウト
時間を3分にする。
YQON,3

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで
保存したあと，本機器の電源を1度OFFにしてか
ら，電源を再度ONにしたときに有効になりま
す。

YS シリアルインタフェースの設定
設定 YS p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1: ボーレート(1200，2400，4800，9600，
19200，38400)

p2: データ長(7，8)
p3: パリティチェック(ODD，EVEN，NONE)
p4: ハンドシェイク(OFF:OFF，XON:XON，

XON:RS，CS:RS)
p5: RS-422-A/485アドレス(01～32)
p6: プロトコル(NORMAL，MODBUS，

MODBUS-M, LADDER)
クエリ YS?

例 ボーレートを9600，データ長を8，パリティ
チェックをODD，ハンドシェイクをOFF:OFF，
RS-422-A/485アドレスを02，プロトコルを
NORMALにする。
YS9600,8,ODD,OFF:OFF,02,NORMAL

解説 ・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあと，本機器の電源を1度OFFにし
てから，電源を再度ONにしたときに有効にな
ります。

・シリアルインタフェースオプションが付いてい
る製品で，このコマンドの設定ができます。
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YO 設定データの読み込み
設定 YOp1<ターミネータ>

p1: ファイル名(最大8文字)
例 ファイル名SETFILE1の設定ファイル(拡張子

.PCL)から，設定コマンドと基本設定コマンドの
両方の設定データを読み込む。
YOSETFILE1

解説 ・このコマンドでは，設定コマンドと基本設定コ
マンドのと両方の設定データを読み込みます。
設定コマンドの設定データだけを読み込むとき
は，LOコマンドを使用してください。

・このコマンドを実行すると通信の接続が切れま
す。

・外部記憶メディアが付いていない場合，または
媒体が挿入されていないとき，このコマンドの
設定はできません。

・設定データファイルを出力中(FEコマンドで指
定)は，本コマンドを使用できません。

・プログラム運転中は，本コマンドを使用できま
せん。

YC 測定/演算データのクリア，設定
データの初期化

設定 YC p1<ターミネータ>
p1: クリアまたは初期化するデータの種類

0 測定/演算データのクリア，設定モー
ドと基本設定モードの設定データの
初期化

1 測定/演算データのクリア，設定モー
ドの設定データの初期化

2 測定/演算データのクリア
例 測定/演算データをクリアする。

YC2

解説 ・測定/演算データは，本機器の内部メモリにあ
るデータを示します。

・外部記憶メディアのフォーマット中は，このコ
マンドの設定はできません。

YT FTP転送タイミングの設定
設定 YT p1,p2<ターミネータ>

p1: 表示/イベントの各データファイル作成時に
自動転送(ON,OFF)

p2: レポートのデータファイル作成時に自動転
送(ON,OFF)

クエリ YT?

例 表示/イベントの各データファイルを自動転送す
る。レポートのデータファイルは転送しない。
YTON,OFF

解説 本機器のメディア保存の設定が「オート」に
なっているとき，各データファイルの作成時に
自動転送されます。メディア保存の設定につい
ては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01
またはIM04L31A01-03をご覧ください。

YG Webサーバ機能使用/不使用の設定
設定 YG p1<ターミネータ>

p1: Webサーバ機能の使用/不使用(USE,NOT)
クエリ YG?

例 Webサーバ機能を使用する。
YGUSE

解説 ・イーサネット，表示できるWebページの種類や
アクセス認証条件などの設定については，
「2.3節」「2.9節」をご覧ください。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあと，本機器の電源を1度OFFにし
てから，電源を再度ONにしたときに有効にな
ります。

YL Modbusマスタ機能の動作の設定
設定 YL p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 通信周期(125MS，250MS，500MS，
1S，2S，5S，10S，15s，20s，30s)

p2: 通信タイムアウト時間(125MS，250MS，
500MS，1S，2S，5S，10S，1MIN)

p3: リトライ回数(OFF，1～5，10，20)
クエリ YL?

例 通信周期を500MS，通信タイムアウト時間を
250MS，リトライ回数を2に設定する。
YL500MS,250MS,2

解説 ・本機器のシリアルインタフェースのプロトコル
の設定が「マスタ」になっているとき有効で
す。シリアルインタフェースの設定について
は，「4.2節」をご覧ください。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあと，本機器の電源を1度OFFにし
てから，電源を再度ONにしたときに有効にな
ります。

YM Modbusマスタ機能のコマンドの設
定

コマンドを設定しない場合
設定 YM p1,p2<ターミネータ>

p1: 登録番号(1～8)
p2: コマンドの有無(OFF)

クエリ YM[ p1]?

例 コマンド登録番号1にコマンドを設定しない。
YM1,OFF

コマンドを設定する場合
設定 YM p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: 登録番号(1～8)
p2: コマンドの有無(ON)
p3: 先頭チャネル番号(C01～C30，CX1000で

はC01～C12)
p4: 最終チャネル番号(C01～C30，CX1000で

はC01～C12)
p5: スレーブ機器のアドレス(1～247)

6.7　基本設定コマンド(計測関連)
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p6: 先頭のレジスタ番号(30001～39999，
40001～49999，300001～365535，
400001～465535)

p7: レジスタに割り当てられたデータのタイプ
(INT16，UINT16，INT32_B，INT32_L，
UINT32_B，UINT32_L，FLOAT_B，
FLOAT_L)

クエリ YM[ p1]?

例 コマンド登録番号2に，「アドレス5のスレーブ
機器の，レジスタ30003(上位16ビット)，
30004(下位16ビット)に割り当てられた符号付
き32ビット整数型のデータを，本機器のC02に
読み込む」コマンドを登録する。
YM2,ON,C02,C02,5,30003,INT32_B

解説 ・本機器のシリアルインタフェースのプロトコル
の設定が「マスタ」になっているとき有効で
す。シリアルインタフェースの設定について
は，「4.2節」をご覧ください。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあと，本機器の電源を1度OFFにし
てから，電源を再度ONにしたときに有効にな
ります。

YU Eメールで送信する内容の設定
アラーム状態の変化を送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12<ターミネータ>
p1: 送信内容(ALARM)
p2: 送信先1の有無(ON,OFF)
p3: 送信先2の有無(ON,OFF)
p4: アラーム番号1のアラーム送信有無

(ON,OFF)
p5: アラーム番号2のアラーム送信有無

(ON,OFF)
p6: アラーム番号3のアラーム送信有無

(ON,OFF)
p7: アラーム番号4のアラーム送信有無

(ON,OFF)
p8: 瞬時値データ付加の有無(ON,OFF)
p9: 送信元URL付加の有無(ON,OFF)
p10:題名(最大32文字)
p11:ヘッダ1(最大64文字)
p12:ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，アラーム番号1～4のアラームを，
瞬時値データを付加して，送信元URLは付加せ
ずに送信する。題名は「ALM」とし，ヘッダ1
に「LP2」と表示する。
YUALARM,ON,OFF,ON,ON,ON,ON,ON,OFF,

ALM,LP2

定刻に送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12<ターミネータ>
p1: 送信内容(TIME)
p2: 送信先1の有無(ON,OFF)
p3: 送信先1に送信するインターバル

(1H,2H,3H,4H,6H,8H,12H,24H)
p4: 送信先1に送信する時刻(HH:MM)
p5: 送信先2の有無(ON,OFF)
p6: 送信先2に送信するインターバル

(1H,2H,3H,4H,6H,8H,12H,24H)
p7: 送信先2に送信する時刻(HH:MM)
p8: 瞬時値データ付加の有無(ON,OFF)
p9: 送信元URL付加の有無(ON,OFF)
p10:題名(最大32文字)
p11:ヘッダ1(最大64文字)
p12:ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，毎日17時15分にEメールを送信す
る。瞬時値データは付加せずに，送信元URLを
付加する。題名は「GOOD」とし，ヘッダ1に
「LP2」と表示する。
YUTIME,ON,24H,17:15,OFF,,,OFF,ON,

GOOD,LP2

システム通知を送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: 送信内容(SYSTEM)
p2: 送信先1の有無(ON,OFF)
p3: 送信先2の有無(ON,OFF)
p4: 送信元URL付加の有無(ON,OFF)
p5: 題名(最大32文字)
p6: ヘッダ1(最大64文字)
p7: ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，送信元URLを付加してシステム通知
のEメールを送信する。題名は「SystemAlert」
とし，ヘッダ1に「LP2」と表示する。
YUSYSTEM,ON,OFF,ON,SystemAlert,LP2

レポート作成通知を送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: 送信内容(REPORT)
p2: 送信先1の有無(ON,OFF)
p3: 送信先2の有無(ON,OFF)
p4: 送信元URL付加の有無(ON,OFF)
p5: 題名(最大32文字)
p6: ヘッダ1(最大64文字)
p7: ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，送信元URLを付加してレポート作成
通知のEメールを送信する。題名は「Report」
とし，ヘッダ1に「LP2」と表示する。
YUREPORT,ON,OFF,ON,Report,LP2
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解説 ・システム通知の内容については，「2.11節」を
ご覧ください。

・レポート作成通知は，演算機能オプション/M1
が付いている製品で，このコマンドの設定がで
きます。

・Eメールに関する設定については，「2.3節」
「2.11節」をご覧ください。

YV Eメールの送信先アドレスの設定
設定 YV p1,p2<ターミネータ>

p1: 送信先選択
1：送信先1
2：送信先2

p2: 送信先のアドレス(最大150文字)
クエリ YV[p1]?

例 送信先1を「Cont@good.co.jp」および
「Adm@good.co.jp」にする。
YV1,Cont@good.co.jp Adm@good.co.jp

解説 ・複数の送信先を設定するときは，スペースで区
切ってください。

・Eメールに関する設定については，「2.3節」
「2.11節」をご覧ください。

YW Eメールの送信元アドレスの設定
設定 YW p1<ターミネータ>

p1: 送信元アドレス(最大64文字)
クエリ YW?

例 送信元アドレスを「CX2000」とする。
YWCX2000

解説 Eメールに関する設定については，「2.3節」
「2.11節」をご覧ください。

YX EメールのSMTPサーバ名の設定
設定 YX p1,p2<ターミネータ>

p1: SMTPサーバ名(最大64文字)
p2: ポート番号(0～65535)

クエリ YX?

例 SMTPサーバを「mhs.good.co.jp」，ポートを
「25」に設定する。
YXmhs.good.co.jp,25

解説 Eメールに関する設定については，「2.3節」
「2.11節」をご覧ください。

ML 通信バッファ復帰処理の設定
設定 ML p1<ターミネータ>

p1: DO/内部スイッチの処理
Continue： 状態を保持
Clear： 状態をクリア

クエリ ML?

例 通信バッファ復帰時にDO/内部スイッチをクリ
アする。
MLclear

6.7　基本設定コマンド(計測関連)

MM モドバス・マスタ/温調計通信自動
復帰の設定

設定 MM p1,p2<ターミネータ>
p1: 自動復帰の有無(On/Off)
p2: 周期(1min，2min，5min，10min，20min，

30min，60min)
クエリ MM?

例 5分後に温調計通信を自動復帰する。
MMON,5min



6-45IM 04L31A01-17

コ
マ
ン
ド

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

6.8 基本設定コマンド(制御関連)

■制御機能, 設定値関連
GB PID組数の設定
設定 GB p1<ターミネータ>

p1: PID組数(1～8)
クエリ GB?

例 PID組数を6にする。
GB6

GI 制御周期の設定
設定 GI p1<ターミネータ>

p1: 制御周期の設定(250ms,500ms,1s)
A/D積分時間100msでは1s固定

クエリ GI?

例 制御周期を500msにする。
GI500MS

HX 制御動作関連の設定
設定 HX p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ゾーンPID選択(Off,On)
p2: 停電復帰時動作

(Continue,Manual,Auto)
p3: 停電復帰時動作(プログラム)

(Continue,Manual,Reset)
p4: PID初期値(Temp/Press+Flow)

クエリ HX?

例 ゾーンPIDをOnにし，停電復帰時動作を自動，
停電復帰時動作(プログラム)を手動運転にして，
PID初期値を温度用に設定する。
HXON,AUTO,MANUAL,TEMP

PY 6/4ループ切り替えの設定(CX2000
だけ)

設定 PY p1<ターミネータ>
p1: ループ種類(6Loop,4Loop)

クエリ PY?

例 ループ数を6ループに切り替える。
PY6LOOP

HQ オートチューニングOff/Onの設定
設定 HQ p1<ターミネータ>

p1: オートチューニングのOff/On(Off,On)
クエリ HQ?

例 オートチューニングをOnにする。
HQON

PC 制御モードの設定
設定 PC p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 制御モードの設定*

*: Off
Single
Cascade
PVSwitching
Retrans

p3: 切り替え条件の設定
(Range,PVHigh,Signal)

クエリ PC[ p1]?

例 ループ1の制御モードを2入力切替にして，切り
替え条件を温度設定範囲にする。
PC1,PVSWITCHING,RANGE

ループ3の制御モードをカスケード制御にする。
PC3,CASCADE

PP プログラム制御の有無
設定 PP p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: プログラム制御の有無(Off,On)

クエリ PP[ p1]?

例 ループ3のプログラム制御を有にする。
PP3,ON

GM PID制御モードの設定
設定 GM p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: PID制御モードの設定(Follow-up,Fixed-

point)
クエリ GM[ p1]?

例 ループ4のPID制御モードを，定値制御にする。
GM4,FIXED-POINT

HB バーンアウトの設定
設定 HB p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力番号(1～3)

1:測定1
2:測定2
3:リモート

p3: バーンアウトの設定(Off,Up,Down)
クエリ HB[ p1,p2]?

例 ループ6・測定1のバーンアウトをUpに設定す
る。
HB6,1,UP

解説 PV/SP演算がOFFのときに有効です。

6.8　基本設定コマンド(制御関連)
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MK バーンアウトの設定
設定 MK p1,p2<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10
CX1000ではCI01～CI05)

p2: バーンアウトの設定(Off/On)
クエリ MK[ p1]?

解説 PV/SP演算がONのときに有効です。

HR 基準接点補償の設定
設定 HR p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 入力番号(1～3)

1:測定1
2:測定2
3:リモート

p3: 基準接点補償の方法(External, Internal)
p4: 基準接点補償の設定値(-20000～20000)

クエリ HR[ p1,p2]?

例 ループ2・リモートの基準接点補償を，外部・
1000μVに設定する。
HR2,3,EXTERNAL,1000

解説 PV/SP演算がOFFのときに有効

MJ 基準接点補償の設定
設定 MJ p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 制御入力チャネル番号(CI01～CI10
CX1000ではCI01～CI05)

p2: 基準接点補償の方法(External, Internal)
p3: 基準接点補償の設定値(-20000～20000)

クエリ MJ[ p1]?

解説 PV/SP演算がONのときに有効

■接点入力登録, その他
GT 接点入力登録
設定 GT p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: モジュールの種類*1

p2: 接点番号*2

p3: 機能の種類*3

*1: CTRL1-DI，CTRL1-DO，
CTRL2-DI，CTRL2-DO，
CTRL3-DI，CTRL3-DO，
EXT1-RI，EXT1-RO，INT-SW1，
INT-SW2，INT-SW3
CX1000ではCTRL1-DI，CTRL1-
DO，INT-SW1，INT-SW2，INT-
SW3　ただし，
INT-SW1：SW001～SW012

(CX1000はSW001～SW006)
INT-SW2：SW013～SW024

(CX1000はSW007～SW012)
INT-SW3：SW025～SW036

(CX1000はSW013～SW018)
*2: DI001～DI006

DI101～DI106
DI201～DI206

RI001～RI012(拡張モジュール)
SW001～SW036
CX1000ではDI001～DI006，
SW001～SW018

*3: None
Auto1-2/3-4(カスケード制御時のみ)

CX1000ではAuto1-2だけ
Man1-2/3-4(カスケード制御時のみ)

CX1000ではMan1-2だけ
Cascade1-2/3-4(カスケード制御時
のみ)

CX1000ではCascade1-2だけ
Auto/Man(モジュールごとに1,2/
3,4/5,6，CX1000では1,2)
ControlStart/Stop1～6(CX1000で
は1または2)(モジュールごとに1,2/
3,4/5,6，CX1000では1,2)
Remote/Local1～6(CX1000では1ま
たは2)(モジュールごとに1,2/3,4/
5,6，CX1000では1,2)
AllControlStart
AllControlStop
SPNumber0bit～3bit(制御モジュー
ルでは6～3固定で使用。拡張モ
ジュールでは12～9固定で使用。設
定したビット数に従って，自動的に
接点が割り当てられる。)
ProgramReset
ProgramRun
Hold
Advance
PatternNo0bit～4bit(制御モジュール
では1～5固定で使用。拡張モジュー
ルでは1～5固定で使用。設定した
ビット数に従って，自動的に接点が
割り当てられる。)
PVSwitching1～4(CX1000では1ま
たは2)(2入力切り替え制御時のみ有
効)
XRコマンドのリモートアクションも
指定可能です。リモートアクション
の内容についてはXRコマンドを参照
してください。

クエリ GT[ p1,p2]?

例 モジュールの種類がCTRL1-2の接点番号1を，
「全ループ制御開始」に設定する。
GTCTRL1-2,DI001,ALLCONTROLSTART

GS リモート入力設定
設定 GS p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: リモート入力の選択

(Off, Remote)
クエリ GS[ p1]?

例 ループ2のリモートを使用する。
GS2,REMOTE

6.8　基本設定コマンド(制御関連)
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HG 警報モードの設定
設定 HG p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 警報モード

(Always,Stop,Stop/Man)
クエリ HG[ p1]?

例 ループ2の警報モードを運転停止時無効にする。
HG2,STOP

HY 目標設定値番号切り替え対象選択
の設定

設定 HY p1,p2<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 目標設定値番号切り替え対象選択のOff,On

例 ループ1をONに設定する。
HY1,ON

MY PV/SP演算のON/OFF
設定 MY p1<ターミネータ>

p1: PV/SP演算機能の有無(Off,On)
クエリ MY?

MZ CLOGエラーの設定
設定 MZ p1<ターミネータ>

p1: CLOGエラーの処理(Skip，Error)
クエリ MZ?

■出力処理関連
GF 出力処理の設定
設定 GF p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 制御出力の種類の設定*

p3: サイクルタイムの設定(1～1000)
p4: アナログ出力種別の設定

(4-20mA,0-20mA,20-4mA,20-0mA)
*: Relay

Voltage-pulse
Current-output
On/Off-control

クエリ GF[ p1]?

例 ループ4の制御出力の種類を電流出力に，サイク
ルタイムを600秒にし，アナログ出力種別を4-
20mAにする。
GF4,CURRENT-OUTPUT,600,4-20MA

■リレー関連
GR リレー関連の設定
設定 GR p1,p2<ターミネータ>

p1: FAIL機能の有無(Off,On)
p2: 故障診断機能の有無(Off,On)

クエリ GR?

例 FAIL機能をOff，故障診断機能をOnにする。
GROFF,ON

GE リレー動作の設定
設定 GE p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: モジュールの種類*1

p2: リレー番号*2

p3: リレー動作*3

*1: CTRL1-2，CTRL3-4，CTRL5-6
EXTDIO，CX1000ではCTRL1-2だけ

*2: DI001～DI006
DI101～DI106
DI201～DI206
RI001～RI012(拡張モジュール)
CX1000ではDI001～DI006

*3: De_energize/Hold,De_energize/
Nonhold,
Energize/Hold,Energize/Nonhold

クエリ GE[ p1,p2]?

例 拡張モジュールのリレー番号10を，「励磁／保
持」に設定する。
GEEXTDIO,RO010,ENERGIZE/HOLD

■チューニング設定
GU チューニングアイテムのOff/On
設定 GU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9<ターミ

ネータ>
p1: ループ番号(1～6/Ext1～Ext16，CX1000

では1/2/Ext1～Ext4)
p2: アイテム番号(1～21)
p3: アイテムOff/On(Off,On)
p4: アイテムID*

p5: アイテム名(半角英数字)
p6: レジスタアドレス(5～6桁の数字)

(内蔵ループの場合設定できない。ただし
「Others」を除く)

p7: 小数点位置(0～4)(内蔵ループの場合設定で
きない)

p8: 制御スパン下限値(内蔵ループの場合設定で
きない)

p9: 制御スパン上限値(内蔵ループの場合設定で
きない)
*: 内部用

SP,A1,A2,A3,A4,P,I,D,OH,OL,MR,H,DR,
PO,BS1,BS2,FL1,FL2,RT,RBS,RFL,W01
～W36
外部用
SP,A1,A2,A3,A4,P,I,D,OH,OL,MR,H,DR,
DB,PO,ETC(接続機種が「Other」の
場合はETCのみ有効)

クエリ GU[ p1,p2]?

例 内蔵ループ6・番号18のアイテムをOffにする。
GU6,18,OFF

内蔵ループ1・番号21のアイテムIDをA1にし，
アイテム名を「Item」にする。
GU1,21,ON,A1,Item

6.8　基本設定コマンド(制御関連)
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6.8　基本設定コマンド(制御関連)

外部ループ12・番号1のアイテムIDをETCに，
アイテム名を「etc」にし，レジスタアドレスを
40003，小数点位置を1，制御スパン下限値を-
10000，上限値を10000に設定する。
GUEXT12,1,ON,ETC,etc,40003,1,

-10000,10000

■外部ループ基本設定
GJ 外部ループ指定
設定 GJ p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では
Ext1～Ext4)

p2: 通信Off/On(Off,On)
p3: モドバスアドレス(1～247)
p4: 接続機種*

p5: ループ指定(First,Second)
p6: タグ(半角英数カタカナ8文字)
p7: タグコメント(半角英数カタカナ8文字)
*: UT320,UT350,UT420,UT450,

UT520,UT550,UT750,Others
クエリ GJ[ p1]?

例 外部ループ1の通信をOn，モドバスアドレスを
2，接続機種をUT450，ループ指定を第1ループ
にし，タグ，タグコメントを「TAG1」
「Ext1」にする。
GJEXT1,ON,2,UT450,FIRST,TAG1,Ext1

GK 外部ループパラメータ自動設定実
行コマンド

設定 GK p1,p2<ターミネータ>
p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では

Ext1～Ext4)
p2: 自動取得指定(1,2,3)

1:基本設定
2:パラメータアドレス
3:チューニング設定

クエリ GK[ p1]?

例 外部ループ16の基本設定を自動取得する。
GKEXT16,1

GV 外部ループパラメータ4，パラメー
タの種類/小数点位置/単位

設定 GV p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では

Ext1～Ext4)
p2: パラメータの種類(PV,SP,OUT)
p3: 小数点位置(0～4)
p4: 単位(半角英数字カタカナ6文字)

クエリ GV[ p1,p2]?

例 外部ループ6の入力値の小数点位置を2にし，単
位をAにする。
GVEXT6,PV,2,A

GH 外部ループパラメータ1，制御スパ
ン下限/上限

設定 GH p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では

Ext1～Ext4)
p2: 制御スパン下限
p3: 制御スパン上限

クエリ GH[ p1]?

例 外部ループ10の制御スパンの下限値を0，上限
値を20000にする。
GHEXT10,0,20000

GQ 外部ループパラメータ3，制御モー
ド/制御出力の種類

設定 GQ p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では

Ext1～Ext4)
p2: 制御モード*1

p3: 制御出力の種類*2

*1: SingleLoopControl/
CascadePrimaryLoop/
CascadeSecondaryLoop/
CascadeControl/ControlBackUp/
PVSwitching/
PVAutoSelector/PVHoldFunction/
DualLoopControl/Temperature-
Humidity/
Cascade-2Uni/PVSwitching-2Uni/
PVAutoSelector-2Uni

*2: Relay,Voltage-pulse,Current-output,
On/Off-control

クエリ GQ[ p1]?

例 外部ループ14の制御モードをユニバーサル2入
力選択制御にして，制御出力の種類をオンオフ
制御リレー接点出力にする。
GQEXT14,PVAutoSelector-2Uni,ON/OFF-

CONTROL

GN 外部ループパラメータ2，アラーム
番号/アラームの種類

設定 GN p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では

Ext1～Ext4)
p2: アラーム番号(1～4)(UT320/UT350/

UT420の場合は，3番まで有効)
p3: アラームの種類*

*: PV-High(Energ),PV-Low(Energ),
Deviation-High(Energ),
Deviation-Low(Energ),
Deviation-High(Deenerg),
Deviation-Low(Deenerg),
Deviation-H&L(Energ),
Dev-within-H&L(Energ),
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PV-High(Deenerg),PV-Low
(Deenerg),
PV-High(Energ/Standby),
PV-Low(Energ/Standby),
Dev-High(Energ/Standby),
Dev-Low(Energ/Standby),
Dev-High(Deenerg/Standby),
Dev-Low(Deenerg/Standby),
Dev-H&L(Energ/Standby),
Dev-w-H&L(Energ/Standby),
PV-High(Deenerg/Standby),
PV-Low(Deenerg/Standby),
Timer-upward(h:m),Timer-downward
(h:m),
Timer-upward(m:s),Timer-downward
(m:s),
Sensor-grounding,Problem-
diagnostic,
FAIL-output,SP-High,SP-Low,
Output-High,Output-Low
Heater-burnout1,Heater-burnout2

クエリ GN[ p1,p2]?

例 外部ループ11・アラーム番号1を，測定値上限
警報(非励磁／待機動作)に設定する。
GNEXT11,1,PV-HIGH(DEENERG/STANDBY)

■外部ループパラメータアドレス設定
GW 外部ループパラメータアドレス設

定
設定 GW p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: ループ番号(Ext1～Ext16，CX1000では
Ext1～Ext4)

p2: パラメータの種類(PV,SP,OUT,Mode,R/
L,S/R,Alarm,SP.No,PID.No,AT)
(接続機種がOthersの場合は，OUTまで有
効)

p3: レジスタアドレス(30001～39999，
40001～49999，300001～365535，
400001～465535)

クエリ GW[ p1,p2]?

例 外部ループ3のパラメータPVのレジスタアドレ
スを40003にする。
GWEXT3,PV,40003

6.9 制御コマンド

■制御コマンド
CA 自動/手動/カスケード運転の切り替

え
設定 CA p1,p2<ターミネータ>

p1: 自動/手動/カスケード運転の切り替え
(0,1,2)

0:自動切り替え
1:手動切り替え
2:カスケード切り替え

p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ4の運転モードをカスケードにする。

CA2,4

OC 運転/停止の切り替え
設定 OC p1,p2<ターミネータ>

p1: 運転/停止の切り替え(0,1)
0:停止
1:運転

p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ5を運転状態にする。

OC1,5

RL リモート/ローカルの切り替え
設定 RL p1,p2<ターミネータ>

p1: リモート/ローカルの切り替え(0,1)
0:ローカル
1:リモート

p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ1の入力をリモートにする。

RL1,1

OS 制御運転停止/開始　各ループ共通
設定 OS p1<ターミネータ>

p1: 制御運転/停止
0:停止
1:開始

例 制御運転を開始する。
OS1

SN 目標設定値番号の切り替え
設定 SN p1,p2<ターミネータ>

p1: 目標設定値番号SP(1～8)
1～8:目標設定値番号1～目標設定値番号8

p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 5ループの目標設定値番号を8にする。

SN8,5

6.8　基本設定コマンド(制御関連)/6.9　制御コマンド
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PX プログラムリセット/ラン
設定 PX p1<ターミネータ>

p1: リセット/ランの切り替え(0,1)
0:RESET
1:RUN

例 プログラム運転を開始する。
PX1

HU ホールド運転
設定 HU p1<ターミネータ>

p1: プログラム運転の一時停止(0,1)
0:一時停止解除
1:一時停止

例 プログラム運転を一時停止する。
HU1

AD アドバンス運転
設定 AD p1<ターミネータ>

p1: プログラム運転時のセグメントのアドバン
ス要求(1)

1:セグメントのアドバンス要求
例 AD1

PN パターン番号切り替え
設定 PN p1<ターミネータ>

p1: プログラムパターン番号の切り替え(1～30)
1～30:パターン番号1～パターン番号30

例 プログラムパターン番号を10にする。
PN10

HJ 手動出力設定値の変更
設定 HJ p1,p2<ターミネータ>

p1: 手動出力設定値(－50～1050(－5.0～
105.0%))
ただし，出力リミット上限値/下限値の範囲
内。

p2: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ1の手動出力設定値を25.0%にする。

HJ250,1

6.9　制御コマンド

HV オートチューニング要求
設定 HV p1,p2<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
p2: 0 終了

1 PID番号1を実行
2 PID番号2を実行
3 PID番号3を実行
4 PID番号4を実行
5 PID番号5を実行
6 PID番号6を実行
7 PID番号7を実行
8 PID番号8を実行
9 all

例 ループ1のPID番号1を実行する。
HV1,1
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6.10 出力コマンド(計測関連-制御
系)

BO バイト出力順序の設定
設定 BO p1<ターミネータ>

p1: バイトオーダ
0：MSB(上位バイト)から順に出力します。
1：LSB(下位バイト)から順に出力します。

クエリ BO?

例 上位バイトから出力する。
BO0

解説 このコマンドは，BINARY出力のときの数値
データのバイトオーダに作用します。

CS チェックサムの設定
設定 CS p1<ターミネータ>

p1: チェックサムの有無
0：無し
1：有り

クエリ CS?

例 チェックサムを有りにする。
CS1

解説 シリアル通信のときだけ使用できます。

IF ステータスフィルタの設定
設定 IF p1<ターミネータ>

p1: ステータスフィルタの値
(0.0.0.0～255.255.255.255)

クエリ IF?

