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はじめに  

このたびは、SMARTDAC+ シリーズ GX10/GX20/GP10/GP20/GM10（以下「本器」または「GX」、
「GP」、「GM」と呼びます）をお買い上げいただきましてありがとうございます。

このマニュアルは、専用コマンドの使い方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。
SMARTDAC+ シリーズの付加仕様に関連した機能については、付加仕様のマニュアルも合
わせてご覧ください。
無線入力ユニット（GX70SM）に関連した機能については、無線入力ユニットのマニュアル

（IM 04L57B01-01JA）も合わせてご覧ください。

ご注意
● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのこ

とがありましたら、お手数ですが、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
● 本製品の TCP/IP ソフトウェアおよび、TCP/IP ソフトウェ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。

QR コード
YOKOGAWA 製品は、機器保全・機器管理業務にお役立ていただくために、製品に QR コー
ドを順次添付して出荷します。QR コードによって、購入製品の機器仕様の確認や、取扱説
明書の参照が可能です。詳細については次の URL をご参照ください。
https://www.yokogawa.co.jp/qr-code

QR コードは ( 株 ) デンソーウェーブの登録商標です。

商標
● SMARTDAC+ は、当社の登録商標または商標です。
● Microsoft、MS、および Windows は、米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
● Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商

標または商標です。
● Kerberos は Massachusetts Institute of Technology (MIT) の商標です。
● Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. 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。
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このマニュアルで対応している本体バージョン

版 製品 説明
1 GX/GP：バージョン 1.01 以降 －
2 GX/GP：バージョン 1.02 以降 機能追加。
3 GX/GP：バージョン 1.03 以降 電磁リレー方式のアナログ入力モジュール対応。

機能追加。
4 GX/GP：バージョン 2.01 以降 GX20/GP20 大容量タイプ、拡張ユニット対応。

新モジュール対応（電流（mA）入力、低耐圧リレー、DI/DO）。
機能追加。

拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）
カスタムディスプレイ機能（付加仕様、/CG）
EtherNet/IP 通信（付加仕様、/E1）
WT 通信（付加仕様、/E2）
Log スケール（付加仕様、/LG）
その他

5 GX/GP：バージョン 2.02 以降
GM：バージョン 2.02 以降

GM について記載。
機能追加。

Bluetooth 通信（付加仕様、/C8) [GM]
USB 通信 [GM]
パルス入力（DI モジュール）

6 GX/GP：バージョン 2.02 以降
GM：バージョン 2.03 以降

GM に拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）追加

7 GX/GP：バージョン 3.01 以降
GM：バージョン 3.01 以降

新モジュール対応（パルス入力）。
機能追加。

航空宇宙向け熱処理（付加仕様、/AH）
マルチバッチ機能（付加仕様、/BT）
OPC-UA サーバ（付加仕様、/E3）
SLMP 通信（付加仕様、/E4）
その他

8 GX/GP：バージョン 3.02 以降
GM：バージョン 3.02 以降

DARWIN 互換通信のポート制限設定追加。

9 GX/GP：バージョン 4.01 以降
GM：バージョン 4.01 以降

新モジュール対応（アナログ出力、高速 AI、4 線式 RTD、PID 制御）
機能追加。

プログラム制御（付加仕様、/PG）
ロジック演算機能（付加仕様、/MT）
新測定動作モード対応（高速 AI、デュアルインターバル）

10 GX/GP：バージョン 4.02 以降
GM：バージョン 4.02 以降

通信チャネルの入力値補正追加。

11 GX/GP：バージョン 4.03 以降
GM：バージョン 4.03 以降

新モジュール対応（高耐圧 AI）

12 GX/GP：バージョン 4.06 以降
GM：バージョン 4.06 以降

説明の追加と改善

13 GX/GP：バージョン 4.07 以降
GM：バージョン 4.07 以降

拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）の拡充

14 GX/GP：バージョン 4.08 以降
GM：バージョン 4.07 以降

GX/GP の未来ペン機能対応

15 GX/GP：バージョン 4.09 以降
GM：バージョン 4.09 以降

GX/GP/GM バージョン R4.09 対応。
SPasswdPolicy コマンドの変更

16 GX/GP：バージョン 5.01 以降
GM：バージョン 5.01 以降

GX/GP/GM バージョン R5.01 対応。
設備・品質予兆検知の追加

17 GX/GP：バージョン 5.02 以降
GM：バージョン 5.02 以降

GX/GP/GM バージョン R5.02 対応。
ネットワークモジュール設定（PROFINET モジュール）の追加。
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このマニュアルの利用方法
本書では、専用の通信コマンドの使い方について説明しています。本器の操作方法と機能
の詳細については、下記のマニュアルを参照してください。
SMARTDAC+ シリーズの付加仕様に関連した機能については、付加仕様のマニュアルも合
わせてご覧ください。

・ Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ　ファーストステップガイド（IM 
04L51B01-02JA）

・ Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ　ユーザーズマニュアル（IM 
04L51B01-01JA）

・ データアクイジションシステム GM ファーストステップガイド（IM 04L55B01-02JA）
・ データアクイジションシステム GM ユーザーズマニュアル（IM 04L55B01-01JA）

このマニュアルで使用している記号
単位

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

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

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

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

Note 本器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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1.1 Ethernet 通信経由での操作

Ethernet ネットワーク上の PC からコマンドを送信して、本器を操作できます。コマンドに
は、設定コマンド、出力コマンド、操作コマンド、通信制御コマンド、および機器情報出
力コマンドがあります。

1.1.1 機器の準備
本器の設定
Ethernet ネットワークに接続するための設定をします。設定操作については、Model GX10/
GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）の 1 章

「イーサネット通信機能を設定する」、またはデータアクイジションシステム GM ユーザー
ズマニュアル（IM 04L55B01-01JA）の 2 章「イーサネット通信機能を設定する」をご覧く
ださい。

PC
以下の条件を満たした PC が必要です。

・ Ethernet ネットワークに接続されている。
・ お客様が制作したプログラムを実行できる（下記の「1.1.2　コマンドの送信と応答の受信」

を参照）。

1.1.2 コマンドの送信と応答の受信
プログラム
本器にコマンドを送信すると、本器は応答を返します。コマンドの送信と、応答の処理を
プログラムに記述し、そのプログラムを実行することにより、本器を操作します。プログ
ラムは、お客様が制作してください。
例： 「FData,0,0001,0020」というコマンドを PC から本器に送ると、本器はチャネル 0001
～ 0020 の最新のデータを ASCII コードで出力します。
コマンドと応答の詳細については、第 2 章「コマンドと応答」をご覧ください。

プログラム制作時の注意点
・ 通信ログイン機能を使用しない場合
 本器に通信接続した直後からコマンドが使用できます。

・ 通信ログイン機能を使用する場合
 本器に登録されているシステム管理者、準管理者、または一般ユーザでログインします。

ログインは、本器に接続直後、「CLogin」コマンドを送信することにより行います。

・ ポート番号
 ポート番号の初期値は「34434」です。ポート番号は SServer コマンドで変更できます。

第 1 章 専用コマンドを使う（汎用通信）
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1.2 シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、
USB、Bluetooth）

本器とシリアル通信接続された PC から本器にコマンドを送信して、本器を操作できます。
コマンドには、設定コマンド、出力コマンド、操作コマンド、通信制御コマンド、および機
器情報出力コマンドがあります。一部の特殊なコマンドを除き、コマンドは、Ethernet 通
信経由のコマンドと共通です。

1.2.1 機器の準備
接続

「1.2.3　RS-232 の接続方法」、「1.2.4　RS-422/485 の接続方法」、「1.2.5　USB の接続方法」、
または「1.2.6　Bluetooth の接続方法」を参照してください。

本器の設定
シリアル通信接続するための設定をします。設定操作については、Model GX10/GX20/
GP10/GP20 ペーパレスレコーダユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）の「1.18　シ
リアル通信機能（付加仕様、/C2、/C3）を設定する」、またはデータアクイジションシステ
ム GM ユーザーズマニュアル（IM 04L55B01-01JA）の「2.19　シリアル通信機能（付加仕様、
/C3）を設定する」「2.20　USB 通信機能を設定する」「2.21 　Bluetooth 通信機能を設定する」
をご覧ください。

PC
以下の条件を満たした PC が必要です。

・ シリアル通信接続されている。
・ お客様が制作したプログラムを実行できる（下記の「1.2.2　コマンドの送信と応答の受信」

を参照）。

1.2.2 コマンドの送信と応答の受信
プログラム
本器にコマンドを送信すると、本器は応答を返します。コマンドの送信と、応答の処理を
プログラムに記述し、そのプログラムを実行することにより、本器を操作します。プログ
ラムは、お客様が制作してください。
例： 「FData,0,0001,0020」というコマンドを PC から本器に送ると、本器はチャネル 0001
～ 0020 の最新のデータを ASCII コードで出力します。
コマンドと応答の詳細については、第 2 章「コマンドと応答」をご覧ください。

プログラム制作時の注意点
・ RS-232 の場合（GX/GP）、USB 通信の場合（GM）、Bluetooth の場合（GM、 
 付加仕様  /C8）
 本器と PC を通信接続すると、本器はコマンドを受け付ける状態になります。

・ RS-422/485 の場合
 PC からオープンコマンド (ESC O) を受信した機器が、コマンドを受け付ける状態になり

ます。次の場合、接続を切断します。
・ 接続を切断するコマンド（ESC C）を受信したとき
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1.2.3 RS-232 の接続方法（GX/GP）
RS-232 用 D-SUB9 ピンのコネクタにケーブルを接続します。

接続方法
・ コネクタのピン配置と信号名

      

54321

9876

 各ピンは次の信号に対応します。信号名と RS-232 規格、JIS、および ITU-T 規定の信号を
次の表に示します。
ピン * 信号名 名称 信号の意味

JIS ITU-T RS-232
2 RD 104 BB(RXD) 受信データ GX/GP への入力信号です
3 SD 103 BA(TXD) 送信データ GX/GP からの出力信号です
5 SG 102 AB(GND) 信号用接地 信号用接地です
7 RS 105 CA(RTS) 送信要求 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、GX/GP からの出力信号です
8 CS 106 CB(CTS) 送信可 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、GX/GP への入力信号です
* 1、4、6、9 ピンは使用しません。

・ 信号の方向

 コンピュータ GX/GP

RS[送信要求･･･受信OK]

SD[送信データ]

RD[受信データ]

7

8

3

2

CS[送信可･･･準備OK]

・ 接続例

 

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・OFF-OFF/XON-XON
PC GX/GP

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・XON-RS(XON-RTS)
PC GX/GP

SD
RD
RS
CS
SG

SD
RD
RS

SG

・CS-RS(CTS-RTS)
PC GX/GP

CS

CS

CS

2 
3 

8 
7 

5 

2 
3 

8 
7 

5 

2 
3 

8 
7 

5 

PC側のRSとGX/GP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。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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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、GX/GP とコンピュータの方式を一致させる必要
があります。
GX/GP では下表に示す 4 通りの方式から選択できます。
ハンドシェ
イク方式

送信データ制御 受信データ制御
(PC へデータを送るときの制御方式 ) (PC 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

ハードハンド
シェイク

ハンドシェイ
クなし

ソフトハンド
シェイク

ハードハンド
シェイク

ハンドシェイ
クなし

OFF-OFF ○ ○

XON-XON ○ *1 ○ *3

XON-RS ○ *1 ○ *4

CS-RS ○ *2 ○ *4

○ 機能あり
*1 X-OFF 受信で送信をやめ、X-ON 受信で送信を再開する。
*2 CS(CTS) が False で送信をやめ、True で送信を再開する。
*3 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。
*4 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。

・ OFF-OFF の場合
 送信データ制御
 GX/GP 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
 GX/GP とコンピュータの間でハンドシェイクは行われません。GX/GP 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。

・ XON-XON の場合
 送信データ制御
 GX/GP とコンピュータの間でソフトウェアハンドシェイクが行われます。GX/GP 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
 GX/GP とコンピュータの間でソフトウェアハンドシェイクが行われます。GX/GP の受信

バッファの使用量が 3/4（R2.01 以前：192 バイト、R2.02 以降：6144 バイト）以上になっ
たら “X-OFF” コードを送信し、その後、使用量が 1/4（R2.01 以前：64 バイト、R2.02 以
降：2048 バイト）以下になったら “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
 XON-XON の場合と同じです。

 受信データ制御
 GX/GP とコンピュータの間でハードウェアハンドシェイクが行われます。GX/GP の受信

バッファの使用量が 3/4（R2.01 以前：192 バイト、R2.02 以降：6144 バイト）以上になっ
たら "RS=False" とし、その後、使用量が 1/4（R2.01 以前：64 バイト、R2.02 以降：2048
バイト）以下になったら "RS=True" とします。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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・ CS-RS の場合
 送信データ制御
 GX/GP とコンピュータの間でハードウェアハンドシェイクが行われます。GX/GP 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
 XON-RS の場合と同じです。

Note
・	 	GX/GP 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。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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1.2.4 RS-422/485 の接続方法
端子にケーブルを接続します。

接続方法
・ ケーブルの接続のしかた
 下図のように、ケーブルの端末の被服を 6mm 程度剥いて導体部分を露出させます。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。

      

2線式4線式

FG SG SDB+ SDA– RDB+ RDA–FG SG SDB+ SDA– RDB+ RDA–

シールド電位 シールド

FG SDB+
SG SDA−

シールド電位 シールド

FG SDB+
SG SDA−

RDB+
RDA−

ねじの推奨締め付けトルク：0.2N・m

・ 信号名
 各端子は次の信号に対応します。

信号名 信号の意味
FG (Frame Ground) 本器のケース接地です。
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。

  

上位機器との接続
上位機器との接続イメージを次の図に示します。上位機器の接続ポートが RS-232 の場合は、
コンバータを接続します。

     

本器の
RS-422/485
の端子

上位コンピュータ
または上位接続機器

上位接続機器側

コンバータ

RS-422/485

本器の
RS-422/485
の端子

上位コンピュータ

RS-232 RS-422/485

上位接続機器側

   

上位機器との接続例
RS-232、RS-422、RS-485 の接続ポートがある上位機器と接続できます。RS-232 の場合は、
コンバータを使用します。一般的なコンバータの端子について、以下の接続例を参考にし
てください。詳しくは、コンバータのマニュアルをご覧ください。
RS-422/485 ポート コンバータ
SDA( − ) TD( − )
SDB( ＋ ) TD( ＋ )
RDA( − ) RD( − )
RDB( ＋ ) RD( ＋ )
SG SHIELD
FG EARTH
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 220 Ωを両端に接続しても問題ありま
せん。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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・ 4 線式
 一般に上位機器とは 4 線式で接続します。4 線式のときは、送信と受信の線をクロスす

る必要があります。
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。

本器の
RS-422/485

の端子

＃2 ＃n
(＃n≦32)

終端抵抗(外付け)

上位接続機器側

SG

RDB( + )

RDA( ‒ )

SDB( + )

SDA( ‒ )

FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)

(RDB+)

(RDA‒)

(SDB+)

(SDA‒)

FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)

(RDB+)

(RDA‒)

(SDB+)

(SDA‒)

FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)

(RDB+)

(RDA‒)

(SDB+)

(SDA‒)

・ 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。
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。

本器の
RS-422/485

の端子

＃2 ＃n
(＃n≦31)

終端抵抗(外付け)

上位接続機器

SG

RDB( + )

RDA( ‒ )

SDB( + )

SDA( ‒ )

FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)

(B+)

(A‒)

(B+)

(A‒)

FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)
FG

SG

RDB+

RDA‒

SDB+

SDA‒

(SG)

(B+)

(A‒)

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器の接
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コンピュータの接地と
本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。コンピュータの接地と本器の接地
間に電位差がない場合は、コンピュータ側の接地にも接続する方法 ( 両側接地 ) が有効な場合
もあります。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
もあります。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の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。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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シリアルインタフェースコンバータ
推奨コンバータは次のモデルです。
SYSMEX RA CO.,LTD./MODEL RC-770X、LINE EYE/SI-30FA、YOKOGAWA/ML2

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な接続をしないでください ( 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、通信が異常になったりする
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
を上位接続機器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、上位接続機器 1 台に対して、本器を最大 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 台まで接続でき
ます。

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 )、一番端になる場合に終
端抵抗を接続してください。途中の場合には終端抵抗を接続しないでください。また、上
位接続機器の終端抵抗は ON にしてください ( 上位接続機器のマニュアル参照 )。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
抗が内蔵のタイプです。
接続例を示した図中の終端抵抗値 (120 Ω ) は、伝送線の特性インピーダンスや機器の設置状
況などに応じて選定してください。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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1.2.5 USB の接続方法（GM）
PC と GM を USB で接続する方法は下記の通りです。PC の操作については、PC の取扱説明
書をご覧ください。

GM の設定
USB 通信機能を「On」（初期値「On」）にします。操作方法は、「データアクイジションシ
ステム GM ユーザーズマニュアル」（IM 04L55B01-01JA）の「2.19　USB 通信機能を設定する」
をご覧ください。

PC と GM の接続
USB ポートにケーブルを接続します。

USB ポート（USB mini B タイプ）

PC がネットワーク環境に接続されている場合は、USB ドライバが自動的にインストールさ
れます。インストールされない場合は、当社のホームページ（下記）にて USB ドライバの
ダウンロード先を確認し、インストールしてください。
 http://www.smartdacplus.com/ja/support/software/index.html

USB ドライバがインストールされると COM ポートが割り当てられます。

以下の通信条件で接続します。
・ ボーレート：115200
・ パリティ：None
・ データ長：8bit
・ ストップビット：1bit
・ ハンドシェーク：Off:Off

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）
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1.2.6 Bluetooth での接続方法（GM、付加仕様  /C8）
PC と GM を Bluetooth で接続する方法は下記の通りです。PC の操作については、PC の取
扱説明書をご覧ください。

GM の設定
Bluetooth 機能を「On」（初期値「On」）にします。操作方法は、「データアクイジションシ
ステム GM ユーザーズマニュアル」（IM 04L55B01-01JA）の「2.20　Bluetooth 通信機能を
設定する」をご覧ください。

PC と GM の接続

1 GM のステータス表示部の「BT」 LED が点灯しているか確認します。「BT」 LED が消灯
している場合は、GM の USER1 キーを 3 秒以上長押しします。
ステータス表示部の「BT」	LED が点灯し、GMが接続待ち状態になります。

       

「BT」LED

2  PC からペアリングの操作を行います。

	 GM の 7	セグメント LED	に 6	桁の認証コードが表示されます。この認証コードと
PC で表示される認証コードが一致していることを確認し、ペアリングします。ペ
アリングが完了すると COMポートが割り当てられます。

Note
GMはペアリング情報を最大 8個まで記憶します。この情報は電源をOFF にしても保持されます。
2回目以降の接続ではペアリングの操作は必要有りません。

3  PC から GM に接続する操作を行います。
付録 7 Bluetooth 通信の接続フロー、2.2.7 コマンドの使い方を参照してください。

1.2　シリアル通信経由での操作（RS-232、RS-422/485、USB、Bluetooth）



2-1IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

2.1 コマンドの送信と本器からの応答

2.1.1 汎用通信
コマンドを使うことにより、いろいろなアプリケーションに対応できます。そこで、コマ
ンドによる通信を「汎用通信」と呼びます。

2.1.2 コマンドの種類と機能
下表の種類のコマンドがあります。コマンド名の最初の一文字は、コマンドの種類を表し
ます。たとえば、コマンド「SRangeAI」の「S」がコマンドの種類を表す文字です。２番目
以降は、コマンドの内容を表す文字列です。
種類 説明
操作コマンド
　例：OSetTime

コマンド名の先頭が「O」のコマンドです。本器を操作します。

設定コマンド
　例：SRangeAI

コマンド名の先頭が「S」のコマンドです。本器の設定を変
更します。

出力コマンド
　例：FData

コマンド名の先頭が「F」のコマンドです。本器の測定デー
タなどを出力します。

通信制御コマンド
　例：CCheckSum

コマンド名の先頭が「C」のコマンドです。本器との通信を
制御します。

機器情報出力コマンド
　例：_MFG

コマンド名の先頭が「_」（アンダーバー）のコマンドです。
本器の機器情報を出力します。

2.1.3 コマンドの書式
1 つのコマンド

1 つのコマンドは、コマンド名、パラメータ、デリミタ、およびターミネータで構成されま
す。先頭にコマンド名を書き、続けてパラメータを並べます。コマンド名とパラメータ間、
パラメータ同士間はデリミタで区切ります。デリミタとは、区切りを示す記号のことです。
最後にターミネータを付けます。

デリミタ

コマンド名,パラメータ１,パラメータ２ ターミネータ

コマンドの記述例
SRangeAI,0001,VOLT,2V,OFF,-15000,18000,0

コマンドを羅列するとき（設定コマンドだけ）
複数の設定コマンドを羅列して送信することができます。コマンドを羅列して記述する場
合、コマンドとコマンドをサブデリミタで区切ります。サブデリミタとは、区切りを示す
記号です。最後にターミネータを付けます。一度に送信できるのは、最大 8000 バイト（半
角で 8000 文字）です。

     
サブデリミタ

コマンド名,パラメータ１,パラメータ２;コマンド名,パラメータ１ ターミネータ
（コマンド１） （コマンド２）

第 2 章 コマンドと応答
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2.1　コマンドの送信と本器からの応答

コマンドを羅列するときの注意
・ 設定コマンドだけ羅列できます。
・ クエリ（次項を参照）は羅列できません。
・ 途中のコマンドにエラーがあると、それ以前の全てのコマンドがキャンセルされ、それ

以降のコマンドも実行されません。

コマンドの記述例
SRangeAI,0001,VOLT,2V,OFF,-15000,18000,0;SRangeAI,0002,SKIP

クエリ ( 問い合わせ )
クエリとは、本器の設定内容を問い合わせる機能です。コマンド名またはパラメータのあ
とに「?」( クエスチョンマーク ) を付けて送信します。クエリを受信すると、本器は自分の
設定内容を、コマンドの記述方法に従った文字列で返信します。設定コマンドと、操作コ
マンドの一部のコマンドで、クエリを使用できます。

コマンド名? ターミネータ

コマンド名,パラメータ１? ターミネータ

クエリの記述例と応答例
クエリ 応答例
SRangeAI? SRangeAI,0001,VOLT,2V,OFF,–20000,20000,0

SRangeAI,0002,...............................................................
.................................................................................................

SRangeAI,0001? SRangeAI,0001,VOLT,2V,OFF,–20000,20000,0

コマンド名
コマンド名は、アルファベット 16 文字以内の文字列です。最初の一文字は、コマンドの種
類を表します。

コマンド名を記述するときの注意
・ 大文字、小文字の区別はありません。
・ 文字列の前のスペースは無視されます。
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パラメータ
パラメータはコマンドの引数です。

パラメータを記述するときの注意
・ パラメータは決められた順番に並べます。
・ パラメータの前後、および中間のスペースは無視されます。ただし、ユーザが設定する

文字列ではスペースも有効です。
・ 設定コマンドのパラメータのうち、現在の設定から変更しないものは省略できます。パ

ラメータの記述を省略した場合、デリミタだけを記述します。
 例 SRangeAI,0001,,,,,1800,0 ターミネータ

・ 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でき
ます。

 例　SRangeAI,0001,VOLT,2V,,,, ターミネータ → SRangeAI,0001,VOLT,2V ター
ミネータ

パラメータには、既定の表現のものと、ユーザが指定する任意の文字列があります。

ユーザが指定する文字列（パラメータ）の書き方
・ ユーザが指定する文字列は、「'」（シングルクウォーテーション）で囲います。
 例　下記は、チャネル 0001 のタグ「SYSTEM1」を設定するコマンドです。
 　　STagIO,0001,'SYSTEM1'

・ ユーザが指定する文字列は、使用できる文字種により、下記の 2 つがあります。
 ASCII コードの範囲（0x00 ～ 0x7f）内の文字だけを使用できる文字列
 本マニュアルでは、対象のパラメータに「ASCII」と記載しています。
 例 p3　タグ No.（最大 16 文字、ASCII）

 英数字と一部の記号を使用できます。使用できる ASCII 文字については、付録１をご覧
ください。

 UTF-8 コードの範囲の文字を使用できる文字列
 本マニュアルでは、対象のパラメータに「UTF-8」と記載しています。
 例 p2　タグ（最大 32 文字、UTF-8）

 UTF-8 コードは、ASCII コードを包含しています。上記の「ASCII コードの範囲（0x00 ～
0x7f）内の文字」を含む UTF-8 の文字を使用できます。使用できる ASCII 文字については、
付録１をご覧ください。

デリミタ
デリミタとして、「,」（カンマ）を使います。

サブデリミタ
サブデリミタとして、「;」（セミコロン）を使います。

ターミネータ
「CR ＋ LF」をターミネータとして使用します。「CR」と「LF」の連続した 2 文字です。ASCII コー

ドで表すと、0x0d0x0a です。

2.1　コマンドの送信と本器からの応答



2-4 IM 04L51B01-17JA

2.1.4 本器からの応答
本器はコマンドに対して次の応答を返します。

・ 出力要求コマンドに対して、コマンドの処理が正常に終了したときには、要求されたデー
タを出力します。

・ 出力要求コマンド以外のコマンドに対して、コマンドの処理が正常に終了したときには
肯定応答を出力します。

・ コマンドの処理中に文法エラー、設定エラー等のエラーが発生したときには、否定応答
を出力します。

本器は、1 つのコマンドに対して、1 つの応答を返します。PC などのコントローラ側はコ
マンド 1 対応答 1 の「コマンド - 応答」を守って処理してください。「コマンド - 応答」が
守られない場合は、動作を保証できません。応答の書式については、2.9 コマンドに対する
応答をご覧ください。

2.1　コマンドの送信と本器からの応答
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2.2 コマンド一覧

本文中の AI、AO、DI、DO、PI、PID は、特に断りが無い限り、
入出力チャネルのチャネル種類を表します。
• AI  アナログ入力
• AO  アナログ出力
• DI  ディジタル入力
• DO  ディジタル出力
• PI  パルス入力
• PID  PID 制御

2.2.1 設定コマンド
コマンド名 説明

（必要な付加仕様）[ 対象機種 ]
ページ

測定動作設定コマンド
SScan 測定周期 2-14
SScanGroup 測定グループ（モジュール測

定周期）
2-15

SModeAI AI モジュール 2-15
SModeAICurrent 電流入力方式の AI モジュール 2-16
SBOLmtAI AI モジュールのバーンアウト

上下限値
2-16

SBOLmtAICurrent 電流入力方式の AI モジュール
のバーンアウト上下限値

2-16

SModeDI DI モジュール 2-17
SModePID PID 制御モジュール 2-17
SScaleOver スケールオーバ値検出 2-17
記録基本設定コマンド ページ
SMemory 記録動作モード 2-17
SMemKeyConfirm 記録確認動作［GX/GP］ 2-17
SDispData 表示データの記録 2-18
SEventData イベントデータ記録 2-18
記録チャネル設定コマンド ページ
SRecDisp 表示データを記録するチャネ

ル
2-19

SRecEvent イベントデータを記録する
チャネル

2-19

SRecManual マニュアルサンプルデータを
記録するチャネル

2-20

バッチ設定コマンド ページ
SBatch バッチ機能 2-20
STextField バッチテキスト 2-20
データ保存設定コマンド ページ
SDirectory データを保存するディレクト

リ名
2-20

SFileHead ファイルヘッダ 2-20
SFileName ファイル名命名ルール 2-21
SMediaSave データファイルの自動保存 2-21
SFileFormat 表示／イベントデータのファ

イル形式
2-21

入出力チャネル（AI/AO/DI/DO/PI/PID）設定コマンド ページ
SRangeAI AI チャネルの測定レンジ 2-21
SRangeAICurrent 電流入力方式の AI チャネルの

測定レンジ
2-23

SRangePulse パルス入力チャネルの測定レ
ンジ

2-23

SRangeDI DI チャネルの測定レンジ 2-24

 
SRangeDO DO チャネルの動作 2-25
SRangeAO AO チャネルの動作 2-25
SMoveAve 移動平均 2-26
SFilter 一次遅れフィルタ 2-26
SBurnOut センサーがバーンアウトした

ときの動作
2-26

SRjc 基準接点補償方法 2-26
SAlarmIO アラーム 2-27
SAlmHysIO アラームヒステリシス 2-27
SAlmDlyIO アラームディレイ時間 2-28
STagIO タグ 2-28
SColorIO チャネルの表示色 2-28
SZoneIO 波形の表示ゾーン 2-29
SScaleIO スケールの表示［GX/GP］ 2-29
SBarIO バーグラフ表示 2-29
SPartialIO 部分圧縮拡大表示［GX/GP］ 2-29
SBandIO グリーンバンド 2-29
SAlmMarkIO アラームマーク 2-30
SValueIO 上下限表示文字列 2-30
SCalibIO 入力値補正 2-30
SPresetAO AO チャネルのプリセット動作 2-31
演算チャネル設定コマンド ページ
SMathBasic 演算チャネルの基本（/MT） 2-31
SKConst 演算固定定数（/MT） 2-32
SRangeMath 演算式（/MT） 2-32
STlogMath TLOG（/MT） 2-33
SRolAveMath 長時間移動平均（/MT） 2-33
SAlarmMath アラーム（/MT） 2-33
SAlmHysMath アラームヒステリシス（/MT）2-34
SAlmDlyMath アラームディレイ時間（/MT）2-34
STagMath タグ（/MT） 2-34
SColorMath チャネルの表示色（/MT） 2-34
SZoneMath 波形の表示ゾーン（/MT） 2-34
SScaleMath スケールの表示（/MT）［GX/

GP］
2-34

SBarMath バーグラフ表示（/MT） 2-35
SPartialMath 部分圧縮拡大表示（/MT）［GX/

GP］
2-35

SBandMath グリーンバンド（/MT） 2-35
SAlmMarkMath アラームマーク（/MT） 2-35
通信チャネル設定コマンド ページ
SRangeCom 測定レンジ（/MC） 2-36
SValueCom プリセット動作（/MC） 2-36
SWDCom ウォッチドッグタイマ

（/MC）
2-36

SAlarmCom アラーム（/MC） 2-36
SAlmHysCom アラームヒステリシス

（/MC）
2-37

SAlmDlyCom アラームディレイ時間
（/MC）

2-37

STagCom タグ（/MC） 2-37
SColorCom チャネルの表示色（/MC） 2-37
SZoneCom 波形の表示ゾーン（/MC） 2-37
SScaleCom スケールの表示（/MC）

［GX/GP］
2-37

SBarCom バーグラフ表示（/MC） 2-38
SPartialCom 部分圧縮拡大表示（/MC）

［GX/GP］
2-38

SBandCom グリーンバンド（/MC） 2-38
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2.2　コマンド一覧 
SAlmMarkCom アラームマーク（/MC） 2-38
SCalibUseCom 入力値補正使用 On/Off 2-39
SCalibCom 入力値補正 2-39
アラーム設定コマンド ページ
SAlmLimit 変化率アラームのインターバ

ル
2-40

SIndivAlmACK 個別アラーム ACK 2-40
SAlmSts アラーム表示の保持／非保持 2-40
SAlmACKCmt アラーム ACK コメント入力 

（/AS）
2-40

SFixedAlmACKCmt ACK 定型コメント（/AS） 2-40
タイマ設定コマンド ページ
STimer タイマ 2-40
SMatchTimer マッチタイムタイマ 2-41
イベントアクション設定コマンド ページ
SEventAct イベントアクション 2-42
レポート設定コマンド ページ
SReport レポートの種類（/MT） 2-43
SRepData レポートデータ（/MT） 2-44
SRepTemp レポート出力（/MT） 2-44
SDigitalSign 電子署名の付加（/MT） 2-44
SRepCh レポートチャネル（/MT） 2-44
SRepBatchInfo バッチ情報出力（/MT） 2-45
表示設定コマンド ページ
SLcd LCD［GX/GP］ 2-45
SViewAngle 視野角［GX/GP］ 2-45
SBackColor 画面の背景色［GX/GP］ 2-45
SGrpChange グループ自動切り換え時間

［GX/GP］
2-45

SAutoJump モニタ自動復帰動作［GX/GP］2-45
SCalFormat カレンダーの表示フォーマッ

ト［GX/GP］
2-45

SBarDirect バーグラフの表示方向［GX/
GP］

2-46

SChgMonitor モニタからの各値の変更 2-46
STrdWave トレンド波形表示［GX/GP］ 2-46
STrdScale トレンド表示のスケール板

［GX/GP］
2-46

STrdLine トレンド波形線幅、グリッド
［GX/GP］

2-46

STrdRate トレンドの更新周期の切り換
え［GX/GP］

2-47

STrdKind トレンドの種類［GX/GP］ 2-47
STrdPartial トレンド部分圧縮拡大表示

［GX/GP］
2-47

SMsgBasic メッセージの書き込み 2-47
SGroup 表示グループ 2-47
STripLine 表示グループのトリップライ

ン
2-48

SSclBmp ビットマップファイルのス
ケール板を使用［GX/GP］

2-48

SMessage メッセージ 2-48
システム設定コマンド ページ
STimeZone タイムゾーン 2-48
SDateBasic 徐々に時刻調整する動作 2-48
SDateFormat 日付フォーマット 2-49
SDst 夏時間 2-49
SLang 言語 2-49
SDPoint 小数点種類 2-49

SFailAct FAIL リレーの動作（/FL）
［GX/GP］

2-49

SFailSts 出力する機器情報（/FL）
［GX/GP］

2-50

SPrinter プリンタ 2-50
SLed LED インジケータの動作

［GX/GP］
2-50

SSound 音［GX/GP］ 2-50
SInstruTag 機器タグ 2-50
SConfCmt 設定ファイルコメント 2-50
SFixedConfCmt 定型コメント（/AS） 2-50
SUsbInput USB 入力機器［GX/GP］ 2-51
SSetComment 設定変更コメント（/AS） 2-51
内部スイッチ設定コマンド ページ
SSwitch 内部スイッチの動作 2-51
シリアル通信設定コマンド ページ
SSerialBasic シリアル通信の基本（/C2 また

は /C3）
2-51

SModMaster Modbus マスタ（/C2/MC また
は /C3/MC）

2-52

SModMCmd Modbus マスタの送信コマン
ド（/C2/MC または /C3/MC）

2-52

SSerialAutoLOut シリアル通信時の自動ログア
ウト（/C2 または /C3）

2-52

イーサネット通信設定コマンド ページ
SIpAddress IP アドレス情報 2-53
SClient クライアント機能 2-53
SClientEncrypt クライアント通信の暗号化 2-53
SDns DNS 情報 2-53
SDhcp DHCP クライアント 2-54
SFtpKind FTP 転送するファイル 2-54
SFtpTime FTP 転送時間シフト 2-54
SFtpCnct FTP クライアントの接続先サー

バ
2-54

SSmtpLogin SMTP ユーザ認証 2-55
SSmtpCnct SMTP クライアントの接続先

サーバ
2-55

SMailHead メールのヘッダ 2-55
SMailBasic メール本文の共通部分 2-55
SMail メール種類ごとの送信先と動

作
2-56

SMailAlarm アラーム通知メールの対象
チャネル

2-56

SMailAlarmLevel アラーム通知メールの対象ア
ラームレベル

2-56

SMailAlarmDetect アラーム通知メール送信のア
ラーム検知方法

2-57

SMailTime 定刻送信メールの送信時刻 2-57
SSntpCnct SNTP クライアント 2-57
SModClient Modbus クライアントの動作（/

MC）
2-57

SModCList Modbus クライアントの接続
先サーバ（/MC）

2-57

SModCCmd Modbus クライアントの送信
コマンド（/MC）

2-58

SServer サーバ機能 2-58
SServerEncrypt サーバ通信の暗号化 2-58
SKeepAlive キープアライブ 2-59
STimeOut 通信タイムアウト 2-59
SFtpFormat FTP サーバのディレクトリ出

力形式
2-59
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2.2　コマンド一覧
SModDelay Modbus サーバの遅延応答 2-59
SModLimit Modbus サーバへの接続制限 2-59
SModList Modbus サーバへの接続を許

可する IP アドレス
2-59

SWattList WT 通信のときの接続先サーバ
（/E2）

2-59

SWattClient WT 通信の動作（/E2） 2-59
SWattData WT データの通信チャネルへの

割り付け（/E2）
2-60

SKdcCnct KDC 接続先（/AS） 2-60
SAuthKey 認証キー（/AS） 2-60
SDarwinCnvCh Darwin のチャネル変換 2-60
SDarwinPortLimit Darwin 互換通信のポート制限 2-61
SSLMPClient SLMP クライアントの動作（/

E4）
2-61

SSLMPCList SLMP 接続先サーバ（/E4） 2-61
SSLMPCCmd SLMP クラインアントの送信コ

マンド（/E4）
2-61

セキュリティ設定コマンド ページ
SSecurity セキュリティ機能 2-62
SKdc パスワード管理機能（/AS） 2-62
SPasswdPolicy パスワードポリシー設定 (/AS) 2-63
SPasswdNotice パスワード期限前通知コマン

ド (/AS)
2-63

SOpePass 操作ロック解除のパスワード
［GX/GP］

2-63

SOpeLimit 操作ロックの内容［GX/GP］ 2-63
SUser ユーザ登録 2-64
SUserLimit ユーザ制限 2-65
SSignIn サインイン（/AS） 2-66
SSignInTitle サインインのタイトル（/AS） 2-66
SSignInLimit サインイン制限（/AS） 2-66
SAdminLimit 管理者制限（/AS） 2-66
SBTPassword Bluetooth パスワード（/C8）

[GM]
2-66

SWebCustomMenu Web モニタ画面 2-67
SSessionSecurity Web セッションセキュリティ

機能（/AS）[GM]
2-67

SChgComm 通信コマンドからの書き込み 
（/AS）[GX/GP]

2-67

SWebTimeOut Web 自動ログアウト（/AS）
[GM]

2-67

ローカル設定コマンド ページ
SMonitor モニタ画面の表示情報

［GX/GP］
2-67

SMultiPattern マルチ画面の分割［GX/GP］ 2-68
SMultiKind マルチ画面［GX/GP］ 2-68
SHomeMonitor 基準画面の表示情報［GX/GP］2-69
SHomeKind 基準画面［GX/GP］ 2-69
SFavoriteMonitor お気に入り画面の表示情報

［GX/GP］
2-70

SFavoriteKind お気に入り画面［GX/GP］ 2-70
マルチバッチ用設定コマンド（/BT） ページ
SMltTextField バッチテキスト 2-71
SMltFileHead ファイルヘッダ 2-71
SMltFileName ファイル名命名ルール 2-71
SMltGroup 表示グループ 2-71
SMltTripLine 表示グループのトリップライ

ン
2-71

SMltSclBmp スケールビットマップ 2-72

SMltMulti
Pattern

マルチ画面パターン 2-72

SMltMultiKind マルチ画面種類 2-72
Bluetooth 通信設定コマンド ページ
SBluetooth Bluetooth 通信機能（/C8）

[GM]
2-72

SBTID Bluetooth 通信の ID（/C8）
[GM]

2-72

SBTTimeOut Bluetooth 通信のタイムアウト
（/C8）[GM]

2-73

USB 設定コマンド ページ
SUsbFunction USB 機能 [GM] 2-73
SUsbAutoLOut USB 自動ログアウト [GM] 2-73
スケジュール管理設定コマンド ページ
SSchedule スケジュール管理 2-73
SScheduleText スケジュール管理テキスト 2-73
デュアルインターバル機能設定コマンド ページ
SDualGroup 表示グループの測定グループ

番号
2-74

SMasterScanGrp 測定グループ（マスタ測定周
期）

2-74

制御セットアップパラメータ設定コマンド ページ
SCtrlMode 制御モード 2-74
SCtrlScan 制御周期 2-74
SCtrlAction 制御動作 2-75
SCtrlType 制御タイプ 2-75
SCtrlLoopAction ループ制御動作 2-75
SCtrlSPPID SP グループ数、PID グループ数 2-76
SCtrlALNo アラーム数 2-76
SCtrlAlmMode 警報モード 2-76
SCtrlDIRegist 接点登録 2-76
SCtrlRelay リレー動作 2-79
SCtrlRangeAI 測定入力レンジ 2-80
SCtrlBurnOut バーンアウトモード 2-81
SCtrlRjc 基準接点補償温度 2-81
SCtrlFilter PID 制御モジュールの AI 端子

の一次遅れフィルタ
2-81

SCtrlCalibAI PID 制御モジュールの AI 端子
の入力値補正

2-82

SCtrlRangeAO PID 制御モジュールの AO 端子
のレンジ

2-83

SCtrlSpritAO PID 制御モジュールの AO 端子
のスプリット演算

2-83

SCtrlOutput 出力処理 2-83
SCtrlRangePV 制御入力レンジ 2-84
SCtrlPVSwitch 2 入力切替制御時の入力切替

PV 値
2-84

SCtrlCalc EXPV、RSP の参照元 2-84
SCtrlFilterSP リモート SP のフィルタ 2-84
SCtrlRatioSP リモート SP の比率 2-85
SCtrlBiasSP リモート SP のバイアス 2-85
SCtrlErrPreOut 入力エラー時プリセット出力値 2-85
SCtrlOutLimit 手動運転時の出力リミッタ機

能の解除
2-85

制御オペレーションパラメータ設定コマンド ページ
SCtrlAlarm 制御アラーム 2-85
SCtrlAlarmVal 制御アラームの設定値 2-86
SCtrlSP 目標設定値 2-86
SCtrlSPGradient 目標設定値の勾配 2-86
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SCtrlPIDNo 目標設定値の PID グループ番号 2-87
SCtrlRefPoint ゾーン PID の設定 1 

リファレンスポイント
2-87

SCtrlRHys ゾーン PID の設定 2 
切り替えヒステリシス

2-87

SCtrlRefDEV ゾーン PID の設定 3 
リファレンス偏差

2-87

SCtrlPIDPb PID パラメータの設定 1
比例帯

2-88

SCtrlPIDTI PID パラメータの設定 2
積分時間

2-88

SCtrlPIDTD PID パラメータの設定 3
微分時間

2-88

SCtrlPIDPara PID パラメータの設定 4
制御関連パラメータ

2-88

SCtrlRefPb リファレンス PID の設定 1
比例帯

2-89

SCtrlRefTI リファレンス PID の設定 2
積分時間

2-89

SCtrlRefTD リファレンス PID の設定 3
微分時間

2-89

SCtrlRefPara リファレンス PID の設定 4
制御関連パラメータ

2-89

SCtrlDetail 制御詳細設定 1
トラッキング、設定値リミッ
ト、勾配時間単位

2-90

SCtrlOutRatio 制御詳細設定 2
出力変化率リミッタ

2-90

SCtrlAtDetail 制御詳細設定 3
オートチューニング詳細

2-90

SCtrlAntiReset 制御詳細設定 4
過積分抑制機能

2-90

SCtrlOvershoot 制御詳細設定 5
制御出力抑制機能 ( オーバ
シュート抑制機能 )

2-91

制御表示設定コマンド ページ
SCtrlGroupSW コントロールグループ使用

On/Off
2-91

SCtrlGroupName コントロールグループ名 2-91
SCtrlGroupSplit コントロールグループの分割

数［GX/GP］
2-91

SCtrlGroup コントロールグループに割り
付けるループ

2-91

SCtrlTag ループのタグ、タグコメント 2-92
SCtrlDispDV 偏差表示幅 2-92
SCtrlBackColor 背景色［GX/GP］ 2-92
SCtrlOutOperate OUT 値のマニュアル出力操作

方式
2-92

STagIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（タグ、タグ No.）

2-28

SColorIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（表示色）

2-28

SZoneIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（ゾーン下限値、ゾーン
上限値）

2-29

SScaleIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（スケール 表示位置、ス
ケール分割数）

2-29

SBarIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（バー表示位置、バー分
割数）

2-29

SPartialO PID 制御モジュールのチャネル
表示（部分圧縮表示）

2-29

SValueIO PID 制御モジュールのチャネル
表示（上下限値文字列）

2-30

プログラム制御関連設定コマンド ページ
SPrgColor ループの表示色 2-93
SPrgDispDetail 自動メッセージ印字、画面切

り替え
2-93

制御イベントアクション設定コマンド ページ
SCtrlEventAct 制御イベントアクション 2-93
ロジック演算関連設定コマンド ページ
SLogicMath ロジック演算の演算式 2-95
SWConst 演算可変定数 2-95
未来ペン機能設定コマンド［GX/GP］ ページ
SFuturePen 未来ペン機能の On/Off 2-95
SFuturePenCh 未来ペン機能の対象チャネル 2-95
設備・品質予兆検知設定コマンド ページ
SPrediction 予兆検知区間設定 2-96
SHealthMonitor ヘルスモニタ設定 2-96
SProfileTrend プロファイル波形設定 2-96
SAlarmPrfIO 入力チャネルのプロファイル

チャネル
2-97

SAlarmPrfMath 演算チャネルのプロファイル
チャネル

2-97

SAlarmPrfCom 通信チャネルのプロファイル
チャネル

2-97

ネットワークモジュール設定 ページ
SProfinetNW PROFINET モジュール設定 2-97

2.2.2 出力コマンド
コマンド名 説明 

（必要な付加仕様）[ 対象機種 ]
ページ

FData 最新のチャネルデータの出力 2-98
FRelay 最新のリレー、内部スイッチ

状態の出力
2-98

FTransStatAO 最新の伝送出力（AO チャネ
ル）状態の出力

2-98

FFifoCur チャネルの FIFO データの出
力

2-98

FSnap スナップショット［GX/GP］ 2-99
FUser ユーザレベルの出力 2-99
FAddr IP アドレスの出力 2-99
FStat 本器の状態の出力 2-99
FLog ログの出力 2-99
FEventLog 事象ログ詳細の出力（/AS） 2-100
FMedia 外部記憶メディアと内部メモ

リの情報の出力
2-100

FCnf 設定データの出力 2-101
FChInfo 小数点位置、単位情報の出力 2-102
FSysConf システム構成の取得とモ

ジュールの再構築
2-102

FBTDevInfo Bluetooth デバイス情報出力
（/C8）[GM]

2-102

FReminder リマインダ情報の出力（/AH）2-103
FCtrlData 最新の制御データの出力 2-103
FCtrlNo SP 番号、PID 番号の出力 2-103
FCtrlMode 制御モードの出力 2-103
FPrgMode プログラム運転モードの出力

（/PG）
2-103

2.2　コマンド一覧 
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FPrgPtnInfo プログラムパターン情報の出
力（/PG）

2-104

FPrgEvent PV イベント、タイムイベン
ト情報の出力（/PG）

2-104

FPrgEnd プログラム制御終了信号の状
態出力（/PG）

2-104

FPrgPtnCur 運転中のプログラムパターン
番号と状態の出力（/PG）

2-104

FPredictionSTS 予兆検知区間状態の出力 2-104
FInfoNW ネットワークモジュール情報

の出力
2-104

2.2.3 操作コマンド
コマンド名 説明

（必要な付加仕様）[ 対象機種 ]
ページ

OSetTime 時刻の設定 2-105
ORec 記録のスタート、ストップ 2-105
OAlarmAck アラーム出力の解除（アラー

ム ACK）
2-105

OExecRec 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、強制タイムアップ

2-106

OExecSNTP SNTP による時刻問い合わせ
の実行

2-106

OMessage メッセージの書き込み 2-106
OPassword パスワードの変更 2-107
OMath 演算のスタート、ストップ、

リセット、演算抜けステータ
ス表示の解除

2-107

OSaveConf 設定データの保存 2-107
OSaveConfAll 設定データの一括保存 2-107
OCommCh 通信チャネルに値を設定 2-108
OEMail E メール送信機能のスタート、

ストップ
2-108

OMBRestore Modbus の手動復帰 2-108
ORTReset 相対時間タイマのリセット 2-108
OMTReset マッチタイムタイマのリセッ

ト
2-108

OCmdRelay DO チャネル、内部スイッチ
の状態の設定

2-108

OBatName バッチ名の設定 2-109
OBatComment バッチコメントの設定 2-109
OBatText バッチテキストの設定 2-109
ODispRate トレンド更新周期の切り換え

［GX/GP］
2-110

OLoadConf 設定データのロード 2-110
OLoadConfAll 設定データの一括ロード 2-111
OSeriApply シリアル通信設定の反映 2-111
OIPApply IP アドレスの反映 2-111
OInit 測定データのクリア、設定

データの初期化
2-111

OUsbFApply USB 通信設定の反映 [GM] 2-112
OBTApply Bluetooth 通信設定の反映（/

C8）[GM]
2-112

OBTClearList Bluetooth 通信の接続リスト
のクリア（/C8）[GM]

2-112

OLoginAssist ログイン補助［GX/GP］ 2-112

2.2　コマンド一覧
OSendValue タッチパネル操作の入力補助

［GX/GP］
2-112

OUserLockACK ユーザ無効 ACK（/AS） 2-113
OKeyLock キーロック ON/OFF[GM] 2-113
OErrorClear エラー表示クリア [GM] 2-113
OSLMPRestore SLMP の手動復帰（/E4） 2-113
OtransChAO 伝送出力（AO チャネル）の

個別制御
2-113

OtransAllAO 伝送出力（AO チャネル）の
一括制御

2-113

OcmdAO 伝送出力（AO チャネル）の
マニュアル出力

2-114

OinitPara 個別設定パラメータ初期化 2-114
OCtrlAM 自動、手動、カスケード運転

の切り替え
2-114

OCtrlSR 運転開始と運転停止の切り替え2-114
OCtrlRL リモート、ローカルの切り替え2-115
OCtrlAT オートチューニングの要求 2-115
OCtrlSPN 目標設定値番号の選択 2-115
OCtrlMO 手動出力設定値の設定 2-115
OCtrlPAT パターン番号切り替え 2-115
OCtrlMode プログラム運転のスタート、

ストップ
2-116

OCtrlHOLD ホールド操作 2-116
OCtrlADV アドバンス操作 2-116
OCtrlSP 目標設定値の設定 2-116
OCtrlTSP 到達目標設定値の設定 2-116
OCtrlRTIME セグメント残り時間の設定 2-116
OCtrlStSeg 開始セグメント番号の設定 2-117
OCtrlDlyTime 運転遅延時間の設定 2-117
OCtrlLoadPAT プログラムパターンファイル

のロード
2-117

OCtrlSavePAT プログラムパターンファイル
のセーブ

2-117

OCtrlLoadPATAll プログラムパターンファイル
の一括ロード

2-118

OCtrlSavePATAll プログラムパターンファイル
の一括セーブ

2-118

OCtrlDelPAT パターンファイル削除 2-118
OConfCmt 設定コメント書き込み (/AS) 2-118
OSaveProfile プロファイル波形ファイルの

セーブ
2-118

OLoadProfile プロファイル波形ファイルの
ロード

2-118

OSaveHelMoni
Model

予兆検知モデルファイルの
セーブ

2-119

OLoadHelMoni
Model

予兆検知モデルファイルの
ロード

2-119

OPredictive
Detection

予兆検知区間のスタート、ス
トップ

2-119

OProfileTrend
Hold

プロファイル波形の一時停
止、再開

2-119
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2.2.4 通信制御コマンド
コマンド名 説明 

（必要な付加仕様）[ 対象機種 ]
ページ

CCheckSum チェックサムの設定 2-120
CSFilter ステータスフィルタの設定 2-120
CSFilterDB ステータスフィルタの設定

（拡張）
2-120

CLogin 通信経由のログイン 2-120
CLogout 通信経由のログアウト 2-120
CBTConnect Bluetooth 通信を開始（/C8）

[GM]
2-121

ESC O 機器のオープン：RS-422/485
専用

2-121

ESC C 機器のクローズ：RS-422/485
専用

2-121

2.2.5 機器情報コマンド
コマンド名 説明 ページ
_MFG 機器の製造者出力 2-122
_INF 機器の製品名称出力 2-122
_COD 機器の基本仕様出力 2-122
_VER 機器のファームウェアバージョン

情報出力
2-122

_OPT 機器の付加仕様装着情報出力 2-122
_TYP 機器の夏時間／冬時間装着情報出

力
2-122

_ERR 機器のエラー番号情報出力 2-122
_UNS 機器のユニット構成情報出力 2-122
_UNR 機器のユニット構成情報出力 2-122
_MDS 機器のモジュール構成情報出力 2-122
_MDR 機器のモジュール構成情報出力 2-122

2.2.6 コマンドを実行できる条件
コマンドを実行できるのは、本器がその設定変更や操作
を実行できる状態になっている場合です。下記の場合、
コマンドは無効です。

・ 本器 がその操作を受け付ける状態でない。
 たとえば、記録していないときにメッセージを書き込

むことはできません。
・ 本器にその機能がない、または、機能があっても使用

していない。
 「2.2.1　設定コマンド」の「説明」欄に、コマンドを使

用するときに必要な本器の付加仕様のコードを記載し
ています。

・ 通信ログイン機能を使用している場合、ログインした
ユーザのユーザレベルではそのコマンドを使用できな
い。

・ ユーザ制限により、その操作が禁止されている。
 制限種類（SOpeLimit コマンドの p1 または SUserLimit

コマンドの p2）に対応して無効となるコマンドは下表
のとおりです。
制限種類 無効となるコマンド
Memory ORec
Math OMath
DataSave OExecRec, OMTReset, ORTReset
Message OMessage
Batch OBatName, OBatComment, 

OBatText, 
OPredictiveDetection,
OProfileHold

AlarmACK OAlarmAck
Comm OEMail, OIPApply, OMBRestore, 

OSLMPRestore
DispOpe SHomeKind, SHomeMonitor, 

SFavoriteKind, 
SFavoriteMonitor, 
Smonitor, SMultiPattern, 
SMultiKind, SMltMultiKind, 
SMltMultiPattern, ODispRate

DateSet OExecSNTP, OSetTime
ChangeSet Sxxxx*1 , OLoadConf, 

OLoadConfAll, Olnit*3

OCtrlLoadPAT, 
OCtrlLoadPATAll, 
OLoadHelMoniModel, 
OLoadProfile

File OLoadConf, OLoadConfAll, 
OSaveConf, OSaveConfAll, 
OCtrlLoadPAT, OCtrlSavePAT, 
OCtrlLoadPATAll, 
OCtrlSavePATAll, Fmedia, 
OLoadHelMoniModel, 
OSaveHelMoniModel, 
OSaveProfile, OLoadProfile

System OInit, FSysConf(p1 指定時 )
Out OCmdRelay, OCommCh
CalibSet*2 SCalibIO, SSchedule, 

SScheduleText, OLoadConfAll, 
OLoadConf*4, OInit*5, 
SCalibUseCom, SCalibCom

 2.2　コマンド一覧
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ControlIN OCtrlRL
ControlOUT OCtrlSR, OCtrlAM, OCtrlMO
Tuning OCtrlAT
Program OCtrlMODE, OCtrlHOLD, 

OCtrlADV

*1　設定コマンド (SHomeKind, SHomeMonitor, 
SFavoriteKind, SFavoriteMonitor, Smonitor, 

SMultiPattern, SMultiKind, SCalibIO(Note), 

SCalibUseCom, SCalibCom を除く )
(Note) バージョンが 2.02 以降の機器で拡張セキュリティ機
能（付加仕様、/AS）を使用している場合のみ。
*2　バージョンが 2.02 以降の機器で拡張セキュリティ機能

（付加仕様、/AS）を使用している場合に、SUserLimit コマン
ドで指定できます。
*3　初期化項目に SECURITY または OTHERS 指定の設定項目
が含まれていると実行できません。
*4　ロード項目に CALIB 指定の設定項目が含まれていると実
行できません。
*5　初期化項目に CALIB 指定の設定項目が含まれていると実
行できません。

・ 管理者制限により、その操作が禁止されている。
 制限種類（SAdminLimit コマンドの p2）に対応して無

効となるコマンドは下表のとおりです。
制限種類 無効となるコマンド
SecurityBasic SChgComm, SKdc, 

SOpeLimit, SOpePass, 
SPasswdNotice, 
SPasswdPolicy, 
SSecurity, 
SSessionSecurity, 
SWebTimeOut

User SUser, OUserLockACK
AdminLimit SAdminLimit
UserLimit SUserLimit, 

SWebCustomMenu
SigninLimit SSignInLimit
Signin SSignIn, SSignInTitle
Initialize OInit, OinitPara
Reconf FSysConf, FWUnitConf

・ コマンドの対象機種ではない。
 コマンドの対象機種が限定される場合、「2.2.1　設定コ

マンド」～「2.2.4　通信制御コマンド」の「説明」欄に、
対象機種を記載しています。（例：［GX/GP］、[GM]）

 下記のコマンドはさらに対象機種が限定されています。
コマンド 対象機種
SViewAngle GX10、GP10
SMultiPattern GX20、GP20
SMultiKind GX20、GP20