例 ステータスフィルタの値を1.0.4.0にする。
IF1.0.4.0

解説 詳しくは7章をご覧ください。

CC イーサネット接続の切断
設定 CC p1<ターミネータ>

p1: 接続の切断(0)
例 接続を切断する。

CC0

解説 イーサネット通信のときだけ使用できます。

Note
BO/CS/IF/CBコマンドの設定値初期化

・シリアル通信の場合

BO/CS/IF/CBコマンドによる設定値は，本機器をリ
セットする(電源をOFF/ONする，基本設定モードから抜
ける)と，下記の初期値に戻ります。
・バイト出力順序，チェックサム，出力フォーマット：「0」
・ステータスフィルタ：「255.255.255.255」
本機器をリセットしたときは，再設定してください。

・イーサネット通信の場合

BO/IF/CBコマンドによる設定値は，本機器との接続を
切断すると初期値に戻ります。本機器と接続した後，再
設定してください。

6.11 出力コマンド(計測関連-設定/
測定/演算データ出力系)

FC 画面イメージデータの出力
設定 FC p1<ターミネータ>

p1: GET(画面イメージデータの出力)
例 画面イメージデータを本機器から出力する。

FCGET

解説 本機器の画面に表示中の画像データを取り，
PNG形式で出力します。

FE 設定データの出力
設定 FE p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 出力データの種類
0 設定コマンドの設定データ
1 小数点位置，単位の情報
2 基本設定コマンドの設定データ
3 最新のTLOGの小数点，単位の情報
4 設定データファイル

p2: 先頭チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

p3: 最終チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

例 チャネル1～5の設定コマンドの設定データを本
機器から出力する。
FE0,01,05

解説 ・先頭チャネル番号/最終チャネル番号の設定パ
ラメータは，最終チャネル番号≧先頭チャネル
番号になるように設定してください。

・p1＝0，1，2，3のときに，p2，p3の設定が
有効になります。

・設定データの保存中(LIコマンドで指定)は，本
コマンドを使用できません。

・設定データの読み込み中(LOまたはYOコマン
ドで指定)は，p1＝4のFEコマンドを使用でき
ません。

・設定モードの#7 プログラム制御関連の中の#1
プログラムパラメータ設定の画面が表示されて
いるとき(またはPBコマンドを送信したあと)
は，p1＝4のFEコマンドを使用できません。

FD 最新の測定/演算/制御データの出力
設定 FD p1,p2,p3<ターミネータ>

p1: 出力データの種類
0 最新の測定/演算/制御データをASCIIで

出力
1 最新の測定/演算/制御データをBINARY

で出力
4 最新のTLOGデータをASCIIで出力
5 最新のTLOGデータをBINARYで出力

p2: 先頭チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

6.10　出力コマンド(計測関連-制御系)/6.11　出力コマンド(計測関連-設定/測定/演算データ出力系)
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p3: 最終チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

例 チャネル1～5の最新の測定/演算/制御データを
ASCIIデータで本機器から出力する。
FD0,01,05

解説 ・最新の測定/演算/制御データとは，FDコマン
ドを本機器が受信したときの内部メモリにある
最新の測定/演算/制御データを意味します。

・先頭チャネル番号/最終チャネル番号の設定パ
ラメータは，最終チャネル番号≧先頭チャネル
番号になるように設定してください。

FF FIFOデータの出力
設定 FF p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1: 動作の種類
GET 前回出力の次のブロックから

出力
RESEND 前回の出力の再送
RESET FIFOバッファの読み出し位置

(ブロック)を最新データの位
置(ブロック)にする

GETNEW 最新データの出力
p2: 先頭チャネル番号(01～20/31～60/101～

118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

p3: 最終チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

p4: 読み出し上限ブロック数
1～60
測定/演算/制御データが設定したブロック
数に満たないときは，そのデータ分だけ送
信します。

例 チャネル1～10のFIFOデータを2ブロック分出力
する
FFGET ,01,10,2

解説 ・FIFOバッファは古いデータ領域から上書きさ
れていく巡回型です。書き込み周期はFRコマ
ンドで設定します。

・FIFOデータの出力形式には，次の2つがありま
す。

ロギング出力(GET)
前回読み出したブロックの次のブロックから指定
ブロック数(p4)分のデータを出力します。
データ抜けが起きないように以下の緩衝時間内に
読み出してください。
FIFOバッファ長　60周期(測定周期)
最大緩衝時間　60×(書き込み周期)

最新値出力(GETNEW)
最新データのブロックから，指定ブロック数(p4)
分遡ったブロックまでのデータを出力します。
・p1がGET，GETNEWのときに，p2～p4の設
定が有効になります。

・p4を省略すると，全ブロック指定となりま
す。

・先頭チャネル番号/最終チャネル番号の設定パ
ラメータは，最終チャネル番号≧先頭チャネル
番号になるように設定してください。

・FIFOデータの出力フローについては，付録4を
ご覧ください。

FL ログ，アラームサマリ，メッセー
ジサマリの出力

設定 FL p1,p2<ターミネータ>
p1: ログの種類

COM 通信
FTPC FTPクライアント
ERR 操作エラー
KEY キーログイン
WEB Web操作
EMAIL Eメール
ALARM アラームサマリ
MSG メッセージサマリ

p2: ログの最大読み出し長
p1がCOMのとき 1～200
p1がALARMのとき 1～120
p1がMSGのとき 1～100
p1が上記以外のとき 1～50

例 最新の10個の操作エラーログを出力します。
FLERR,10

解説 ・本機器に保存されたログ(記録)を出力します。
・p2を省略すると，書き込まれているすべての
ログを出力します。

FS 測定/演算/制御チャネルのアラーム
種類，設定値の出力

設定 FS p1,p2<ターミネータ>
p1: 先頭チャネル番号(01～20/31～60/101～

118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

p2: 最終チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

ただし，p1 ≤ p2
例 測定チャネル2～演算チャネル40までのアラー

ム種類，設定値を出力します。
FS2,40

FT 測定/演算/制御チャネルのスパンの
最大値/最小値/小数点位置の出力

設定 FT p1,p2<ターミネータ>
p1: 先頭チャネル番号(01～20/31～60/101～

118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

p2: 最終チャネル番号(01～20/31～60/101～
118/201～248，CX1000では01～06/31
～42/101～106/201～212)

ただし，p1 ≤ p2
例 制御チャネル101～110までのスパンの最大値/

最小値/小数点位置を出力します。
FT101,110

6.11　出力コマンド(計測関連-設定/測定/演算データ出力系)
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IS ステータス情報の出力
設定 IS p1<ターミネータ>

p1: ステータス情報の出力(0)
例 ステータス情報を出力する。

IS0

解説 出力するステータスは，ステータスフィルタ(IF
コマンド)でマスクできます。

FU ユーザーレベルの出力
設定 FU p1<ターミネータ>

p1: ユーザー情報の出力(0)
例 ユーザー情報を出力する。

FU0

解説 本機器に接続中のユーザーの情報を出力しま
す。

ME 外部記憶メディアに保存されてい
るデータの出力

設定 ME p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: 動作の種類

DIR ファイルリストの出力
GET 出力(1回目)
NEXT 出力(2回目以降)，1回目の出力

動作で出力しきれないときに，
このパラメータを使用して，残
りのデータを出力します。

RESEND 前回の出力の再送
DEL 削除
DIRNEXT DIRを実行してファイルリスト

を出力したあと，続きのファイ
ルリストを出力します。出力リ
スト数は，DIRで指定したp3の
値です。全リストを出力したあ
とこのコマンドを実行すると，
記憶メディアの空き容量のみを
出力します。

p2: ファイル名(最大26文字)
フルパスで設定してください。

p3: ファイルリストの最大出力数(1～100)
省略すると，指定ディレクトリの全ファイ
ルリストを出力します。

例 ・ルートディレクトリのすべてのファイルリスト
を出力する
MEDIR,/

・ルートディレクトリのファイルリストを，10
ファイル分出力する
MEDIR,/,10

・ディレクトリDATA0の下のすべてのファイル
リストを出力する
MEDIR,/DATA0/*.*

・DATA0というディレクトリの下の表示データ
のファイルリストを出力する
MEDIR,/DATA0/*.CDS

・DATA0というディレクトリの下のファイル名
72615100.CDSのデータを出力する。
MEGET,/DATA0/72615100.CDS

解説 ・p1がDIR，GET，DELのときに，p2の設定が
有効になります。

・p1がDIRのときに，p3の設定が有効になりま
す。

・XOコマンドで選択した通信(イーサネットまた
はシリアル通信のどちらか一方)で使用できま
す。

・データ送信中にエラーが発生した場合，p1＝
RESENDで再送できます。

MI 内部メモリに書き込まれている表
示データ/イベントデータの出力

設定 MI p1,p2,p3,p4<ターミネータ>
p1: 動作の種類

DIR データの退避とデータリスト
の出力

GET 出力(1回目)
NEXT 出力(2回目以降)，1回目の出

力動作で出力しきれないとき
に，このパラメータを使用し
て，残りのデータを出力しま
す。

RESEND 前回の出力の再送
SIZE データサイズ(容量)の出力

p2: 出力データの種類
DISPLAY 表示データ
EVENT イベントデータ

p3: ブロック番号(1～16)
p4: 出力形式(FILE，DATA)

例 表示データのブロック番号1のデータを，ファイ
ル形式で本機器から出力する。
MIGET,DISPLAY,1,FILE

解説 ・p1がDIR，GET，SIZEのときに，p2の設定が
有効になります。

・p1がGET，SIZEのときに，p3とp4の設定が
有効になります。

・XOコマンドで選択した通信(イーサネットまた
はシリアル通信のどちらか一方)で使用できま
す。

・このコマンドは，(p1=)DIRで退避したデータ
を，(p1=)GETで出力します。GETでデータを
い出力する前に，必ずDIRでデータの退避をし
てください。

MO 内部メモリに書き込まれている
TLOGデータ/マニュアルサンプル
データ/レポートデータの出力

設定 MO p1,p2,p3<ターミネータ>
p1: 動作の種類

DIR データの退避とデータリストの
出力

GET 出力(1回目)
NEXT 出力(2回目以降)，1回目の出力

動作で出力しきれないときに，
このパラメータを使用して，残
りのデータを出力します。

6.11　出力コマンド(計測関連-設定/測定/演算データ出力系)
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RESEND 前回の出力の再送
SIZE データサイズ(容量)の出力

p2: 出力データの種類
TLOG TLOGデータ
MANUAL マニュアルサンプルデータ
REPORT レポート

p3: ブロック番号
p2がTLOGのとき 1～16
p2がMANUALのとき 1～50
p2がREPORTのとき 1～40

例 TLOGデータのブロック番号1のデータを本機器
から出力する。
MOGET,TLOG,1

解説 ・p1がDIR，GET，SIZEのときに，p2の設定が
有効になります。

・p1がGET，SIZEのときに，p3の設定が有効に
なります。

・XOコマンドで選択した通信(イーサネットまた
はシリアル通信のどちらか一方)で使用できま
す。

・このコマンドは，(p1=)DIRで退避したデータ
を，(p1=)GETで出力します。GETでデータを
い出力する前に，必ずDIRでデータの退避をし
てください。

6.12 出力コマンド(計測関連-RS-
422/485特有コマンド系)

ESC O 機器のオープン
ESCは，ASCIIコードで表すと1BHとなります。
付録1をご覧ください。

設定 ESC O p1<ターミネータ>
p1: 機器のアドレス(01～32)

例 アドレス01の機器をオープンにして，すべての
コマンドを有効にする。
ESC O01

解説 ・通信をする機器のアドレスを指定します。
・オープンできる機器は1つだけです。
・ESC Oを実行すると，すでにオープンされてい
た機器は，自動的にクローズされます。

・このコマンドを正常に受信すると，本機器は
データ「ESC O □□」を送信します。

・通常のコマンドは，ターミネータとしてCR＋
LFまたはLFのどちらかを使用できますが，こ
のコマンドに限り，CR＋LFしか使用できませ
ん。

ESC C 機器のクローズ
ESCは，ASCIIコードで表すと1BHとなります。
付録1をご覧ください。

設定 ESC C p1<ターミネータ>
p1: 機器のアドレス(01～32)

例 アドレス01の機器をクローズにする。
ESC C01

解説 ・現在通信をしている機器との接続を解除しま
す。

・このコマンドを正常に受信すると，本機器は
データ「ESC C □□」を送信します。

・通常のコマンドは，ターミネータとしてCR＋
LFまたはLFのどちらかを使用できますが，こ
のコマンドに限り，CR＋LFしか使用できませ
ん。

6.11　出力コマンド(計測関連-設定/測定/演算データ出力系)/6.12　出力コマンド(計測関連-RS-422/485特有コマンド系)
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6.13 出力コマンド(制御関連)

FP SP番号とPID番号の出力
設定 FP p1<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ番号2のSP番号とPID番号を出力する。

FP2

解説 選択したループで，現在使用されているSP番号
とPID番号が出力されます。

FM 制御モードの出力
設定 FM p1<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～6，CX1000では1または2)
例 ループ番号2の制御モードを出力する。

FM2

解説 選択したループの制御モードの状態が出力され
ます。8ビットごとに4つに区切られた32ビット
の各ビットの状態で示されます。
xxx.xxx.xxx.xxx
詳細は，「7.2　ASCIIデータ出力フォーマッ
ト」の「制御モードの出力」をご覧ください。

FH プログラム運転モードの出力
設定 FH p1<ターミネータ>

p1: プログラムパターン番号(1～30)
1～30:パターン番号1～パターン番号30
省略したときはCXで指定されているパターン
番号

例 パターン番号2のプログラム運転モードの状態を
出力する。
FH2

解説 選択したパターンのプログラム運転モードの状
態が出力されます。8ビットごとに4つに区切ら
れた32ビットの各ビットの状態で示されます。
xxx.xxx.xxx.xxx
詳細は，「7.2　ASCIIデータ出力フォーマッ
ト」の「プログラム運転モードの出力」をご覧
ください。

FJ 現在実行中のプログラムパターン
情報の出力

設定 FJ p1<ターミネータ>
p1: プログラムパターン番号(1～30)
1～30:パターン番号1～パターン番号30
省略したときはCXで指定されているパターン
番号

例 パターン番号2のプログラムパターン情報を出力
する。
FJ2

解説 選択したパターンのプログラムパターンの情報
が出力されます。プログラムパターンが実行さ
れていないときは，過去に実行された最新パ
ターンの終了時の情報が出力されます。このと

き，残りのセグメントタイム(SEGTM)やウェイ
ト動作中のウェイト経過時間(WAITTM)は，
「0」になります。
詳細は，「7.2　ASCIIデータの出力フォーマッ
ト」の「現在実行中のプログラムパターン情報
の出力」をご覧ください。

FK PVイベント/タイムイベント情報の
出力

設定 FK p1<ターミネータ>
p1: プログラムパターン番号(1～30)
1～30:パターン番号1～パターン番号30
省略したときはCXで指定されているパターン
番号

例 パターン番号2のPVイベントとタイムイベント
の状態を出力する。
FK2

解説 ・プログラム運転中のときは，現状のPVイベン
トとタイムイベントの状態が出力されます。プ
ログラム運転中ではないときは，PVイベント
とタイムイベントの状態として「0」が出力さ
れます。

・PVイベントとタイムイベントの状態がそれぞ
れ出力されます。8ビットごとに4つに区切ら
れた32ビットの各ビットの状態で示されま
す。
xxx.xxx.xxx.xxx(PVイベント)
yyy.yyy.yyy.yyy(タイムイベント)
詳細は，「7.2　ASCIIデータの出力フォー
マット」の「PVイベント/タイムイベント情報
の出力」をご覧ください。

FN DI/DOデータと内部スイッチ状態の
出力

設定 FN<ターミネータ>
例 FN

解説 制御用DIO，拡張DIO(CX2000)，内部スイッチ
の状態をBINARYで出力します。出力フォー
マットは「7.3　BINARYデータ出力フォーマッ
ト」の「DI/DOデータ，内部スイッチの状態」
をご覧ください。

FO DIO操作監視機能の状態出力
設定 FO<ターミネータ>
例 FO

解説 DIO操作監視機能の状態の状態をBINARYで出力
します。出力フォーマットは「7.3　BINARY
データ出力フォーマット」の「DIO操作監視機能
の状態」をご覧ください。

6.13　出力コマンド(制御関連)
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FW パターン番号，運転状態，パター
ンに割り当てられたループの出力

設定 FW<ターミネータ>
例 FW

解説 パターン番号，運転状態，パターンに割り当て
られたループをBINARYで出力します。出力
フォーマットは「7.3　BINARYデータ出力
フォーマット」の「パターン番号，運転状態，
パターンに割り当てられたLOOP番号の出力」
をご覧ください。

DQ 外部ループのSP番号とPID番号の
出力

設定 DQ p1<ターミネータ>
p1: ループ番号(1～16，CX1000では1～4)

例 ループ番号2のSP番号とPID番号を出力する。
DQ2

解説 選択した外部ループで，現在使用されているSP
番号とPID番号が出力されます。

DR 外部ループの制御モードの出力
設定 DR p1<ターミネータ>

p1: ループ番号(1～10，CX1000では1～4)
例 ループ番号2の制御モードを出力する。

DR2

解説 選択した外部ループの制御モードの状態が出力
されます。8ビットごとに4つに区切られた32
ビットの各ビットの状態で示されます。
xxx.xxx.xxx.xxx
詳細は，「7.2　ASCIIデータ出力フォーマッ
ト」の「制御モードの出力」をご覧ください。

FV プログラム制御終了信号の状態の
出力

設定 FV p1<ターミネータ>
p1: プログラムパターン番号(1～30)
1～30:パターン番号1～パターン番号30
省略したときはCXで指定されているパターン
番号

例 パターン番号2のプログラム制御終了信号状を出
力
FV2

解説 プログラム制御終了信号は，プログラム運転が
正常終了してから約5秒間「オン」になります。
強制終了(リセットによる終了)では「オン」にな
りません。プログラム制御終了信号を接点出力
に割り付け，プログラム運転が正常終了してか
ら約5秒間，接点を「オン」にするというような
使い方ができます。FVコマンドで，プログラム
制御終了信号の状態を出力させることができま
す。

6.14 保守/診断コマンド(イーサ
ネット通信で保守/診断サーバ
機能利用時に使用可)

close 他の機器間のコネクションの切断
設定 close,p1,p2:p3<ターミネータ>

p1: 本機器側ポート(1～65535)
p2: コンピュータ側IPアドレス

(0.0.0.0～255.255.255.255)
p3: コンピュータ側ポート(1～65535)

例 close,34159,192.168.111.24:1054

E0

解説 このコマンドでは，サーバポートの切断はでき
ません。また，操作中の機器のポートの切断も
できません。quitコマンドを使用してください。

con コネクション情報の出力
設定 con<ターミネータ>
例
con

EA

00/00/00 12:34:56

Active connections

Proto Local Address Foreign Address State

TCP 192.168.111. 24:34159 192.168.111. 24:1053 ESTABLISHED

TCP   0.  0.  0.  0:34155   0.  0.  0.  0:   0 LISTEN

TCP   0.  0.  0.  0:34159   0.  0.  0.  0:   0 LISTEN

TCP   0.  0.  0.  0:34150   0.  0.  0.  0:   0 LISTEN

EN

TCP
使用プロトコル。

Local Address
本機器のソケットアドレス。
「IPアドレス:ポート番号」を表示。

Foreign Address
接続先のソケットアドレス。
「IPアドレス:ポート番号」を表示。

State
接続状況。

ESTABLISHED
コネクション確立。

eth イーサネット統計情報の出力
設定 eth<ターミネータ>
例
eth

EA

00/00/00 12:34:56

Ethernet Statistics

Name In Pkt In Err Out Pkt Out Err16 Coll

lo0 0 0 0 0 0

mb0 74 0 64 0 0

EN

6.13　出力コマンド(制御関連)/6.14　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可)
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help ヘルプの出力
設定 help [,p1]<ターミネータ>

p1 コマンド名
(close，con，eth，help，net，quit)

例 help

EA

con - echo connection information

eth - echo ethernet information

help - echo help

net - echo network status

quit - close this connection

net ネットワーク統計情報の出力
設定 net<ターミネータ>
例 net

EA

00/00/00 12:34:56

Network Status

APP: power on time = 00/00/00

12:34:56

APP: applalive     = disable

APP: genedrops     = 0

APP: diagdrops     = 0

APP: ftpsdrops     = 0

TCP: keepalive     = 30 s

TCP: connects      = 14

TCP: closed        = 0

TCP: timeoutdrop   = 0

TCP: keepdrops     = 0

TCP: sndtotal      = 53

TCP: sndbyte       = 0

TCP: sndrexmitpack = 0

TCP: sndrexmitbyte = 1

TCP: rcvtotal      = 0

TCP: rcvbyte       = 0

DLC: 16 collisions = 0

EN

TCP: keepalive
キープアライブチェックサイクル。

TCP: connects
コネクションが確立した総数。

TCP: closed
コネクションが切断された総数。

TCP: timeoutdrop
TCP再送のタイムアウトによって切断した
総数。送信したパケット(送信するデータの
単位)が受信されなかった場合，決められた
時間間隔で自動的にパケットを再送しま
す。本機器から14回再送しても受信されな
かたとき，タイムアウトしてコネクション
を切断します。

TCP: keepdrops
TCPキープアライブのタイムアウトによっ
て切断した総数。

TCP: sndtotal
送信した総パケット数。

TCP: sndbyte
送信した総バイト数。

TCP: sndrexmitpack
再送した総パケット数。

TCP: sndrexmitbyte
再送した総バイト数。

TCP: rcvtotal
受信した総パケット数。

TCP: rcvbyte
受信した総バイト数。

DLC: 16 collisions
コリジョンの発生回数。データ送信時にパ
ケットが衝突することをコリジョンと呼び
ます，ネットワークが混雑しているとコリ
ジョンの起きる頻度が高くなります。連続
して16回コリジョンが起きることを16コリ
ジョンと言います。

quit 操作中の機器のコネクションの切
断

設定 quit<ターミネータ>

6.14　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可)
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6.15 機器情報出力コマンド(イーサ
ネット通信で機器情報サーバ
機能利用時に使用可)

機器情報サーバ機能は，1つのUDPパケットを1つのコマン
ドとして解釈し，それに対して1つのパケットでレスポンス
(本機器の情報)を返します。

ポート番号 34264/udp(2.1節参照)
送受信データ ASCII

受信バッファ長 128

送信バッファ長 512

最大パラメータ数 32

コマンドとして送るパケットに，出力したい情報のパラ
メータを並べます。

パラメータ 説明

all 以下のパラメータ(serial，model，host，ip)
で出力される全情報を出力します。

serial シリアル番号を出力します。

model メーカ，モデル，ファームウエアバージョンを
出力します。

host ホスト名を出力します。(2.3節で設定されたホ
スト名です。)

ip IPアドレスを出力します。(2.3節で設定された
IPアドレスです。)

例 IPアドレスとホスト名を問い合わせる。(2つの
枠のうち，上側がコマンドのパケット，下側が
レスポンスのパケットを表すものとします。)

ip host

EA 
ip = 192.168.111.24 
host = CX2000 
EN

解説 ・パラメータ間は1つ以上の空白(スペース，タ
ブ，復帰，改行)で区切ります。

・大文字小文字は区別されません。
・未定義のパラメータは指定しても無視されま
す。

・最大パラメータ数32を超えて指定したパラ
メータは無視されます。

6.15　機器情報出力コマンド(イーサネット通信で機器情報サーバ機能利用時に使用可)
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7.1 レスポンスの書式

前章の各種コマンドに対して下表のようなレスポンスの種類があります。
本機器は，1つのターミネータで区切られたコマンドに対して，1つのレスポンス(肯定/否
定応答)を返します。コントローラ側はコマンド1対レスポンス1のコマンドレスポンスを
守ってください。このコマンド-レスポンスが守られない場合は，動作を保証できません。

否定

単数否定応答

または

複数否定応答

応答なし

分類

制御系

設定/測定/演算データ
出力系

制御関連
RS-422/485特有

レスポンス
肯定

肯定応答

ASCII出力

BINARY出力
ASCII出力
特有応答

コマンド

設定コマンド
基本設定コマンド 
出力コマンド

機能

設定/測定サーバ

計
測
関
連

* 機器情報サーバ機能のレスポンスについては，7.4節をご覧ください。

Note
本節で使用している「CRLF」は，復帰改行を示しています。

肯定応答
コマンドが正常に処理されたとき，肯定応答が返されます。
●構文

E0CRLF

●例

E0

単数否定応答
コマンドが正常に処理されなかったとき，単数否定応答が返されます。
●構文

E1_nnn_mmm...mCRLF

nnn エラー番号(001～999)
mmm...m メッセージ(可変長1行)
_ 空白(スペース)

●例

E1 001 "Ststem error"

複数否定応答
・サブデリミタで区切られた複数のコマンドのどれか1つでもエラーがあると，複数否定
応答が返されます。

・エラーが発生したコマンドの分だけ出力されます。
・エラーが発生したコマンドが複数ある場合は，「,(カンマ)」で区切って並べます。
・エラー発生位置の数字は，先頭のコマンドを「1」として，羅列されたコマンドに順次

付けられていく番号です。
●構文

E2_ee:nnnCRLF (エラーが1つだけの場合)
E2_ee:nnn,ee:nnn,...,ee:nnnCRLF (エラーが複数ある場合)

ee エラー発生位置(01～10)
nnn エラー番号(001～999)
_ 空白

●例

E2 02:001

第7章 レスポンス



7-2 IM 04L31A01-17

ASCII出力
ASCIIデータには，以下の種類があります。各データのフォーマットについては，7.2節を
ご覧ください。
設定/基本設定データ，小数点位置/単位情報，測定/演算/制御データ，SP番号とPID番
号，制御モード，プログラム運転モード，現在実行中のプログラムパターン情報，PV
イベント/タイムイベント情報，プログラム制御終了信号の状態，通信ログ，FTPロ
グ，操作エラーログ，キーログインログ，Web操作ログ，Eメールログ，アラームサマ
リ，メッセージサマリ，ステータス情報，ファイルリスト，データリスト，ユーザーレ
ベル

●構文

EACRLF

...............CRLF

:

...............CRLF

...............CRLF

ENCRLF

BINARY出力
●概要図

'E' 'B'

BINARYデータ 

ASCII形式 

BINARY形式 

データ長 

データサム 

フラグ 識別 ヘッダサム 

1バイト 

BINARYヘッダ 
(12バイト)

BINARYデータ 

BINARYフッタ 
(2バイト)

● EBCRLF

データがBINARYであることを示します。

●データ長

「フラグ＋識別＋ヘッダサム＋BINARYデータ＋データサム」のバイト値です。

●ヘッダサム

「データ長＋フラグ＋識別」のサム値です。

● BINARYデータ

データごとの出力フォーマットについては，7.3節をご覧ください。

●データサム

「BINARYデータ」のサム値です。

Note
BINARYヘッダ部のデータ長は，BOコマンドで設定されたバイトオーダに従って出力されます。

7.1　レスポンスの書式
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●フラグ

フラグ
ビット 名称(略称) 0 1 フラグの意味

7 BO MSB LSB バイト出力順序
6 CS 無 有 チェックサムの有無
5 － － －
4 － － －
3 － － －
2 － － －
1 － － －
0 END 中間 最終 連続データの中間/最終

・BOフラグが「0」のとき，MSB(上位バイト)から出力されます。BOフラグが「1」のとき，
LSB(下位バイト)から出力されます。

・CSコマンドのパラメータをチェックサム有り(パラメータ1)にすると，前ページ「●概要図」の
ヘッダサムとデータサムの部分にサム値が入ります。パラメータをチェックサム無し(パラメー
タ0)にすると，ヘッダサムとデータサムの部分にはゼロ(0)が入ります。サム値を計算するサン
プルプログラムについては，次ページ「●サム値の計算」をご覧ください。

・ME/MI/MOコマンドで出力されるデータの容量が大きい場合，1回の出力要求(パラメータGET)
では全データを出力しきれないときがあります。この場合はENDフラグが「0」になります。
ENDフラグが「1」になるまで，続きのデータを出力要求(パラメータNEXT)する必要がありま
す。

・名称とフラグ欄に「－」があるビットは未使用です。値は不定になります。

●識別

識別番号 BINARYデータの種類 形式 フォーマット

0 不特定ファイル ファイル(*.*) －
1 トリガデータ データ ○
1 測定/演算/制御データ データ ○
1 FIFOデータ データ ○
2 表示データファイル ファイル(*.CDS) ×
3 イベントデータファイル ファイル(*.CEV) ×
4 マニュアルサンプルデータファイル ファイル(*.DMN) ×
5 時報データファイル ファイル(*.DHR) ×
6 日報データファイル ファイル(*.DDR) ×
7 週報データファイル ファイル(*.DWR) ×
8 月報データファイル ファイル(*.DMR) ×
9 TLOGデータファイル ファイル(*.DTG) ×
10 設定データファイル ファイル(*.PNL) ×
11 表示データ データ ○
12 イベントデータ データ ○
13 画面イメージデータ ファイル(*.PNG) －

○：公開，×：非公開，－：一般形式
・BINARYデータには，上表の種類があります。
・BINARYデータには，データとファイルの2種類があります。

・データ
・FDコマンドで測定/演算/制御データを出力できます。
・FFコマンドでFIFOデータを出力できます。
・MIコマンドで表示データやイベントデータを出力できます。
・データのフォーマットは公開されています。7.3節をご覧ください。
・ ファイル
・表示データ/イベントデータ/TLOGデータ/設定データの各ファイルは，本機器付属の
DAQSTANDARD for CXで扱えます。詳しくは，DAQSTANDARD for CXのユーザーズマ
ニュアルIM04L31A01-61をご覧ください。

・フォーマットが一般形式のファイルは，市販のソフトウエアで読み込めます。
・その他のファイルはASCIIコードで書かれています。適当なエディタソフトで読み込めます。
・前ページ「●概要図」の識別の部分には，BINARYデータの種類を示す識別番号が入ります。

Note
上表にないBINARYデータは，すべて不特定ファイルになります。

7.1　レスポンスの書式
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● サム値の計算

CSコマンドのパラメータを「1(有)」にすると，シリアル通信のときだけチェックサム
値が出力されます。TCP/IPのときに使用するサム値で，以下のアルゴリズムで求めら
れます。

サム値の対象バッファ

・ヘッダサムの場合は，「データ長＋フラグ＋識別」で，6バイト固定です。
・データサムの場合は，「BINARYデータ」です。

1バイト 

0

(1) (2) (3) (4) (6)(5)

パディング 

バッファのデータ長が奇数の場合は，偶数になるように「0(ゼロ)」でパディング
し，符号なし2バイト整数(unsigned short)単位で，(1)～(6)まで加算します。この
とき桁あふれしたときは，さらに「1」を加算します。最後に加算結果をビット反転
させます。

サンプルプログラム

以下のサンプルプログラムで求められ，関数の戻値に計算結果が入ります。サンプルプ
ログラムで求められた計算結果と，BINARY出力されたBINARYヘッダ部のヘッダサム
やBINARYフッタ部のデータサムとを比較し，値が正しいかどうかの確認ができます。

/*
 * サム値算出関数(32bitCPU用)
 *
 * 引数 buff:サム値算出対象のデータの先頭ポインタ
 *        len :サム値算出対象のデータ長
 * 戻値        :算出したサム値
 */

int cksum(unsigned char *buff, int len)
{

unsigned short *p; /* 対象バッファの次に加算すべき2バイトデータを指すポインタ */
unsigned int   csum; /* チェックサム値 */
int i;
int odd;
csum = 0; /* 初期化 */
odd = len%2; /* データ数が奇数かどうかをチェック */
len >>= 1; /* short単位の個数を求める */
p = (unsigned short *)buff;

for(i=0;i<len;i++) /* unsigned short単位で加算していく */
csum += *p++;

if(odd){ /* データ長が奇数の場合の処理 */
union tmp{ /* 0をパディングし，unsigned shortデータに加算していく */
unsigned short s;
unsigned char c[2];
}tmp;
tmp.c[1] = 0;
tmp.c[0] = *((unsigned char *)p);
csum += tmp.s;

}

if((csum = (csum & 0xffff) + ((csum>>16) & 0xffff)) > 0xffff)
/* 桁あふれした値を加える */

csum = csum - 0xffff; /* このときさらに桁あふれしたとき,1を加える */

return((~csum) &  0xffff); /* ビット反転 */
}

7.1　レスポンスの書式
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RS-422/485特有
RS-422/485インタフェース特有のコマンドと，そのコマンドに対するレスポンスは，下
表のようになります。

コマンド構文 コマンドの意味 レスポンス

ESC O_xx CRLF 機器のオープン ・コマンドで設定したアドレスの機器からのレスポンス
　ESC O xx CRLF

(_ 空白) ・コマンドで設定したアドレスの機器がない*ときのレスポンス
　なし

ESC C_xx CRLF 機器のクローズ ・コマンドで設定したアドレスの機器からのレスポンス
　ESC C xx CRLF

(_ 空白) ・コマンドで設定したアドレスの機器がない*ときのレスポンス
　なし

* 「設定したアドレスの機器がない」状態になる原因として，コマンドエラー/機器に設定されたア
ドレスと合わない/機器の電源がONになっていない/機器がシリアルインタフェースで接続されて
いないなどが考えられます。

・表中の「xx」は機器のアドレスを示します。通信対象の機器に設定されてているア
ドレスの範囲内で，01～32のアドレスを設定できます。

・同時にオープンできる機器は1つだけです。
・ ESC Oコマンドで機器をオープンにすると，その機器へのすべてのコマンドが有効
になります。

・ ESC Oコマンドで1つの機器をオープンすると，すでにオープンされている他の機
器は，自動的にクローズされます。

・通常のコマンドは，ターミネータとしてCR＋LFまたはLFのどちらかを使用できま
すが，これらのコマンドに限り，CR＋LFしか使用できません。

Note
・ESCは，ASCIIコードで表すと1BHとなります。付録1をご覧ください。
・N88-BASICでは「ESC □」を「CHR$(&H1B)+"□"」と記述します。

7.1　レスポンスの書式
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7.2 ASCIIデータの出力フォーマット

ASCIIデータには，以下の種類があります。それぞれのフォーマットについて説明しま
す。
・設定/基本設定データ
・小数点位置/単位情報
・測定/演算/制御データ
・ SP番号とPID番号
・制御モード
・プログラム運転モード
・現在実行中のプログラムパターン情報
・ PVイベント/タイムイベント情報
・プログラム制御終了信号の状態
・通信ログ
・ FTPログ
・操作エラーログ
・キーログインログ
・Web操作ログ
・ Eメールログ
・アラームサマリ
・メッセージサマリ
・ステータス情報
・ファイルリスト
・データリスト
・ユーザーレベル

Note
本節で使用している「CRLF」は，復帰改行を示しています。
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設定/基本設定データ
・ FEコマンドによって出力されます。
・設定/基本設定データは，「6.2　コマンド一覧」の表にあるコマンドの記載順に出力さ

れます。ただし，以下のコマンドの設定内容は出力されません。
・設定コマンド(設定系)

SD/FRコマンド
・設定コマンド(制御系)

UD～CMのすべてのコマンド
・基本設定コマンド

XE/YO/YCコマンド
・設定/基本設定データの出力書式は，各コマンドの設定書式に準じます。
・複数行に渡って出力するコマンドがあります。たとえばチャネルごとに設定するコマン
ドです。

●構文

2文字のコマンド名とそれに続く設定値(パラメータ)が，次のような構文で出力されま
す。
EACRLF

ttsss...sCRLF

..............

ENCRLF

tt コマンド名(SR，SA...，XA，XI...)

sss...s 設定/基本設定データ（可変長1行）

●例

EA

SR01,VOLT,20mV,0,20

SR02,VOLT,20mV,0,20

...................

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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小数点位置/単位情報
・ FEコマンドによって出力されます。

●構文

チャネルごとに次のような構文で出力されます。
EACRLF

s_cccuuuuuu,ppCRLF

...................

ENCRLF

s データステータス(N，D，S)
N：ノーマル
D：差入力
S：スキップ (測定チャネルの場合は測定レンジはSKIPの設定のとき，演

算チャネルの場合はOFFの設定のとき)
ccc チャネル番号

0xx：測定チャネル(001～020，CX1000では001～006)
Axx：演算チャネル(A31～A60，CX1000ではA31～A42)
1xx：内蔵制御チャネル(101～118，CX1000では101～106)
2xx：外部制御チャネル(201～248，CX1000では201～212)

uuuuuu単位情報(6文字，左詰めで出力されます。)
mV____：mV

V_____：V

^C____：°C

xxxxxx：(ユーザー指定の文字列)
pp 小数点位置(00～04)

00のときは小数点が付きません(00000)。
01のときは小数点以下1桁の位置(0000.0)に小数点が付きます。
02のときは小数点以下2桁の位置(000.00)に小数点が付きます。
03のときは小数点以下3桁の位置(00.000)に小数点が付きます。
04のときは小数点以下4桁の位置(0.0000)に小数点が付きます。

_ 空白

●例

EA

N 001mV    ,01

N 002mV    ,01

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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測定/演算/制御データ
・ FDコマンドによって出力されます。

●構文

日付/時刻とともにチャネルごとに次のような構文で出力されます。
EACRLF

DATE_yy/mo/ddCRLF

TIME_hh:mi:ss.mmmtCRLF

s_ccca1a1a1a2a2a2a3a3a3a4a4a4uuuuuufdddddE-ppCRLF

............................

ENCRLF

yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
mmm ミリ秒(000～999，秒とミリ秒の間には「.(ピリオド)」が入ります。)
t 予約(空白です。)
s データステータス(N，D，S，O，E)

N：ノーマル
D：差入力
S：スキップ
O：オーバ
E：エラー

ccc チャネル番号
0xx：測定チャネル(001～020，CX1000では001～006)
Axx：演算チャネル(A31～A60，CX1000ではA31～A42)
1xx：内蔵制御チャネル(101～118，CX1000では101～106)
2xx：外部制御チャネル(201～248，CX1000では201～212)

a1a1a1a2a2a2a3a3a3a4a4a4

a1a1a1アラームステータス(アラーム番号1)
a2a2a2アラームステータス(アラーム番号2)
a3a3a3アラームステータス(アラーム番号3)
a4a4a4アラームステータス(アラーム番号4)
(下記のどれかになります。
H(上限アラーム)，L(下限アラーム)，h(差上限アラーム)，l(差下限アラー
ム)，R(変化率上昇限アラーム)，r(変化率下降限アラーム)，T(ディレイ上限
アラーム)，t(ディレイ下限アラーム)，PVH(測定値上限アラーム)，PVL(測
定値下限アラーム)，DVH(偏差上限アラーム)，DVL(偏差下限アラーム)，
DVO(偏差上下限アラーム)，DVI(上下限偏差内アラーム)，SPH(設定値上限
アラーム)，SPL(設定値下限アラーム)，OTH(出力値上限アラーム)，OTL(出
力値下限アラーム)，ETC(その他のアラーム)，空白文字(アラームなし))

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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uuuuuu単位情報(6文字，左詰めで出力されます。)
mV____：mV

V_____：V

^C____：°C

xxxxxx：(ユーザー指定の文字列)
f 符号(+，-)

ddddd 仮数部(00000～99999，5桁)
・演算データの場合，8桁になります。
・異常なデータ(データステータスがE)または仮数部や指数部の範囲を超え
たデータ((データステータスがO)の場合，仮数部は99999(演算データの
ときは99999999)になります。

pp 指数部(00～04)
_ 空白

●例

EA

DATE 99/02/23

TIME 19:56:32.500

N 001h   mV    +12345E-03

N 002    mV    -67890E-01

S 003

EN

Note
・存在しないチャネルのデータは，チャネル番号を含めて出力されません。
・スキップのチャネルの場合，アラームステータスから指数部までの値がすべてスペースになり
ます。

SP番号とPID番号
・内部ループはFPコマンド，外部ループはDQコマンドによって出力されます。
・選択したループで，現在使用されているSP番号とPID番号が出力されます。
●構文

SP番号，PID番号の順に出力されます。
EACRLF

SPNO_xCRLF

PIDNO_yCRLF

ENCRLF

x SP番号(1～8)*
y PID番号(1～8)
_ 空白
*： SP番号を0に設定している温調計UT320/321/350/351に対して出力要求

した場合，0が出力されます。
●例

EA

SPNO 1

PIDNO 2

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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制御モードの出力
・内部ループはFMコマンド，外部ループはDRコマンドによって出力されます。
・選択したループの制御モードの状態が出力されます。8ビットごとに4つに区切られた
32ビットの各ビットの状態で示されます。

●構文

EACRLF

xxx.xxx.xxx.xxxCRLF

ENCRLF

xxx 順にビット31～24，23～16，15～8，7～0の状態を10進数で示していま
す。

ビット31 01234

・各ビットの状態で，それぞれの制御モードがどんな状態かを示します。
ビット0の状態 0：stop，1：run

ビット1の状態 0：local，1：remote

ビット2の状態 0：auto，1：manual

ビット3の状態 0：カスケード(cas)運転中ではない
1：カスケード運転中

ビット4の状態 0：オートチューニング(AT)中ではない
1：オートチューニング中

ビット31の状態 0：プログラム運転なし，1：プログラム運転あり
・ビット3が1(カスケード運転中)のとき，カスケード2次側になるループは

auto/manual/casのどれかの状態になりえます。カスケード1次側に
なるループはauto固定です。

●例

プログラム運転あり，オートチューニング中，カスケード運転中，auto，remote，お
よびrunの状態のとき。
EA

128.000.000.027

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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7.2　ASCIIデータの出力フォーマット

プログラム運転モードの出力
・ FHコマンドによって出力されます。
・プログラム運転モードの状態が出力されます。8ビットごとに4つに区切られた32ビッ
トの各ビットの状態で示されます。

●構文

EACRLF

xxx.xxx.xxx.xxxCRLF

ENCRLF

xxx 順にビット31～24，23～16，15～8，7～0の状態を10進数で示していま
す。

ビット31 012

各ビットの状態で，プログラム運転モードがどんな状態かを示します。
ビット0の状態 0：reset，1：run

ビット1の状態 0：ホールド(hold)中ではない，1：ホールド中
ビット2の状態 0：ウェイト(wait)中ではない，1：ウェイト中

●例

ウェイト中ではない，ホールド中ではない，およびresetの状態のとき。
EA

000.000.000.000

EN

現在実行中のプログラムパターン情報の出力
・ FJコマンドによって出力されます。
・現在実行中のプログラムパターンの情報が出力されます。
●構文

EACRLF

PTNO_x1CRLF

SEGNO_x2CRLF

PRE_SEGNO_x3CRLF

SEGUSE_x4CRLF

SEGTM_hh:mi:ssCRLF

WAITTM_hh:mi:ssCRLF

RCYMOD_x5CRLF

ALL_RCY_x6CRLF

REM_RCY_x7CRLF

RST_x8CRLF

REN_x9CRLF

PTN_START_DATE_yy/mo/ddCRLF

PTN_START_TIME_hh:mi:ssCRLF

PTN_STOP_DATE_yy/mo/ddCRLF

PTN_STOP_TIME_hh:mi:ssCRLF

ENCRLF
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PTNO 運転中のパターン番号x1(1～30)
SEGNO 運転中のセグメント番号x2(1～99)
PRE_SEGNO 前回使用したセグメント番号x3(1～99)
SEGUSE 現在選択しているパターンのセグメント数x4(1～99)
SEGTM 残りのセグメント時間

hh 時(00～99)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)

WAITTM ウェイト動作中のウェイト経過時間
hh 時(00～99)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)

RCYMOD 運転中のパターンのリピート設定x5

(0：OFF，1：ON，2：無限回繰返し)
ALL_RCY 運転中のパターンのリピート回数x6(0～999)

RCYMODが「1」のときに有効な値を示します。
REM_RCY 運転中のパターンの残りのリピート回数x7(0～999)

RCYMODが「1」のときに有効な値を示します。
RST リピート動作するときのスタートセグメント番号x8(1-99)
REN リピート動作するときのエンドセグメント番号x9(1-99)
PTN_START_DATE/PTN_START_TIME

プログラム運転スタート日時
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)，初期値「－1」

PTN_START_DATE/PTN_START_TIME

プログラム運転ストップ日時
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)，初期値「－1」

_ 空白

プログラムパターンが実行されていないときは，過去に実行された最新パターンの終了
時の情報が出力されます。このとき，残りのセグメント時間(SEGTM)やウェイト動作中
のウェイト経過時間(WAITTM)は，「0」になります。

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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7.2　ASCIIデータの出力フォーマット

●例

EA

PTNO 5

SEGNO 10

PRE_SEGNO 2

SEGUSE 7

SEGTM 11:05:22

WAITTM 00:06:00

RCYMOD 1

ALL_RCY 20

REM_RCY 2

RST 3

REN 6

PTN_START_DATE 02/01/03

PTN_START_TIME 10:00:00

PTN_STOP_DATE 02/01/05

PTN_STOP_TIME 10:00:00

EN

PVイベント/タイムイベント情報の出力
・ FKコマンドによって出力されます。
・プログラム運転中のときは，現状のPVイベントとタイムイベントの状態が出力されま
す。プログラム運転中ではないときは，PVイベントとタイムイベントの状態として
「0」が出力されます。

●構文

EACRLF

xxx.xxx.xxx.xxxCRLF

yyy.yyy.yyy.yyyCRLF

ENCRLF

xxx ・順にビット31～24，23～16，15～8，7～0の状態を10進数で示してい
ます。

・ PVイベント1～16の発生の有無をビット0～15の状態で示します。した
がって，上位2桁のxxxは「0」になります。
0：イベント発生なし，1：イベント発生中

ビット31 012345101112131415 6789

yyy ・順にビット1～24，23～16，15～8，7～0の状態を10進数で示していま
す。

・タイムイベント1～16の発生の有無をビット0～15の状態で示します。し
たがって，上位2桁のxxxは「0」になります。
0：イベント発生なし，1：イベント発生中

●例

PVイベント1と，タイムイベント2と3が発生しているとき。
EA

000.000.000.001

000.000.000.006

EN
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7.2　ASCIIデータの出力フォーマット

プログラム制御終了信号の状態
・ FVコマンドによって出力されます。
・プログラム制御終了信号は，プログラム運転が正常終了してから約5秒間「オン」にな
ります。強制終了(リセットによる終了)では「オン」になりません。プログラム制御終
了信号を接点出力に割り付け，プログラム運転が正常終了してから約5秒間，接点を
「オン」にするというような使い方ができます。FVコマンドで，プログラム制御終了
信号の状態を出力させることができます。

●構文

EACRLF

xCRLF

ENCRLF

x プログラム制御終了信号の状態(0，1)
0：プログラム制御終了信号が「オフ」
1：プログラム制御終了信号が「オン」

●例

プログラム制御終了信号が「オン」の状態のとき。
EA

1

EN

通信ログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・設定/基本設定/出力の各コマンドとレスポンスのログ(記録)が出力されます。合わせて
過去200回までのログが残されます。200回を超えるログは古い順に消去されます。

●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_n_uuu...ufd_mmm...mCRLF

......................................

ENCRLF

yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
n コネクションID，接続しているユーザーを識別する番号。

0：シリアル
1～3：Ethernet

uuu...u ユーザー名(16文字)
f 複数コマンドフラグ

空白：単数
*：複数
(サブデリミタで区切って複数のコマンドを1度に送信すると「*」になり
ます。サブデリミタで羅列された複数のコマンドは，サブデリミタごと
に分割され，1つのコマンドで1ログ，1つのレスポンスで1ログのデータ
として格納されます。)
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d 入出力
>：入力
<：出力

mmm...m メッセージ(最大20文字)
・通信ログは，エラー番号だけが出力されエラーメッセージの部分は出力
されません。

・通常は送受信されたデータをそのまま出力しますが，特殊なメッセージ
を出力する場合があります。以下に，特殊なメッセージを記載します。

受信
(Over length)：コマンド長が超過した。
(Over number)：コマンド数が超過した。
(Serial error)：シリアル通信でエラーキャラクタを受信した。

送信
(ddd byte)：データ出力(dddはデータ数)
(Login)：ログイン
(Logout)：ログアウト
(Disconnected)：強制的な切断(イーサネットを使用して送信をすると
き，接続が切断されていた場合に発生します。)
(Time out)：タイムアウト，キープアライブ，TCP再送など)
E1 nnn：単数否定応答(nnnはエラー番号)
E2 ee:nnn：複数否定応答(eeはエラー発生位置，nnnはエラー番号)

_ 空白

●例

以下は、サブデリミタで区切られた複数のコマンド「BO1;???;CS1」を送信したとき
のログの例です。複数のコマンドはサブデリミタごとに分割され、複数コマンドフラグ
「*」が付いた状態で羅列の順に出力されます。
EA

99/05/11 12:31:11 1 user            *> BO1

99/05/11 12:31:11 1 user            *< E0

99/05/11 12:31:11 1 user            *> ???

99/05/11 12:31:11 1 user            *< E2 01:124

99/05/11 12:31:11 1 user            *> CS1

99/05/11 12:31:11 1 user            *< E0

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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FTPログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・ FTPクライアントのログ(記録)が出力されます。過去50回までのファイル転送のログが

残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。
・エラーコードの意味については，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または

IM04L31A01-03をご覧ください。
●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_nnn_xxxxxxxxx_k_ffffffff_eeeCRLF

...................................

ENCRLF

yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
nnn エラーコード(001～999)
xxxxxxxxx 詳細コード(9文字)
k サーバの種類(FTP接続先)

P：プライマリ
S：セカンダリ

ffffffff ファイル名(8文字)
eee 拡張子(3文字)
_ 空白

●例

EA

99/07/26 10:00:00              P 72610000 DDR

99/07/27 10:00:00              P 72710000 DDR

99/07/28 10:00:00 123 HOSTADDR P 72810000 DDR

99/07/29 10:00:00 123 HOSTADDR P 72910000 DDR

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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操作エラーログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・操作エラーのログ(記録)が出力されます。過去50回までの操作エラーのログが残されま
す。50回を超えるログは古い順に消去されます。

・通信のその他のメッセージ(400～999)とステータスメッセージ(500～599)は出力され
ません。

・エラーコードの意味については，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01または
IM04L31A01-03をご覧ください。

●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_nnn_uuu...uCRLF

................................

ENCRLF

yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
nnn エラーコード(001～999)
uuu...u エラーメッセージ(最大80文字)
_ 空白

●例

EA

99/05/11 12:20:00 212 "Format error."

99/05/11 12:30:00 217 "Unknown file type."

EN

キーログインログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・ログイン/ログアウトしたユーザーのログ(記録)が出力されます。ログイン/ログアウト
合わせて過去50回までのログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されま
す。

・ログイン中に電源が切れた場合は，ログアウトの状態になります。ただし，ログアウト
の記録として残りません。

・ログアウトのときには，ユーザー番号とユーザー名は出力されません。
●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_xxx_nn_uuu...uCRLF

...................................

ENCRLF

yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
xxx ログインまたはログアウト(In_，Out) 左詰めで出力されます。

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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nn ユーザー番号(01～07)
uuu...u ユーザー名(16文字)
_ 空白

●例

EA

99/05/11 12:20:00 In  01 administrator

99/05/11 12:30:00 Out

99/05/11 12:20:00 In  03 user

99/05/11 12:30:00 Out

EN

Web操作ログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・Webブラウザでの操作のログ(記録)が出力されます。過去50回までのログが残されま

す。50回を超えるログは古い順に消去されます。
●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_ffffff_eee_???...CRLF

...................................

ENCRLF

yy 年（00～99）
mo 月（01～12）
dd 日（01～31）
hh 時（00～23）
mi 分（00～59）
ss 秒（00～59）
ffffff要求操作

SCREEN ： 画面変更
KEY ： キー操作
MSG ： メッセージの設定/書込み

eee 要求操作実行時のエラーコード
すべて空白 ：成功
001～999 ：エラーコード

???...各要因ごとのパラメータ(以下参照)
・ ffffff = SCREENのとき

yy/mo/dd_hh:mi:ss_ffffff_eee_ddddd_nnCRLF

ddddd 画面の種類
TREND ：トレンド画面
DIGIT ：ディジタル画面
BAR     ：バーグラフ画面
CTRL   ：コントローラ画面
FACE   ：フェースプレート画面
HYBRD ：ハイブリッド画面
PRG     ：プログラム運転画面

nn グループ番号（01～10）

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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・ ffffff = KEYのとき
yy/mo/dd_hh:mi:ss_ffffff_eee_kkkkkCRLF

 kkkkk 操作したキーの種類
DISP   ： DISP/ENTERキー
UP       ： 上キー
DOWN   ： 下キー
LEFT   ： 左キー
RIGHT ： 右キー

・ ffffff = MSGのとき
yy/mo/dd_hh:mi:ss_ffffff_eee_nn_mmm...CRLF

nn メッセージ番号(01～08)
mmm... メッセージ(最大16文字)

_ 空白

●例

EA

01/02/11 12:20:00 SCREEN 275 TREND 01

01/02/11 12:21:00 SCREEN     BAR   01

01/02/11 12:30:00 KEY        UP

01/02/11 12:31:00 KEY        RIGHT

01/02/11 12:40:00 MSG        05 Hello-Hello

01/02/11 12:41:00 MSG        05 Hello-Hello

EN

Eメールログ
・ FLコマンドによって出力されます。
・ Eメール送信のログ(記録)が出力されます。過去50回までのログが残されます。50回を
超えるログは古い順に消去されます。

●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_ffffff_eee_n_uuu...CRLF

...................................

ENCRLF

yy 年（00～99）
mo 月（01～12）
dd 日（01～31）
hh 時（00～23）
mi 分（00～59）
ss 秒（00～59）
ffffff要因

ALARM ： アラームメール
TIME ： 定刻メール
REPORT ： レポートタイムアップメール
FAIL ： 停電復帰メール
FULL ： メモリフルメール
TEST ： テストメール
ERROR ： エラーメッセージメール

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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eee エラーコード
すべて空白 ：成功
001～999 ：エラーコード

n 送信先リスト
1： リスト1

2： リスト2

+： リスト1とリスト2の両方
uuu...送信先メールアドレス列（最大30文字）
_ 空白

●例

EA

01/05/11 12:20:00 ALARM      + notice

01/05/11 12:30:00 REPORT 375 1 user1 user2

EN

アラームサマリ
・ FLコマンドによって出力されます。
・アラームサマリが出力されます。過去120回までのアラーム情報が残されます。120回
を超えるアラーム情報は古い順に消去されます。

●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_ccc_lsss_YY/MO/DD_HH:MM:SSCRLF

...................................

ENCRLF

yy/mo/dd hh:mi:ss アラーム発生時間
yy 年（00～99）
mo 月（01～12）
dd 日（01～31）
hh 時（00～23）
mi 分（00～59）
ss 秒（00～59）

ccc チャネル番号
0xx：測定チャネル

(001～020，CX1000では001～006)
Axx：演算チャネル

(A31～A60，CX1000ではA31～A42)
1xx：内蔵制御チャネル

(101～118，CX1000では101～106)
2xx：外部制御チャネル

(201～248，CX1000では201～212)
l アラーム番号（1～4）
sss アラームの種類

(H,h,L,l,R,r,T,t,PHV,PVL,DVH,DVL,DVO,DVI,SPH,

SPL,OTH,OTL,ETC,空白文字。それぞれの記号の意味に
ついては，本節「測定/演算/制御データ」参照。）

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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YY/MO/DD HH:MI:SS アラーム解除時間(アラームが解除されていないときは，
アラーム解除時間は出力されません)
YY 年（00～99）
MO 月（01～12）
DD 日（01～31）
HH 時（00～23）
MI 分（00～59）
SS 秒（00～59）

_ 空白

●例

EA

01/05/11 12:20:00 001 1L 01/05/11 12:25:00

01/05/11 12:30:00 A31 3t

EN

メッセージサマリ
・ FLコマンドによって出力されます。
・メッセージサマリが出力されます。過去100回までのメッセージが残されます。100回
を超えるメッセージは古い順に消去されます。

●構文

EACRLF

yy/mo/dd_hh:mi:ss_nn_mmm..._uuu...CRLF

...................................

ENCRLF

yy 年（00～99）
mo 月（01～12）
dd 日（01～31）
hh 時（00～23）
mi 分（00～59）
ss 秒（00～59）
nn メッセージ番号（01～08）
mmm...メッセージ（16文字，16文字に充たないときは，スペースが入ります）
uuu...ユーザー名（最大16文字，キーログイン機能を使用しているときだけ出力

されます)
_ 空白

●例

EA

01/05/11 12:20:00 01 hello-hello      superstar

01/05/11 12:20:00 03 0123456789abcdef kokoko

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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ステータス情報
・ ISコマンドによって出力されます。
・機器の動作状態が出力されます。
・ステータス情報の詳細については，「8.2　ステータス情報のビット構成」をご覧くだ
さい。

●構文

EACRLF

ddd.ccc.bbb.aaaCRLF

ENCRLF

aaa ステータス情報1(000～255)
bbb ステータス情報2(000～255)
ccc ステータス情報3(000～255)
ddd ステータス情報4(000～255)

●例

EA

000.000.032.000

EN

ファイルリスト
・MEコマンドによって出力されます。
・本機器の外部記憶メディアの指定したディレクトリのファイルリストやファイルのデー
タサイズが出力されます。

●構文

EACRLF

ffffffff_eee_ssssssss_yy/mo/dd_hh:mi:ss_llllllllllCRLF

......................................................

zzzzzzz Kbyte freeCRLF

ENCRLF

ffffffff ファイル名(8文字)
この部分がディレクトリの場合は，「ファイルのデータサイズ」の
ところに<DIR>の文字が入ります。

eee 拡張子(3文字)
ssssssss ファイルのデータサイズ(_______0～99999999) [byte(s)]
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
zzzzzzz メディアの空き容量(______0～9999999)
llllllllll 識別番号(_________0～9999999999)

・ 拡張子がCEVまたはCDSの場合だけ数値になります。ファイル固
有の数値で，そのファイルの元データである内部メモリ内のブ
ロックの識別番号と同じです。

・拡張子がCEVまたはCDS以外の場合は空白になります。
・他の機器(CX)で保存したファイルの場合は「0」になります。

_ 空白

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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● 例

EA

XV1      CEV      124 99/02/24 20:07:12      12310

XV1      PCL     1204 99/01/19 01:52:37

DATA            <DIR> 99/01/19 01:23:64

    523 Kbyte free

EN

データリスト
・MI/MOコマンドによって出力されます。
・指定した内部メモリ内のデータのブロック数やファイル名などが出力されます。
・MI/MOコマンドの第1パラメータがDIRのとき，内部メモリのデータを通信用に退避
し，そのリストを出力します。

●構文

EACRLF

aaCRLF

bb_ffffffff_eee_ssssss_yy/mo/dd_hh:mi:sskllllllllllCRLF

.......................................................