 2.2　コマンド一覧

2.2.7 コマンドの使い方
Ethernet の場合

・ 通信ログイン機能を使用していない場合
 本器に通信接続すると、本器はコマンドを受け付ける

状態になります。
・ 通信ログイン機能を使用している場合
 本器に通信接続し、登録されているユーザでログイン

します（CLogin コマンド）。操作が終了したらログア
ウトします（CLogout コマンド）。

RS-232 の場合（GX/GP）
・ GX/GP と PC を配線して接続すると、本器はコマンド

を受け付ける状態になります。
・ 通信ログイン機能を使用している場合は、登録されて

いるユーザでログインします（CLogin コマンド）。操
作が終了したらログアウトします（CLogout コマンド）。

RS-422/485 の場合
・ オープンコマンド (ESC o) でオープンされた機器が、コ

マンドを受け付ける状態になります。
・ 通信ログイン機能を使用している場合は登録されてい

るユーザでログインします（CLogin コマンド）。操作
が終了したらログアウトします（CLogout コマンド）。

・ 接続を切断するときは、クローズコマンド (ESC c) を送
信します。

USB 通信の場合（GM）
・ 通信ログイン機能を使用していない場合
 GM に通信接続すると、GM はコマンドを受け付ける

状態になります。
・ 通信ログイン機能を使用している場合
 登録されているユーザでログイン（CLogin コマンド）

して通信接続します。操作が終了したらログアウトし
ます（CLogout コマンド）。自動ログアウトを設定する
こともできます（SUsbAutoLOut コマンド）。

・ GM を取り外すときは、PC 側で機器取り外し処理を行っ
て通信接続を切断してからケーブルを外します。
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Bluetooth の場合（GM、付加仕様  /C8）
・ 通信ログイン機能を使用していない場合
 Bluetooth のパスワード機能を使う設定になっている

ときは、通信を開始するコマンド（CBTConnect）でパ
スワードを送信します。通信接続に成功すると、GM
はコマンドを受け付ける状態になります。

・ 通信ログイン機能を使用している場合
 上記に加えて、登録されているユーザでログインしま

す（CLogin コマンド）。操作が終了したらログアウト
します（CLogout コマンド）。自動ログアウトを設定す
ることもできます（SBTTimeOut コマンド）。

・ 接続を切断するときは、PC 側で接続切断処理を行いま
す。

Note
・	 ログイン時の動作については、「付録 2　ログイン処
理」を参照してください。

・	 Bluetooth の接続については、「付録 7　Bluetooth	通
信の接続フロー」を参照してください。

2.2.8 コマンドの説明での機器の呼び方
2.4 節からのコマンドの説明では、以下の呼び方で機器を
区別しています。
呼び方 機器
本器 GX/GP と GM の両方
本体 GX/GP 本体と GM メインユニットの両方
GX/GP 本体 GX/GP 本体
GM 本体 GM メインユニット
GX20-1/GP20-1 GX20/GP20 の標準タイプ
GX20-2/GP20-2 GX20/GP20 の大容量タイプ
GM10-1 GM10 の標準タイプ
GM10-2 GM10 の大容量タイプ
拡張ユニット GX/GP 拡張ユニット
サブユニット GM サブユニット
PROFINET モ
ジュール

方式が「PROFINET」のネットワークモ
ジュール

2.3 パラメータ

パラメータについて説明します。

2.3.1 測定レンジのパラメータ
AI チャネルのスパン
小数点を除いた整数で指定します。
例　レンジが -2.0000V ～ 2.0000V の場合、スパン下限値
を 0.5000V、スパン上限値を 1.8000V に設定したいとき、
パラメータはそれぞれ、[5000]、[18000] とします。
SRangeAI,0001,VOLT,2V,FF,5000,18000,0

スケーリング
AI チャネルと DI チャネルでは、スケーリングができます。
スケーリング値は、仮数と小数点位置で指定します。
例　スケーリング値を「-10.00 ～ 20.00」に設定する場合、
スケーリング下限値を「-1000」、スケーリング上限値を

「2000」、小数点位置を「2」と指定します。小数点位置の
数字は、小数点以下の桁数を表します。

演算チャネル、通信チャネルのスパン
演算チャネルと通信チャネルのスパンは、仮数と小数点
位置で指定します。
例　スパンを「1.000 ～ 2.000」に設定する場合、
スケーリング下限値を「1000」、スケーリング上限値を

「2000」、小数点位置を「3」と指定します。

2.3.2 パラメータの表記と値の範囲
主なパラメータの表記と値の範囲を一覧表で示します。

種類 表記と値の範囲
［GX/GP］

ユニット番号
拡張ユニットなし 0
拡張ユニット装着時 0 ～ 6

［GX/GP］
モジュール番号

ユニットが GX10/GP10 本
体の時

0 ～ 2

ユニットが GX20/GP20 本
体の時

0 ～ 9

ユニットが拡張ユニットの
時

0 ～ 6

[GM]
ユニット番号

サブユニットなし 0
サブユニット装着時 0 ～ 6

[GM]
モジュール番号

メインユニットの時 0 ～ 9
サブユニットの時 0 ～ 6

AI チャネル
DI チャネル
DO チャネル
PI チャネル

「ユニット番号 + モジュール番号 +
チャネル番号」で指定します。
例　ユニット番号「0」、モジュール
番号「1」、チャネル番号「02」の AI チャ
ネルは、「0102」です。
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種類 表記と値の範囲
PID チャネル 「ユニット番号 + スロット番号 + チャ

ネル番号」で指定します。
例　ユニット番号「0」、スロット番
号「1」、チャネル番号「02」の PID チャ
ネルは、「0102」です。
なお、PID チャネルの番号は、チャ
ネルの種別により変わります。対応
は下表のとおりです。
チャネル種
別

チャネル番号（4 桁）
** はユニット番号 + スロット番号

PV **01、**04
SP **02、**05
OUT **03、**06
AI **07、**08
AO **09、**10
DI **11 ～ **18
DO **19 ～ **26

演算チャネル GX20-1/GP20-1：001 ～
100
GX20-2/GP20-2：001 ～
200
GX10/GP10：001 ～ 050
GM10：001 ～ 100
ただし、SGroup、SMailAlarm コマン
ドの場合は、先頭に「A」を付ける。
例　A001
測定動作モードがデュアルインター
バルのときは、チャネル数が半分に
なります。

通信チャネル GX10/GP10：001 ～ 050
GX20-1/GP20-1：001 ～ 300
GX20-2/GP20-2：001 ～ 500
GM10-1：001 ～ 300
GM10-2：001 ～ 500
ただし、SGroup、SMailAlarm コマン
ドの場合は、先頭に「C」を付ける。
例　C001
測定動作モードがデュアルインター
バルのときは、チャネル数が半分に
なります。

表示データを記録
するチャネル数

GX10/GP10：1 ～ 100
GX20-1/GP20-1：1 ～ 500
GX20-2/GP20-2：1 ～ 1000
GM10-1：1 ～ 500
GM10-2：1 ～ 1000

イベントデータを
記録するチャネル
数

GX10/GP10：1 ～ 100
GX20-1/GP20-1：1 ～ 500
GX20-2/GP20-2：1 ～ 1000
GM10-1：1 ～ 500
GM10-2：1 ～ 1000

マニュアルサンプ
ルデータを記録す
るチャネル数

GX10/GP10/GX20-1/GP20-1：1 ～ 50
GX20-2/GP20-2：1 ～ 100
GM10-1：1 ～ 50
GM10-2：1 ～ 100

種類 表記と値の範囲
レポートチャネル
数

GX10/GP10：1 ～ 50
GX20/GP20：1 ～ 60
GM10：1 ～ 60

表示グループ数 GX10/GP10：1 ～ 30
GX20-1/GP20-1：1 ～ 50
GX20-2/GP20-2：1 ～ 60
GM10-1：1 ～ 50
GM10-2：1 ～ 60

表示グループに登
録できるチャネル
数

GX10/GP10：10
GX20/GP20：20
GM10：20

Modbus 接続先
サーバ登録番号

GX10/GP10/GX20-1/GP20-1：1 ～ 16
GX20-2/GP20-2：1 ～ 32
GM10-1：1 ～ 16
GM10-2：1 ～ 32

Modbus コマンド
番号（Ethernet の
場合）

GX10/GP10：1 ～ 50
GX20-1/GP20-1：1 ～ 100
GX20-2/GP20-2：1 ～ 200
GM10-1：1 ～ 100
GM10-2：1 ～ 200

Modbus コマンド
番号（シリアル通
信の場合）

GX10/GP10：1 ～ 50
GX20/GP20：1 ～ 100
GM10：1 ～ 100

WT 通信のときの
接続先サーバ登録
番号

GX10/GP10：1 ～ 8
GX20/GP20：1 ～ 16
GM10：1 ～ 16

WT 通信のときの
通信チャネルへの
割り付け番号

GX10：1 ～ 50
GX20：1 ～ 300
GM10：1 ～ 300

登録できるユーザ
数

（ユーザ番号）

拡張セキュリティ機能（/AS）無し／
無効：1 ～ 50
拡張セキュリティ機能（/AS）が有効：
GX10/GP10：1 ～ 100
GX20-1/GP20-1：1 ～ 100
GX20-2/GP20-2：1 ～ 200
GM10-1：1 ～ 100
GM10-2：1 ～ 200

マルチバッチ機能
（/BT）のときの使

用バッチグループ
数

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

マルチバッチ機能
有効時のバッチグ
ループ番号

１～ ( 使用バッチグループ数 )

マルチバッチ機能
（/BT）有効時の表

示グループ数

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

2.3　パラメータ 
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種類 表記と値の範囲
スケジュール 登録
番号

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

コントロール 
グルーブ数

GX10-1/GX20-1/GM10-1：1 ～ 5
GX20-2/GM10-2：1 ～ 10

ループ番号 L001 ～ L652
ループ番号を指定するときは、先頭
に「L」を付け、＋「ユニット番号 +
モジュール番号 + ループ番号」で指
定します。ループ番号は 1 ～ 2。

（例）ユニット番号 0、モジュール番
号 0、ループ番号 1 のループは、「L001」
です。

PID モジュールの
端子番号

PID モジュール内の端子番号には、
AI、AO、DI、DO があります。
AI ：1 ～ 2、AO ：1 ～ 2、DI：1 ～ 8、
DO ：1 ～ 8

ロジック演算番号 GX10：1 ～ 20
GX20-1/GX20-2、GM10-1/GM10-2：
1 ～ 50

未来ペン数 GX10/GP10：1 ～ 10
GX20-1/GP20-1/GX20-2/GP20-2：1
～ 10

2.3.3 範囲指定
設定コマンドで、連続するチャネル番号や連続するグルー
プ番号を指定する場合、1 つずつ記述する換わりに、範囲
で指定できます。

・ 先頭番号と最終番号を「-」（ハイフン）で区切ります。
入出力チャネルの場合には、モジュールが装着されて
いるスロットを跨いだ範囲を指定することもできます。

・ 「-」（ハイフン）の前の番号を省略した場合は番号の最
小値、後ろの番号を省略した場合は最大値を指定した
ことになります。先頭番号から終了番号までの全てを
指定する場合は「-」（ハイフン）のみを指定します。

例 1
3 から 10 までの指定：“3-10”
3 から最大番号までの指定：“3-”
先頭番号から 10 までの指定：“-10”
全番号の指定：“-”

例 2
0 スロットから 2 スロットに装着された AI モジュールの
チャネルのレンジを、「Skip」に設定するコマンド
SRangeAI,0001-0210,Skip　または
SRangeAI,-0210,Skip

ただし、1 スロットに別のモジュールが装着されている場
合は、クエリは正常に動作しますが、設定はエラーにな
ります。

2.4 設定コマンド

SScan
測定周期
測定周期を設定します。
構文 SScan,p1,p2

p1 測定グループ（1 ～ 2）
測定動作モードが「標準」または「高
速」の場合は 1 固定です。測定動作モー
ドが「デュアルインターバル」の場合 1,
または 2 を選択可能です

p2 測定周期（「解説」を参照）
クエリ SScan[,p1]?
例 測定グループ 1 の測定周期を 1 秒にする。

SScan,1,1s
解説

・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定周期（p2）は下記の範囲で設定できます。

測定動作モード 選択肢（p2）
標準 

（注 *1, *2, *3）
100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s

高速 1ms, 2ms, 5ms, 10ms 
20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 
1s, 2s, 5s

デュアルインターバル
（注 *4, *5, *6, *7）

1ms, 2ms, 5ms, 10ms 
20ms, 50ms, 100ms, 200ms, 500ms, 
1s, 2s, 5s

*1 電磁リレー方式のアナログ入力モジュールが装着され
ているときは、500ms 以下の測定周期は設定できませ
ん。

*2 低耐圧リレー方式のアナログ入力モジュールが装着さ
れているときは、200ms 以下の測定周期は設定できま
せん。

*3 マルチバッチ機能（/BT）有効時は 200ms 以下の測定
周期は設定できません。

*4 高速 AI 方式のアナログ入力モジュールが装着されてい
ない場合は、50ms 以下の測定周期は設定できません。

*5 電磁リレー方式のアナログ入力モジュールが測定グ
ループに割りついているときは、500ms 以下の測定周
期は設定できません。

*6 低耐圧リレー方式のアナログ入力モジュールが測定グ
ループに割りついているときは、200ms 以下の測定周
期は設定できません。

*7 デュアルインターバル測定の場合、測定グループ 2 に
は 50ms 以下の測定周期は設定できません。

・ 測定周期として有効な選択肢の条件は以下の３つです。
1 50ms 以下の測定周期を指定する場合、本体に装着

されているモジュールが測定グループに割り当て
られていること。

　



2-15IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

2 50ms 以下の測定周期を指定する場合、チャネル数
が制限の範囲内であること。（測定周期ごとのチャ
ネル数の制限については、GX/GP、または GM のユー
ザーズマニュアルを参照してください。）

3 測定グループに割りあてられたモジュールの最速測
定周期が、測定グループの測定周期より速いこと。
各モジュールの最速測定周期は下表のとおりです。

モジュールの種類 
（方式、仕様コード）

最速測定周期 
( 本体に装着時）

最速測定周期 
（拡張に装着時）

アナログ入力モジュール
　（高速 AI 方式、-H0） 1ms 100ms
　（ユニバーサル方式、-U2） 100ms 100ms
　（電磁リレー方式、-T1） 1s 1s
　（低耐圧リレー方式、-L1） 500ms 500ms
　（電流入力方式、-C1） 100ms 100ms
　（4 線式 RTD 方式、-R1） 100ms 100ms
　（高耐圧方式、-V1） 100ms 100ms
ディジタル入力モジュール 100ms 100ms
ディジタル出力モジュール 100ms 100ms
アナログ出力モジュール 100ms 100ms
ディジタル入出力モジュール 100ms 100ms
パルス入力モジュール 100ms 100ms
拡張モジュール 100ms 100ms
PID 制御モジュール 100ms 100ms

SScanGroup
測定グループ
モジュールの測定グループを設定します。
構文 SScanGroup,p1,p2,p3

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 測定グループ（1 ～ 2）

クエリ SScanGroup[,p1[,p2]]?
例 本体に装着されているモジュール番号 2 のモ

ジュールを測定グループ 1 に設定する。
SScanGroup,0,2,1

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定グループ（p3）は下記の範囲で設定できます。

測定動作モード 選択肢（p3）
標準、高速 1 固定
デュアルインターバル 1 ～ 2

・ 測定グループの選択肢として有効な条件は以下の３つ
です。
1 本体に装着されているモジュールの場合、50ms 以

下の測定周期の測定グループに割り当てること。
2 測定周期が 50ms 以下の場合、装着モジュール数と

チャネル数が制限内であること。
3 モジュールの最速測定周期が、測定グループの測定

周期より速いこと。

SModeAI
AI モジュール
AI モジュール（電流入力方式の AI モジュールを除く）の
モードと A/D 積分時間またはノイズ除去モードを設定し
ます。
構文 SModeAI,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 モード（「解説」を参照）
p4 A/D 積分時間またはノイズ除去モード

A/D 積分時間：Auto, 50Hz, 60Hz, 
Common
ノイズ除去モード（高速 AI 方式）：Off, 
50Hz, 60Hz, Common

クエリ SModeAI[,p1[,p2]]?
例 本体に装着されているモジュール番号 2 のモ

ジュールのモードを 10CH に設定し、A/D 積分
時間を Auto とする。
SModeAI,0,2,10CH,Auto

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 電磁リレー方式（方式の仕様コード：-T1）のアナロ

グ入力モジュールを使用（構築）している場合は、1s
より速い測定周期は設定できません。

・ チャネルモード（p3）はモジュールにより選択肢が
異なります。
モジュールの種類 モード（p3）
ユニバーサル方式（-U2）
電流入力方式（-C1）
高耐圧方式（-V1）

2CH、10CH

電磁リレー方式（-T1）
低耐圧リレー方式（-L1）

10CH

4 線式 RTD 方式（-R1） 2CH、6CH
高速 AI 方式（-H0） 4CH

・ 測定周期と p3、p4 は、下記の組み合わせの範囲で設
定できます。
ユニバーサル方式、電流入力方式、電磁リレー方式、
低耐圧リレー方式、高耐圧方式の場合
測定周期 モード

(p3)
積分時間（p4）
Auto 50Hz 60Hz Common

100ms 2CH 可 可 可 不可
10CH 可 不可 不可 不可

200ms 2CH 可 可 可 不可
10CH 可 不可 不可 不可

500ms − 可 可 可 不可
1s − 可 可 可 可 *

2s − 可 可 可 可
5s − 可 可 可 可
*　低耐圧リレー方式のアナログ入力モジュールの場合は

「不可」です。

2.4　設定コマンド
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4 線式 RTD 方式の場合
測定周期 モード

(p3)
積分時間（p4）
Auto 50Hz 60Hz Common

100ms 2CH 可 可 可 不可
6CH 可 不可 不可 不可

200ms 2CH 可 可 可 不可
6CH 可 不可 不可 不可

500ms − 可 可 可 不可
1s − 可 可 可 可
2s − 可 可 可 可
5s − 可 可 可 可

高速 AI 方式の場合（ノイズ除去モード）
測定周期 ノイズ除去モード（p4）

Auto 50Hz 60Hz Common
1ms,	2ms,	5ms,	10ms 可 不可 不可 不可
20ms 可 可 可 不可
50ms 可 可 可 不可
100ms 不可 不可 不可 可
200ms 不可 不可 不可 可
500ms 不可 不可 不可 可
1s 不可 不可 不可 可
2s 不可 不可 不可 可
5s 不可 不可 不可 可

SModeAICurrent
電流入力方式の AI モジュール
電流入力方式の AI モジュールのモードと A/D 積分時間を
設定します。

構文 SModeDICurrent,p1,p2,p3,p4
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 モード

2CH 2 チャネルモード
10CH 10 チャネルモード

p4 A/D 積分時間（Auto, 50Hz, 60Hz, 
Common）

クエリ SModeAICurrent[,p1[,p2]]?
例 本体に装着されているモジュール番号 2 のモ

ジュールのモードを 10CH に設定し、A/D 積分
時間を Auto とする。
SModeAICurrent,0,2,10CH,Auto

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定周期と p3、p4 の組み合わせ範囲に制限がありま

す。SModeAI コマンドの解説をご覧ください。

SBOLmtAI
AI モジュールのバーンアウト上下限値
AI モジュール（電流入力方式の AI モジュールを除く）の
統一信号レンジでのバーンアウト判定値を設定します。

構文 SBOLmtAI,p1,p2,p3,p4
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 統一信号レンジバーンアウト判定下限値

設定スパン値に対する％値 –20.0 ～ 5.0 %
（–200 ～ –50）

p4 統一信号レンジバーンアウト判定上限値
設定スパン値に対する％値 105.0 ～ 120.0 %

（1050 ～ 1200）
クエリ SBOLmtAI[,p1[,p2]]?
例 本体に装着されているモジュール番号 2 のモ

ジュールについて、統一信号レンジバーンア
ウト判定下限値を –10%、統一信号レンジバー
ンアウト判定上限値を 110% にそれぞれ設定す
る。
SBOLmtAI,0,2,-100,1100

解説
・ 4 線式 RTD 方式のモジュールでは無効です。
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SBOLmtAICurrent
電流入力方式の AI モジュールのバーンア
ウト上下限値
電流入力方式の AI モジュールの統一信号レンジでのバー
ンアウト判定値を設定します。

構文 SBOLmtAICurrent,p1,p2,p3,p4
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 統一信号レンジバーンアウト判定下限値

設定スパン値に対する％値 –20.0 ～ 5.0 %
（–200 ～ –50）

p4 統一信号レンジバーンアウト判定上限値
設定スパン値に対する％値 105.0 ～ 120.0 %

（1050 ～ 1200）
クエリ SBOLmtAICurrent[,p1[,p2]]?
例 本体に装着されているモジュール番号 2 のモ

ジュールについて、統一信号レンジバーンア
ウト判定下限値を –10%、統一信号レンジバー
ンアウト判定上限値を 110% にそれぞれ設定す
る。
SBOLmtAICurrent,0,2,-100,1100

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
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SModeDI
DI モジュール
DI モジュールのモードを設定します。
構文
/MT なし SModeDI,p1,p2,p3
/MT あり SModeDI,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 モード（Normal, Remote）

Normal DI 入力
Remote リモート制御入力

p4 パルス入力用フィルタ（On,Off）
クエリ SModeDI[,p1[,p2]]?
例 モジュール番号 2 のモジュールをリモート制

御入力モジュールとする。
SModeDI,0,2,Remote

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ リモートとして設定できるのは、１モジュールだけで

す。複数設定した場合、最後に設定したものがリモー
トモジュールになります。

・ 拡張ユニット／サブユニットに装着されているモ
ジュールは、p3=Normal に固定です。

・ パルス入力は、演算機能（付加仕様、/MT）が付いて
いる製品で有効です。

・ 測定動作モードが高速のとき、p3=Remote 固定とな
ります。

SModePID
PID 制御モジュール
PID 制御モジュールの積分時間、バーンアウト判定値を設定
します。
構文 SModePID,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 ノイズ除去モード（Common 固定）
p4 統一信号レンジバーンアウト判定下限値

設定スパン値に対する％値（-200 ～ -50）
p5 統一信号レンジバーンアウト判定上限値

設定スパン値に対する％値（1050 ～ 
1200）

クエリ SModePID[,p1[,p2]]?
例 モジュール番号 2 のモジュールに、統一信号

レンジバーンアウト判定下限値を –20%、統一
信号レンジバーンアウト判定上限値を 105% に
それぞれ設定する。
SModePID,0,2,common,-200,1050

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SScaleOver
スケールオーバ値検出
測定範囲をオーバしたときの検出方法を設定します。
構文 SScaleOver,p1

p1 スケールオーバ値検出
FREE 測定範囲を超えたときスケール

オーバとする。
OVER スケールの± 105% を越えたとき

スケールオーバとする。
クエリ SScaleOver?
例 測定範囲を超えたときスケールオーバとする。

SScaleOver,FREE
解説

・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ モジュールが 1 つでも装着されていたら、このコマン

ドによる設定が有効です。

SMemory
記録動作モード
記録するデータ種類を設定します。
構文 SMemory,p1

p1 記録動作モード
D 表示データ
D+E1 表示データ＋イベントデータ 1
E1 イベントデータ 1
E1+E2 イベントデータ 1+2

クエリ SMemory?
例 表示データを記録する。

SMemory,D

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時は、D+E1、

E1+E2 は設定できません。
・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、D+E1、 E1+E2 は

設定できません。
・ 測定動作モードが高速のとき、p1=E1 固定となります。
・ 測定動作モードがデュアルインターバルのとき、

p1=E1+E2 固定となります。

SMemKeyConfirm
記録確認動作［GX/GP］
記録確認動作の設定をします。
構文 SMemKeyConfirm,p1

p1 確認画面有無（Off, On）
クエリ SMemKeyConfirm?
例 確認画面を表示する。

SMemKeyConfirm,On
解説

・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、On に固定です。
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SDispData
表示データの記録
表示データの記録方法を設定します。
構文 SDispData,p1,p2

p1 記録周期 (5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 2min, 
5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 1h, 2h, 
4h, 10h）/div.

p2 ファイルセーブ周期（10min, 20min, 
30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h,1day, 
2day, 3day, 5day, 7day, 14day, 31day）

クエリ SDispData?
例 記録周期を 1 分、ファイルセーブ周期を 12 時

間とする。
SDispData,1min,12h

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定周期より速い記録周期は設定できません。
・ 測定周期の倍数でない記録周期は設定できません。
・ 表示データを記録する設定（SMemory コマンドの記

録動作モード）のときに、ファイルセーブ周期が有効
です。

・ 測定動作モードが高速、またはデュアルインターバル
のとき、このコマンドは無効です。

SEventData
イベントデータの記録
イベントデータの記録方法を設定します。
構文 SEventData,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 測定グループ（1 ～ 2）
p2 記録周期（「解説」を参照）
p3 動作モード

Free 記録スタートで記録を開
始し、記録ストップによ
り記録を終了する。

SingleTrigger トリガ成立後、指定時間
記録し終了する。

RepeatTrigger トリガ成立後、指定時間
記録し終了する。その後
トリガ待ち状態になる。

p4 データ長（2min, 5min,10min, 20min, 30min, 
1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 1day, 2day, 3day, 
5day, 7day, 14day, 31day）

p5 プレトリガ（0, 5, 25, 50, 75, 95, 100）[%]
p6 トリガソースキー（Off, On）

クエリ SEventData[,p1]?
例 記録周期 1 秒、Free モードでイベントデータを

記録する。2 時間ごとにファイルを区切る。
SEventData,1,1s,Free,2h

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定周期より速い記録周期は設定できません。
・ 測定周期の倍数でない記録周期は設定できません。
・ p1=2 は測定動作モードがデュアルインターバルのとき有

効です。
・ 記録周期（p2）は下記の範囲で設定できます。

測定動作モード 選択肢（p2）
標準 100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 

10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 
5min, 10min, 15min, 20min, 30min

高速
（注 *1）

1ms,2ms,5ms,10ms,20ms,50ms,
100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 
10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 
5min, 10min, 15min, 20min, 30min

デュアルインターバル
（注 *1）

1ms,2ms,5ms,10ms,20ms,50ms,
100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 5s, 
10s, 15s, 20s, 30s, 1min, 2min, 
5min, 10min, 15min, 20min, 30min

*1 50ms 以下の記録周期は、測定周期により選択肢が制限
されます。

50ms 以下の記録周期（p2）は、下記の範囲で設定で
きます。
測定周期 50ms 以下の記録周期
1ms 1ms, 2ms, 5ms, 10ms, 20ms, 50ms
2ms 2ms, 10ms, 20ms, 50ms
5ms 5ms, 10ms, 20ms, 50ms
10ms 10ms, 20ms, 50ms
20ms 20ms
50ms 50ms

2.4　設定コマンド
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・ 記録周期（p2）は、機種、測定周期、記録チャネル
数で制限があります。（SRecEvent 参照）

・ データ長（p4）で 2min、 5min は測定動作モードが高
速のとき選択できます。
データ長（p4）で 5min は測定動作モードがデュアル
インターバルのとき選択できます。

・ イベントデータを記録する設定（SMemory コマンド
の記録動作モード）のときに、この設定が有効です。

・ 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時は、p3=Free に
固定です。

・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、p3=Free に固定
です。

SRecDisp
表示データを記録するチャネル
表示データを記録するチャネルを設定します。
構文 SRecDisp,p1,p2,p3

p1 番号（「解説」を参照）
p2 チャネル種類

Off 表示データを記録しない。
IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p3 チャネル番号
クエリ SRecDisp[,p1]?
例 入出力チャネル 0005 の表示データを、番号

10 に割り当て、記録する。
SRecDisp,10,IO,0005

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 測定動作モードがデュアルインターバルのとき、この

コマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 は設定できません。
・ 記録周期（SDispData コマンド）により記録チャネル

数に制限があります。
記録周期 記録チャネル数
5s/div 100
10s/div 200
15s/div 以上 500

ただし、大容量タイプ（GX20-2/GP20-2/GM10-2）の
場合は下表のとおりです。
記録周期 記録チャネル数

表示データだけを記録す
るとき

表示データ + イベント
データを記録するとき

5s/div 200 100
10s/div 500 200
15s/div 1000 500
30s/div 以上 1000 1000

・ チャネルを重複して設定することはできません。

SRecEvent
イベントデータを記録するチャネル
イベントデータを記録するチャネルを設定します。
構文 SRecEvent,p1,p2,p3,p4

p1 測定グループ（1 ～ 2）
p2 番号（「解説」を参照）
p3 チャネル種類

Off イベントデータを記録しない。
IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p4 チャネル番号
クエリ SRecEvent[,p1[,p2]]?
例 入出力チャネル 0006 のイベントデータを、番

号 11 に割り当て、記録する。
SEventData,1,11,IO,0006

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p3=Off の場合、p4 は設定できません。
・ イベントデータを記録する設定（SMemory コマンド

の記録動作モード）のときに、この設定が有効です。
・ 記録周期（SEventData コマンド）により記録チャネ

ル数に制限があります。
記録周期 記録チャネル数
100ms 100
200ms 200
500ms 以上 500

ただし、大容量タイプ（GX20-2/GP20-2/GM10-2）の
場合は下表のとおりです。
記録周期 記録チャネル数

イベントデータだけを記
録するとき

表示データ + イベント
データを記録するとき

100ms 500 100
200ms 500 200
500ms 1000 500
1s 以上 1000 1000

・ 記録周期が 50ms 以下の場合、機種と測定動作モード
により記録チャネル数に制限があります。
高速

記録周期
機種 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
GX/GP10 2ch 4ch 10ch 20ch 40ch 100ch
GX/GP20-1 2ch 4ch 10ch 20ch 40ch 100ch
GX/GP20-2 10ch 20ch 50ch 100ch 150ch 150ch
GM10-1 2ch 4ch 10ch 20ch 40ch 100ch
GM10-2 10ch 20ch 50ch 100ch 150ch 150ch

デュアルインターバル
記録周期

機種 1ms 2ms 5ms 10ms 20ms 50ms
GX/GP10 - - 5ch 10ch 20ch 50ch
GX/GP20-1 - - 5ch 10ch 20ch 50ch
GX/GP20-2 5ch 10ch 25ch 40ch 50ch 50ch
GM10-1 - - 5ch 10ch 20ch 50ch
GM10-2 5ch 10ch 25ch 40ch 50ch 50ch

・ チャネルを重複して設定することはできません。
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・ 測定動作モードがデュアルインターバルかつ p3=IO のと
き、該当する測定グループのチャネルだけ設定できます。

・ 測定動作モードがデュアルインターバルのとき、
p3=Math および p3=Com は、マスタ測定周期の測定
グループだけ設定できます。

SRecManual
マニュアルサンプルデータを記録するチャ
ネル
マニュアルサンプルデータを記録するチャネルを設定し
ます。
構文 SRecManual,p1,p2,p3

p1 番号
p2 チャネル種類

Off マニュアルサンプルデータを記録しな
い。

IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p3 チャネル番号
クエリ SRecManual[,p1]?
例 入出力チャネル 0003 のマニュアルサンプルデー

タを、番号 2 に割り当て、記録する。
SRecManual,2,IO,0003

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 は設定できません。
・ チャネルを重複して設定することはできません。

SBatch
バッチ機能
バッチ機能の基本設定をします。
構文 SBatch,p1,p2,p3,p4

p1 使用／未使用（Off, On）
p2 ロット番号桁数（Off, 4, 6, 8）

Off ロット番号を使用しない。
4 4 桁のロット番号
6 6 桁のロット番号
8 8 桁のロット番号

p3 自動インクリメント（Off, On）
p4 記録開始画面（Comment, TextField）

Comment バッチコメント
TextField テキストフィールド

クエリ SBatch?

例 バッチ機能を使う ｡ ４桁のロット番号を使う。
次回運転時のロット番号を自動的に +1 する。
SBatch,On,4,On,TextField

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、p1=On に固定です。

STextField
バッチテキスト
バッチテキストを設定します。
構文 STextField,p1,p2,p3

p1 フィールド番号（1 ～ 24）
p2 タイトル（最大 20 文字、UTF-8）
p3 文字列（最大 30 文字、UTF-8）

クエリ STextField[,p1]?

例 フィールド番号 3 に、タイトル「OPERATOR」、
文字列「RECORDER1」を設定する。
STextField,3,’OPERATOR’,’RECORD
ER1’

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。

SDirectory
データを保存するディレクトリ名
データを保存するディレクトリ名を設定します。
構文 SDirectory,p1

p1 ディレクトリ名（最大 20 文字、ASCII）
クエリ SDirectory?
例 ディレクトリ名を「DATA0」に設定する。

SDirectory,’DATA0’
解説

・ ディレクトリ名（p1）に使用できる文字については、
付録 1 をご覧ください。

・ 下記の文字列はディレクトリ名に使用できません。
文字列
AUX
CON
PRN
NUL
CLOCK
CLOCK$
COM0～ COM9
LPT0～ LPT9

・ 「.」( ピリオド ) または空白で始まる文字列、および「.」
( ピリオド ) または空白で終わる文字列はディレクト
リ名に使用できません。

SFileHead
ファイルヘッダ
ファイルのヘッダ文字列を設定します。
構文 SFileHead,p1

p1 ファイルヘッダ（最大 50 文字、UTF-8）
クエリ SFileHead?
例 ファイルヘッダを「GX_DATA」に設定する。

SFileHead,’GX_DATA’
解説

・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。
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SFileName
ファイル名命名ルール
データファイルのファイル名命名ルールを設定します。
構文 SFileName,p1,p2

p1 ファイル名命名ルール
Date 日付
Serial 連番
Batch バッチ名

p2 指定ファイル名（最大 16 文字、ASCII）
クエリ SFileName?
例 ファイル名命名ルールを「日付」に設定する。

指定ファイル名を「Recorder1_data」とする。
SSFileName,Date,’Recorder1_data’

解説
・ バッチの設定が未使用（SBatch: p1=Off）の場合、

p1=Batch は設定できません。
・ 指定ファイル名（p2）に使用できる文字については、

付録 1 をご覧ください。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。

SMediaSave
データファイルの自動保存
外部記憶メディアへのデータファイルの自動保存を設定
します。
構文 SMediaSave,p1,p2

p1 外部記憶メディアへの自動保存
（GX/GP：Off, On）
（GM：Off, On　拡張セキュリティ機能（/

AS）が有効かつ通信ログインが設定され
ている時は On 固定。）

p2 メディア FIFO（Off, On）
クエリ SMediaSave?
例 外部記憶メディアへの自動保存とメディア

FIFO を行う。
SMediaSave,On,On

SFileFormat
表示／イベントデータのファイル形式
 表示データファイル、イベントデータファイルのファイ
ル形式を設定します。
構文 SFileFormat,p1

p1 ファイル形式（Binary, Text）
クエリ SFileFormat?
例 テキスト形式のファイルを作成する。

SFileFormat,Text
解説

・ ファイル形式を設定できるデータ種類は、表示データ
とイベントデータです。

・ 設定したファイル形式が適用されるファイル保存方法
は、オートセーブ、未セーブデータ保存、マニュアル
保存、および FTP データ転送です。

・ 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時、p1=Binary に
固定です。

SRangeAI
AI チャネルの測定レンジ
AI チャネルの測定レンジを設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Skip）

入力種類が「DI」で、演算なしのチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 入力種類（DI）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Off）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値

入力種類が「Volt」「TC」「RTD」｢OHM｣ で演算なしのチャ
ネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Volt, TC, RTD）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Off）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）

「差演算」のチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Volt, TC, RTD, DI, OHM）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Delta）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バ イ ア ス（–999999 ～ 999999）（p2=DI

以外の場合設定可）
p8 基準チャネル番号

「スケーリング」のチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Volt, TC, RTD, DI, OHM）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Scale）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バ イ ア ス（–999999 ～ 999999）（p2=DI

以外の場合設定可）
p8 小数点位置（0 ～ 5）
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）

統一信号入力のチャネル（入力種類が「GS」）
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13

2.4　設定コマンド



2-22 IM 04L51B01-17JA

p1 チャネル番号
p2 入力種類（GS）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Scale）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 小数点位置（0 ～ 5）
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p12 ローカット（Off, On）
p13 ローカット点（0 ～ 50）

「開平演算」のチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13,p14
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Volt, GS）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（Sqrt）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 小数点位置（0 ～ 5）
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p12 ローカット（Off, On）
p13 ローカット点（0 ～ 50）
p14 ローカット時出力（Zero, Linear）

「LOG スケール」（/LG）のチャネル
構文 SRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Volt）
p3 レンジ（解説を参照）
p4 演算の種類（LogT1, LogT2, LogT3）

LogT1 LOG 入力
LogT2 疑似ログ入力
LogT3 LOG リニア入力

p5 スパン下限値（解説を参照）
p6 スパン上限値（解説を参照）
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 仮数部の小数点位置（1, 2）
p9 スケーリング下限値（指数表記、

1.00E-15 ～ 1.00E15）（解説を参照）
p10 スケーリング上限値（指数表記、

1.00E-15 ～ 1.00E15）（解説を参照）
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）

クエリ SRangeAI[,p1]?
例 チャネル 0002 で、–0.5000 ～ 1.0000V を測定

する。スケーリングしない。バイアスなし。
SRangeAI,0002,Volt,2V,Off,–5000, 
10000,0

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=TC/RTD/DI/OHM の場合は、p4=Sqrt は設定でき

ません。
・ p2=GS の場合は、p4=Off/Delta は設定できません。
・ p2=DI の場合は、p7 は設定できません。
・ 電磁リレー方式、低耐圧リレー方式、高耐圧方式のア

ナログ入力モジュールの場合は、p2=RTD を設定でき
ません。

・ 4 線式 RTD モジュールの場合は、p2=Volt、TC、GS、
DI は設定できません。（SKIP、RTD、OHM のみ選択可。）

・ p2=OHM は、4 線式 RTD モジュールの場合のみ有効
です。

・ p3 の設定可能項目を以下に示します。
p2=Volt p2=TC p2=RTD p2=GS p2=DI p2=OHM
20mV R Pt100 1-5V Level 20ohm

60mV S Pt100-H 0.4-2V DI 200ohm

200mV B JPt100 2000ohm

1V K JPt100-H
2V K-H Cu10GE
6V E Cu10LN
20V J Cu10WEED
50V T Cu10BAILEY
100V *1 N Cu10a392

W Cu10a393
L Cu25
U Cu53
PLATINEL Cu100
PR20-40 J263B
WRe3-25 Ni100SAMA
KpvsAu7Fe Ni100DIN
NiNiMo Ni120
WWRe26 Pt25
N14 Pt50
XK Pt200WEED

Cu10G
Cu50G
Cu100G
Pt46G
Pt100G
Pt500 *2

Pt1000 *2

*1　高速 AI モジュールのみ有効
*2　4 線式 RTD モジュールのみ有効

・ LOG スケールのチャネルで p4=LogT1 のとき、以下
の範囲で設定してください。

・ p5<p6
・ p9、p10

p9<p10 で、幅は最大 15 ディケード。
p9 の仮数部が 1.00 のとき、幅は最小 1 ディケード。
p9 の仮数部が 1.00 以外のとき、幅は最小 2 ディ
ケード。

・ LOG スケールのチャネルで p4=LogT2、LogT3 のとき、
以下の範囲で設定してください。

・ p5<p6
・ p9、p10

幅は、最大 15 ディケード、最小 1 ディケード。
p9 の仮数部が 1.00 以外のとき、指数部は +14 以
下で、幅は最大 14 ディケード。
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SRangeAICurrent
電流入力方式の AI チャネルの測定レンジ
電流入力方式の AI チャネルの測定レンジを設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangeAICurrent,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Skip）

入力種類が「Current」で、演算なしのチャネル
構文 SRangeAICurrent,p1,p2,p3,p4,p5,p6

,p7
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Current）
p3 レンジ（0-20mA）
p4 演算の種類（Off）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）

「差演算」のチャネル
構文 SRangeAICurrent,p1,p2,p3,p4,p5,p6,

p7,p8
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Current）
p3 レンジ（0-20mA）
p4 演算の種類（Delta）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 基準チャネル番号

「スケーリング」のチャネル
構文 SRangeAICurrent,p1,p2,p3,p4,p5,p6,

p7,p8,p9,p10,p11
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Current）
p3 レンジ（0-20mA）
p4 演算の種類（Scale）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 小数点位置（0 ～ 5）
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）

「スケーリング」のチャネル（統一信号 4-20mA 入力）
構文 SRangeAICurrent,p1,p2,p3,p4,p5,p6,

p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13
p1 チャネル番号
p2 入力種類（GS）
p3 レンジ（4-20mA）
p4 演算の種類（Scale）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 小数点位置（0 ～ 5）

p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p12 ローカット（Off, On）
p13 ローカット点（0 ～ 50）

「開平演算」のチャネル
構文 SRangeAICurrent,p1,p2,p3,p4,p5,p6,

p7,p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14
p1 チャネル番号
p2 入力種類（Current, GS）
p3 レンジ

0-20mA p2=Current のとき
4-20mA p2=GS のとき

p4 演算の種類（Sqrt）
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 バイアス（–999999 ～ 999999）
p8 小数点位置（0 ～ 5）
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p12 ローカット（Off, On）
p13 ローカット点（0 ～ 50）
p14 ローカット時出力（Zero, Linear）

クエリ SRangeAICurrent[,p1]?
例 チャネル 0002 で、0.000 ～ 10.000mA を測定

する。スケーリングしない。バイアスなし。
SRangeAICurrent,0002,Current,0-
20mA,Off,0,10000,0

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=GS の場合は、p4=Off/Delta は設定できません。
・ p5、p6 は下表の値の範囲で指定します。

レンジ（p3） 値（p5、p6）
0-20mA 0.000 ～ 20.000
4-20mA 3.200 ～ 20.800

SRangePulse
パルス入力チャネルの測定レンジ
パルス入力チャネルの測定レンジを設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangePulse,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Skip）

入力種類が「PulseInput」で、演算なしのチャネル
構文 SRangePulse,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 入力種類（PulseInput）
p3 レンジ（LevelRange, ContactRange）

LevelRange レベル
ContactRange コンタクト

p4 チャタリングフィルタ（On, Off）
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p5 演算の種類（Off）
p6 スパン下限値
p7 スパン上限値

入力種類が「PulseInput」で、「差演算」のチャネル
構文 SRangePulse,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

,p8
p1 チャネル番号
p2 入力種類（PulseInput）
p3 レンジ（LevelRange, ContactRange）

LevelRange レベル
ContactRange コンタクト

p4 チャタリングフィルタ（On, Off）
p5 演算の種類（Delta）
p6 スパン下限値
p7 スパン上限値
p8 基準チャネル番号

入力種類が「PulseInput」で、「リニアスケーリング」の
チャネル
構文 SRangePulse,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p

8,p9,p10,p11
p1 チャネル番号
p2 入力種類（PulseInput）
p3 レンジ（LevelRange, ContactRange）

LevelRange レベル
ContactRange コンタクト

p4 チャタリングフィルタ（On, Off）
p5 演算の種類（Scale）
p6 スパン下限値
p7 スパン上限値
p8 小数点位置 (0, 1, 2, 3, 4, 5)
p9 スケーリング下限値
p10 スケーリング上限値
p11 単位

クエリ SRangePulse[,p1]?
例 チャネル 0002 で、パルス（レベル）を測定する。

チャンタリングフィルタあり。演算あり。
SRangePulse,0002,PulseInput,LevelR
ange,On,Off,0,1000,0,200,"m3/min" 

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SRangeDI
DI チャネルの測定レンジ
DI チャネルの測定レンジを設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangeDI,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Skip）

「差演算」、「スケーリング」、「パルス入力」なしのチャネ
ル
構文 SRangeDI,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 入力種類（DI）
p3 「-」固定
p4 演算の種類（Off）
p5 スパン下限値（0 ～ 1）
p6 スパン上限値（0 ～ 1）

「差演算」のチャネル
構文 SRangeDI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 入力種類（DI）
p3 「-」固定
p4 演算の種類（Delta）
p5 スパン下限値（0 ～ 1）
p6 スパン上限値（0 ～ 1）
p7 基準チャネル番号

「スケーリング」のチャネル
構文 SRangeDI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10
p1 チャネル番号
p2 入力種類（DI）
p3 「-」固定
p4 演算の種類（Scale）
p5 スパン下限値（0 ～ 1）
p6 スパン上限値（0 ～ 1）
p7 小数点位置（0 ～ 5）
p8 スケーリング下限値
p9 スケーリング上限値
p10 単位（最大 6 文字、UTF-8）

「パルス入力」のチャネル
構文 SRangeDI,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 入力種類（Pulse）
p3 「-」固定
p4 演算の種類（Off）
p5 スパン下限値（0 ～ 999999）
p6 スパン上限値（0 ～ 999999）

クエリ SRangeDI[,p1]?
例 チャネル 0103 で、0 ～ 1 を測定する。スケー

リングしない。
SRangeDI,0103,DI,-,Off,0,1

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
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・ p2=Pulse は演算機能（/MT）が付いている場合に設
定できます。

・ p2=Pulse の場合、p4=Delta、Scale は設定できません。
・ DI モジュールの動作モードがリモートのとき、

p2=Pulse は設定できません。
・ 測定動作モードが高速の場合、このコマンドは設定で

きません。

SRangeDO
DO チャネルの動作
DO チャネルの動作を設定します。
アラーム出力
構文 SRangeDO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

,p9
p1 チャネル番号
p2 出力種類（Alarm）
p3 スパン下限値（0 ～ 1）
p4 スパン上限値（0 ～ 1）
p5 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p6 励磁／非励磁

Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を励磁

De_Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を非励磁

p7 動作
And 設定されたアラームがすべてア

ラーム状態のとき動作
Or 設定されたアラームのいずれか

がアラーム状態のとき動作
p8 保持／非保持

Hold アラーム ACK 操作まで
出力を保持する。

Nonhold アラーム解除と同時に
出力を解除する。

p9 ACK 時 の リ レ ー（DO チ ャ ネ ル ） 動 作
（Normal, Reset）

アラーム出力（再故障再アラーム）
構文 SRangeDO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

,p9
p1 チャネル番号
p2 出力種類（Alarm）
p3 スパン下限値（0 ～ 1）
p4 スパン上限値（0 ～ 1）
p5 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p6 励磁／非励磁

Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を励磁

De_Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を非励磁

p7 動作（Reflash）
p8 再故障再アラーム時間（500ms, 1s, 2s）
p9 ACK 時のリレー（DO チャネル） 動作

（Normal, Reset）

マニュアル出力
出力値を指定します。
構文 SRangeDO,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 出力種類（Manual）
p3 スパン下限値（0 ～ 1）
p4 スパン上限値（0 ～ 1）
p5 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p6 励磁／非励磁

Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を励磁

De_Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を非励磁

フェイル出力（GM10 だけ）
構文 SRangeDO,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 出力種類（Fail）
p3 スパン下限値（0 ～ 1）
p4 スパン上限値（0 ～ 1）
p5 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p6 非励磁（De_Energize）固定

De_Energize 出 力 時 に リ レ ー（DO
チャネル）を非励磁

クエリ SRangeDO[,p1]?
例 チャネル 0203 にアラームを出力する。スパン

下限、上限をそれぞれ 0、1 とし、「励磁」動作、
「Or」動作、「保持」動作とする。ACK 時の動

作を「Normal」とする。単位を「Unit」とする。
SRangeDO,0203,Alarm,0,1,Unit,Energ
ize,Or,Hold,Normal

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Manual の場合、p7 以降は設定できません。
・ p7=And または Or の場合、再故障再アラーム時間は

設定できません。
・ 個別アラーム ACK を使用する設定（SIndivAlmACK コ

マンド）になっているときは、p9=Reset に固定です。

SRangeAO
AO チャネルの動作
AO チャネルの動作を設定します。
スキップ
構文 SRangeAO,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 出力種類（Skip）

伝送出力
構文 SRangeAO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 出力種類（Trans）
p3 レンジ（AO_0-20mA, AO_4-20mA）
p4 スパン下限値

p3= AO_0-20mA：0 ～ 20000
p3= AO_4-20mA：4000 ～ 20000
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p5 スパン上限値
p3= AO_0-20mA　0 ～ 20000
p3= AO_4-20mA　4000 ～ 20000

p6 プリセット値（0 ～ 22000）
p7 参照チャネル種類（Input, Math, Com）

Input 入力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p8 参照チャネル番号
マニュアル出力
構文 SRangeAO,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 出力種類（ManualAO）
p3 レンジ（AO_0-20mA, AO_4-20mA）
p4 スパン下限値

p3= AO_0-20mA：0 ～ 20000
p3= AO_4-20mA：4000 ～ 20000

p5 スパン上限値
p3= AO_0-20mA：0 ～ 20000
p3= AO_4-20mA：4000 ～ 20000

p6 プリセット値（0 ～ 22000）
クエリ SRangeAO[,p1]?

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 入力チャネル、演算チャネル（付加仕様、/MT）、通

信チャネル（付加仕様、/MC）のいずれも無い場合、
伝送出力（p2=Trans）は設定できません。

・ p2=Trans の場合、参照チャネルに出力チャネル (AO、
DO) は指定できません。

SMoveAve
移動平均
AI チャネル、PI チャネルの移動平均を設定します。
構文 SMoveAve,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 サンプリング回数

高速 AI 以外：2 ～ 100（回）
高速 AI：2 ～ 500（回）

クエリ SMoveAve[,p1]?
例 チャネル 0002 にサンプリング回数 12 回の移

動平均を設定する。
SMoveAve,0002,On,12

SFilter
一次遅れフィルタの設定
高速 AI 方式のモジュール装着時の、高速 AI チャネルの一
次遅れフィルタを設定します。
構文 SFilter,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 一次遅れ係数（3 ～ 300）

クエリ SFilter[,p1]?
例 チャネル 0002 の一次遅れを 100 に設定する。

SFilter,0002,On,100
解説

・ 高速 AI 方式のアナログ入力モジュールのチャネルに
のみ有効です。

SBurnOut
センサーがバーンアウトしたときの動作
AI チャネルのバーンアウト時の動作を設定します。
構文 SBurnOut,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 バーンアウト処理（Off, Up, Down）

クエリ SBurnOut[,p1]?
例 チャネル 0001 でバーンアウトを検知したとき、

＋オーバ（Up）にする。
SBurnOut,0001,Up

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 4 線式 RTD 方式のモジュールでは無効です。

SRjc
基準接点補償方法
AI チャネルの基準接点補償の方法を設定します。

構文 SRjc,p1,p2,p3
p1 チャネル番号
p2 モード

Internal 内部の補償機能を使う。
External 外部の補償装置を使う。

p3 補償温度値
–200～ 800 –20.0 ～ 80.0℃
2531～ 3532 253.1 ～ 353.2K

クエリ SRjc[,p1]?
例 チャネル 0003 の基準接点補償を内部補償回路

で行う。
SRjc,0003,Internal
チャネル 0004 の基準接点補償を外部の補償装
置で行う。補償温度は –2.3℃とする。
SRjc,0004,External,-23

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Internal の場合、p3 は無効です。
・ 4 線式 RTD 方式のモジュールでは無効です。
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SAlarmIO
アラーム
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネルのアラームを設定
します。
アラームを設定しない
構文 SAlarmIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（Off）

アラームを出力しない
構文 SAlarmIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, DH, DL, RH, RL, TH, TL,  

FH, FL）
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、または、
LogT3）の場合、p4 は H、L、TH、または、
TL です。

p5 アラーム値
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、また
は、LogT3）の場合、p5 は指数表記（例：
1.23E10、仮数部桁数は SRangeAI コマン
ドの p8 のとおり）で指定します。

p6 検出（Off, On）
p7 出力（Off）

アラームを出力する
構文 SAlarmIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, DH, DL, RH, RL, TH, TL, 

FH, FL）
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、または、
LogT3）の場合、p4 は H、L、TH、または、
TL です。

p5 アラーム値
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、また
は、LogT3）の場合、p5 は指数表記（例：
1.23E10、仮数部桁数は SRangeAI コマン
ドの p8 のとおり）で指定します。

p6 検出（Off, On）
p7 出力

DO リレー（DO チャネル）へ
出力

SW 内部スイッチへ出力
p8 番号

p7=DO の場合 リレー（DO チャネル）番
号

p7=SW の場合 内 部 ス イ ッ チ 番 号（001
～ 100）

クエリ SAlarmIO[,p1[,p2]]?
例 チャネル 0001 のアラーム番号 2 に上限アラー

ム（H) を設定し、アラーム値を 1.8000V とする。
アラーム検出機能を使う。アラーム発生時にリ
レー（DO チャネル）番号 0205 のリレー（DO
チャネル）に出力する。
SAlarmIO,0001,2,On,H,18000,On,DO,02
05

解説
・ Skip を設定したチャネルには設定できません。
・ p3=Off の場合、p4 以降は設定できません。
・ P7=Off の場合、p8 は設定できません。
・ p5 のアラーム値は、下表の値を設定してください。

チャネル 
種類

入力 
種類

演算 
種類

アラーム種類
H, L, TH, TL RH, RL DH, DL

AI 
チャネル

Volt, 

GS, 

TC, 

RTD

Off （1） （3）
Delta（1） （3） （5）
Scale（2） （4）
Sqrt （2） （4）
LogT1

LogT2

LogT3

（6）

DI Off 0, 1 1
Delta（1） （3） （5）
Scale（2） （4）

DI 
チャネル

DI AI チャネルの DI 入力の場合と同じ。
Pulse なし 0 - 999999 1 - 999999 なし

PI 
チャネル

Pulse Off （1） （3）
Delta（1） （3） （5）
Scale（2） （4）

（1） 測定範囲内
（2） スケールの –5% ～ 105%、ただし小数点を除き、

–999999 ～ 999999 の範囲
（3） 1digit ～ ( 測定上限−測定下限 )
（4） 1digit ～ ( スケール上限−スケール下限 )、ただし小

数点を除き、1 ～ 999999 の範囲
（5） 差測定範囲内
（6） スパンの –5% ～ 105% を該当する LOG スケールに

変換した範囲
・ 出力種類が「マニュアル」の DO チャネルや内部スイッ

チは、出力先番号に設定できません。
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。
・ アラーム種類（p4）が FH、FL の場合、p5 は 0 を指定し

てください。

SAlmHysIO
アラームヒステリシス
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネルのアラームのヒス
テリシスを設定します。
構文 SAlmHysIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 ヒステリシス値（アラーム種類が H、L、

DH、DL のときだけ有効）
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演算 ヒステリシス値の設定範囲
Off 0 ～測定範囲の 5.0%。ただし、DI

チャネルの場合は 0 に固定です。
差演算 0 ～測定範囲の 5.0%。
リニアスケーリング、
開平演算

0 ～ 100000

LOG スケール（/LG） 0 に固定。

クエリ SAlmHysIO[,p1[,p2]]?
例 チャネル 0002 のアラーム 3 に、0.5% のヒステ

リシスを設定する。
SAlmHysIO,0002,3,5

解説
・ ディレイ上下限アラーム（TH、TL）／変化率上下限

アラーム（RH、RL）に対して設定したヒステリシス
は動作しません。

・ DI チャネルの入力種類が Pulse の場合、ヒステリシス
は 0 に固定です。

・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき
ません。

SAlmDlyIO
アラームディレイ時間
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネルのディレイアラー
ムのディレイ時間を設定します。
構文 SAlmDlyIO,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 時（0 ～ 24）
p3 分（0 ～ 59）
p4 秒（0 ～ 59）

クエリ SAlmDlyIO[,p1]?
例 チャネル 0001 のアラームディレイ時間を「2

分 30 秒」に設定する。
SAlmDlyIO,0001,0,2,30

解説
・ ディレイ時間は、測定周期 (SScan コマンド ) の整数

倍になるように設定してください。
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。

STagIO
タグ
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネル、AO チャネル、
DO チャネル、PID チャネルのタグを設定します。
構文 STagIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 タグ（最大 32 文字、UTF-8）
p3 タグ No.（最大 16 文字、ASCII）

クエリ STagIO[,p1]?
例 チャネル 0001 のタグを「SYSTEM1」、タグナ

ンバーを「TI002」に設定する。
STagIO,0001,’SYSTEM1’,’TI002’

解説
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。

SColorIO
チャネルの表示色
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネル、AO チャネル、
DO チャネル、PID チャネルの表示色を設定します。
構文 SColorIO,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255、解説を参照）
p3 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255、解説を参照）
p4 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255、解説を参照）

クエリ SColorIO[,p1]?
例 チャネル 0001 の表示色を赤（Red）にする。

SColorIO,0001,255,0,0
解説

・ 表示色の RGB 値は下表のとおりです。
色 R G B 記事

赤 Red 255 0 0
緑 Green 0 153 51
青 Blue 0 51 255

青紫 Blue violet 119 51 204 GX10/GP10
102 51 204 GX20/GP20 

GM10
茶 Brown 153 51 0

オレンジ Orange 255 153 51
黄緑 Yellow green 153 204 51 GX10/GP10

170 221 51 GX20/GP20 
GM10

水色 Light blue 119 170 221 GX10/GP10
153 204 255 GX20/GP20 

GM10
赤紫 Violet 204 102 204 GX10/GP10

221 153 221 GX20/GP20 
GM10

グレー Gray 153 153 153
ライム Lime 102 255 0
シアン Cyan 0 255 255

紺 DarkBlue 0 0 153
黄色 Yellow 255 255 0

ライトグレー Light gray 204 204 204
紫 Purple 153 0 153 GX10/GP10

136 0 136 GX20/GP20 
GM10

黒 Black 0 0 0
ピンク Deeppink 255 17 153

薄茶 Rosybrown 204 153 153
薄緑 Palegreen 153 255 153 GX10/GP10

187 255 153 GX20/GP20 
GM10

ダークグレー Gray31 102 102 102
オリーブ Olive 153 153 0

ダークシアン Dark cyan 0 153 153
若葉 Spring green 0 204 153 GX10/GP10

0 221 119 GX20/GP20 
GM10

・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき
ません。

2.4　設定コマンド



2-29IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

SZoneIO
波形の表示ゾーン
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネル、AO チャネル、
DO チャネル、PID チャネルの波形の表示ゾーンを設定し
ます。
構文 SZoneIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 ゾーン下限値 [%]（0 ～ 95）
p3 ゾーン上限値 [%]（5 ～ 100）

クエリ SZoneIO[,p1]?
例 チャネル 0001 の波形を表示幅の 0% ～ 30% に

表示する。
SZoneIO,0001,0,30

解説
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。

SScaleIO
スケールの表示［GX/GP］
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネル、AO チャネル、
DO チャネル、PID チャネルのスケール表示を設定します。
構文 SScaleIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 スケール表示位置（Off, 1 ～ 10）
p3 スケール分割数（4 ～ 12, C10）

クエリ SScaleIO[,p1]?
例 チャネル 0001 のスケールを表示位置 1 に表示

する。スケールを 4 等分する親目盛りを表示
する。
SScaleIO,0001,1,4

解説
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。

SBarIO
バーグラフ表示
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネル、AO チャネル、DO チャ
ネル、PID チャネルのバーグラフ表示を設定します。
構文 SBarIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 バー表示基準位置

Lower 下限
Center 中央
Upper 上限

p3 スケール分割数（4 ～ 12）
クエリ SBarIO[,p1]?
例 チャネル 0001 の測定値を、中央が基準のバー

グラフで表示する（Center）。スケールを 4 等
分する親目盛りを表示する。
SBarIO,0001,Center,4

解説
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません

SPartialIO
部分圧縮拡大表示［GX/GP］
AI チャネル、PI チャネル、PID チャネルの波形の部分圧
縮拡大表示を設定します。
構文 SPartialIO,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 部分圧縮 On/Off（On, Off）
p3 部分圧縮境界位置 [%]（1 ～ 99）
p4 部分圧縮境界値（スパン下限 +1digit ～ス

パン上限 –1digit）
クエリ SPartialIO[,p1]?
例 測定レンジが 0 ～ 1.0000V のチャネル 0001 で、

測定値 0.7500V を 50% の位置に表示する。
SPartialIO,0001,On,50,7500

解説
・ Skip を設定したチャネルには設定できません。

p2=Off 固定です。
・ LOG スケール（/LG）を設定したチャネル（SRangeAI

の p4 が LogT1、LogT2、または、LogT3）には設定
できません。p2=Off に固定です。

・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ P2=On はスパン上下限値に 2digit 以上差がある場合

に設定できます。

SBandIO
グリーンバンド
AI チャネル、PI チャネルのグリーンバンドを設定します。
構文 SBandIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 グリーンバンド領域（Off, In, Out）
p3 グリーンバンド表示色 RGB の R 値（0 ～

255）
p4 グリーンバンド表示色 RGB の G 値（0 ～

255）
p5 グリーンバンド表示色 RGB の B 値（0 ～

255）
p6 グリーンバンド表示下限（スパンまたは

スケール下限～スパンまたはスケール上
限）
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、また
は、LogT3）の場合、p6 は指数表記（例：
1.23E10、仮数部桁数は SRangeAI コマン
ドの p8 のとおり）で指定します。

p7 グリーンバンド表示上限（スパンまたは
スケール下限～スパンまたはスケール上
限）
LOG スケール（/LG）を設定したチャネル

（SRangeAI の p4 が LogT1、LogT2、また
は、LogT3）の場合、p7 は指数表記（例：
1.23E10、仮数部桁数は SRangeAI コマン
ドの p8 のとおり）で指定します。

クエリ SBandIO[,p1]?
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例 チャネル 0001 に、–0.5000 ～ 1.0000 内が青の
バンドを設定する。
SBandIO,0001,In,0,0,255,5000,10000

解説
・ Skip を設定したチャネルには設定できません。

p2=Off 固定です。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。

SAlmMarkIO
アラームマーク
AI チャネル、DI チャネル、PI チャネルのアラーム設定位
置を示すマークの表示を設定します。
構文 SAlmMarkIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13,p14,p15
p1 チャネル番号
p2 アラームマークをスケール上に表示（Off, On）
p3 アラームマークの種類

Alarm 既製のアラームマークを表示
Fixed 指定した色のマークを表示

p4 アラーム 1 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p5 アラーム 1 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p6 アラーム 1 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p7 アラーム 2 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p8 アラーム 2 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p9 アラーム 2 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p10 アラーム 3 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p11 アラーム 3 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p12 アラーム 3 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p13 アラーム 4 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p14 アラーム 4 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p15 アラーム 4 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

クエリ SAlmMarkIO[,p1]?
例 チャネル 0001 のアラーム 1 ～アラーム 4 のア

ラームマークを、それぞれ、赤、茶色、オレンジ色、
黄色の固定色で表示する。
SAlmMarkIO,0001,On,Fixed,255,0,0, 
165,42,42,255,165,0,255,255,0

解説
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。
・ 測定動作モードが高速の場合、DI チャネルには設定でき

ません。

SValueIO
上下限表示文字列
AI チャネル、DI チャネル、DO チャネル、PID チャネルの
上下限値表示文字列を設定します。
構文 SValueIO,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 下限値表示文字列（最大 8 文字、UTF-8）
p3 上限値表示文字列（最大 8 文字、UTF-8）

クエリ SValueIO[,p1]?
例 チャネル 0001 の下限値を「OFF」、上限値を

「ON」と表示する。
SValueIO,0001,’OFF’,’ON’

SCalibIO
入力値補正
AI チャネルの入力値補正を設定します。
入力値補正を使用しない
構文 SCalibIO,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 折線モード（Off）

入力値補正（折線近似、折線バイアス）を使用する
構文 SCalibIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,
p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p25,p
26,p27
p1 チャネル番号
p2 モード

Appro 折線近似
Bias 折線バイアス

p3 補正点の点数（2 ～ 12）
p4 補正点１の入力値
p5 補正点１の出力値
p6 補正点 2 の入力値
p7 補正点 2 の出力値
p8 補正点 3 の入力値
p9 補正点 3 の出力値
p10 補正点 4 の入力値
p11 補正点 4 の出力値
p12 補正点 5 の入力値
p13 補正点 5 の出力値
p14 補正点 6 の入力値
p15 補正点 6 の出力値
p16 補正点 7 の入力値
p17 補正点 7 の出力値
p18 補正点 8 の入力値
p19 補正点 8 の出力値
p20 補正点 9 の入力値
p21 補正点 9 の出力値
p22 補正点 10 の入力値
p23 補正点 10 の出力値
p24 補正点 11 の入力値
p25 補正点 11 の出力値
p26 補正点 12 の入力値
p27 補正点 12 の出力値
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入力値補正（補正係数）を使用する（/AH）
構文 SCalibIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,
p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p25,p
26,p27,p28,p29,p30,p31,p32,p33,p34
,p35,p36,p37,p38,p39
p1 チャネル番号
p2 モード

Correct 補正係数
p3 補正点の点数（2 ～ 12）
p4 未補正値 1 の入力値
p5 機器補正係数 1
p6 センサ補正係数 1
p7 未補正値 2 の入力値
p8 機器補正係数 2
p9 センサ補正係数 2
p10 未補正値 3 の入力値
p11 機器補正係数 3
p12 センサ補正係数 3
p13 未補正値 4 の入力値
p14 機器補正係数 4
p15 センサ補正係数 4
p16 未補正値 5 の入力値
p17 機器補正係数 5
p18 センサ補正係数 5
p19 未補正値 6 の入力値
p20 機器補正係数 6
p21 センサ補正係数 6
p22 未補正値 7 の入力値
p23 機器補正係数 7
p24 センサ補正係数 7
p25 未補正値 8 の入力値
p26 機器補正係数 8
p27 センサ補正係数 8
p28 未補正値 9 の入力値
p29 機器補正係数 9
p30 センサ補正係数 9
p31 未補正値 10 の入力値
p32 機器補正係数 10
p33 センサ補正係数 10
p34 未補正値 11 の入力値
p35 機器補正係数 11
p36 センサ補正係数 11
p37 未補正値 12 の入力値
p38 機器補正係数 12
p39 センサ補正係数 12

クエリ SCalibIO[,p1]?
例 チャネル 0001（測定範囲：0 ～ 1.0000V）に 3

点の補正点を指定する。補正点は、入力値が
0V のとき出力値が 0.0010V、入力値が 0.5000V
のとき出力値が 0.5020V、入力値が 1.0000V の
とき出力値が 0.9970V、とする。
SCalibIO,0001,Appro,3,0,10,5000, 
5020,10000,9970

解説
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ p3 で設定した点数を超える補正点の設定はできません。
・ AI チャネルの入力種類（SRangeAI コマンドの p2）が

Skip または DI の場合、p2=Off 以外は設定できません。

SPresetAO
プリセット動作の設定
AO チャネルのプリセット動作を設定します。
構文 SPresetAO,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 電源投入時の動作（Last, Preset）

Last 前回値保持
Preset プリセット値出力

p3 エラー時の動作（Last, Preset）
Last 前回値保持
Preset プリセット値出力

p4 ストップ時の動作（Last, Preset）
Last 前回値保持
Preset プリセット値出力

クエリ SPresetAO[,p1]?
例 AO チャネル 0001 のプリセット動作を、電源

投入時、エラー時、ストップ時すべてプリセッ
ト値出力に設定する。
SPresetAO,0001,Preset,Preset,Pres
et

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 「ストップ時の動作」は、測定停止、演算停止、また

は伝送出力が Off になっている状態を指します。

SMathBasic
演算チャネルの基本（/MT）
演算チャネルの基本動作を設定します。
構文
GX/GP SMathBasic,p1,p2,p3,p4,p5
GM SMathBasic,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 演算エラー時の表示
+Over 演算値を +Over と表示す

る。
-Over 演算値を -Over と表示す

る。
p2 オーバフローデータを検出したときの

SUM、AVE 演算
Error 演算結果を演算エラーに

する。
Skip オーバフローデータを無

視して演算を続ける。
Limit オーバフローデータの代

わりに、上限値または下
限値を使って演算する。

・ リニアスケーリングを
設定していないチャネ
ルでは、測定レンジの
上／下限値
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・ リニアスケーリングを
設定しているチャネル
では、スケーリングの
上／下限値

・ 演算チャネルでは、設
定したスパンの上／下
限値

p3 オーバフローデータを検出したときの
MAX、MIN、P-P 演算
Over オーバフローデータを

使って演算する。
Skip オーバフローデータを無

視して演算を続ける。
p4 START ／ STOP キー動作

（GX/GP：Off, Start/Stop, Reset+Start/
Stop）

（GM：Off）
Off 記録をスタートし、演算

はスタートしない。
Start/Stop 記録をスタートすると、

同時に演算をスタートす
る。

Reset+
Start/Stop

記録をスタートすると、
それまでの演算結果をリ
セットして演算をスター
トする。

p5 PSUMオーバ動作（GX/GP のとき）
Rotate ローテート
Over オーバ

p5 START キー動作（Off, Start, Reset+Start）
（GM のとき）
Off 記録をスタートし、演算

はスタートしない。
Start 記録をスタートすると、

同時に演算をスタートす
る。

Reset+
Start

記録をスタートすると、
それまでの演算結果をリ
セットして演算をスター
トする。

p6 STOP キー動作（Off, Stop）
Off 記録をストップし、演算

はストップしない。
Stop 記録をストップすると、

同時に演算をストップす
る。

p7 PSUMオーバ動作（GMのとき）
Rotate ローテート
Over オーバ

クエリ SMathBasic?
例 演算エラー時の表示を「+Over」、オーバフロー

データを検出したときの演算処理を「Skip」、
記録スタートと同時に演算もスタートするよ
うに設定する。
SMathBasic,+Over,Skip,Skip,Start/
Stop

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p5、p6 は、GX/GP では無効なパラメータです。
・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、p4=Off に固定です。

SKConst
演算定数（/MT）
演算に使う定数を設定します。
構文 SKConst,p1,p2

p1 定数番号（1 ～ 100）
p2 値（–9.9999999E+29 ～ –1E–30, 0, 1E–30

～ 9.9999999E+29、有効桁数 8 桁 )
クエリ SKConst[,p1]?
例 定数番号 12 に、定数 1.0000E–10 を設定する。

SKConst,12,1.0000E-10
解説

・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SRangeMath
演算式（/MT）
演算チャネルの演算式を設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangeMath,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 演算式の使用／未使用（Off）

使用するチャネル
構文 SRangeMath,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 演算式の使用／未使用（On）
p3 演算チャネル種類（Normal）
p4 演算式（最大 120 文字、ASCII）
p5 小数点位置（0 ～ 5）
p6 スパン下限値（-9999999 ～ 99999999）
p7 スパン上限値（-9999999 ～ 99999999）
p8 単位（最大 6 文字、UTF-8）

クエリ SRangeMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 に、演算式　0001+0002 を

設定する。測定範囲は 0.0 ～ 100.0% とする。
SRangeMath,015,On,Normal,0001+ 
0002,1,0,1000,’%’

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算式に空の文字列は設定できません。
・ スパンの上下限値に同じ値（スパン下限値 = スパン

上限値）は設定できません。
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STlogMath
TLOG（/MT）
演算チャネルの TLOG を設定します。
構文 STlogMath,p1,p2,p3,p4,p5

p1 チャネル番号
p2 タイマ種類

Timer タイマ
MatchTimeTimer マッチタイムタイマ

p3 タイマ番号（1 ～ 12）
p4 積算単位（Off, /sec, /min, /hour）
p5 リセット（On, Off）

クエリ STlogMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 にタイマ 2 を設定する。積

算単位は Off、リセット動作なしとする。
STlogMath,015,Timer,2,Off,Off

解説
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SRolAveMath
長時間移動平均（/MT）
演算チャネルに長時間移動平均を設定します。
構文 SRolAveMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 サンプル間隔（1 ～ 6s, 10s, 12s, 15s, 20s, 

30s, 1 ～ 6min, 10min, 12min, 15min, 
20min, 30min, 1h）

p4 サンプリング数（1 ～ 1500）
クエリ SRolAveMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 で、1 分間隔の 30 個のデー

タを移動平均して演算値とする。
SRolAveMath,015,On,1min,30

SAlarmMath
アラーム（/MT）
演算チャネルのアラームを設定します。
アラームを設定しない
構文 SAlarmMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（Off）

アラームを出力しない
構文 SAlarmMath,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, TH, TL, FH, FL）
p5 アラーム値（スパン範囲内）
p6 検出（Off, On）
p7 出力（Off）

アラームを出力する
構文 SAlarmMath,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, TH, TL, FH, FL）
p5 アラーム値（スパン範囲内）
p6 検出（Off, On）
p7 出力

DO リレー（DO チャネル）へ
出力

SW 内部スイッチへ出力
p8 番号

p7=DO の場合 リレー（DO チャネル）番
号

p7=SW の場合 内 部 ス イ ッ チ 番 号（001
～ 100）

クエリ SAlarmMath[,p1[,p2]]?
例 演算チャネル 015 のアラーム番号 2 に上限ア

ラーム（H) を設定し、アラーム値を 85.0 とする。
アラーム発生時にリレー（DO チャネル）番号
0105 のリレー（DO チャネル）に出力する。
SAlarmMath,015,2,On,H,850,On,
DO,0105

解説
・ Off の演算チャネルには設定できません。
・ p3=Off の場合、p4 以降は設定できません。
・ P7=Off の場合は設定できません。
・ 出力種類が「マニュアル」の DO チャネルや内部スイッ

チは、出力先番号に設定できません。
・ アラーム種類（p4）が FH、FL の場合、p5 は 0 を指定し

てください。
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SAlmHysMath
アラームヒステリシス（/MT）
演算チャネルのアラームのヒステリシスを設定します。
構文 SAlmHysMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 ヒステリシス値

アラーム種類 ヒステリシス値の設定範囲
H、L 0 ～ 100000

対数演算を使用するチャネル
構文 SAlmHysMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 ヒステリシス値仮数部（100 ～ 999）
p4 ヒステリシス値指数部（-16 ～ 16）

クエリ SAlmHysMath[,p1[,p2]]?
例 演算チャネル 015 のアラーム 3 にヒステリシ

スを設定する。
SAlmHysMath,015,3,10

解説
・ ディレイ上下限アラーム（TH、TL）に対して設定し

たヒステリシスは動作しません。

SAlmDlyMath
アラームディレイ時間（/MT）
演算チャネルのディレイアラームのディレイ時間を設定
します。
構文 SAlmDlyMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 時（0 ～ 24）
p3 分（0 ～ 59）
p4 秒（0 ～ 59）

クエリ SAlmDlyMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 のアラームディレイ時間を「2

分 30 秒」に設定する。
SAlmDlyMath,015,0,2,30

解説
・ ディレイ時間は、測定周期 (SScan コマンド ) の整数

倍になるように設定してください。

STagMath
タグ（/MT）
演算チャネルのタグを設定します。
構文 STagMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 タグ（最大 32 文字、UTF-8）
p3 タグ No.（最大 16 文字、UTF-8）

クエリ STagMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 のタグを「SYSTEM1」、タグ

ナンバーを「TI002」に設定する。
STagMath,015,’SYSTEM1’,’TI002’

SColorMath
チャネルの表示色（/MT）
演算チャネルの表示色を設定します。
構文 SColorMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p3 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p4 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255）

クエリ SColorMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 の表示色を赤にする。

SColorMath,015,255,0,0
解説

・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご
覧ください。

SZoneMath
波形の表示ゾーン（/MT）
演算チャネルの波形の表示ゾーンを設定します。
構文 SZoneMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 ゾーン下限値 [%]（0 ～ 95）
p3 ゾーン上限値 [%]（5 ～ 100）

クエリ SZoneMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 の波形を表示幅の 0% ～

30% に表示する。
SZoneMath,015,0,30

SScaleMath
スケールの表示（/MT）［GX/GP］
演算チャネルのスケール表示を設定します。
構文 SScaleMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 スケール表示位置（Off, 1 ～ 10）
p3 スケール分割数（4 ～ 12, C10）

クエリ SScaleMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 のスケールを表示位置 1 に

表示する。スケールを 4 等分する親目盛りを
表示する。
SScaleMath,015,1,4
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SBarMath
バーグラフ表示（/MT）
演算チャネルのバーグラフ表示を設定します。
構文 SBarMath,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 バー表示基準位置

Lower 下限
Center 中央
Upper 上限

p3 スケール分割数（4 ～ 12）
クエリ SBarMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 の演算値を、中央が基準の

バーグラフで表示する（Center）。スケールを
4 等分する親目盛りを表示する。
SBarMath,015,Center,4

SPartialMath
部分圧縮拡大表示（/MT）［GX/GP］
演算チャネルの波形の部分圧縮拡大表示を設定します。
構文 SPartialMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 部分圧縮 On/Off（On, Off）
p3 部分圧縮境界位置 [%]（1 ～ 99）
p4 部分圧縮境界値

クエリ SPartialMath[,p1]?
例 測定レンジが 0 ～ 1.0000V のチャネル 015 で、

測定値 0.7500V を 50% の位置に表示する。
SPartialMath,015,On,50,7500

解説
・ Off を設定したチャネルには設定できません。p2=Off

固定です。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ P2=On はスパン上下限値に 2digit 以上差がある場合

に設定できます。

SBandMath
グリーンバンド（/MT）
演算チャネルのグリーンバンドを設定します。
構文 SBandMath,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 グリーンバンド領域（Off, In, Out）
p3 グリーンバンド表示色 RGB の R 値（0 ～

255）
p4 グリーンバンド表示色 RGB の G 値（0 ～

255）
p5 グリーンバンド表示色 RGB の B 値（0 ～

255）
p6 グリーンバンド表示下限（スパン下限～

スパン上限）
p7 グリーンバンド表示上限（スパン下限～

スパン上限）
クエリ SBandMath[,p1]?

例 演算チャネル 015 に、–0.5000 ～ 1.0000 内が
青のバンドを設定する。
SBandMath,015,In,0,0,255,5000, 
10000

解説
・ Off を設定したチャネルには設定できません。p2=Off

固定です。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。

SAlmMarkMath
アラームマーク（/MT）
演算チャネルのアラーム設定位置を示すマークの表示を
設定します。
構文 SAlmMarkMath,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,

p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15
p1 チャネル番号
p2 アラームマークをスケール上に表示（Off, 

On）。
p3 アラームマークの種類

Alarm 既製のアラームマークを表示。
Fixed 指定した色のマークを表示。

p4 アラーム 1 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p5 アラーム 1 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p6 アラーム 1 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p7 アラーム 2 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p8 アラーム 2 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p9 アラーム 2 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p10 アラーム 3 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p11 アラーム 3 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p12 アラーム 3 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p13 アラーム 4 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p14 アラーム 4 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p15 アラーム 4 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

クエリ SAlmMarkMath[,p1]?
例 演算チャネル 015 のアラーム 1 ～アラーム 4

のアラームマークを、それぞれ、赤、茶色、オ
レンジ色、黄色の固定色で表示する。
SAlmMarkMath,015,On,Fixed,255,0,0, 
165,42,42,255,165,0,255,255,0

解説
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。
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SRangeCom
測定レンジ（/MC）
通信チャネルの測定レンジを設定します。
使用しないチャネル
構文 SRangeCom,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 使用／未使用（Off）

使用するチャネル
構文 SRangeCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 チャネル番号
p2 使用／未使用（On）
p3 小数点位置（0 ～ 5）
p4 スパン下限値（–9999999 ～ 99999999）
p5 スパン上限値（–9999999 ～ 99999999）
p6 単位（最大 6 文字、UTF-8）

クエリ SRangeCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 で、0.00 ～ 100.00% を測定

する。
SRangeCom,025,On,2,0,10000,’%’

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ スパンの上下限値に同じ値（スパン下限値 = スパン

上限値）は設定できません。

SValueCom
プリセット動作（/MC）
通信チャネルのプリセット動作を設定します。
構文 SValueCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 電源投入時の値 (Preset, Last)
p3 プリセット値 (–9.999999E+29 ～ –1E–30, 

0, 1E-30 ～ 9.999999E+29)
クエリ SValueCom[,p1]?
例 電源投入時に、通信チャネル 025 の値をプリ

セット値 0.5 に置き換える。
SValueCom,025,Preset,0.5

SWDCom
ウォッチドッグタイマ（/MC）
通信チャネルのウォッチドッグタイマを設定します。
ウォッチドッグタイマを使用しないチャネル
構文 SWDCom,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 ウォッチドッグタイマの使用（Off）

ウォッチドッグタイマを使用するチャネル
構文 SWDCom,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 ウォッチドッグタイマの使用（On）
p3 ウォッチドッグタイマ（1 ～ 120）[ 秒 ]
p4 タイマ満了時の動作 (Preset, Last)

クエリ SWDCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 のウォッチドッグタイマを

60 秒に設定する。ウォッチドックタイマ満了
時に、通信チャネル 025 の値をプリセット値
に置き換える。
SWDCom,025,On,60,Preset

解説
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。

SAlarmCom
アラーム（/MC）
通信チャネルのアラームを設定します。
アラーム設定なし
構文 SAlarmCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（Off）

アラームを出力しない
構文 SAlarmCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, TH, TL, FH, FL）
p5 アラーム値（スパン範囲内）
p6 検出（Off, On）
p7 出力（Off）

アラームを出力する
構文 SAlarmCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 アラーム有無（On）
p4 アラーム種類（H, L, TH, TL, FH, FL）
p5 アラーム値（スパン範囲内）
p6 検出（Off, On）
p7 出力（Off）

DO リレー（DO チャネル）出力
SW 内部スイッチへの出力

p8 番号
p7=DO の場合 リレー（DO チャネル）番号
p7=SW の場合 内 部 ス イ ッ チ 番 号（001

～ 100）
クエリ SAlarmCom[,p1[,p2]]?
例 通信チャネル 025 のアラーム番号 2 に上限ア

ラーム（H) を設定し、アラーム値を 85.0% と
する。アラーム発生時にリレー（DO チャネル）
番号 0105 のリレー（DO チャネル）に出力する。
SAlarmCom,025,2,On,H,850,On,
DO,0105

解説
・ Off の通信チャネルには設定できません。
・ p3=Off の場合、p4 以降は設定できません。
・ P7=Off の場合、p8 は設定できません。
・ 出力種類が「マニュアル」の DO チャネルや内部スイッ

チは、出力先番号に設定できません。

2.4　設定コマンド



2-37IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

・ アラーム種類（p4）が FH、FL の場合、p5 は 0 を指定し
てください。

SAlmHysCom
アラームヒステリシス（/MC）
通信チャネルのアラームのヒステリシスを設定します。
構文 SAlmHysCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 ヒステリシス値

アラーム種類 ヒステリシス値の設定範囲
H、L 0 ～ 100000

クエリ SAlmHysCom[,p1[,p2]]?
例 通信チャネル 025 のアラーム 3 にヒステリシ

スを設定する。
SAlmHysCom,025,3,10

解説
・ ディレイ上下限アラーム（TH、TL）に対して設定し

たヒステリシスは動作しません。

SAlmDlyCom
アラームディレイ時間（/MC）
通信チャネルのディレイアラームのディレイ時間を設定
します。
構文 SAlmDlyCom,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 時（0 ～ 24）
p3 分（0 ～ 59）
p4 秒（0 ～ 59）

クエリ SAlmDlyCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 のアラームディレイ時間を「2

分 30 秒」に設定する。
SAlmDlyCom,025,0,2,30

解説
・ ディレイ時間は、測定周期 (SScan コマンド ) の整数

倍になるように設定してください。

STagCom
タグ（/MC）
通信チャネルのタグを設定します。
構文 STagCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 タグ（最大 32 文字、UTF-8）
p3 タグ No.（最大 16 文字、ASCII）

クエリ STagCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 のタグを「SYSTEM1」、タグ

ナンバーを「TI002」に設定する。
STagCom,025,’SYSTEM1’,’TI002’

SColorCom
チャネルの表示色（/MC）
通信チャネルの表示色を設定します。
構文 SColorCom,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p3 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p4 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255）

クエリ SColorCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 の表示色を赤にする。

SColorCom,025,255,0,0
解説

・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご
覧ください。

SZoneCom
波形の表示ゾーン（/MC）
通信チャネルの波形の表示ゾーンを設定します。
構文 SZoneCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 ゾーン下限値 [%]（0 ～ 95）
p3 ゾーン上限値 [%]（5 ～ 100）

クエリ SZoneCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 の波形を表示幅の 0% ～

30% に表示する。
SZoneCom,025,0,30

SScaleCom
スケールの表示（/MC）［GX/GP］
通信チャネルのスケール表示を設定します。
構文 SScaleCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 スケール表示位置（Off, 1 ～ 10）
p3 スケール分割数（4 ～ 12, C10）

クエリ SScaleCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 のスケールを表示位置 1 に

表示する。スケールを 4 等分する親目盛りを
表示する。
SScaleCom,025,1,4
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SBarCom
バーグラフ表示（/MC）
通信チャネルのバーグラフ表示を設定します。
構文 SBarCom,p1,p2,p3

p1 チャネル番号
p2 バー表示位置

Lower 下限
Center 中央
Upper 上限

p3 バー分割数（4 ～ 12）
クエリ SBarCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 の値を、中央が基準のバー

グラフで表示する（Center）。スケールを 4 等
分する親目盛りを表示する。
SBarCom,025,Center,4

SPartialCom
部分圧縮拡大表示（/MC）［GX/GP］
通信チャネルの波形の部分圧縮拡大表示を設定します。
構文 SPartialCom,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 部分圧縮 On/Off（On, Off）
p3 部分圧縮境界位置 [%]（1 ～ 99）
p4 部分圧縮境界値

クエリ SPartialCom[,p1]?
例 測定レンジが 0 ～ 1.0000V のチャネル 025 で、

測定値 0.7500V を 50% の位置に表示する。
SPartialCom,025,On,50,7500

解説
・ Off を設定したチャネルには設定できません。p2=Off

固定です。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ P2=On はスパン上下限値に 2digit 以上差がある場合

に設定できます。

SBandCom
グリーンバンド（/MC）
通信チャネルのグリーンバンドを設定します。
構文 SBandCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 チャネル番号
p2 グリーンバンド領域（Off, In, Out）
p3 グリーンバンド表示色 RGB の R 値（0 ～ 

255）
p4 グリーンバンド表示色 RGB の G 値（0 ～ 

255）
p5 グリーンバンド表示色 RGB の B 値（0 ～ 

255）
p6 グリーンバンド表示下限（スパン下限 ～ 

スパン上限）
p7 グリーンバンド表示上限（スパン下限 ～ 

スパン上限）
クエリ SBandCom[,p1]?

例 通信チャネル 025 に、–0.5000 ～ 1.0000 内が
青のバンドを設定する。
SBandCom,025,In,0,0,255,5000,10000

解説
・ Off を設定したチャネルには設定できません。p2=Off

固定です。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。

SAlmMarkCom
アラームマーク（/MC）
通信チャネルのアラーム設定位置を示すマークの表示を
設定します。
構文 SAlmMarkCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p

8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15
p1 チャネル番号
p2 アラームマークをスケール上に表示（Off, 

On）
p3 アラームマークの種類

Alarm 既製のアラームマークを表示
Fixed 指定した色のマークを表示

p4 アラーム 1 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p5 アラーム 1 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p6 アラーム 1 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p7 アラーム 2 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p8 アラーム 2 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p9 アラーム 2 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p10 アラーム 3 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p11 アラーム 3 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p12 アラーム 3 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

p13 アラーム 4 のマーク色 RGB の R 値（0 ～
255）

p14 アラーム 4 のマーク色 RGB の G 値（0 ～
255）

p15 アラーム 4 のマーク色 RGB の B 値（0 ～
255）

クエリ SAlmMarkCom[,p1]?
例 通信チャネル 025 のアラーム 1 ～アラーム 4

のアラームマークを、それぞれ、赤、茶色、オ
レンジ色、黄色の固定色で表示する。
SAlmMarkCom,025,On,Fixed,255,0,0, 
165,42,42,255,165,0,255,255,0

解説
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。
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SCalibUseCom
入力値補正使用 / 未使用（/MC）
通信チャネルの入力値補正使用 / 未使用を設定します。
構文 SCalibUseCom,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 使用 / 未使用

Off 使用しない
On 使用する

クエリ SCalibUseCom[,p1]?
例 チャネル 001 の入力値補正を使用する。

SCalibUseCom,001,On
解説

・ p2=On にできる数には次の制限があります。
モデル GX10

GP10
GX20-1
GP20-1
GM10-1

GX20-2
GP20-2
GM10-2

On に設定できる数 50 150 300

・ 通信チャネル On/Off 設定（SRangeCom）で、p2=Off
の場合は、p2=Off 固定です。

・ 通信チャネルについては、2-12 ページの「2.3.2 パラ
メータの表記と値の範囲」を参照。

・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。

SCalibCom
入力値補正（/MC）
通信チャネルの入力値補正を設定します。
入力値補正を使用しない
構文 SCalibCom,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 折線モード（Off）

入力値補正（折線近似、折線バイアス）を使用する
構文 SCalibCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,

p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17
,p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p25,
p26,p27
p1 チャネル番号
p2 モード

Appro 折線近似
Bias 折線バイアス

p3 補正点の点数（2 ～ 12）
p4 補正点１の入力値
p5 補正点１の出力値
p6 補正点 2 の入力値
p7 補正点 2 の出力値
p8 補正点 3 の入力値
p9 補正点 3 の出力値
p10 補正点 4 の入力値
p11 補正点 4 の出力値
p12 補正点 5 の入力値
p13 補正点 5 の出力値
p14 補正点 6 の入力値
p15 補正点 6 の出力値
p16 補正点 7 の入力値
p17 補正点 7 の出力値
p18 補正点 8 の入力値

p19 補正点 8 の出力値
p20 補正点 9 の入力値
p21 補正点 9 の出力値
p22 補正点 10 の入力値
p23 補正点 10 の出力値
p24 補正点 11 の入力値
p25 補正点 11 の出力値
p26 補正点 12 の入力値
p27 補正点 12 の出力値

入力値補正（補正係数）を使用する（/AH）
構文 SCalibCom,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,

p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17
,p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p25,
p26,p27,p28,p29,p30,p31,p32,p33,p3
4,p35,p36,p37,p38,p39
p1 チャネル番号
p2 モード

Correct 補正係数
p3 補正点の点数（2 ～ 12）
p4 未補正値 1 の入力値
p5 機器補正係数 1
p6 センサ補正係数 1
p7 未補正値 2 の入力値
p8 機器補正係数 2
p9 センサ補正係数 2
p10 未補正値 3 の入力値
p11 機器補正係数 3
p12 センサ補正係数 3
p13 未補正値 4 の入力値
p14 機器補正係数 4
p15 センサ補正係数 4
p16 未補正値 5 の入力値
p17 機器補正係数 5
p18 センサ補正係数 5
p19 未補正値 6 の入力値
p20 機器補正係数 6
p21 センサ補正係数 6
p22 未補正値 7 の入力値
p23 機器補正係数 7
p24 センサ補正係数 7
p25 未補正値 8 の入力値
p26 機器補正係数 8
p27 センサ補正係数 8
p28 未補正値 9 の入力値
p29 機器補正係数 9
p30 センサ補正係数 9
p31 未補正値 10 の入力値
p32 機器補正係数 10
p33 センサ補正係数 10
p34 未補正値 11 の入力値
p35 機器補正係数 11
p36 センサ補正係数 11
p37 未補正値 12 の入力値
p38 機器補正係数 12
p39 センサ補正係数 12

クエリ SCalibCom[,p1]?
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例 通信チャネル 001（測定範囲：0.0 ～ 100.0）
に 3 点の補正点を指定する。補正点は、入力
値が 0.0 のとき出力値が 0.1、入力値が 50.0 の
とき出力値が 50.2、入力値が 100.0 のとき出力
値が 99.7 とする。
SCalibCom,001,Appro,3,0,1,50, 
502,1000,997

解説
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ 入力値補正使用有無の On/Off（SCalibUseCom コマ

ンドの p2）が Off の場合、p2=Off 固定です。
・ p3 で設定した点数を超える補正点の設定はできません。
・ 補正値は、レンジスパンには影響されません。

-9999999 ～ 99999999 の範囲で有効です。

SAlmLimit
変化率アラームのインターバル
変化率アラームの変化率のインターバルを設定します。
構文 SAlmLimit,p1,p2

p1 下降限インターバル
1～ 32 測定周期の倍数

p2 上昇限インターバル
1～ 32 測定周期の倍数

クエリ SAlmLimit?
例 変化率下降限アラーム、上昇限アラームのイ

ンターバルをそれぞれ、測定周期の「10」倍、
「20」倍に設定する。
SAlmLimit,10,20

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SIndivAlmACK
個別アラーム ACK
個別アラーム ACK 機能の使用／未使用を設定します。
構文 SIndivAlmACK,p1

p1 使用／未使用（Off, On）
クエリ SIndivAlmACK?
例 個別アラーム ACK 機能を使用する。

SIndivAlmACK,On

SAlmSts
アラーム表示の保持／非保持
アラーム表示の保持／非保持動作を設定します。
構文 SAlmSts,p1

p1 動作
Hold 保持
NonHold 非保持

クエリ SAlmSts?
例 アラーム ACK 操作があるまでアラーム表示を

「保持」する。
SAlmSts,Hold

2.4　設定コマンド

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 個別アラーム ACK 機能を使用する設定

（SIndivAlmACK コマンド）のときは p1=Hold に固定
です。

SAlmACKCmt
アラーム ACK コメント入力（/AS）
アラーム ACK コメント入力の使用 / 未使用を設定します。
構文 SAlmACKCmt,p1

p1 使用 / 未使用
On 使用する（アラーム ACK 時にコメン

ト入力ダイアログを表示）
Off 未使用

クエリ SAlmACKCmt?
例 アラーム ACK 時のコメント入力を使用する。

SAlmACKCmt,On

SFixedAlmACKCmt
ACK 定型コメント（/AS）
アラーム ACK 時に入力する定型コメントを設定します。
構文 SFixedAlmACKCmt,p1,p2

p1 ACK 定型コメント番号（1 ～ 10）
p2 コメント文字列（最大 50 文字、UTF-8）

クエリ SFixedAlmACKCmt?
例 「FIXED ACK COMMENT」を定型コメント番号

5 に設定する。
SFixedAlmACKCmt,5,’FIXED ACK 
COMMENT’

STimer
タイマ
タイマを設定します。
タイマを使用しない
構文 STimer,p1,p2

p1 タイマ番号（1 ～ 12）
p2 タイマの種類（Off）

相対時間タイマ
構文 STimer,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 タイマ番号（1 ～ 12）
p2 タイマの種類（Relative）
p3 時間間隔：日数（0 ～ 31）
p4 時間間隔：時間（HH）（00 ～ 23）
p5 時間間隔：分（MM）（00 ～ 59）
p6 演算スタート時リセット（Off, On）

絶対時間タイマ
構文 STimer,p1,p2,p3,p4,p5

p1 タイマ番号（1 ～ 12）
p2 タイマの種類（Absolute）
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p3 時間間隔（1min, 2min, 3min, 4min, 
5min, 6min, 10min, 12min, 15min, 20min, 
30min, 1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h）

p4 基準時刻：時（HH）（00 ～ 23）
p5 基準時刻：分（MM）（00 ～ 59）

クエリ STimer[,p1]?
例 タイマ番号 2 に、6 時間 30 分の、相対時間タ

イマを設定する。演算をスタートしたときに、
タイマをリセットする。
STimer,2,Relative,0,6,30,On

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ p2=Relative、p3=0 の場合、「00:00」（p4、p5）は設

定できません。

SMatchTimer
マッチタイムタイマ
マッチタイムタイマを設定します。
マッチタイムタイマを使用しない
構文 SMatchTimer,p1,p2

p1 マッチタイムタイマ番号（1 ～ 12）
p2 種類（Off）

時刻一致が一年に一回発生するマッチタイムタイマ
構文 SMatchTimer,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 マッチタイムタイマ番号（1 ～ 12）
p2 種類（Year）
p3 起動日時：月（Jan, Feb, Mar, Apr, May, 

Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec）
p4 起動日時：日（1 ～ 31、指定した月によ

り異なる）
p5 時間間隔：時間（HH）（00 ～ 23）
p6 時間間隔：分（MM）（00 ～ 59）
p7 タイマ動作

Single 単発
Repeat 繰り返し

時刻一致が一月に一回発生するマッチタイムタイマ
構文 SMatchTimer,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 マッチタイムタイマ番号（1 ～ 12）
p2 種類（Month）
p3 起動日時：日（1 ～ 28）
p4 時間間隔：時間（HH）（00 ～ 23）
p5 時間間隔：分（MM）（00 ～ 59）
p6 タイマ動作

Single 単発
Repeat 繰り返し

時刻一致が一週間に一回発生するマッチタイムタイマ
構文 SMatchTimer,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 マッチタイムタイマ番号（1 ～ 12）
p2 種類（Week）
p3 起動日時：曜日

Sun 日曜日
Mon 月曜日
Tue 火曜日
Wed 水曜日
Thu 木曜日
Fri 金曜日
Sat 土曜日

p4 時間間隔：時間（HH）（00 ～ 23）
p5 時間間隔：分（MM）（00 ～ 59）
p6 タイマ動作

Single 単発
Repeat 繰り返し

時刻一致が一日に一回発生するマッチタイムタイマ
構文 SMatchTimer,p1,p2,p3,p4,p5

p1 マッチタイムタイマ番号（1 ～ 12）
p2 種類（Day）
p3 時間間隔：時間（HH）（00 ～ 23）
p4 時間間隔：分（MM）（00 ～ 59）
p5 タイマ動作

Single 単発
Repeat 繰り返し

クエリ SMatchTimer[,p1]?
例 マッチタイムタイマ番号 2 に、毎年 4 月 17 日

21 時 30 分に動作するタイマを設定する。
SMatchTimer,2,Year,Apr,17,21,30,Re
peat

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
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SEventAct
イベントアクション
イベントアクションを設定します。
構文 SEventAct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

SEventAct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8
SEventAct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8
,p9
SEventAct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,
p9,p10
SEventAct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,
p9,p10,p11
p1 イベントアクション番号（1 ～ 50）
p2 種類（Off, On）
p3 イベント種類（下表を参照）
p4 対象要素番号（下表を参照）
p5 イベント詳細（下表を参照）
p6 動作モード（下表を参照）
p7 アクション種類（下表を参照）
p8 対象要素番号（下表を参照）
p9 アクション詳細 1（下表を 参照）
p10 アクション詳細２（下表を参照）
p11 アクション詳細 3（下表を参照）

p3 p4 p5 p6
イベント種類 設定値 対象要素番号 イベント詳

細
動作モード

内部スイッチ SW 1～ 100 - Rising,	Falling,	
Both

リモート DI チャネル番号 - Rising,	Falling,	
Both

リレー（DOチャネ
ル）

DO チャネル番号 - Rising,	Falling,	
Both

アラーム	
（入出力チャネル）

AlarmIO チャネル番号 1～ 4 Rising,	Falling,	
Both

アラーム	
（演算チャネル）

AlarmMath チャネル番号 1～ 4 Rising,	Falling,	
Both

アラーム	
（通信チャネル）

AlarmCom チャネル番号 1～ 4 Rising,	Falling,	
Both

全アラーム AlarmAll - - Rising,	Falling,	
Both

全未来アラーム *2 FAlarmAll - - Rising,	Falling,	
Both

機器状態 Status - Memory
( 記録）

Rising,	Falling,	
Both

Math
（演算）

機器状態 *1 Status - UserLock
（ユーザロッ
クアウト）

機器状態 [GX/GP]*1 Status - Login
（本器にログ
イン中）

機器状態 Status - MemMediaErr
（メモリ、メ
ディア異常）
MeasureErr
（測定異常）
CommErr
（通信異常）

タイマ Timer 1 ～ 12 - Edge
マッチタイムタイマ MatchTimeTimer 1 ～ 12 - Edge
ユーザファンクショ
ン

UserFunction 1 ～ 2 - Edge

ヘルススコア通知*3 HealthScore - - Edge

*1 拡張セキュリティ機能（/AS）が有効時に有効です。
*2 測定動作モードが標準、拡張セキュリティ機能（/AS）が無効、マルチバッチ

機能（/BT）が無効時に有効です。
*3 マルチバッチ機能（/BT）が無効かつ測定動作モードが標準のとき有効です。

条件 p7 p8 p9 p10 p11
P6 アクション種類 設定値 対象要

素番号
アクショ
ン詳細１

アクショ
ン詳細２

アクショ
ン詳細 3

Rising,		
Falling,		
Edge

記録 Memory - Start,	
Stop

- ALL,	バッ
チグルー
プ番号 *4

演算（演算チャ
ネル）

Math - Start,	
Stop,	

- -

Reset - ALL,	バッ
チグルー
プ番号 *4

表示レート切り
換え [GX/GP]

RateChange 1,	2 - - -

フラグ Flag 1 ～ 20 - - -
DO 出力 *1 DO チャネ

ル番号
Off,	On - -

内部スイッチへ
出力 *2

SW チャネ
ル番号

Off,	On - -

マニュアルサン
プル

ManualSample - - - -

アラーム ACK AlarmACK - - - -
スナップショッ
ト [GX/GP]

Snapshot - - - -

時刻合わせ TimeAdjust - - - -
表示データセー
ブ

SaveDisplay - - - ALL,	バッ
チグルー
プ番号 *4

イベントデータ
セーブ

SaveEvent 1 - - ALL,	バッ
チグルー
プ番号 *4

イベントトリガ
*3

Trigger 1,	2 - - -

メッセージ Message 1 ～
100

All,	Select 表示グ
ループ番
号 *4

バッチグ
ループ番
号 *4

表示グループ切
り換え [GX/GP]

GroupChange 表示グ
ループ
番号 *4

- - バッチグ
ループ番
号 *4

相対時間タイマ
リセット

TimerReset 1 ～ 12 - - -

設定ロード ConfigLoad 1 ～ 10 - - -
設定セーブ	[GM] ConfigSave 1 ～ 10 - - -
お気に入り画面
表示 [GX/GP]

PlayList 1 ～ 20 - - -

パターンファイ
ルのロード	*5

ProgPatLoad 1 ～ 10 - - -

プロファイル波
形ロード *6

ProfileLoad 1 ～ 50 - - -

予兆検知モデル
ロード

ModelLoad 1 ～ 50 - - -

予兆検知区間 Section - Start,	
Stop

- -

プロファイル波
形Hold*6

ProfileHold - On,	Off - -

Both 記録スタートス
トップ

MemoryStartStop - - - ALL,	バッ
チグルー
プ番号 *4

演算スタートス
トップ

MathStartStop - - - -

表示レート切り
換え 1／ 2	[GX/
GP]

RateChange1_2 - - - -

フラグ On/Off FlagOn_Off 1 ～ 20 - - -
DO	On/Off*1 DOOn_Off チャネ

ル番号
- - -

内部スイッチ
On/Off*2

SWOn_Off チャネ
ル番号

- - -

予兆検知区間ス
タート /ストッ
プ

SectionStartStop	 - - - -

プロファイル波
形Hold	On/Off

ProfileHoldOnOff - - - -
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*1 種類が ｢マニュアル ｣の DOだけに出力できます。
*2 種類が ｢マニュアル ｣の SWだけに出力できます。
*3 拡張セキュリティ機能（/AS）が無効時に有効です。
*4 設定範囲については、「2.3.2 パラメータの表記と値の範囲」を参照してくだ

さい。
*5 プログラム制御機能（/PG）でのみ有効です。
*6 通信チャネル機能（/MC）でのみ有効です。

クエリ SEventAct[,p1]?
無効なパラメータがある場合、クエリ時その
パラメータは空白です。

例 リモート制御入力（チャネル 0101）の信号が
立ち上がったとき（Rising）に、記録をスター
トする。イベントアクション番号 2 を使用する。
SEventAct,2,On,DI,0101,,Rising,Mem
ory,,Start

解説
・ イベントとアクションの組み合わせには制限があり

ます。詳細は、Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパ
レスレコーダユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-
01JA）の「1.19　イベントアクション機能を設定する」、
または、データアクイジションシステム GM ユーザー
ズマニュアル（IM 04L55B01-01JA）の「2.20　イベン
トアクション機能を設定する」をご覧ください。

・ 該当しないパラメータはデリミタ「,」（カンマ）だけ
を書きます（値を書いても無効です）。

・ イベント種類「DI」は、リモートモジュールに設定し
た（SModeDI コマンド）DI モジュールのチャネルです。

・ p3=Status、p6=Both は、アクションとして指定でき
る項目（フラグ、DO チャネル、または、内部スイッ
チのどれか）が有効なときに設定できます。

・ 演算チャネルとフラグは付加仕様（/MT）です。
・ 通信チャネルは付加仕様（/MC）です。

SReport
レポートの種類（/MT）
作成するレポートの種類を設定します。
レポートを作成しない
構文 SReport,p1

p1 種類（Off）
時報と日報
構文 SReport,p1,p2

p1 種類（Hour+Day）
p2 作成する時刻：時（HH）（00 ～ 23）

日報と週報
構文 SReport,p1,p2,p3

p1 種類（Day+Week）
p2 作成する曜日（Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, 

Sat, Sun）
p3 作成する時刻：時（HH）（00 ～ 23）

日報と月報
構文 SReport,p1,p2,p3

p1 種類（Day+Month）
p2 作成日（1 ～ 28）
p3 作成する時刻：時（HH）（00 ～ 23）

バッチ報
構文 SReport,p1,p2

p1 種類（Batch）
p2 データ記録間隔（2min, 3min, 4min, 5min, 

10min, 15min, 30min, 1h）
日報カスタム
構文 SReport,p1,p2,p3,p4,p5

p1 種類（Custom）
p2 データ記録間隔（2min, 3min, 4min, 5min, 

10min, 15min, 30min, 1h）
p3 ファイル作成周期（4h, 6h, 8h, 12h, 24h）
p4 作成する時刻：時（HH）（00 ～ 23）
p5 作成する時刻：分（MM）（00 ～ 59）

クエリ SReport[,p1]?
例 日報を毎日 9 時に、月報を毎月 1 日の 9 時に

作成する。
SReport,Day+Month,1,09

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p1=Off の場合、p2 以降は設定できません。
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SRepData
レポートデータ（/MT）
レポートのデータ種類とファイルについて設定します。
構文 SRepData,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 演算種類１（Max, Min, Ave, Sum, Inst）
p2 演算種類 2（Off, Max, Min, Ave, Sum, Inst）
p3 演算種類 3（Off, Max, Min, Ave, Sum, Inst）
p4 演算種類 4（Off, Max, Min, Ave, Sum, Inst）
p5 演算種類 5（Off, Max, Min, Ave, Sum, Inst）

Off なし
Max 最大値
Min 最小値
Ave 平均値
Sum 積算値
Inst 瞬時値

p6 作成ファイル
Combine 1 ファイル
Separate 分割

クエリ SRepData?
例 日報と月報に、最大値、最小値、平均値を記載

する。日報と月報は 1 つのファイルに出力する。
SRepData,Max,Min,Ave,Off,Combine

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SRepTemp
レポート出力（/MT）
レポートの出力方法を設定します。
構文 SRepTemp,p1,p2,p3

p1 EXCEL テンプレート
Off 無効
On 有効

p2 PDF 出力（Off, On）
p3 プリンタ出力（Off, On）

クエリ SRepTemp?
例 EXCEL テンプレートを使ったレポートを出力

する。
SRepTemp,On,Off,Off

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SDigitalSign
電子署名の付加（/MT）
帳票テンプレート出力の PDF ファイルに、電子署名を付
加するかしないかを設定します。
構文 SDigitalSign,p1,p2

p1 署名対象（PDF）
p2 電子署名の付加（Off, On）

クエリ SDigitalSign[p1]?
例 帳票テンプレート出力の PDF ファイルに、電

子署名を付加する。
SDigitalSign,PDF,On

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SRepCh
レポートチャネル（/MT）
レポートチャネルにチャネルを割り当てます。
レポートチャネルに何も割り当てない
構文 SRepCh,p1,p2

p1 レポートチャネル番号
p2 使用（Off）

レポートチャネルに割り当てる
構文 SRepCh,p1,p2,p3,p4

p1 レポートチャネル番号
p2 使用

IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル
Com 通信チャネル

p3 チャネル番号
p4 積算単位（Off, /sec, /min, /hour, /day）

クエリ SRepCh[,p1]?
例 レポートチャネル 1 に入出力チャネル 0002 を

割り当てる。積算単位を「Off」とする。
SRepCh,001,IO,0002,Off

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p2=Off の場合、p3 以降は設定できません。
・ 通信チャネルは付加仕様（/MC）です。
・ 測定動作モードがデュアルインターバルのとき、設定

可能なチャネル数が半分になります。
・ 測定動作モードが高速、またはデュアルインターバル

で、測定周期が 50ms 以下の場合、設定可能なチャネ
ルの数に制限がかかります。
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SRepBatchInfo
バッチ情報出力（/MT）
バッチ情報出力を設定します。
構文 SRepBatchInfo,p1

p1 バッチ情報出力（Off, On）
Off 無効
On 有効

クエリ SRepBatchInfo?
例 バッチ情報出力をします。

SRepBatchInfo,On

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SLcd
LCD［GX/GP］
LCD の輝度とバックライトセーバを設定します。
構文 SLcd,p1,p2,p3,p4

p1 輝度（1 ～ 6）
p2 バックライトセーバ モード

Off 未使用
Dimmer 減光
TimeOff 消灯

p3 バックライトセーバ 移行時間（1min, 
2min, 5min, 10min, 30min, 1h）

p4 バックライトセーバ 復帰要因
Key+Touch キーまたはタッチパ

ネル
Key+Touch+Alarm キー、タッチパネル、

またはアラーム
クエリ SLcd?
例 LCD 輝度を 3 とし、バックライトセーバ機能

を使い減光する。セーバへの移行時間は 5 分、
キーとタッチ操作でセーバから復帰する。
SLcd,3,Dimmer,5min,Key+Touch

解説
・ p3 以降は、p2=Off 以外の場合に有効です。

SViewAngle
視野角［GX/GP］
視野角を設定します。
構文 SViewAngle,p1

p1 視野角
Upper 上から見易くなる状態
Lower 下から見易くなる状態

クエリ SViewAngle?
例 視野角を上から見易くなるように設定する。

SViewAngle,Upper

解説
・ このコマンドは、GX10/GP10 に対して有効です。

SBackColor
画面の背景色［GX/GP］
画面の背景色を設定します。
構文 SBackColor,p1,p2,p3

p1 背景色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p2 背景色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p3 背景色 RGB の B 値（0 ～ 255）

クエリ SBackColor?
例 背景色に黒を設定する。

SBackColor,0,0,0

解説
・ RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご

覧ください。

SGrpChange
グループ自動切り換え時間［GX/GP］
表示グループを自動的に切り換える時間を設定します。
構文 SGrpChange,p1

p1 グループ自動切り換え時間（5s, 10s, 20s, 
30s, 1min）

クエリ SGrpChange?
例 切り換え時間を 1 分に設定する。

SGrpChange,1min

SAutoJump
モニタ自動復帰動作［GX/GP］
操作がないときに、あらかじめ指定した画面（基準画面）
に戻るまでの時間を設定します。
構文 SAutoJump,p1

p1 モニタ自動復帰動作（Off, 1min, 2min, 
5min, 10min, 20min, 30min, 1h）

クエリ SAutoJump?
例 自動復帰時間を 5 分に設定する。

SAutoJump,5min

SCalFormat
カレンダーの表示フォーマット［GX/GP］
カレンダーの表示フォーマットを設定します。
構文 SCalFormat,p1

p1 週の開始曜日（Sun, Mon）
クエリ SCalFormat?
例 週の開始曜日を月曜日にする。

SCalFormat,Mon
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SBarDirect
バーグラフの表示方向［GX/GP］
バーグラフの表示方向を設定します。
構文 SBarDirect,p1

p1 表示方向
Horizontal 横
Vertical 縦

クエリ SBarDirect?
例 横方向に表示にする。

SBarDirect,Horizontal

SChgMonitor
モニタからの各値の変更
モニタから各値を変更する操作の無効／有効を設定しま
す。
構文 SChgMonitor,p1

p1 無効／有効（Off, On）
クエリ SChgMonitor?
例 モニタからの各値の変更を有効にする。

SChgMonitor,On

STrdWave
トレンド波形表示［GX/GP］
トレンド波形の表示方法を設定します。
構文 STrdWave,p1,p2

p1 波形表示方向
Horizontal 横
Vertical 縦

p2 スタート時波形消去
Off 消去しない。
On 消去する。

クエリ STrdWave?
例 トレンド波形を縦表示、記録スタート時に波

形を消去する。
STrdWave,Vertical,On

解説
・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、p2=On に固定です。

STrdScale
トレンド表示のスケール板［GX/GP］
トレンド表示のスケール板を設定します。
構文 STrdScale,p1,p2,p3

p1 スケール板数値の表示桁
Normal 標準
Fine 詳細

p2 現在値表示
Mark マーク
Bar バーグラフ

p3 現在値マークに付随するチャネル番号の
表示桁数
0-digit 0 桁（チャネル番号を表示

しない）
3-digit 3 桁
4-digit 4 桁

クエリ STrdScale?
例 スケール板数値の表示桁を「詳細」、現在値表

示をバーグラフで表示、現在値マークチャネ
ル番号を４桁表示にする。
STrdScale,Fine,Bar,4-digit

STrdLine
トレンド波形線幅、グリッド［GX/GP］
トレンド表示の波形の線幅と表示エリアのグリッドを設
定します。
構文 STrdLine,p1,p2

p1 線幅
Thick 太い
Normal 標準
Thin 細い

p2 グリッド
Auto 自動
4 ～ 12 グリッド数

クエリ STrdLine?
例 トレンド波形の線幅を「細い」、グリッド数を

「10」にする。
STrdLine,Thin,10

2.4　設定コマンド
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STrdRate
トレンドの更新周期の切り換え［GX/GP］
トレンドの更新周期の切り換えを設定します。
構文 STrdRate,p1,p2

p1 トレンド更新周期切り換え
Off 切り換えしない。
On 切り換える。

p2 第２更新周期（5s, 10s, 15s, 30s, 1min, 
2min, 5min, 10min, 15min, 20min, 30min, 
1h, 2h, 4h, 10h）

クエリ STrdRate?
例 第 2 更新周期を 30 秒にする。

STrdRate,On,30s

解説
・ 記録中は、p1 パラメータの設定はできません。
・ 演算中は、p1 パラメータの設定はできません。
・ p2 は、p1=On の場合に有効です。
・ 測定周期より速い第 2 更新周期は設定できません。
・ 電磁リレー方式のアナログ入力モジュールを使用（構

築）している場合は、30s より速いトレンド更新周期
は設定できません。

・ マルチバッチ機能（/BT）有効時は、p1=On に固定です。
・ 測定動作モードが高速、またはデュアルインターバル

のとき、このコマンドは設定できません。

STrdKind
トレンドの種類［GX/GP］
表示するトレンド波形の種類を設定します。
構文 STrdKind,p1

p1 種類
「T-Y」固定

クエリ STrdKind?
例 直交座標で表示する。

STrdKind,T-Y

STrdPartial
トレンド部分圧縮拡大表示［GX/GP］
トレンドの部分圧縮拡大表示の有効／無効を設定します。
構文 STrdPartial,p1

p1 無効／有効（Off, On）
クエリ STrdPartial?
例 部分圧縮拡大表示を有効にする。

STrdPartial,On

SMsgBasic
メッセージの書き込み
メッセージ書き込みの動作を設定します。
構文 SMsgBasic,p1,p2,p3

p1 メッセージ書き込み方法
（GX/GP：Common, Separate）
（GM：Common）
Common すべての表示グループにメッ

セージを書き込む。
Separate 表示しているグループだけに

メッセージを書き込む。
p2 停電メッセージ（Off, On）
p3 変更メッセージ

（GX/GP：On, Off）
（GM：On, Off　拡張セキュリティ機能（/

AS）が無効時は Off 固定。）
クエリ SMsgBasic?
例 表示しているグループだけにメッセージを書

き込む、停電メッセージと変更メッセージを
有効にする。
SMsgBasic,Separate,On,On

SGroup
表示グループ
表示グループを設定します。
構文 SGroup,p1,p2,p3,p4

p1 グループ番号
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 グループ名（最大 16 文字、UTF-8）
p4 チャネル文字列

・ チャネル番号で指定。入出力チャネル
は 4 桁のチャネル番号、演算チャネル
は先頭に「A」を付けた番号（A015）、
通信チャネルは先頭に「C」を付けた
番号（C020）で指定します。1 チャネ
ルの最大文字数は、4 文字です。

・ 「.」（ピリオド）でチャネル番号を区
切ります（例を参照）。

クエリ SGroup[,p1]?
チャネル文字列は、設定した文字列がそのま
ま出力されます。

例 チャネル 0001、0003、0005、A001、および
C023 を「GROUP A」という名前でグループ 2
に設定する。
SGroup,2,On,’GROUP A’,’1.3.5.A1.
C23’

解説
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。
・ p4 は、デュアルインターバル測定で IO チャネルの場

合、SDualGroup コマンドで設定した測定グループの
チャネルのみ選択できます。

2.4　設定コマンド



2-48 IM 04L51B01-17JA

STripLine
表示グループのトリップライン
表示グループごとのトリップラインを設定します。
構文 STripLine,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 グループ番号
p2 トリップライン番号（1 ～ 4）
p3 使用／未使用（Off, On）
p4 表示位置 [%]（１～ 100）
p5 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p6 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p7 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255）
p8 線幅

（GX/GP：Thin, Normal, Thick）
（GM：Normal）
Thin 細い
Normal 標準
Thick 太い

クエリ STripLine[,p1[,p2]]?
例 グループ 2 の 80% の位置に、トリップライン

2 を赤い太い線幅で表示する。
STripLine,2,2,On,80,255,0,0,Thick

解説
・ RGB の値については、コマンド SColorIO の解説をご

覧ください。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。

SSclBmp
ビットマップファイルのスケール板を使用

［GX/GP］
表示グループのトレンド画面にビットマップファイルの
スケール板を表示するかどうか、を設定します。
構文 SSclBmp,p1,p2

p1 グループ番号
p2 使用／未使用（Off, On）

クエリ SSclBmp[,p1]?
例 表示グループ 3 で、スケール板のビットマッ

プファイルを使用する。
SSclBmp,3,On

解説
・ 使用するビットマップファイルは、本器での操作で指

定します。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ有効です。

SMessage
メッセージ
メッセージを設定します。
構文 SMessage,p1,p2

p1 メッセージ番号（１～ 100）
p2 メッセージ文字列（最大 32 文字、UTF-8）

クエリ SMessage[,p1]?
例 「MESSAGE77」という文字列をメッセージ番号

77 に設定する。
SMessage,77,’MESSAGE77’

STimeZone
タイムゾーン
タイムゾーンを設定します。
構文 STimeZone,p1,p2

p1 タイムゾーン：時（–13 ～ 13）
p2 タイムゾーン：分（0 ～ 59）

クエリ STimeZone?
例 グリニッジ標準時からのオフセットタイムを 9

時間進みにする。
STimeZone,9,0

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SDateBasic
徐々に時刻調整する動作
徐々に時刻調整する動作を設定します。
構文 SDateBasic,p1,p2

p1 徐々に時刻修正する限界値（Off, 5s, 10s, 
15s）

p2 時刻修正限界値超えの場合の動作
NotChange 変更しない。
Change 変更する。

クエリ SDateBasic?
例 限界値を 15 秒、限界値を超える時間差がある

場合は、時刻を変更しない。
SDateBasic,15s,NotChange

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

2.4　設定コマンド
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SDateFormat
日付フォーマット
日付のフォーマットを設定します。
構文 SDateFormat,p1,p2,p3

p1 日付フォーマット
YYMMDD 年月日
MMDDYY 月日年
DDMMYY 日月年

p2 区切り文字
/ スラッシュ
. ドット ( ピリオド )
- ハイフン

p3 月表示
Digit 月を数字で表示（１～ 12）
Letter 月を文字で表示（Jan, Feb, 

Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, 
Sep, Oct, Nov, Dec）

クエリ SDateFormat?
例 日付のフォーマットを「年 / 月 / 日」、月表示

を数字に設定する。
SDateFormat,YYMMDD,/,Digit

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SDst
夏時間
夏時間を設定します。
構文 SDst,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9

p1 使用／未使用（Use, Not）
p2 開始日時：月（Jan, Feb, Mar, Apr, May, 

Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec）
p3 開始日時：週（1st, 2nd, 3rd, 4th, Last）
p4 開 始 日 時： 曜 日（Sun, Mon, Tue, Wed, 

Thu, Fri, Sat）
p5 開始日時：時（0 ～ 23）
p6 終了日時：月（Jan, Feb, Mar, Apr, May, 

Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec）
p7 終了日時：週（1st, 2nd, 3rd, 4th, Last）
p8 終 了 日 時： 曜 日（Sun, Mon, Tue, Wed, 

Thu, Fri, Sat）
p9 終了日時：時（0 ～ 23）

クエリ SDst?
例 6 月第 1 日曜日 0 時に夏時間に切り換え、12

月第 1 日曜日 0 時に冬時間に戻す。
SDst,On,Jun,1st,Sun,0,Dec,1st,Sun, 
0

SLang
言語
使用言語を設定します。
構文 SLang,p1

p1 言語（Japanese, English, German, French, 
Chinese, Russian, Korean, Italian）

クエリ SLang?
例 日本語に設定する。

SLang,Japanese

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ このコマンドで言語設定を変更した場合、本器が再起

動する場合があります。

SDPoint
小数点種類
小数点種類を設定します。
構文 SDPoint,p1

p1 小数点種類
Point 小数点を「.」（ポイント）で

表示。
Comma 小数点を「,」（カンマ）で表示。

クエリ SDPoint?
例 小数点をカンマにする。

SDPoint,Comma

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SFailAct
FAIL リレーの動作（/FL）［GX/GP］
FAIL リレー（DO チャネル）動作を設定します。
構文 SFailAct,p1

p1 動作
Fail FAIL 情報を出力
Status 機器情報出力

クエリ SFailAct?
例 FAIL リレー（DO チャネル）から FAIL 信号を

出力する。
SFailAct,Fail

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

2.4　設定コマンド



2-50 IM 04L51B01-17JA

SFailSts
出力する機器情報（/FL）［GX/GP］
FAIL リレー（DO チャネル）から出力する機器情報を設定
します。
構文 SFailSts,p1,p2,p3,p4,p5

p1 メモリ／メディア状態（Off, On）
p2 測定異常（Off, On）
p3 通信異常（Off, On）
p4 記録ストップ（Off, On）
p5 アラーム（Off, On）

クエリ SFailSts?
例 各情報を出力する。

SFailSts,On,On,On,On,On

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SPrinter
プリンタ
プリンタを設定します。
構文 SPrinter,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 IP アドレス（0. 0. 0. 0 ～ 255. 255. 255. 
255）

p2 用紙サイズ（A4, A3, Letter）
p3 用紙方向（Horizontal, Vertical）
p4 解像度 [dpi]（300, 600）
p5 印刷枚数（1 ～ 10）
p6 スナップショット

（GX/GP：Off, On）
（GM：Off）

p7 スナップショット印刷時、用紙サイズに
合わせる

（GX/GP：Off, On）
（GM：Off）

クエリ SPrinter?
例 IP アドレスを「192.168.111.24」、用紙サイズ

を「A3」、用紙方向、「Horizontal」、解像度「600」、
印刷枚数「2」、スナップショット「On」を設
定する。用紙サイズに合わせて印刷する。
Sprinter,192.168.111.24,A3,Horizon
tal,600,2,On,On

SLed
LED インジケータの動作［GX/GP］
前面にある LED インジケータの動作を設定します。
構文 SLed,p,p2

p1 種類（Function）
p2 動作

Off 電源状態
AlarmAll アラーム大代表

クエリ SLed?