ENCRLF

aa 有効ブロック数(00～99)
bb ブロック番号(00～99)
ffffffff ファイル名(8文字)
eee 拡張子(3文字)

ssssss 収集回数(_____1～999999)
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)

年/月/日/時/分/秒は，そのブロックの最終のデータが書き込まれた
ときの日時になります。

k データ属性
* サンプル中の内部メモリのブロック
+ 上書き中の内部メモリのブロック
空白 確定しているブロック
データを退避したときに，元のブロックのデータが変動している
と，*または+が出力されます。

llllllllll 識別番号(_________0～9999999999)
・ 拡張子がCEVまたはCDSの場合だけ数値になります。データ固有
の数値です。

・拡張子がCEVまたはCDS以外の場合は空白になります。
_ 空白

●例

EA

02

01 DATA0001 DHR    128 99/02/24 20:10:00

02 DATA0002 DDR    128 99/02/24 20:11:00

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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ユーザーレベル
・ FUコマンドによって出力されます。
・ユーザー名，ユーザーレベルなどが出力されます。
●構文

EACRLF

p_l_uuu...uCRLF

ENCRLF

p 物理層
E：Ethernet
S：RS-232またはRS-422/485

l ユーザーレベル
A：管理者
U：利用者

uuu...u ユーザー名(最大16文字)
_ 空白

●例

EA

E A admin

EN

7.2　ASCIIデータの出力フォーマット
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7.3 BINARYデータの出力フォーマット

本機器で公開している以下のBINARYデータの出力フォーマットについて説明します。
その他のBINARYデータについては，7-3ページ「●識別」をご覧ください。
・測定/演算/制御データ，FIFOデータ
・表示データ
・イベントデータ
測定/制御データは符号付き16ビット整数，演算データは符号付き32ビット整数で出力され
ます。小数点と単位を付けて物理量となります。小数点位置はFEコマンドで求められます。

BINAYデータから物理量を得る例

BINARYデータ 小数点位置情報 物理量(測定値)

10000 0 10000

10000 1 1000.0

10000 2 100.00

10000 3 10.000

10000 4 1.0000

Note
本節で使用している「CRLF」は，復帰改行を示しています。

測定/演算/制御データ，FIFOデータ
・測定/演算/制御データは，FDコマンドによって出力されます。
・ FIFOデータは，FFコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

2バイト 
 

ブロック数 
ブロック 1 

･･･ 
ブロック n

バイト数 

2バイト 

BINARYデータ 
(7-2ページ「●概要図」の 
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数

ブロックの数

●バイト数

1つのブロックのサイズ [bytes]

●ブロック

年
測定/演算/制御

･･･
･･･

測定/演算/制御
･･･
･･･

測定/演算/制御
･･･
･･･

月
チャネル

･･･
･･･

チャネル
･･･
･･･

チャネル
･･･
･･･

日
A2
･･･
･･･
A2
･･･
･･･
A2
･･･
･･･

時
A1
･･･
･･･
A1
･･･
･･･
A1
･･･
･･･

分
A4
･･･
･･･
A4
･･･
･･･
A4
･･･
･･･

ミリ秒
測定データ

･･･
･･･

制御データ
･･･
･･･

(予約)* フラグ秒
A3
･･･
･･･
A3
･･･
･･･
A3
･･･
･･･

演算データ
･･･
･･･

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト 1バイト 1バイト

4バイト
* (予約)の部分は未使用です。値は不定になります。
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・フラグ

フラグの意味を下表に示します。FIFOデータ出力のときに有効です。FIFOデータ出
力でないときのフラグの値は不定になります。

ビット フラグ フラグの意味
0 1

7 無 有 画面のスナップショットが実行されたことを示します。
6 － －
5 － －
4 － －
3 － －
2 無 有 測定中に小数点位置または単位情報が変更されたことを示します。
1 無 有 測定中に，FRコマンドでFIFO書き込み周期が変更されたことを示し

ます。
0 無 有 内部処理(たとえば演算)に時間がかかり過ぎるため，設定されている

測定周期では測定が間に合わなかったことを示します。

フラグ欄の「－」があるビットは未使用です。値は不定になります。

・ブロックメンバー

名前 BINARY値

年 0～99
月 1～12
日 1～31

時 0～23
分 0～59
秒 0～59
ミリ秒 0～999

(予約) 不定

測定/演算/制御 00H：測定/制御，80H：演算
チャネル 01～248

アラームステータス*
A1
A2 0～31
A3
A4

* アラームステータスは，1バイトを使ってBINARY値0～31が入ります。BINARY値0～31は，ア
ラームの種類，H(上限アラーム)，L(下限アラーム)，h(差上限アラーム)，l(差下限アラーム)，R
(変化率上昇限アラーム)，r(変化率下降限アラーム)，T(ディレイ上限アラーム)，t(ディレイ下限
アラーム)，PVH(測定値上限アラーム)，PVL(測定値下限アラーム)，DVH(偏差上限アラーム)，
DVL(偏差下限アラーム)，DVO(偏差上下限アラーム)，DVI(上下限偏差内アラーム)，SPH(設定値
上限アラーム)，SPL(設定値下限アラーム)，OTH(出力値上限アラーム)，OTL(出力値下限アラー
ム)，ETC(その他のアラーム)に，それぞれ次のように対応します。
0はアラーム無し，1はH，2はL，3はh，4はl，5はR，6はr，7はT，8はt，21はPVH，22は
PVL，23はDVH，24はDVL，25はDVO，26はDVI，27はSPH，28はSPL，29はOTH，30は
OTL，31はETC。

●特殊なデータ値

特殊な状態のとき，測定/演算/制御データはそれぞれ下表の値になります。

特殊なデータ値の種類 測定/制御データ 演算データ

＋オーバ 7FFFH 7FFF7FFFH
－オーバ 8001H 80018001H
スキップ 8002H 80028002H
エラー 8004H 80048004H
不定 8005H 80058005H

Note
ブロック数，バイト数，測定/演算/制御データは，BOコマンドで設定されたバイトオーダに従っ
て出力されます。

7.3　BINARYデータの出力フォーマット



7-28 IM 04L31A01-17

表示データ
・MIコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「11」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

ヘッダ 
ブロック 1 

･･･ 
ブロック n

BINARYデータ 
(7-2ページ「●概要図」の 
BINARYデータの部分です。)

●ヘッダ

構文

aaaaaa,ddd,ffffggg,ttttttCRLF

DATE_yy/mo/ddCRLF

TIME_hh:mi:ss.mmmtCRLF

s_cccuuuuuu,ppCRLF

..................

s_cccuuuuuu,ppCRLF

aaaaaa ブロック数(6桁)　上図のブロック数nと一致します。
ddd チャネル数(3桁)
ffff サンプリング周期の値(4桁)
ggg サンプリング周期の単位(3文字，左詰めで出力されます。)
tttttt トリガ位置のデータ番号(6桁，カウントは0から始まります。)

表示データの場合，表示データの最後のデータの番号になります。
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
mmm ミリ秒(000～999)
t 予約(空白です。)
s データステータス

N：ノーマル
D：差入力

ccc チャネル番号
0xx：測定チャネル(001～020，CX1000では001～006)
Axx：演算チャネル(A31～A60，CX1000ではA31～A42)
1xx：内蔵制御チャネル(101～118，CX1000では101～106)
2xx：外部制御チャネル(201～248，CX1000では201～212)

uuuuuu 単位情報(6文字，左詰めで出力されます。)
mV____：mV

V_____：V

^C____：℃
xxxxxx：(ユーザー指定の文字列)

pp 小数点位置(00～04)
00のときは小数点が付きません(00000)。
01のときは小数点以下1桁の位置(0000.0)に小数点が付きます。
02のときは小数点以下2桁の位置(000.00)に小数点が付きます。
03のときは小数点以下3桁の位置(00.000)に小数点が付きます。
04のときは小数点以下4桁の位置(0.0000)に小数点が付きます。

_ 空白

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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●ブロック

2バイト 

測定データ 
･･･ 
･･･ 

演算データ 
･･･ 
･･･ 

2バイト 

4バイト 

4バイト 

MIN値 
MAX値 

演算データ 
･･･ 
･･･ 

測定データ 
･･･ 
･･･ 

制御データ 
･･･ 
･･･ 

制御データ 
･･･ 
･･･ 

● 特殊なデータ値

特殊な状態のとき，測定/演算/制御データはそれぞれ下表の値になります。

特殊なデータ値の種類 測定/制御データ 演算データ

＋オーバ 7FFFH 7FFF7FFFH
－オーバ 8001H 80018001H
スキップ 8002H 80028002H
エラー 8004H 80048004H
不定 8005H 80058005H

Note
測定/演算/制御データは，BOコマンドで設定されたバイトオーダに従って出力されます。

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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イベントデータ
・MIコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「12」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

ヘッダ 
ブロック 1 

･･･ 
ブロック n

BINARYデータ 
(7-2ページ「●概要図」の 
BINARYデータの部分です。)

●ヘッダ

前述の表示データの「ヘッダ」と同じです。

●ブロック

2バイト 

4バイト 

演算データ 
･･･ 
･･･ 

測定データ 
･･･ 
･･･ 

制御データ 
･･･ 
･･･ 

● 特殊なデータ値

特殊な状態のとき，測定/演算/制御データはそれぞれ下表の値になります。

特殊なデータ値の種類 測定/制御データ 演算データ

＋オーバ 7FFFH 7FFF7FFFH
－オーバ 8001H 80018001H
スキップ 8002H 80028002H
エラー 8004H 80048004H
不定 8005H 80058005H

Note
測定/演算/制御データは，BOコマンドで設定されたバイトオーダに従って出力されます。

マニュアルサンプルデータ

・MEまたはMOコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「4」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

レポートデータ(時報，日報，週報，月報データ)
・MEまたはMOコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は，時報データが「5」，日報データが「6」，週報デー
タが「7」，月報データが「8」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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DI/DOデータ，内部スイッチの状態(スタイルナンバーS3以降)
・ DI/DOデータ，内部スイッチの状態を，FNコマンドで出力できます。
・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

2バイト

ブロック数(1固定)
ブロック 1

バイト数

2バイト

BINARYデータ
(7-2ページ「●概要図」の
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数

ブロックの数(“1”固定)

●バイト数

1ブロックのサイズ [bytes]

●ブロック

年 月 日 時 分 ミリ秒 (予約)* フラグ秒

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト 1バイト 1バイト

DI/DOデータ，内部スイッチの状態

DI/DO，内部スイッチの状態

実装情報 制御DIO1～3 拡張DIO1～3 内部スイッチGr1～6

2バイト 2バイト×3＝6バイト 4バイト×3＝12バイト 1バイト×6＝6バイト

CX2000

実装情報 制御DIO1 内部スイッチGr1～3

2バイト 2バイト 1バイト×3＝3バイト

CX1000

1バイト

(予約)*

* (予約)の部分は未使用です。値は「0」固定になります。

データの詳細
実装情報(2バイト)

bit0： 制御モジュール1が実装されている(1)，実装されていない(0)
bit1： 制御モジュール2が実装されている(1)，実装されていない(0)
bit2： 制御モジュール3が実装されている(1)，実装されていない(0)
bit3： 0
bit4： 拡張モジュールが実装されている(1)，実装されていない(0)
bit5： 0
bit6： 0
bit7～bit15：0
制御DIO1～3(2バイト)

bit0： DI 0(1：ON，0：OFF)
bit1： DI 1(1：ON，0：OFF)
：
bit5： DI 6(1：ON，0：OFF)
bit6～bit7： 0
bit8： DO 0(1：ON，0：OFF)
bit9： DO 1(1：ON，0：OFF)
：
bit13： DO 6(1：ON，0：OFF)

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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拡張DIO1～3(4バイト)

bit0： DI 0(1：ON，0：OFF)
bit1： DI 1(1：ON，0：OFF)
：
bit11： DI 11(1：ON，0：OFF)
bit12～bit15：0
bit16： DO 0(1：ON，0：OFF)
bit17： DO 1(1：ON，0：OFF)
：
bit27： DO 11(1：ON，0：OFF)
bit28～bit31：0
拡張DIO2と拡張DIO3はすべて0
内部スイッチ(グループ1～6　1バイト)

bit0： SW001(1：ON，0：OFF)
bit1： SW002(1：ON，0：OFF)
：
bit5： SW006(1：ON，0：OFF)
bit6，bit7：0
内部スイッチを6個ずつのグループに分けて出力します。

DIO操作監視機能の有効/無効と動作モード(スタイルナンバーS3以降)
・ DIO操作監視機能の有効/無効と動作モードは，FOコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

2バイト

ブロック数(1固定)
ブロック 1

バイト数

2バイト

BINARYデータ
(7-2ページ「●概要図」の
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数
ブロックの数(“1”固定)

●バイト数
1ブロックのサイズ [bytes]

●ブロック
CX2000

DIO1-6
DIO1
DIO7

DIO13
DIO19
DIO25
DIO31
DIO1-6
DIO1-6
DIO1-6

DIO7-12
DIO2
DIO8

DIO14
DIO20
DIO26
DIO32

DIO7-12
DIO7-12
DIO7-12

DIO13-18
DIO3
DIO9

DIO15
DIO21
DIO27
DIO33

DIO13-18
DIO13-18
DIO13-18

DIO19-24
DIO4
DIO10
DIO16
DIO22
DIO28
DIO34

DIO19-24
DIO19-24
DIO19-24

DIO25-30
DIO5
DIO11
DIO17
DIO23
DIO29
DIO35

DIO25-30
DIO25-30
DIO25-30

DIO31-36
DIO6
DIO12
DIO18
DIO24
DIO30
DIO36

DIO31-36
DIO31-36
DIO31-36

DIO操作監視機能設定の有効/無効

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト

DIO種類設定
DIO種類設定
DIO種類設定
DIO種類設定
DIO種類設定
DIO種類設定
DIO操作監視の動作設定
DIO操作監視の入力状態
DIO操作監視の出力状態

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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CX1000

DIO1-6
DIO1
DIO7

DIO1-6
DIO1-6
DIO1-6

DIO7-12
DIO2
DIO8

DIO7-12
DIO7-12
DIO7-12

DIO3
DIO9

DIO4
DIO10

DIO5
DIO11

DIO6
DIO12

DIO操作監視機能設定の有効/無効

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト

DIO種類設定
DIO種類設定
DIO操作監視の動作設定
DIO操作監視の入力状態
DIO操作監視の出力状態

データの詳細
DIO操作監視機能設定の有効/無効

DIO-1-6(1バイト)
bit0： DIO操作監視1のDIO操作監視機能設定の有効/無効(1：有効，0：無効)
bit1： DIO操作監視2のDIO操作監視機能設定の有効/無効(1：有効，0：無効)
：
bit5： DIO操作監視6のDIO操作監視機能設定の有効/無効(1：有効，0：無効)
bit6～bit7： 0
DIO操作監視番号ごとに，DIO操作監視設定が有効か無効かを示す。他のバイトも
DIO監視番号の小さい番号から6つ分のDIO操作監視設定の有効/無効をbit0～bit5
に割り当てる。

DIO種類設定

DIO1(1バイト)　DIO1のDIO種類
0：DI-1(初期設定)，1:DO-1，2：DO-2，3：DIO-12，4：DIO12，5：DO-2P，
6：DIO-12P
DIO1～DIO36(CX1000ではDIO12)のDIO種類を出力。

DIO操作監視の動作設定

DIO1-6(1バイト)
bit0： DIO操作監視1の自動/手動の状態(0：自動，1：手動)
bit1： DIO操作監視2の自動/手動の状態(0：自動，1：手動)
：
bit5： DIO操作監視6の自動/手動の状態(0：自動，1：手動)
bit6～bit7： 0
DIO操作監視番号ごとに，DIO操作監視の自動/手動の状態を示す。他のバイトも
DIO監視番号の小さい番号から6つ分のDIO操作監視の自動/手動の状態をbit0～
bit5に割り当てる。DIO操作監視が無効なものの自動/手動の状態は0になる。

DIO操作監視の入力状態

DIO1-6(1バイト)
bit0： DIO操作監視1の入力状態(0：OFF，1：ON)
bit1： DIO操作監視2の入力状態(0：OFF，1：ON)
：
bit5： DIO操作監視6の入力状態(0：OFF，1：ON)
bit6～bit7： 0
DIO操作監視番号ごとに，DIO操作監視の入力状態を示す。他のバイトもDIO監視
番号の小さい番号から6つ分のDIO操作監視の入力状態をbit0～bit5に割り当て
る。DIO操作監視が無効なものや，有効でもDIO種類がDIのない設定のものの入
力状態は不定になる。

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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DIO操作監視の出力状態

DIO1-6(1バイト)
bit0： DIO操作監視1の出力状態(0：OFF，1：ON)
bit1： DIO操作監視2の出力状態(0：OFF，1：ON)
：
bit5： DIO操作監視6の出力状態(0：OFF，1：ON)
bit6～bit7： 0
DIO操作監視番号ごとに，DIO操作監視の出力状態を示す。他のバイトもDIO監視
番号の小さい番号から6つ分のDIO操作監視の出力状態をbit0～bit5に割り当て
る。DIO操作監視が無効なものや，有効でもDIO種類がDOのない設定のものの出
力状態は不定になる。

現在運転中のプログラムパターン番号および状態(スタイルナンバーS3以降)
・ 現在運転中のパターン番号，運転状態，割り当てられたループ番号を，FWコマンドで
出力できます。

・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。
・運転状態が0(RESET)になっているパターンの情報は，過去の情報です。

2バイト

ブロック数(1固定)
ブロック 1

バイト数

2バイト

BINARYデータ
(7-2ページ「●概要図」の
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数

ブロックの数(“1”固定)

●バイト数

1ブロックのサイズ [bytes]

●ブロック

CX2000

年 月 日 時 分 ミリ秒 (予約)* フラグ秒

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト 1バイト 1バイト

パターンNo 運転状態 ループ情報

6パターン分の情報

CX1000

年 月 日 時 分 ミリ秒 (予約)* フラグ秒

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト 1バイト 1バイト

パターンNo 運転状態 ループ情報 2パターン分の情報
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データの詳細
パターン番号

RUN状態では1～30の運転中のパターン番号，RESET状態では不定。
運転状態

bit0： RUN/RESET状態(1：RUN，0：RESET)
bit1： HOLD状態(1：HOLD中，0：HOLDしていない)，ただし，RESET時は0
bit2： WAIT状態(1：WAIT中，0：WAITしていない)，ただし，RESET時は0
bit3～bit7： 0
RUN状態にあるパターンに割り当てているループの情報(RESET時は不定)

CX2000
bit0： ループ1(1：割り当てられている，0：割り当てられていない)
bit1： ループ2(1：割り当てられている，0：割り当てられていない)
：
bit5： ループ6(1：割り当てられている，0：割り当てられていない)
bit6～bit7： 0
CX1000
bit0： ループ1(1：割り当てられている，0：割り当てられていない)
bit1： ループ2(1：割り当てられている，0：割り当てられていない)
bit2～bit7： 0

測定/演算/制御チャネルのアラームの種類，設定値の出力(スタイルナンバーS3以降)
・測定/演算/制御チャネルのアラームの種類，設定値は，FSコマンドによって出力され
ます。

・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

2バイト

ブロック数
ブロック 1

･･･
ブロック n

バイト数

2バイト

BINARYデータ
(7-2ページ「●概要図」の
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数

ブロックの数

●バイト数

1ブロックのサイズ [bytes]

●ブロック

年 月 日
SP
･･･
SP
･･･
SP
･･･
SP
･･･

時
アラームレベル

･･･
アラームレベル

･･･
アラームレベル

･･･
アラームレベル

･･･

分
アラーム種類

･･･
アラーム種類

･･･
アラーム種類

･･･
アラーム種類

･･･

ミリ秒
アラーム設定値

･･･

アラーム設定値
･･･

秒
(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

アラーム設定値
･･･

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト

4バイト

測定チャネル
･･･

演算チャネル
･･･

制御チャネル
･･･

チャネル(外部温調計)
･･･

* (予約)の部分は未使用です。値は「0」固定になります。
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データの詳細
チャネル番号

CX2000：1～20，31～60，101～118，201～248
CX1000：1～6，31～48，101～106，201～212
SP

目標設定値番号(制御チャネル以外は0)。1～8
現在使用している目標設定値番号のデータは，最上位ビットが1になります。
アラームレベル

0～3
アラームの種類

0～31
アラームの種類と番号の対応は，7-27ページ「測定/演算/制御データ，FIFOデー
タ」のアラームステータスを参照してください。
アラーム設定値

アラームの種類が0(アラーム無し)のときは0。外部温調計チャネルでは出力しません。

Note
・スキップの測定チャネル，演算がOFFのときの演算チャネルや制御がOFFの制御チャネルの情報
は出力されません。

・ループ単位で設定する制御チャネルのアラーム設定値は，アラームの種類に対応するPV，SP，
OUTチャネルのアラーム情報として出力されます。

・アラームがOFFのとき，アラーム設定値の出力は0です。
・制御ループでアラーム種類が0(制御アラームOFF)の場合，PVチャネルのアラーム情報として，
アラーム設定値0が出力されます。

・アナログ再伝送に設定されているループに所属するチャネルの情報は出力されません。

測定/演算/制御チャネルの入力スパンの下限値/上限値，小数点位置の出力(スタイルナンバー
S3以降)

・測定/演算/制御チャネルの入力スパンの下限値/上限値，小数点位置は，FTコマンドに
よって出力されます。

・出力フォーマットの識別番号は「1」です。7-3ページ「●識別」をご覧ください。

2バイト

ブロック数(1固定)
ブロック 1

バイト数

2バイト

BINARYデータ
(7-2ページ「●概要図」の
BINARYデータの部分です。)

●ブロック数

ブロックの数(“1”固定)

●バイト数

1ブロックのサイズ [bytes]

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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●ブロック

年 月 日
(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

(予約)*
･･･

時
小数点位置

･･･
小数点位置

･･･
小数点位置

･･･
小数点位置

･･･

分 ミリ秒秒

スパン(上限値)
･･･

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト

4バイト

測定チャネル
･･･

演算チャネル
･･･

制御チャネル
･･･

チャネル(外部温調計)
･･･

スパン(上限値)
･･･

スパン(上限値)
･･･

スパン(上限値)
･･･

スパン(下限値)
･･･

スパン(下限値)
･･･

スパン(下限値)
･･･

スパン(下限値)
･･･

2バイト

* (予約)の部分は未使用です。値は「0」固定になります。

データの詳細
チャネル番号

CX2000：1～20，31～60，101～118，201～248
CX1000：1～6，31～48，101～106，201～212
予約領域

0固定
小数点位置

各チャネルの入力スパンの小数点位置
スパン下限値

各チャネルの入力スパンの下限値
スパン上限値

各チャネルの入力スパンの上限値

Note
・スキップや制御がOFFに設定されているチャネルの情報は出力されません。
・アナログ再伝送に設定されているループに所属するチャネルでは，OUTチャネルの情報だけが
出力され，PV/SPチャネルの情報は出力されません。

7.3　BINARYデータの出力フォーマット
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 7.4 機器情報出力のフォーマット

機器情報サーバ機能による機器情報出力のフォーマットについて説明します。

Note
本節で使用している「CRLF」は，復帰改行を示しています。

レスポンス
レスポンスとして返されるパケットには，以下のフォーマットに従ってパラメータ値が並
びます。

EACRLF

(パラメータ1)_=_(パラメータ1の値)CRLF
(パラメータ2)_=_(パラメータ2の値)CRLF
.....................................
EACRLF

・パラメータ値はコマンドのパラメータで指定した順序で出力されます。
・パラメータallを指定したときのパラメータの出力順序は一定ではありません。
・同じパラメータを複数回並べても，最初の1回しか出力されません。
・パラメータの文字は小文字になります。
・「_」は空白を示しています。

パラメータの種類は下表の通りです。

パラメータ 出力情報

all 以下のパラメータ(serial，model，host，ip)で出力される全情報
serial シリアル番号
model メーカ，モデル，ファームウエアのバージョン
host ホスト名
ip IPアドレス

出力例
いくつかの出力例を以下に示します。

コマンドとして送るパケットのパラメータ レスポンス

パラメータallでパラメータserial，model，host，ipの全情報を出力できます。
all EA

serial = 12V636848
model = YOKOGAWA,CX2000,1.01
host = CX2000-1
ip = 192.168.111.24
EN

パラメータの大文字小文字は区別されません。
ip HoSt EA

ip = 192.168.111.24
host = CX2000-1
EN

同じパラメータを複数回並べても，最初の1回しか出力されません。
host ip host ip host model EA

host = CX2000-1
ip = 192.168.111.24
model = YOKOGAWA,CX2000,1.01
EN

未定義のパラメータは無視されます。
(空白) EA

EN
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8.1 ステータス情報とフィルタ

本機器のステータス情報とフィルタは，下図のようになっています。

ステータス情報 

フィルタ 

状態レジスタ 

4バイト 

4 3 2 1

4 3 2 1

・フィルタはIFコマンドで設定できます。
・次ページで示す要因が起きると，その要因に対応する状態レジスタのビットに「1」が

立ちます。状態レジスタとフィルタの論理積がステータス情報になります。
・ステータス情報はISコマンドで出力されます。ステータス情報1，2は出力されるとク
リアされます。ステータス情報3，4は出力されてもクリアされず，その要因が起きて
いる間，そのビットに「1」が立っています。

・複数の通信接続をしている場合，フィルタを個別に設定できます。したがってそれぞれ
の接続ごとにステータス情報を保持することができます。

第8章 ステータスレポート
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8.2 ステータス情報のビット構成

ISコマンドによるステータス情報の出力要求に対して，下記のような4つのグループのス
テータス情報が出力されます。出力フォーマットについては，「7.2　ASCIIデータの出力
フォーマット」の「ステータス情報」をご覧ください。

ステータス情報1

ビット 名前 説明

0 A/D変換終了 測定のA/D変換が終了したときに「1」が立ちます。
1 メディアアクセス終了 表示/イベント/マニュアルサンプル/レポート/TLOG/画面イ

メージの各データファイルを，外部記憶メディアに保存終了し
たときに「1」が立ちます。
設定のセーブ/ロードが正常に終了した時に「1」が立ちます。

2 レポート作成終了 レポートを作成し終えたときに「1」が立ちます。
3 タイムアップ タイマのタイムアップのときに「1」が立ちます。
4 － －
5 － －
6 － －
7 － －

ステータス情報2

ビット 名前 説明

0 測定抜け 測定チャネルの測定処理が間に合わなかったときに「1」が立
ちます。

1 小数点/単位情報の変更 小数点/単位情報が変更されたときに「1」が立ちます。*

2 コマンドエラー コマンドの文法にエラーがあったときに「1」が立ちます。
3 実行時エラー コマンドの実行時にエラーがあったときに「1」が立ちます。
4 － －
5 － －
6 － －
7 － －

* 測定/演算/内蔵制御チャネルの変更があると「1」が立ちます。

ステータス情報3

ビット 名前 説明

0 － －
1 － －
2 メモリエンド 内部メモリまたは外部記憶メディアの空きが少なくなっている

間だけ「1」が立ちます(ユーザーズマニュアルIM04L31A01-
01またはIM04L31A01-03の「1.8節」を参照)。

3 － －
4 － －
5 － －
6 － －
7 － －

ステータス情報4

ビット 名前 説明

0 基本設定中 基本設定モードの間だけ「1」が立ちます。
1 メモリサンプル中 内部メモリに書き込みしている間だけ「1」が立ちます。
2 演算中 演算を実行している間だけ「1」が立ちます。
3 アラーム発生中 アラームが発生している間だけ「1」が立ちます。
4 メディアアクセス中 表示/イベント/マニュアルサンプル/レポート/TLOG/画面イ

メージの各データファイルを，外部記憶メディアに保存動作中
に「1」が立ちます。

5 Eメールスタート中 Eメール送信がスタートしている間だけ「1」が立ちます。
6 制御中 制御を実行している間だけ「1」が立ちます。
7 － －
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第9章 温調計通信

9.1 温調計通信機能の仕様

●通信プロトコル

MODBUS通信RTUモード

●接続機種(調節計)

・ UTシリーズ(UT320，UT321，UT350，UT351，UT420，UT450，UT520，
UT550，UT750の9機種が対象です。ただし，UTシリーズでも「加熱冷却制御」や
「カスタム演算制御」を使用する場合は，選択メニュー上の「その他」になります。)

・上記以外でMODBUSスレーブ機能を有する機器(選択メニュー上では「その他」に
なります。

サポートする機能は，機種によって異なります。

●接続ループ数

16ループ，CX1000では4ループ

●通信周期

・モドバスマスタ機能の通信周期と同じです。
・上記UTシリーズをご使用いただく場合は，4ループ接続のとき通信周期1sを推奨し
ます。ただし，UT320，UT321，UT350，UT351は，他のUTシリーズに比べて
通信時間が約2倍かかるので，UT320，UT321，UT350，UT351では4ループ接続
のとき通信周期2sを推奨します。