例 LED インジケータの動作を「アラーム大代表」
に設定する。
SLed,Function,AlarmAll

SSound
音［GX/GP］
タッチ音、警報音を設定します。
構文 SSound,p1,p2

p1 タッチ音（Off, On）
p2 警報音（Off, On）

クエリ SSound?
例 タッチ音、警報音を鳴らす。

SSound,On,On

SInstruTag
機器タグ
タグを設定します。
構文 SInstruTag,p1,p2

p1 タグ（最大 32 文字、UTF-8）
p2 タグ No.（最大 16 文字、ASCII）

クエリ SInstruTag?
例 本器のタグを「GX」、タグ No を「12345」に

設定する。
SInstruTag,’GX’,’12345’

SConfCmt
設定ファイルコメント
設定ファイルコメントを設定します。
構文 SConfCmt,p1

p1 設定ファイルコメント（最大 50 文字、
UTF-8）

クエリ SConfCmt?
例 「SETTING FILE COMMENT」を設定する。

SConfCmt,’SETTING FILE COMMENT’

SFixedConfCmt
定型コメント（/AS）
設定ファイルコメントの定型コメントを設定します。
構文 SFixedConfCmt,p1,p2

p1 定型コメント番号（1 ～ 10）
p2 定型コメント（最大 50 文字、UTF-8）

クエリ SFixedConfCmt?
例 「FIXED COMMENT」を定型コメント番号 5 に

設定する。
SFixedConfCmt,5,’FIXED COMMENT’

2.4　設定コマンド
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SUsbInput
USB 入力機器［GX/GP］
USB 入力機器を設定します。
構文 SUsbInput,p1

p1 USB 入力機器種類
Japanese_109 日本語キーボード
English_104 英語キーボード
Barcode バーコードリーダ

クエリ SUsbInput?
例 日本語キーボードを設定する。

SUsbInput,Japanese_109

解説
・ このコマンドは、USB インタフェース（/UH）が付い

ている製品で有効です。

・ バーコードリーダにより実行できるコマンドについ
ては、Model GX10/GX20/GP10/GP20　ペーパレス
レコーダユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）
の「1.18.11 USB 入力機器を設定する」をご覧ください。

SSetComment
設定変更コメント（/AS）
設定変更時にコメントを入力するかしないかの設定をし
ます。
構文 SSetComment,p1

p1 設定変更時のコメント入力の使用／未使
用
On 設定変更時にコメント入力する。
Off 設定変更時にコメント入力しない。

クエリ SSetComment?
例 設定変更時にコメントを入力する。

SSetComment,On

SSwitch
内部スイッチの動作
内部スイッチの動作を設定します。
構文 SSwitch,p1,p2,p3,p4

p1 内部スイッチ番号（1 ～ 100）
p2 出力種類

Alarm アラームを出力する。
Manual 出力値を指定する。

p3 動作
And 設定されたアラームがすべてア

ラーム状態のとき動作する。
Or 設定されたアラームのいずれか

がアラーム状態のとき動作する。
p4 電源

Last 前回値を出力する
On 1 を出力する
Off 0 を出力する

クエリ SSwitch[,p1]?

例 内部スイッチ 3 にアラームを出力する。「Or」
動作とする。
SSwitch,3,Alarm,Or

解説
・ p3 は、p2=Alarm の場合に有効です。
・ p4 は、p2=Manual の場合に有効です。

SSerialBasic
シリアル通信の基本（/C2 または /C3）
シリアル通信の基本を設定します。
使用しない
構文 SSerialBasic,p1

p1 ファンクション（Off）
標準／バーコード／ DARWIN 互換通信
構文 SSerialBasic,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 ファンクション
（GX/GP：Normal, Barcode, Darwin）
（GM：Normal, Darwin）

p2 アドレス（1 ～ 99）
p3 ボーレート [bps]（1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200）
p4 パリティ（Odd, Even, None）
p5 ストップビット [bit]（1, 2）
p6 データ長 [bit]（7, 8）
p7 ハンドシェイク（Off:Off, XON;XON, 

XON:RS, CS:RS）
Modbus マスタ／ Modbus スレーブ
構文 SSerialBasic,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ファンクション（Master, Slave）
p2 アドレス（1 ～ 247）
p3 ボーレート [bps]（1200, 2400, 4800, 9600, 

19200, 38400, 57600, 115200）
p4 パリティ（Odd, Even, None）
p5 ストップビット [bit]（1, 2）

クエリ SSerialBasic?
例 ボーレートを「9600」、データ長を「8」、パリ

ティチェックを「ODD」、ストップビットを「1」、
ハンドシェイクを「OFF:OFF」、アドレスを「02」、
プロトコルを「NORMAL」にする。
SSerialBasic,Normal,2,9600,Odd,1,8
,Off:Off

解説
・ p1=Master は、付加仕様 /MC が付いている場合のみ

設定できます
・ このコマンドで設定した内容は、OSeriApply コマン

ドによって有効になります。OSeriApply コマンドを
発行するまで、本器のシリアル設定は変更されません。

・ バーコードリーダにより実行できるコマンドについ
ては、Model GX10/GX20/GP10/GP20　ペーパレス
レコーダユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）
の「1.18.11 USB 入力機器を設定する」をご覧ください。
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SModMaster
Modbus マスタ（/C2/MC または /C3/MC）
Modbus マスタの動作を設定します。
構文 SModMaster,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 マスタ機能（Off, On）
p2 通信周期（100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 

5s, 10s, 20s, 30s, 1min）
p3 通信タイムアウト（100ms, 200ms, 

250ms, 500ms, 1s, 2s 5s, 10s, 1min）
p4 コマンド間ウェイト（Off, 5ms, 10ms, 

20ms, 50ms, 100ms）
p5 復帰動作：リトライ回数（Off, 1, 2, 3, 4, 5, 

10, 20）
p6 復帰動作：復帰待ち時間（Off, 5s, 10s, 30s, 

1min, 2min, 5min）
クエリ SModMaster?
例 通信周期を「500ms」、通信タイムアウト時

間を「250ms」、コマンド間ウェイト時間を
「10ms」、リトライ回数を「2」、復帰待ち時間

を「5min」に設定する。
SModMaster,On,500ms,250ms,2,5min

SModMCmd
Modbus マスタの送信コマンド（/C2/MC 
または /C3/MC）
Modbus マスタの送信コマンドを設定します。
構文 SModMCmd,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 コマンド番号（1 ～ 100）
p2 コマンド種類

Off コマンド無効
Write 他機器の Modbus レジスタへ

値を書き込む。
Read 他機器の Modubs レジスタの

値を読み込む。
p3 スレーブ番号（1 ～ 247）
p4 データ型

BIT Bit String データ
INT16 符号付 16 ビット整数
UINT16 符号なし 16 ビット整数
INT32_B 符号付 32 ビット整数 ( 上位、

下位の順 )
INT32_L 符号付 32 ビット整数 ( 下位、

上位の順 )
UINT32_B 符号なし 32 ビット整数 ( 上位、

下位の順 )
UINT32_L 符号なし 32 ビット整数 ( 下位、

上位の順 )
FLOAT_B 32 ビット浮動小数点 ( 上位、

下位の順 )
FLOAT_L 32 ビット浮動小数点 ( 下位、

上位の順 )
p5 レジスタ（1 ～ 465535）
p6 チャネル種類

IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル
Com 通信チャネル

p7 先頭チャネル
p8 終了チャネル

クエリ SModMCmd[p1]?
例 コマンド番号 2 に、「スレーブ番号 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、通信チャ
ネル C002 に読み込む」を登録する。
SModMCmd,2,Read,5,INT32_B,30003, 
Com,002,002

解説
・ p2=Read の場合、p6、p7、p8 には通信チャネルを設

定します。
・ p7、p8 には同種のチャネルを設定します。
・ 演算チャネルは付加仕様（/MT）です。
・ データ型、レジスタ、チャネル種類については、

Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ
ユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）の「4.5.1
　Modbus クライアント／マスタ機能」、または、デー
タアクイジションシステム GM ユーザーズマニュアル

（IM 04L55B01-01JA）の「4.5.1　Modbus クライアン
ト／マスタ機能」をご覧ください。

SSerialAutoLOut
シリアル通信時の自動ログアウト（/C2 ま
たは /C3）
シリアル通信時の自動ログアウト機能を設定します。
構文 SSerialAutoLOut,p1

p1 自動ログアウト機能（Off, 1min, 2min, 
5min, 10min）

クエリ SSerialAutoLOut?
例 シリアル通信によりログインしたユーザの自

動ログアウト時間を 1 分にする。
SSerialAutoLOut,1min

解説
・ 自動ログアウトは、通信セキュリティ機能が「Login」

（SSecurity コマンドの p2）に設定されていて、シ
リアル基本設定のレシーバ・ファンクション設定

（SSerialBasic コマンドの p1）が「Normal」の場合に、
シリアル通信経由でログインしたユーザに適用されま
す。

2.4　設定コマンド
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SIpAddress
IP アドレス情報
IP アドレス情報を設定します。
構文 SIpAddress,p1,p2,p3

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 ェ イ（0.0.0.0 ～

255.255.255.255）
クエリ SIpAddress?
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
ウェイを「192.168.111.20」 にする。
SIpAddress,192.168.111.24,255.255. 
255.0,192.168.111.20

解説
・ このコマンドで設定した内容は、OIPApply コマンド

によって有効になります。OIPApply コマンドを発行
するまで、本器の IP アドレスは変更されません。

・ IP アドレス（p1）とサブネットマスク（p2）は、ネッ
トワークに応じて有効な組み合わせで設定をしてくだ
さい。

SClient
クライアント機能
クライアント機能を設定します。
構文 SClient,p1,p2

p1 クライアント種類（FTP, SMTP, SNTP, 
MODBUS, WATT, SLMP）

p2 クライアント機能（Off, On）
クエリ SClient[p1]?
例 FTP クライアント機能を使う。

SClient,FTP,On

解説
・ Modbus クライアントは、通信チャネル機能（付加仕

様、/MC）が付いている製品で有効です。
・ WATT 接続クライアントは、WT 通信機能（/E2）が付

いている製品で有効です。
・ SLMP クライアントは、SLMP クライアント（付加仕様、

/E4）が付いている製品で有効です。

SClientEncrypt
クライアント通信の暗号化
FTP クライアント通信、SMTP クライアント通信を暗号化
するかしないかを設定します。
構文 SClientEncrypt,p1,p2,p3

p1 クライアント種類（FTP, SMTP）
p2 暗号化（Off, On）
p3 証明書の検証（Off, On）

クエリ SClientEncrypt[p1]?

例 FTP クライアント通信を暗号化する。本器に
入っている証明書と、サーバから受信した証
明書が一致することを確認する。
SClientEncrypt,FTP,On,On

SDns
DNS 情報
DNS 情報を設定します。
ホスト（本器）
構文 SDns,p1,p2,p3

p1 設定の種類（Host）
p2 ホスト名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ドメイン名（最大 64 文字、ASCII）

DNS サーバ
構文 SDns,p1,p2,p3

p1 設定の種類（Server）
p2 DNS サーバプライマリ（0.0.0.0 ～

255.255.255.255）
p3 DNS サ ー バ セ カ ン ダ リ（0.0.0.0 ～

255.255.255.255）
サフィックス設定
構文 SDns,p1,p2,p3

p1 設定の種類（Suffix）
p2 ドメインサフィックスプライマリ（最大

64 文字、ASCII）
p3 ドメインサフィックスセカンダリ（最大

64 文字、ASCII）
クエリ SDns[p1]?
例 プライマリ DNS サーバの IP アドレスを

「192.168.111.1」、セカンダリ DNS サーバの IP
アドレスを「192.168.111.10」にする。
SDns,Server,192.168.111.1,192.168. 
111.10

解説
・ このコマンドで設定した内容は、OIPApply コマンド

によって有効になります。OIPApply コマンドを発行
するまで、本器の IP アドレスは変更されません。
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SDhcp
DHCP クライアント
DHCP クライアントを設定します。
IP アドレスを自動取得しない
構文 SDhcp,p1

p1 IP アドレスの自動取得（Off）
IP アドレスを自動取得する
構文 SDhcp,p1,p2,p3

p1 IP アドレスの自動取得（On）
p2 DNS 情報取得（Off, On）
p3 ホスト名自動登録（Off, On）

クエリ SDhcp?
例 IP アドレスを自動取得する、DNS 情報を取得

する、ホスト名の自動登録をする。
SDhcp,On,On,On

解説
・ このコマンドで設定した内容は、OIPApply コマンド

によって有効になります。OIPApply コマンドを発行
するまで、本器の IP アドレスは変更されません。

・ ネットワークモジュール使用時は p1 の設定はネット
ワークモジュールにも適用されます。

SFtpKind
FTP 転送するファイル
FTP クライアント機能により転送するファイルを設定しま
す。
構文 SFtpKind,p1,p2

p1 設定の種類
（GX/GP：Data, Report, Snapshot, 

AlarmSummary, ManualSample, Setting, 
HealthMonitor）

（GM：Data, Report, AlarmSummary, 
ManualSample, Setting, HealthMonitor）
Data 表示データファイル、イ

ベ ン ト デ ー タ フ ァ イ ル
を、ファイル作成時に自
動転送。

Report レポートデータファイル
を、ファイル作成時に自
動転送。

Snapshot スナップショットデータ
フ ァ イ ル を、 ス ナ ッ プ
ショット実行時に自動転
送。

AlarmSummary アラームサマリを転送
ManualSample マニュアルサンプルを、

マニュアルサンプル実行
時に自動転送。

Setting 設定変更時に設定ファイ
ルを自動転送。

HealthMonitor ヘルスモニタログファイ
ルの作成時に自動転送。

p2 転送有無（Off, On）

クエリ SFtpKind[p1]?
例 表示データファイル、イベントデータファイ

ルを自動転送する。
SFtpKind,Data,On

解説
・ レポートは付加仕様（/MT）です。
・ p1=Setting は、拡張セキュリティ機能（/AS）有効時、

設定できます。

SFtpTime
FTP 転送時間シフト
FTP クライアント機能によるファイル転送での転送時間シ
フトを設定します。
構文 SFtpTime,p1,p2

p1 設定の種類
Data 表示データファイル、イベント

データファイル
Report レポートデータファイル

p2 転送シフト時間 [ 分 ]（0 ～ 120）
クエリ SFtpTime[p1]?
例 レポートデータファイルの FTP 転送を 30 分シ

フトする（遅らせる）。
SFtpTime,Report,30

解説
・ レポートは付加仕様（/MT）です。

SFtpCnct
FTP クライアントの接続先サーバ
FTP クライアントが接続するサーバを設定します。
構文 SFtpCnct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 接続先
Primary 第１優先
Secondary 第２優先

p2 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）
p4 ユーザ名（最大 32 文字、ASCII）
p5 パスワード（最大 32 文字、ASCII）
p6 ディレクトリ名（最大 64 文字、ASCII）
p7 PASV モード（Off, On）

クエリ SFtpCnct[p1]?
パスワードは「*」で表示されます。

例 第 1 優先の接続先として、サーバ「server1」、
ポート番号「21」を設定する。ユーザ名

「Administrator1」、パスワード「password1」、
ディレクトリ名「directory1」とする。PASV モー
ドは Off とする。
SFtpCnct,Primary,’server1’,21,’Adm
inistrator1’,’password1’,’director
y1’,Off
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SSmtpLogin
SMTP ユーザ認証
SMTP でのユーザ認証方法を設定します。
構文 SSmtpLogin,p1

p1 ユーザ認証種類
Off 認証を使わない。
Auth-Smtp Authentication SMTP 認証を

使う。
POP3 POP Before SMTP（非暗号化）

を使う。
APOP POP Before SMTP（暗号化）

を使う。
クエリ SSmtpLogin?
例 認証を使わない。

SSmtpLogin,Off

SSmtpCnct
SMTP クライアントの接続先サーバ
SMTP クライアントが接続するサーバを設定します。
構文 SSmtpCnct,p1,p2,p3,p4,p5

p1 接続先サーバ種類（SMTP, POP）
p2 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）
p4 ユーザ名（最大 32 文字、ASCII）
p5 パスワード（最大 32 文字、ASCII）

クエリ SSmtpCnct[p1]?
パスワードは「*」で表示されます。

例 SMTP サーバ「SMTPserver1」に接続する。ポー
ト番号は「25」、ユーザ名「administrator1」、
パスワード「password1」とする。
SSmtpCnct,SMTP,’SMTPserver1’,25,’a
dministrator1’,’password1’

SMailHead
メールのヘッダ
送信先アドレスを含む、メールヘッダを設定します。
構文 SMailHead,p1,p2,p3,p4

p1 送信元アドレス（最大 64 文字、ASCII）
p2 送信先アドレス 1（最大 150 文字、ASCII）
p3 送信先アドレス 2（最大 150 文字、ASCII）
p4 題名 [Subject] への追加文字列（最大 32

文字、ASCII）
クエリ SMailHead?
例 送信元アドレス「recorder1@data.com」、送信

先アドレス「pc1@data.com」。題名に「part1」
を追加する。
SMailHead,’recorder1@data.com’, 
’pc1@data.com’,,’part1’

SMailBasic
メール本文の共通部分
すべてのメールの本文に共通な項目を設定します。
構文 SMailBasic,p1,p2

p1 ヘッダ文字列（最大 128 文字、UTF-8）
p2 送信元 URL 付加（Off, On）

クエリ SMailBasic?
例 ヘッダを「recorder1」とし、送信元 URL を付

加する。
SMailBasic,’recorder1’,On
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SMail
メール種類ごとの送信先と動作
メール種類ごとの送信先と動作を設定します。
アラーム通知
構文 SMail,p1,p2,p3,p4,p5

p1 設定の種類（Alarm）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

Off 送信しない。
1 送信先 1 に送信する。
2 送信先 1 に送信する。
1+2 送信先 1 と 2 に送信する。

p3 瞬時値データ付加の有無（Off, On）
p4 アラーム動作

On アラーム発生時にメールを送信。
On+Off アラーム発生時と解除時にメー

ルを送信。
p5 題名へのタグ No またはチャネル番号付加

（Off, On）
定刻送信
構文 SMail,p1,p2,p3

p1 設定の種類（Time）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）
p3 瞬時値データ付加の有無（Off, On）

レポート通知（/MT）
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（Report）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

メディア通知
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（Media）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

電源投入通知
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（Power）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

システムエラー通知
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（System）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

ユーザロックアウト通知（/AS）
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（UserLock）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

ヘルススコア通知
構文 SMail,p1,p2

p1 設定の種類（HealthScore）
p2 送信先（Off, 1, 2, 1+2）

クエリ SMail[p1]?
例 アラーム発生時と解除時に、送信先 1 にアラー

ム通知を送信する。送信時の瞬時値データを
付加し、題名にタグ No またはチャネル番号を
付加する。
SMail,Alarm,1,On,On+Off,On

SMailAlarm
アラーム通知メールの対象チャネル
設定したチャネルのアラーム状態を検知し、アラーム通
知を送信します。
構文 SMailAlarm,p1

p1 チャネル文字列（最大 249 文字、最大 50
チャネル）

・ チャネル番号で指定します。入出力
チャネルは 4 桁のチャネル番号、演算
チャネルは先頭に「A」を付けた番号

（A015）、通信チャネルは先頭に「C」
を付けた番号（C020）で指定します。
1 チャネルの最大文字数は、4 文字で
す。

・ 「.」（ピリオド）でチャネル番号を区切
ります（例を参照）。

・ 先頭チャネルから終了チャネルまで全
てを指定する場合は、「-」（ハイフン）
で区切ります。「-」（ハイフン）指定で、
有効チャネルがない場合エラーになり
ます（例を参照）。

クエリ SMailAlarm?
チャネル文字列は、設定した文字列がそのま
ま出力されます。

例 チャネル 0001 ～ 0021、0101、A025、C003
をアラーム通知の対象となるチャネルとする。
SMailAlarm,’1-21.101.A25.C3’

SMailAlarmLevel
アラーム通知メールの対象アラームレベル
設定したアラームレベルのすべてのアラーム状態を検知
し、アラーム通知を送信します。
構文 SMailAlarmLevel,p1,p2,p3,p4

p1 アラームレベル 1（On, Off）
p2 アラームレベル 2（On, Off）
p3 アラームレベル 3（On, Off）
p4 アラームレベル 4（On, Off）

クエリ SMailAlarmLevel?
例 アラームレベル 1 と 2 を On、3 と 4 を Off に

する。
SMailAlarmLevel,On,On,Off,Off
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SMailAlarmDetect
アラーム通知メール送信のアラーム検知方
法
アラーム通知メール送信のアラーム検知方法を指定しま
す。
構文 SMailAlarmDetect,p1

p1 検知方法（Ch, Level）
クエリ SMailAlarmDetect?
例 アラームレベル検知にする。

SMailAlarmLevel,Level

解説
・ p1 を Ch にした場合は SMailAlarm コマンドの設定、

Level にした場合は SMailAlarmLevel コマンドの設定
に従いアラームを検知してメールを送信します。

SMailTime
定刻送信メールの送信時刻
定刻送信メールを送信する時刻を設定します。
構文 SMailTime,p1,p2,p3,p4

p1 送信先（1 ～ 2）
p2 基準時刻：時（HH）（00 ～ 23）
p3 基準時刻：分（MM）（00 ～ 59）
p4 送信間隔（1h, 2h, 3h, 4h, 6h, 8h, 12h, 24h）

クエリ SMailTime[,p1]?
例 送信先 1 に、毎日 8 時 30 分にメールを送信する。

SMailTime,1,08,30,24

SSntpCnct
SNTP クライアント
SNTP クライアントの動作と接続するサーバを設定しま
す。
構文 SSntpCnct,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p2 ポート番号（1 ～ 65535）
p3 基準時刻：時（HH）（00 ～ 23）
p4 基準時刻：分（MM）（00 ～ 59）
p5 問い合わせ間隔（6h, 12h, 24h）
p6 タイムアウト時間（10s, 30s, 90s）
p7 記録スタート時調整（Off, On）

クエリ SSntpCnct?
例 サーバ名を「sntpserver1」、ポート番号を「123」、

タイムアウト時間を「30 秒」、毎日 12:00 と記
録スタート時に時刻を問い合わせる。
SSntpCnct,’sntpserver1’,123,12,00,
24,30s,On

SModClient
Modbus クライアントの動作（/MC）
Modbus クライアントの動作を設定します。
構文 SModClient,p1,p2,p3,p4

p1 通信周期（100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 
5s, 10s, 20s, 30s, 1min）

p2 復帰待ち時間（Off, 5s, 10s, 30s, 1min, 
2min, 5min）

p3 接続維持（Off, On）
p4 接続維持時間 [ 秒 ]（１～ 10）

クエリ SModClient?
例 通信周期を「100ms」、復帰待ち時間を「Off」、

接続維持時間を「1 秒」に設定する。
SModClient,100ms,off,on,1

SModCList
Modbus クライアントの接続先サーバ（/
MC）
Modbus クライアントの接続先サーバを設定します。
構文 SModCList,p1,p2,p3

p1 登録番号
p2 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）

クエリ SModCList[,p1]?
例 登録番号 1 に、サーバ名「recorder1」、ポート

番号「502」を設定する。
SModCList,1,’recorder1’,502
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SModCCmd
Modbus クライアントの送信コマンド（/
MC）
Modbus クライアントの送信コマンドを設定します。
構文 SModCCmd,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

,p9
p1 コマンド番号
p2 コマンド種類

Off コマンド無効
Write 他機器の Modbus レジスタへ

値を書き込む。
Read 他機器の Modubs レジスタの

値を読み込む。
p3 サーバ番号（1 ～ 16）
p4 ユニット番号（1 ～ 255）
p5 データ型

BIT Bit String データ
INT16 符号付 16 ビット整数
UINT16 符号なし 16 ビット整数
INT32_B 符号付 32 ビット整数 ( 上位、

下位の順 )
INT32_L 符号付 32 ビット整数 ( 下位、

上位の順 )
UINT32_
B

符号なし 32 ビット整数 ( 上位、
下位の順 )

UINT32_
L

符号なし 32 ビット整数 ( 下位、
上位の順 )

FLOAT_B 32 ビット浮動小数点 ( 上位、
下位の順 )

FLOAT_L 32 ビット浮動小数点 ( 下位、
上位の順 )

p6 レジスタ（1 ～ 465535）
p7 チャネル種類

IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル
Com 通信チャネル

p8 先頭チャネル
p9 終了チャネル

クエリ SModCCmd[p1]?
例 コマンド番号 2 に、「サーバ番号 5、ユニット

番号 1 の機器の、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、通信
チャネル C002 に読み込む」を登録する。
SModCCmd,2,Read,5,1,INT32_B,30003, 
Com,C002,C002

解説
・ p2=Read の場合、p7、p8、p9 には通信チャネルを設

定します。
・ p8、p9 には同種のチャネルを設定します。
・ 演算チャネルは付加仕様（/MT）です。

・ データ型、レジスタ、チャネル種類については、
Model GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ
ユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-01JA）の「4.5.1
　Modbus クライアント／マスタ機能」、または、デー
タアクイジションシステム GM ユーザーズマニュアル

（IM 04L55B01-01JA）の「4.5.1　Modbus クライアン
ト／マスタ機能」をご覧ください。

SServer
サーバ機能
サーバ機能の有効、無効を設定します。
構文 SServer,p1,p2,p3

p1 サーバ種類（FTP, HTTP, SNTP, MODBUS, 
GENE, EtherNetIP, DARWIN, OPC-UA）
GENE 汎用通信

p2 動作（Off, On）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）

クエリ SServer[,p1]?
例 FTP サーバ機能を使う。

SServer,FTP,On,21

解説
・ 他の機能で使用しているポート番号と重複するポート

番号は設定できません。
・ p3 に 44818、2222、34150、34151 は設定できません。
・ p1=DARWIN (Darwin 互換通信 )、または

p1=EtherNetIP のときは、p3 の指定は無効です。
・ ポート番号の初期値は下表のとおりです。

サーバ種類 (p1) ポート番号の初期値
FTP 21
HTTP 80
SNTP 123
MODBUS 502
GENE 34434

・ p1=EtherNetIP は付加仕様（/E1）です。
・ p1=OPC-UA は、OPC-UA サーバ（付加仕様、/E3）が

付いている製品で有効です。
・ このコマンドで設定した内容は、OIPApply コマンド

を発行することによって有効になります。

SServerEncrypt
サーバ通信の暗号化
サーバ通信の暗号化を設定します。

構文 SServerEncrypt,p1,p2
p1 サーバ種類（FTP, HTTP）
p2 暗号化（Off, On）

クエリ SServerEncrypt[p1]?
例 FTP サーバの通信を暗号化する。

SServerEncrypt,FTP,On
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SKeepAlive
キープアライブ
キープアライブ機能を設定します。
構文 SKeepAlive,p1

p1 動作（Off, On）
クエリ SKeepAlive?
例 キープアライブを使う。

SKeepAlive,On

STimeOut
通信タイムアウト
通信タイムアウト機能を設定します。
構文 STimeOut,p1,p2

p1 タイムアウト機能（Off, On）
p2 タイムアウト時間 [ 分 ]（1 ～ 120）

クエリ STimeOut?
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。
STimeOut,On,3

SFtpFormat
FTP サーバのディレクトリ出力形式
FTP サーバのディレクトリ出力形式を設定します。
構文 SFtpFormat,p1

p1 FTP サーバディレクトリ出力形式（MS-
DOS, UNIX）

クエリ SFtpFormat?
例 MS-DOS とする。

SFtpFormat,MS-DOS

SModDelay
Modbus サーバの遅延応答
Modbus サーバの遅延応答を設定します。
構文 SModDelay,p1

p1 遅延応答（Off, 10ms, 20ms, 50ms）
クエリ SModDelay?
例 遅延応答なしとする。

SModDelay,Off

SModLimit
Modbus サーバへの接続制限
Modbus サーバへの接続制限の有効、無効を設定します。
構文 SModLimit,p1

p1 接続制限（Off, On）
クエリ SModLimit?
例 接続制限する。

SModLimit,On

SModList
Modbus サーバへの接続を許可する IP アド
レス
Modbus サーバに接続を許可する IP アドレスを設定しま
す。
構文 SModList,p1,p2,p3

p1 登録番号（1 ～ 10）
p2 登録有無（Off, On）
p3 IP アドレス（0.0.0.0 ～ 255.255.255.255）

クエリ SModList[,p1]?
例 登録番号「1」に、IP アドレス「192.168.111.24」

を登録する。
SModList,1,On,192.168.111.24

SWattList
WT 通信のときの接続先サーバ（/E2）
WT 通信のときの接続先サーバを設定します。
構文 SWattList,p1,p2,p3,p4

p1 登録番号
p2 使用／未使用（On, Off）
p3 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p4 機種名（WT300, WT500, WT1800）

クエリ SWattList[,p1]?
例 登録番号「1」に、機種 WT1800、サーバ名

「Watt01」、を登録する。
SWattList,1,On,Watt01,WT1800

SWattClient
WT 通信の動作（/E2）
WT 通信の動作を設定します。
構文 SWattClient,p1,p2

p1 通信周期（500ms, 1s, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s）
p2 復帰待ち時間（5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 

5min）
クエリ SWattClient?
例 通信周期を 10 秒、復帰待ち時間を 2 分にする。

SWattClient,10,2min
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SWattData
WT データの通信チャネルへの割り付け（/
E2）
WT データを通信チャネルに割り付けます。
構文 SWattData,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 割り付け番号
p2 指定の有効／無効（On, Off）
p3 通信チャネル
p4 サーバ登録番号
p5 データグループ名（解説と付録 6 を参照）
p6 データ名（付録 6 を参照）
p7 指数スケーリング（–9 ～ 18）、初期値 0

クエリ SWattData[,p1]?
例 割り付け番号「1」で、サーバ登録番号「2」

の WT1800 の「エレメント 1」の「電圧 RMS」を、
通信チャネル 003 に割り付ける。
SWattData,1,On,003,2,Element1,URMS

解説
・ 機種によって選択できるデータグループ（p5）が異

なります。
p5 意味 サポート項目

WT1800 WT500 WT300

Off 指定なし ○ ○ ○
Element1 エレメント 1 のデータ ○ ○ ○
Element2 エレメント 2 のデータ ○ ○ ○
Element3 エレメント 3 のデータ ○ ○ ○
Element4 エレメント 4 のデータ ○ − −
Element5 エレメント 5 のデータ ○ − −
Element6 エレメント 6 のデータ ○ − −
ElemHrm1 エレメント 1 の高調波データ ○ ○ ○
ElemHrm2 エレメント 2 の高調波データ ○ ○ ○
ElemHrm3 エレメント 3 の高調波データ ○ ○ ○
ElemHrm4 エレメント 4 の高調波データ ○ − −
ElemHrm5 エレメント 5 の高調波データ ○ − −
ElemHrm6 エレメント 6 の高調波データ ○ − −
SigmaA 結線ユニット１つめのデータ ○ ○ ○
SigmaB 結線ユニット 2 つめのデータ ○ − −
SigmaC 結線ユニット 3 つめのデータ ○ − −
Other その他のデータ ○ ○ ○
DeltaA 結線ユニット１つめのデルタ

演算データ
○ − −

DeltaB 結線ユニット 2 つめのデルタ
演算データ

○ − −

DeltaC 結線ユニット 3 つめのデルタ
演算データ

○ − −

Delta デルタ演算データ − ○ −
Motor モータオプションのデータ ○ − −
Aux 外部信号入力オプションの

データ
○ − −

Phase 位相差関連のデータ − ○ −

SKdcCnct
KDC 接続先（/AS）
パスワード管理機能のための KDC サーバを設定します。
構文 SKdcCnct,p1,p2,p3

p1 接続先（Primary, Secondary）
Primary 第 1 優先サーバ
Secondary 第 2 優先サーバ

p2 KDC サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）

クエリ SKdcCnct[,p1]?
例 第 1 優先の KDC サーバとして、サーバ名

「KdcControl1」、ポート番号「88」を設定する。
SKdcCnct,Primary,KdcControl1,88

SAuthKey
認証キー（/AS）
パスワード管理機能で認証時に使用する認証キーを設定
します。
構文 SAuthKey,p1,p2,p3,p4

p1 ホストプリンシパル（最大 20 文字、
ASCII）

p2 レルム名（最大 64 文字、ASCII）
p3 パスワード（最大 20 文字、ASCII）
p4 暗号化方式（ARC4, AES128, AES256）

クエリ SAuthKey?
例 レルム「REALM01」のホストプリンシパル

「GX10_001」のパスワードを「gDcbwT5」とし、
サーバと共通の暗号化方式を「AES128」とする。
SAuthKey,GX10_001,REALM01,gDcbwT5,
AES128

解説
・ p1、p2 に「/」「@」は使用できません。

SDarwinCnvCh
Darwin のチャネル変換
Darwin のチャネルを、本器のチャネルに置き換えます。
構文 SDarwinCnvCh,p1

p1 Darwin のモデル
Standalone スタンドアロンタイプ
Extension 拡張タイプ

クエリ SDarwinCnvCh?
例 DA100 スタンドアロンタイプのチャネルを、

本器のチャネルに置き換えます。
SDarwinCnvCh,Standalone
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SDarwinPortLimit
Darwin 互換通信のポート制限
Darwin 互換通信のポート動作を設定します。
ポート制限をすることで、Darwin 機器と同じポート動作
とすることができます。
構文 SDarwinPortLimit,p1

p1 ポート制限の On/Off（ On, Off）
On 34151 では瞬時データの読

み出しのみ
Off 34150、34151 のポートに

よる制限なし
クエリ SDarwinPortLimit?
例 ポート番号 34151 を瞬時データの読み込みの

みに設定する。
SDarwinPortLimit,On

解説
・ ポート制限が On の場合、以下の動作となります。

・イーサネットで接続した場合
ポート番号 34151 で瞬時データの読み込みのみでき
ます。設定、制御、操作はできません。

・シリアル通信で接続した場合
イーサネット接続のポート 34150 で使用可能なコマ
ンドのみ有効になります。

SSLMPClient
SLMP クライアントの動作（/E4）
SLMP クライアントの動作を設定します。
構文 SSLMPClient,p1,p2,p3,p4

p1 データコード（Binary, ASCII）
p2 通信周期（100ms, 200ms, 500ms, 1s, 2s, 

5s, 10s, 20s, 30s, 1min）
p3 タイムアウト時間 (250ms, 500ms, 1s, 2s, 

3s, 4s, 5s, 10s, 20s, 30s, 1min)
p4 復帰時間（Off, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 

5min）
クエリ SSLMPClient?
例 データコードを Binary、通信周期を 500ms、

タイムアウト時間を 1 秒、復帰時間を 2 分に
設定する。
SSLMPClient,Binary,500ms,1s,2min

SSLMPCList
SLMP 接続先サーバ（/E4）
SLMP クライアントの接続先サーバを設定します。。
構文 SSLMPCList,p1,p2,p3

p1 接続先番号（1 ～ 16）
p2 サーバ名（最大 64 文字、ASCII）
p3 ポート番号（1 ～ 65535）

クエリ SSLMPCList[,p1]?

例 接続先番号 1 のサーバに接続する。サーバ名
を「SMARTDAC」、ポート番号を 2020 に設定
する。
SSLMPCList,1,"SMARTDAC",2020

SSLMPCCmd
SLMP クラインアントの送信コマンド（/E4）
SLMP クライアントの送信コマンドを設定します。。
構文 SSLMPCCmd,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,

p9,p10,p11,p12,p13
p1 コマンド番号（GX10/GP10：1 ～ 50、

GX20-1/GP20-1：1 ～ 100、GX20-2/
GP20-2/GM10-2：1 ～ 200）

p2 種類
Off コマンド無効
Write 他機器の Modbus レジスタへ

値を書き込む。
Read 他機器の Modubs レジスタの

値を読み込む。
p3 接続先番号（1 ～ 16）
p4 デバイスコード表を参照
p5 要求先ネットワーク番号（0 ～ 255）
p6 要求先局番（0 ～ 255）
p7 要求先ユニット I/O 番号（0 ～ 65535）
p8 要求先マルチドロップ局番（0 ～ 31）
p9 データ型

BIT Bit String データ
INT16 符号付 16 ビット整数
UINT16 符号なし 16 ビット整数
INT32 符号付 32 ビット整数
UINT32 符号なし 32 ビット整数
FLOAT 32 ビット浮動小数点

p10 先頭デバイス番号（0 ～ 16777215）
p11 チャネル種別

IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p12 先頭チャネル
p13 最終チャネル

クエリ SSLMPCCmd[,p1]?
例 コマンド番号 1 に、「接続先サーバ番号 1 の機

器の内部リレーの先頭デバイス番号 1234 にに
割り当てられたビットのデータを、通信チャ
ネル C001 に読み込む」を登録する。
ネットワーク番号は 0、PC 番号は 255、要求
先ユニット IO 番号は 1023、要求先ユニット局
番号は 0 とする。
SSLMPCCmd,1,Read,1,M,1234,0,255,10
23,0,BIT,Com,0001,0001
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デバイスコード表
デバイス デバイス

コード
（p4）

p5 ～
p8、p10
表記

データ型

特殊リレー SM 16 進 BIT
特殊レジスタ SD 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

入力 X 16 進 BIT
出力 Y 16 進 BIT
内部リレー M 16 進 BIT
ラッチリレー L 16 進 BIT
アナンシエータ F 16 進 BIT
エッジリレー V 16 進 BIT
リンクリレー B 16 進 BIT
データレジスタ D 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

リンクレジスタ W 16 進 INT16/UINT16/
INT32/UINT32/
FLOAT

タイマ 接点 TS 16 進 BIT
コイル TC 16 進 BIT
現在値 TN 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

積算タイマ 接点 SS 16 進 BIT
コイル SC 16 進 BIT
現在値 SN 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

カウンタ 接点 CS 16 進 BIT
コイル CC 16 進 BIT
現在値 CN 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

リンク特殊リレー SB 16 進 BIT
リンク特殊レジスタ SW 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

ダイレクトアクセス入力 DX 16 進 BIT
ダイレクトアクセス出力 DY 16 進 BIT
インデックスレジスタ Z 16 進 INT16/UINT16/

INT32/UINT32/
FLOAT

フィルタレジスタ R 10 進 INT16/UINT16/
INT32/UINT32/
FLOAT

ZR 16 進 INT16/UINT16/
INT32/UINT32/
FLOAT

SSecurity
セキュリティ機能
セキュリティ機能を設定します。
構文 SSecurity,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 本器での操作
（GX/GP：Off, Login, Operate）
（GM：Off）
Off セキュリティを設定しません。
Login ログイン機能を使います。
Operate タッチ操作を禁止する機能を使

います。
p2 通信経由の操作（Off, Login）
p3 自動ログアウト

（GX/GP：Off, 1min, 2min, 5min, 10min）
（GM：Off）

p4 ログアウト時画面操作
（GX/GP：Off, On）
（GM：Off）

p5 パスワードリトライ回数（Off, 3, 5）
p6 ユーザ ID の使用有無（On, Off）
p7 管理者 / ユーザ / サインイン制限（OnOff, 

OnOnly）
クエリ SSecurity?
例 本器を直接操作するとき、通信経由で操作す

るとき、ログイン機能を使う。ログイン中に 5
分間何も操作がなければ自動的にログアウト
する。ログアウト中でも画面変更の操作がで
きる。
SSecurity,Login,Login,5min,On

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時、p1=Operate

はできません。
・ p5、p6、p7 は拡張セキュリティ機能（/AS）有効時、

有効です。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SKdc
パスワード管理機能（/AS）
パスワード管理機能を設定します。
構文 SKdc,p1,p2

p1 パスワード管理機能の使用有無（On, Off）
p2 root ユーザパスワード（6 文字以上、20

文字以下、ASCII）。
クエリ SKdc?
例 パスワード管理機能を使用する。root ユーザ

のパスワードを「root3210」とする。
SKdc,On,root3210
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解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SPasswdPolicy
パスワードポリシー（/AS）
パスワードポリシーを設定します。
構文 SPasswdPolicy,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 最小文字長（６～ 20）
p2 大文字の使用（On, Off）
p3 小文字の使用（On, Off）
p4 数字の使用（On, Off）
p5 記号の使用（On, Off）
p6 履歴保持数（1, 3, 5）

クエリ SPasswdPolicy?
例 最小文字長 10 文字、数字 / 記号の使用、履歴

保持数を 3 に設定する。
SPasswdPolicy,10,Off,Off,On,On,3

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SPasswdNotice
パスワード期限前通知（/AS）
ログイン時にパスワード期限が近付いている場合に通知
する機能を設定します。
構文 SPasswdNotice,p1

p1 通知（Off, 5Day, 10Day）
クエリ SPasswdNotice?
例 パスワード期限前通知を 10 日前に設定する。

SPPasswdNotice,10Day

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SOpePass
操作ロック解除のパスワード［GX/GP］
操作ロックを解除するときのパスワードを設定します。
構文 SOpePass,p1

p1 パスワード（最大 20 文字、UTF-8）
クエリ SOpePass?