●機能

接続機種によって，サポートする機能が異なります。

・接続機種がUTシリーズのとき

1. 計測画面(トレンド画面など)でのPV，SP，OUT値のモニタと記録
2. コントロールグループ画面，制御オーバビュー画面でのPV，SP，OUT値のモ

ニタ
3. コントロールグループ画面や制御オーバビュー画面での制御動作(AUT/MAN/

CAS，LOCAL/REMOTE，RUN/STOP，アラーム状態)のモニタ
4. アラームサマリ機能によるアラーム情報のモニタと記録
5. 制御動作サマリ機能による制御動作(AUT/MAN/CAS，LOCAL/REMOTE，

RUN/STOP)のモニタと記録
6. チューニング画面での各ループのPIDパラメータのモニタと設定変更
7. SP値の設定変更
8. マニュアルモードでのOUT値の設定変更
9. AUTO/MANの切り替え
10. RUN/STOPの切り替え
11. LOCAL/REMOTEの切り替え
12. オートチューニングの実行
13. SP番号の切り替え
14. 調節計の各種設定情報の自動取得

CX2000：「基本設定モード > [#10](制御基本設定) > [#6](外部ループ関連) >
#1(基本設定)」で表示される外部ループ関連(基本設定)の設定画面で
の自動読み込みが可能

CX1000：「基本設定モード > [#12](制御基本設定) > [#8](外部ループ関連) >
#1(基本設定)」で表示される基本設定画面での自動読み込みが可能

・接続機種が「その他」のとき

上記1，2，5番の機能だけをサポートしています。



9-2 IM 04L31A01-17

● 温調計通信機能の各種設定画面

外部ループ関連(基本設定)，外部ループ関連(パラメータアドレス設定)，外部ループ関
連(チューニング設定)の各種設定画面で，それぞれの項目を設定できます。各画面の詳
細は，後述の説明をご覧ください。

●外部ループ関連(基本設定)の設定画面

・接続機種がUTシリーズのとき

・接続機器から各種設定情報を自動読み込みできます。外部ループ関連(基本設定)
の設定画面で，「モドバスアドレス」を指定し「自動読込」を実行すると，
Modbusマスタになっている本機器は，接続機器から下記の各種設定情報を自動
読み込みします。
1. PV，SP，OUT値の小数点位置と単位
2. 制御スパンの上下限値
3. 制御モード(単ループ制御，カスケード制御など)，UTシリーズではUTモード

という用語で表現しています。
4. 制御出力の種類
5. アラームの種類

・各種設定情報は，操作キーを使っても設定できます。
・自動読み込みをした各種設定情報をもとに，「パラメータアドレス設定」と
「チューニング設定」も同時に自動設定します。

・接続機種が「その他」のとき

自動読み込みはできません。上記1，2番の項目だけを操作キーを使って設定できま
す。

●外部ループ関連(パラメータアドレス設定)の設定画面

コントロールグループ画面，制御オーバビュー画面，チューニング画面での監視に必要
な設定情報のレジスタアドレスを設定できます。

・接続機種がUTシリーズのとき

・「自動設定」を実行すると，外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込
みをした各種設定情報をもとに，下記の各種設定情報のレジスタアドレスが自動
的に設定されます。外部ループ関連(基本設定)の設定画面での「自動読込」の実
行でも自動的に設定されます。
1. PV：入力値
2. SP：(目標)設定値
3. OUT：出力値
4. 制御モード
5. リモート/ローカル状態
6. 運転STOP/RUN状態
7. アラーム状態
8. SP番号
9. PID番号
10. オートチューニング

・各種設定情報は，操作キーを使っても設定できます。

・接続機種が「その他」のとき

自動設定はできません。上記1，2，3番の項目だけを操作キーを使って設定できま
す。

9.1　温調計通信機能の仕様
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●外部ループ関連(チューニング設定)の設定画面

チューニング項目を21個まで登録できます。

・接続機種がUTシリーズのとき

・次の中からチューニング項目を選択してください。(  )内はアイテムIDです。
目標設定値(SP)，アラーム値1(A1)，アラーム値2(A2)，アラーム値3(A3)，ア
ラーム値4(A4)，比例帯(P)，積分時間( I )，微分時間(D)，出力リミット上限値
(OH)，出力リミット下限値(OL)，マニュアルリセット(MR)，リレーヒステリシ
ス(H)，制御動作方向(DR)，不感帯(DB)，プリセット出力(PO)，その他(ETC)

・「SP，A1，A2，A3，A4，P，I，D，OH，OL，MR，H，DR，DB，PO」の各
アイテムIDを選択すると，あらかじめ用意されている設定情報が，詳細情報の各
項目(アイテム名，レジスタアドレス，小数点位置，設定範囲の上下限値)に設定
されます。アイテムIDが「ETC」のときは，操作キーを使って設定してくださ
い。

・「自動設定」を実行すると，外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込
みをした各種設定情報をもとに，各チューニング項目の詳細情報(レジスタアドレ
スなど)が自動的に設定されます。外部ループ関連(基本設定)の設定画面での「自
動読込」の実行でも自動的に設定されます。

・接続機種が「その他」のとき

アイテムIDはETC(その他)だけです。詳細情報の各項目(アイテム名，レジスタアド
レス，小数点位置，設定範囲の上下限値)を，操作キーを使って設定してください。

●制限事項

・ UTシリーズの各機種が下記のような設定のとき，UTに対する本機器からの操作が確
実に実行されない場合があります。
外部接点入力による制御モード切り替え(手動/自動/カスケード切替，リモート/
ローカル切替，運転開始/停止切替)，あるいは目標設定値番号切替を有効にして
いるとき

・接続機種がUTシリーズのとき，コントロールグループ画面，制御オーバビュー画
面，およびチューニング画面から変更できるパラメータについては，UT側にある範
囲チェックを本機器側でもしています。ただし，下記の項目については，本機器に
UTシリーズの設定情報がないため，UTと同じ対応ができません。
・ SP設定のとき，SPH(設定値上限)とSPL(設定値下限)の範囲チェックができませ

ん。UT320，UT321，UT350，UT351の場合は，UT自体もこれらの範囲
チェックができません。

・ PIDパラメータの「OH(出力リミット上限) > OL(出力リミット下限)」の確認
チェックができません。UT320，UT321，UT350，UT351の場合は，UT自体
もこの確認チェックをしません。

・ PID組数は，UT320，UT321，UT350，UT351で1～4，その他のUTでは1～8
です。UT側の設定でPID組数を変更しても，本機器には反映されません。

・マニュアル出力設定のとき，OTH(出力値上限)とOTL(出力値下限)の範囲チェッ
クができません。

9.1　温調計通信機能の仕様
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9.2 温調計通信機能の設定順序

温調計通信をする場合は，次のような順序で設定をしてください。

1. シリアルインタフェースで外部の機器(調節計)と接続します。

本機器を上位機器として，複数の機器と接続します。接続方法については，「3.3
　RS-422/485インタフェースの端子配置と信号名，接続方法」をご覧くださ
い。

2. シリアルインタフェースの設定をします。

本機器と接続機器の通信条件に合わせて，シリアルインタフェースの設定をしま
す。本機器のプロトコルはModbusマスタに設定し，接続機器はModbusスレー
ブに設定します。本機器のシリアルインタフェースの設定は，「3.5　シリアルイ
ンタフェースの設定」をご覧ください。

3. Modbusマスタの設定をします。

本機器をModbusマスタに設定します。設定方法については，「9.3　Modbusマ
スタの設定」をご覧ください。

4. 外部ループ関連の設定をします。

接続機器の制御ループを操作監視するための設定をします。設定方法について
は，9.4～9.6節の外部ループ関連の各種設定をご覧ください。

5. 温調計通信機能の動作状態を確認します。

「9.7　温調計通信機能の動作状態の確認」をご覧ください。

6. 運転を開始します。

「9.8 運転開始」をご覧ください。

7. 必要に応じて運転時の操作をします。

「9.9 運転時の操作」をご覧ください。
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9.3 Modbusマスタの設定

●プロトコルの設定

温調計通信をするには，本機器のプロトコルを[マスタ]に設定してください。設定方法
については，「4.2　Modbusプロトコルの設定」をご覧ください。外部に接続する機
器は，Modbusスレーブとして本機器に接続してください。

●Modbusマスタ機能の設定

本機器をModbusマスタとして使用する場合，通信周期(データを読み込む周期)，タイ
ムアウト時間，リトライ数を設定してください。設定方法については，「4.3　
Modbusマスタ機能の設定」をご覧ください。

●コマンドの設定

接続機器からの測定データを本機器の通信入力データとして読み込む場合，コマンドの
設定が必要です。本機器への読み込みチャネル，Modbusスレーブとして接続した機器
のアドレス，レジスタアドレス(レジスタ番号)，データタイプを設定します。設定方法
については，「4.3　Modbusマスタ機能の設定」をご覧ください。

Note
UTシリーズをご使用いただく場合は，4ループ接続につき通信周期1sを推奨します。ただし，
UT320，UT350は，他のUTシリーズに比べて通信時間が約2倍かかるので，UT320，UT350で
4ループ接続した場合は，通信周期2sを推奨します。
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9.4 外部ループ関連-基本設定

解　　説

外部ループ制御とは，本機器にスレーブ機器(調節計)を接続し，その接続機器との
Modbus通信によって，内蔵ループと同様に接続機器の制御ループを操作監視することで
す。外部ループ制御機能では，接続機器の設定情報を取得し，その設定情報を修正できま
す。

Note
外部ループ関連-基本設定画面で，「自動読込」を実行して各種設定情報を取得するには，シリア
ルインタフェースとModbusマスタの設定が完了していることが必要です。シリアルインタフェー
スとModbusマスタの設定をしたあと，基本設定メニューの[終了]ソフトキーを押して，設定を保
存してください。保存したあと，再度，外部ループ関連-基本設定画面に入り「自動読込」を実行
してください。

外部ループ制御機能では，接続機器を外部ループとするための次のような基本設定があり
ます。

●ループ番号の選択

次の中から外部通信ループの番号を選択できます。
外部1～外部16，CX1000では外部1～外部4

●通信Off／Onの選択

・On

以降の設定項目が表示され，選択した番号のループに接続された機器とModbus通
信ができるようになります。

・Off

Modbus通信ができません。以降の設定項目が表示されません。

●モドバスアドレスの設定

次の範囲から通信する接続機器のモドバス(Modbus)アドレスを設定できます。
1～247

●接続機種の選択

次の中から通信する接続機器を選択できます。下記のUTシリーズは機種によって機能
が異なるため，以降の設定項目の内容が異なります。
UT320，UT321，UT350，UT351，UT420，UT450，UT520，UT550，
UT750，その他

●ループの選択

通信する接続機種が2ループ対応の場合に，次の中から使用するループを選択できま
す。
第1ループ，第2ループ

●タグとタグコメントの設定

それぞれ8文字以内の半角英数カタカナで設定できます。
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●自動読み込みの実行

・接続機種がUTシリーズのとき

・接続機器から各種設定情報を自動読み込みできます。外部ループ関連(基本設定)
の設定画面で，「モドバスアドレス」を指定し「自動読込」を実行すると，
Modbusマスタになっている本機器は，接続機器から下記の各種設定情報を自動
読み込みします。
1. 接続機器の種類
2. PV，SP，OUT値の小数点位置と単位
3. 制御スパンの上下限値
4. 制御モード(単ループ制御，カスケード制御など)，UTシリーズではUTモード

という用語で表現しています。
5. 制御出力の種類
6. アラームの種類

・各種設定情報は，操作キーを使っても設定できます。
・自動読み込みをした各種設定情報をもとに，「パラメータアドレス設定」と
「チューニング設定」も同時に自動設定します。

・接続機器がUTシリーズでも，「加熱冷却制御」や「カスタム演算制御」の場合，
接続機種は「その他」に設定されます。

・接続機種が「その他」のとき

自動読み込みはできません。上記1，2番の項目だけを操作キーを使って設定できま
す。

●読み込みデータの設定(修正)

自動読み込みでデータが正しく読み込まれていない場合，次の各項目を操作キーを使っ
て設定(修正)できます。

・ PV(入力値)，SP(設定値)，OUT(出力値)の小数点位置

0～4の範囲で設定できます。
・ 0のときは小数点が付きません。
・ 1のときは小数点以下1桁の位置に小数点が付きます。
・ 2のときは小数点以下2桁の位置に小数点が付きます。
・ 3のときは小数点以下3桁の位置に小数点が付きます。
・ 4のときは小数点以下4桁の位置に小数点が付きます。

・ PV(入力値)，SP(設定値)，OUT(出力値)の単位

それぞれ6文字以内の半角英数カタカナで設定できます。

・制御スパンの下限値，上限値

・－30000～30000の範囲内で設定できます。
・上記のPVの小数点位置が反映されます。たとえば，小数点位置の設定が「1」の
場合，「10000」を設定すると「1000.0」として認識されます。

9.4　外部ループ関連-基本設定
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・ 制御モード

・接続機種がUTシリーズのとき，次の中から選択できます。ただし，接続機器によっ
て選択できる項目が異なります。UTシリーズのマニュアルを参照してください。

制御モード ソフトキーメニューの表示*

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

* CX1000では，さらに省略した文字が表示される場合があります。

・接続機種が「その他」のとき，制御モードの選択はできません。
・ UTシリーズの機種と制御モードの設定によって，本機器の運転画面上での状態表

示やソフトキーメニューの表示が下表のように異なります。

単ループ制御 

単ループ制御

単ループ制御

カスケード1次側制御

カスケード2次側制御

カスケード制御　1次側

　　　　　　　　2次側

バックアップ機能つき制御

2入力切替制御

2入力選択制御

PV保持機能つき制御

単ループ制御

カスケード1次側制御

カスケード2次側制御

カスケード制御　1次側

　　　　　　　　2次側

バックアップ機能つき制御

2入力切替制御

2入力選択制御

2ループ制御 1ループ目

 2ループ目

温湿度制御 1ループ目

 2ループ目

ユニバーサル2入力 1次側

カスケード制御 2次側

ユニバーサル2入力切替制御

ユニバーサル2入力選択制御

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

×

○

○

×

×

×

○

×

×

×

○

○

○

×

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○

×

○

○

○

○

○

○

○

○
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○
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○
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○

○

○

○

○

○
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

UT3□0
UT3□1

UT4□0

UT5□0

UT750

制御モード(UTモード) MODE

表示 操作 表示 操作 表示 操作 表示 操作 表示 操作 表示 操作 表示 操作 表示 操作

REM/LOC RUN/STP SP OUT AUTO TUN SP NO. GROUP NO.機種

表示：画面上に状態の表示あり(○)なし(×)
操作：画面下部に操作用のファンクションキー表示あり(○)なし(×)

9.4　外部ループ関連-基本設定
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・制御出力の種類

・接続機種がUTシリーズのとき，次の中から選択できます。

制御出力の種類 ソフトキーメニューの表示

時間比例PIDリレー接点出力 リレー接点
時間比例PID電圧パルス出力 電圧パルス
電流出力 電流出力
オンオフ制御リレー接点出力 オンオフ出力

・接続機種が「その他」のとき，制御出力の種類の選択はできません。

・アラームの種類

・接続機種がUTシリーズのとき，次の中から選択できます。ただし，接続機器に
よって選択できる項目が異なります。UTシリーズのマニュアルを参照してくださ
い。

アラームの種類 ソフトキーメニューの表示*

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

* CX1000では，さらに省略した文字が表示される場合があります。

・接続機種がUT320，UT321，UT350，UT351，UT420のとき，アラーム4番の
設定はできません。

・タイマ機能のアラームの種類は，接続機種がUT420，UT450，UT520，
UT550，UT750のときに，アラーム1番だけに設定できます。

・ヒーター断線警報は，接続機種がUT320，UT321，UT350，UT351，のときに
設定できます。

・接続機種が「その他」のとき，アラームの種類の設定はできません。

9.4　外部ループ関連-基本設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くださ
い。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#10](制御基本設定)ソフトキー(CX1000では[#12](制御基本設定)ソフトキー)を
押します。
制御基本設定メニューが表示されます。

4. [#6](外部ループ関連)ソフトキー(CX1000では[#8](外部ループ関連)ソフトキー)
を押します。
制御基本設定(外部ループ関連)メニューが表示されます。

5. [#1](基本設定)ソフトキーを押します。
外部ループ関連(基本設定)設定画面が表示されます。

CX2000　外部ループ関連(基本設定)設定画面
(通信Onを選択したときの画面)

CX1000　基本設定画面
(通信Onを選択したときの画面)

●ループ番号を選択する

6. 矢印キーで，カーソルを[ループ番号]欄に移動します。

7. [外部1]～[外部16](CX1000では[外部1]～[外部4])のどれかのソフトキーを押し
て，外部ループ番号を選択します。

●通信Off／Onを選択する

8. 矢印キーで，カーソルを[通信Off／On]欄に移動します。

9. [Off]または[On]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は，操作10に進みます。
[Off]を選択した場合は，操作26に進みます。

9.4　外部ループ関連-基本設定
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●モドバスアドレスを設定する

10. 矢印キーで，カーソルを[モドバスアドレス]欄に移動します。

11. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックス(数値入力ポップアップウインドウ)が
表示されます。

12. 調節計のモドバスアドレスを入力します。

13. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
設定したモドバスアドレスが[モドバスアドレス]欄に表示されます。

●接続機種を選択する

14. 矢印キーで，カーソルを[接続機種]欄に移動します。

15. [UT320]～[その他]のどれかのソフトキーを押して，接続機種を選択します。

●ループを選択する

16. 矢印キーで，カーソルを[ループ指定](CX1000では[指定])欄に移動します。

17. [第1ループ]または[第2ループ]のどちらかのソフトキーを押して，使用するルー
プを選択します。UT320～UT450は第1ループだけを，UT520～UT750は第1
ループまたは第2ループのどちらかを選択します。

●タグとタグコメントを入力する

18. 矢印キーで，カーソルを[タグ]または[タグコメント]欄に移動します。

19. [入力]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。

20. 入力ボックスにタグまたはタグコメントを入力します。

9.4　外部ループ関連-基本設定
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21. DISP/ENTERキーを押します。CX1000では，[ENT]を選択してから，DISP/ENT
キーを押します。
入力した文字がそれぞれの欄に表示されます。
入力した文字を消去するときは，[クリア]ソフトキーを押します。
コピーするときは，[コピー]ソフトキーを押します。[はり付け]ソフトキーが表示
され(CX1000では[貼付け]ソフトキーが表示されます)，文字を入力する欄にコ
ピーした文字をはり付けることができます。

●自動読み込みを実行する

(UTシリーズだけ適用できます。)

22. 矢印キーで，カーソルを[自動読込]欄に移動します。

23. [実行]ソフトキーを押します。

接続機器の設定情報が自動的に読み込まれます。

Note
[実行]ソフトキーは，接続機器の設定情報を自動的に読み込む実行キーです。すでに設定されてい
た読み込みデータが上書きされてしまいます。ご注意ください。

●  読み込みデータを設定(修正)する

(修正をする必要がある場合に操作してください。)

24. 選択した接続機種に合わせて，次の項目を入力します。
PV(入力値)，SP(設定値)，OUT(出力値)の小数点位置

PV(入力値)，SP(設定値)，OUT(出力値)の単位

制御スパンの下限値，上限値

9.4　外部ループ関連-基本設定
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25. 接続機種でUTシリーズを選択した場合には，制御モード，制御出力の種類，ア
ラームの種類を設定します。

●設定を確定する/キャンセルする

26. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作については，ixページの「操作キーによる設定フ
ロー」をご覧ください。

●設定を保存する

27. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
28. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

29. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択してから，DISP/ENTERキーを押しま
す。

Note
基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保存をしな
いと変更前の設定になります。

9.4　外部ループ関連-基本設定
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9.5 外部ループ関連-パラメータアドレス設定

解　　説

コントロールグループ画面，制御オーバビュー画面，チューニング画面での監視に必要な
設定情報のレジスタアドレスを設定できます。

Note
外部ループ関連-パラメータアドレス設定画面で，「自動設定」を実行して各種情報を設定するに
は，シリアルインタフェースとModbusマスタの設定が完了していることが必要です。シリアル
インタフェースとModbusマスタの設定をしたあと，基本設定メニューの[終了]ソフトキーを押し
て，設定を保存してください。保存したあと，再度，外部ループ関連-パラメータアドレス設定画
面に入り「自動設定」を実行してください。

●ループ番号の選択

次の中から，レジスタアドレスを設定する外部通信ループの番号を選択できます。
外部1～外部16，CX1000では外部1～外部4

●自動設定の実行

・接続機種がUTシリーズのとき

・外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込みをした各種設定情報をもと
に，下記の各種設定情報のレジスタアドレス(レジスタ番号)が自動的に設定され
ます。
1. PV：入力値
2. SP：(目標)設定値
3. OUT：出力値
4. 制御モード
5. リモート/ローカル状態
6. 運転STOP/RUN状態
7. アラーム状態
8. SP番号
9. PID番号
10. オートチューニング

・各種設定情報は，操作キーを使っても設定できます。
・外部ループ関連(基本設定)の設定画面での「自動読込」の実行でも自動的に設定
されます。

・接続機種が「その他」のとき

自動設定はできません。上記1，2，3番の項目だけを操作キーを使って設定できま
す。

●レジスタアドレスの設定(修正)

・自動設定でデータが正しく設定されていない場合，それぞれの項目のレジスタアド
レス(レジスタ番号)を操作キーを使って設定(修正)できます。

・次の範囲でレジスタアドレスを設定できます。
30001～39999，40001～49999，300001～365535，400001～465535

・接続機種が「その他」のとき，PV：入力値，SP：入力値，OUT：出力値の3項目だ
けを操作キーを使って設定できます。
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 操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くださ
い。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#10](制御基本設定)ソフトキー(CX1000では[#12](制御基本設定)ソフトキー)を
押します。
制御基本設定メニューが表示されます。

4. [#6](外部ループ関連)ソフトキー(CX1000では[#8](外部ループ関連)ソフトキー)
を押します。
制御基本設定(外部ループ関連)メニューが表示されます。

5. [#2](パラメータアドレス設定)ソフトキーを押します。
外部ループ関連(パラメータアドレス設定)設定画面が表示されます。

CX2000　外部ループ関連(パラメータアドレス設定)設定画面CX1000　パラメータアドレス設定画面

● ループ番号を選択する

6. 矢印キーで，カーソルを[ループ番号]欄に移動します。

7. [外部1]～[外部16](CX1000では[外部1]～[外部4])のどれかのソフトキーを押し
て，外部ループ番号を選択します。

9.5　外部ループ関連-パラメータアドレス設定
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● 自動設定を実行する

(UTシリーズだけ適用できます。)

8. 矢印キーで，カーソルを[自動設定]欄に移動します。

9. [実行]ソフトキーを押します。

接続機器のレジスタアドレスが自動的に設定されます。
(外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込みをした各種設定情報をもとに，レジ
スタアドレスが自動的に設定されます。)

Note
[実行]ソフトキーは，接続機器のレジスタアドレスを自動的に設定する実行キーです。すでに設定
されていたレジスタアドレスが上書きされてしまいます。ご注意ください。

 ● レジスタアドレスを設定(修正)する

(修正をする必要がある場合に操作してください。)

10. 選択した接続機種(9.4節参照)に合わせて，各項目のレジスタアドレスを設定しま
す。

● 設定を確定する/キャンセルする

11. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は，
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作方法については，ixページの「操作キーによる設定
フロー」をご覧ください。

● 設定を保存する

12. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
13. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

15. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択して，DISP/ENTERキーを押します。

Note
基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保存をしな
いと変更前の設定になります。

9.5　外部ループ関連-パラメータアドレス設定
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9.6 外部ループ関連-チューニング設定

解　　説

チューニングの対象にする項目を21個まで登録できます。

Note
外部ループ関連-チューニング設定画面で，「自動設定」を実行して各種情報を設定するには，シ
リアルインタフェースとModbusマスタの設定が完了していることが必要です。シリアルインタ
フェースとModbusマスタの設定をしたあと，基本設定メニューの[終了]ソフトキーを押して，設
定を保存してください。保存したあと，再度，外部ループ関連-チューニング設定画面に入り「自
動設定」を実行してください。

● ループ番号の選択

次の中から，チューニング項目を設定する外部通信ループの番号を選択できます。
外部1～外部16，CX1000では外部1～外部4

●自動設定の実行

・接続機種がUTシリーズのとき

・外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込みをした各種設定情報をもと
に，各チューニング項目の詳細情報(アイテムID，アイテム名，レジスタアドレ
ス，小数点位置，設定範囲の上下限値)が自動的に設定されます。

・各種詳細情報は，操作キーを使っても設定できます。
・外部ループ関連(基本設定)の設定画面での「自動読込」の実行でも自動的に設定
されます。

・チューニング項目とアイテムIDの種類については，次ページをご覧ください。
・チューニング項目が「その他(ETC)」のときは，詳細情報(アイテム名，レジスタ

アドレス，小数点位置，設定範囲の上下限値)を操作キーを使って設定してくださ
い。

・接続機種が「その他」のとき

自動設定はできません。設定できるチューニング項目は「その他(ETC)」だけです。
詳細情報の各項目(アイテム名，レジスタアドレス，小数点位置，設定範囲の上下限
値)を，操作キーを使って設定してください。

● チューニング項目のOn/Offの選択

・ On

各チューニング項目のアイテム名が表示され，詳細情報の表示と設定(修正)ができま
す。

・Off

各チューニング項目のアイテム名は表示されません。詳細情報も表示されません。
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● 詳細情報の設定(修正)

・自動設定でデータが正しく設定されていない場合，それぞれの項目を操作キーを
使って設定(修正)できます。

・次の中からチューニング項目を選択できます。

チューニング項目 ソフトキーメニューの表示(アイテムID)

目標設定値 SP
アラーム値1 A1
アラーム値2 A2
アラーム値3 A3
アラーム値4 A4
比例帯 P
積分時間 I
微分時間 D
出力リミット上限値 OH
出力リミット下限値 OL
マニュアルリセット MR
リレーヒステリシス H
制御動作方向 DR
不感帯 DB
プリセット出力 PO
その他 ETC

・「SP，A1，A2，A3，A4，P，I，D，OH，OL，MR，H，DR，DB，PO」の各ア
イテムID(チューニング項目)を選択すると，あらかじめ用意されている設定情報が，
詳細情報の各項目(アイテム名，レジスタアドレス，小数点位置，設定範囲の上下限
値)に設定されます。

・接続機種がUT320，UT321，UT350，UT351，UT420のとき，アラーム値4(A4)
のチューニング項目は設定できません。

・接続機種が「その他」のとき，チューニング項目は「その他(ETC)」だけを設定でき
ます。

・アイテムID

本機器の設定画面では，チューニング項目をアイテムIDを使って表示しています。
上記に，チューニング項目とアイテムIDの一覧表を示します。

・アイテム名

チューニング項目の名称を，6文字以内の半角英数字カタカナで設定できます。

・レジスタアドレス

次の範囲でレジスタアドレスを設定できます。
30001～39999，40001～49999，300001～365535，400001～465535

・小数点位置

0～4の範囲で設定できます。
・ 0のときは小数点が付きません。
・ 1のときは小数点以下1桁の位置に小数点が付きます。
・ 2のときは小数点以下2桁の位置に小数点が付きます。
・ 3のときは小数点以下3桁の位置に小数点が付きます。
・ 4のときは小数点以下4桁の位置に小数点が付きます。

・制御スパンの下限値，上限値

・－30000～30000の範囲内で設定できます。
・上記の小数点位置が反映されます。たとえば，小数点位置の設定が「1」の場合，
「10000」を設定すると「1000.0」として認識されます。

9.6　外部ループ関連-チューニング設定
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操　　作

基本的な操作の流れについては，ixページの「操作キーによる設定フロー」をご覧くださ
い。

1. MENUキーを押します。
設定モード(制御関連)画面が表示されます。

2. FUNCキーを約3秒間押します。
基本設定メニューが表示されます。

3. [#10](制御基本設定)ソフトキー(CX1000では[#12](制御基本設定)ソフトキー)を
押します。
制御基本設定メニューが表示されます。

4. [#6](外部ループ関連)ソフトキー(CX1000では[#8](外部ループ関連)ソフトキー)
を押します。
制御基本設定(外部ループ関連)メニューが表示されます。

5. [#3](チューニング設定)ソフトキーを押します。
外部ループ関連(チューニング設定)設定画面が表示されます。

CX2000　外部ループ関連(チューニング設定)設定画面CX1000　チューニング設定画面

 ● ループ番号を選択する

6. 矢印キーで，カーソルを[ループ番号]欄に移動します。

7. [外部1]～[外部16](CX1000では[外部1]～[外部4])のどれかのソフトキーを押し
て，外部ループ番号を選択します。

9.6　外部ループ関連-チューニング設定
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● 自動設定を実行する

(UTシリーズだけ適用できます。)

8. 矢印キーで，カーソルを[自動設定]欄に移動します。

9. [実行]ソフトキーを押します。

接続機器のチューニング項目の詳細情報(アイテムID，アイテム名，レジスタアド

レス，小数点位置，設定範囲の上下限値)が自動的に設定されます。
(外部ループ関連(基本設定)の設定画面で自動読み込みをした各種設定情報をもとに，詳細
情報が自動的に設定されます。)

Note
[実行]ソフトキーは，接続機器の詳細情報を自動的に設定する実行キーです。すでに設定されてい
た詳細情報が上書きされてしまいます。ご注意ください。

● チューニング項目のOn/Offを選択する

10. 矢印キーで，カーソルを各チューニング項目に移動します。

11 [On]または[Off]のどちらかのソフトキーを押します。
[On]を選択した場合は，カーソルが[アイテム名]に移動し，[詳細]ソフトキーが表
示されます。操作12に進みます。
[Off]を選択した場合は，操作13に進みます。

● 詳細情報の設定(修正)する

(修正をする必要がある場合に操作してください。)

12. [詳細]ソフトキーを押します。入力ボックスが表示されます。アイテムID，アイ
テム名，レジスタアドレス，小数点位置，設定範囲の上下限値を設定します。

9.6　外部ループ関連-チューニング設定
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● 設定を確定する/キャンセルする

13. 設定を確定する場合は，DISP/ENTERキーを押します。キャンセルする場合は，
ESCキーを押します。
確定/キャンセルする場合の詳しい操作方法については，ixページの「操作キーによる設定
フロー」をご覧ください。

● 設定を保存する

14. ESCキーを何回か押して，基本設定メニューを表示させます。
15. [終了]ソフトキーを押します。設定を保存するかどうかの選択ダイアログボック

スが表示されます。

16. 設定を保存するときは[はい]，設定を保存しないときは[いいえ]，基本設定メ
ニューに戻るときは[キャンセル]を選択して，DISP/ENTERキーを押します。

Note
基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保存をしな
いと変更前の設定になります。

9.6　外部ループ関連-チューニング設定
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9.7 温調計通信機能の動作状態の確認

解　　説

●「温調計状態」画面

「温調計状態」画面で，温調計通信機能の動作状態を確認できます。
CX2000表示例

CX1000では，ループ4までが表示されます。

調節計のアドレス
詳細コードステータスランプ

通信条件

●通信の状態

ステータスランプと詳細コードで，通信の状態が表示されます。

ステータスランプ 詳細コード 意味

緑色 GOOD 通信が正常に行われています。

黄色 リトライ中です。
赤色 指定回数のリトライを繰り返しても通信が復帰しなかったた

め，通信が中断しています。

NONE 温調計からの応答がありません。
FUNC 温調計は，本機器からのコマンドを実行できません。
REGI 温調計には，指定されたレジスタがありません。
ERR 温調計からの応答データにエラーがあります。
(スペース) 通信開始またはリトライ中のとき，状態が確認されるまで詳

細コードが表示されません。

●コマンド送信の再開

コマンド送信が停止されている温調計(赤色のステータスランプ)に対し，キー操作でコ
マンド送信を再開することができます。

●リトライ中または通信中断中のデータ

リトライ中，通信入力データは前回の値が保持されます。コマンド送信が停止されると
通信入力データはエラーデータとなり，データ表示は「＊＊＊＊＊」になります。

●データ抜けの発生

1～16(CX1000では1～4)までの調節計との通信が通信周期内に完了されなかったとき
に，データ抜けが発生します。データ抜けが発生すると，通信入力データは前回の値が
保持されます。通信周期を長くするかコマンド数を減らして，温調計との通信が通信周
期内に完了するようにしてください。
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操　　作

●「温調計状態」画面を表示する

1. FUNCキーを押します。FUNCメニューが表示されます。基本設定やオプション
によってFUNCメニューの構成が変わります。

2. [外部ループ通信]のソフトキーを押します。「温調計状態」画面が表示されま
す。

●データ抜けの発生

データ抜けが発生すると，「温調計状態」画面に「データ抜け発生」のメッセージが表
示されます。

矢印キーを押します。メッセージが消えます。

●タイムアウトでコマンド送信を停止している温調計に対してコマンド送信を再開する

1. 上下矢印キーで，送信を再開する温調計を選択します。

CX2000の表示例

CX1000では，ループ4までが表示されます。

「右矢印キーで機器をリフレッシュします」とメッセージが表示されます。

2. 右向き矢印キーを押します。本機器は，選択した温調計に対しコマンド送信を開
始します。

9.7　温調計通信機能の動作状態の確認
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9.8 運転開始

Note
次の設定を完了し，温調計通信機能の動作状態の確認(9.7節)をしてから運転を開始してください。
1. シリアルインタフェースとModbusマスタの設定が完了していることが必要です。シリアルイ

ンタフェースとModbusマスタの設定をしたあと，基本設定メニューの[終了]ソフトキーを押
して，設定を保存してください。

2. 項1のあと，外部ループ関連の設定画面で，基本設定(9.3節)，パラメータアドレス設定(9.4
節)，チューニング設定(9.5節)をしてください。

●運転の開始

本機器と接続機器の電源を一度OFFにして，再度，ONにします。

●運転モード(RUN/STOP)の切り替え

本機器で運転モードを切り替えると，接続機器の運転モードも切り替わります。

●制限事項

・ UTシリーズの各機種が下記のような設定のとき，UTに対する本機器からの操作が確
実に実行されない場合があります。本機器の温調計通信機能を使うときは，下記の
ような設定をされないことをおすすめします。
外部接点入力を使って，制御モード切り替え(手動/自動/カスケード切替，リモー
ト/ローカル切替，運転開始/停止切替)，あるいは目標設定値番号切替を有効にし
ているとき

・接続機種がUTシリーズのとき，コントロールグループ画面，制御オーバビュー画
面，およびチューニング画面から変更できるパラメータについては，UT側にある範
囲チェックを本機器側でもしています。ただし，下記の項目については，本機器に
UTシリーズの設定情報がないため，UTと同じ対応ができません。
・ SP設定のとき，SPH(設定値上限)とSPL(設定値下限)の範囲チェックができませ
ん。UT320，UT321，UT350，UT351の場合は，UT自体もこれらの範囲
チェックができません。

・ PIDパラメータの「OH(出力リミット上限) > OL(出力リミット下限)」の確認
チェックができません。UT320，UT321，UT350，UT351の場合は，UT自体
もこの確認チェックをしません。

・ PID組数は，UT320，UT321，UT350，UT351で1～4，その他のUTでは1～8
です。UT側の設定でPID組数を変更しても，本機器には反映されません。

・マニュアル出力設定のとき，OTH(出力値上限)とOTL(出力値下限)の範囲チェッ
クができません。
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9.9 運転時の操作

運転時には，コントロールグループ画面表示で，接続機器の制御状態を外部ループとして
表示できます。また，コントロールグループ画面では，内蔵ループと同じように，制御に
関する操作ができます。

● コントロールグループ画面表示での操作

コントロールグループ画面または制御オーバビュー画面では，内蔵ループと同じよう
に，次の操作ができます。操作方法は内蔵ループと同じです。詳しくは，ユーザーズマ
ニュアルIM04L31A01-01またはIM04L31A01-03の「6.1　コントロールグループ画
面表示での操作」を参照してください。
・運転開始/停止
・自動/手動/カスケード運転の切り替え
・目標設定値の変更
・制御出力値の変更
・リモート/ローカルの切り替え
・チューニング画面/プログラム制御画面の切り替え

●チューニング画面とプログラム制御画面での操作

コントロールグループ画面から，チューニング画面/プログラム制御画面へ切り替える
ことにより，チューニング操作ができます。詳しくは，ユーザーズマニュアル
IM04L31A01-01またはIM04L31A01-03の「6.3　チューニング操作」を参照してく
ださい。

チューニング画面での操作

・オートチューニング
・マニュアルチューニング
・目標設定値番号/操作対象チューニング項目のPID番号の変更
・運転開始/停止
・自動/手動運転の切り替え
・制御出力値の変更
・リモート/ローカルの切り替え

●アラーム表示

画面上のアラーム表示は，アラームの種類に対して，それぞれに下表のようになります。

アラームの種類 1文字表示のとき 3文字表示のとき

測定値上限(励磁・待機動作なし) H PVH

測定値下限(励磁・待機動作なし) L PVL

偏差上限(励磁・待機動作なし) D DVH

偏差下限(励磁・待機動作なし d DVL

偏差上限(非励磁・待機動作なし) D DVH

偏差下限(非励磁・待機動作なし) d DVL

偏差上下限(励磁・待機動作なし) I DVO

上下限偏差内(励磁・待機動作なし) i DVI

測定値上限(非励磁・待機動作なし) H PVH

測定値下限(非励磁・待機動作なし) L PVL

測定値上限(励磁・待機動作付き) H PVH

測定値下限(励磁・待機動作付き) L PVL

(次ページに続く)
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(前ページからの続き)

アラームの種類 1文字表示のとき 3文字表示のとき

偏差上限(励磁・待機動作付き) D DVH

偏差下限(励磁・待機動作付き) d DVL

偏差上限(非励磁・待機動作付き) D DVH

偏差下限(非励磁・待機動作付き) d DVL

偏差上下限(励磁・待機動作付き) I DVO

上下限偏差内(励磁・待機動作付き) i DVI

測定値上限(非励磁・待機動作付き) H PVH

測定値下限(非励磁・待機動作付き) L PVL

タイマ機能 検出方向上向き・時分 E ETC

タイマ機能 検出方向下向き・時分 E ETC

タイマ機能 検出方向上向き・分秒 E ETC

タイマ機能 検出方向下向き・分秒 E ETC

センサ接地警報 E ETC

故障診断出力 E ETC

FAIL出力 E ETC

ヒーター断線警報1 E ETC

ヒーター断線警報2 E ETC

設定値上限 H SPH

設定値下限 L SP

出力値上限 H OTH

出力値下限 L OTL

その他 E ETC

●表示/操作時のエラーメッセージ

運転画面のコントロールグループ画面やチューニング画面で，外部ループに対して表
示/操作の選択をしたとき，下表のようにエラーメッセージが表示される場合がありま
す。

表示/操作 表示/操作ができない条件 エラーメッセージ 対処法
(エラーとなる条件)

モード(MODE) なし。いつでも可能です。 － －

リモート(REM)/ なし。いつでも可能です。 － －
ローカル(LOC)

RUN/STOP なし。いつでも可能です。 － －

SP オートチューニング中の 現在の状態では操作 オートチューニングを
とき できません。 中止してください。

リモート/ローカルが 現在の状態では操作 リモート/ローカルを
「リモート」のとき できません。 「ローカル」にしてください。

カスケード制御の2次側で 現在の状態では操作 モードを「AUT」または
モードが「CAS」のとき できません。 「MAN」にしてください。

OUT RUN/STOPが「STOP」の 現在の状態では操作 RUN/STOPを「RUN」に
とき できません。 してください。

モードが「MAN」以外の 現在の状態では操作 モードを「MAN」に
とき できません。 してください。

AT(オート なし。いつでも可能です。 － －
チューニング
(AUTO TUN))

SPNO なし。いつでも可能です。 － －

GROUPNO なし。いつでも可能です。 － －

9.9　運転時の操作
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付録

付録1 ASCIIキャラクタコード

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

LF
(改行)

CR
(復帰)

1

ESC

2

SP
(空白)

＃

％

＆

（

）

＊

＋

－

．

／

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

：

4

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

5

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

°

_

6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

7

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

8 9 A

ヲ

ァ

ィ

ゥ

ェ

ォ

ャ

ュ

ョ

ッ

B

－

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

C

タ

チ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

ヌ

ネ

ノ

ハ

ヒ

フ

ヘ

ホ

マ

D

ミ

ム

メ

モ

ヤ

ユ

ヨ

ラ

リ

ル

レ

ロ

ワ

ン

E F

上位4ビット

下
位
4
ビ
ッ
ト

Note
カタカナは，言語が日本語の場合に入力可能です。
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付録2 内部メモリデータの出力フロー

表示データの例

MIDIR,DISPLAY

NO

*1

YES

内部メモリデータを通信出力用に退避し，データリストを見る。

END

コマンド送信

データの
続きはあるか

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

EA
02
01 10102400 CDS・・・

02 10102500 CDS・・・

EN
 

レスポンス受信

MIGET,DISPLAY,2,FILE *2

コマンド送信

BINARY(7.1節「BINARY出力」， 
 7.3節「表示データ」参照)

BINARY(7.1節「BINARY出力」，7.3節「表示データ」参照)

ASCII(7.2節「データリスト」参照)

BINARYヘッダ

BINARYデータ

BINARYフッタ

レスポンス受信

MINEXT *3

*4

コマンド送信

BINARYヘッダ

BINARYデータ

BINARYフッタ

レスポンス受信

*4　BINARYヘッダのフラグのbit0が
　    0：データの続きがある
　    1：データ送信は完了

*1～*3　次ページ参照

リストの中から2番目のブロック(ファイル名10102500.CDS)を
ファイル形式で出力させる。

続きのデータを
出力させる。

START
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●イベントデータ(前図*1，*2，*3をそれぞれ以下のコマンドにする)

*1：MIDIR,EVENT リスト出力
*2：MIGET,EVENT,2,FILE 2ブロックのデータをファイル形式で出力
*3：MINEXT 続きがある場合は，続きを出力

●マニュアルサンプルデータ(前図*1，*2を以下のコマンドにする)

*1：MODIR,MANUAL

*2：MOGET,MANUAL,2

マニュアルサンプルデータは，1回で送信が完了するため，*3のコマンドは不要。

●レポートデータ(前図*1，*2を以下のコマンドにする)

*1：MODIR,REPORT

*2：MOGET,REPORT,2

レポートデータは，1回で送信が完了するため，*3のコマンドは不要。

● TLOGデータ(前図*1，*2，*3をそれぞれ以下のコマンドにする)

*1：MODIR,TLOG

*2：MOGET,TLOG,2

*3：MONEXT

付録2　内部メモリデータの出力フロー
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付録3 外部記憶メディアのファイル/ファイルリストの
出力フロー

ディレクトリDATA0に属しているファイル10101000.CDSの出力の例

MEGET,/DATA0/10101000.CDS

NO

START

YES

END

コマンド送信

データの
続きはあるか

レスポンス受信

BINARYヘッダ
BINARYデータ

BINARYフッタ

MENEXT

*

コマンド送信

BINARYヘッダ
BINARYデータ

BINARYフッタ

レスポンス受信

*　BINARYヘッダのフラグのbit0が
　  0：データの続きがある
　  1：データ送信は完了

ファイル名をフルパスで指定し，出力させる。

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

続きのデータを
出力させる。

BINARY(7.1節「BINARY出力」参照)

BINARY(7.1節「BINARY 
 出力」参照)
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ディレクトリDATA0に属しているファイルのリストを10ファイル分ずつ出力する例

MEDIR,/DATA0/,10

NO

START

YES

END

コマンド送信

ファイルリストの
続きはあるか

レスポンス受信

MEDIRNEXT

*

コマンド送信

レスポンス受信

*　出力されたファイルリスト数が，
    ME DIRコマンドで指定したファ
    イルリスト最大出力数(この例で
    は10)より少ないときに，ファイ
    ルリストの続きはないと判断で
    きます。

1回目のファイルリストの出力コマンド。
このときに，出力するファイルリストの数を指定する。

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

続きのファイルリ
ストを出力させる。

ASCII(7.2節「ファイルリスト」参照)

ASCII(7.2節「ファイルリス 
 ト」参照)

EA

・・・・・・
・・・・・・
xxxKbyte free

EN

ファイルリスト

EA

・・・・・・
・・・・・・
xxxKbyte free

EN

ファイルリスト

付録3　外部記憶メディアのファイル/ファイルリストの出力フロー
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付録4 FIFOデータの出力フロー

FIFOバッファの概要
本機器は，測定/演算/制御データ出力専用の内部メモリを持ち，FIFO(First-In-First-Out)
形式で測定/演算データを保存しています。測定/演算/制御データは，常に指定された書
き込み周期(FIFO書き込み周期，FRコマンドで設定)で内部メモリに書き込まれています。
この機能を用いれば，ホストコンピュータから測定/演算/制御データを読み込むタイミン
グによらず，常に指定された周期で保存された測定/演算/制御データを読み込むことが可
能です。

書き込み周期：1秒，FIFOの内部メモリ容量が8周期分の例を示します。

最新の書き込み
位置：WP

前回の読み込み
位置：RP1

今回の読み込み
位置：RP2

ブロック1

2

3

4

5

6

7

ブロック8

●測定/演算/制御データの書き込み

・内部メモリには，1秒周期で測定/演算/制御データが書き込まれます。
・内部メモリのブロック1，2，3，...，8の順に測定/演算/制御データを書き込み，ブ
ロック8に書き込み後は，ブロック1に戻って書き込みます。

●測定/演算/制御データの読み出し(FF GETコマンドを使います，ロギング出力)

前回の読み出したデータの次の位置(RP1)から最新のデータの書き込み位置(WP)までを
出力します。
この例では，前回の読み出しから2秒以上経過しているため，ブロック5と6のデータが
出力されます。

●測定/演算/制御データの読み出し(FF GETNEWコマンドを使います，最新値出力)

最新データの書き込み位置(WP)から，指定ブロック数分遡ったブロックまでのデータ
を出力します。
この例で，指定ブロック数を「5」とした場合，ブロック2から6までのデータが出力さ
れます。

FIFOとして確保されている内部メモリの容量(FIFOバッファのデータ長)は，60周期分
(1secの書き込み周期で60sec)です。
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本機器でFIFO書き込み周期を1sにして，CH1～CH248の測定/演算/制御データをFIFO機能を
用い連続的に出力する(ロギング)出力例

BINARYヘッダ
BINARYデータ

BINARYフッタ

FFRESET

YES

NO

END

コマンド送信

測定を
やめる？

レスポンス受信

E0

FFGET,1,248

コマンド送信

レスポンス受信

FIFOの書き込み
周期(Is)待つ

FIFO読み込み位置を，最新の書き込み位置に移動する。

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

FIFOを使って測定/演算/制御データを出力させる。

START

BINARY(7.1節「BINARY出力」，7.3節「測定/演算/制御データ，FIFOデータ」参照)

Note
・あらかじめFRコマンドでFIFO書き込み周期を設定しておく必要があります。
・FIFO書き込み周期は，シリアル，イーサネット共通の設定となります。

付録4　FIFOデータの出力フロー
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付録5 Modbusマスタ時のデータ抜けの発生

本機器がスレーブ機器に対してコマンドを発行しようとしたときに，前回発行したコマン
ドの応答が完了していないと，本機器はコマンドを発行できず，データ抜けが発生しま
す。下図を参照して適切に対処してください。

通信周期

データ抜け
(スレーブ2、3)

データ抜け
(スレーブ3)

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

緑

緑

緑

緑

緑

緑

通信周期

(リトライ)

：ステータスランプ

：スレーブ機器からの応答

：本機器からのコマンド

データ抜け
(スレーブ2、3) データ抜け

(スレーブ2、3)

スレーブ2切り離し

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

通信周期

タイムアウト時間

データ抜け
(スレーブ2、3)

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

緑 緑

緑

緑

緑

緑

緑緑

黄

タイムアウト時間

緑

緑

緑

黄

黄

タイムアウト時間

緑 緑

緑 緑

赤

赤

1.　スレーブ機器からの応答に時間がかかる場合

2.　スレーブ機器からの応答がない場合

3.　応答がないスレーブ機器を切り離した場合(リトライ数を１とする)
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付録6 レジスタアサイン

Modbusスレーブ時のレジスタアサイン
Modbusスレーブ機能のレジスタアサインは次のとおりです。CX1000の場合，CX1000
にはない通信レジスタC13～C30，測定チャネル07～20，演算チャネル43～60，および
制御ループ3～6に関するレジスタを読み書きしたときには，エラー(エラーコード2)が返
ります。

・保持レジスタ
Modbus

レジスタ番号

40001-40030

40101

40301

40302

40303

40304

40305

40306

40501

40502

40503

40504

：

40577

40578

40579

40580

内容

通信レジスタデータ

全ループ制御運転停止／開始

メモリ・スタート/ストップ

アラームACK

演算スタート/演算ストップ

マニュアルトリガ/マニュアルサンプル/
スナップショット/表示データを記憶メ
ディアに保存する/イベントデータを記
憶メディアに保存する

メッセージの書き込み

運転画面への復帰

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号1)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号2)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号3)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号4)

：

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号1)

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号2)

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号3)

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号4)

設定値

－32768～32767

0：停止
1：開始

0：メモリストップ
1：メモリスタート

Write時
0：アラームACKの実行
Read時
0：アラーム消灯
1：アラーム点灯
2：アラーム点滅

0：演算ストップ
1：演算スタート
2：演算リセット

0：マニュアルサンプリングをする
1：マニュアルトリガ動作をする
2：スナップショット
3：表示データを記憶メディアに保存
4：イベントデータを記憶メディアに保存

1～8：メッセージ番号

0：画面を運転画面へ戻す

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

：

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

Read/Write

R/W

W*1

R/W

R/W

R/W

W*1　　

W*1　　

W*1　　

R/W

R/W

R/W

R/W

：

R/W

R/W

R/W

R/W

*1 保持レジスタの中で，Writeだけのレジスタを読み出したときには，「0」が返されます。
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Modbus
レジスタ番号

40601

40602

40603

40604

40605

40606

40607

40608

：

40833

40834

40835

40836

40837

40838

40839

40840

内容

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号1の上位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号1の下位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号2の上位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号2の下位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号3の上位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号3の下位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号4の上位2バイト

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号4の下位2バイト

：

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号1の上位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号1の下位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号2の上位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号2の下位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号3の上位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号3の下位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号4の上位2バイト

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号4の下位2バイト

設定値

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

：

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

上位2バイト下位2バイトあわせて，演算
チャネルスパンの範囲内で小数点を除いた
値(SAコマンド参照)

Read/Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

：

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

ファンクションコード16の複数書き込み命令を本機器に送ったときに，本機器がレジスタ
の書き込みを行っている途中で，レジスタの書き込みに失敗した場合には，書き込みを止
めてエラーコード7を返します。
演算チャネルにアラーム設定値を書き込むときには，上位2バイト，下位2バイトの2レジ
スタをファンクションコード16の複数レジスタの書き込みで同時に書き込まなければなり
ません。上位2バイトだけ，もしくは下位2バイトだけ書き込もうとした場合には，エラー
コード7が返されます。

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Modbus
レジスタ番号

41001

41002

41003

41004

41005

41006

41007

41008

41009

41010

41011

41012

41013

41014

41015

41016

41017

41018

41019

内容

PV1に対するバイアス使用の
有無，バイアス値，バイアス
入力の種類

PV2に対するバイアス使用の
有無，バイアス値，バイアス
入力の種類

RemoteSPに対するバイアス
使用の有無，バイアス値

PV1に対するフィルタ入力の
種類，フィルタ使用の有無，
フィルタ値

PV2に対するフィルタ入力の
種類，フィルタ使用の有無，
フィルタ値

RemoteSPに対するフィルタ
入力の種類，フィルタ使用の
有無，フィルタ値

比率設定の有無と比率値

抑制機能のオンオフ

勾配時間単位の設定

目標設定値上昇勾配設定

目標設定値下降勾配設定

自動/手動/カスケード運転の
切り替え

目標設定番号

運転/停止切り替え

リモート/ローカル切り替え

現在使用しているPID番号

マニュアルモードでのOUT値

オートチューニング(AT)の状
態

比率値の小数点位置

設定値

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～9999：比率設定値(比率設定有り)
－30001～－32768，30001～32767：
比率設定OFF

0：抑制機能OFF
1：抑制機能ON

0：Hour      2：Second
1：Minute

1～測定スパンの最大値から小数点を除い
た値。
－30001～－32768，30001～32767：
設定OFF

1～測定スパンの最大値から小数点を除い
た値。
－30001～－32768，30001～32767：
設定OFF

0：自動切換え
1：手動切り替え
2：カスケード切り替え(カスケード制御

時だけ有効)

1～ 8：目標設定値番号

0：停止
1：開始

0：ローカル
1：リモート

1～8：PID番号

－50～1050：－5.0％～105.0％

0：AT実行中ではない
1：AT実行中

0～4

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R

R/W

R

R/W

ループ1に関するパラメータ

分類

ループごとのパ
ラメータ

付録6　レジスタアサイン
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Modbus
レジスタ番号

41101

41102

41103

41104

41105

41106

41107

41108

41109

41110

41111

41112

41125

41126

41127

41128

41131-41142

41155-41158

41161-41172

内容

目標設定値（SP）

比例帯（P）

積分時間（I）

微分時間（D）

出力リミット下限値

出力リミット上限値

シャットダウン機能の有無

マニュアルリセット

ヒステリシスの設定値

ヒステリシスの動作点

制御動作方向切替の設定

プリセット出力

制御用アラーム設定値
(アラーム番号1)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号2)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号3)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号4)

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

設定値

測定スパンの範囲で，小数点を除いた値

1～9999：0.1～999.9%

0～6000

0～6000

－50～1050：－5.0％～105.0％

－50～1050：－5.0％～105.0％

0：OFF
1：ON

－50～1050：－5.0％～105.0％

測定スパンの範囲で，小数点を除いた値

0：OFF
1：Upper
2：Lower

0：Reverse
1：Direct

－50～1050：－5.0％～105.0％

アラームの種類によって下記のようにな
る
測定・設定警報
測定スパンの範囲で小数点を除いた値
偏差警報(上限，下限)
測定スパンのEUS－100.0～
100.0%の範囲内で小数点を除いた値
偏差警報(上下限，上下限偏差内)
測定スパンのEUS0.0～－100.0%の
範囲内で小数点を除いた値)
出力警報
－50～1050：－5.0%～105.0%
(AVコマンド参照）

上記と同じ

上記と同じ

上記と同じ

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループ1のPID
番号1のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号1の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号2のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号2の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号3のPIDパ
ラメータ

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Modbus
レジスタ番号

41185-41188

41191-41202

41215-41218

41221-41232

41245-41248

41251-41262

41275-41278

41281-41292

41305-41308

41311-41322

41335-41338

内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループ1のPID
番号3の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号4のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号4の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号5のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号5の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号6のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号6の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号7のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号7の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号8のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号8の制御用
アラーム設定値

付録6　レジスタアサイン
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ループ2に関するパラメータ

Modbus
レジスタ番号

41501-41519

41601-41612

41625-41628

41631-41642

41655-41658

41661-41672

41685-41688

41691-41702

41715-41718

41721-41732

41745-41748

41751-41762

41775-41778

41781-41792

41805-41808

41811-41822

41835-41838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ2のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号8の制御
用アラーム設定値

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Modbus
レジスタ番号

42001-42019

42101-42112

42125-42128

42131-42142

42155-42158

42161-42172

42185-42188

42191-42202

42215-42218

42221-42232

42245-42248

42251-42262

42275-42278

42281-42292

42305-42308

42311-42322

42335-42338

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ3のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ3に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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Modbus
レジスタ番号

42501-42519

42601-42612

42625-42628

42631-42642

42655-42658

42661-42672

42685-42688

42691-42702

42715-42718

42721-42732

42745-42748

42751-42762

42775-42778

42781-42792

42805-42808

42811-42822

42835-42838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ4のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ4に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

ループ5に関するパラメータ

Modbus
レジスタ番号

43001-43019

43101-43112

43125-43128

43131-43142

43155-43158

43161-43172

43185-43188

43191-43202

43215-43218

43221-43232

43245-43248

43251-43262

43275-43278

43281-43292

43305-43308

43311-43322

43335-43338

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容*2

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ5のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号8の制御
用アラーム設定値

付録6　レジスタアサイン

*2 ループ5とループ6には，Remote，PVrangeに対するバイアスの設定，フィルタの設定，比率設
定値，リモート/ローカル切り替えはありません。
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Modbus
レﾁジスタ番号

43501-43519

43601-43612

43625-43628

43631-43642

43655-43658

43661-43672

43685-43688

43691-43702

43715-43718

43721-43732

43745-43748

43751-43762

43775-43778

43781-43792

43805-43808

43811-43822

43835-43838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容*2

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ6のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ6に関するパラメータ

*2 ループ5とループ6には，Remote，PVrangeに対するバイアスの設定，フィルタの設定，リモー
ト/ローカル切り替えはありません。

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Modbus
レジスタ番号

44901

44902

：

44910

44911

44912

：

44920

内容

制御チャネル1に対するバイア
ス使用の有無，バイアス値

制御チャネル2に対するバイア
ス使用の有無，バイアス値

：

制御チャネル10に対するバイ
アス使用の有無，バイアス値

制御チャネル1に対するフィル
タ使用の有無，フィルタ値

制御チャネル2に対するフィル
タ使用の有無，フィルタ値

：

制御チャネル10に対するフィ
ルタ使用の有無，フィルタ値

設定値

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

：

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

：

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

分類 Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

・PV/SP演算ONのときの制御チャネル用バイアス，フィルタ値
PV/SP演算がONのときは，ループ単位での設定であったPV1，PV2のバイアス，フィル
タ値が，制御チャネル単位での設定になります。

付録6　レジスタアサイン
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付録6　レジスタアサイン

・プログラム運転パラメータ

内容

プログラム運転/停止

プログラム運転のホールド

セグメントのアドバンス

パターン番号切り替え：操作
するパターン番号を本レジス
タで指定

運転中のパターン番号

運転中のセグメント番号

現在使用しているパターンの
セグメント数

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(hh時)

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(mm分)

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(ss秒)

ウェイト状態

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(hh時)

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(mm分)

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(ss秒)