パスワードは、「*」で表示されます。
例 パスワードを「password1」とする。

SOpePass,’password1’

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SOpeLimit
操作ロックの内容［GX/GP］
どの操作をロックするかを設定します。
構文 SOpeLimit,p1,p2

p1 制限種類
Memory 記録
Math 演算
DataSave データセーブ
Message メッセージ
Batch バッチ
AlarmACK アラーム ACK
Comm 通信
DispOpe 画面操作
ChangeSet 設定操作
DateSet 日時設定
File ファイル操作
System システム操作
Out 出力操作
CalibSet 入力値補正設定

（バージョンが 2.02 以降の
機器で拡張セキュリティ機
能（付加仕様、/AS）を使用
している場合に有効です。)

CtrlIn リモート / ローカル操作
（PID 制御モジュールを装着

している場合に有効です。）
CtrlOut 制御操作（同上）
Tuning チューニング操作（同上）
LocalSP SP 操作（同上）
Program プログラム操作（PID 制御

モジュールを装着しており、
プログラム制御機能（付加
仕様、/PG）を使用している
場合に有効です。）

p2 フリー／ロック
Free ロックしない。
Lock ロックする。
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クエリ SOpeLimit[,p1]?
例 設定変更操作を禁止する。

SOpeLimit,ChangeSet,Lock

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SUser
ユーザ登録
ユーザを登録します。
通常のセキュリティ機能の場合
構文 SUser,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 ユーザ番号（1 ～ 50）
p2 ユーザレベル

Off 使用しない。
Admin 管理者レベル
User 利用者レベル

p3 ログイン方法
（GX/GP：Key, Comm, Key+Comm）
（GM：Comm）
Key タッチ操作でログインでき

る。
Comm 通信経由でログインできる

（Web を含む）。
Key+Comm タッチ操作および通信経由

でログインできる。
p4 ユーザ名（最大 20 文字、ASCII）
p5 パスワード（最大 20 文字、ASCII）

クエリ SUser[,p1]?
p5 のパスワードは「*」（アスタリスク）で表
示されます。

例 ユーザ番号「3」に、利用者レベルのユーザを
登録する。ユーザ名を「user10」、パスワード
を「pass012」とする。タッチ操作からのログ
インだけ許可し、ユーザ制限番号「5」を指定
する。
SUser,3,User,Key,’user10’,’pass012
’,On,5

解説
・ p1=1 の場合、p2=Admin 固定です。また、 

p3=Comm は選択できません（GX/GP の場合）。
・ p2=Admin の場合、p6 は Off 固定です。
・ p4, p5 には、NULL、スペースを含む文字列は設定で

きません。
・ パスワード（p5）に使用できる文字については、付

録 1 をご覧ください。
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。

拡張セキュリティ機能（/AS）の場合
構文 SUser,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p

10,p11,p12,p13
p1 ユーザ番号
p2 ユーザレベル

Off 使用しない
Admin 管理者レベル
SecondAdmin 準管理者レベル
User 利用者レベル
Monitor モニタレベル

p3 ログイン方法
Key タッチ操作でログインでき

る。
Comm 通信経由でログインできる

（Web を含む）。
Key+Comm タッチ操作および通信経由

でログインできる。
p4 ユーザ名（最大 20 文字、ASCII）
p5 パスワード（6 文字以上、最大 20 文字、

ASCII）
p6 ユーザ制限有無（Off, On）
p7 ユーザ制限番号（1 ～ 10）
p8 ユーザ ID（最大 20 文字、ASCII）

ユーザ ID とパスワードの組み合わせが、
過去の登録ユーザと重複しないこと。

p9 パスワード有効期限（Off, 1Month, 
3Month, 6Month, 1Year）

p10 サインイン制限有無（Off, On）
p11 サインイン制限番号（1 ～ 8）
p12 管理者制限有無（Off, On）
p13 管理者制限番号（1 ～ 10）

クエリ SUser[,p1]?
p5 のパスワード、p8 のユーザ ID は「*」（ア
スタリスク）で表示されます。

例 ユーザ番号「3」に、利用者レベルのユーザを
登録する。ユーザ名を「user10」とする。タッ
チ操作からのログインだけ許可し、ユーザ制
限番号「5」を指定する。
SUser,3,User,Key,’user10’,,On,5

解説
・ p1=1 の場合、p2=Admin 固定です。また、 

p3=Comm は選択できません。
・ p2=Admin の場合、p6、p10、p12 は Off 固定です。
・ p2=Monitor の場合、p6、p9、p10、p12 は Off 固定です。
・ p2=User の場合、p12 は Off 固定です。
・ p4, p5 には、NULL、スペースを含む文字列は設定で

きません。
・ パスワード管理機能を使用する設定（SKdc コマンド）

の場合
・ p2=Off、Admin、SecondAdmin または User のとき、

p5 は無効です。クエリに対する応答は空白です。
・ p9 は Off 固定です。
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・ p5 は、p2=Monitor のときのみ設定できます。
p2=Admin、SecondAdmin または User のとき、p5
は設定できません。パスワードはデフォルトパスワー
ドとなります。パスワードポリシーのエラーが表示
される場合は、p5 に文字列を設定しないことでエ
ラーが表示されなくなります。デフォルトパスワー
ドについては、Model GX10/GX20/GP10/GP20　拡張
セキュリティ機能（/AS）ユーザーズマニュアル（IM 
04L51B01-05JA）の「2.3.1　ログインする」、またはデー
タアクイジションシステム GM 拡張セキュリティ機能
(/AS) ユーザーズマニュアル（IM 04L55B01-05JA）の

「2.2.1　ログインする」をご覧ください。
・ パスワード（p5）に使用できる文字については、付

録 1 をご覧ください。
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ セキュリティ機能の管理者 / ユーザ / サインイン制限

が「OnOnly」の場合：
p2=SecondAdmin のとき、p6、p10、p12 は On 固定
です。
p2=User のとき、p6、p10 は On 固定です。

・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でユーザ
登録「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定は
できません。

SUserLimit
ユーザ制限
ユーザの操作制限を設定します。
構文 SUserLimit,p1,p2,p3

p1 ユーザ制限番号（1 ～ 10）
p2 制限種類

Memory 記録
Math 演算
DataSave データセーブ
Message メッセージ
Batch バッチ
AlarmACK アラーム ACK
Comm 通信
DispOpe 画面操作（GM では設定で

きません。）
ChangeSet 設定操作
DateSet 日時設定
File ファイル操作
System システム操作
Out 出力操作
CalibSet 入力値補正設定（バージョ

ンが 2.02 以降の機器で拡
張セキュリティ機能（付
加仕様、/AS）を使用して
いる場合に有効です。)

CtrlIn リモート / ローカル操作
（PID 制御モジュールを装

着している場合に有効で
す。）

CtrlOut 制御操作（同上）
Tuning チューニング操作（同上）
LocalSP SP 操作（同上）
Program プログラム操作（PID 制

御モジュールを装着して
おり、プログラム制御機
能（付加仕様、/PG）を使
用している場合に有効で
す。）

p3 フリー／ロック
Free ロックしない。
Lock ロックする。

クエリ SUserLimit[,p1]?
例 ユーザ制限番号 1 に設定変更禁止を設定する。

SUserLimit,1,ChangeSet,Lock

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でユーザ

制限「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定は
できません。
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SSignIn
サインイン（/AS）
測定データファイルへのサインインについて設定します。
構文 SSignIn,p1,p2,p3

p1 サインインタイプ（Batch, File）
p2 記録停止時サインイン

（GX/GP：On, Off）
（GM：Off 固定）

p3 FTP 転送タイミング
（GX/GP：DataSave, SignIn）
（GM：DataSave 固定）

クエリ SSignIn?
例 バッチプロセスの測定データの記録をストッ

プしたときに、サインインするための画面に移
動する。サインイン後、データファイルを FTP
転送する。
SSignIn,Batch,On,Signin

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でサイン

イン設定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設
定はできません。

SSignInTitle
サインインのタイトル（/AS）
サインインのタイトルを設定します。
構文 SSignInTitle,p1,p2,p3

p1 サインイン１のタイトル（最大 16 文字半
角英数字、記号、半角カナ、全角文字）

p2 サインイン２のタイトル（同上）
p3 サインイン３のタイトル（同上）

クエリ SSignInTitle?
例 サインイン 1、2、3 のタイトルを、それぞれ「オ

ペレータ１」「監督者 1」「管理者 1」とする。
SSignInTitle,’オペレータ１’,’監督者
1’,’管理者 1’

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でサイン

イン設定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設
定はできません。

SSignInLimit
サインイン制限（/AS）
サインインの実行制限を設定します。
構文 SSignInLimit,p1,p2,p3,p4

p1 サインイン制限番号（1 ～ 8）
p2 サインイン１ フリー / ロック

（Free, Lock）
p3 サインイン２ フリー / ロック

（Free, Lock）

p4 サインイン 3 フリー / ロック
（Free, Lock）

クエリ SSignInLimit[,p1]?
例 サインイン制限番号「2」に、サインイン 1 だ

け実行できる制限を設定する。
SSignInLimit,2,Free,Lock,Lock

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でサイン

イン制限「Lock」のユーザは、このコマンドによる設
定はできません。

SAdminLimit
管理者制限（/AS）
管理者制限を設定します。
構文 SAdminLimit,p1,p2,p3

p1 管理者制限番号（1 ～ 10）
p2 制限種類

SecurityBasic 基本設定
User ユーザ登録
AdminLimit 管理者制限
UserLimit ユーザ制限
Signin サインイン設定
SignLimit サインイン制限
Initialize 初期化
Reconf 再構築
SetCert 証明書
Update アップデート

p3 フリー / ロック（Free, Lock）
クエリ SAdminLimit[,p1[,p2]]?
例 管理者制限番号 7 に、ユーザ登録禁止を設定

する。
SAdminLimit,7,User,Lock

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で管理者

制限「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定は
できません。

SBTPassword
Bluetooth パスワードの設定（/C8）[GM]
Bluetooth のパスワードを設定します。
構文 SBTPassword,p1,p2

p1 パスワード使用の有無（On, Off）
p2 パスワード（最大 20 文字、ASCII）

クエリ SBTPassword?
パスワードは、「*」で表示されます。

例 パスワード「PaSswoRD2」を設定する。
SBTPPassword,On,’PaSswoRD2’

解説
・ ユーザレベルが admin のユーザのみ実行可能です。
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SWebCustomMenu
Web モニタ画面
コンテンツツリーに表示するカテゴリの表示 / 非表示を
設定します。
構文 SWebCustomMenu,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ユーザレベル（User, Monitor）
p2 状態表示カテゴリ

表示：On、非表示：Off
p3 ログカテゴリ

表示 / 非表示（On, Off）
p4 システム / ネットワーク情報カテゴリ

表示 / 非表示（On, Off）
p5 ファイルカテゴリ

表示 / 非表示（On, Off）
クエリ SWebCustomMenu?
例 ユーザレベルでは、ログカテゴリ、ファイル

カテゴリを表示する。
SWebCustomMenu,User,Off,On,Off,On

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 拡張セキュリティ機能（/AS）無効時は、p1=Monitor

は無効です。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でユーザ

制限「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定は
できません。

SSessionSecurity
Web セッションセキュリティ設定（/AS）
[GM]
Web セッション管理のセキュリティ機能を設定します。
構文 SSessionSecurity,p1

p1 Web セッションセキュリティ（On, Off）
クエリ SSessionSecurity?
例 Web セッションセキュリティ機能を使用する。

SSessionSecurity,On

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SWebTimeOut
Web 自動ログアウト（/AS）[GM]
Web モニタの自動ログアウト時間を設定します。
構文 SWebTimeOut,p1

p1 自動ログアウト機能（Off, 10min, 20min, 
30min）

クエリ SWebTimeOut?
例 Web の自動ログアウト時間を 10min にする。

SWebTimeOut,10min

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

SChgComm
通信コマンドからの書き込み（/AS） 
[GX/GP]
通信チャネルの書き込み（有効 / 無効）を設定します。
構文 SChgComm,p1,p2

p1 種類（CommCh）
p2 Valid/Invalid

Valid 有効
Invalid 無効

クエリ SChgComm[,p1]?
例 通信コマンドからの書き込みを有効にする。

SChgComm,CommCh,Valid

解説
・ 一般ユーザ（ユーザレベルが User）でログイン中は、

このコマンドによる設定はできません。
・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）で基本設

定「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定はで
きません。

・ このコマンドは、セキュリティ機能 > タッチ操作が
「Login」かつ通信「Off」時に限り機能します。なお、

機能しない場合にも設定は可能です。p2 を「Valid
（有効）」に設定することにより、通信「Off」時も

OcommCh コマンドで通信チャネルに値を書き込む
ことが可能です。

SMonitor
モニタ画面の表示情報［GX/GP］
モニタ画面の表示情報を設定します。

構文 SMonitor,p1,p2
p1 情報種類（下表を参照）
p2 状態（下表を参照）

情報種類 状態
p1 説明 p2
Digital ディジタル値表示 Off, On
Scroll オートスクロール Off, On
Message メッセージ表示 Stream, List
Trend 全チャネル / グループ表示 Group, All
Grid 補助グリッド Off, On
Axis ヒストリカル圧縮率 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8
Value ヒストリカルディジタル

値表示
4Value, Max, 

Min
Data ヒストリカルデータ種類 Disp, Event1
DigitalWave ディジタル波形表示 Off, On
Alarm アラーム表示 Watch, List
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情報種類 状態
p1 説明 p2
Alarm_Sort アラームソート項目 Time, Channel, 

Level, Type
Alarm_Order アラームソート順 Ascending, 

Descending
Alarm_Time アラーム詳細時刻 Off, On
Message_Sort メッセージソート項目 Datatime, 

WriteTime, 

Message, 

Group, User
Message_Order メッセージソート順 Ascending, 

Descending
Memory_Data メモリデータ種類 Disp, Event1, 

Event2
Overview オーバビュー表示 Grouping, All
Multi_No マルチ画面番号 1 ～ 20
Custom_No カスタムディスプレイ画

面番号（/CG）
1～ 30

DigitalPos ディジタル表示位置 Default, Top, 

Bottom, Left, 

Right

DigitalLabel 表示文字列表示 Off, On
Modbus_M Modbus マスタ状態表示

種類（/MC）
Overview, List

Modbus_C Modbus クライアント状
態表示種類（/MC）

Overview, List

Watt WT 通信状態表示種類（/
E2）

Overview, List

Switch 内部スイッチ／ DO 状態
表示

All, 1, 2, 3, 

4
SLMP_C SLMP クライアント状態

表示種類（/E4）
Overview, List

ControlGroup コントロールグループ Controller, 

Faceplate
ControlAlarm_

Sort
制御アラームソート項目 Time, Loop, 

Level, Type
ControlAlarm_

Order
制御アラームソート順 Ascending, 

Descending
ControlAlarm_

Time
制御アラームサマリ詳細
時刻表示

Off, On

クエリ SMonitor[,p1]?
例 トレンド表示を、全チャネル表示にする。

SMonitor,Trend,All

解説
・ Custom_No は付加仕様（/CG）です。
・ Modbus_M、Modbus_C は付加仕様（/MC）です。
・ Watt は付加仕様（/E2）です。
・ p1=Switch のとき、p2=3、4 は GX10 ／ GP10 だけで

有効です。

SMultiPattern
マルチ画面の分割［GX/GP］
マルチ画面の分割パターンを設定します。

構文 SMultiPattern,p1,p2,p3
p1 登録番号（1 ～ 20）
p2 分割パターン

Wide2 2 分割（横長）
Tall2 2 分割（縦長）
Wide3 3 分割（横長）
Tall3 3 分割（縦長）
Split4 4 分割（均等）
Even5 5 分割（均等）
Odd5 5 分割（不均等）
Even6 6 分割（均等）
Odd6 6 分割（不均等）

p3 画面名（最大 16 文字、UTF-8）
クエリ SMultiPattern[,p1]?
例 登録番号 1 の画面を、2 分割（横長）の分割パ

ターンに設定する。画面名を「Monitor1」と
する。
SMultiPattern,1,Wide2,’Monitor1’

解説
・ このコマンドは、GX20/GP20 に対して有効です。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ設定できます。

SMultiKind
マルチ画面［GX/GP］
マルチ画面で表示する画面を設定します。

構文 SMultiKind,p1,p2,p3,p4
p1 登録番号（1 ～ 20）
p2 画面位置（1 ～ 6）
p3 画面種類

Trend トレンド
Digital ディジタル
Bar バーグラフ
Overview オーバビュー
Alarm アラームサマリ
Message メッセージサマリ
Memory メモリサマリ
Report レポートサマリ
Modbus-M Modbus マスタ状態
Modbus-C Modbus クライアント状態
Watt WT 通信状態
Switch 内部スイッチ状態
Action-Log 事象ログ
Error-Log エラーログ
Commu-Log 通信ログ
Ftp-Log FTP ログ
Web-Log WEB ログ
Mail-Log メールログ
Modbus-Log MODBUS ログ
Sntp-Log SNTP ログ
Dhcp-Log DHCP ログ
Network ネットワーク情報
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SLMP-C SLMP クライアント状態 
（/E4）

SLMP-Log SLMP ログ（/E4）
Reminder リマインダ（/AH）
ControlGroup コントロールグループ
ControlSummary 制御動作サマリ
ControlAlarmSummary 制御アラームサ

マリ
ControlOverview 制御オーバビュー

p4 グループ番号
p3=Trend、Digital、または Bar の場合
表示グループ番号
p3=ControlGroup の場合
コントロールグループ番号

クエリ SMultiKind[,p1[,p2]]?
例 登録番号 1 の画面の、画面位置「3」に、表示

グループ 8 のバーグラフを表示する。
SMultiKind,1,3,Bar,8

解説
・ このコマンドは、GX20/GP20 に対して有効です。
・ Report は付加仕様（/MT）です。
・ Modbus-M、Modbus-C は付加仕様（/MC）です。
・ Watt は付加仕様（/E2）です。
・ カスタムディスプレイ画面（/CG）は、マルチ画面に

表示できません。
・ マルチバッチ機能（/BT）無効時のみ設定できます。
・ ControlGroup、ControlSummary、

ControlAlarmSummary、ControlOverview は PID 制御
モジュールを装着している場合に有効です。

SHomeMonitor
基準画面の表示情報［GX/GP］
基準画面の表示情報を設定します。

構文 SHomeMonitor,p1,p2
p1 情報種類（SMonitor コマンドの表を参照）
p2 状態（SMonitor コマンドの表を参照）

クエリ SHomeMonitor[,p1]?
例 トレンド表示を、全チャネル表示にする。

SHomeMonitor,Trend,All

SHomeKind
基準画面［GX/GP］
基準画面で表示する画面を設定します。

マルチ画面の場合
構文 SHomeKind,p1,p2,p3

p1 画面種類（Multi）
p2 マルチ画面番号（１～ 20）
p3 バッチグループ番号（1 ～使用数）

p3 はマルチバッチ機能（/BT）有効時に
有効です。

マルチ画面以外の場合
構文 SHomeKind,p1,p2,p3

p1 画面種類
Trend トレンド
Digital ディジタル
Bar バーグラフ
Overview オーバビュー
Alarm アラームサマリ
FutureAlarm 未来アラームサマリ
Message メッセージサマリ
Memory メモリサマリ
Report レポートサマリ
Modbus-M Modbus マスタ状態
Modbus-C Modbus クライアント 

状態
Watt WT 通信状態
Switch 内部スイッチ / リレー

状態
Action-Log 事象ログ
Error-Log エラーログ
Commu-Log 通信ログ
Ftp-Log FTP ログ
Web-Log WEB ログ
Mail-Log メールログ
Modbus-Log MODBUS ログ
Sntp-Log SNTP ログ
Dhcp-Log DHCP ログ
SLMP-Log SLMP ログ（/E4）
Health-Log ヘルスモニタログ
Network ネットワーク情報
SLMP-C SLMP クライアント状

態（/E4）
Reminder リマインダ（/AH）
Setting 設定
ControlGroup コントロールグループ
ControlSummary 制御動作サマリ
ControlAlarm 

Summary
制御アラームサマリ

ControlOverview 制御オーバビュー
SaveLoad セーブロード
SystemInfo システム情報
Custom
Display

カスタムディスプレイ
画面

Batch
Overview

バッチオーバビュー 
（/BT）

Tuning チューニング
ProgramSelect プログラム選択（/PG）
ProgramRun プログラム運転（/PG）
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p2 表示グループ番号（p1=CustomDisplay 以
外の場合）
カスタムディスプレイ画面番号（1 ～ 30）

（p1=CustomDisplay の場合）
コントロールグループ番号（1 ～ 10）

（p1=ControlGroup の場合）
プログラムパターン番号（1 ～ 99）

（p1=ProgramSelect の場合）
p3 バッチグループ番号（All、1 ～使用数）

p3 はマルチバッチ機能（/BT）有効時に
有効です。

クエリ SHomeKind?
例 基準画面を、表示グループ 1 のトレンドとする。

SHomeKind,Trend,1

解説
・ Report は付加仕様（/MT）です。
・ Modbus-M、Modbus-C は付加仕様（/MC）です。
・ Watt は付加仕様（/E2）です。
・ CustomDisplay は付加仕様（/CG）です。
・ Multi は GX20/GP20 の画面です。
・ p3 はマルチバッチ機能（/BT）有効時に有効です。
・ マルチバッチ機能（/BT）なしの場合は、p3 は［1］

固定です。
・ p3=1 ～ 12 のとき、p1 に BatchOverviewは設定で
きません。
p3=All のとき、P1 に Trend、Digital、Bar、
Alarm、Message、Memory、Multiは設定できません。

・ p1 が Trend、Digital、Bar、Alarm、Message、
Memory、Multi のとき、p3 に All は設定できません。
p1 が BatchOverview のとき、p3= に 1 ～ 12 は設
定できません。

・ ControlGroup、ControlSummary、
ControlAlarmSummary、ControlOverview、Tuning は
PID 制御モジュールを装着している場合に有効です。

・ ProgramSelect、ProgramRun は付加仕様（/PG）です。
・ FutureAlarm は測定動作モードが標準、かつ拡張セ

キュリティ機能（付加仕様、/AS）が Off、かつマルチバッ
チ機能 ( 付加仕様、/BT) が Off のとき有効です。

SFavoriteMonitor
お気に入り画面の表示情報［GX/GP］
お気に入り画面の表示情報を設定します。

構文 SFavoriteMonitor,p1,p2,p3
p1 お気に入り番号（1 ～ 20）
p2 情報種類（SMonitor コマンドの表を参照）
p3 状態（SMonitor コマンドの表を参照）

クエリ SFavoriteMonitor[,p1[,p2]]?
例 番号 1 のトレンド表示を、全チャネル表示に

する。
SFavoriteMonitor,1,Trend,All

SFavoriteKind
お気に入り画面［GX/GP］
お気に入り画面を設定します。

マルチ画面の場合
構文 SFavoriteKind,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 お気に入り番号（1 ～ 20）
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 画面種類（Multi）
p4 マルチ画面番号（１～ 20）
p5 画面名（最大 16 文字、UTF-8）
p6 バッチグループ番号（1 ～使用数）

p6 はマルチバッチ機能（/BT）有効時に
有効です

マルチ画面以外の場合
構文 SFavoriteKind,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 お気に入り番号（1 ～ 20）
p2 使用／未使用（Off, On）
p3 画面種類（SHomeKind コマンドの p1 を

参照）
p4 表示グループ番号（p3=CustomDisplay 以

外の場合）
カスタムディスプレイ画面番号（1 ～ 30）

（p3=CustomDisplay の場合）
コントロールグループ番号（1 ～ 10）

（p3=ControlGroup の場合）
プログラムパターン番号（1 ～ 99）

（p3=ProgramSelect の場合）
p5 画面名（最大 16 文字、UTF-8）
p6 マルチバッチ番号（All、1 ～使用数）

クエリ SFavoriteKind[,p1]
例 お気に入り画面番号 1 に、表示グループ 2 の

トレンドを登録する。画面名を「Favorite01」
とする。
SFavoriteKind,1,On,Trend,2,’Favori
te01’

解説
・ マルチバッチ機能（/BT）なしの場合は、p6 は［1］

固定です。
・ p3=1 ～ 12 のとき、p1 に BatchOverviewは設定で
きません。
p3=All のとき、P1 に Trend、Digital、Bar、
Alarm、Message、Memory、Multiは設定できません。

・ ControlGroup、ControlSummary、
ControlAlarmSummary、ControlOverview、Tuning は
PID 制御モジュールを装着している場合に有効です。

・ ProgramSelect、ProgramRun は付加仕様（/PG）です。
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SMltTextField
バッチテキスト（/BT）
マルチバッチ用のバッチテキストフィールドを設定しま
す。
構文 SMltTextField,p1,p2,p3,p4

p1 バッチグループ番号（1 ～使用数）
p2 フィールド番号（1 ～ 24）
p3 タイトル（最大 20 文字、UTF-8）
p4 文字列（最大 30 文字、UTF-8）

クエリ SMltTextField[,p1[,p2]]?
例 バッチグループ 2 のフィールド番号 3 に、タ

イトル「OPERATOR」、文字列「RECORDER1」
を設定する。
SMltTextField,2,3,’OPERATOR’,’RECO
RDER1’

解説
・ バッチの設定が未使用（SBatch:p1=Off）の場合、こ

のコマンドによる設定はできません。
・ p1=1 の場合、STextField と同じです。

SMltFileHead
ファイルヘッダ（/BT）
マルチバッチ用のファイルのヘッダを設定します。

構文 SMltFileHead,p1,p2
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 ファイルヘッダ（最大 50 文字、UTF-8）

クエリ SMltFileHead[,p1]?
例 バッチグループ番号を「1」、ファイルヘッダ

を「GX_DATA」に設定する。
SMltFileHead, 1, ‘GX_DATA’

解説
・ p1=1 の場合、SFileHead と同じです。

SMltFileName
ファイル名命名ルール（/BT）
マルチバッチ用のデータ保存のファイル名命名ルールを
設定します。

構文 SMltFileName,p1,p2,p3
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 ファイル名命名ルール

Date 日付
Serial 連番
Batch バッチ名

p3 指定ファイル名（最大 16 文字、ASCII）
クエリ SMltFileName[,p1]?
例 バッチグループ 2 のファイル名命名ルールを

「日付」に設定する。
指定ファイル名を「Recorder1_data」とする。
SMltFileName,2,Date,’Recorder1_
data’

解説
・ p1=1 の場合、SFileName と同じです。
・ バッチの設定が未使用（SBatch:p1=Off）の場合、

p2=Batch は設定できません。

SMltGroup
表示グループ（/BT）
マルチバッチ用の表示グループを設定します。

構文 SMltGroup,p1,p2,p3,p4,p5
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 表示グループ番号
p3 使用／未使用（Off, On）
p4 グループ名（最大 16 文字、UTF-8）
p5 チャネル文字列

・ チャネル番号で指定。入出力チャネル
は 4 桁のチャネル番号、演算チャネル
は先頭に「A」を付けた番号（A015）、
通信チャネルは先頭に「C」を付けた
番号（C020）で指定します。1 チャネ
ルの最大文字数は、4 文字です。

・「.」（ピリオド）でチャネル番号を区切
ります（例を参照）。

クエリ SMltGroup[,p1[,p2]]?
チャネル文字列は、設定した文字列がそのま
ま出力されます。

例 チャネル 0001、0003、0005、A001、および
C023 を「GROUP A」という名前でバッチグルー
プ 3 の表示グループ 1 に設定する。
SMltGroup,3,1,On,’GROUP A’1.3.5.A1.
C23’

解説
・ p1=1 の場合、SGroup と同じです。

SMltTripLine
表示グループのトリップライン（/BT）
マルチバッチ用の表示グループのトリップラインを設定
します。

構文 SMltTripLine,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,
p8,p9
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 表示グループ番号
p3 トリップライン番号 (1 ～ 4）
p4 使用／未使用（Off, On）
p5 表示位置 [%]（１～ 100）
p6 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p7 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p8 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255）
p9 線幅

（GX/GP：Thin, Normal, Thick）
（GM：Normal）

Thin 細い
Normal 標準
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Thick 太い
クエリ SMltTripLine[,p1[,p2[,p3]]]?
例 バッチグループ 3 の表示グループ 2 の 80% の

位置に、トリップライン 1 を赤い太い線幅で
表示する。
SMltTripLine,3,2,1,On,80,255,0,0,T
hick

SMltSclBmp
スケールビットマップ（/BT）[GX/GP]
マルチバッチ用の表示グループのスケールビットマップ
ファイルを設定します。

構文 SMltSclBmp,p1,p2,p3
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 表示グループ番号
p3 使用／未使用（Off, On）

クエリ SMltSclBmp[,p1[,p2]]?
例 バッチグループ 2 の表示グループ 3 で、スケー

ル板のビットマップファイルを使用する。
SMltSclBmp,2,3,On

解説
・ このコマンドは、GX20/GP20 に対して有効です。
・ p1=1 の場合、SSclBmp と同じです。

SMltMultiPattern
マルチ画面パターン（/BT）
マルチバッチ用のマルチ画面パターンを設定します。
構文 SMltMultiPattern,p1,p2,p3,p4

p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 登録番号（1 ～ 20）
p3 分割パターン

Wide2 2 分割（横長）
Tall2 2 分割（縦長）
Wide3 3 分割（横長）
Tall3 3 分割（縦長）
Split4 4 分割（均等）
Even5 5 分割（均等）
Odd5 5 分割（不均等）
Even6 6 分割（均等）
Odd6 6 分割（不均等）

p4 画面名（最大 16 文字、UTF-8）
クエリ SMltMultiPattern[,p1[,p2]]?
例 バッチグループ 2 を設定する。登録番号 1 の

画面を、2 分割（横長）の分割パターンに設定
する。画面名を「Monitor1」とする。
SMltMultiPattern,2,1,Wide2’Monit
or1’

解説
・ このコマンドは、GX20/GP20 に対して有効です。

SMltMultiKind
マルチ画面種類（/BT）
マルチバッチ用のマルチ画面パターンを設定します。

構文 SMltMultiKind,p1,p2,p3,p4,p5
p1 バッチグループ番号（１～使用数）
p2 登録番号（1 ～ 20）
p3 画面位置（1 ～ 6）
p4 画面種類（SMultiKind コマンドの p1 を

参照）
p5 表示グループ番号

クエリ SMltMultiKind[,p1[,p2[,p3]]]?
例 登録番号 1 の画面を、2 分割（横長）の分割パ

ターンに設定する。画面名を「Monitor1」と
する。
SMultiPattern,1,Wide2,’Monitor1’

解説
・ このコマンドは、GX20/GP20 に対して有効です。

SBluetooth
Bluetooth 通信機能（/C8）[GM]
Bluetooth 通信機能を設定します。
構文 SBluetooth,p1

p1 Bluetooth 機能 On/Off（On, Off）
On 使用する
Off 使用しない

クエリ SBluetooth?
例 Bluetooth 通信機能を使用する。

SBluetooth,On

解説
・ このコマンドで設定した内容は、OBTApply コマンド

によって有効になります。OBTApply コマンドを発行
するまで、設定は変更されません。

SBTID
Bluetooth 通信の ID（/C8）[GM]
Bluetooth 通信の ID を設定します。
構文 SBTID,p1

p1 ローカルデバイス名（GM の Bluetooth デ
バイス名）
最大 30 文字、ASCII

クエリ SBTID?
例 ローカルデバイス名を「SMARTDAC+ GM」と

する。
SBTID,'SMARTDAC+ GM'
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SBTTimeOut
Bluetooth 通信のタイムアウト（/C8）[GM]
Bluetooth 通信のタイムアウトを設定します。
構文 SBTTimeOut,p1

p1 タイムアウト機能（Off, 1min, 2min, 5min, 
10min）

クエリ SBTTimeOut?
例 Bluetooth 通信のタイムアウト時間を 5 分にす

る。
SBTTimeOut,5min

解説
・ ログイン機能を使用している場合、ログインしている

ユーザは、タイムアウトにより自動的にログアウトし
ます。

SUsbFunction
USB 通信機能 [GM]
USB 通信機能に関する設定をします。
構文 SUsbFunction,p1

p1 USB 通信機能 On/Off（On, Off）
On 使用する
Off 使用しない

クエリ SUsbFunction?
例 USB 通信機能を使用する。

SUsbFunction,On

解説
・ このコマンドで設定した内容は、OUsbFApply コマン

ドによって有効になります。OUsbFApply コマンドを
発行するまで、設定は変更されません。

SUsbAutoLOut
USB 通信の自動ログアウト [GM]
USB 通信の自動ログアウトを設定します。
構文 SUsbAutoLOut,p1

p1 自動ログアウト機能（Off, 1min, 2min, 
5min, 10min）

クエリ SUsbAutoLOut?
例 USB 通信の自動ログアウト時間を 2 分にする。

SUsbAutoLOut,2min

解説
・ USB 通信にログインしているユーザを、自動的にログ

アウトさせることができます。

SSchedule
スケジュール管理（/AH）
スケジュール管理機能を設定します。
構文 SSchedule,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

,p9
p1 スケジュール番号
p2 スケジュール管理機能 On/Off

On 使用する
Off 使用しない

p3 期日　年（2001 ～ 2035）
p4 期日　月（1 ～ 12）
p5 期日　日（1 ～ 31）
p6 通知日

1day 1 日前
2day 2 日前
3day 3 日前
4day 4 日前
5day 5 日前
6day 6 日前
7day 7 日前
8day 8 日前
9day 9 日前
10day 10 日前

p7 再通知周期（10min, 30min, 1h, 8h, 24h）
p8 通知ブザー (On, Off)
p9 入力値補正設定

（GX/GP：Off, On）
（GM：Off）
On 期日設定画面内に、入力値補正設

定を表示する。
Off 期日設定画面内に、入力値補正設

定を表示しない。
クエリ SSchedule[,p1]?
例 期日が 2015 年 12 月 24 日、通知が 5 日前、再

通知周期が 1 時間をスケジュール番号 1 に設
定する。通知ブザーを鳴らす。期日設定画面
内に入力値補正設定を表示する。
SSchedule,1,On,2015,12,24,5day,1h,
On,On

SScheduleText
スケジュール管理テキスト（/AH）
スケジュール管理のタイトル、通知内容を設定します。
構文 SScheduleText,p1,p2,p3,p4

p1 スケジュール番号
p2 タイトル ( 全角 16 文字 / 半角 32 文字）
p3 通知内容 1（全角 16 文字 / 半角 32 文字）
p4 通知内容 2（全角 16 文字 / 半角 32 文字）

クエリ SScheduleText[,p1]?
例 スケジュール番号 1 のタイトルを「入力値補

正」、通知内容 1 を「センサ補正係数」に設定
する
SScheduleText,1," 入力値補正 ","センサ
係数 "
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SDualGroup
表示グループの測定グループ番号
測定動作モードがデュアルインターバルのとき、表示グ
ループの測定グループを設定します。
構文 SDualGroup,p1,p2

p1 グループ番号
p2 測定グループ番号（1 ～ 2）

クエリ SDualGroup[,p1]?
例 表示グループ 5 を測定グループ 2 に設定する。

SDualGroup,5,2

解説
・ このコマンドはデュアルインターバル機能が有効のと

き設定できます。

SMasterScanGrp
マスタ測定周期
測定動作モードがデュアルインターバルのとき、マスタ
測定周期を設定します。
構文 SMasterScanGrp,p1

p1 測定グループ番号（1 ～ 2）
クエリ SMasterScanGrp?
例 マスタ測定周期を測定グループ 2 に設定する。

SMasterScanGrp,2

解説
・ このコマンドはデュアルインターバル機能が有効のと

き設定できます。

SCtrlMode
制御モード
制御モードを設定します。
構文 SCtrlMode,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 モード（Single、Cascade、PVSwitching）

Single 単ループ制御
Cascade カスケード制御
PVSwitching 2 入力切替制御

p4 2 入力切替条件（p3=PVSwitching のとき）
LowRange 温度範囲切替 ( 低温

基準 )
HighRange 温度範囲切替 ( 高温

基準 )
PVHigh PV 上限値切替
Signal 接点入力切替

クエリ SCtrlMode[,p1,p2]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の PID

モジュールの制御モードを 2 入力切替制御に、
切替条件を接点入力切替に設定する。
SCtrlMode,0,2,PVSwitching,Signal

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlScan
制御周期
制御周期を設定します。
構文 SCtrlScan,p1,p2,p3

p1 ユニット番号
「-」固定

p2 モジュール番号
「-」固定

p3 制御周期（100ms, 200ms）
クエリ SCtrlScan?
例 制御周期を 100ms に設定する。

SCtrlScan,-,-,100ms

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
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SCtrlAction
制御動作
制御動作を設定します。
構文 SCtrlAction,p1,p2,p3

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 停電復帰動作

RESTART_CONT 継続
RESTART_MAN 手動運転
RESTART_AUTO 自動運転
RESTART_RESET リセット

クエリ SCtrlAction[,p1,p2]
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の停

電復帰時の動作を手動運転に設定する。
SCtrlAction,0,2,RESTART_MAN

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ p3=RESTART_RESET は、プログラム制御機能（付加

仕様、/PG）が有効な場合に設定できます。

SCtrlType
制御タイプ
制御タイプを設定します。
構文 SCtrlType,p1,p2

p1 ループ番号
p2 制御タイプ

PID PID 制御
ONOFF オン / オフ制御

クエリ SCtrlType[,p1]?
例 ループ番号 L022 のの制御タイプをオン / オフ

制御に設定する。
SCtrlType,L022,ONOFF

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlLoopAction
ループ制御動作
ループ制御動作を設定します。
構文 SCtrlLoopAction,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 ループ番号
p2 PID 初期値

PIDDef_TEMP 温度
PIDDef_PRESS 圧力流量

p3 PID 選択方式
SP_SLCT 目標設定値選択方式

（/PG 無しのとき）
SP_SEG_SLCT 目標設定値選択方式

／セグメント PID 方
式

（/PG 有のとき）
ZON_PV ゾーン PID 方式（測

定入力）
ZON_TSP ゾーン PID 方式（到

達目標値）
ZON_SP ゾーン PID 方式（目

標設定値）
FIX_PID 固定ローカル PID 選

択（イベントアクショ
ンで PID No. 切替）

p4 EXPV 機能
Off EXPV（RPV）を使用

しない
On EXPV（RPV）を使用

する
p5 RSP 機能

Off RSP を使用しない
On RSP を使用する

p6 PID 制御モード
FollowUp 追値制御モード
Fixed-point 定値制御モード

クエリ SCtrlLoopAction[,p1]?
例 ループ番号 L022 の制御動作を以下の内容で設

定する。
PID 初期値：温度
PID 選択方式：ゾーン PID 方式（測定入力 )
EXPV（RPV）機能：Off
RSP 機能：On
PID 制御モード：追値制御モード

SCtrlLoopAction,L022,PIDDef_
TEMP,ZON_PV,Off,On,FollowUp

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 2 次側の RSP 機能 On（p5=On）は、カスケードモー

ドでは設定できません。
・ p3 の PID 選択方式は、プログラム制御機能（付加仕様、

/PG）の有無により、範囲が異なります。
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SCtrlSPPID
SP グループ数、PID グループ数
SP グループ数、PID グループ数を設定します。
構文 SCtrlSPPID,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 SP グループ番号（1 ～ 8）
p3 PID グループ番号（1 ～ 8）

クエリ SCtrlSPPID[,p1]
例 ループ番号 L022 の設定の SP グループ数を「6」、

PID グループ数を「3」に設定する。
SCtrlSPPID,L022,6,3

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlALNo
制御アラーム数
制御アラーム数を設定します。
構文 SCtrlALNo,p1,p2

p1 ループ番号
p2 制御アラーム数（1 ～ 4）

クエリ SCtrlALNo[,p1]
例 ループ番号 L022 の制御アラーム数を「3」に

設定する。
SCtrlALNo,L022,3

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlAlmMode
警報モード
警報モードを設定します。
構文 SCtrlAlmMode,p1,p2

p1 ループ番号
p2 警報モード

ALM_MODE_ALWAYS 常用
ALM_MODE_STOP 運転停止時無効
ALM_MODE_STOP_MAN 手動運転／運転

停止時無効
クエリ SCtrlAlmMode[,p1]
例 ループ番号 L022 の警報モードを常用に設定す

る
SCtrlAlmMode,L022,ALM_MODE_ALWAYS

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlDIRegist
接点登録
接点を登録します。
構文 SCtrlDIRegist,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 動作

A-M_LP1 自動 /手動切替（A/M）LP1

A-M_LP2 自動 /手動切替（A/M）LP2

R-L_LP1 リモート /ローカル切替（R/L）
LP1

R-L_LP2 リモート /ローカル切替（R/L）
LP2

S-R_LP1 運転停止 /開始切替（S/R）LP1

S-R_LP2 運転停止 /開始切替（S/R）LP2

CAS カスケードへの切替（CAS）

AUTO_LP1 自動への切替（AUTO）LP1

AUTO_LP2 自動への切替（AUTO）LP2

MAN_LP1 手動への切替（MAN）LP1

MAN_LP2 手動への切替（MAN）LP2

REM_LP1 リモートへの切替（REM）LP1

REM_LP2 リモートへの切替（REM）LP2

LCL_LP1 ローカルへの切替（LCL）LP1

LCL_LP2 ローカルへの切替（LCL）LP2

AT_LP1 オートチューニング起動 /停止切
替（AT）LP1

AT_LP2 オートチューニング起動 /停止切
替（AT）LP2

SW 2 入力切替（SW）

ACK_LP1 アラーム ACK（ACK）LP1

ACK_LP2 アラーム ACK（ACK）LP2

SPBit0_LP1 SP 番号指定時のビット 0　LP1

SPBit1_LP1 SP 番号指定時のビット 1　LP1

SPBit2_LP1 SP 番号指定時のビット 2　LP1

SPBit3_LP1 SP 番号指定時のビット 3　LP1

SPBit0_LP2 SP 番号指定時のビット 0　LP2

SPBit1_LP2 SP 番号指定時のビット 1　LP2

SPBit2_LP2 SP 番号指定時のビット 2　LP2

SPBit3_LP2 SP 番号指定時のビット 3　LP2

PIDBit0_LP1 PID 番号指定時のビット 0　LP1

PIDBit1_LP1 PID 番号指定時のビット 1　LP1

PIDBit2_LP1 PID 番号指定時のビット 2　LP1

PIDBit3_LP1 PID 番号指定時のビット 3　LP1

PIDBit0_LP2 PID 番号指定時のビット 0　LP2

PIDBit1_LP2 PID 番号指定時のビット 1　LP2

PIDBit2_LP2 PID 番号指定時のビット 2　LP2

PIDBit3_LP2 PID 番号指定時のビット 3　LP2

p4 端子番号
Off 登録なし

DI1～ DI8 接点入力

DO1～ DO8 接点出力

ALM1_L1～
ALM4_L1

警報状態ループ 1

ALO1_L1～
ALO4_L1

警報出力ループ 1
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ALM1_L2～
ALM4_L2

警報状態ループ 2

ALO1_L2～
ALO4_L2

警報出力ループ 2

クエリ SCtrlDIRegist[,p1,p2,p3]?

例 本体に接続されているモジュール番号 2 の自動 /
手動切替（A/M）LP1 を DI1 に設定する。
SCtrlDIRegist,0,2,A-M_LP1,DI1

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ ALM*_Lx（*=1 ～ 4、x=1 ～ 2）は警報状態を意味します。

ALM*_OUT_Lx（*=1 ～ 4、x=1 ～ 2）はリレー動作を
含んだ警報出力状態を意味します。

・ p3 動作の内容によって、p4 の選択肢の有効範囲が異
なります。詳しくは下表「p3 内容と p4 端子番号の有
効性」を参照ください。

p3 内容と p4 端子番号の有効性
p3 動作 p4 選択肢

P4=Off 以
外のとき、
p3 動作が
有効となる
条件

内容 選択肢 Off
DI1 ～
DI8
DO1 ～
DO8

ALM1_
L1 ～
ALM4_
L1
ALO1_
L1 ～
ALO4_
L1

ALM1_
L2 ～
ALM4_
L2
ALO1_
L2 ～
ALO4_
L2

自動/手動切替(A/M)
LP1

A-M_LP1 ○ ○ － 制御モードが
カスケード以
外で有効

自動/手動切替(A/M)
LP2

A-M_LP2 ○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

リモート /ローカル
切替 (R/L)LP1

R-L_LP1 ○ ○ － RSP 機能が
Onの場合に
有効（奇数
ループを参
照）

リモート /ローカル
切替 (R/L)LP2

R-L_LP2 ○ － ○ RSP 機能が
Onの場合に
有効（偶数
ループを参
照）
制御モードが
単ループで有
効（カスケー
ドは RSP 機
能 Off 固定）

運転停止 /開始切替
(S/R)LP1

S-R_LP1 ○ ○ － 常に有効

運転停止 /開始切替
(S/R)LP2

S-R_LP2 ○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

カスケードへの切替
(CAS)

CAS ○ － ○ 制御モードが
カスケード時
に有効

自動への切替
(AUTO)LP1		

AUTO_
LP1

○ ○ － 制御モードが
カスケード以
外で有効

自動への切替
(AUTO)LP2		

AUTO_
LP2

○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

p3 動作 p4 選択肢

P4=Off 以
外のとき、
p3 動作が
有効となる
条件

内容 選択肢 Off
DI1 ～
DI8
DO1 ～
DO8

ALM1_
L1 ～
ALM4_
L1
ALO1_
L1 ～
ALO4_
L1

ALM1_
L2 ～
ALM4_
L2
ALO1_
L2 ～
ALO4_
L2

手動への切替 (MAN)
LP1		

MAN_LP1 ○ ○ － 制御モードが
カスケード以
外で有効

手動への切替 (MAN)
LP2		

MAN_LP2 ○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

リモートへの切替
(REM)LP1

REM_LP1 ○ ○ － RSP 機能が
Onの場合に
有効（奇数
ループを参
照）

リモートへの切替
(REM)LP2

REM_LP2 ○ － ○ RSP 機能が
Onの場合に
有効（偶数
ループを参
照）
制御モードが
単ループで有
効（カスケー
ドは RSP 機
能 Off 固定）

ローカルへの切替
(LCL)LP1

LCL_LP1 ○ ○ － RSP 機能が
Onの場合に
有効（奇数
ループを参
照）

ローカルへの切替
(LCL)LP2

LCL_LP2 ○ － ○ RSP 機能が
Onの場合に
有効（偶数
ループを参
照）
制御モードが
単ループで有
効（カスケー
ドは RSP 機
能 Off 固定）

オートチューニング
起動 /停止切替 (AT)
LP1

AT_LP1 ○ ○ － 常に有効

オートチューニング
起動 /停止切替 (AT)
LP2

AT_LP2 ○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

2入力切替 (SW) SW ○ ○ － 制御モードが
2入力切替時
かつ、入力切
替動作が接点
の場合に有効

アラーム ACK(ACK)	
LP1		

ACK_LP1 ○ ○ － 常に有効

アラーム ACK	(ACK)	
LP2	

ACK_LP2 ○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

SP番号指定時のビッ
ト 0	LP1

SPBit0_
LP1

○ ○ － 常に有効

SP番号指定時のビッ
ト 1	LP1

SPBit1_
LP1

○ ○ － 常に有効
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p3 動作 p4 選択肢

P4=Off 以
外のとき、
p3 動作が
有効となる
条件

内容 選択肢 Off
DI1 ～
DI8
DO1 ～
DO8

ALM1_
L1 ～
ALM4_
L1
ALO1_
L1 ～
ALO4_
L1

ALM1_
L2 ～
ALM4_
L2
ALO1_
L2 ～
ALO4_
L2

SP番号指定時のビッ
ト 2	LP1

SPBit2_
LP1

○ ○ － 常に有効

SP番号指定時のビッ
ト 3	LP1

SPBit3_
LP1

○ ○ － 常に有効

SP番号指定時のビッ
ト 0	LP2

SPBit0_
LP2

○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

SP番号指定時のビッ
ト 1	LP2

SPBit1_
LP2

○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

SP番号指定時のビッ
ト 2	LP2

SPBit2_
LP2

○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

SP番号指定時のビッ
ト 3	LP2

SPBit3_
LP2

○ － ○ 制御モードが
2入力切替以
外で有効

PID 番号指定時の
ビット 0	LP1

PIDBit0_
LP1

○ ○ － PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効（奇数ルー
プの設定を参
照）

PID 番号指定時の
ビット 1	LP1

PIDBit1_
LP1

○ ○ － PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効（奇数ルー
プの設定を参
照）

PID 番号指定時の
ビット 2	LP1

PIDBit2_
LP1

○ ○ － PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効（奇数ルー
プの設定を参
照）

PID 番号指定時の
ビット 3	LP1

PIDBit3_
LP1

○ ○ － PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効（奇数ルー
プの設定を参
照）

PID 番号指定時の
ビット 0	LP2

PIDBit0_
LP2

○ － ○ PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効（偶数ルー
プの設定を参
照）
制御モードが
2入力切替以
外で有効

p3 動作 p4 選択肢

P4=Off 以
外のとき、
p3 動作が
有効となる
条件

内容 選択肢 Off
DI1 ～
DI8
DO1 ～
DO8

ALM1_
L1 ～
ALM4_
L1
ALO1_
L1 ～
ALO4_
L1

ALM1_
L2 ～
ALM4_
L2
ALO1_
L2 ～
ALO4_
L2

PID 番号指定時の
ビット 1	LP2

PIDBit1_
LP2

○ － ○ PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効 ( 偶数ルー
プの設定を参
照 ) 制御モー
ドが 2入力切
替以外で有効

PID 番号指定時の
ビット 2	LP2

PIDBit2_
LP2

○ － ○ PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効 ( 偶数ルー
プの設定を参
照 )
制御モードが
2入力切替以
外で有効

PID 番号指定時の
ビット 3	LP2

PIDBit3_
LP2

○ － ○ PID 選択方式
が外部選択
の場合に有
効 ( 偶数ルー
プの設定を参
照）
制御モードが
2入力切替以
外で有効
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SCtrlRelay
DO 端子の動作（リレー動作）
PID モジュールの DO 端子の動作（リレー動作）を設定し
ます。

出力が「モジュール内接点出力」の場合
構文 SCtrlRelay,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 DO 番号（DO1 ～ DO8）
p4 出力種類

CtrlRelay モジュール内接点出力
p5 ループ選択

LP1 ループ 1
LP2 ループ 2
COMMON ループ 1、ループ 2 共通

p6 状態（下表参照）
p5（ループ）の選択肢により、p6（状態）の
有効範囲が変わります。

p7 励磁／非励磁（Energize、De_Energize）
Energize 励磁
De_Energize 非励磁

p6（状態） 内容 p5（ループ）
OFF OFF LP1、LP2、

COMMON
ALM1_OUT_L1 アラームレベル 1 状態 ループ 1 LP1
ALM2_OUT_L1 アラームレベル 2 状態 ループ 1 LP1
ALM3_OUT_L1 アラームレベル 3 状態 ループ 1 LP1
ALM4_OUT_L1 アラームレベル 4 状態 ループ 1 LP1
ALM1_L1 アラームレベル 1 ループ 1 LP1
ALM2_L1 アラームレベル 2 ループ 1 LP1
ALM3_L1 アラームレベル 3 ループ 1 LP1
ALM4_L1 アラームレベル 4 ループ 1 LP1
SR_L1 運転開始 / 運転停止 ループ 1 LP1
AM_L1 自動 / 手動 ループ 1 LP1
RL_L1 リモート / ローカル ループ 1 LP1
AT_L1 オートチューニング状態　ルー

プ 1
LP1

EXPV_ANAPV_L1 外部測定値 / ローカル  ループ 1 LP1
ALM1_OUT_L2 アラームレベル 1 状態 ループ 2 LP2
ALM2_OUT_L2 アラームレベル 2 状態 ループ 2 LP2
ALM3_OUT_L2 アラームレベル 3 状態 ループ 2 LP2
ALM4_OUT_L2 アラームレベル 4 状態 ループ 2 LP2
ALM1_L2 アラームレベル 1 ループ 2 LP2
ALM2_L2 アラームレベル 2 ループ 2 LP2
ALM3_L2 アラームレベル 3 ループ 2 LP2
ALM4_L2 アラームレベル 4 ループ 2 LP2
SR_L2 運転開始 / 運転停止 ループ 2 LP2
AM_L2 自動 / 手動 ループ 2 LP2
AUTO_L2 自動 ループ 2 LP2
MAN_L2 手動 ループ 2 LP2
CAS_L2 カスケード ループ 2 LP2
RL_L2 リモート / ローカル ループ 2 LP2
AT_L2 オートチューニング状態 LP2
EXPV_ANAPV_L2 外部測定値 / ローカル  ループ 2 LP2
DI1 DI1 状態出力 COMMON
DI2 DI2 状態出力 COMMON

DI3 DI3 状態出力 COMMON
DI4 DI4 状態出力 COMMON
DI5 DI5 状態出力 COMMON
DI6 DI6 状態出力 COMMON
DI7 DI7 状態出力 COMMON
DI8 DI8 状態出力 COMMON
AI1_BOUT AI1 バーンアウト COMMON
AI1_ADERR AI1 AD エラー COMMON
AI2_BOUT AI2 バーンアウト COMMON
AI2_ADERR AI2 AD エラー COMMON

出力が「アラーム」で動作が「And/Or」の場合
構文 SCtrlRelay,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 DO 番号（DO1 ～ DO8）
p4 出力種類

Alarm アラーム
p5 励磁／非励磁（Energize、De_Energize）

Energize 励磁
De_
Energize

非励磁

p6 動作（And、Or）
And 設定されたアラームがすべてア

ラーム状態のとき動作する。
Or 設定されたアラームのいずれか

がアラーム状態のとき動作する。
p7 状態

Hold 保持
Nonhold 非保持

p8 ACK 時のリレー動作（Normal, Reset）

出力が「アラーム」で動作が「Reflash」の場合 
構文 SCtrlRelay,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 DO 番号（DO1 ～ DO8）
p4 出力種類

Alarm アラーム
p5 励磁／非励磁

Energize 励磁
De_
Energize

非励磁

p6 動作
Reflash 再故障再アラーム

p7 再故障再アラーム時間（500ms, 1s, 2s）
p8 ACK 時のリレー動作（Normal, Reset）

出力が「マニュアル」の場合
構文 SCtrlRelay,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 DO 番号（DO1 ～ DO8）
p4 出力種類

Manual マニュアル
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p5 励磁／非励磁
Energize 励磁
De_
Energize

非励磁

クエリ SCtrlRelay[,p1,p2,p3]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の

DO1 ををマニュアルで励磁に設定する。
SCtrlRelay,0,2,DO1,Manual,Energi
ze

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ p4=CtrlRelay の場合の p6 のアラームレベルは、

ALM*_Lx（*=1 ～ 8、x=1 ～ 2）が警報状態を意味し
ます。ALM*_OUT_Lx（*=1 ～ 8、x=1 ～ 2）がリレー
動作を含んだ警報出力状態を意味します。

SCtrlRangeAI
測定入力レンジ
PID 制御モジュールの AI 端子のレンジを設定します。
入力種類が「TC」または「RTD」
構文 SCtrlRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,

p8,p9
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 入力種類（TC, RTD）
p5 レンジ（解説を参照）
p6 演算種類（Off 固定）
p7 スパン下限値
p8 スパン上限値
p9 バイアス（–999999 ～ 999999）

入力種類が「TC、RTD 以外」で演算種類が「スケーリング」
構文 SCtrlRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,

p8,p9,p10,p11,p12,p13
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 入力種類（Volt, GS, DI）
p5 レンジ（解説を参照）
p6 演算種類（Scale）
p7 スパン下限値
p8 スパン上限値
p9 バイアス（–999999 ～ 999999）
p10 小数点位置（0 ～ 5）
p11 スケーリング下限値
p12 スケーリング上限値
p13 単位（最大 6 文字、UTF-8）

入力種類が「GS」または「Volt」で演算種類が「開平演算」
構文 SCtrlRangeAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,

p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 入力種類（Volt, GS）
p5 レンジ（解説を参照）
p6 演算の種類（Sqrt）
p7 スパン下限値
p8 スパン上限値
p9 バイアス（–999999 ～ 999999）
p10 小数点位置（0 ～ 5）
p11 スケーリング下限値
p12 スケーリング上限値
p13 単位（最大 6 文字、UTF-8）
p14 ローカット（Off, On）
p15 ローカット点（0 ～ 50）
p16 ローカット動作指定（Zero, Linear）

クエリ SCtrlRangeAI[,p1.p2,p3]?
例 チャネル 0002 で、–0.5000 ～ 1.0000V を測定

する。スケーリングしない。バイアスなし。
SCtrlRangeAI,0002,Volt,2V,O
ff,–5000,10000,0

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p4=TC/RTD の場合は、p6=Off 固定です。
・ p4=TC/RTD/DI の場合は、p6=Sqrt は設定できません。
・ p4=Volt/GS/DI の場合は、p6=Off は設定できません。
・ p4=DI の場合は、p9（バイアス）は設定できません。
・ 電磁リレー方式、低耐圧リレー方式、高耐圧方式のア

ナログ入力モジュールの場合は、p2=RTD を設定でき
ません。

・ p5 の設定可能項目を下表に示します。
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p4=Volt p4=TC p4=RTD p4=GS p4=DI
20mV R Pt100 1-5V Level
60mV S Pt100-H 0.4-2V DI
200mV B JPt100
1V K JPt100-H
2V K-H Cu10GE
6V E Cu10LN
20V J Cu10WEED
50V T Cu10BAILEY

N Cu10a392
W Cu10a393
L Cu25
U Cu53
PLATINEL Cu100
PR20-40 J263B
WRe3-25 Ni100SAMA
KpvsAu7Fe Ni100DIN
NiNiMo Ni120
WWRe26 Pt25
N14 Pt50
XK Pt200WEED

Cu10G
Cu50G
Cu100G
Pt46G
Pt100G

・ p7（スパン下限値）と p8（スパン上限値）の設定
範囲については PID 制御ユーザーズマニュアル（IM 
04L51B01-31JA）をお読みください。

SCtrlBurnOut
バーンアウトモード
PID モジュールの AI 端子のバーンアウト動作を設定しま
す。
構文 SCtrlBurnOut,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 バーンアウト動作（Off, Up, Down）

クエリ SCtrlBurnOut[,p1,p2,p3]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の AI1

でバーンアウトを検知したとき、UP にする。
SBurnOut,0,2,AI1,Up

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。

SCtrlRjc
基準接点補償温度
PID 制御モジュールの AI 端子の基準接点補償温度を設定
します。
構文 SCtrlRjc,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 モード（Internal, External）

Internal 内部
External 外部

p5 補償温度値
-200 ～ 800 -20.0 ～ 80.0 ℃
2531 ～ 3532 253.1~353.2 K

クエリ SCtrlRjc[,p1,p2,p3]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の

AI1 の基準接点補償を内部補償回路にする。
SCtrlRjc,0,2,AI1,Internal

本体に接続されているモジュール番号 2 の
AI1 の基準接点補償を外部基準接点補償にし、
補償温度を -2.3℃にする。
SCtrlRjc,0,2,AI1,External,-23

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ 演算中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p4=Internal の場合は、p5 は設定できません。
・ 絶対温度（K）は入力種類が TC、レンジ種類が

KpvsAu7Fe の場合に有効です。

SCtrlFilter
一次遅れフィルタ
PID 制御モジュールの AI 端子の一次遅れフィルタを設定
します。
構文 SCtrlFilter,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 使用／未使用（On, Off）
p5 一次遅れ時定数（0 ～ 120）　単位：sec

クエリ SCtrlFilter[,p1,p2,p3]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の AI1

の一次遅れを 110（s）に設定する
SCtrlFilter,0,2,AI1,On,110

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
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SCtrlCalibAI
入力値補正
PID 制御モジュールの AI 端子の入力値補正を設定します。
入力値補正を使用しない
構文 SCtrlCalibAI,p1,p2,p3,p4

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 折線モード

Off 補正しない

入力値補正（折線近似、折線バイアス）を使用する
構文 SCalibIO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p

9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17,
p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p25,p
26,p27,p28,p29
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 折線モード

Appro 折線近似
Bias 折線バイアス

p5 折れ点の点数（2 ～ 12）
p6 折れ点１の入力値
p7 折れ点１の出力値
p8 折れ点 2 の入力値
p9 折れ点 2 の出力値
p10 折れ点 3 の入力値（折れ点の点数≧ 3）
p11 折れ点 3 の出力値（折れ点の点数≧ 3）
p12 折れ点 4 の入力値（折れ点の点数≧ 4）
p13 折れ点 4 の出力値（折れ点の点数≧ 4）
p14 折れ点 5 の入力値（折れ点の点数≧ 5）
p15 折れ点 5 の出力値（折れ点の点数≧ 5）
p16 折れ点 6 の入力値（折れ点の点数≧ 6）
p17 折れ点 6 の出力値（折れ点の点数≧ 6）
p18 折れ点 7 の入力値（折れ点の点数≧ 7）
p19 折れ点 7 の出力値（折れ点の点数≧ 7）
p20 折れ点 8 の入力値（折れ点の点数≧ 8）
p21 折れ点 8 の出力値（折れ点の点数≧ 8）
p22 折れ点 9 の入力値（折れ点の点数≧ 9）
p23 折れ点 9 の出力値（折れ点の点数≧ 9）
p24 折れ点 10 の入力値（折れ点の点数≧

10）
p25 折れ点 10 の出力値（折れ点の点数≧

10）
p26 折れ点 11 の入力値（折れ点の点数≧

11）
p27 折れ点 11 の出力値（折れ点の点数≧

11）
p28 折れ点 12 の入力値（折れ点の点数≧

12）
p29 折れ点 12 の出力値（折れ点の点数≧

12）

入力値補正（補正係数）を使用する
構文 SCtrlCalibAI,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,

p8,p9,p10,p11,p12,p13,p14,p15,p16,
p17,p18,p19p,20p,p21,p22,p23,p24,p
25,p26,p27,p28,p29,p30,p31,p32,p33
,p34,p35,p36,p37,p38,p39,p40,p41
p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AI 端子番号（AI1, AI2）
p4 折線モード

Correct 補正係数
p5 補正点の点数（2 ～ 12）
p6 未補正値 1
p7 機器補正係数 1
p8 センサ補正係数 1
p9 未補正値 2
p10 機器補正係数 2
p11 センサ補正係数 2
p12 未補正値 3（折れ点の点数≧ 3）
p13 機器補正係数 3（折れ点の点数≧ 3）
p14 センサ補正係数 3（折れ点の点数≧ 3）
p15 未補正値 4（折れ点の点数≧ 4）
p16 機器補正係数 4（折れ点の点数≧ 4）
p17 センサ補正係数 4（折れ点の点数≧ 4）
p18 未補正値 5（折れ点の点数≧ 5）
p19 機器補正係数 5（折れ点の点数≧ 5）
p20 センサ補正係数 5（折れ点の点数≧ 5）
p21 未補正値 6（折れ点の点数≧ 6）
p22 機器補正係数 6（折れ点の点数≧ 6）
p23 センサ補正係数 6（折れ点の点数≧ 6）
p24 未補正値 7（折れ点の点数≧ 7）
p25 機器補正係数 7（折れ点の点数≧ 7）
p26 センサ補正係数 7（折れ点の点数≧ 7）
p27 未補正値 8（折れ点の点数≧ 8）
p28 機器補正係数 8（折れ点の点数≧ 8）
p29 センサ補正係数 8（折れ点の点数≧ 8）
p30 未補正値 9（折れ点の点数≧ 9）
p31 機器補正係数 9（折れ点の点数≧ 9）
p32 センサ補正係数 9（折れ点の点数≧ 9）
p33 未補正値 10（折れ点の点数≧ 10）
p34 機器補正係数 10（折れ点の点数≧ 10）
p35 センサ補正係数 10（折れ点の点数≧ 10）
p36 未補正値 11（折れ点の点数≧ 11）
p37 機器補正係数 11（折れ点の点数≧ 11）
p38 センサ補正係数 11（折れ点の点数≧ 11）
p39 未補正値 12（折れ点の点数≧ 12）
p40 機器補正係数 12（折れ点の点数≧ 12）
p41 センサ補正係数 12（折れ点の点数≧ 12）

クエリ SCtrlCalibAI[,p1,p2,p3]?
例 チャネル 0001（測定範囲：0 ～ 1.0000V）に 3

点の補正点を指定する。補正点は、入力値が
0V のとき出力値が 0.0010V、入力値が 0.5000V
のとき出力値が 0.5020V、入力値が 1.0000V の
とき出力値が 0.9970V、とする。
SCtrlCalibAI,0001,Appro, 
3,0,10,5000,5020,10000,9970
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解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p4=Off の場合、p5 以降は設定できません。
・ p5 で設定した点数を超える補正点の設定はできませ

ん。
・ AI チャネルの入力種類（SCtrlRangeAI コマンドの

p4）が Skip または DI の場合、p4=Off 以外は設定で
きません。

SCtrlRangeAO
伝送出力の設定
PID 制御モジュールの AO 端子の伝送出力レンジを設定し
ます。
構文 SCtrlRangeAO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AO 端子番号（AO1, AO2）
p4 伝送出力（On, Off）

Off
On

p5 端子番号
OUT1
PV1
SP1
OUT2
PV2
SP2

p6 スケーリング下限（-30000 ～ 30000）
p7 スケーリング上限（-30000 ～ 30000）

クエリ SCtrlRangeAO[,p1,p2,p3]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の

AO1 の出力を PV1 に設定する。
SCtrlRangeAO,0,2,AO1,On,
PV1,-30000,30000

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p4=Off の場合、p5 は、制御モードと p3 の組み合わ