予約

運転中のパターンのリピート
設定

運転中のパターンのリピート
回数

運転中のパターンの残りのリ
ピート回数

運転中のパターンのリピート
スタート番号

運転中のパターンのリピート
エンド番号

予約

プログラム制御終了信号

タイムイベントの状態

PVイベントの状態

設定値

0：停止，1：運転

0：なし，1：HOLD中

1：アドバンス要求

1 ：パターン番号1
：
30：パターン番号30

1 ：パターン番号1
：
30：パターン番号30

0-99
ただし，0はプログラム運転の開始後，プ
ログラムパターン運転開始までの間を表す

1～99

0-99*3

0-59*3

0-59*3

0：なし, 1：ウェイト動作中

0-99*3

0-59*3

0-59*3

0

0：OFF
1：ON
2：無限回繰り返し

0-999

0-999

1-99

1-99

0

0：なし，1：プログラム制御終了
*4

*4

Read/
Write

R/W

R/W

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

Modbus
レジスタ番号

44001

44002

44003

44004

44005

44006

44007

44008

44009

44010

44011

44012

44013

44014

44015-44020

44021

44022

44023

44024

44025

22026-44030

44031

44032

44033

*3 残りのセグメント時間とウェイト経過時間(hh時mm分ss秒)を読み出すときは，それぞれ3つの
レジスタを読み出してください。

分類
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付

索

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ビットの状態とイベントの状態

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

0：イベントOFF，1：イベントON

イベント番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*4 レジスタ(16ビット)の各ビットが，それぞれのイベント番号に対応したイベントの状態を示して
います。設定値が「1」にのとき，イベントはONです。

付録6　レジスタアサイン
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Read/
Write

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

：

R

R

R

R

設定値

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

0：停止，1： 運転

0：なし，1：HOLD中

0～99　ただし，0はプログラム運転の開
始後，プログラムパターン運転開始まで
の間を表す

1～99

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

　：

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0：なし
1：ウェイト動作中

Modbus
レジスタ番号

38101

38102

38103

38104

38105

38106

38107 -
38112

38113 -
38118

38119 -
38124

38125 -
38130

38131

38132

38133

38134

38135

38136

　：

38146

38147

38148

38149 -
38154

内容

パターンid1として使用されて
いるパターン番号

パターンid2として使用されて
いるパターン番号

パターンid3として使用されて
いるパターン番号

パターンid4として使用されて
いるパターン番号

パターンid5として使用されて
いるパターン番号

パターンid6として使用されて
いるパターン番号

パターンid1～6のプログラム
運転/停止

パターンid1～6のプログラム
運転のホールド

パターンid1～6の実行中のセ
グメント番号

パターンid1～6が持つセグメ
ント数

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

　：

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

ウェイト状態

付録6　レジスタアサイン

・プログラム個別運転パラメータ

分類
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1
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7
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索

Read/
Write

R

R

R

：

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

設定値

0-59*3

0-59*3

0-59*3

　：

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0：OFF
1：ON
2：無限回繰り返し

0-999　ただし，リピート設定が1(ON)の
ときに有効

0-999

1-99

1-99

0：なし
1：パターンエンド

Modbus
レジスタ番号

38155

38156

38157

　：

38170

38171

38172

38173-38180

38181 -
38186

38187 -
38192

38193 -
38198

38199 -
38204

38205 -
38210

38211 -
38300

38301 -
38306

38307 -
38312

38313 -
38318

内容

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(hh時)

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(mm分)

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(ss秒)

　：

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(hh時)

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(mm分)

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(ss秒)

予約

パターンid1～6のリピート設
定

パターンid1～6のリピート回
数

パターンid1～6の残りリピー
ト回数

パターンid1～6のリピートス
タート番号

パターンid1～6のリピートエ
ンド番号

予約

パターンid1～6のパターンエ
ンド信号

パターンid1～6のタイムイベ
ントの状態

パターンid1～6のPVイベント
の状態

分類

　

Note
パターンidとパターン番号の関連は，運転中/停止中のレジスタ(38107～38112)の読み込みと合
わせて判断してください。

付録6　レジスタアサイン



付-24 IM 04L31A01-17

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

設定値

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

分類 内容

DO001

DO002

DO003

DO004

DO005

DO006

DO101 - DO106

DO201 - DO206

RO001 - Ro012

予約

SW001 - SW036

Modbus
レジスタ番号

44501

44502

44503

44504

44505

44506

44507-44512

44513-44518

44519-44530

44531-44600

44601-44636

DO/内部スイッチの書き込み用レジスタ

付録6　レジスタアサイン
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1
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5
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・入力レジスタ

付録6　レジスタアサイン

Modbus
レジスタ番号

30001

：

30020

31001

：

31020

32001

32002

：

32059

32060

33001

：

33030

34001

：

34018

35001

35002

：

35035

35036

36001

：

36005

36006

：

36013

36014

36015

37001

37002

37003

37004

37005-10

37011

37012

37013

37014

37015-20

37021

37022

37023

データ

CH01の測定データ

：

CH30の測定データ

CH01の測定データのアラームステータス*5

：

CH01の測定データのアラームステータス*5

CH31の演算データ(上位5桁)

CH31の演算データ(下位5桁)

：

CH60の演算データ(上位5桁)

CH60の演算データ(下位5桁)

CH31の演算データのアラームステータス*5

：

CH60の演算データのアラームステータス*5

CH101の制御データ

：

CH118の制御データ

CH101の制御データのアラームステータス*6

「A2A1」

CH101の制御データのアラームステータス*6

「A4A3」

：

CH118の制御データのアラームステータス*6

「A2A1」

CH118の制御データのアラームステータス*6

「A4A3」

CH01～CH04の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

：

CH17～CH20の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

CH31～CH34の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

：

CH59～CH60の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

1～4ループの各アラーム番号1～4のアラームステータス
*8

5と6ループの各アラーム番号1～4のアラームステータス
*8

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

Read/
Write

R

：

R

R

：

R

R

R

：

R

R

R

：

R

R

R

R

R

R

：

R

R

R

：

R

R

：

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

内容

測定データ

：

測定データ

測定データアラームステータス

：

測定データアラームステータス

演算データ

演算データ

：

演算データ

演算データ

演算データアラームステータス

：

演算データアラームステータス

制御データ

：

制御データ

制御データアラームステータス

制御データアラームステータス

：

制御データアラームステータス

制御データアラームステータス

計測データアラームステータス
(CH01～CH04)

：

計測データアラームステータス
(CH17～CH20)

演算データアラームステータス
(CH31～CH34)

：

演算データアラームステータス
(CH59～CH60)

制御データアラームステータス
(1～4ループ用)

制御データアラームステータス
(5と6ループ用)

DI001-DI006のステータス

DI101-DI106のステータス

DI201-DI206のステータス

RI001-RI012のステータス

予約

DO001-DO006のステータス

DO101-DO106のステータス

DO201-DO206のステータス

RO001-RO012のステータス

予約

SW001-SW016のステータス

SW017-SW032のステータス

SW033-SW036のステータス
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付録6　レジスタアサイン

*5 測定データ，演算データのアラームステータスは，下図のようになります。一つのレジスタに
「アラーム番号2/アラーム番号1/アラーム番号4/アラーム番号3」の順でデータが入っていま
す。ひとつのアラーム番号につき4ビットを使って，0～8の値が入っています。この0～8には，
それぞれ上限アラーム，下限アラーム，差上限アラーム，差下限アラーム，変化率上昇限アラー
ム，変化率下降限アラーム，ディレイ上限アラーム，ディレイ下限アラームが対応します。

番号2 番号1 番号3番号4

上位バイト 下位バイト

1ワード

*6 制御データのアラームステータスは，下図のようになります。1アラーム番号につき1バイト，
計4バイト使用するため，2レジスタ使用します。1レジスタ目には「アラーム番号2/アラーム
番号1」，2レジスタ目には「アラーム番号4/アラーム番号3」の順にデータが入っています。
ひとつのアラーム番号につき8ビットを使って，0または21～30の値が入っています。0はア
ラームOFF，21～30は，それぞれ測定値上限アラーム，測定値下限アラーム，偏差上限アラー
ム，偏差下限アラーム，偏差上下限アラーム，上下限偏差内アラーム(ここまでのアラームは，
各ループのPV値を示すチャネルの101，104，107･･･に入ります)，目標設定値上限アラーム，
目標設定値下限アラーム(この2つのアラームは，各ループのSP値を示すチャネルの102，
105，108･･･に入ります)，出力値上限アラーム，出力値下限アラーム(この2つのアラームは，
各ループのOUT値を示すチャネルの103，106，109･･･に入ります)に対応します。

番号4 番号3

上位バイト 下位バイト

1ワード

番号2 番号1

上位バイト 下位バイト

1ワード

*7 レジスタ36001～36005の測定データアラームステータスとレジスタ36006～36013の演算
データアラームステータスは，レジスタ(16ビット)の各ビットの状態で，各チャネルのアラーム
番号1～4の状態を示しています。アラームの種類に関わらず各チャネルのアラーム番号1～4の
状態がONになっていれば，対応するビットが1になります。
レジスタ36001のビット構成

Modbus
レジスタ番号

39001

39002

39003

39004

39005

39006

39007

39008

Read/
Write

R

R

R

R

R

R

R

R

内容

年

月

日

時

分

秒

ミリ秒

夏，冬時間

データ

西暦(4桁)

1～12

1～31

0～59

0～59

0～99

0～07　125ms単位の値

0：冬時間，1：夏時間

ビットの状態とアラームの状態
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON

対象アラーム
測定チャネル1のアラーム番号1
測定チャネル1のアラーム番号2
測定チャネル1のアラーム番号3
測定チャネル1のアラーム番号4
測定チャネル2のアラーム番号1
測定チャネル2のアラーム番号2
測定チャネル2のアラーム番号3
測定チャネル2のアラーム番号4
測定チャネル3のアラーム番号1
測定チャネル3のアラーム番号2
測定チャネル3のアラーム番号3
測定チャネル3のアラーム番号4
測定チャネル4のアラーム番号1
測定チャネル4のアラーム番号2
測定チャネル4のアラーム番号3
測定チャネル4のアラーム番号4

ビット
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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*8 レジスタ36014と36015の制御データアラームステータスは，レジスタ(16ビット)の各ビット
の状態で，各ループのアラーム番号1～4の状態を示しています。アラームの種類に関わらず各
ループのアラーム番号1～4の状態がONになっていれば，対応するビットが1になります。0ルー
プモデルでレジスタ36014と36015を読み出したとき，あるいは2ループモデルや4ループモデ
ル(もしくは6ループモデルの「基本設定」で4ループを選択したとき)でレジスタ36015を読み
出したときは，エラー(エラーコード2)が返ります。
レジスタ36014のビット構成(1～4ループ用)

ビットの状態とアラームの状態

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0

0

0

0

0

0

0

0

対象アラーム

ループ5のアラーム番号1

ループ5のアラーム番号2

ループ5のアラーム番号3

ループ5のアラーム番号4

ループ6のアラーム番号1

ループ6のアラーム番号2

ループ6のアラーム番号3

ループ6のアラーム番号4

－

－

－

－

－

－

－

－

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

付録6　レジスタアサイン

Note
・実装されていないループに関連するレジスタのデータを読み込むと，「0」が返されます。
・電源ON直後または基本設定モードからの復帰直後に，自動/手動/カスケード運転の切り替え，
運転/停止の切り替え，リモート/ローカルの切り替えが割り当てられているレジスタのデータ
を読み込むと，「－1」が返されるときがあります。

ビットの状態とアラームの状態

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

対象アラーム

ループ1のアラーム番号1

ループ1のアラーム番号2

ループ1のアラーム番号3

ループ1のアラーム番号4

ループ2のアラーム番号1

ループ2のアラーム番号2

ループ2のアラーム番号3

ループ2のアラーム番号4

ループ3のアラーム番号1

ループ3のアラーム番号2

ループ3のアラーム番号3

ループ3のアラーム番号4

ループ4のアラーム番号1

ループ4のアラーム番号2

ループ4のアラーム番号3

ループ4のアラーム番号4

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

レジスタ36015のビット構成(5と6ループ用)
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レジスタ37021のビット構成

レジスタ37023のビット構成

ビットの状態と内部スイッチの状態

SW001(0：OFF，1：ON)

SW002(0：OFF，1：ON)

SW003(0：OFF，1：ON)

SW004(0：OFF，1：ON)

SW005(0：OFF，1：ON)

SW006(0：OFF，1：ON)

SW007(0：OFF，1：ON)

SW008(0：OFF，1：ON)

SW009(0：OFF，1：ON)

SW0010(0：OFF，1：ON)

SW0011(0：OFF，1：ON)

SW0012(0：OFF，1：ON)

SW0013(0：OFF，1：ON)

SW0014(0：OFF，1：ON)

SW0015(0：OFF，1：ON)

SW0016(0：OFF，1：ON)

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ビットの状態と内部スイッチの状態

SW033(0：OFF，1：ON)

SW034(0：OFF，1：ON)

SW035(0：OFF，1：ON)

SW036(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4-15

付録6　レジスタアサイン

ビットの状態とDIの状態

DI001(0：OFF，1：ON)

DI002(0：OFF，1：ON)

DI003(0：OFF，1：ON)

DI004(0：OFF，1：ON)

DI005(0：OFF，1：ON)

DI006(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4

5

6-15

ビットの状態と拡張DIOモジュールのDOの状態

RO001(0：OFF，1：ON)

RO002(0：OFF，1：ON)

RO003(0：OFF，1：ON)

RO004(0：OFF，1：ON)

RO005(0：OFF，1：ON)

RO006(0：OFF，1：ON)

RO007(0：OFF，1：ON)

RO008(0：OFF，1：ON)

RO009(0：OFF，1：ON)

RO0010(0：OFF，1：ON)

RO0011(0：OFF，1：ON)

RO0012(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-15

*9 レジスタ37001～37003(制御モジュールのDIのステータス)，37004(拡張DIOモジュールのDI
のステータス)，37011～37013(制御モジュールのDOのステータス)，37014(拡張DIOモ
ジュールのDOのステータス)，37021～37023(内部スイッチのステータス)は，レジスタ(16
ビット)の各ビットの状態を示しています。レジスタの下位ビットから，順に対応するDIOや内
部スイッチの状態を表しています。
レジスタ37001のビット構成

レジスタ37014のビット構成
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Dレジスタ番号

D0001-D0030

D0101

D0301

D0302

D0303

D0304

D0305

D0306

D0501

D0502

D0503

D0504

：

D0577

D0578

D0579

D0580

内容

通信レジスタデータ

全ループ制御運転停止／開始

メモリ・スタート/ストップ

アラームACK

演算スタート/演算ストップ

マニュアルトリガ/マニュアルサン
プル/スナップショット/表示データ
を記憶メディアに保存する/イベン
トデータを記憶メディアに保存する

メッセージの書き込み

運転画面への復帰

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号1)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号2)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号3)

測定チャネル1のアラーム設定値
(アラーム番号4)

：

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号1)

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号2)

測定チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号3)

測点チャネル20のアラーム設定値
(アラーム番号4)

設定値

－32768～32767

0：停止
1：開始

0：メモリストップ
1：メモリスタート

Write時
0：アラームACKの実行
Read時
0：アラーム消灯
1：アラーム点灯
2：アラーム点滅

0：演算ストップ
1：演算スタート
2：演算リセット

0：マニュアルサンプリングをする
1：マニュアルトリガ動作をする
2：スナップショット
3：表示データを記憶メディアに保存
4：イベントデータを記憶メディアに保存

1～8：メッセージ番号

0：画面を運転画面へ戻す

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

：

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値
(SAコマンド参照)

測定スパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

Read/Write

R/W

W*1

R/W

R/W

R/W

W*1

W*1

W*1

R/W

R/W

R/W

R/W

：

R/W

R/W

R/W

R/W

ラダー通信時のレジスタアサイン
ラダー通信機能におけるレジスタアサインは次のとおりです。
レジスタのデータには，単位情報や小数点位置情報は含まれていないので，上位ホスト側
で設定してください。
演算チャネルのアラーム設定値や演算チャネルデータは，10桁のBCDの上位5桁，下位5
桁の順に2レジスタ割り当てています。
もし，演算チャネルのデータが－1234567のときに，対応するレジスタを読み出すと1レ
ジスタ目(上位5桁)は"123"，2レジスタ目(下位5桁)は"34567"，符号は2レジスタとも負に
なります。
CX1000の場合，CX1000にはない通信レジスタC13～C30，測定チャネル07～20，演
算チャネル43～60，および制御ループ3～6に関するレジスタを読み出したときは「0」
が返ります。書き込みをしようとしたときには，送信したコマンドをそのまま返します。

・書き込み/読み出し可能なパラメータ

付録6　レジスタアサイン

*1 レジスタの中で，Writeだけのレジスタを読み出したときには，「0」が返されます。
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付録6　レジスタアサイン

Dレジスタ番号

D0601

D0602

D0603

D0604

D0605

D0606

D0607

D0608

：

D0833

D0834

D0835

D0836

D0837

D0838

D0839

D0840

内容

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号1の上位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号1の下位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号2の上位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号2の下位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号3の上位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号3の下位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号4の上位5桁

演算チャネル1のアラーム設定値
アラーム番号4の下位5桁

：

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号1の上位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号1の下位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号2の上位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号2の下位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号3の上位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号3の下位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号4の上位5桁

演算チャネル60のアラーム設定値
アラーム番号4の下位5桁

設定値

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

：

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

読み出しは上位5桁下位5桁あわせて，演算チャ
ネルスパンの範囲内で小数点を除いた値(SAコ
マンド参照)

書き込みは－99999～99999の範囲で設定が可
能で上下どちらかのレジスタに書き込む。どち
らに書き込んでも上述の設定値となる。

Read/Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

：

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Dレジスタ番号

D1001

D1002

D1003

D1004

D1005

D1006

D1007

D1008

D1009

D1010

D1011

D1012

D1013

D1014

D1015

D1016

D1017

D1018

D1019

内容

PV1に対するバイアス使用の
有無，バイアス値，バイアス
入力の種類

PV2に対するバイアス使用の
有無，バイアス値，バイアス
入力の種類

RemoteSPに対するバイアス
使用の有無，バイアス値

PV1に対するフィルタ入力の
種類，フィルタ使用の有無，
フィルタ値

PV2に対するフィルタ入力の
種類，フィルタ使用の有無，
フィルタ値

RemoteSPに対するフィルタ
入力の種類，フィルタ使用の
有無，フィルタ値

比率設定の有無と比率値

抑制機能のオンオフ

勾配時間単位の設定

目標設定値上昇勾配設定

目標設定値下降勾配設定

自動/手動/カスケード運転の
切り替え

目標設定値番号

運転/停止切り替え

リモート/ローカル切り替え

現在使用しているPID番号

マニュアルモードでのOUT値

オートチューニング(AT)の状
態

比率値の小数点位置

設定値

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

測定スパンの－100%～100%：バイアス
値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～9999：比率設定値(比率設定有り)
－30001～－32768，30001～32767：
比率設定OFF

0：抑制機能OFF
1：抑制機能ON

0：Hour      2：Second
1：Minute

1～測定スパンの最大値から小数点を除い
た値。
－30001～－32768，30001～32767：
設定OFF

1～測定スパンの最大値から小数点を除い
た値。
－30001～－32768，30001～32767：
設定OFF

0：自動切換え
1：手動切り替え
2：カスケード切り替え(カスケード制御

時に有効)

1～ 8：目標設定値番号

0：停止
1：開始

0：ローカル
1：リモート

1～8：PID番号

－50～1050：－5.0％～105.0％

0：AT実行中ではない
1：AT実行中

0～4

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R

R/W

R

R/W

分類

ループごとのパ
ラメータ

ループ1に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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Dレジスタ番号

D1101

D1102

D1103

D1104

D1105

D1106

D1107

D1108

D1109

D1110

D1111

D1112

D1125

D1126

D1127

D1128

D1131-
D1142

D1155-
D1158

D1161-
D1172

内容

目標設定値（SP）

比例帯（P）

積分時間（I）

微分時間（D）

出力リミット下限値

出力リミット上限値

シャットダウン機能の有無

マニュアルリセット

ヒステリシスの設定値

ヒステリシスの動作点

制御動作方向切替の設定

プリセット出力

制御用アラーム設定値
(アラーム番号1)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号2)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号3)

制御用アラーム設定値
(アラーム番号4)

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

設定値

測定スパンの範囲で，小数点を除いた値

1～9999：0.1～999.9%

0～6000

0～6000

－50～1050：－5.0％～105.0％

－50～1050：－5.0％～105.0％

0：OFF
1：ON

－50～1050：－5.0％～105.0％

測定スパンの範囲で，小数点を除いた値

0：OFF
1：Upper
2：Lower

0：Reverse
1：Direct

－50～1050：－5.0％～105.0％

アラームの種類によって下記のようにな
る
測定・設定警報
測定スパンの範囲で小数点を除いた値
偏差警報(上限，下限)
測定スパンのEUS－100.0～
100.0%の範囲内で小数点を除いた値
偏差警報(上下限，上下限偏差内)
測定スパンのEUS0.0～－100.0%の
範囲内で小数点を除いた値)
出力警報
－50～1050：－5.0%～105.0%
(AVコマンド参照）

上記と同じ

上記と同じ

上記と同じ

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループ1のPID
番号1のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号1の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号2のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号2の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号3のPIDパ
ラメータ

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Dレジスタ番号

D1185-
D1188

D1191-
D1202

D1215-
D1218

D1221-
D1232

D1245-
D1248

D1251-
D1262

D1275-
D1278

D1281-
D1292

D1305-
D1308

D1311-
D1322

D1335-
D1338

内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパラ
メータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパラメータと同
じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用アラーム設
定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループ1のPID
番号3の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号4のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号4の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号5のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号5の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号6のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号6の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号7のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号7の制御用
アラーム設定値

ループ1のPID
番号8のPIDパ
ラメータ

ループ1のPID
番号8の制御用
アラーム設定値

付録6　レジスタアサイン
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Dレジスタ番号

D1501-
D1519

D1601-
D1612

D1625-
D1628

D1631-
D1642

D1655-
D1658

D1661-
D1672

D1685-
D1688

D1691-
D1702

D1715-
D1718

D1721-
D1732

D1745-
D1748

D1751-
D1762

D1775-
D1778

D1781-
D1792

D1805-
D1808

D1811-
D1822

D1835-
D1838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ2のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ2のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ2のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ2に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Dレジスタ番号

D2001-
D2019

D2101-
D2112

D2125-
D2128

D2131-
D2142

D2155-
D2158

D2161-
D2172

D2185-
D2188

D2191-
D2202

D2215-
D2218

D2221-
D2232

D2245-
D2248

D2251-
D2262

D2275-
D2278

D2281-
D2292

D2305-
D2308

D2311-
D2322

D2335-
D2338

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ3のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ3のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ3のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ3に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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Dレジスタ番号

D2501-
D2519

D2601-
D2612

D2625-
D2628

D2631-
D2642

D2655-
D2658

D2661-
D2672

D2685-
D2688

D2691-
D2702

D2715-
D2718

D2721-
D2732

D2745-
D2748

D2751-
D2762

D2775-
D2778

D2781-
D2792

D2805-
D2808

D2811-
D2822

D2835-
D2838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ4のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ4のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ4のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ4に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Dレジスタ番号

D3001-
D3019

D3101-
D3112

D3125-
D3128

D3131-
D3142

D3155-
D3158

D3161-
D3172

D3185-
D3188

D3191-
D3202

D3215-
D3218

D3221-
D3232

D3245-
D3248

D3251-
D3262

D3275-
D3278

D3281-
D3292

D3305-
D3308

D3311-
D3322

D3335-
D3338

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容*2

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ5のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ5のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ5のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ5に関するパラメータ

付録6　レジスタアサイン

*2 ループ5とループ6には，Remote，PVrangeに対するバイアスの設定，フィルタの設定，比率
設定値，リモート/ローカル切り替えはありません。
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Dレジスタ番号

D3501-
D3519

D3601-
D3612

D3625-
D3628

D3631-
D3642

D3655-
D3658

D3661-
D3672

D3685-
D3688

D3691-
D3702

D3715-
D3718

D3721-
D3732

D3745-
D3748

D3751-
D3762

D3775-
D3778

D3781-
D3792

D3805-
D3808

D3811-
D3822

D3835-
D3838

内容

ループ1のパラメータと同じ
内容*2

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ内容

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ内容

設定値

ループ1のパラメータと同じ
範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

ループ1のPID番号1のPIDパ
ラメータと同じ範囲

ループ1のPID番号1の制御用
アラーム設定値と同じ範囲

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

分類

ループごとのパラメータ

ループ6のPID番号1のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号1の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号2のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号2の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号3のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号3の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号4のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号4の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号5のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号5の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号6のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号6の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号7のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号7の制御
用アラーム設定値

ループ6のPID番号8のPIDパ
ラメータ

ループ6のPID番号8の制御
用アラーム設定値

ループ6に関するパラメータ

*2 ループ5とループ6には，Remote，PVrangeに対するバイアスの設定，フィルタの設定はあり
ません。

付録6　レジスタアサイン



付-39IM 04L31A01-17

付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

付録6　レジスタアサイン

・PV/SP演算ONのときの制御チャネル用バイアス，フィルタ値
PV/SP演算がONのときは，ループ単位での設定であったPV1，PV2のバイアス，フィル
タ値が，制御チャネル単位での設定になります。

Dレジスタ番号

D4901

D4902

：

D4910

D4911

D4912

：

D4920

内容

制御チャネル1に対するバイア
ス使用の有無，バイアス値

制御チャネル2に対するバイア
ス使用の有無，バイアス値

：

制御チャネル10に対するバイ
アス使用の有無，バイアス値

制御チャネル1に対するフィル
タ使用の有無，フィルタ値

制御チャネル2に対するフィル
タ使用の有無，フィルタ値

：

制御チャネル10に対するフィ
ルタ使用の有無，フィルタ値

設定値

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

：

制御入力レンジの－100%～100%：バイ
アス値(バイアス使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
バイアス使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

：

1～120：フィルタ値(フィルタ使用ON)
－30001～－32768，30001～32767：
フィルタ使用OFF

分類 Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W
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Read/
Write

R/W

R/W

W

W

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

内容

プログラム運転/停止

プログラム運転のホールド

セグメントのアドバンス

パターン番号切り替え：操作
するパターンの番号を本レジ
スタで指定

運転中のパターン番号

運転中のセグメント番号

現在使用しているパターンの
セグメント数

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(hh時)

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(mm分)

運転中のパターンの残りのセ
グメント時間(ss秒)

ウェイト状態

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(hh時)

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(mm分)

ウェイト動作中のウェイト経
過時間(ss秒)

予約

運転中のパターンのリピート
設定

運転中のパターンのリピート
回数

運転中のパターンの残りのリ
ピート回数

運転中のパターンのリピート
スタート番号

運転中のパターンのリピート
エンド番号

予約

プログラム制御終了信号

タイムイベントの状態

PVイベントの状態

設定値

0：停止，1： 運転

0：なし，1：HOLD中

1：アドバンス要求

1 ：パターン番号1
：
30：パターン番号30

1 ：パターン番号1
：
30：パターン番号30

0-99
ただし，0はプログラム運転の開始後，プ
ログラムパターン運転開始までの間を表す

1～99

0-99*3

0-59*3

0-59*3

0：なし, 1：ウェイト動作中

0-99*3

0-59*3

0-59*3

0

0：OFF
1：ON
2：無限回繰り返し

0-999

0-999

1-99

1-99

0

0：なし, 1：プログラム制御終了
*4

*4

*3 残りのセグメント時間とウェイト経過時間(hh時mm分ss秒)を読み出すときは，それぞれ3つの
レジスタを読み出してください。

・プログラム運転パラメータ

Dレジスタ番号

D4001

D4002

D4003

D4004

D4005

D4006

D4007

D4008

D4009

D4010

D4011

D4012

D4013

D4014

D4015-
D4020

D4021

D4022

D4023

D4024

D4025

D4026-
D4030

D4031

D4032

D4033

分類

付録6　レジスタアサイン



付-41IM 04L31A01-17

付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

付録6　レジスタアサイン

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ビットの状態とイベントの状態

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

0：イベントOFF，1： イベントON

イベント番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

*4 レジスタ(16ビット)の各ビットが，それぞれのイベント番号に対応したイベントの状態を示して
います。設定値が「1」にのとき，イベントはONです。このデータをラダー通信で読み出すと
きには，符号付16ビットのデータをBCDに変換した値が返るので，この値を上位ホストで符号
付16ビット整数値に変換する必要があります。
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・プログラム個別運転パラメータ

Read/
Write

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

：

R

R

R

R

設定値

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

1：パターン番号1
 :
30：パターン番号30

0：停止，1： 運転

0：なし，1：HOLD中

0～99　ただし，0はプログラム運転の開
始後，プログラムパターン運転開始まで
の間を表す

1～99

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0-59*3

　：

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0：なし
1：ウェイト動作中

Dレジスタ番号

D8101

D8102

D8103

D8104

D8105

D8106

D8107 -
D8112

D8113 -
D8118

D8119 -
D8124

D8125 -
D8130

D8131

D8132

D8133

D8134

D8135

D8136

　：

D8146

D8147

D8148

D8149 -
D8154

分類 内容

パターンid1として使用されて
いるパターン番号

パターンid2として使用されて
いるパターン番号

パターンid3として使用されて
いるパターン番号

パターンid4として使用されて
いるパターン番号

パターンid5として使用されて
いるパターン番号

パターンid6として使用されて
いるパターン番号

パターンid1～6のプログラム
運転/停止

パターンid1～6のプログラム
運転のホールド

パターンid1～6の実行中のセ
グメント番号

パターンid1～6が持つセグメ
ント数

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid1の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid2の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