せによって下表のとおり固定となります。
制御モード p3=AO1 P3=AO2
単ループ制御、
またはカスケード制御

p5=OUT1 p5=OUT2

2 入力切替制御 p5=OUT1 p5=OUT1

• p5=OUT2、PV2、SP2 は、制御モードが「2 入力切替制御」
の場合は設定できません。

SCtrlSplitAO
スプリット演算
PID 制御モジュールの AO 端子のスプリット演算を設定し
ます。
構文 SCtrlSplitAO,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AO 端子番号（AO1, AO2）
p4 折線モード（Off）

Off
On

p5 出力 0% 折れ点の値（-1000 ～ 2000）
p6 出力 100% 折れ点の値（-1000 ～ 2000）

クエリ SCtrlSplitAO[,p1,p2,p3]?
解説

・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場
合に有効です。

・ p4=Off の場合、p5 以降は設定できません

SCtrlOutput
制御出力
PID 制御モジュールの AO 端子の出力種類を設定します。
構文 SCtrlOutput,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 ユニット番号
p2 モジュール番号
p3 AO 端子番号（AO1, AO2）
p4 制御出力種類

Current-output 電流出力
Voltage-pulse 電圧パルス出力
VDC-power 15VDC 電源

p5 サイクルタイム（5 ～ 10000） 
0.5（s）～ 1000.0（s）

p6 アナログ出力種別
4-20mA
0-20mA
20-4mA
20-0mA

クエリ SCtrlOutput[,p1]?
例 本体に接続されているモジュール番号 2 の

AO1 の出力を電流、サイクルタイム 800s、ア
ナログ出力種別を 4-20mA に設定する。
SCtrlOutput,0,2,AO1,Current-
output,800,4-20mA

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
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SCtrlRangePV
制御入力レンジ
制御入力レンジを設定します。
構文 SCtrlRangePV,p1,p2,p3,p4,p5

p1 ループ番号
p2 PV レンジ下限（-30000 ～ 30000）
p3 PV レンジ上限（-30000 ～ 30000）
p4 PV レンジ小数点位置（0 ～ 4）
p5 単位（最大 6 文字、UTF-8）

クエリ SCtrlRangePV[,p1]?
例 ループ番号 L022 の PV レンジを -30000 ～

30000、小数点位置を 2、単位を「UniA」に設
定する
SCtrlRangePV,L022,-30000,30000,2, 
’UniA’

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ PV レンジ上下限値（p2、p3）は、p2 ＜ p3 かつ、p3

− p2 ≦ 30000 で設定してください。

SCtrlPVSwitch
2 入力切替制御の入力切替 PV
2 入力切替制御の入力切替 PV 値を設定します。
構文 SCtrlPVSwitch,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 入力切替 PV 下限値（PV レンジ下限～ PV

レンジ上限）
p3 入力切替 PV 上限値（PV レンジ下限～ PV

レンジ上限）
クエリ SCtrlPVSwitch[,p1]?
例 ループ番号 L022 の入力切替 PV 値を -30000 ～

30000 に設定する。
SCtrlPVSwitch,L022,-30000,30000

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ 2 入力切替条件が低温温度範囲、または高温温度範囲

の場合は、入力切替 PV 下限値＜入力切替 PV 上限値
で設定してください。(SCtrlMode コマンド参照 )

SCtrlCalc
EXPV ／ RSP 機能の設定
EXPV、RSP の参照元を設定します。
構文 SCtrlCalc,p1,p2,p3,p4

p1 ループ番号
p2 PVSP 番号

EXPV
RSP
EXPV2

p3 チャネル種別（IO, Math, Com, Off）
IO 入力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）
Off

p4 チャネル番号、または端子番号
p3=IO のとき 0001 ～ 6532
p3=Math のとき 001 ～ 200
p3=Com のとき 001 ～ 500
p3=AI のとき 01 ～ 02

クエリ SCtrlOutput[,p1]?
例 ループ番号 L022 の PV1 の EXPV を A001 チャ

ネルに設定する
SCtrlCalc,L022,EXPV,Math,001

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2=EXPV1、 EXPV2 は、EXPV 機能が有効な場合に設定

できます。
・ p2=RSP は、RSP 機能が有効な場合に設定できます。

・ p2=EXPV2 は EXPV 機能が有効、かつ 2 入力切替制御
の場合に設定できます。

・ p3=Off は、EXPV 機能が有効、かつ 2 入力切替制御で、
p2=EXPV、または EXPV2 の場合に選択可能です。

SCtrlFilterSP
リモート SP のフィルタ
リモート SP のフィルタを設定します。
構文 SCtrlFilterSP,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 フィルタあり／なし

Off
On

p3 フィルタ設定値（1 ～ 120）
1～ 120 s

クエリ SCtrlFilterSP[,p1]?
例 ループ番号 L022 のリモート SP のフィルタを

120 s に設定する。
SCtrlFilterSP,L022,On,120

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
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SCtrlRatioSP
リモート SP の比率
リモート SP の比率を設定します。
構文 SCtrlRatioSP,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 比率設定あり／なし

Off
On

p3 比率設定値（1 ～ 9999）
0.001～ 9.999 小数点 3 桁固定

クエリ SCtrlFilterSP[,p1]?
例 ループ番号 L022 のリモート SP のフィルタを

120 s に設定する。
SCtrlFilterSP,L022,On,120

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlBiasSP
リモート SP のバイアス
リモート SP のバイアスを設定します。
構文 SCtrlBiasSP,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 リモートバイアスあり／なし

Off
On

p3 リモートバイアス値（PV レンジスパンの
-100% ～ 100%）

例 10.0°～ 100.0°の場合 -90.0°～ 90.0°
（-900 ～ 900）

クエリ SCtrlBiasSP[,p1]?
例 ループ番号 L022 のリモート SP のバイアスを 

-150.0 に設定する。
SCtrlBiasSP,L022,On,-1500

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlErrPreOut
入力エラープリセット出力
入力エラー発生時の出力値を設定します。
構文 SCtrlErrPreOut,p1,p2

p1 ループ番号
p2 入力エラー時のプリセット出力値

PRESET プリセット出力
OUT0% 制御出力 0%
OUT100% 制御出力 100%

クエリ SCtrlErrPreOut[,p1]?
例 ループ番号 L022 の入力エラー発生時の出力値

を 制御出力 100% に設定する。
SCtrlErrPreOut,L022,OUT100%

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlOutLimit
手動運転時の出力リミッタ機能
手動運転時の出力リミッタ機能を設定します。
構文 SCtrlOutLimit,p1,p2

p1 ループ番号
p2 出力リミッタスイッチ

Off 手動運転時に出力リミッタを無効
にする。

On 手動運転時に出力リミッタを有効
にする。

クエリ SCtrlOutLimit[,p1]?
例 ループ番号 L022 の出力リミッタ機能を有効に

する
SCtrlOutLimit,L022,On

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlAlarm
制御アラーム
制御アラームの種類と動作を設定します。
構文 SCtrlAlarm,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,

p9,p10,p11,p12,p13
p1 ループ番号
p2 アラーム番号（1 ～ 4）
p3 On ／ Off（Off, On）
p4 警報種類

PV-High PV 上限
PV-Low PV 下限
SP-High SP 上限
SP-Low SP 下限
Dev-High 偏差上限
Dev-Low 偏差下限
Dev-HL 偏差上下限
Dev-HL-In 上下限偏差内
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OUT-High 制御出力上限
OUT-Low 制御出力下限
PV-Rate PV 変化率

p5 待機動作
On あり
Off なし

p6 ヒステリシス（0 ～ 30000）
p7 On ディレイタイマ（min）（0 ～ 99）
p8 On ディレイタイマ（sec）（0 ～ 59）
p9 Off ディレイタイマ（min）（0 ～ 99）
p10 Off ディレイタイマ（sec）（0 ～ 59）
p11 リレー動作

off 非保持
Relay1 保持
Relay2 保持＆ ACK 時リレー動作 

リセット
Relay3 非保持＆ ACK 時リレー動作 

リセット
Relay4 保持＆ ACK 時リレー動作 

標準
p12 PV 変化率時間設定（min）（0 ～ 99）
p13 PV 変化率時間設定（sec）（0 ～ 59）

クエリ SCtrlAlarm[,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 のアラーム番号 8 の警報種

類を PV 上限、待機動作なし、ヒステリシス 
150.5、On ディレイタイマー 80min. 00s、リレー
動作を標準に設定する。
SCtrlAlarm,L022,8,On,PV-
High,Off,1505,80,00,Relay4

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p6 の小数点位置は、SCtrlRangePV の制御 PV レンジ

に連動します。
・ PV 変化率時間の設定範囲は、0.01 ～ 99.59（分 . 秒）

です。
・ PV 変化率時間設定は、p4=PV-Rate（PV 変化率）の場

合に設定できます。

SCtrlAlarmVal
SPNo グループの設定 1（制御アラーム）
制御アラームの設定値を設定します。
構文 SCtrlAlarmVal,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 ループ番号
p2 目標設定値番号（1 ～ 8）
p3 アラーム値 1（-30000 ～ 30000）
p4 アラーム値 2（-30000 ～ 30000）
p5 アラーム値 3（-30000 ～ 30000）
p6 アラーム値 4（-30000 ～ 30000）

クエリ SCtrlAlarmVal [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の目標設定値番号 5 のアラー

ム番号 8 のアラーム値を 2500.5 に設定する。
SCtrlAlarmVal,L022,5,8,25005

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。
・ p3 ～ p6 のアラーム値は、アラーム数にかかわらず

設定できます。

SCtrlSP
SPNo グループの設定 2（目標設定値）
目標設定値を設定します。
構文 SCtrlSP,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 目標設定値番号（1 ～ 8）
p3 目標設定値 ( 目標設定値リミット下限～目

標設定値リミット上限）
クエリ SCtrlSP[,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の目標設定値番号 8 の目標設

定値を -2500.5 に設定する。
SCtrlSP,L022,8,-25005

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している

場合に有効です。

SCtrlSPGradient
SPNo グループの設定 3（目標設定値勾配）
目標設定値の勾配を設定します。
構文 SCtrlSPGradient, p1, p2,p3,p4,p5,p6

p1 ループ番号
p2 目標設定値番号（「-」固定）
p3 目標設定値下降勾配

Off
On

p4 目標設定値下降勾配値 
PV レンジスパンの 0.0+1digit ～ 100.0（%）

例 PV レンジが 0.0 ～ 100.0°の場合、0.1 ～
100.0°（1 ～ 1000）

p5 目標設定値上昇勾配
Off
On
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p6 目標設定値上昇勾配値
PV レンジスパンの 0.0+1digit ～ 100.0（%）

例 PV レンジが 0.0 ～ 100.0°の場合、0.1 ～
100.0°（1 ～ 1000）

クエリ SCtrlSPGradient[,p1]?
例 ループ番号 L022 の下降勾配を 350.4、上昇勾

配を 580.9 に設定する。
SCtrlSPGradient,L022,On,3504,
On,5809

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlPIDNo
SPNo グループの設定 4（PID グループ番号）
目標設定値の PID グループ番号を設定します。
構文 SCtrlPIDNo,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 目標設定値番号（1 ～ 8）
p3 PID グループ番号（1 ～ 8）

クエリ SCtrlPIDNo[,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の目標設定値番号 8 の PID グ

ループ番号を 3 に設定する。
SCtrlPIDNo,L022,8,3

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p3 の最大値は SCtrlSPPID コマンドの p3 で設定した

SP グループ数です。

SCtrlRefPoint
ゾーン PID の設定 1（リファレンスポイント）
ゾーン PID のリファレンスポイントを設定します。
構文 SCtrlRefPoint,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 リファレンスポイント番号（1 ～ PID グルー

プ数− 1）
p3 リファレンスポイント（PV レンジ下限～

PV レンジ上限）
クエリ SCtrlRefPoint[,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 のリファレンスポイント番号

7 のリファレンスポイントを -450.5 に設定する。
SCtrlRefPoint,L022,7,-4505

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlRHys
ゾーン PID の設定 2（切替ヒステリシス）
ゾーン PID 切り替え時のヒステリシスを設定します。
構文 SCtrlRHys,p1,p2

p1 ループ番号
p2 切替ヒステリシス

PV レンジスパンの 0% ～ 100 %
例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～

90.0°（0 ～ 900）
クエリ SCtrlRHys[,p1]?
例 ループ番号 L022 の切替ヒステリシスを 30.8 に

設定する。
SCtrlRHys,L022,308

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlRefDEV
ゾーン PID の設定 3（リファレンス偏差）
ゾーン PID のリファレンス偏差を設定します。
構文 SCtrlRef,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 リファレンス偏差 OnOff（Off, On）
p3 リファレンス偏差（PV レンジスパンの 0%

～ 100%）
例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～

90.0°（0 ～ 900）
クエリ SCtrlRefDEV[,p1]?
例 ループ番号 L022 のリファレンス偏差を 125.8

に設定する
SCtrlRefDEV,L022,1258

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
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SCtrlPIDPb
PID パラメータの設定 1（比例帯）
比例帯を設定します。
構文 SCtrlPIDPb,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 PID グループ番号（1 ～ 8）
p3 比例帯 P（1 ～ 9999）

設定範囲：0.1 ～ 999.9 %
クエリ SCtrlPIDPb [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の PID グループ番号 8 の比例

帯 P を 80.0% に設定する。
SCtrlPIDPb,L022,8,800

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlPIDTI
PID パラメータの設定 2（積分時間）
積分時間を設定します。
構文 SCtrlPIDTI,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 PID グループ番号（1 ～ 8）
p3 積分時間 I（0 ～ 6000）

設定範囲：0（OFF）～ 6000（秒）
クエリ SCtrlPIDPb [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の PID グループ番号 8 の積分

時間を 240 秒に設定する。
SCtrlPIDTI,L022,8,240

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlPIDTD
PID パラメータの設定 3（微分時間）
微分時間を設定します。
構文 SCtrlPIDTD,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 PID グループ番号（1 ～ 8）
p3 微分時間 D（0 ～ 6000）

設定範囲：0（OFF）～ 6000（秒）
クエリ SCtrlPIDTD [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の PID グループ番号 8 の微分

時間を 60 秒に設定する。
SCtrlPIDTD,L022,8,60

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlPIDPara
PID パラメータの設定 4（その他制御関連）
制御関連のパラメータを設定します。
構文 SCtrlPIDPara,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7, 

p8,p9,p10
p1 ループ番号
p2 PID グループ番号（1 ～ 8）
p3 制御出力リミット下限値（-50 ～ 1050）

設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %
p4 制御出力リミット上限値（-50 ～ 1050）

設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %
p5 タイトシャット機能

Off
On

p6 マニュアルリセット（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

p7 上側ヒステリシス
PV レンジスパンの 0% ～ 100 %

例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～
90.0°（0 ～ 900）

p7 下側ヒステリシス
PV レンジスパンの 0% ～ 100 %

例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～
90.0°（0 ～ 900）

p9 制御動作方向
Reverse 逆動作
Direct 正動作

p10 プリセット出力（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

クエリ SCtrlPIDPara [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 の PID グループ番号 8 の出力

リミットを 10% ～ 80%、タイトシャット機能
On、マニュアルリセット 40%、ヒステリシス
-30.0 ～ 50.0、制御動作方向を逆動作、プリセッ
ト出力を 10% に設定する
SCtrlPIDPara,L022,8,100,800,
On,400,-300,500,Reverse,100

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 制御出力リミット上下限値（p3、p4）は、p3 ＜ p4

で設定してください。
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SCtrlRefPb
リファレンス PID の設定 1（比例帯）
比例帯を設定します。
構文 SCtrlRefPb,p1,p2

p1 ループ番号
p2 比例帯 P（1 ～ 9999）

設定範囲：0.1 ～ 999.9 %
クエリ SCtrlRefPb [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 のリファレンス PID の比例帯

P を 80.0% に設定する。
SCtrlRefPb,L022,800

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlRefTI
リファレンス PID の設定 2（積分時間）
積分時間を設定します。
構文 SCtrlRefTI,p1,p2

p1 ループ番号
p2 積分時間 I（0 ～ 6000）

設定範囲：0（OFF）～ 6000（秒）
クエリ SCtrlRefTI [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 のリファレンス PID の積分時

間を 240 秒に設定する。
SCtrlRefTI,L022,240

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlRefTD
リファレンス PID の設定 2（微分時間）
微分時間を設定します。
構文 SCtrlRefTD,p1,p2

p1 ループ番号
p2 微分時間 D（0 ～ 6000）

設定範囲：0（OFF）～ 6000（秒）
クエリ SCtrlRefTD [,p1,p2]?
例 ループ番号 L022 のリファレンス PID の微分時

間を 60 秒に設定する。
SCtrlRefTD,L022,60

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlRefPara
リファレンス PID の設定 4（その他制御関連）
制御関連のパラメータを設定します。
構文 SCtrlRefPara,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7, 

p8,p9
p1 ループ番号
p2 制御出力リミット下限値（-50 ～ 1050）

設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %
p3 制御出力リミット上限値（-50 ～ 1050）

設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %
p4 タイトシャット機能

Off
On

p5 マニュアルリセット（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

p6 上側ヒステリシス
PV レンジスパンの 0% ～ 100 %

例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～
90.0°（0 ～ 900）

p7 下側ヒステリシス
PV レンジスパンの 0% ～ 100 %

例 PV レンジが 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0 ～
90.0°（0 ～ 900）

p8 制御動作方向
Reverse 逆動作
Direct 正動作

p9 プリセット出力（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

クエリ SCtrlRefPara [,p1]?
例 ループ番号 L022 のリファレンス PID の出力

リミットを 10% ～ 80%、タイトシャット機能
On、マニュアルリセット 40%、ヒステリシス
-30.0 ～ 50.0、制御動作方向を逆動作、プリセッ
ト出力を 10% に設定する。
SCtrlRefPara,L022,100,800,On,400,-
300,500,Reverse,100

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 制御出力リミット上下限値（p2、p3）は、p2 ＜ p3

で設定してください。
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SCtrlDetail
制御詳細設定 1（トラッキング、設定値リミッ
ト、勾配時間単位）
トラッキング、設定値リミット、勾配時間単位を設定し
ます。
構文 SCtrlDetail,p1,p2,p3,p4,p5,p6

p1 ループ番号
p2 目標設定値トラッキング（Off, On）

Off
On

p3 測定値トラッキング（Off, On）
Off
On

p4 目標設定値リミット下限 （PV レンジ下限
～ PV レンジ上限）

p5 目標設定値リミット上限 （PV レンジ下限
～ PV レンジ上限）

p6 勾配時間単位（Hour, Min, Sec）
Hour 時
Min 分
Sec 秒

クエリ SCtrlDetail[,p1]?
例 ループ番号 L022 の目標設定値トラッキングを

On、測定値トラッキングを On、目標設定値リ
ミットを -300.0 ～ 300.0、勾配時間単位を分に
設定する。
SCtrlDetail,L022,On,On,-3000,3000,Min

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 目標設定値上下限値（p4、p5）は、p4 ＜ p5 で設定

してください。

SCtrlOutRatio
制御詳細設定 2（出力変化率リミッタ）
出力変化率リミッタを設定します。
構文 SCtrlOutRatio,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 出力変化率リミッタ（Off, On）

Off
On

p3 出力変化率リミッタ値（1 ～ 10000）
設定範囲：0.1 ～ 100.0 %/ 秒

クエリ SCtrlOutRatio[,p1]?
例 ループ番号 L022 の出力変化率リミッタを 10.5

（%/ 秒）に設定する。
SCtrlOutRatio,L022,On,105

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlAtDetail
制御詳細設定 3（オートチューニング詳細）
オートチューニング詳細を設定します。
構文 SCtrlAtDetail, p1,p2,p3,p4,p5

p1 ループ番号
p2 タイプ

NORMAL 通常
STABILITY 安定

p3 出力リミッタ下限値（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

p4 出力リミッタ上限値（-50 ～ 1050）
設定範囲：-5.0 ～ 105.0 %

p5 バイアス（PV レンジスパンの -100 % ～
100 %）

例 10.0°～ 100.0°の場合、-90.0°～ 90.0°
クエリ SCtrlAtDetail[,p1]?
例 ループ番号 L022 のオートチューニングタイプ

を「安定」、リミッタを -5% ～ 90%、バイアス
を 150.0 に設定する。
SCtrlAtDetail,L022,STABILITY,-50, 
900,1500

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 出力リミッタ上下限値（p3、p4）は、p3 ＜ p5 で設

定してください。

SCtrlAntiReset
制御詳細設定 4（過積分抑制機能）
過積分抑制機能（アンチリセットワインドアップ）を設
定します。
構文 SCtrlAntiReset,p1,p2,p3

p1 ループ番号
p2 種別

Auto 自動
Manual 手動

p3 偏差幅（500 ～ 2000）
設定範囲：50.0 ～ 200.0 %

クエリ SCtrlAntiReset[,p1]?
例 ループ番号 L022 の過積分抑制機能の偏差幅を

70.0% に設定する。
SCtrlAntiReset,L022,Manual,700

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2=Auto の場合、p3 は 0 固定となります。

p2=Manual の場合に p3 以降を指定してください。
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SCtrlOvershoot
制御詳細設定 5（制御出力抑制機能）
制御出力抑制機能（オーバシュート抑制機能）を設定し
ます。
構文 SCtrlOvershoot,p1,p2

p1 ループ番号
p2 制御出力抑制機能

Off 使用しない
Normal 通常モード

クエリ SCtrlOvershoot[,p1]?
例 ループ番号 L022 のオーバーシュートを通常

モードに設定する。
SCtrlOvershoot,L022,Normal

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlGroupSW
コントロールグループ使用／未使用
コントロールグループの使用／未使用を設定します。
構文 SCtrlGroupSW,p1,p2

p1 表示グループ番号
p2 使用／未使用

Off 使用しない
On 使用する

クエリ SCtrlGroupSW[,p1]?
例 表示グループ番号 8 のグループを未使用に設定

する。
SCtrlGroupSW,8,Off

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 機種によって選択できる表示グループ番号（p1）の

範囲が異なります。

SCtrlGroupName
コントロールグループ名
コントロールグループ名を設定します。
構文 SCtrlGroupName,p1,p2

p1 表示グループ番号（1 ～ 10）
GX10/GX20-1/GM10-1：1 ～ 5
GX20-2/GM10-2：1 ～ 10

p2 グループ名（最大 16 文字、UTF-8）
クエリ SCtrlGroupName[,p1]?
例 表示グループ番号 8 のグループ名を「グループ

8」に設定する。
SCtrlGroupName,8,'グループ 8'

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ 機種によって選択できる表示グループ番号（p1）の

範囲が異なります。

SCtrlGroupSplit
コントロールグループの分割数［GX/GP］
コントロールグループの分割数を設定します。
構文 SCtrlGroupSplit,p1,p2

p1 表示グループ番号（1 ～ 10）
GX10/GX20-1/GM10-1：1 ～ 5
GX20-2/GM10-2：1 ～ 10

p2 分割数（2, 4, 6, 8）
GX10 では分割数 8 は設定できません。

クエリ SCtrlGroupSplit[,p1]?
例 表示グループ番号 8 の分割数を 4 に設定する。

SCtrlGroupSplit,8,4
解説

・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場
合に有効です。

・ 機種によって選択できる表示グループ番号（p1）の
範囲が異なります。

SCtrlGroup
コントロールグループの割り付け
コントロールグループに割り付けるループを設定します。
構文 SCtrlGroup,p1,p2,p3,p4

p1 表示グループ番号
p2 設定番号

GX20/GM10：1 ～ 8
GX10：1 ～ 6

p3 設定の On、Off
Off 設定しない
On 設定する

p4 種類
INT ループ

p5 ループ番号
クエリ SCtrlGroup[,p1,p2]?
例 表示グループ番号 8 のグループにループ L001、

L002、L011、L012、L021、L022 を設定する。
SCtrlGroup,8,1,On,INT,001;SCtrlGrou
p,8,2,On,INT,002;SCtrlGroup,8,3,On,
INT,011;SCtrlGroup,8,4,On,INT,012;S
CtrlGroup,8,5,On,INT,021;SCtrlGroup
,8,6,On,INT,022;

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ GX/GP では、分割数を超えて p3 を On には出来ません。

(SCtrlGroupSplit コマンド参照 )
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SCtrlTag
ループのタグ、タグコメント
ループのタグ、タグコメントを設定します。
構文 SCtrlTag,p1,p2,p3,p4

p1 ループ番号
p2 タグ（最大 32 文字、UTF-8）
p3 タグ No.（英数字、最大 16 文字、UTF-8）

クエリ SCtrlTag[,p1]?
例 ループ番号 L022 のタグを「タグ L022」、タグ

No を「Ctrl-L022」に設定する。
SCtrlTag,L022,’タグ L022’,’Ctrl-L022

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlDispDV
偏差表示幅（制御グループ表示関連）
偏差表示幅を設定します。
構文 SCtrlDispDV,p1,p2

p1 ループ番号
p2 偏差表示幅（PV レンジスパンの 0％～

100%）
例 PV レンジ 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0°～

90.0°（0 ～ 900）
クエリ SCtrlDispDV[,p1]?
例 ループ番号 L022 の偏差表示幅を 30.0 に設定す

る。
SCtrlDispDV,L022,300

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlBackColor
背景色（制御グループ表示関連）[GX/GP]
コントロールグループ表示の背景色を設定します。
構文 SCtrlBackColor,p1

p1 背景色
White 白
Black 黒

例 PV レンジ 10.0 ～ 100.0°の場合、0.0°～
90.0°（0 ～ 900）

クエリ SCtrlBackColor[,p1]?
例 制御画面表示（コントロールグループ、チュー

ニング、プログラム）の背景色を黒に設定する。
SCtrlBackColor,Black

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。

SCtrlOutOperate
OUT 値のマニュアル出力操作方式（制御グ
ループ表示関連）
OUT 値のマニュアル出力操作方式を設定します。
構文 SCtrlOutOperate,p1

p1 確定方法
DIRECT ダイレクト操作で確定
SETENTER ENTER キーで確定

クエリ SCtrlOutOperate[,p1]?
例 OUT 値を ENTER キーで確定する。

SCtrlOutOperate,SETENTER
解説

・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場
合に有効です。

STagIO, SColorIO, SZoneIO, SScaleIO, 
SBarIO, SPartialIO, SValueIO

制御（PID）チャネル表示の設定
制御 PID モジュールのチャネル表示設定パラメータは、
他チャネルと共通で使用します。詳細については、以下
の各コマンドを参照ください。
タグ、タグ No. STagIO
表示色 SColorIO
ゾーン下限値、ゾーン上限値 SZoneIO
スケール 表示位置、スケール分割数 SScaleIO
バー表示位置、バー分割数 SBarIO
部分圧縮表示 SPartialIO
上下限値文字列 SValueIO

また、PID 制御モジュールのチャネル種別とコマンドの対
応は下表のとおりです。
コマンド名 PV SP OUT AI AO DI DO
STagIO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SColorIO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SZoneIO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SScaleIO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SBarIO ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
SPartialO ○ ○ × ○ × × ×
SValueIO × × × × × ○ ○

可：○　不可：×
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SPrgColor
プログラム制御のループ表示色（/PG）
ループの表示色を設定します。
構文 SPrgColor,p1,p2,p3,p4

p1 ループ番号
p2 表示色 RGB の R 値（0 ～ 255）
p3 表示色 RGB の G 値（0 ～ 255）
p4 表示色 RGB の B 値（0 ～ 255）

クエリ SPrgColor [,p1] ?
解説

・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場
合に有効です。
RGB の値については、SColorIO コマンドの解説をご
覧ください。

SPrgDispDetail
自動メッセージ印字、運転画面自動切り替
え、その他画面設定（/PG）
自動メッセージ印字、画面切り替え、プログラム運転開
始時の詳細設定 OnOff を設定します。
構文 SPrgDispDetail,p1,p2,p3

p1 運転 / 停止時自動メッセージ印字
（Off, On）
Off メッセージを表示しない
On メッセージを表示する

p2 運転画面自動切り替え（Off, On）
Off プログラム運転画面に切り

替えしない
On プログラム運転画面に切り

替える
p3 開始時の詳細設定（Off, On）

Off 詳細設定をしない（初期値）
On 詳細設定をする

クエリ SPrgDispDetail [,p1] ?
例 運転 / 停止時自動メッセージ印字を On、運転

画面自動切り替えを Off、プログラム運転開始
時の詳細設定を On に設定する
SPrgDispDetail,On,Off,On

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p3 はプログラム運転開始時に、開始セグメント番号、

運転遅延時間を設定する場合の設定です。

SCtrlEventAct
制御イベントアクション（/PG）
制御イベントアクションを設定します。
p2（種類）が Off の場合
構文 SCtrlEventAct,p1,p2

p1 登録番号（1 ～ 100）
p2 種類（Off）

p2（種類）が DI、DO、または内部スイッチの場合
構文 SCtrlEventAct,p1,p2p3,p4,p5,p6,p7,p

8,p9
p1 登録番号（1 ～ 100）
p2 種類（DI, DO, SW）

DI DI
DO DO
SW 内部スイッチ

p3 番号
P2=SW の場合：1 ～ 100
P2=DI または DO の場合：0001 ～ 6932

p4 入出力種類（In, Out）
In P2（DI, DO, SW）によって変

わります。下表を参照してく
ださい。

Out

p5 状態出力内容または操作内容
P2（DI, DO, SW）によって変わります。下
表を参照してください。

p5=SELECT 付き操作の場合（ホールド、アドバンス、プ
ログラム運転開始、プログラム運転停止）

p6 パターン種別（PATTERN_NO、WCONST）
PATTERN_
NO

プログラムパターン番号

WCONST 可変定数 W
p7 パターン番号
p8 ループ種別 （LOOP_NO、WCONST）

LOOP_NO ループ番号
WCONST 可変定数 W

p9 ループ番号
p5= 上記以外の場合（下表）

p6 空
p7 p5 に対応した要素番号

ループ番号
PV/ タイムイベント番号（1 ～ 32）

クエリ SCtrlEventAct [,p1]?
例 内部スイッチ番号 1（SW1）が 0 から 1 になっ

た時に、全ループの制御運転を停止する。
制御イベントアクション番号 1 を使用する。
SCtrlEventAct,1,SW,1,In,ALL_LP_
STOP_ACT

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2（イベントの種類）、p5（アクション）に対して複

数チャネルが必要な場合は、同一モジュール内の DI/
DO/SW を使用してください。「使用するチャネル数」
は下表のとおりです。
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p2 p4 p5 p5 p7 使用す
るチャ
ネル数

種類 入出力
種類

状態出力 / 操作内容 選択肢文字列

DI 
（PID 制御モ

ジュールま
たは、入力
種別が DI の
場合） 
DO 

（アラーム、
またはマ
ニュアルの
場合）
SW

In PROG/RESET PRG_RST_ACT - 1

パターン番号設定
Bin(Patrn1-2)

PTNNO_BIN_1-2_W - 1

パターン番号設定
Bin(Patrn1-4)

PTNNO_BIN_1-4_W - 2

パターン番号設定
Bin(Patrn1-8)

PTNNO_BIN_1-8_W - 3

パターン番号設定
Bin(Patrn1-16)

PTNNO_BIN_1-16_
W

- 4

パターン番号設定
Bin(Patrn1-32)

PTNNO_BIN_1-32_
W

- 5

パターン番号設定
Bin(Patrn1-64)

PTNNO_BIN_1-64_
W

- 6

パターン番号設定
Bin(Patrn1-99)

PTNNO_BIN_1-99_
W

- 7

パターン番号設定
Bcd(1 桁 )

PTNNO_BCD_1Digi_
W

- 4

パターン番号設定
Bcd(2 桁 )

PTNNO_BCD_2Digi_
W

- 8

HOLD 操作 HOLD_ACT - 1

ADVANCE 操作 ADVANCE_ACT - 1

プログラム運転開始 PRG_RUN_ACT - 1

プログラム運転停止 PRG_STOP_ACT - 1

SELECT 付き HOLD
操作	

SEL_HOLD_ACT P6 ～
p9 ま
での補
助パラ
メータ
があり
ます。

1

SELECT 付き
ADVANCE 操作

SEL_ADVANCE_ACT 1

SELECT 付きプログ
ラム運転開始

SEL_PRG_RUN_ACT 1

SELECT 付きプログ
ラム運転停止

SEL_PRG_STOP_ACT 1

全ループ制御運転停
止

ALL_LP_STOP_ACT LP 1

全ループ制御運転開
始

ALL_LP_START_ACT LP 1

自動/手動切替(A/M) A-M_ACT LP 1

リモート /ローカル
切替 (R/L)

R-L_ACT LP 1

運転停止 /開始切替
(S/R)

S-R_ACT LP 1

リモートへの切替
(REM)

REM_ACT LP 1

ローカルへの切替
(LCL)

LCL_ACT LP *2 1

カスケードへの切替
(CAS)

CAS_ACT LP *2 1

自動への切替
(AUTO)

AUTO_ACT LP *2 1

手動への切替 (MAN) MAN_ACT LP 1

目標設定値番号設定
Bin(SPNo1-2)

SPNO_BIN_1-2_W LP 1

目標設定値番号設定
Bin(SPNo1-4)

SPNO_BIN_1-4_W LP 2

目標設定値番号設定
Bin(SPNo1-8)

SPNO_BIN_1-8_W LP 3

目標設定値番号設定
Bcd（1桁）

SPNO_BCD_1Digi_
W

LP 4

p2 p4 p5 p5 p7 *1 使用す
るチャ
ネル数

種類 入出力
種類

状態出力 / 操作内容 選択肢文字列

DO 
（マニュアル

の場合） 
SW 

（マニュアル
の場合）

Out パターン番号監視
Bin(Patrn1)

PTNNO_BIN_1_R - 1

パターン番号監視
Bin(Patrn1-3)

PTNNO_BIN_1-3_R - 2

パターン番号監視
Bin(Patrn1-7)

PTNNO_BIN_1-7_R - 3

パターン番号監視
Bin(Patrn1-15)

PTNNO_BIN_1-15_R - 4

パターン番号監視
Bin(Patrn1-31)

PTNNO_BIN_1-31_R - 5

パターン番号監視
Bin(Patrn1-63)

PTNNO_BIN_1-63_R - 6

パターン番号監視
Bin(Patrn1-99)

PTNNO_BIN_1-99_R - 7

パターン番号監視
Bcd(1 桁 )

PTNNO_BCD_1Digi	
_R

- 4

パターン番号監視
Bcd(2 桁 )

PTNNO_BCD_2Digi	
_R

- 8

セグメント番号監視
Bin(Seg1)

SEGNO_BIN_1_R - 1

セグメント番号監視
Bin(Seg1-3)

SEGNO_BIN_1-3_R - 2

セグメント番号監視
Bin(Seg1-7)

SEGNO_BIN_1-7_R - 3

セグメント番号監視
Bin(Seg1-15)

SEGNO_BIN_1-15_R - 4

セグメント番号監視
Bin(Seg1-31)

SEGNO_BIN_1-31_R - 5

セグメント番号監視
Bin(Seg1-63)

SEGNO_BIN_1-63_R - 6

セグメント番号監視
Bin(Seg1-99)

SEGNO_BIN_1-99_R - 7

セグメント番号監視
Bcd(1 桁 )

SEGNO_
BCD_1Digit_R

- 4

セグメント番号監視
Bcd(2 桁 )

SEGNO_BCD_2Digit	
_R

- 8

PROG/RESET 状態出
力

PRG_RST_R - 1

ウェイト終了通知
(1s 保持 )	

WAIT_END_1s_R - 1

ウェイト終了通知
(3s 保持 )

WAIT_END_3s_R - 1

ウェイト終了通知
(5s 保持 )	

WAIT_END_5s_R - 1

パターン終了通知
(1s 保持 )	

PTN_END_1s_R - 1

パターン終了通知
(3s 保持 )	

PTN_END_3s_R - 1

パターン終了通知
(5s 保持 )	

PTN_END_5s_R - 1

PV イベント通知 PV_EVENT_R EVT 1

TIME イベント通知 TIME_EVENT_R EVT 1

ウェイト中通知 WAIT_CONT_R - 1

HOLD 中通知 HOLD_CONT_R - 1

制御中通知 RUN_STOP_R - 1

*1 LP= ループ番号 (1~652)、EVT=	PV/ タイムイベント番号 (1~32)
*2 モジュール毎に振る舞いになる。( 例	001 と 002 は同じ )
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SLogicMath
ロジック演算式（/MT）
ロジック演算の演算式を設定します。
構文 SLogicMath,p1,p2,p3,p4

p1 演算番号
p2 演算式の使用／不使用

Off 使用しない
DO DO チャネル
SW 内部スイッチ

p3 チャネル番号
p4 演算式（英数字、最大 120 文字、UTF-8）

クエリ SLogicMath[,p1]?
例 チャネル番号 0105 の DO に、演算式

0001AND0002 の演算結果を 0 または 1 として
出力する。ロジック演算番号 1 を使用する。
SLogicMath,1,DO,0105,’0001AND0002’

解説
・ 記録中は、このコマンドによる設定はできません。
・ p3 は、種類が ｢ マニュアル ｣ の DO または SW にの

み設定可能です。

SWConst
演算可変定数（/MT）
演算に使用する演算可変定数を設定します。
構文 SWConst,p1,p2

p1 可変定数番号（1 ～ 100）
p2 値（-9.999999E+29 ～ 9.999999E+30、有

効桁数 5 桁）
クエリ SWConst[,p1]?
例 可変定数番号 12 に、1.0000E–10 を設定する。

SWConst,12,1.0000E-10
解説

・ 記録中、演算中、制御中も変更できます。

SFuturePen
未来ペン機能 [GX/GP]
未来ペン機能を設定します。
構文 SFuturePen,p1

p1 未来ペン機能 On/Off
Off 使用しない
On 使用する

クエリ SFuturePen?
例 未来ペン機能を使用する。

SFuturePen,On
解説

・ 測定動作モードが標準、かつ拡張セキュリティ機能（付
加仕様、/AS）が Off、かつマルチバッチ機能（付加仕様、
/BT）が Off のとき有効です。

・ 記録中、または演算中は変更できません。

SFuturePenCh
未来ペンチャネル設定 [GX/GP]
未来ペン機能の対象チャネルを設定します。
構文
設定しない SFuturePenCh,p1,p2

設定する SFuturePenCh,p1,p2,p3

p1 番号（1 ～ 10）
p2 対象チャネル種類

Off チャネルを設定しない
IO 入出力チャネル
Math 演算チャネル（/MT）
Com 通信チャネル（/MC）

p3 対象チャネル番号
入出力チャネル：0001 ～ 6932
演算チャネル：001 ～ 200*1

通信チャネル：001 ～ 300*2

*1 GX10：001 ～ 050
　 GX20-1/G20-1：001 ～ 100
　 GX20-2/G20-2：001 ～ 200
*2 GX10：001 ～ 050
　 GX20-1/G20-1：001 ～ 300
　 GX20-2/G20-2：001 ～ 500

クエリ SFuturePenCh[,p1]?
例 未来ペンチャネル 5 に演算チャネル A050 を登

録する。
SFuturePenCh,5,Math,050

解説
・ 測定動作モードが標準、かつ拡張セキュリティ機能（付

加仕様、/AS）が Off、かつマルチバッチ機能（付加仕様、
/BT）が Off のとき有効です。

・ チャネルを重複して設定することはできません。
・ 記録中、または演算中は設定できません。

2.4　設定コマンド
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SPrediction
予兆検知区間設定
予兆検知区間を設定します。
トリガ種類が記録と同期または外部信号の場合
構文 SPrediction,p1

p1 トリガ種類
Rec 記録と同期
Ext 外部信号

トリガ種類が閾値の場合
構文 SPrediction,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 トリガ種類
Value 閾値

p2 基準チャネル種類
IO 入力チャネル
Math 演算チャネル
Com 通信チャネル

p3 基準チャネル番号
p4 開始閾値

基準チャネルのスパン上下限範囲
小数点なしで設定（例を参照）

p5 開始判定式
OrMore 以上
Less 未満

p6 終了閾値
基準チャネルのスパン上下限範囲
小数点なしで設定（例を参照）

p7 終了判定式
OrMore 以上
Less 未満

トリガ種類が閾値で自動判定しない場合
構文 SPrediction,p1,p2

p1 トリガ種類
Value 閾値

p2 基準チャネル種類
Off 自動判定しない

トリガ種類がリピートの場合
構文 SPrediction,p1,p2,p3

p1 トリガ種類
Repeat リピート

p2 開始条件
Rec 記録
Ext 外部信号

p3 リピートデータ点数
20 ～ 30000（初期値：500）

クエリ SPrediction?
例 トリガ種類を閾値で、基準チャネルを演算チャ

ネル A002、開始条件を 10.23 以上、終了条件
を -1.25 未満に設定する。
SPrediction,Value,Math,002,1023,OrM
ore,-125,Less

解説
・ 測定動作モードが標準かつマルチバッチ機能（付加仕

様、/BT）が Off のとき有効です。

SHealthMonitor
ヘルスモニタ設定
ヘルスモニタ機能を設定します。
構文 SHealthMonitor,p1,p2,p3,p4

p1 ヘルスモニタ機能
Off 使用しない
On 使用する

p2 予兆事前通知機能
Off 使用しない
On 使用する

p3 予兆事前通知閾値
0 ～ 1（小数点以下 3 桁まで）

p4 自動メッセージ印字 On/Off
Off 印字しない
On 印字する

クエリ SHealthMonitor?
例 ヘルスモニタ機能を使用して、予兆事前通知機

能の閾値を 0.234 にする。自動メッセージ印字
をしない。
SHealthMonitor,On,On,0.234,Off

解説
・ 測定動作モードが標準かつマルチバッチ機能（付加仕

様、/BT）が Off のとき有効です。

SProfileTrend
プロファイル波形設定（/MC）
プロファイル波形機能を設定します。
構文 SProfileTrend,p1

p1 プロファイル機能 On/Off
Off 使用しない
On 使用する

クエリ SProfileTrend?
例 プロファイル機能を設定する。

SProfileTrend,On
解説

・ 測定動作モードが標準、かつマルチバッチ機能（付加
仕様、/BT）が Off のとき有効です。

 2.4　設定コマンド
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SAlarmPrfIO
入力チャネルのプロファイルチャネル（/
MC）
入力チャネルのプロファイルチャネルを設定します。
構文 SAlarmPrfIO,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 プロファイルチャネル上限

C001 ～
C500

通信チャネル

Off チャネルを設定しない
p3 プロファイルチャネル基準値（同上 )
p4 プロファイルチャネル下限（同上）

クエリ SAlarmPrfIO[,p1]?
例 入力チャネル 0005 のプロファイルチャネルの

上限を C002、基準値を Off、下限を C045 に設
定する。
SAlarmPrfIO,0005,C002,Off,C045

解説
・ 測定動作モードが標準、かつマルチバッチ機能（付加

仕様、/BT）が Off のとき有効です。
・ p2、p3、p4 で、Off になっている通信チャネルを設

定することはできません。
拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）を On にし
た場合、Off または記録チャネルに登録されていない
通信チャネルは設定できません。

SAlarmPrfMath
演算チャネルのプロファイルチャネル（/
MT、/MC）
演算チャネルのプロファイルチャネルを設定します。
構文 SAlarmPrfMath,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 プロファイルチャネル上限

C001 ～
C500

通信チャネル

Off チャネルを設定しない
p3 プロファイルチャネル基準値（同上）
p4 プロファイルチャネル下限（同上）

クエリ SAlarmPrfMath[,p1]?
例 演算チャネル A005 のプロファイルチャネルの

上限を C002、基準値を Off、下限を C045 に設
定する。
SAlarmPrfMath,005,C002,Off,C045

解説
・ 測定動作モードが標準、かつマルチバッチ機能（付加

仕様、/BT）が Off のとき有効です。
・ p2、p3、p4 で、Off になっている通信チャネルを設

定することはできません。
拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）を On にし
た場合、Off または記録チャネルに登録されていない
通信チャネルは設定できません。

SAlarmPrfCom
通信チャネルのプロファイルチャネル（/
MC）
通信チャネルのプロファイルチャネルを設定します。
構文 SAlarmPrfCom,p1,p2,p3,p4

p1 チャネル番号
p2 プロファイルチャネル上限

C001 ～
C500

通信チャネル

Off チャネルを設定しない
p3 プロファイルチャネル基準値（同上）
p4 プロファイルチャネル下限（同上）

クエリ SAlarmPrfCom[,p1]?
例 通信チャネル C005 のプロファイルチャネルの

上限を C002、基準値を Off、下限を C045 に設
定する。
SAlarmPrfCom,005,C002,Off,C045

解説
・ 測定動作モードが標準、かつマルチバッチ機能（付加

仕様、/BT）が Off のとき有効です。
・ p2、p3、p4 で、Off になっている通信チャネルを設

定することはできません。
拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）を On にし
た場合、Off または記録チャネルに登録されていない
通信チャネルは設定できません。

SProfinetNW
PROFINET モジュール設定
PROFINET モジュールを設定します。
構文 SProfinetNW,p1,p2,p3

p1 IP アドレス
p2 データ更新周期（100ms、200ms、500ms、 

1s、2s、5s、10s）、初期値 1s
p3 未更新エラー検出しきい回数（Off、1、2、

5、10、20、50、100）、初期値 10
クエリ SProfinetNW?
例 IP アドレスを 192.168.1.150、データ更新周期

を 100ms、未更新エラー検出しきい回数を 10
に設定する。
SProfinetNW,192.168.1.150,100ms,10

解説
・ 記録中は設定できません。
・ IP アドレスについて：

・ 本体 IP アドレス、デフォルトゲートウエイと重複
した設定はできません。

・ ネットワーク部は本体 IP アドレスと一致した設定
にしてください。

・ 本体 IP アドレスの変更により、上記条件と合わな
くなったときは、0.0.0.0 に初期化します。
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2.5 出力コマンド

FData
最新のチャネルデータの出力
入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネルの最新デー
タを出力します。
構文 FData,p1,p2,p3

p1 出力形式 
0 最新のデータを ASCII で出力。
1 最新のデータをバイナリで出力。

p2 先頭チャネル
p3 最終チャネル

例 チャネル 0001 ～ 0210 の最新のデータを ASCII
で出力する。
FData,0,0001,0210

解説
・ p2、p3 を省略した場合、全てのチャネルが出力され

ます。
・ チャネル種類をまたいで先頭および最終チャネルを指

定した場合は、下記の例のように設定したことになり
ます。
先頭チャネル 最終チャネル 設定内容
0001 A200 0001 ～ 9999, A001 ～ A200
A001 C500 A001 ～ A200, C001 ～ C500
C001 A200 指定不可（エラーとなります）
A001 0001 指定不可（エラーとなります）

・ ASCII出力のフォーマットは 2-127 ページをご覧くださ
い。

・ バイナリ出力のフォーマットは 2-190 ページをご覧く
ださい。

FRelay
最新のリレー状態、内部スイッチ状態の出
力
最新のリレー（DO チャネル）状態、内部スイッチ状態を
出力します。
構文 FRelay,p1

p1 出力内容
0 最新のリレー (DO チャネル ) 状態を

ASCII で出力。
1 最新の内部スイッチ状態を ASCII で出

力。
例 リレー (DO チャネル ) の状態を出力する。

FRelay,0

解説
・ 出力のフォーマットは2-128ページ、2-130ページをご覧

ください。

FTransStatAO
最新の伝送出力状態の出力
最新の伝送出力（AO チャネル）状態を出力します。
構文 FTransStatAO,p1

p1 0 固定
例 伝送出力状態を出力する。

FTransStatAO,0

解説
・ 出力のフォーマットは 2-130 ページをご覧ください。

FFifoCur
チャネルの FIFO データの出力
入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネルの FIFO デー
タを出力します。
FIFO のデータを取得
構文 FFifoCur,p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7

p1 FIFO データの出力（0）
p2 測定グループ（1 ～ 2）
p3 先頭チャネル
p4 最終チャネル
p5 読み出し開始位置 (–1, 0 ～ 999999999999）

–1 最新読み出し位置
p6 読み出し終了位置 (–1, 0 ～ 999999999999）

–1 最新読み出し位置
p7 読み出すブロックの最大数（1 ～ 9999）

例 チャネル 0001 から 0020 までの測定データを
読み出す。読み出し開始位置を 180、読み出し
位置を現在の最新位置までとする。読み出す
最大ブロック数を 9999 とする。
FFifoCur,0,1,0001,0020,180,-1,9999

FIFO データの読み出し範囲を取得
構文 FFifoCur,p1,p2

p1 FIFO 読み出し範囲の出力（1）
p2 測定グループ（1 ～ 2）

例 現在の読み出し可能範囲を取得する。
FFifoCur,1,1

解説
・ バイナリ出力のフォーマットは 2-193 ページをご覧く

ださい。
・ p2=2 は測定動作モードがデュアルインターバルのと

き有効です。
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FSnap
スナップショット［GX/GP］
スナップショットデータ（画面イメージデータ）ファイ
ルを出力します。
構文 FSnap,p1

p1 画面イメージデータの出力 (GET) 
例 画面イメージデータを取得する。

FSnap,GET

解説
・ バイナリ出力フォーマット (2-124 ページ参照 ) の「デー

タ部」に、拡張子が PNG の画像ファイルが格納されます。

FUser
ユーザレベルの出力
現在ログインしているユーザの情報を出力します。
構文 FUser,p1

p1 現在ログインしているユーザの情報
0 自分自身のユーザ情報の参照
1 ログインしている全てのユーザ情報の

参照
2 現在ログインしているユーザ情報 2 の

参照
3 現在ログインしている全てのユーザ情

報 2 の参照
4 現在ログインしているユーザ情報 ( 管

理者制限 ) の参照
5 現在ログインしている全てのユーザ情

報 ( 管理者制限 ) の参照
例 現在ログインしている全てのユーザの情報を

取得する。
FUser,1

解説
・ ASCII出力のフォーマットは2-132ページをご覧ください。

FAddr
IP アドレスの出力
本器の IP アドレス情報を出力します。
構文 FAddr,p1

p1 アドレスの出力 (IP)
IP アドレス、サブネットマスク、デフォ
ルトゲートウェイ、DNS サーバのアドレ
ス情報と、ホスト名・ドメイン名を出力。

例 本器の IP アドレス情報を出力する。
FAddr,IP

解説
・ ASCII出力のフォーマットは2-138ページをご覧ください。

FStat
本器の状態の出力
本器の状態を出力します。
構文 FStat,p1

p1 状態の出力 (0,1)
0 状態 1 ～ 4 の出力
1 状態 1 ～ 8 の出力

例 本器の状態を出力する。
FStat,0

解説
・ ASCII出力のフォーマットは 2-139 ページをご覧くださ

い。

FLog
ログの出力
アラームサマリ、メッセージサマリ、エラーログなどを
出力します。
構文 FLog,p1,p2,p3

p1 状態の出力 (0)
ALARM アラームサマリ
MSG メッセージサマリ
EVENT 事象ログ
ERROR エラーログ
DHCP Ethernet アドレス設定ログ
GENERAL 汎用通信ログ
MODBUS Modbus ログ
FTP FTP クライアントログ
SNTP 時刻合わせログ
MAIL E-Mail ログ
WEB Web ログ
SLMP SLMP ログ
CALARM 制御アラームサマリログ
CTRL 制御動作サマリログ
HELMONI ヘルスモニタログ

p2 ログの最大読み出し長
p1 読み出し範囲
ALARM 1 ～ 1000
MSG 1 ～ 500
GENERAL 1 ～ 200
MODBUS 1 ～ 50 （ただし、GX20-2/

GP20-2 のとき、1 ～ 200）
CALARM 1 ～ 500
CTRL 1 ～ 1000
HELMONI 1 ～ 100
上記以外 1 ～ 50

p3 バッチグループ番号
All すべてのバッチグループ番号
1～使用
数

バッチグループ番号

例 アラームサマリを 600 件出力する。
FLog,ALARM,600
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解説
・ ASCII出力のフォーマットは 2-142 ページをご覧くださ

い。
・ p3 は マ ル チ バ ッ チ 使 用 時、 か つ p1={alarm, msg, 

event} の時有効です。省略時、全バッチグループ指定
になります。

FEventLog
事象ログ詳細の出力（/AS）
事象ログを出力します。事象の指定、ユーザの指定等が
可能です。
構文 FEventLog,p1,p2,p3,p4,p5

p1 出力形式 
0 Flog,EVENT と同じ出力形式（詳

細情報なし）。
1 詳細情報を付加。

p2 ユーザ名指定
「:」（コロン）で区切って複数のユーザ名 ( 最

大 5) を指定することができます。
p3 事象指定（事象文字列で指定）

「:」（コロン）で区切って複数の事象 ( 最大 5)
を指定することができます。事象名は前
方一致で検索します。

p4 最大出力数（１～ 400）
p5 バッチグループ番号

All すべてのバッチグループ番号
1～使用
数

バッチグループ番号

例 User01 による、メッセージ 001 の書き込み操
作のログを、最大 10 個出力します。
FEventLog,1,User01,Message001,10

解説
・ p2 を省略すると全ユーザを指定したことになります。
・ p2 を 5 人以上指定した場合、6 人目以降は無効です。
・ p3 を省略すると全事象を指定したことになります。
・ p3 を 5 個以上指定した場合、6 個目以降は無効です。
・ p3 の事象文字列については、2-157 ページを参照して

ください。
・ マルチバッチ機能（/BT）有効時に設定できます。p5

を省略すると、全バッチグループを指定したことなり
ます。

FMedia
外部記憶メディアと内部メモリの情報の出
力
外部記憶メディアと内部メモリの情報を出力します。
ファイルリスト
構文 FMedia,p1,p2,p3,p4

p1 出力種類 (DIR)
p2 パス名（最大 100 文字）

ファイルリストを出力するパス名
p3 ファイルリスト出力開始位置 (1 ～

99999999)
p4 ファイルリスト出力最終位置 (1 ～

99999999,–1)
ファイルリストを出力する最終位置です。
–1 を指定すると本器内部の通信バッファ
が許す限り最大のファイル数が出力され
ます。

例 DRV0 ディレクトリのすべてのファイルリスト
を出力する。
FMedia,DIR,/DRV0/

DRV0 ディレクトリの、10 番目～ 20 番目のファ
イルリストを出力する。
FMedia,DIR,/DRV0/,10,20

解説
・ 内部メモリと外部記憶メディアへのパス名（p2）は、

下記のように指定してください。パス名は、フルパス
で指定してください。
内部メモリ：/MEM0/DATA/
SD メモリカード：/DRV0/
USB フラッシュメモリ：/USB0/

・ p3, p4 を省略すると、本器内部の通信バッファが許す
限り最大のファイル数が出力されます。

・ ASCII出力のフォーマットは 2-169 ページをご覧くださ
い。

ファイル内のデータ
構文 FMedia,p1,p2,p3,p4

p1 出力種類 (GET)
p2 パス名（最大 100 文字）

データを出力するファイルのパス名
p3 データ出力開始位置 ( バイト単位 )（0 ～

2147483647)
p4 データ出力最終位置 ( バイト単位 )（0 ～

2147483647, –1)
データを出力する最終位置です。–1 を指
定すると本器内部の通信バッファが許す
限り最大のファイルサイズが出力されま
す。

例 DRV0/DATA0 というディレクトリの下のファ
イル名 xyz のデータをすべて出力する。
FMedia,GET,/DRV0/DATA0/xyz

解説
・ p3, p4 を省略すると、本器内部の通信バッファが許す

限り最大のファイルサイズが出力されます。
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・ バイナリ出力フォーマット (2-124 ページ参照 ) の「デー
タ部」にファイルデータが格納されます。

外部記憶メディアの空き情報
構文 FMedia,p1

p1 出力種類（CHKDSK）
例 外部記憶メディアの空き容量を出力する。

FMedia,CHKDSK

解説
・ ASCII出力のフォーマットは 2-169 ページをご覧くださ

い。

FCnf
設定データの出力
本器の設定データを出力します。

構文 FCnf,p1
p1 オペレーション

ALL 全ての設定値を読み出し。
IO IO 関連の設定値を読み出し。

プロファイルチャネル設定値
を読み出し。

MATH 演算関連の設定値を読み出
し。
プロファイルチャネル設定値
を読み出し。

COMM 通信関連の設定値を読み出
し。
プロファイルチャネル設定値
を読み出し。

GROUP 表示グループの設定値を読み
出し。

IP IP アドレス関連の設定値を読
み出し。

SECURITY セキュリティ関連の設定値を
読み出し。

MULTIBATCH マルチバッチ関連の設定値を
読み出し

CONTROL 制御関連の設定値を読み出し
CALIB 入力値補正設定値を読み出

し。
SERVER イーサネットサーバ関連の設

定値を読み出し。
INSTRU 機器情報関連の設定値を読み

出し。
OTHERS 上記以外の設定値を読み出

し。
上記の項目は、一度に複数指定することができ
ます。この場合、項目と項目を「：」( コロン )
で区切ります（例を参照）。

例 IO 関連・演算関連の設定値を読み出す。
FCnf,IO:MATH

解説
・ p1 を省略すると、全ての設定値を読み出します。
・ 設定データは、設定コマンドによるクエリに対する応

答として出力されます。p1 の値（設定カテゴリ）と
対象の設定コマンドを下表に示します。

設定カテゴリと対象の設定コマンド
設定カテゴリ 対象コマンド
IO SModeAI, SModeAICurrent, SModeDI, 

SModePID, SScaleOver, SBOLmtAI, 
SBOLmtAICurrent, SRangeAI, 
SRangeAICurrent, SRangeDI, 
SRangePulse, SRangeDO, SRangeAO, 
SMoveAve, SFilter, SBurnOut, SRjc, 
SAlarmIO, SAlmHysIO, SAlmDlyIO, 
STagIO, SColorIO, SZoneIO, SScaleIO, 
SBarIO, SPartialIO, SBandIO, 
SAlmMarkIO, SValueIO, SPresetAO, 
SAlarmPrfIO