　：

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(hh時)

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(mm分)

パターンid6の残りのセグメン
ト時間(ss秒)

ウェイト状態

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

Read/
Write

R

R

R

：

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

設定値

0-59*3

0-59*3

0-59*3

　：

0-59*3

0-59*3

0-59*3

0：OFF
1：ON
2：無限回繰り返し

0-999　ただし，リピート設定が1(ON)の
ときに有効

0-999

1-99

1-99

0：なし
1：パターンエンド

Dレジスタ番号

D8155

D8156

D8157

　：

D8170

D8171

D8172

D8173 - 80

D8181 -
D8186

D8187 -
D8192

D8193 -
D8198

D8199 -
D8204

D8205 -
D8210

D8211 -
D8300

D8301 -
D8306

D8307 -
D8312

D8313 -
D8318

内容

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(hh時)

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(mm分)

パターンid1の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(ss秒)

　：

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(hh時)

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(mm分)

パターンid6の切替時，ウェイ
ト動作中のウェイト経過時間
(ss秒)

予約

パターンid1～6のリピート設
定

パターンid1～6のリピート回
数

パターンid1～6の残りリピー
ト回数

パターンid1～6のリピートス
タート番号

パターンid1～6のリピートエ
ンド番号

予約

パターンid1～6のパターンエ
ンド信号

パターンid1～6のタイムイベ
ントの状態

パターンid1～6のPVイベント
の状態

分類

　

Note
パターンidとパターン番号の関連は，運転中/停止中のレジスタ(D8107～D8112)の読み込みと合
わせて判断してください。

付録6　レジスタアサイン
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DO/内部スイッチの書き込み用レジスタ

Read/
Write

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

R/W

設定値

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

0：OFF，1：ON

分類 内容

DO001

DO002

DO003

DO004

DO005

DO006

DO101 - DO106

DO201 - DO206

RO001 - RO012

予約

SW001 - SW036

Dレジスタ番号

D4501

D4502

D4503

D4504

D4505

D4506

D4507-D4512

D4513-D4518

D4519-D4530

D4531-D4600

D4601-D4636

付録6　レジスタアサイン
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付
録

1

2

3

4

5

6

7

8

9

付

索

付録6　レジスタアサイン

・読み出しだけのパラメータ
Dレジスタ番号

D5001
：

D5020
D5501

：
D5520
D6001
D6002

：
D6059
D6060
D6501

：
D6530
D7001

：
D7018
D7501

D7502

：
D7535

D7536

D7601

：
D7605

D7606

：
D7613

D7614

D7615

D7801
D7802
D7803
D7804
D7805-10
D7811
D7812
D7813
D7814
D7815-20
D7821
D7822
D7823
D9001
D9002
D9003
D9004

データ

CH01の測定データ

CH30の測定データ
CH01の測定データのアラームステータス*5

：
CH01の測定データのアラームステータス*5

CH31の演算データ(上位5桁)
CH31の演算データ(下位5桁)

：
CH60の演算データ(上位5桁)
CH60の演算データ(下位5桁)
CH31の演算データのアラームステータス*5

：
CH60の演算データのアラームステータス*5

CH101の制御データ
：

CH118の制御データ
CH101の制御データのアラームステータス*6

「A2A1」
CH101の制御データのアラームステータス*6

「A4A3」
：

CH118の制御データのアラームステータス*6

「A2A1」
CH118の制御データのアラームステータス*6

「A4A3」
CH01～CH04の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

：
CH17～CH20の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

CH31～CH34の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

：
CH59～CH60の各アラーム番号1～4のアラームステータ
ス*7

1～4ループの各アラーム番号1～4のアラームステータス
*8

5と6ループの各アラーム番号1～4のアラームステータス
*8

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

*9

西暦(4桁)
1～12
1～31
0～59

Read/
Write
R
：
R
R
：
R
R
R
：
R
R
R
：
R
R
：
R
R

R

：
R

R

R

：
R

R

：
R

R

R

R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R

内容

測定データ

測定データ
測定データアラームステータス

：
測定データアラームステータス
演算データ
演算データ

：
演算データ
演算データ
演算データアラームステータス

：
演算データアラームステータス
制御データ

：
制御データ
制御データアラームステータス

制御データアラームステータス

：
制御データアラームステータス

制御データアラームステータス

測定データアラームステータス
(CH01～CH04)

：
測定データアラームステータス
(CH17～CH20)
演算データアラームステータス
(CH31～CH34)

：
演算データアラームステータス
(CH59～CH60)
制御データアラームステータス
(1～4ループ用)
制御データアラームステータス
(5と6ループ用)
DI001-DI006のステータス
DI101-DI106のステータス
DI201-DI206のステータス
RI001-RI012のステータス
予約
DO001-DO006のステータス
DO101-DO106のステータス
DO201-DO206のステータス
RO001-RO012のステータス
予約
SW001-SW016のステータス
SW017-SW032のステータス
SW033-SW036のステータス
年
月
日
時
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*5 測定データ，演算データのアラームステータスは，下図のようになります。「アラーム番号2/
アラーム番号1/アラーム番号4/アラーム番号3」の順で符号付16ビット整数値のデータが入っ
ています。ひとつのアラーム番号につき4ビットを使って，0～8の値が入っています。この0～
8には，それぞれ上限アラーム，下限アラーム，差上限アラーム，差下限アラーム，変化率上昇
限アラーム，変化率下降限アラーム，ディレイ上限アラーム，ディレイ下限アラームが対応して
います。このデータをラダー通信で読み出すときには，符号付16ビットのデータをBCDに変換
した値が返るので，この値を上位ホストで符号付16ビット整数値に変換する必要があります。

番号2 番号1 番号3番号4

上位バイト 下位バイト

1ワード
*6 制御データのアラームステータスは，下図のようになります。1アラーム番号につき1バイト，
計4バイト使用するため，2レジスタ使用します。1レジスタ目には「アラーム番号2/アラーム
番号1」，2レジスタ目には「アラーム番号4/アラーム番号3」の順にデータが入っています。
ひとつのアラーム番号につき8ビットを使って，0または21～30の値が入っています。0はア
ラームOFF，21～30は，それぞれ測定値上限アラーム，測定値下限アラーム，偏差上限アラー
ム，偏差下限アラーム，偏差上下限アラーム，上下限偏差内アラーム(ここまでのアラームは，
各ループのPV値を示すチャネルの101，104，107･･･に入ります)，目標設定値上限アラーム，
目標設定値下限アラーム(この2つのアラームは，各ループのSP値を示すチャネルの102，
105，108･･･に入ります)，出力値上限アラーム，出力値下限アラーム(この2つのアラームは，
各ループのOUT値を示すチャネルの103，106，109･･･に入ります)に対応します。このデータ
も*5と同様に，1レジスタを読み出したときのBCDデータを符号付16ビット整数値に変換する
必要があります。

番号4 番号3

上位バイト 下位バイト

1ワード

番号2 番号1

上位バイト 下位バイト

1ワード

*7 レジスタD7601～D7605の測定データアラームステータスとレジスタD7606～D7613の演算
データアラームステータスは，レジスタ(16ビット)の各ビットの状態で，各チャネルのアラーム
番号1～4の状態を示しています。アラームの種類に関わらず各チャネルのアラーム番号1～4の
状態がONになっていれば，対応するビットが1になります。このデータをラダー通信で読み出
すときには，符号付16ビットのデータをBCD符号に変換した値が返るので，この値を上位ホス
トで符号付16ビット整数値に変換する必要があります。
レジスタD7601のビット構成

付録6　レジスタアサイン

ビットの状態とアラームの状態
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON
0：アラームOFF，1：アラームON

対象アラーム
測定チャネル1のアラーム番号1
測定チャネル1のアラーム番号2
測定チャネル1のアラーム番号3
測定チャネル1のアラーム番号4
測定チャネル2のアラーム番号1
測定チャネル2のアラーム番号2
測定チャネル2のアラーム番号3
測定チャネル2のアラーム番号4
測定チャネル3のアラーム番号1
測定チャネル3のアラーム番号2
測定チャネル3のアラーム番号3
測定チャネル3のアラーム番号4
測定チャネル4のアラーム番号1
測定チャネル4のアラーム番号2
測定チャネル4のアラーム番号3
測定チャネル4のアラーム番号4

ビット
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Dレジスタ番号

D9005
D9006
D9007
D9008

データ

0～59
0～99
0～07　125ms単位の値
0：冬時間，1：夏時間

Read/
Write
R
R
R
R

内容

分
秒
ミリ秒
夏，冬時間
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付録6　レジスタアサイン

*8 レジスタD7614とD7615の制御データアラームステータスは，レジスタ(16ビット)の各ビット
の状態で，各ループのアラーム番号1～4の状態を示しています。アラームの種類に関わらず各
ループのアラーム番号1～4の状態がONになっていれば，対応するビットが1になります。この
データをラダー通信で読み出すときには，符号付16ビットのデータをBCD符号に変換した値が
返るので，この値を上位ホストで符号付16ビット整数値に変換する必要があります。0ループモ
デルでレジスタD7614とD7615を読み出したとき，あるいは2ループモデルや4ループモデル
(もしくは6ループモデルの「基本設定」で4ループを選択したとき)でレジスタD7615を読み出
したときは，「0」が返ります。
レジスタD7614のビット構成(1～4ループ用)

ビットの状態とアラームの状態

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0

0

0

0

0

0

0

0

対象アラーム

ループ5のアラーム番号1

ループ5のアラーム番号2

ループ5のアラーム番号3

ループ5のアラーム番号4

ループ6のアラーム番号1

ループ6のアラーム番号2

ループ6のアラーム番号3

ループ6のアラーム番号4

－

－

－

－

－

－

－

－

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

レジスタD7615のビット構成(5と6ループ用)

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ビットの状態とアラームの状態

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

0：アラームOFF，1：アラームON

対象アラーム

ループ1のアラーム番号1

ループ1のアラーム番号2

ループ1のアラーム番号3

ループ1のアラーム番号4

ループ2のアラーム番号1

ループ2のアラーム番号2

ループ2のアラーム番号3

ループ2のアラーム番号4

ループ3のアラーム番号1

ループ3のアラーム番号2

ループ3のアラーム番号3

ループ3のアラーム番号4

ループ4のアラーム番号1

ループ4のアラーム番号2

ループ4のアラーム番号3

ループ4のアラーム番号4

Note
・実装されていないループに関連するレジスタのデータを読み込むと，「0」が返されます。
・電源ONあるいは基本設定モードからの復帰後などのような本機器が立ち上がった直後に，自動/
手動/カスケード運転の切り替え，運転/停止の切り替え，リモート/ローカルの切り替えが割り
当てられているレジスタのデータを読み込むと，「－1」が返されるときがあります。
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付録6　レジスタアサイン

ビットの状態と内部スイッチの状態

SW001(0：OFF，1：ON)

SW002(0：OFF，1：ON)

SW003(0：OFF，1：ON)

SW004(0：OFF，1：ON)

SW005(0：OFF，1：ON)

SW006(0：OFF，1：ON)

SW007(0：OFF，1：ON)

SW008(0：OFF，1：ON)

SW009(0：OFF，1：ON)

SW0010(0：OFF，1：ON)

SW0011(0：OFF，1：ON)

SW0012(0：OFF，1：ON)

SW0013(0：OFF，1：ON)

SW0014(0：OFF，1：ON)

SW0015(0：OFF，1：ON)

SW0016(0：OFF，1：ON)

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ビットの状態と内部スイッチの状態

SW033(0：OFF，1：ON)

SW034(0：OFF，1：ON)

SW035(0：OFF，1：ON)

SW036(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4-15

ビットの状態とDIの状態

DI001(0：OFF，1：ON)

DI002(0：OFF，1：ON)

DI003(0：OFF，1：ON)

DI004(0：OFF，1：ON)

DI005(0：OFF，1：ON)

DI006(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4

5

6-15

ビットの状態と拡張DIOモジュールのDOの状態

RO001(0：OFF，1：ON)

RO002(0：OFF，1：ON)

RO003(0：OFF，1：ON)

RO004(0：OFF，1：ON)

RO005(0：OFF，1：ON)

RO006(0：OFF，1：ON)

RO007(0：OFF，1：ON)

RO008(0：OFF，1：ON)

RO009(0：OFF，1：ON)

RO0010(0：OFF，1：ON)

RO0011(0：OFF，1：ON)

RO0012(0：OFF，1：ON)

未使用

ビット

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12-15

*9 レジスタD7801～D7803(制御モジュールのDIのステータス)，D7804(拡張DIOモジュールのDI
のステータス)，D7811～D7813(制御モジュールのDOのステータス)，D7814(拡張DIOモ
ジュールのDOのステータス)，D7821～D7823(内部スイッチのステータス)は，レジスタ(16
ビット)の各ビットの状態を示しています。レジスタの下位ビットから，順に対応するDIOや内
部スイッチの状態を表しています。
レジスタD7801のビット構成

レジスタD7814のビット構成

レジスタD7821のビット構成

レジスタD7823のビット構成
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付録7 メッセージ一覧

本機器の主に通信に関するメッセージとその対処方法について記載しています。通信コマ
ンドに対するエラー応答は，英語で表示されます。
本節に記載されていないメッセージについては，ユーザーズマニュアルIM04L31A01-01
またはIM04L31A01-03を参照してください。

設定関連のエラー
・設定エラー

コード メッセージ 説明/対処方法/参照節

8 入力したモードが正しくありません。 6.4節，6.5節
Incorrect input mode.

9 入力したレンジコードが正しくありません。 6.4節，6.5節
Incorrect input range code.

10 設定できないループ番号を選択しています。 6.4節，6.8節，6.9節
A disabled loop number is selected.

11 設定できないモジュール種類を選択しています。 6.8節
A disabled module number is selected.

12 設定できない入力種類を選択しています。 6.4節，6.5節
A disabled input kind is selected.

13 設定できないPID番号を選択しています。 6.4節，6.8節
A disabled pid number is selected.

14 設定できないセグメント番号を選択しています。 6.4節
A disabled segment number is selected.

21 スキップ設定チャネルにアラームを設定しています。 6.5節
Cannot set an alarm for a skipped channel.

31 スキップ設定チャネルに部分圧縮拡大表示を設定しています。 6.5節
Partial-expansion display is set ON for a SKIPPED channel.

41 指定された入力チャネルがありません。 6.5節，6.7節，6.11節
There is no specified input channel.

42 設定可能なチャネル数を超えています。 6.5節，6.7節，6.11節
Exceeded the number of channels which can be set.

93 スペースを含む文字列またはオールスペースは設定できません。 Webのユーザー名/パスワードには，スペー
String including space or all space cannot be specified. スを使えない。

94 複数のアドレスは設定できません。 送信元アドレスはひとつのみ。
More than one address cannot be specified.

100 IPアドレスがクラスA，B，Cのいずれにも属しません。 6.7節
IP address doesn't belong to class A, B, or C.

101 IPアドレスをマスクした結果がすべて0または1です。 6.7節
The result of the masked IP address is all 0s or 1s.

102 サブネットマスクの設定が正しくありません。 6.7節
SUBNET mask is incorrect.

103 デフォルトゲートウェイのアドレスがIPアドレスと一致しません。 6.7節
The net part of default gateway is not equal to that of IP address.

104 MANUALセーブではFTPクライアントの指定はできません。 6.7節
FTP client failed because the memory mode is 'manual'.
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・ 実行時のエラー

コード メッセージ 説明/対処方法/参照節

160 指定のデータはロードできません。内部メモリの設定を変更してください。 2.3節，3.5節，4.2節
Cannot load the specified data. Change the memory setting.

165 サポートしていない機種，またはサポートしていないモードですので 自動設定ではなく，手動で設定を行う。
自動設定できません。 9.4～9.6節
Auto setting is not possible becase the target is not support.

166 モドバス通信が「マスタ」になっておりませんので通信できません。 4章
This action is not possible because communication protocol is not
"Modbus-M".

動作エラー
・外部記憶メディア操作関連のエラー

コード メッセージ 説明/対処方法/参照節

200 メディアにエラーを検出したので中断しました。 メディアを確認する。
Operation aborted because an error was found in media.

214 ファイルもしくはディレクトリがありません。 6.11節
There is no file or directory.

・ Eメール，Webサーバ関連のエラー

コード メッセージ 説明/対処方法/参照節

260 アドレスが設定されていないかイーサネットが機能していません。 本体のIPアドレスが設定されていない。IP
IP address is not set or ethernet function is not available. アドレスを確認する。

261 SMTPサーバが見つかりません。 SMTPサーバを名前で設定している場合に起
SMTP server is not found. こる。

・ DNSの設定を確認する。
・ SMTPサーバ名を確認する。

262 メールの送信を開始できません。 ・ 本体のホスト名が正しくない。ホスト名
Cannot initiate E-mail transmission. を確認する。

・ SMTPサーバのポート番号の設定が正し
くない。ポート番号を確認する。

263 送信元アドレスがサーバに拒否されました。 送信元アドレスを確認する。
Sender's address rejected by the server.

264 送信先アドレスに不適切なアドレスが含まれています。 送信先アドレスを確認する。
Some recipients' addresses are invalid.

265 メールの送信の手続きにエラーが発生しました。 Eメール送信途中でネットワークに異常(接続
SMTP protocol error. ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネット

ワーク機器のダウンなど)が発生すると，起
こることがある。

266 イーサネットケーブルが接続されていません。 ケーブルの接続を確認する。
Ethernet cable is not connected.

267 SMTPサーバにコネクションできませんでした。 ・ SMTPサーバがネットワークに接続して
Could not connect to SMTP server. 　 いるか確認する。

・ SMTPサーバ名をIPアドレスで設定して
　 いる場合は，IPアドレスが正しいか確認

する。

268 メール送信要求に失敗しました。 当社サービス網にご連絡ください。
E-mail transmission request failed.

269 Eメール送信中に通信エラーが発生しました。 Eメール送信途中でネットワークに異常(接続
E-mail transfer error. ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネッ

トワーク機器のダウンなど)が発生すると，
起こることがある。

275 現在の画面はWeb上に出力できません。 設定画面はWebに出すことはできない。
The current image cannot be output to the Web. このメッセージはWeb画面に表示される。

276 現在画像データ作成中のためWeb上のキー操作はできません。 少し待ってから操作を行う。
Image data currently being created.  Unable to perform key operation. このメッセージはWeb画面に表示される。

277 画面をWeb上に出力できませんでした。 画像作成に失敗しました。
Could not output screen to Web. このメッセージはWeb画面に表示される。

付録7　メッセージ一覧
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・ FTPクライアント関連のエラー
詳細コードは画面のエラーメッセージには表示されません。本機器のFTPログ画面あるい
は通信によるFTPログ出力で見ることができます。

コード メッセージ

280 アドレスが設定されていないかFTPが機能していません。
IP address is not set or FTP function is not available.

コード280のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

HOSTADDR
本機器のIPアドレスが設定されていません。
IPアドレスを確認してください。

DORMANT

内部処理エラーです。*1

LINK
データリンクが切れています。
ケーブルの接続を確認してください。

281 不適当なFTPメールボックス操作が行われました。
FTP mail box operation error.

コード281のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

MAIL
内部処理エラーです。*1

STATUS
内部処理エラーです。*1

TIMEOUT
内部処理エラーです。*1

PRIORITY
内部処理エラーです。*1

NVRAM
内部処理エラーです。*1

282 FTPコントロールコネクションにエラーが発生しました。
FTP control connection error.

コード282のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

HOSTNAME
DNS照会(ホスト名に対するIPアドレスの検索)に失敗しました。
DNSの設定と転送先のホスト名の設定を確認してください。*1

TCPIP
内部処理エラーです。*1

UNREACH
制御用接続のサーバとの接続に失敗しました。
アドレスの設定とサーバの既起動を確認してください。

OOBINLINE
内部処理エラーです。*1

NAME
内部処理エラーです。*1

CTRL
制御用接続が存在しません。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

IAC
TELNETシーケンスの応答に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

ECHO
制御用接続での送信に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

REPLY
制御用接続での受信に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。
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文字列と内容

SERVER
サーバがサービスを提供できる状態ではありません。
サーバがサービスを提供できる状態にあることを確認してください。

283 FTPコマンドが受理されませんでした。
FTP command was not accepted.

コード283のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

USER
ユーザー名の照合に失敗しました。
ユーザー名の設定を確認してください。

PASS
パスワードの照合に失敗しました。
パスワードの設定を確認してください。

ACCT
アカウントの照合に失敗しました。
アカウントの設定を確認してください。

TYPE
転送タイプの変更に失敗しました。
サーバがバイナリモードをサポートしていることを確認してください。

CWD
ディレクトリの変更に失敗しました。
イニシャルパスの設定を確認してください。

PORT
転送用接続の設定に失敗しました。
セキュリティ機能が働いていないか確認してください。

PASV
転送用接続の設定に失敗しました。
サーバにPASVコマンドが実装されていることを確認してください。

SCAN
転送用接続の設定の読み込みに失敗しました。
サーバのPASVコマンドが妥当な応答を返していることを確認してください。

284 FTPのデータ転送手続きに失敗しました。
FTP transfer setting error.

コード284のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

MODE
内部処理エラーです。*1

LOCAL
内部処理エラーです。*1

REMOTE
転送先のファイル名の指定に不備がありました。
ファイルを作成・上書きする権限があることを確認してください。

ABORT
サーバ側からファイル転送の中断を要求されました。
中断を要求した訳をサーバ側に確認してください。
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コード メッセージ

285 FTPデータコネクションにエラーが発生しました。
FTP data connection error.

コード285のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

SOCKET
転送用接続のソケットの作成に失敗しました。*2

BIND
転送用接続の命名に失敗しました。*2

CONNECT
転送用接続の接続に失敗しました。*2

LISTEN
転送用接続の受付に失敗しました。*2

ACCEPT
転送用接続の受理に失敗しました。*2

SOCKNAME
内部処理エラーです。*2

RECV
転送用接続のデータの受信に失敗しました。*2

SEND
転送用接続のデータの送信に失敗しました。*2

286 FTPがファイルアクセスに失敗しました。
FTP file transfer error.

コード286のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

READ
内部処理エラーです。*1

WRITE
内部処理エラーです。*1

*1 サービスが必要なときは，横河エンジニアリングサービス(株)までご連絡ください。
*2 転送途中でネットワークに異常(接続ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネットワーク機器のダウンなど)が発生すると，起

きることがあります。

Note
・本機器のFTPクライアントには，2分間以上データ送受信がない接続を切断するタイムアウトが
組み込まれています。 転送先のサーバが規定の時間以上無応答のままでいると転送は失敗しま
す。

・本機器のFTPクライアントは，転送先に同一名のファイルがあることを検出した場合，ファイル
名の末尾(8文字目)を変更したファイル名でFTP転送します。
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通信固有のエラー

・ 設定/基本設定/出力の通信コマンド，または設定データロード時のエラー

コード メッセージ

300 コマンド文字列が長すぎます。
Command is too long.

301 サブデリミタで区切られたコマンド数が多すぎます。
Too many number of commands delimited with ';'.

302 登録されていないコマンドです。
This command has not been defined.

303 サブデリミタを使用できないコマンドです。
Data request command can not be enumerated with sub-delimiter.

350 指定のコマンドは現在のユーザーレベルでは使用できません。
Command is not permitted to the current user level.

351 指定のコマンドが実行できるモードになっていません。
This command cannot be specified in the current mode.

352 装着していないオプションに関するコマンドのため実行できません。
The option is not installed.

353 指定のコマンドが実行できる設定になっていません。
This command cannot be specified in the current setting.

354 メモリサンプル中，演算中または制御中のため実行できません。
This command is not available during sampling, calculating or controlling.

357 設定出力コマンドが実行できる状態になっていません。
The setup output command cannot be executed in this conditions.

・ 設定/基本設定/出力の通信コマンドでのメモリアクセスエラー
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。本機器の画面には
表示されません。

コード メッセージと内容の説明

360 メモリ出力は，イーサネットまたはRSの一方のみ指定可能です。
「XO」コマンドを使ってメモリ出力先を変更してください。
Output interface must be chosen from Ethernet or RS by using 'XO' command.

361 メモリデータを出力するためには，出力バッファにデータを確保する必要があります。
「MO DIR」または「MI DIR」でデータを確保してください。
The memory data is not saved for the communication output.

362 データ送信を行う前に，「NEXT」まは「RESEND」は指定できません。
There are no data to send 'NEXT' or 'RESEND'.

363 すべてのデータを送信し終えたあとで，「NEXT」を指定することはできません。
All data have already been transferred.

370 指定のコマンドは，現在のモデルでは使用できません。
Command is not permitted to the current model.
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・ 保守/診断通信コマンドのエラー
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。本機器の画面には
表示されません。

コード メッセージと内容の説明

390 不正なコマンドです。
Command error.

391 不正なデリミタです。
Delimiter error.

392 不正なパラメータです。
Parameter error.

393 コマンドの実行権がありません。管理者レベルで接続し直してください。
No permission.

394 指定されたコネクションがありません。アドレスを正しく入力し直してください。
No such connection.

395 このコネクションを切断するためには，「quit」コマンドを使用してください。
Use 'quit' to close this connection.

396 コネクションの切断に失敗しました。
Failed to disconnect.

397 指定されたコネクションのコントロールブロックが見つかりません。
No TCP control block.

・通信のその他のメッセージ
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。本機器の画面には
表示されません。

コード メッセージと内容の説明

400 CX本体に登録されている通信ユーザー名を入れてください。
Input username.

401 パスワードを入れてください。
Input password.

402 「admin」か「user」で，接続するユーザーレベルを指定してください。
Select username from 'admin' or 'user'.

403 ログインに失敗しました。再度ユーザー名から入力してください。
Login incorrect, try again!

404 同時に接続可能な数(管理者：1，ユーザー：2まで)を超えて接続しようとしています。
異なるレベルで接続するか，「quit」で抜けてください。
No more login at the specified level is acceptable.

410 管理者レベルで接続しました。
Login successful. (The special user level)

411 ユーザーレベルで接続しました。
Login successful. (The general user level)

420 回線が切断されました。
Connection has been lost.

421 同時に使用できるのは最大3コネクションです。
The number of simultaneous connection has been exceeded.

422 通信がタイムアウトしたのでコネクションを切断しました。
Communication has timed-out.
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・ ステータスメッセージ

コード メッセージと内容の説明

512 メモリがマニュアルセーブの場合，FTPクライアントは使えません。
Because memory save is 'manual' mode, FTP is not available.

520 回線を接続中です。
Connecting to the line...

521 測定データファイルを送信中です。
The data file is being transferred.

530 設定出力中は，設定値セーブはできません。
Setting data cannot be saved during output of setting data.

551 FTPテストを実行中です。
FTP test is being executed...

564 FE4実行中には，プログラムパラメータ設定変更はできません。
Program parameter cannnot be changed during FE4 executing.

566 FE4実行中には，指定のデータはロードできません。
The specified data cannot be loaded during FE4 executing.

568 プログラム運転中は，指定のデータはロードできません。
The specified data cannot be loaded during program operation.

・ 制御操作関連のエラー

コード メッセージ 説明/対処方法/参照節

724 現在の状態では操作できません。 －
Can not operate in the present situation.

725 モドバス通信エラーです。 配線や通信設定を確認する。
Modbus Communication Error. 3章，4章

726 コントロールグループに割り付けられておりませんので展開できません。 他のループを指定する。
The specified target is not assigned to the control group.
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付録8 ログイン処理

イーサネットインタフェースで通信をするときで，設定/測定サーバ，保守/診断サーバの
各機能を使用するときは，パーソナルコンピュータから本機器にログインします。下図に
示すログイン完了までの処理を正常に終えれば，6章のコマンドが利用可能になります。
本機器のイーサネットログイン機能を使用している場合

E1 403

E1 403

Yes

No

No

No

No No

No

E1 404

E1 421

通信接続

通信切断

E1 422

通信切断

E1 420

通信切断 ログイン完了

3巡以内?*2

3巡以内?*3

5秒待ち

E1 401

E0　　

E1 400

"quit"入力?

照合一致?

許容数*3内?

2分以内?

接続数*1内?

2分以内?

ユーザ名

パスワード

巡回カウントアップ

1

1

1

1

終了

開始 判定

遷移

コード(コードとメッセージについては付録7を参照)

CXからの応答(メッセージ省略)
レスポンスの書式については7.1節を参照。

ユーザからの入力

*1 最大同時接続数(2.1節を参照)を超えて接続できません。
*2 誤ったパスワードでログインしようとする操作を4回連続して行うと，通信は切断されます(ロ

グインのリトライは3回までです)。
*3 パスワードが正しくても，管理者または利用者レベルの同時使用許可数(2.1節を参照)超えて

ログインしようとする操作を4回連続して行うと，通信は切断されます。
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本機器のイーサネットログイン機能を使用していない場合

「admin」または「user」でログインします。
・ユーザ名「admin」で本機器にアクセスすると，管理者としてログインできます。
・ユーザ名「user」で本機器にアクセスすると，利用者としてログインできます。

E1 403

Yes

No

No

No

No No

No

E1 404

E1 421

通信接続

通信切断

E1 422

通信切断

E1 420

通信切断 ログイン完了

3巡以内?

3巡以内?

E0       

E1 402

"quit"入力?

照合一致?

許容数内?

接続数内?

2分以内?

ユーザ名

巡回カウントアップ

1

1

1

1
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