MATH SMathBasic, SKConst, SWconst, 
SRangeMath, STlogMath, SRolAveMath, 
SAlarmMath, SAlmHysMath, SAlmDlyMath, 
STagMath, SColorMath, SZoneMath, 
SScaleMath, SBarMath, SPartialMath, 
SBandMath, SAlmMarkMath, 
SAlarmPrfMath, SReport, SRepData, 
SRepTemp, SRepCh, SDigitalSign, 
SRepBatchInfo

COMM SRangeCom, SValueCom, SWDCom, 
SAlarmCom, SAlmHysCom, SAlmDlyCom, 
STagCom, SColorCom, SZoneCom, 
SScaleCom, SBarCom, SPartialCom, 
SBandCom, SAlmMarkCom, SCalibUseCom, 
SCalibCom, SAalrmPrfCom

GROUP SGroup, STripLine, SSclBmp, 
SDualGroup

IP SIpAddress, SDns, SDhcp
SECURITY SKdc, SSecurity, SOpePass, 

SOpeLimit, SUser, SUserLimit, 
SSignIn, SSignInTitle, 
SSignInLimit, SBTPassword, 
SWebCustomMenu, SWebTimeOut, 
SSessionSecurity,SPasswdPolicy, 
SPasswdNotice, SAdminLimit, SChgComm

MULTIBATCH SMltTextField, SMltFileHead, 
SMltFileName, SMltGroup, 
SMltTripLine, SMltSclBmp
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設定カテゴリ 対象コマンド
CONTROL SCtrlMode, SCtrlScan, SCtrlAction, 

SCtrlType, SCtrlLoopAction, 

SCtrlSPPID, SCtrlALNo, SCtrlAlmMode, 

SCtrlDIRegist, SCtrlRelay, 

SCtrlRangeAI, SCtrlBurnOut, 

SCtrlRjc, SCtrlFilter, 

SCtrlCalibAI, SCtrlRangeAO, 

SCtrlSpritAO, SCtrlOutput, 

SCtrlRangePV, SCtrlPVSwitch, 

SCtrlCalc, SCtrlFilterSP, 

SCtrlRatioSP, SCtrlBiasSP, 

SCtrlErrPreOut, SCtrlOutLimit, 

SCtrlAlarm, SCtrlAlarmVal, SCtrlSP, 

SCtrlSPGradient, SCtrlPIDNo, 

SCtrlRefPoint, SCtrlRHys, 

SCtrlRefDEV, SCtrlPIDPb, SCtrlPIDTI, 

SCtrlPIDTD, SCtrlPIDPara, SCtrlRefPb, 

SCtrlRefTI, SCtrlRefTD, SCtrlRefPara, 

SCtrlDetail, SCtrlOutRatio, 

SCtrlAtDetail, SCtrlAntiReset, 

SCtrlOvershoot, SCtrlGroupSW, 

SCtrlGroupName, SCtrlGroupSplit, 

SCtrlGroup, SCtrlTag, SCtrlDispDV, 

SCtrlBackColor, SCtrlOutOperate, 

SPrgColor, SPrgDispDetail, 

SCtrlEventAct, SLogicMath, SWConst
CALIB SCalibIO, SSchedule, SScheduleText, 

SCalibUseCom, SCalibCom
SERVER SServerEncrypt, SServer, 

SDarwinCnvCh, SDarwinPortLimit
INSTRU SBTID, SInstruTag

・ 出力のフォーマットは 2-170 ページをご覧ください。

FChInfo
小数点位置、単位情報の出力
小数点位置と単位情報を出力します。
構文 FChInfo,p1,p2

p1 先頭チャネル
p2 最終チャネル

例 チャネル 0001 ～ 0003 の小数点位置と単位情
報を出力する。
FChInfo,0001,0003

解説
・ p1、p2 を省略した場合、全てのチャネルが出力され

ます。
・ 出力のフォーマットは 2-170 ページをご覧ください。

FSysConf
システム構成の取得とモジュールの再構築
システム構成の取得とモジュールの再構築、有効化を行
います。
システム構成の取得
構文 FSysConf
例 システム構成を取得する。

FSysConf

解説
・ 出力のフォーマットは 2-171 ページをご覧ください。

モジュールの再構築
本器が認識しているモジュール構成と実際のモジュール
構成を一致させます。
構文 FSysConf,p1

p1 モジュールの再構築（1）
例 モジュールを再構築する。

FSysConf,1

モジュールの有効化
装着されているモジュールのファームのバージョンを更
新したり、再校正したりしたときに、モジュールの有効
化が必要です。
構文 FSysConf,p1

p1 モジュールの有効化（3）
例 モジュールを有効化する。

FSysConf,3

解説
・ p1=3 は、拡張セキュリティ機能（/AS）が有効時に

有効です。

FBTDevInfo
Bluetooth デバイス情報出力 [GM]
本器の Bluetooth デバイス情報を出力します。
構文 FBTDevInfo,p1

p1 Bluetooth デバイス情報の出力（0）
例 接続中の Bluetooth デバイス情報を出力する。

FBTDevInfo,0

解説
・ p1 は省略できます。
・ 出力のフォーマットは 2-173 ページをご覧ください。
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FReminder
リマインダ情報の出力（/AH）
リマインダ情報を出力します。
構文 FReminder,p1

p1 リマインダ情報指定
ALL 全スケジュール番号指定
1 ～ 12 スケジュール番号

例 スケジュール番号 3 番のリマインダ情報を出
力する。
FReminder,3

解説
・ p1 省略時、全登録番号指定になります。
・ 出力のフォーマットは 2-174 ページをご覧ください。

FCtrlData
最新の制御データの出力
最新の制御データを出力します。
構文 FCtrlData, p1, p2, p3

p1 出力形式
0 テキスト出力
1 バイナリ出力

p2 先頭ループ番号
p3 最終ループ番号

例 ループ番号 001 の最新の制御データを出力す
る。
FCtrlData,L001

解説
・ p2、p3 を省略した場合、全てのループ番号が出力さ

れます。
・ 認識されたモジュールの情報だけ出力します。
・ 出力されるデータ時刻は、制御周期の時刻ではなく、

通信コマンドでデータを取得したときの時刻です。
・ p1=0 の場合、出力のフォーマットは 2-175 ページをご

覧ください。
・ p1=1 の場合、出力のフォーマットは 2-194 ページをご

覧ください。

FCtrlNo
SP 番号、PID 番号の出力
SP 番号と PID 番号を出力します。
構文 FCtrlNo,p1,p2

p1 先頭ループ番号
p2 最終ループ番号

例 ループ番号 001 の現在使用している SP 番号と
PID 番号を出力する。
FCtrlNo,L001

解説
・ p1、p2 を省略した場合、全てのループ番号が出力さ

れます。
・ p2 を省略した場合、p1 と同じループ番号になります。
・ 認識されたモジュールの情報だけ出力します。
・ 出力のフォーマットは 2-176 ページをご覧ください。

FCtrlMode
制御モードの出力
制御モードを出力します。
構文 FCtrlMode,p1,p2

p1 先頭ループ番号
p2 最終ループ番号

例 ループ番号 001 の制御モードを出力する。
FCtrlMode,L001

解説
・ p1、p2 を省略した場合、全てのループ番号が出力さ

れます。
・ p2 を省略した場合、p1 と同じループ番号になります。
・ 認識されたモジュールの情報だけ出力します。
・ 出力のフォーマットは 2-177 ページをご覧ください。

FPrgMode
プログラム運転モードの出力（/PG）
プログラム運転モードを出力します。
構文 FPrgMode,p1

p1 プログラムパターン番号（1 ～ 99）
例 プログラムパターン番号 1 のプログラム運転

モードを出力する。
FPrgMode,1

解説
・ 出力のフォーマットは 2-178 ページをご覧ください。
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FPrgPtnInfo
プログラムパターン情報の出力（/PG）
プログラムパターンの状態を出力します。
構文 FPrgPtnInfo,p1

p1 プログラムパターン番号（1 ～ 99）
例 プログラムパターン番号 1 のプログラム運転

モードを出力する。
FPrgPtnInfo,1

解説
・ プログラム運転中は、選択したプログラムパターンが

実行されていない場合、エラーとなります。
・ プログラム運転停止中は、選択したプログラムパター

ンと、最後に実行されたプログラムパターンが一致す
る場合のみ、終了時の情報が出力されます。

・ 出力のフォーマットは 2-179 ページをご覧ください。

FPrgEvent
PV イベント、タイムイベント情報の出力（/
PG）
プログラムパターンで発生している PV イベントおよびタ
イムイベントの情報を出力します。
構文 FPrgEvent,p1

p1 プログラムパターン番号（1 ～ 99）
例 プログラムパターン番号 1 の PV イベントとタ

イムイベントの情報を出力する。
FPrgEvent,1

解説
・ プログラム運転停止中の場合は、PV イベントおよび

タイムイベントは「0」が出力されます。
・ 出力のフォーマットは 2-180 ページをご覧ください。

FPrgEnd
プログラム制御終了信号の状態出力（/PG）
プログラム制御終了信号の状態を出力します。
構文 FPrgEnd,p1

p1 プログラムパターン番号（1 ～ 99）
例 プログラムパターン番号 1 のプログラム制御

終了信号の状態を出力する。
FPrgEnd,1

解説
・ このコマンドは、プログラム運転が正常終了してから

約 5 秒間の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。

・ 強制終了（リセットによる終了）ではプログラム制御
終了信号は出力されません。

・ プログラム運転停止中の場合は、「0」が出力されます。
・ 出力のフォーマットは 2-181 ページをご覧ください。

FPrgPtnCur
運転中のプログラムパターン番号と状態の
出力（/PG）
運転中のプログラムパターン番号と状態を出力します。
構文 FPrgPtnCur
例 運転中のプログラムパターンの番号および状

態を出力する。
FPrgPtnCur

解説
・ プログラム運転停止中の場合は、EA<crlf>EN<crlf> が

返ります。
・ 出力のフォーマットは 2-181 ページをご覧ください。

FPredictionSTS
予兆検知区間状態の出力
予兆検知区間状態を出力します。
構文 FPredictionSTS
例 予兆検知区間状態を出力する。

FPredictionSTS

解説
・ 出力のフォーマットは 2-182 ページをご覧ください。

FInfoNW
ネットワークモジュール情報の出力
ネットワークモジュール情報を出力します。
構文 FInfoNW,p1

p1 出力情報
IP IP アドレス
HW ハードウェア情報

例 ネットワークモジュールの IP アドレスを出力
する。
FInfoNW,IP

解説
・ 出力のフォーマットは 2-182 ページをご覧ください。
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2.6 操作コマンド

OSetTime
時刻の設定
時刻を設定します。
構文 OSetTime,p1

p1 設定する時刻
「YYYY/MO/DD_HH:MI:SS」(_ はスペース )、 
「YYYY/MO/DD」、または 
「HH:MI:SS」
YYYY 年 (2001 ～ 2035)
MO 月 (01 ～ 12)
DD 日 (01 ～ 31)
HH 時 (00 ～ 23)
MI 分 (00 ～ 59)
SS 秒 (00 ～ 59)

クエリ OSetTime?
OSetTime のクエリは本器の現在時刻を出力し
ます。

例 2013 年 05 月 24 日、23:00:00 に設定する。
OSetTime,2013/05/24 23:00:00

ORec
記録のスタート、ストップ
記録をスタートしたり、ストップしたりします。
構文 ORec,p1,p2

p1 記録のスタート／ストップ
0 スタート
1 ストップ

p2 バッチグループ番号
All 全てのバッチグループ番号
1 ～使用
数

バッチグループ番号

クエリ ORec?
ORec[,p1[,p2]]?

（マルチバッチ有効時）（p1 は任意の値）
例 記録をスタートする。

ORec,0

解説
・ p2 はマルチバッチ（/BT）有効時に有効です。
・ p2 を省略すると、全てのバッチグループ番号になり

ます。

OAlarmAck
アラーム出力の解除
アラーム出力解除操作（アラーム ACK）を実行します。
構文 OAlarmAck,p1,p2,p3,p4

p1 アラーム出力解除（0）
p2 不使用（省略）
p3 不使用（省略）
p4 ACK コメント（最大 50 文字、UTF-8）

例 アラーム出力を解除する。
OAlarmAck,0

ACK コメント文字列「アラーム ACK 実行」を
書き込む。
OAlarmAck,0,,, アラーム ACK 実行

個別アラーム ACK

構文 OAlarmAck,p1,p2,p3,p4
p1 個別アラーム出力解除（1）
p2 チャネル番号
p3 アラームレベル（1 ～ 4）
p4 ACK コメント（最大 50 文字、UTF-8）

例 チャネル 0001 のアラーム 3 のアラーム出力を
解除する。
OAlarmAck,1,0001,3

個別アラーム ACK（制御アラームの場合）
構文 OAlarmAck,p1,p2

p1 個別アラーム出力解除（2）
p2 ループ番号

例 ループ L122 のアラーム出力を解除する。
OAlarmAck,2,L122

解説
・ 個別アラーム ACK の機能を使用していないとき、個

別アラーム ACK のコマンドを送信しても何も動作せ
ず正常応答を返します。

・ p4 はアラーム ACK コメント入力設定が Off の場合、
無視されます。

　



2-106 IM 04L51B01-17JA

OExecRec
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、強制タイムアップ
マニュアルサンプル操作、記録開始のトリガを与える操
作、スナップショット操作、記録中のデータをファイル
として区切る操作を実行します。
構文 OExecRec,p1,p2

p1 動作の種類
（GX/GP：0, 1, 2, 3, 4）
（GM：0, 1, 3, 4）
0 マニュアルサンプルを行う。
1 マニュアルトリガ動作を行う。
2 スナップショットを行う。
3 表示データの強制タイムアップ

（ファイルとして区切る）
4 イベントデータの強制タイム

アップ（ファイルとして区切る）
p2 バッチグループ番号

All 全てのバッチグループ番号
1～ 
使用数

バッチグループ番号

例 マニュアルサンプルを行う。
OExecRec,0

測定動作モードがデュアルインターバルのとき
p1 動作の種類

1 マニュアルトリガ動作を行う。
p2 測定グループ番号

All 全ての測定グループ
1 測定グループ 1
2 測定グループ 2

例 測定動作モードがデュアルインターバルのと
き、測定グループ 2 に対してトリガ動作を行う。
OExecRec,1,2

解説
・ 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時は、マニュアル

トリガ (p1=1) は実行できません。
・ マニュアルサンプル対象チャネルが１つもないときマ

ニュアルサンプルを行うと（p1=0）、対象チャネルが
無いファイルが作成されます。

・ マルチバッチ有効時で、p1=3 または 4 の時、p2 が有
効です。

・ 測定動作モードがデュアルインターバルのときで、
p1=1 のとき、p2 が有効です。

OExecSNTP
SNTP による時刻問い合わせの実行
SNTP による時刻問い合わせを実行します。
構文 OExecSNTP,p1

p1 時刻問い合わせの実行（0）
例 SNTP による時刻問い合わせを実行する。

OExecSNTP,0

OMessage
メッセージの書き込み
メッセージを書き込みます。
プリセットメッセージの書き込み
構文 OMessage,p1,p2,p3,p4

p1 動作の種類（PRESET）
p2 メッセージ番号 (1 ～ 100)
p3 表示グループ番号

ALL 全ての表示グループに書き込む
1～ 60 指定したグループに書き込む
一度に複数の表示グループを指定するこ
とができます。この場合は、表示グルー
プを「：」( コロン ) で区切って指定します。

p4 バッチグループ番号（1 ～使用数）
例 プリセットメッセージのメッセージ番号 8 の

メッセージを表示グループ 1 と 2 に書き込む。
OMessage,PRESET,8,1:2

解説
・ マルチバッチ有効時時、p4 が有効です。省略はでき

ません。
フリーメッセージの書き込み
構文 OMessage,p1,p2,p3,p4,p5

p1 動作の種類（FREE）
p2 メッセージ番号 (1 ～ 10)
p3 表示グループ番号

ALL 全ての表示グループに書き込む
1～ 60 指定したグループに書き込む
一度に複数の表示グループを指定するこ
とができます。この場合は、表示グルー
プを「：」( コロン ) で区切って指定します。

p4 書き込むメッセージ文字列（最大 32 文字、
UTF-8）

p5 バッチグループ番号（1 ～使用数）
例 フリーメッセージで「MARK」というメッセー

ジを、メッセージ番号 2 として、表示グルー
プ 3 と 8 と 11 に書き込む。
OMessage,FREE,2,3:8:11,’MARK’

解説
・ マルチバッチ有効時、p5 が有効です。省略はできま

せん。

2.6　操作コマンド



2-107IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

OPassword
パスワードの変更
パスワードを変更します。
構文 OPassword,p1,p2,p3

p1 旧パスワード ( 最大 20 文字、ASCII)
p2 新パスワード ( 最大 20 文字、ASCII)
p3 新パスワード (p2 と同一のパスワードを

入力 )
例 旧パスワード「PASS001」を新パスワード

「WORD005」に変更する。
OPassword,’PASS001’,’WORD005’,’WO
RD005’

解説
・ パスワードに使用できる文字については、付録 1 をご

覧ください。

OMath
演算のスタート、ストップ、リセット、演
算抜けステータス表示の解除（/MT）
演算のスタート、ストップ、演算値のリセット、演算抜
けステータス表示の解除操作を行います。
構文 OMath,p1,p2

p1 動作の種類（0）
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

p2 バッチグループ番号
All 全演算チャネル
1～使用数 指定バッチグループに属してい

る演算チャネル
クエリ OMath?

例 演算をスタートする。
OMath,0

解説
・ 設定データを保存中、読み込み中は実行できません。
・ マルチバッチ有効時で、p1=2（演算リセット）の時、

p2 が有効です。
・ p2 を省略すると、全演算チャネル指定になります。

OSaveConf
設定データの保存
本器の設定データを、本器の外部記憶メディアに保存し
ます。
構文 OSaveConf,p1,p2,p3

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字、ASCII)
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

p3 設 定 フ ァ イ ル コ メ ン ト ( 最 大 50 文 字、
UTF-8) 

例 設定データを「SETFILE1」というファイル名で
SD メモリカードに保存する。
OSaveConf,’SETFILE1’,SD

解説
・ p3 を省略すると、既定の設定ファイルコメントが付

加されます。既定の設定ファイルコメントは、本器で
の操作で設定することができます。

OSaveConfAll
設定データの一括保存
設定データを、外部記憶メディアの指定フォルダに保存
します。
構文 OSaveConfAll,p1,p2

p1 フォルダ名 ( 最大 80 文字、ASCII)
フォルダ名は、「パス名 + フォルダ名」で
指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 設定データを SD メモリカードの「CONFIG0」
フォルダに一括して保存する。
OSaveConfAll,’CONFIG0’,SD

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD になります。
・ 下記を保存します。（ ）内はファイル名です。

‐ 設定データファイル（Config.GNL または
Config.GSL）

‐ スケール画像 [GX/GP のみ ]
（ScaleImageXX.png）XX は表示グループを示し

ます。
‐ 帳票テンプレート（Report_YY.xlsx、Report_

YY.xlsm、または Report_YY.tpl ）
YY はレポート種類

‐ 信頼する証明書
指定フォルダ（p1）内に「Client」フォルダを
作成しそこへ保存します。

2.6　操作コマンド
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‐ サーバ証明書
指定フォルダ（p1）内に「Server」フォルダを
作成しそこへ保存します。

‐ カスタムディスプレイ［GX/GP のみ］（Setting.
GCS）設定ファイルの作成、および指定フォル
ダ（p1）内にカスタムディスプレイ番号を示す
フォルダの作成とそこへの保存をします。

‐ プログラムパターンファイル（*.GPT）
指定フォルダ（p1）内に「ProgramPattern」フォ
ルダを作成し、そこへ保存します。

- プロファイル波形
指定フォルダ（p1）内に「Profile」フォルダを
作成しそこへ保存します。

‐ 予兆検知モデル
指定フォルダ（p1）内に「Model」フォルダを
作成しそこへ保存します。

・ フォルダ名は、データ保存先フォルダ設定（SDirectory
の解説を参照）と同じ制限をうけます。例えば、「ABC」
フォルダは作成可能ですが、先頭にスペースを付け
た「　ABC」フォルダは作成できません。

OCommCh
通信チャネルに値を設定（/MC）
通信チャネルに値を設定します。
構文 OCommCh,p1,p2

p1 通信チャネル
p2 値

設定範囲は
–9.9999999E+29 ～ –1.0000000E–30, 0,
1.0000000E–30 ～ 9.9999999E+29
有効桁数は、8 桁。

クエリ OCommCh[,p1]?

例 通信チャネル C001 に、2.5350 を設定する。
OCommCh,C001,2.5350

解説
・ 実行内容、およびレスポンスのエラーは事象ログに残

りません。
・ カスタムディスプレイへのコマンド実行はできませ

ん。

OEMail
E メール送信機能のスタート、ストップ
E メール送信機能をスタート、ストップします。
構文 OEMail,p1

p1 動作の種類
0 E メール送信機能のスタート
1 E メール送信機能のストップ

例 E メール送信機能をスタートする。
OEMail,0

OMBRestore
Modbus の手動復帰
通信エラーが発生した機器に対する Modbus クライアン
ト、Modbus マスタによるコマンド送信を再開します。
構文 OMBRestore,p1

p1 動作の種類
0 Modbus クライアント (Ethernet)
1 Modbus マスタ ( シリアル )

例 Modbus クライアントを手動復帰する。
OMBRestore,0

ORTReset
相対時間タイマのリセット
相対時間タイマをリセットします。
構文 ORTReset,p1

p1 タイマの種類
0 全てのタイマ
1 ～ 12 タイマ番号

「：」で区切って複数選択が可能
です。

例 相対時間タイマ 2 をリセットする。
ORTReset,2

相対時間タイマ 4、9、12 をリセットする
ORTReset,4:9:12

OMTReset
マッチタイムタイマのリセット
マッチタイムタイマをリセットします。
構文 OMTReset,p1

p1 タイマの種類
0 全てのタイマ
1～ 12 タイマ番号

「：」で区切って複数選択が可能
です。

例 マッチタイムタイマ 2 をリセットする。
OMTReset,2

マッチタイムタイマ 4、9、12 をリセットする
ORTReset, 4:9:12

OCmdRelay
DO チャネル、内部スイッチの状態の設定
DO チャネルと内部スイッチの状態を設定します。
構文 OCmdRelay,p1

p1 設定値の指定
・ 設定値を記述します。1 つのチャネルの状

態は、 
[ チャネル番号 ]-[ 状態 ] 
のように「-」（ハイフン）で区切って設定
します。

2.6　操作コマンド
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・ [ チャネル番号 ] には、次の値を指定でき
ます。
DO チャネル番号
内部スイッチ番号

・ [ 状態 ] には、次の値を指定できます。
Off : 状態 Off
On : 状態 On

・ 一度に複数のチャネルの状態を設定する
ことができます。この場合、[ チャネル番
号 ]–[ 状態 ]：[ チャネル番号 ]-[ 状態 ]：…
のように「:」（コロン）で区切って指定し
ます。DO チャネルと内部スイッチを合わ
せて 32 チャネルまで指定することができ
ます。

例 チャネル 0101、0102、0103 を On、内部スイッ
チ S001、S002 を Off に設定する。
OCmdRelay,0101-On:0102-On:0103-
On:S001-Off:S002-Off

解説
・ 指定したチャネルの中で一つでも存在しないチャネ

ル、または、マニュアル出力に設定（SRangeDO コ
マンド）されていないチャネルが存在した場合は、他
のチャネルの設定も全てキャンセルされ、コマンドエ
ラーとなります。

OBatName
バッチ名の設定
バッチ名を設定します。
構文 OBatName,p1,p2,p3

p1 バッチグループ番号
マルチバッチ無効時：常に 1
マルチバッチ有効時：1 ～使用数

p2 バッチ番号 ( 最大 32 文字、ASCII)
p3 ロット番号 (0 ～ 99999999、最大 8 桁、ロッ

ト番号桁数の指定による )
クエリ OBatName[,p1]?

例 バッチ名構成をバッチ番号「PRESSLINE」、ロッ
ト番号を「007」にする。
OBatName,1,’PRESSLINE’,007

解説
・ バッチ番号（p2）に使用できる文字については、付

録 1 をご覧ください。
・ バッチ番号に空白 1 文字の設定はできません。

空白 1 文字を指定するとバッチ番号をクリアします。

OBatComment
バッチコメントの設定
バッチコメントを設定します。
構文 OBatComment,p1,p2,p3

p1 バッチグループ番号
マルチバッチ無効時：常に 1
マルチバッチ有効時：1 ～使用数

p2 コメント番号 (1 ～ 3)
p3 コメント文字列 ( 最大 50 文字、UTF-8)

クエリ OBatComment[,p1[,p2]]?

例 コメント番号 2 にコメント「THIS PRODUCT IS 
COMPLETED」を設定する。
OBatComment,1,2,‘THIS PRODUCT IS 
COMPLETED’

解説
・ コメント文字列に空白 1 文字の設定はできません。

空白 1 文字を指定するとコメント文字列をクリアしま
す。

OBatText
バッチテキストの設定
バッチテキストを設定します。
構文 OBatText,p1,p2,p3,p4

p1 バッチグループ番号
マルチバッチ無効時：常に 1
マルチバッチ有効時：1 ～使用数

p2 フィールド番号 (1 ～ 24) 
p3 フィールドタイトル ( 最大 20 文字、UTF-

8)
p4 フィールド文字列 ( 最大 30 文字、UTF-8)

クエリ OBatText[,p1[,p2]]?

例 フィールド番号 1 のタイトル「Ope」と文字列
「GX」を設定する。
OBatText,1,’Ope’,’GX’

解説
・ フィールドタイトル、フィールド文字に空白 1 文字の

設定はできません。空白 1 文字を指定するとそれぞれ
文字列をクリアします。

2.6　操作コマンド
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ODispRate
トレンド更新周期の切り換え［GX/GP］
第一トレンド更新周期（標準トレンド更新周期）と第二
トレンド更新周期を切り換えます。
構文 ODispRate,p1

p1 トレンド更新周期
NORMAL 第一トレンド更新周期（標準ト

レンド更新周期）
SECOND 第二トレンド更新周期

例 第一トレンド更新周期から第二トレンド更新
周期に切り換える。
ODispRate,SECOND

解説
・ 第二トレンド更新周期は、STrdRate コマンドで設定

します。

OLoadConf
設定データのロード
本器の外部記憶メディア内の設定データファイルを、本
器にロードします。
構文 OLoadConf,p1,p2,p3,p4

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字 )
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

p3 ロードする内容 
ALL 全設定
SECURITY セキュリティ関連の設定の

み
CONTROL 制御設定
IP IP アドレス関連の設定のみ
OTHERS セキュリティ関連と IP アド

レス関連以外の全ての設定
p3 は複数選択できます。複数選択する場
合は、項目と項目を「:」 ( コロン ) で区切っ
て記述します。

p4 p3=OTHERS の項目から除外する設定項目
SERVER サーバ関連の設定
CALIB 入力値補正の設定
INSTRU 機器情報
p4 は複数選択できます。複数選択する場
合は、項目と項目を「:」 ( コロン ) で区切っ
て記述します。p3=ALL の指定があると、
何も除外しません。

例 SD メモリカードから「SETTING1」という設定
ファイルの全設定をロードする。
OLoadConf,’SETTING1’,SD,ALL

SD メモリカードの「SETTING1」という設定ファ
イルから、セキュリティ関連と IP アドレス関
連の設定をロードする。
OLoadConf,’SETTING1’,SD,SECURITY:
IP
SD メモリカードの「SETTING1」という設定ファ
イルから、IP アドレス関連、サーバ関連、機
器情報を除きロードする。
OLoadConf,’SETTING1’,SD,SECURITY:O
THERS,SERVER:INSTRU

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD メモリカー

ドになります。
・ p3、p4 の値（設定カテゴリ）と対象コマンドについ

ては、2-5 ページの「コマンド一覧」を参照してくだ
さい。

・ p3 を省略すると、全設定を読み込みます。
・ p4 を省略すると、何も除外しません。
・ このコマンドで言語設定を変更した場合、本器が再起

動する場合があります。

2.6　操作コマンド
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OLoadConfAll
設定データの一括ロード
外部記憶メディア内の指定フォルダから、全設定をに一
括ロードします。
構文 OLoadConfAll,p1,p2

p1 フォルダ名 ( 最大 80 文字 )
フォルダ名は、「パス名 + フォルダ名」で
指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 SD メモリカードの「CONFIG0」フォルダから
全設定をロードする。
OLoadConfAll,’CONFIG0’,SD

解説
・ 下記を GX/GP/GM に読み込みます。（ ）内はファイ

ル名です。
・ 設定データファイル (Config.GNL または

Config.GSL)
・ スケール画像 [GX/GP のみ ]

（ScaleImageXX.png）XX は表示グループを示
します。

・ 帳票テンプレート (Report_YY.xlsx、Report_
YY.xlsm、または Report_YY.tpl）
YY はレポート種類

・ 信頼する証明書
指定フォルダ（p1）内の「Client」フォルダに
ある証明書ファイルをロードします。

・ カスタムディスプレイ [GX/GP のみ ]
（Setting.GCS）設定、および指定フォルダ（p1）

内のカスタムディスプレイ番号を示す各フォ
ルダにある設定をロードします。

・ プログラムパターンファイル（*.GPT）
指定フォルダ（p1）内の「ProgramPattern」
フォルダにあるプログラムパターンファイル
をロードします。

・ プロファイル波形
指定フォルダ（p1）内の「Profile」フォルダに
あるプロファイル波形をロードします。

・ 予兆検知モデル
指定フォルダ（p1）内の「Model」フォルダに
ある予兆検知モデルをロードします。

OSeriApply
シリアル通信設定の反映（/C2 または /C3）
シリアル通信設定を有効にします。
構文 OSeriApply,p1

p1 設定の反映（0）
例 シリアル通信の設定を有効にします。

OSeriApply,0

解説
・ このコマンドは、SSerialBasic コマンドで設定したシ

リアル通信の設定を有効にします。
・ このコマンドを発行すると、本器から応答が返ってき

た後、シリアル通信の設定が反映されます。このとき、
汎用通信の接続は切断されます。

OIPApply
IP アドレスの反映
Ethenet 通信設定を有効にします。
構文 OIPApply,p1

p1 設定の反映（0）
例 IP アドレスの設定を有効にする。

OIPApply,0

解説
・ このコマンドは、SIpAddress、SDhcp、SDns、

SServer コマンドで設定した IP アドレスの設定を有効
にします。

・ このコマンドを発行すると、本器から応答が返って
きた後、IP アドレスの設定が反映されます。このと
き、汎用通信の接続は切断されます。また、本器に
Ethernet 経由で接続されている機器との接続 (Modbus
サーバ、FTP サーバなど ) は、強制的に切断されます。

OInit
測定データのクリア、設定データの初期化
内部メモリの測定データをクリアします。また、設定デー
タを初期化します。
構文 OInit,p1,p2

p1 初期化、クリアするデータの種類
SECURITY セキュリティ関連の設定
MEMORY 表示データ、イベントデータ、

マニュアルサンプルデータ、
レポートデータ、アラームサ
マリ、メッセージサマリ

OTHERS 上記以外の設定
ALL 全初期化（全ての測定データ

と設定）
一度に複数を指定することができます。
その場合は、項目を「：」( コロン ) で区切っ
て指定します。

p2 p1=OTHERS の項目から除外する設定項目
IP IP アドレス関連の設定
SERVER サーバ関連の設定
CALIB 入力値補正の設定
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INSTRU 機器情報
一度に複数を指定することができます。
その場合は、項目を「：」( コロン ) で区
切って指定します。p1=ALL の指定がある
と、何も除外しません。

例 内部メモリの測定データとサマリを削除する。
OInit,MEMORY

IP アドレスと機器情報以外は初期化する。
OInit,MEMORY:SECURITY:OTHERS,IP:IN
STRU

解説
・ IP アドレス関連の設定とは、SIpAddress、SDns、

SDhcp コマンドによる設定内容です。
・ p1、p2 の値（設定カテゴリ）と対象コマンドについ

ては、2-5 ページの「コマンド一覧」を参照してくだ
さい。

・ p2 を省略すると、何も除外しません。

OUsbFApply
USB 通信設定の反映 [GM]
USB 通信設定を有効にします。
構文 OUsbFApply,p1

p1 設定の反映
例 SUsbFunction コマンドで設定した USB 通信の

On/Off 設定を反映する。
OUsbFApply,0

OBTApply
Bluetooth 通信設定の反映（/C8）[GM]
Bluetooth 通信設定を有効にします。
構文 OBTApply,p1

p1 設定の反映（0）
例 SBluetooth コマンドで設定した Bluetooth 通

信の On/Off 設定を反映する。
OBTApply,0

OBTClearList
Bluetooth 通信の接続リストのクリア（/
C8）[GM]
Bluetooth 通信の接続リストをクリアします。
構文 OBTClearList

（引数なし）
例 接続した Bluetooth 通信のリストをクリアす

る。
OBTClearList

OLoginAssist
ログイン補助［GX/GP］
バーコード入力のときに、本器へのログインを補助しま
す。
構文 OLoginAssist,p1,p2,p3

p1 入力種類（1, 2）
1 ユーザ名の入力
2 ユーザ名とユーザ ID の入力

p2 ユーザ名
p3 ユーザ ID

例 ユーザ名「User01」でログインするとき。
OLoginAssist,1,’User01’

解説
・ このコマンドを実行すると、本器にはログインのため

の画面が表示され、ユーザのパスワード / ユーザ ID
の入力待ちになります。

・ p1=2 は、拡張セキュリティ機能（/AS）有効時に有
効です。

・ p3 は p1=2 のときに有効です。ただし、ユーザ ID を
使用していないときは、p3 は無効です。

・ このコマンドは、シリアル通信のファンクション
（SSerialBasic コマンド）が「Barcode」（バーコード）、

または USB 入力機器の設定（SUsbInput コマンド）
が「Barcode」（バーコードリーダ）のときに有効です。

OSendValue
タッチパネル操作の入力補助［GX/GP］
タッチパネル操作時に、文字列入力を補助します。
構文 OSendValue,p1,p2

p1 0 固定
p2 文字列（最大 64 文字、UTF-8）

例 メッセージの設定画面で、「START」というメッ
セージを入力する（メッセージ設定画面を表示
し、メッセージ文字列を入力するテキストボッ
クスを選択しておきます）。
OSendValue,0,’START’

解説
・ 表示が「*****」となる入力部への入力はできません。
・ このコマンドは、シリアル通信のファンクション

（SSerialBasic コマンド）が「Barcode」（バーコード）、
または USB 入力機器の設定（SUsbInput コマンド）
が「Barcode」（バーコードリーダ）のときに有効です。
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OUserLockACK
ユーザ無効 ACK（/AS）
ユーザ無効の表示を消去します。
構文 OUserLockACK
例 ユーザ無効の表示を消去します。

OUserLockACK

解説
・ 管理者（ユーザレベルが Admin）または準管理者（ユー

ザレベルが SecondAdmin）でログインしているとき
だけ実行できます。

・ 無効となったユーザが１人もいないときは、何もしま
せん。

・ 準管理者（ユーザレベルが SecondAdmin）でユーザ
登録「Lock」のユーザは、このコマンドによる設定は
できません。

OKeyLock
キーロック On/Off[GM]
キーロックを On/Off します。
構文 OKeyLock,p1

p1 キーロックの On/Off（On, Off）
On キーロックする
Off キーロックを解除する

例 キーロックを解除する。
OKeyLock,Off

解説
・ キーロックを On にすると、START キー、STOP キー、

USER1 キー、USER2 キーがロックされます。キーを
個別にロックすることはできません。

・ キーロック On/Off は、管理者レベルのユーザだけが
実行できます。

・ 拡張セキュリティ機能（/AS）が有効かつ通信ログイ
ンが設定されている時は使用できません。

OErrorClear
エラー表示クリア [GM]
7 セグメント LED のエラー表示状態をクリアします。
構文 OErrorClear,p1

p1 エラー表示クリアの種類
0 エラー表示クリア

例 7 セグメント LED のエラー表示状態をクリア
する。
OErrorClear,0

OSLMPRestore
SLMP の手動復帰（/E4）
通信エラーが発生した機器に対する SLMP クライアント
によるコマンド送信を再開します。
構文 OSLMPRestore,p1

p1 0 固定
例 SLMP クライアントを手動復帰する。

SLMPRestore,0

OTransChAO
伝送出力の個別制御
AO チャネルの伝送出力を個別に制御します。
構文 OTransChAO,p1

p1 伝送出力の設定値の指定
伝送出力の設定値を記述します。

・ 設定値を記述します。1 つのチャネルの状
態は、 
[ チャネル番号 ]-[ 状態 ] 
のように「-」（ハイフン）で区切って設定
します。

・ [ 状態 ] には、次の値を指定できます。
Off : 状態 Off
On : 状態 On

・ 一度に複数のチャネルの状態を設定する
ことができます。この場合、[ チャネル番
号 ]–[ 状態 ]：[ チャネル番号 ]-[ 状態 ]：…
のように「:」（コロン）で区切って指定し
ます。32 チャネルまで指定することがで
きます。

例 チャネル 0101、 0102、 0103 の伝送出力を On、 
チャネル 201、202 の伝送出力を Off に設定す
る
OTransChAO, 0101-On:0102-On:0103-
On:201-Off:202-Off

解説
・ SRangeAO コマンドで伝送出力（Trans）に設定され

ているチャネルに対してのみ有効です。
・ 伝送出力の状態は、FTransStatAO で参照できます。

OTransAllAO
伝送出力の一括制御
AO チャネルの伝送出力を一括で制御します。
構文 OTransAllAO,p1

p1 伝送出力の有無
On 伝送出力する
Off 伝送出力しない

例 伝送出力を Off にする。
OTransAllAO, Off

解説
・ SRangeAO コマンドで伝送出力（Trans）に設定され

ているチャネルに対してのみ有効です。
・ 伝送出力の状態は、FTransStatAO で参照できます。
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OCmdAO
マニュアル出力の設定
AO チャネルのマニュアル出力の値を設定します。
構文 OCmdAO,p1,p2

p1 チャネル番号
p2 マニュアル出力値

クエリ OCmdAO[,p1]?

OCmdAO のクエリは設定値を出力します。
例 チャネル 001 のマニュアル出力値 10mA を指

定する。
OCmdAO,001,10000

解説
・ SRangeAO コマンドでマニュアル出力（ManualAO）

に設定されているチャネルに対してのみ有効です。
・ 出力可能範囲は、SRangeAO コマンドで指定した設定

スパン範囲です。
・ P2 は小数点を除いて入力してください。( 小数点は 3

桁固定 )
・ 実行内容、およびレスポンスのエラーは事象ログに残

りません。
・ カスタムディスプレイへのコマンド実行はできません。

OInitPara
個別設定パラメータ初期化
設定パラメータを個別に初期化します。
構文 OInitPara,p1

p1 初期化する設定パラメータの指定
RecCh 記録チャネル
Group 表示グループ

・ 一度に複数の設定パラメータを指定する
ことができます。この場合、RecCh:Group 
…のように「:」（コロン）で区切って指定
します。

例 記録チャネル、表示グループを初期化する。
OInitPara,RecCh:Group

解説
・ 記録チャネルとは、SrecDisp/SrecEvent/SrecManual

コマンドによる設定内容です。
・ 表示グループとは、SGroup/STripLine/SSclBmp/

SMltGroup/SMltTripLine/SMltSclBmp/SDualGroup コ
マンドによる設定内容です。

OCtrlAM
自動、手動、カスケード運転の切り替え
制御運転モードを切り替えます。
構文 OCtrlAM,p1,p2

p1 ループ番号
P2 自動、手動、カスケードの切り替え

0 自動（Auto）
1 手動（Man）
2 カスケード（Cas）

例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の運転モー
ドを手動にする
OCtrlAM,L152,1

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2=2（Cas）のとき、カスケード制御有効時は E0、

無効時は E1 が返ります。
・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

OCtrlSR
運転、停止の切り替え
運転開始（RUN）と運転停止（STOP）を切り替えます。
構文 OCtrlSR,p1,p2

p1 ループ番号（L000、または L001 ～ L652）
P2 運転、停止の切り替え

0 運転（Run）
1 停止（Stop）

例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の運転を停
止する
OCtrlSR,L152,1

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p1=L000 のとき、全ループ指定になります。
・ プログラムパターン実行中は操作できません。（ロー

カルの場合可）
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OCtrlRL
リモート、ローカルの切り替え
リモート運転とローカル運転を切り替えます。
構文 OCtrlRL,p1,p2

p1 ループ番号
P2 リモート、ローカルの切り替え

0 ローカル（Local）
1 リモート（Remote）

例 ユニット 1、スロット 5、ループ 1 の入力をリ
モートにする
OCtrlRL,L151,1

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ プログラムパターン実行中のリモート切り替え

（p2=1）操作は、プログラム運転（OCtrlMode コマン
ド）の Prog 切り替えと同様です。

・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

OCtrlAT
オートチューニングの要求
オートチューニングを起動、または停止します。
構文 OCtrlAT,p1,p2

p1 ループ番号
P2 オートチューニング起動／停止

0 オートチューニング停止
1 ～ 8 PID 番号のオートチューニング起動
9 リファレンス偏差用 PID に対して

オートチューニング起動
例 ループ番号 1 の PID 番号 5 をオートチューニ

ング起動する
OCtrlAT,L001,5

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2 で起動、または停止を指定したときの状態により、

応答は以下のとおりとなります。
停止状態から変更：E0
起動中状態から停止：E0
起動中状態から起動：E1

・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

2.6　操作コマンド

OCtrlSPN
目標設定値番号の選択
目標設定値（SP）番号を指定します。
構文 OCtrlSPN,p1,p2

p1 ループ番号
P2 目標設定値番号　SP1 ～ SP8（1 ～ 8）

例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の目標設定
値番号を 5 にする
OCtrlNoSPN,L152,5

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

OCtrlMO
手動出力設定値の設定
手動出力設定値を設定します。
構文 OCtrlMO,p1,p2,p3

p1 ループ番号
P2 種類

0 数値入力
1 シャットダウン（タイトシャット機

能）
p3 手動出力設定値（-50~1050［-5.0% ～

105.0%］）
出力リミット上限値 / 下限値の範囲内

例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の出力値を
23.4% にする。
OCtrlMO,L152,0,234
ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の出力値を
シャットダウンにする
OCtrlMO,L152,1

解説
・ このコマンドは PID 制御モジュールを装着している場

合に有効です。
・ p2=1 のとき、p3 は設定できません。
・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

OCtrlPAT
パターン番号切り替え（/PG）
プログラムパターン番号を切り替えます。
構文 OCtrlPAT,p1

p1 パターン番号切り替え（1 ～ 99）
クエリ OCtrlPat?

例 プログラムパターン 2 に切り替える
OCtrlPAT,2

解説
・ p1 はパターンファイルの有無に関係なく設定できます。
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OCtrlMode
プログラム運転（/PG）
プログラム運転の開始と停止を切り替えます。
構文 OCtrlMode,p1

p1 プログラム運転状態の変更
0 プログラム運転開始（Prog）
1 プログラム運転停止（Reset）

例 プログラム運転を開始する。
OCtrlMode,0

解説
・ OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。
・ モジュールが抜けている場合は E1 が返ります。

OCtrlHOLD
ホールド（/PG）
ホールド操作を行ないます。
構文 OCtrlHOLD,p1

p1 プログラム運転の一時停止
0 一時停止解除（Release）
1 一時停止（Hold）

例 プログラム運転の一時停止を解除する。
OCtrlHOLD,0

解説
・ OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。
・ プログラム運転停止中の場合は E1 が返ります。

OCtrlADV
アドバンス（/PG）
アドバンス操作を行います。
構文 OCtrlADV,p1

p1 セグメント強制移行
1 固定（Advance）

例 プログラム運転中にセグメントのアドバンスを
要求する。
OCtrlADV,1

解説
・ OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。
・ プログラム運転停止中の場合は E1 が返ります。

OCtrlSP
目標設定値の設定（/PG）
目標設定値（SP）を設定します。
構文 OCtrlSP,p1,p2

p1 ループ番号
P2 目標設定値（PV レンジ下限～ PV レンジ

上限）
例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の目標設定

値 に、2.5350 を設定する。
OCtrlSP,L152,2.5350

解説
・ プログラム運転ホールド時のみ、操作可能です。
・ p2 に範囲外の値を指定したとき、またはホールド解

除状態（プログラム運転中）のときは E1 が返ります。
• OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。

・ プログラム運転停止中の場合は E1 が返ります。

OCtrlTSP
到達目標設定値の設定（/PG）
到達目標設定値（TSP）を設定します。
構文 OCtrlTSP,p1,p2

p1 ループ番号
P2 到達目標設定値（PV レンジ下限～ PV レ

ンジ上限）
例 ユニット 1、スロット 5、ループ 2 の到達目標

設定値 に、2.5350 を設定する。
OCtrlTSP,L152,2.5350

解説
・ プログラム運転ホールド時のみ、操作可能です。
・ p2 に範囲外の値を指定したとき、またはホールド解

除状態（プログラム運転中）のときは E1 が返ります。
• OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。
• プログラム運転停止中の場合は E1 が返ります

OCtrlRTIME
セグメント残り時間の設定（/PG）
残りのセグメント時間を設定します。
構文 OCtrlRTIME,p1,p2,p3

p1 時（0 ～ 99）
P2 分（0 ～ 59）
p3 秒（0 ～ 59）

例 残りのセグメント時間を 11 時 05 分 22 秒に設
定する。
OCtrlRTIME,11,05,22

解説
・ プログラム運転ホールド時のみ、操作可能です。
・ ホールド解除状態（プログラム運転中）のときは E1

が返ります。
・ OCtrlPat で指定したパターン番号に対する操作です。
• プログラム運転停止中の場合は E1 が返ります
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OCtrlStSeg
開始セグメント番号の設定（/PG）
プログラム運転の開始セグメントを設定します。
構文 OCtrlStSeg, p1, p2

p1 パターン番号（1 ～ 99）
P2 セグメント番号（1~ 使用セグメント数）

クエリ OCtrlStSeg[,p1]?
例 プログラムパターン番号 2 の開始セグメント

をセグメント 3 に設定する。
OCtrlStSeg,2,3

解説
・ 以下の場合、E1 が返ります。

p1 で指定した番号のプログラムパターンが実行中。
p1 で指定した番号のプログラムパターンファイルが
見つからない。
p2 で指定したセグメント番号が、使用セグメント数
より大きい。

・ プログラムリセットされると、セグメント番号 1 に戻
ります。

OCtrlDlyTime
運転遅延時間の設定（/PG）
プログラム運転開始から、実際にプログラムパターン運
転を開始するまでの遅延時間を設定します。
構文 OCtrlDlyTime,p1,p2,p3,p4

p1 パターン番号（1 ～ 99）
P2 時（0 ～ 99）
p3 分（0 ～ 59）
p4 秒（0 ～ 59）

クエリ OCtrlDlyTime[,p1]?
例 プログラムパターン番号 2 の運転開始遅延時

間を 5 分 55 秒に設定する。
OCtrlDlyTime,2,0,5,55

解説
・ 以下の場合、E1 が返ります。

p1 で指定した番号のプログラムパターンが実行中。
p1 で指定した番号のプログラムパターンファイルが
見つからない。

・ プログラムリセットされると、00:00:00 にクリアされ
ます。

OCtrlLoadPAT
パターンファイルのロード（/PG）
プログラムパターンファイルをロードします。
構文 OCtrlLoadPAT,p1,p2,p3

p1 ファイル名（最大 80 文字）
p2 メディアの指定

（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

p3 ロード先
パターンファイル番号（１ ～ 99）

例 SD メモリカードから「PATTERN1」というプロ
グラムパターンファイルをパターンファイル番
号 1 にロードする。
OCtrlLoadPAT,’PATTERN1’,SD,1

解説
・ p2 を省略するとメディアの指定は SD になります。

OCtrlSavePAT
パターンファイルのセーブ（/PG）
プログラムパターンファイルをセーブします。
構文 OCtrlSavePAT,p1,p2,p3

p1 ファイル名（最大 80 文字）
p2 メディアの指定

（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

p3 セーブ元
パターンファイル番号（１ ～ 99）

例 パターンファイル番号１のプログラムパターン
ファイルを「PATTERN1」というファイル名で
SD メモリカードに保存する。
OCtrlSavePAT,’PATTERN1’,SD,1

解説
・ p2 を省略するとメディアの指定は SD になります。

2.6　操作コマンド
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OCtrlLoadPATAll
パターンファイルの一括ロード（/PG）
プログラムパターンファイルを一括でロードします。
構文 OCtrlLoadPATAll,p1,p2

p1 フォルダ名（最大 80 文字）
p2 メディアの指定

（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 SD メモリカードの「Pattern」フォルダからプ
ログラムパターンファイルを一括ロードする。
OCtrlLoadPATAll,Pattern,SD

解説
・ p2 を省略するとメディアの指定は SD になります。
・ ロードの対象は、フォルダ内の全パターンファイルで

す。
・ 指定フォルダにある以下の固定ファイル名のパターン

ファイルのみロードします。
ファイル名：ProgPatXX.YYY
XX: パターン番号（01-99）

OCtrlSavePATAll
パターンファイルの一括セーブ（/PG）
プログラムパターンファイルを一括でセーブします。
構文 OCtrlSavePATAll,p1,p2

p1 フォルダ名（最大 80 文字）
p2 メディアの指定

（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 プログラムパターンファイルを SD メモリカー
ドの「Pattern」フォルダに一括して保存する。
OCtrlSavePATAll,Pattern,SD

解説
・ p2 を省略するとメディアの指定は SD になります。
・ 保存の対象は、全パターンファイルです。
・ パターンファイルは、指定フォルダに固定ファイル名

で保存します。
ファイル名：ProgPatXX.YYY
XX: パターン番号（01-99）

OCtrlDelPAT
パターンファイル削除（/PG）
プログラムパターンファイルを削除します。
構文 OCtrlDelPAT,p1

p1 パターンファイル番号（1 ～ 99）
例 パターンファイル番号 99 を削除する。

OCtrlDelPAT,99

OConfCmt
設定コメント書込み（/AS）
事象ログに設定変更理由のコメントを書き込みます。
構文 OConfCmt,p1

p1 設定ファイルコメント（最大 50 文字、
UTF-8）

例 設定コメント「アラーム値の変更」を設定する。
OConfCmt, アラーム値の変更

解説
・ p1 は NULL 文字の指定はできません。
・ このコマンドは、設定変更コメントのコメント入力が

On になっている場合に有効です。

OSaveProfile
プロファイル波形のセーブ（/MC）
プロファイル波形を外部記憶メディアにセーブします。
構文 OSaveProfile,p1,p2

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字、ASCII)
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 プロファイル波形を「Profile1」というファイ
ル名で SD メモリカードに保存する。
OSaveProfile,’Profile1’,SD

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD カードにな

ります。

OLoadProfile
プロファイル波形のロード（/MC）
外部記憶メディア内のプロファイル波形ファイルをロー
ドします。
構文 OLoadProfile,p1,p2

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字 )
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 SD メモリカードから「Profile1」というプロファ
イル波形ファイルをロードする。
OLoadProfile,’Profile1’,SD

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD メモリカー

ドになります。

 2.6　操作コマンド
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OSaveHelMoniModel
予兆検知モデルのセーブ
予兆検知モデルを外部記憶メディアにセーブします。
構文 OSaveHelMoniModel,p1,p2

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字、ASCII)
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 予兆検知モデルを「Model1」というファイル
名で SD メモリカードに保存する。
OSaveHelMoniModel,’Model1’,SD

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD カードにな

ります。

OLoadHelMoniModel
予兆検知モデルのロード
外部記憶メディア内の予兆検知モデルファイルをロード
します。
構文 OLoadHelMoniModel,p1,p2

p1 ファイル名 ( 最大 80 文字 )
ファイル名は、「パス名 + ファイル名 ( 拡
張子は除く )」で指定してください。

p2 メディアの指定
（GX/GP：SD, USB）
（GM：SD）
SD SD メモリカード
USB USB フラッシュメモリ

例 SD メモリカードから「Model1」という予兆検
知モデルファイルをロードする。
OLoadHelMoniModel,’Model1’,SD

解説
・ p2 を省略すると、メディアの指定が SD メモリカー

ドになります。

OPredictiveDetection
予兆検知区間のスタート、ストップ
予兆検知区間のスタート、ストップをします。
構文 OPredictiveDetection,p1

p1 スタート、ストップ
0 予兆検知区間スタート
1 予兆検知区間ストップ

クエリ OPredictiveDetection?

例 予兆検知区間をスタートする。
OPredictiveDetection,0

OProfileHold
プロファイル波形の一時停止、再開（/MC）
プロファイル波形の一時停止、再開をします。
構文 OProfileHold,p1

p1 プロファイル波形の一時停止
0 一時停止解除
1 一時停止

クエリ OProfileHold?

例 プロファイル波形を一時停止する。
OProfileHold,1

解説
・ 予兆検知区間がスタート中に有効です。
・ プロファイル波形が一時停止中に予兆検知区間がス

トップすると、プロファイル波形も一時停止解除にな
ります。

2.6　操作コマンド
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2.7 通信制御コマンド

CCheckSum
チェックサムの設定
チェックサムの有無を設定します。
構文 CCheckSum,p1

p1 チェックサムの有無
0 計算しない。
1 計算する。

クエリ CCheckSum?

例 チェックサムを有効にする。
CCheckSum,1

CSFilter
ステータスフィルタの設定
本器の状態を出力するときのフィルタを設定します。
構文 CSFilter,p1

p1 ステータス情報 1 ～ 4 のフィルタの値
(0.0.0.0 ～ 255.255.255.255)

クエリ CSFilter?

例 ステータスフィルタの値を 255.127.63.31 にす
る。
CSFilter,255.127.63.31

解説
・ ステータスフィルタは、通信接続ごとに設定されます。

CSFilterDB
ステータスフィルタの設定（拡張）
本器の状態を出力するときのフィルタを設定します。
構文 CSFilterDB,p1,p2

p1 ステータス情報 1 ～ 4 のフィルタの値
(0.0.0.0 ～ 255.255.255.255)

p2 ステータス情報 5 ～ 8 のフィルタの値
(0.0.0.0 ～ 255.255.255.255)

クエリ CSFilterDB?

例 ステータス情報 1 ～ 4 のステータスフィルタ
の値を 255.127.63.31 に、ステータス情報 5 ～
8 のステータスフィルタの値を 1.2.3.4 にする。
CSFilterDB,255.127.63.31,1.2.3.4

解説
・ ステータスフィルタは、通信接続ごとに設定されます。
・ p2 は省略可能です。

CLogin
通信経由のログイン
通信経由でログインします。
構文 CLogin,p1,p2

p1 ユーザ名
p2 パスワード

例 ユーザ名「admin」、パスワード「password」
でログインする。
CLogin,admin,password

解説
・ パスワードに使用できる文字については、付録 1 をご

覧ください。
・ ログイン中に本コマンドを実行すると一旦ログアウト

してからログインします。
拡張セキュリティ機能（/AS）の場合

構文 CLogin,p1,p2,p3,p4,p5
p1 ユーザ名
p2 ユーザ ID
p3 パスワード
p4 有効期限が切れていたときの新パスワー

ド
p5 有効期限が切れていたときの新パスワー

ド（確認用）
例 ユーザ名「admin01」、パスワード「password01」

でログインする。
CLogin,admin01,,password01

解説
・ p4、p5 を指定しないときは、通常のログインとなり

ます。
・ パスワードの有効期限が切れていなくても、p4、p5

に新パスワードを入力し、パスワードを変更してログ
インすることができます。

・ p4、p5 の文字が同一でないときはエラーとなります。
・ 同じパスワードには変更できません（p3 と p4、p5

の文字が同一のときはエラーとなります）。
・ ユーザ ID を使用していないときは、p2 は無効です。
・ パスワード管理機能使用時は p4、p5 の指定はできま

せん。
・ パスワードに使用できる文字については、付録 1 をご

覧ください。
・ ログイン中にこのコマンドを実行すると一旦ログアウ

トしてからログインします。

CLogout
通信経由のログアウト
通信経由でログアウトします。
構文 CLogout
例 ログアウトする。

CLogout
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CBTConnect
Bluetooth 通信の開始（/C8）[GM]
Bluetooth 通信を開始します。
構文 CBTConnect,p1

p1 接続したい機器の Bluetooth パスワード
例 Bluetooth パスワード「PaSswoRD2」の機器と

接続する。
CBTConnect,’PaSswoRD2'

解説
・ このコマンドは、Bluetooth 通信で Bluetooth パスワー

ドの要求を受けたときだけ有効です。無効時はエラー
コード 352「Unknown command」のエラーとなりま
す。

ESC O
機器のオープン：RS-422/485 専用コマン
ド
機器との通信を開始します。ESC は、ASCII コードで表す
と 0x1B となります。付録 1 をご覧ください。
構文 ESC O_p1

_ 半角スペース
p1 機器のアドレス (01 ～ 99)

例 アドレス 99 の機器をオープンする。
ESC O 99

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。
・ 「O」は大文字を使用してください。
・ このコマンドでは、ターミネータとして、CR ＋ LF を

使用してください。
・ このコマンドに対する応答については、2-126 ページを

ご覧ください。

ESC C
機器のクローズ：RS-422/485 専用コマン
ド
機器との通信を終了します。ESC は、ASCII コードで表す
と 0x1B となります。付録 1 をご覧ください。
構文 ESC C_p1

_ 半角スペース
p1 機器のアドレス (01 ～ 99)

例 アドレス 77 の機器をクローズする。
ESC C 77

解説
・ 現在通信をしている機器との接続を解除します。
・ 「C」は大文字を使用してください。
・ このコマンドでは、ターミネータとして、CR ＋ LF を

使用してください。
・ このコマンドに対する応答については、2-126 ページを

ご覧ください。

2.7 通信制御コマンド
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2.8 機器情報出力コマンド

_MFG
機器の製造者名出力
機器の製造者名を出力します。
構文 _MFG
解説

・ ASCII出力のフォーマットは 2-183 ページをご覧くださ
い。

_INF
機器の製品名称出力
機器の製品名称を出力します。
構文 _INF
解説

・ ASCII出力のフォーマットは2-183ページをご覧ください。

_COD
機器の基本仕様出力
機器の基本仕様を出力します。
構文 _COD
解説

・ ASCII出力のフォーマットは2-184ページをご覧ください。

_VER
機器のファームウェアバージョン情報出力
機器のファームウェアバージョン情報を出力します。
構文 _VER
解説

・ ASCII出力のフォーマットは2-184ページをご覧ください。

_OPT
機器の付加仕様装着情報出力
機器の付加仕様装着情報を出力します。
構文 _OPT
解説

・ ASCII出力のフォーマットは2-185ページをご覧ください。

_TYP
機器の夏時間／冬時間装着情報出力
機器の夏時間／冬時間の設定が有効か無効かを出力しま
す。
構文 _TYP
解説

・ ASCII出力のフォーマットは 2-186 ページをご覧くださ
い。

_ERR
機器のエラー番号情報出力
エラー番号に対するエラーの内容を出力します。
構文 _ERR,p1,p2,...

p1、p2 などには、本器から返された否定応答
の内容を記述します。

例 否定応答「E1,10:1:2,500:2:5」が返された
場合に、エラーの内容を出力する。
_ERR,10:1:2,500:2:5

解説
・ ASCII出力のフォーマットは 2-186 ページをご覧くださ

い。

_UNS または _UNR
機器のユニット構成情報出力
機器のユニット構成情報を出力します。
構文 _UNS 機器が認識している状態を出力。

_UNR 装着されている状態を出力。
解説

・ ASCII出力のフォーマットは 2-187 ページをご覧くださ
い。

_MDS または _MDR
機器のモジュール構成情報出力
機器のモジュール構成情報を出力します。
構文 _MDS 機器が認識している状態を出力。

_MDR 装着されている状態を出力。
解説

・ ASCII出力のフォーマットは 2-188 ページをご覧くださ
い。
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2.9 コマンドに対する応答

コマンドに対する、本器からの応答について説明します。応答には、肯定応答、否定応答、
および、データ出力応答があります。

2.9.1 肯定応答（出力要求コマンド以外）
出力要求コマンド以外のコマンドに対して、コマンドの処理が正常に終了したときには肯
定応答を返します。

構文
E0CRLF

「CRLF」は、本器が使用しているターミネータです。以下の構文の説明でも、「CRLF」と記
述します。応答例では、「CRLF」を省略します。

2.9.2 否定応答
コマンドの処理中に文法エラー、設定エラー等のエラーが発生したときには、否定応答を
返します。

構文
E1,p,p,･･･,pCRLF

p エラー番号およびエラー発生位置情報
p の詳細フォーマットを以下に示します。エラー番号、エラー発生コマンド位置、お
よびエラー発生パラメータ位置を「:」（コロン）で区切って出力します。
en:cp:pp

en エラー番号です。
cp エラーが発生したコマンド位置を示す値です。先頭のコマンドを「1」

として、並び順に付けられた番号です。単独のコマンドの場合は、「1」
を出力します。

pp エラーが発生したパラメータ位置を示す値です。コマンド内の先頭パラ
メータを「1」として、並び順に付けられた番号です。コマンド全体に
対するエラー発生（例：コマンド名文字列の間違い）に対しては、「0」
を出力します。
複数のパラメータにエラーが発生した場合は「,」（カンマ）で区切り、
番号が小さい順に並べて出力します。

応答例 1
単独のコマンドの、パラメータ位置：2 つ目のパラメータで、エラー番号：3 が発生した場
合の出力。

E1,3:1:2

応答例 2
羅列された 2 つのコマンドで、コマンド位置：1 つ目のコマンド、パラメータ位置：2 つ目
のパラメータでエラー番号：10 が発生し、またコマンド位置：2 つ目のコマンド、パラメー
タ位置：5 つ目のパラメータでエラー番号：500 が発生した場合の出力。

E1,10:1:2,500:2:5
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エラーメッセージ
否定応答のエラー番号に対応するエラーメッセージは、「機器のエラー番号情報出力コマン
ド」（_ERR）で出力できます。

2.9.3 データ出力応答
データ出力には、ASCII 出力と、バイナリ出力があります。

ASCII 出力
下記のコマンドに対する応答は ASCII 出力です。

・ 操作コマンドと設定コマンドのクエリ
・ 出力コマンドによる ASCII データ出力要求

構文
EACRLF

ASCII 文字列データ・・・・・・・・・・CRLF

ASCII 文字列データ・・・・・・・・・・CRLF

 ｜
ASCII 文字列データ・・・・・・・・・・CRLF

ENCRLF

アスキー文字列の出力データの先頭にヘッダ（EA）を付加し、終端にフッタ（EN）を付加
します。ヘッダ、フッタおよびアスキー文字列データの終端には、常に「CRLF」の 2 文字
を付加します。

バイナリ出力
出力コマンドによるバイナリデータ出力要求に対する応答は、バイナリ出力です。

フォーマット
下図はバイナリ出力のフォーマットです。バイナリ出力データの先頭にヘッダ、終端にデー
タサムを付加し出力します。「データ部」に要求したデータが入ります。

'E' 'B' CR LF

データ部

データ長

データサム

フラグ 予備領域1

予備領域2 ヘッダサム

1バイト

2バイト

4バイト

2.9　コマンドに対する応答



2-125IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

EBCRLF
ASCII コードの「E」、アスキーコードの「B」に続けて「CR」「LF」を格納します。出力デー
タがバイナリであることを示します。

データ長（32 ビット符号無し整数型、ビッグエンディアン）
「フラグ＋予備領域 1 ＋予備領域 2 ＋ヘッダサム＋データ部＋データサム」のバイト長を示

します。

フラグ（16 ビット、ビッグエンディアン）
データ部全体の情報を示します。
ビット フラグ値 フラグの意味

0 1
15 常に 0 使用していません。
14 なし あり データサムの付加
13 常に 0 使用していません。
:
1
0 中間データ 最終データ 出力するデータが連続データの場合、データ部の

末尾のデータが「中間データ」か「最終データ」
かを示す。

予備領域 1 （16 ビット )、予備領域 2 （16 ビット )
使用しません。

ヘッダサム（16 ビット、ビッグエンディアン）
「データ長＋フラグ＋予備領域 1 ＋予備領域 2」のサム値を示します。

データ部
出力データの実体です。出力内容によりフォーマットが異なります。詳細については 2.11 
バイナリ出力のデータ部のフォーマットをご覧ください。

データサム（16 ビット、ビッグエンディアン）
データ部のサム値を示します。データサム付加の有無は、CCheckSum コマンドで指定しま
す。デフォルトでは、チェックサムは「なし」に設定されています。データサム付加の有
無の情報は、ヘッダ部のフラグに含まれています。データサムを付加しない場合、データ
サムの領域も付加されません。チェックサムの算出方法は、付録 5 チェックサムの算出方
法を参照してください。

2.9　コマンドに対する応答
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2.9.4 RS-422/485 専用コマンドに対する出力
ESC O コマンドと ESC C コマンドに対する応答は、下表のとおりです。ESC は、ASCII コー
ドで表すと 0x1B となります。付録 1 ASCII 文字コードをご覧ください。
構文 意味 応答
ESC O_xxCRLF

（_：半角空白）

機器のオープン ・ 送信先の機器からの応答
ESC OxxCRLF

・ コマンドで設定したアドレスの機器がないとき *

応答なし
ESC C_xxCRLF

（_：半角空白）

機器のクローズ ・ 送信先の機器からの応答
ESC CxxCRLF

・ コマンドで設定したアドレスの機器がないとき *

応答なし
* 「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 ～ 99 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、その機器へコマンドを送信できます。
・ ターミネータは CR ＋ LF を使用してください。

2.9　コマンドに対する応答
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2.10 ASCII 出力のフォーマット

ASCII 出力のフォーマットを説明します。
・ 以下のフォーマットでは、ターミネータを「<crlf>」と記述しています。
・ 1 つの半角空白 (ASCII コード : 0x20) を「 _ 」、連続する半角空白を「 _ 」と「 ¯ 」を交互

に並べて記述しています。
・ 入出力チャネルは 4 桁の数字（例：0102）、演算チャネルは A+「3 桁の数字」（例：

A015）、通信チャネルは C+「3 桁の数字」（例：C120）で表します。

2.10.1 最新のチャネルデータ（FData）
コマンド「FData,0」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
DATE_yy/mo/dd<crlf>
TIME_hh:mm:ss.mmmt<crlf>
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufddddddddE-pp<crlf>
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufddddddddE-pp<crlf>
…
s_cccca1a2a3a4uuuuuuuuuufddddddddE-pp<crlf>
EN<crlf>

yy/mo/dd データ時刻 ( 年、月、日 )
yy 年 (00 ～ 99)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)

hh:mm:ss.mmmt データ時刻 ( 時、分、秒、ミリ秒 )
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)
mmm ミリ秒 (000 ～ 999）
秒とミリ秒の間に「.」（ピリオド） が入ります。

t 予約 ( 空白 )
s データステータス

N ノーマル
D 差入力
S スキップ
O オーバ
E エラー
B バーンアウト
C 通信チャネルエラー 

cccc チャネル番号（入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネル）
a1a2a3a4 a1 アラームステータス ( レベル 1)

a2 アラームステータス ( レベル 2)
a3 アラームステータス ( レベル 3)
a4 アラームステータス ( レベル 4)
a1、a2、a3、および a4 は、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
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t ディレイ下限アラーム
F プロファイル上限アラーム
f プロファイル下限アラーム
空白 アラームなし

制御アラーム（PID 制御モジュール装着時）のアラームステータスは、
すべて 0 が入ります。

uuuuuuuuuu 単位（10 文字固定。左詰めで出力され、10 文字に満たない部分は空白。）
mV_¯_¯_¯_¯ mV
V_¯_¯_¯_¯_ V
°C_¯_¯_¯_ ℃

f 符号 (+ または –)
dddddddd 仮数部 (00000000 ～ 99999999、8 桁 )

データステータスが E（エラー）の場合、仮数部は 99999999 になります。
データステータスが O（±オーバ）の場合、仮数部は、99999999（+ オー
バ ) 、または –99999999（– オーバ）になります。
データステータスが B（バーンアウト）の場合、仮数部は、99999999（+
バーンアウト）、 または –99999999（– バーンアウト）になります。

pp 指数部 (00 ～ 05)
LOG スケール（/LG）を設定したチャネルでは、pp は２桁の整数値、pp
前の符号 ( 指数の符号 ) は＋または−になります。また、データステー
タスが E、O、B のとき、本値は符号も含めて「+99」となります。

2.10.2 最新のリレー（DO チャネル）状態 (FRelay）
コマンド「FRelay,0」に対する出力です。

構文
本体だけの場合
EA<crlf>
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>
EN<crlf>

拡張ユニット／サブユニットが接続されている場合
認識されたユニットの情報だけ出力します。
EA<crlf>
Unit:nnf
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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M09:aaa…<crlf>
Unit:nnf
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>

：
Unit:nnf
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>
EN<crlf>

nn ユニット番号
f * 本体

（空白） 拡張ユニット／サブユニット
aaa… モジュール番号 00 ～ 09 のリレー (DO チャネル ) 状態を出力します。

対応するモジュール番号に装着されたモジュールが DO モジュール以外の場合
は、「-」( ハイフン ) 一文字が出力されます。
対応するモジュール番号に装着されたモジュールが DO モジュールの場合は、
チャネル番号の小さい順に「1」または「0」がモジュールのチャネル数分出力さ
れます。

「1」はリレー（DO チャネル）ON 状態、「0」はリレー (DO チャネル )OFF 状態です。
PID 制御モジュールで、DO 端子の動作（リレー動作）設定が「モジュール内接
点出力」の場合、DO（リレー）状態は OFF 固定です。

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.3 内部スイッチ状態 (FRelay）
コマンド「FRelay,1」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
S001-010:aaaaaaaaaa<crlf>
S011-020:aaaaaaaaaa<crlf>
S021-030:aaaaaaaaaa<crlf>
S031-040:aaaaaaaaaa<crlf>
S041-050:aaaaaaaaaa<crlf>
S051-060:aaaaaaaaaa<crlf>
S061-070:aaaaaaaaaa<crlf>
S071-080:aaaaaaaaaa<crlf>
S081-090:aaaaaaaaaa<crlf>
S091-100:aaaaaaaaaa<crlf>
EN<crlf>

aaa…a 最新の内部スイッチの状態が出力されます。
内部スイッチの状態は 10 チャネルずつ 10 行にわたって出力されます。

「1」は内部スイッチが ON の状態、「0」は内部スイッチが OFF の状態です。

2.10.4 最新の伝送出力（AO チャネル）状態 (FTransStatAO）
コマンド「FTransStatAO」に対する出力です。

構文
本体だけの場合
EA<crlf>
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>
EN<crlf>

拡張ユニット／サブユニットが接続されている場合
認識されたユニットの情報だけ出力します。
EA<crlf>
Unit:nnf
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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：
Unit:nnf
M00:aaa…<crlf>
M01:aaa…<crlf>
M02:aaa…<crlf>
M03:aaa…<crlf>
M04:aaa…<crlf>
M05:aaa…<crlf>
M06:aaa…<crlf>
M07:aaa…<crlf>
M08:aaa…<crlf>
M09:aaa…<crlf>
EN<crlf>

nn ユニット番号
f * 本体

（空白） 拡張ユニット／サブユニット
aaa… モジュール番号 00 ～ 09 の伝送出力 (AO チャネル ) 状態を出力します。

対応するモジュール番号に装着されたモジュールが AO モジュール以外の場合
は、「-」( ハイフン ) 一文字が出力されます。
対応するモジュール番号に装着されたモジュールが AO モジュールの場合は、
チャネル番号の小さい順に「1」または「0」がモジュールのチャネル数分出力さ
れます。

「1」は伝送出力 (AO チャネル )ON 状態、「0」は伝送出力 (AO チャネル OFF 状態
です。
チャネルのレンジ設定がスキップ、マニュアル出力の場合は「-」( ハイフン ) 一
文字が出力されます。

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.5 現在ログインしているユーザ（FUser）
コマンド「FUser,0」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web（HTTP サーバ）経由
F FTP サーバ経由 
S RS-232、RS-422/485、USB 通信、または、

Bluetooth
D 画面操作からのログイン

l ユーザレベル
A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だけ。）
U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だけ。）
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )
abcdefghijkmnpqrstuvwxy ユーザ制限

F Free
L Lock
a ～ y は操作を表します。p ～ y は拡張セキュリティ
機能（/AS）有効時だけ出力されます。

a 記録
b 演算
c データセーブ 
d メッセージ
e バッチ
f アラーム ACK
g 通信
h 画面操作
i 時刻設定
j 設定操作
k 外部記憶メディア
m システム操作
n 出力操作
p 入力値補正設定操作
q ～ y 未使用 ( スペース )

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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コマンド「FUser,2」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web（HTTP サーバ）経由
F FTP サーバ経由 
S RS-232、RS-422/485、USB

通信、または、Bluetooth
D 画面操作からのログイン

l ユーザレベル
A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能（/
AS）有効時だけ。）

U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能（/
AS）有効時だけ。）

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満た
ない部分は空白 )

abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN ユーザ制限
F Free
L Lock

a 記録
b 演算
c データセーブ 
d メッセージ
e バッチ
f アラーム ACK
g 通信
h 画面操作
i 時刻設定
j 設定操作
k 外部記憶メディア
m システム操作
n 出力操作
p 入力値補正設定操作
q ～ y 未使用 ( スペース )
A リモート / ローカル操作
B 制御操作
C チューニング操作
D プログラム操作
E SP 操作
F ～ N 未使用 ( スペース )

p ～ y は拡張セキュリティ機能 
（/AS）有効時だけ出力されます。

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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コマンド「FUser,4」に対する出力です。

構文
拡張セキュリティ有効時
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
EN<crlf>

拡張セキュリティ無効時
EA<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web（HTTP サーバ）経由
F FTP サーバ経由 
S RS-232、RS-422/485、USB

通信、または、Bluetooth
D 画面操作からのログイン

l ユーザレベル
A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能（/
AS）有効時だけ。）

U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能（/
AS）有効時だけ。）

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満た
ない部分は空白 )

abcdefghijkmnpqrstuvwxy 管理者制限
F Free
L Lock

a セキュリティ基本設定
b ユーザ登録
c 管理者制限
d ユーザ制限
e サインイン設定
f サインイン制限
g 初期化
h 再構築
i 証明書
j アップデート
k~y 未使用（スペース）

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.6 現在ログインしている全てのユーザ（FUser）
コマンド「FUser,1」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web(HTTP サーバ ) 経由
F FTP サーバ経由
S RS-232、RS-422/485、USB 通信、または、

Bluetooth
D 画面操作からのログイン

l ユーザレベル
A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だけ。）
U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だけ。）
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )
abcdefghijkmnpqrstuvwxy ユーザ制限

F Free
L Lock

a ～ y は操作を表します。p ～ y は拡張セキュリティ機能（/
AS）有効時だけ出力されます。
a 記録
b 演算
c データセーブ 
d メッセージ
e バッチ
f アラーム ACK
g 通信
h 画面操作
i 時刻設定
j 設定操作
k 外部記憶メディア
m システム操作
n 出力操作
p 入力値補正設定操作
q ～ y 未使用 ( スペース )

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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コマンド「FUser,3」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web(HTTP サーバ ) 経由
F FTP サーバ経由
S RS-232、RS-422/485、

USB 通信、または、
Bluetooth

D 画面操作からのログイン
l ユーザレベル

A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能
（/AS）有効時だけ。）

U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能
（/AS）有効時だけ。）

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名（20 文字固定、20 文字に満た
ない部分は空白）

abcdefghijkmnpqrstuvwxyABCDEFGHIJKLMN ユーザ制限
F Free
L Lock

a 記録
b 演算
c データセーブ 
d メッセージ
e バッチ
f アラーム ACK
g 通信
h 画面操作
i 時刻設定
j 設定操作
k 外部記憶メディア
m システム操作
n 出力操作
p 入力値補正設定操作
q ～ y 未使用 ( スペース )
A リモート / ローカル操作
B 制御操作
C チューニング操作
D プログラム操作
E SP 操作
F ～ N 未使用 ( スペース )

p ～ y は拡張セキュリティ機能 
（/AS）有効時だけ出力されます。

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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コマンド「FUser,5」に対する出力です。

構文
拡張セキュリティ有効時
EA<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
p_l_uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu_abcdefghijkmnpqrstuvwxy<crlf>
EN<crlf>

拡張セキュリティ無効時
EA<crlf>
EN<crlf>

p ログインの経由
M 汎用通信経由
W Web(HTTP サーバ ) 経由
F FTP サーバ経由
S RS-232、RS-422/485、USB 通信、または、

Bluetooth
D 画面操作からのログイン

l ユーザレベル
A 管理者
B 準管理者

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だ
け。）

U 利用者
M モニタ

（拡張セキュリティ機能（/AS）有効時だ
け。）

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu ユーザ名（20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白）
abcdefghijkmnpqrstuvwxy 管理者制限

F Free
L Lock

a セキュリティ基本設定
b ユーザ登録
c 管理者制限
d ユーザ制限
e サインイン設定
f サインイン制限
g 初期化
h 再構築
i 証明書
j アップデート
k~y 未使用（スペース）
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2.10.7 機器アドレス（FAddr）
コマンド「FAddr,IP」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
IP_Address_¯_¯_¯:xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
Subnet_Mask_¯_¯_:xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
Default_Gateway_:xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
Primary_DNS_¯_¯_:xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
Secondary_DNS_¯_:xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
Host_¯_¯_¯_¯_¯_¯:yyyyyyyyyyyyyyyyyyyy…<crlf>
Domain_¯_¯_¯_¯_¯:zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz…<crlf>
EN<crlf>

xxx IP アドレス番号 (0 ～ 255)
yyy... ホスト名 (64 文字固定、64 文字に満たない部分は空白 )
zzz... ドメイン名 (64 文字固定、64 文字に満たない部分は空白 )
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2.10.8 本器の状態（FStat）
コマンド「FStat,0」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
aaa.bbb.ccc.ddd<crlf>
EN<crlf>

コマンド「FStat,1」に対する出力です。

構文
EA<crlf>-
aaa.bbb.ccc.ddd.eee.fff.ggg.hhh<crlf>
EN<crlf>

aaa ステータス情報 1（下表を参照）
bbb ステータス情報 2（下表を参照）
ccc ステータス情報 3（下表を参照）
ddd ステータス情報 4（下表を参照）
eee ステータス情報 5（下表を参照）
fff ステータス情報 6（下表を参照）
ggg ステータス情報 7（下表を参照）
hhh ステータス情報 8（下表を参照）

ステータス情報 1
ビット 名前 説明
0 制御中 制御中に「1」が立ちます。
1 記録中 記録中に「1」が立ちます。
2 演算中 演算中に「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場合、「1」が立ちます。
4 メディアアクセス中 SD メディアにアクセスしている間、「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場合、「1」が立ちます。
6 ブザー鳴動中 ブザーが鳴動している場合、「1」が立ちます。
7 伝送出力中 伝送出力中に「1」が立ちます。

ステータス情報 2
ビット 名前 説明
0 - -
1 - -
2 メモリエンド 外部メモリの空きが少なくなっている場合、「1」が立ちます。
3 タッチ操作による

ログイン
タッチ操作によるログイン中に「1」が立ちます。

4 ユーザロックアウ
トあり

ユーザロックアウトが発生し、ユーザ無効 ACK が済んでいな
い間「１」が立ちます（拡張セキュリティ機能（/AS）有効
時だけ）。

5 - -
6 測定異常検出中 AI モジュールで異常検出中、またはバーンアウト発生中に、

「1」が立ちます。
7 通信異常検出中 Modbus マスタ、Modbus クライアント、WT 通信または

SLMP 通信のどれかにおいて通信エラーが発生した場合に「1」
が立ちます。
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ステータス 3 およびステータス 4 はエッジ動作になります。1 回読むとクリアされます。

ステータス情報 3
ビット 名前 説明
0 演算抜け 演算が間に合わなかったときに「1」が立ちます。
1 小数点／単位情報の設定 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 スタート時 SNTP エラー スタート時に SNTP の時刻合わせができなかったと

きに「1」が立ちます。
5 - -
6 - -
7 - -

ステータス情報 4
ビット 名前 説明
0 -
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 / 画

面イメージの各データファイルを外部メディアに保
存したときに 1 が立ちます。設定セーブ / ロードが
正常に終了したときに「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 セーブ、ロード終了 設定パラメータ、帳票テンプレート、スケール板画像、

カスタムディスプレイ設定、信頼する証明書、プロ
グラムパターン、プロファイル波形、予兆検知モデ
ルのセーブ / ロードの処理が完了したときに「1」が
立ちます。

5 - -
6 - -
7 - -

ステータス情報 5
ビット 名前 説明
0 バッチグループ 1 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
1 バッチグループ 2 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
2 バッチグループ 3 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
3 バッチグループ 4 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
4 バッチグループ 5 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
5 バッチグループ 6 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
6 バッチグループ 7 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
7 バッチグループ 8 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
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ステータス情報 6
ビット 名前 説明
0 バッチグループ 9 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
1 バッチグループ 10 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
2 バッチグループ 11 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
3 バッチグループ 12 が記録中 記録中に「1」が立ちます。
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -

ステータス情報 7
ビット 名前 説明
0 - -
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -

ステータス情報 8
ビット 名前 説明
0 - -
1 - -
2 - -
3 - -
4 - -
5 - -
6 - -
7 - -
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2.10.9 アラームサマリ（FLog）
コマンド「FLog,ALARM」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss.ttt_kkk_cccc_lss<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss.ttt アラーム発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)
ttt ミリ秒 (000 ～ 999)
ミリ秒 , 秒とミリ秒の間に「.」（ピリオド）が入ります。

kkk アラーム要因
OFF アラーム解除
ON_ アラーム発生
ACK 全チャネルアラーム ACK、個別アラー

ム ACK
ALL 全チャネルアラーム OFF

cccc チャネル番号
l アラームレベル (1 ～ 4)
ss アラームタイプ

H_ 上限アラーム
h_ 差上限アラーム
L_ 下限アラーム
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
F_ プロファイル上限アラーム
f_ プロファイル下限アラーム

アラーム要因が「全チャネルアラーム ACK」または「全チャネルアラーム OFF」の場合、「チャ
ネル番号」、「アラームレベル」、「アラームタイプ」は空白になります。
アラーム要因が「個別アラーム ACK」の場合、「アラームタイプ」は空白になります。
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2.10.10 メッセージサマリ（FLog）
コマンド「FLog,MSG」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_YYYY/MO/DD_HH:MM:SS_t_mmm…m_zzz_ggg…g_uuu…

u<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss メッセージ書き込み時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

YYYY/MO/DD_HH:MM:SS 書き込んだデータの位置
YYYY 年 (1900 ～ 2099)
MO 月 (01 ～ 12)
DD 日 (01 ～ 31)
HH 時 (00 ～ 23)
MM 分 (00 ～ 59)
SS 秒 (00 ～ 59)

t メッセージの種類
N 通常メッセージ
H 手書きメッセージ

mmm…m メッセージ (48 文字固定、48 文字に満たない部分は空白 )
手書きメッセージの場合は、” (image)” という文字列が出力さ
れます。

zzz 操作属性 (3 文字 )
KEY タッチスクリーン操作、キー操作
REM リモート
COM Ethernet 通信
SER シリアル通信（RS-232、RS-422/485、USB

通信、または、Bluetooth）
ACT イベントアクション
SYS システム
EXT 外部機器 ( モドバス等 ) からの操作
WEB Web 操作（GM かつ拡張セキュリティ機能（/

AS）有効時）
ggg…g 書き込み先グループ (「.」( ドット ) で区切り、複数グループを

表現 ) (16 文字固定、16 文字に満たない部分は空白 )
ALL 全表示グループ
aa.bb.cc.dd… 複数表示グループ

uuu…u ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )
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2.10.11 事象ログ（FLog）
コマンド「FLog,EVENT」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_zzz_sss…s_uuu…u<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 事象発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

zzz 事象要因
KEY タッチスクリーン操作、キー操作
REM リモート
COM Ethernet 通信
SER シリアル通信（RS-232、RS-422/485、USB

通信、または、Bluetooth）
ACT イベントアクション
SYS システム
EXT 外部機器 ( モドバス等 ) からの操作
WEB Web 操作（GM かつ拡張セキュリティ機能（/

AS）有効時）
sss…s 事象文字列 (16 文字固定、16 文字に満たない部分は空白 )

2.10.24 事象ログ詳細出力（FEventLog）（/AS）を参照。
uuu…u ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )

2.10.12 エラーログ（FLog）
コマンド「FLog,ERROR」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_nnn_uuu…u<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss エラー発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 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 (80 文字固定、80 文字に満たない部分は空白 )
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2.10.13 アドレス設定ログ（FLog）
コマンド「FLog,DHCP」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_kkk…k_mmm…m<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

kkk…k 種類 (6 文字固定、6 文字に満たない部分は空白。下表を参照 )
mmm…m メッセージ (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白。下表

を参照 )

種類 メッセージ 内容
LINK ON Ethernet 接続の検出

OFF Ethernet 切断の検出
SET アドレス　（例：

10.0.122.3)
IP アドレスの設定

DHCP OFF DHCP 機能の無効化
ON DHCP 機能の有効化
RENEWING 取得した IP アドレスの更新
RELEASING 取得した IP アドレスの破棄
REJECTING 取得した IP アドレスの拒否 *

RENEWED IP アドレスの更新完了
RELEASED IP アドレスの開放完了
EXTENDED IP アドレスの延長申請完了
ESEND DHCP メッセージの送信失敗
ESERVER DHCP サーバの検索失敗
ESERVFAIL DHCP サーバからの応答の失敗 ( 受信タイムアウト )
ERENEWED IP アドレスの更新失敗
ERELEASED IP アドレスの開放失敗
EEXTENDED IP アドレスの延長申請失敗
EEXPIRED IP アドレス貸出期限満了
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種類 メッセージ 内容
DNS UPDATED DNS ホスト名登録完了

REMOVED DNS ホスト名抹消完了
EFORMERR DNS メッセージの書式エラー
ESERVFAIL DNS サーバの処理エラー
ENXDOMAIN DNS サーバの問い合わせ拒否

( ドメインが存在しない )
EREFUSED DNS サーバの問い合わせ拒否

( 許可されていない処理 )
EYXDOMAIN DNS サーバの問い合わせ拒否

( レコードが存在する )
EYXRESET DNS サーバの問い合わせ拒否

( レコードが存在する )
ENXRESET DNS サーバの問い合わせ拒否

( レコードが存在しない )
ENOTAUTH DNS サーバの問い合わせ拒否

( 認証されていない )
DNS ENOTZONE DNS サーバの問い合わせ拒否

( 問い合わせの間違い )
ENOTIMP DNS サーバの問い合わせ拒否

( コマンドが実装されていない )
ENONAME ホスト名が空の状態で DNS サーバに登録しようとした

* DHCP サーバから取得した IP アドレスを本器で受け入れることができない場合、アドレスを拒否し、
DHCP サーバに即座に応答を返します。
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2.10.14 汎用通信ログ（FLog）
コマンド「FLog,General」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_nn_uuu…u_fdmmm…m<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss コマンド送受信時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

nn 接続 ID
s0 シリアル ( 汎用通信 )
s1 Bluetooth 接続
s2 USB 接続
e0 Ethernet 接続 #0( 汎用通信 )
e1 Ethernet 接続 #1( 汎用通信 )
e2 Ethernet 接続 #2( 汎用通信 )
e3 Ethernet 接続 #3( 汎用通信 )

uuu…u ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )
f 複数コマンドフラグ

空白 単数コマンド
* 複数コマンド

d 送受信
> 受信 ( コマンド : 接続機器→本器 )
< 送信 ( レスポンス : 本器→接続機器 )

mmm…m メッセージ (40 文字固定、40 文字に満たない部分は空白 )
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
セージを出力することがあります。以下に特殊なメッセージを
記載します。

(output) データ出力
(Over length) コマンド長が超過した
(timed out) タイムアウト
(disconnected) 強制的な切断 (Ethernet の接続が切断

していた場合に発生します )
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2.10.15 Modbus 通信ログ（FLog）
コマンド「FLog,Modbus」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_c_xxxxxx_kkk…k_nnn_d<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss エラー発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

c 通信種類
M Modbus マスタ
C Modbus クライアント

xxxxxx 発生事象 (6 文字固定 )
ACTIVE 正常動作になった
READY_ コマンド準備状態になった
CLOSE_ コネクションが切れている状態になった
HALT_¯ コマンド休止になった
_¯_¯_¯ 上記以外

kkk…k 詳細 (15 文字固定、15 文字に満たない部分は空白。下表を参照 )
nnn コマンド番号 (0 ～ 999)
d コマンド種類

R 読み出し
W 書き込み
O 即時書き込み（カスタムディスプレイからの書

き込み）
N その他

詳細 * 意味
SKIP コマンドが設定されていない
INVALID コマンドが実行できない
WAITING サーバ／スレーブの通信復帰待ち
CLOSED サーバ／スレーブとの接続が閉じている
RESOLVING サーバ／スレーブとの接続を確立中である（アドレス解決中）
CONNECTING サーバ／スレーブとの接続を確立中である（接続要求中）
UNREACH サーバ／スレーブへの接続に失敗した（相手が見つからない）
TIMEDOUT サーバ／スレーブへの接続に失敗した（タイムアウトが発生した）
BROKEN 応答メッセージが壊れていた（CRC エラー）
ERR_FC 応答メッセージが Illegal function メッセージだった
ERR_ADDR 応答メッセージが Illegal Data Address メッセージだった
ERR_VALUE 応答メッセージが Illegal Data Value メッセージだった
ERR_DEVICE 応答メッセージが Slave Device Failure メッセージだった
ERR_ACK 応答メッセージが Acknowledge メッセージだった
ERR_BUSY 応答メッセージが Slave Device Busy メッセージだった
ERR_NEGATIVE 応答メッセージが Negative Acknowledge メッセージだった
ERR_GATE_PATH 応答メッセージが Gateway Path Unavailable メッセージだった
ERR_GATE_TARGET 応答メッセージが Gateway Target Device Failed To Respond メッセー

ジだった
BAD_SLAVE 応答メッセージのスレーブアドレスが不正（指令と一致しない）
BAD_FC 応答メッセージのファンクションコードが不正（指令と一致しない）
BAD_ADDR 応答メッセージのアドレスが不正（指令と一致しない）
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詳細 * 意味
BAD_NUM 応答メッセージのレジスタが不正（指令と一致しない）
BAD_CNT 応答メッセージのレジスタ数が不正（指令と一致しない）
NO_DATA データをまだ一度も取得できていない
BAD_DATA 応答メッセージのデータの変換に失敗した
VALID データを正常に取得できている
DROPOUT 通信が間に合わず、通信抜けが発生
STALE 相手機器の応答が通信周期に対して遅い場合に出力される
START Modbus・通信関連の設定を変更したときに出力される
STOP Modbus・通信関連の設定を変更したときに出力される
* 「 _ 」はアンダーバーを表します。

2.10.16 FTP クライアントログ（FLog）
コマンド「FLog,FTP」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_xxxxxxxxx_k_fff…f<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss エラー発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

xxxxxxxxx 詳細コード (9 文字固定 )
TCPIP_¯_¯ 内部処理エラー
HOSTADDR_ IP アドレスが設定されていない
HOSTNAME_ サーバのホスト名解決ができない
UNREACH_¯ サーバに接続できない
CONNECT_¯ データポートへの接続ができない
SEND_¯_¯_ データポートへの送信が失敗
RECV_¯_¯_ データポートからの受信が失敗
REPLY_¯_¯ サーバから否定応答を受信した
SERVER_¯_ サーバのレスポンスが不正
CMDSEND_¯ 制御ポートへのコマンド送信エラー
CMDRECV_¯ 制御ポートからのコマンド受信エラー
USER_¯_¯_ ユーザ名が不正
PASS_¯_¯_ パスワードが不正
ACCT_¯_¯_ 内部処理エラー
TIMEOUT_¯ 応答タイムアウト
LINK_¯_¯_ Ethernet ケーブルが接続されていない
FILE_¯_¯_ ファイルアクセスに失敗
NOFD_¯_¯_ 内部処理エラー
NOID_¯_¯_ 内部処理エラー
PARAM_¯_¯ 内部処理エラー
CERT_¯_¯_ 証明書の検証エラー
SSL_¯_¯_¯ 暗号化通信エラー

k サーバの種類 (P, S)
fff…f ファイル名 ( 拡張子を含め 51 文字固定、51 文字に満たない部分

は空白 )
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2.10.17 SNTP（時刻合わせ）クライアントログ（FLog）
コマンド「FLog,SNTP」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_nnn_xxxxxxxxx<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss エラー発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

nnn エラーコード
xxxxxxxxx 詳細コード (9 文字固定 )

SUCCESS_¯ 成功
EOVER_¯_¯ 修正限界値を超えた
EDORMANT_ 内部処理エラー
EHOSTNAME ホスト名の照会に失敗した
ETCPIP_¯_ 内部処理エラー
ESEND_¯_¯ パケットの送信に失敗した
ETIMEDOUT 応答タイムアウトが発生した
EBROKEN_¯ 応答パケットが壊れていた
ERECV_¯_¯ 受信エラー
EINVALID¯ 内部処理エラー
ENOID_¯_¯ 内部処理エラー
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2.10.18 E-Mail クライアントログ（FLog）
コマンド「FLog,MAIL」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_ffffff_eeeeeeeeeeee_n_uuu…u<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 送信時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

ffffff 要因（6 文字固定）
ALARM_ アラームメール
FALARM 未来アラームメール
TIMER_ 定刻メール
POWER_ 電源投入／停電復帰
MEMORY 外部記憶メディアの残量少
ERROR_ エラー通知
REPORT レポートファイル
TEST_¯ テストメール
PASSWD ユーザロックアウト
HSCORE ヘルススコア通知

eeeeeeeeeeee エラー詳細コード (12 文字固定 )
HOSTADDR_¯_¯ IP アドレスが設定されていない
HOSTNAME_¯_¯ サーバのホスト名が解決できない
TIMEOUT_¯_¯_ サーバとの通信がタイムアウトした
LINK_¯_¯_¯_¯ Ethernet ケーブルが接続されていない
UNREACH_¯_¯_ サーバに接続できない
HELO_¯_¯_¯_¯ サーバがグリーティングメッセージを拒否
MAILFROM_¯_¯ サーバが送信元の指定を拒否
RCPTTO_¯_¯_¯ サーバが送信先の指定を拒否
DATA_¯_¯_¯_¯ サーバがデータ送信コマンドを拒否
TCPIP_¯_¯_¯_ 内部処理エラー
INVAL_¯_¯_¯_ 内部処理エラー
SMTPAUTH_¯_¯ SMTP AUTH 認証が失敗した
ANOTSUPPORT_ サポートされていない認証方式
POP3UNREACH_ POP3 サーバへ接続できない
POP3TIMEOUT_ POP3 サーバ接続がタイムアウト
POP3HOSTNAME POP3 ホスト名が解決できない
POP3AUTH_¯_¯ POP3 サーバ認証が失敗
CERT_¯_¯_¯_¯ 証明書の検証エラー
SSL_¯_¯_¯_¯_ 暗号化通信エラー

n 送信先
1 送信先 1
2 送信先 2
+ 送信先 1+2

uuu…u 送信先メールアドレス（30 文字固定、30 文字に満たない部分
は空白）
送信先メールアドレスのユーザ名部分（「XXXX@abc.def.ghi」
の「XXXX」部分）が出力されます。
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2.10.19 Web ログ（FLog）
コマンド「FLog,WEB」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_xxx.xxx.xxx.xxx_mmmmmmmm_uuu…u_ccc_nnn…<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss エラー発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

xxx.xxx.xxx.xxx 接続元 IP アドレス
mmmmmmmm HTTP 問い合わせメソッド

GET GET メソッド
POST POST メソッド

uuu…u アクセス先 URL(24 文字固定、24 文字に満たない場合は空白 )
ccc HTTP レスポンスコード（32 文字固定、32 文字に満たない場合

は空白。下表を参照）
nnn… エラーメッセージ（下表を参照）

HTTP レスポンスコード エラーメッセージ
100 Continue
101 Switching Protocols
201 Created
202 Accepted
203 Non-Authoritative Information
204 No Content
205 Reset Content
206 Partial Content
400 Bad Request
401 Unauthorized
403 Forbidden
404 Not Found
405 Method Not Allowed
406 Not Acceptable
407 Proxy Authentication Required
408 Request Time-out
409 Conflict
410 Gone
411 Length Required
412 Precondition Failed
413 Request Entity Too Large
414 Request-URI Too Large
415 Unsupported Media Type
500 Internal Server Error
501 Not Implemented
502 Bad Gateway
503 Server Unavailable
504 Gateway Time-out
505 HTTP Version Not Supported

2.10　ASCII 出力のフォーマット



2-153IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

2.10.20 SLMP ログ（FLog）
コマンド「FLog,SLMP」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_xxxxxx_kkk…k_nnn_d<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss コマンド送受信時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

xxxxxx 発生事象
ACTIVE 通信接続に成功し、正常なデータを取

得
READY_ 通信接続に成功しているが、正常な

データを取得していない
CLOSE_ TCP 接続を実行中
HALT_ _ 通信に失敗し、通信復帰待ち
_ _ _ _ 上記以外

kkk…k 詳細
nnn コマンド番号（0 ～ 999）
d コマンド種類

R 読み出し
W 書き込み
O 即時書き込み
N その他

詳細 分類 意味
START 通信の状態 SLMP が開始された
STOP SLMP が停止された
DROPOUT 指定された周期内にコマンドを処理できなかった
SKIP 指令の問題 コマンドが指定されていない
INVALID コマンドが実行できない
WAITING 通信の問題 サーバの通信復帰待ち
CLOSED サーバとの接続が閉じている
RESOVING サーバとの接続を確立中 ( アドレス解決中 )
CONNECTING サーバとの接続を確立中 ( 接続要求中 )
UNREACH サーバへの接続に失敗した ( 相手が見つからない )
TIMEOUT サーバへの接続に失敗した ( タイムアウトが発生 )
ERROR 応答の問題 システム異常が発生した
BROKEN 応答メッセージが壊れていた
BAD_HEAD 応答メッセージのヘッダー異常
BAD_LEN 応答メッセージのメッセージサイズ異常
BAD_DATA 応答メッセージのメッセージデータ異常
ERROR: □□□□ エラー応答受信（□部分にエラー番号が 4 桁で表示）
VALID データの状態 データを正常に取得できている
STALE データが古くなった
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2.10.21 制御アラームサマリ（FLog）
コマンド「FLog,CALARM」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss.ttt_kkk_cccc_lsssss<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss.ttt 制御アラーム発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)
ttt ミリ秒 (000 ～ 999)
ミリ秒 , 秒とミリ秒の間に「.」（ピリオド）が入ります。

kkk アラーム要因
OFF アラーム解除
ON_ アラーム発生
ACK 全チャネルアラーム ACK、個別アラー

ム ACK
ALL 全チャネルアラーム OFF

cccc ループ番号（L001 ～ L692）
l アラームレベル (1 ～ 4)
sssss アラームタイプ

PVH_ _ PV 上限
PVL_ _ PV 下限
SPH_ _ SP 上限
SPL_ _ SP 下限
DVH_ _ 偏差上限
DVL_ _ 偏差下限
DVO_ _ 偏差上下限
DVI_ _ 上下限偏差内
OTH_ _ 制御出力上限
OTL_ _ 制御出力下限
PVR_ _ PV 変化率

アラーム要因が「全チャネルアラーム ACK」または「全チャネルアラーム OFF」の場合、「ルー
プ番号」、「アラームレベル」、「アラームタイプ」は空白になります。
アラーム要因が「個別アラーム ACK」の場合、ACK した「ループ番号」、「アラームレベル」
が出力されます。
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2.10.22 制御動作サマリ（FLog）
コマンド「FLog,CTRL」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_aaa…a_sss…s<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 制御動作発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

aaa…a 名前（最大 13 文字）
パターン番号 _ ループ番号 _ タイプ

パターン番号 最大 2 文字
ループ番号 最大 4 文字
タイプ 最大 5 文字
最大文字数に満たない場合は、空白になります。

sss…s 状態（最大 12 文字）

名前 状態 内容
ループ番号 LOCAL 制御運転動作をローカルに変更

REMOTE 制御運転動作をリモートに変更
PROGRAM 制御運転動作をプログラムに変更
AUTO 制御運転動作を自動に変更
MANUAL 制御運転動作を手動に変更
CASCADE 制御運転動作をカスケードに変更
RUN 制御運転の開始
STOP 制御運転の停止
AT**_ON オートチューニングの開始

**：PID 番号 （数値）または "R"
AT OFF オートチューニングの停止

パターン番号 PROG RUN プログラム運転の開始
PROG RESET プログラム運転の停止
HOLD ON プログラム運転のホールド開始
HOLD OFF プログラム運転のホールド解除
WAIT ON プログラム運転のウェイト開始
WAIT OFF プログラム運転のウェイト解除
ADVANCE プログラム運転のアドバンス実行

パターン番号 _ ループ番号 _ タイプ PVE**_ON プログラム運転の PV イベント発生
**：イベント番号（数値）

PVE**_OFF プログラム運転の PV イベント解除
**：イベント番号（数値）

パターン番号 TME**_ON プログラム運転の TIME イベント発生
**：イベント番号（数値）

TME**_OFF プログラム運転の TIME イベント解除
**：イベント番号（数値）
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タイプ 内容
PVH_ _ PV 上限
PVL_ _ PV 下限
SPH_ _ SP 上限
SPL_ _ SP 下限
DVH_ _ 偏差上限
DVL_ _ 偏差下限
DVO_ _ 偏差上下限
DVI_ _ 上下限偏差内
OTH_ _ 制御出力上限
OTL_ _ 制御出力下限
PVR_ _ PV 変化率

2.10.23 ヘルスモニタログ（FLog）
コマンド「FLog,HELMONI」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_YYYY/MO/DD_HH:MM:SS_fff…f_aaaaaaaa_nn<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 予兆検知開始時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

YYYY/MO/DD_HH:MM:SS 予兆検知終了時刻
YYYY 年 (1900 ～ 2099)
MO 月 (01 ～ 12)
DD 日 (01 ～ 31)
HH 時 (00 ～ 23)
MM 分 (00 ～ 59)
SS 秒 (00 ～ 59)

fff…f 予兆検知モデルファイル名（拡張子を含め最大 32 文字、32
文字に満たない部分は空白、32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。）

aaaaaaaa ヘルススコア
右詰めで小数点以下 3 桁まで表示
符号、小数点を含め 8 桁まで
表示可能範囲：-999.999 ～ 999.999（0 の場合は 0.000）

nn 判定結果（OK/NG）
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2.10.24 事象ログ詳細出力（FEventLog）（/AS）
コマンド「FEventLog」に対する出力です。拡張セキュリティ機能（/AS）が有効時に出力
できます。WEB 操作は GM の拡張セキュリティ機能（/AS）有効時のみ出力できます。

構文
EA<crlf>
yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_zzz_sss…s_uuu…u_ddd…<crlf>
…
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss 事象発生時刻
yyyy 年 (1900 ～ 2099)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

zzz 事象要因
KEY タッチスクリーン操作、キー操作
REM リモート
COM Ethernet 通信
SER シリアル通信（RS-232、RS-422/485、USB

通信、または、Bluetooth）
ACT イベントアクション
SYS システム
EXT 外部機器 ( モドバス等 ) からの操作
WEB Web 操作（GM かつ拡張セキュリティ機能（/

AS）有効時）
sss…s 事象文字列 (16 文字固定、16 文字に満たない部分は空白、下表

を参照 )
uuu…u ユーザ名 (20 文字固定、20 文字に満たない部分は空白 )
ddd… 詳細情報（下表を参照）

事象文字列、詳細情報
* が付いている操作内容は、拡張セキュリティ機能の有効、無効に関わらずログが残ります。
それ以外は、拡張セキュリティ機能（/AS）が有効時だけログが残ります。

操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
### の部分には
情報を付加

青字が詳細情報の出力フォーマット

エラー、システム通知
エラー発生 Error### ### エラー番号（事象文字列に出力）
期限超過 Expiring## ## スケジュール番号

s･･･
s･･･ タイトル
例：
’ Check Data’

校正操作
A/D 校正 ExecA/DCal Unit:uu,Slot:ss

uu ユニット
ss スロット
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
モジュール校正 CalModule Unit:uu,Slot:ss,m･･

uu ユニット
ss スロット
m モジュール名
例：
Unit:00,Slot:01,GX90YA-04-C1

ログイン系
電源 OFF* POWER OFF −
電源 ON* POWER ON −
ログイン * LOGIN −
ログアウト * LOGOUT −
ユーザロックアウト UserLocked User:UUU

UUU ユーザ番号
制御系
モード移動 ChgMode ss･･･

ss･･･ モード種類 [Operate, A/Dcal, 
FirmUpdate]

時刻変更 * TIME CHANGE −
新時刻 * NEW TIME −
時刻調整開始 * TIME ADJ START amm:ss:xxx.yyy

誤差
a 符号（- 遅れ、+ 進み）
mm 分
ss 秒
xxx ミリ秒
yyy マイクロ秒
例：
+00:01:000.000

時刻調整終了 * TIME ADJ END −
SNTP 時刻変更 * SNTP ADJUST −
DST 開始 * DST START −
DST 終了 * DST END −
パスワード変更 ChgPasswd User:UUU

UUU ユーザ番号
ユーザ無効 ACK UserLockedACK −
アラーム ACK AlarmACK Channel:cc･･･,Level:ll･･･,aa･･･

cc･･･ チャネル（全 ACK のときは
ALL）

ll･･･ レベル（全 ACK のときは
ALL）

aa･･･ ACK コメント
メッセージの書き込み Message###### ### 前半：メッセージ番号（事象文字列に出

力）
通常メッセージ：001 ～ 100
フリーメッセージ：F01 ～ F10
手書きメッセージ：Hnd

### 後半：バッチグループ番号（事象文字列
に出力）
マルチバッチ無効時：( スペース )
バッチグループ番号（マルチバッチ有効
時）：-01 ～ -12
例：

「Message001」「MessageF01-12」
＜詳細情報＞
Data Time:tt･･･
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
tt･･･ データ日時（追記メッセージ

の場合のみ。追記メッセージ
でないときは出力しない）
フォーマットは FLog コマン
ドによる出力の時刻部と同じ

例：
Data Time:2012/03/13 10:25:28

記録スタート Record Start### ### マルチバッチ無効時：( スペース )
マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

記録ストップ Record Stop### ### マルチバッチ無効時：( スペース )
マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

マニュアルサンプル ManualSample −
演算スタート MathStart −
演算ストップ MathStop −
演算リセット MathRST### ### マルチバッチ無効時：( スペース )

マルチバッチ有効時：
(スペース) 全演算チャネルのリセット
-01 ～ -12 指定バッチグループに属して

いる演算チャネルのリセット
演算抜け ACK MathACK −
メールスタート MailStart −
メールストップ MailStop −
モドバス手動復帰 RefModbus ss･･･

ss･･･ 種類 [Client,Master]
SLMP 通信手動復帰 RefSLMP −
表示データセーブ SaveDisp### ### マルチバッチ無効時：( スペース )

マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

イベントアクション経由の場合
・全セーブ時、セーブできたバッチグループのみ
事象ログに残します。

・全セーブ時、セーブできたバッチグループが１
つもなかったときは ### を付けません。
事象ログを残し、そのあとエラーの事象ログが
残ります。

イベントデータセーブ SaveEven### ### マルチバッチ無効時：( スペース )
マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

イベントアクション経由の場合
・全セーブ時、セーブできたバッチグループのみ
事象ログに残します。

・全セーブ時、セーブできたバッチグループが１
つもなかったときは ### を付けません。
事象ログを残し、そのあとエラーの事象ログが
残ります。
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
マニュアルデータセー
ブ

ManualSave ss･･･
ss･･･ データ種類 [Data,Report,Man

ualSample,AlarmSummary,He
althScore]
全てのとき [All]、途中中断時
[Cancel]

スナップショット Snapshot −
バッチ番号設定 SetBatchNo### ### マルチバッチ無効時：( スペース )

マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

ロット番号設定 SetLotNo### ### マルチバッチ無効時：( スペース )
マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

バッチテキストフィー
ルド設定

SetTextField### ### マルチバッチ無効時：( スペース )

マルチバッチ有効時：
-01 ～ -12 バッチグループ番号

No:nn
nn テキストフィールド番号

表示更新レート切換え ChgRate ss･･･
ss･･･ 更新周期文字列
例：
1min/div

タイマリセット TimerRST Timer:ttt,ttt,ttt･･･
ttt リセットされたタイマ番号を

羅列（全タイマの時は ALL）
マッチタイムタイマリ
セット

MTimerRST Timer:ttt,ttt,ttt･･･

ttt リセットされたタイマ番号を
羅列（全タイマの時は ALL）

通信チャネル書き込み
( 画面操作のみ )

WriteComm kk･･･,CCCC=dd･･･
kk･･･ 書込み種類：内部 / 外部 

[Internal, External]
C 通信チャネル
dd･･･ 値
例：
Internal,C001=1.234

DO チャネル書き込み
（マニュアル時）( 画面

操作 / 汎用通信コマン
ドのみ )

WriteDO CCCC=dd･･･
C DO チャネル
dd･･･ 値 [ON,OFF]
例：
0901=OFF

SW チャネル書込み（マ
ニュアル時）( 画面操作
/ 汎用通信コマンドの
み )

WriteSW CCCC=dd･･･
C 内部スイッチ
dd･･･ 値 [ON,OFF]
例：
S001=ON

設定セーブ Save######### ##･# セーブ種類 ( 事象文字列に出力 )
Report 帳票
Scale スケール画像
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
マルチバッチ使用時は、続い
てハイフンのあと指定バッチ
グループ番号が付加します。

例：
SaveScale-02
Custom カスタムディスプレイ
Parameter パラメータ
Cert 証明書
All 全設定

＜詳細情報＞
----　###　=　Report のとき　----
cc･･･,rr･･･

cc･･･ 帳票種類 [EXCEL, PDF]
rr･･･ レポート種類 [Hour, Day, 

Week, Month, Hour+Day, 
Day+Week,  Day+Month, 
Batch, Custom]

----　###　=　Scale のとき　----
Group:gg

gg グループ番号
----　###　=　Custom のとき　----
No:nn･･･

nn･･･ 画面番号 ( 全カスタムディス
プレイ画面のときは ALL)

予兆検知モデルセーブ Save
Predict
Model

uuu…
uuu… ファイル名（最大 32 文字）

32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。（拡
張子は省略しません。）

プロファイル波形セー
ブ

Save
Profile

uuu…
uuu… ファイル名（最大 32 文字）

32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。（拡
張子は省略しません。）

設定ロード Load########## ##･# ロード種類 ( 事象文字列に出力 )
Report 帳票
Scale スケール画像

マルチバッチ使用時は、続い
てハイフンのあと指定バッチ
グループ番号が付加します。

例：
LoadScale-02
Custom カスタムディスプレイ
Parameter パラメータ
Cert 証明書
All 全設定

＜詳細情報＞
----　###　=　Report のとき　----
cc･･･,rr･･･

cc･･･ 帳票種類 [EXCEL, PDF]
rr･･･ レポート種類 [Hour, , Day, 

Week, Month, Hour+Day, 
Day+Week, Day+Month, 
Batch, Custom]
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
----　###　=　Scale のとき　----
Group:gg

gg グループ番号
----　###　=　Custom のとき　----
No:nn･･･

nn･･･ 画面番号 ( 全カスタムディス
プレイ画面のときは ALL)

----　###　=　Parameter のとき　----
ss･･･

ss･･･ ロードしたもの [Security, IP, 
Other, All, w/o-SERVER, w/
o-CALIB, w/o-INSTRU]
*「w/o-」はその設定を除く
ことを意味しています。

予兆検知モデルロード Load
Predict
Model

uuu…
uuu… ファイル名（最大 32 文字）

32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。（拡
張子は省略しません。）

プロファイル波形ロー
ド

Load
Profile

uuu…
uuu… ファイル名（最大 32 文字）

32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。（拡
張子は省略しません。）

鍵作成 GeneKey###### ##･# 動作内容 ( 事象文字列に出力 )
Start 開始
Done 完了
Cancel 中断

証明書インストール InstallServCert ss･･･,kk･･･
ss･･･ 証明種類：Main/ 中間 [Main, 

Chained]
kk･･･ 用途：SSL 通信 /PDF [COM, 

PDF]
例：
Main,PDF

証明書作成 CreateCert −
タッチパネル調整 ExecTouchCal −
初期化 Initialize ss･･･

初期化種類 [Security, Other, Data, w/o-IP, 
w/o-SERVER, w/o-CALIB, w/o-INSTRU]
*「w/o-」はその設定を除くことを意味
しています。

（初期化されるものが羅列。全てのとき
は All）
例：
Security, Other, Data

サインイン Sign In l,ss･･･
l レベル (1 ～ 3)
ss･･･ ファイル名

マルチバッチ機能変更 ChgMultiBatch (s,num)=(b1,b2)->(a1,a2)
b1,b2 変更前
a1,a2 変更後
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
s On/Off（変更前後）[ON,OFF]
num マルチバッチ数（変更前後）
例：
(s,num)=(OFF,3)->(ON,12)
マルチバッチの設定ロードの際、マルチ
バッチの設定に変更がなかったときは詳
細は出力しません。

キーロック Keylock ON −
キーロック解除 Keylock OFF −
Bluetooth 機能 ON Bluetooth ON −
Bluetooth 機能 OFF Bluetooth OFF −
Bluetooth 接続リストク
リア

BTListClear −

IP アドレス固定モード FixedIPMode −
未セーブデータセーブ DiffAutoSave −
AO 伝送出力操作 AOTrans CCCC=d･･･

c AO チャネル（チャネル個別
操作時）、ALL（チャネル一括
操作時）

d 値 [ON,OFF]
例：
0901=OFF

AO マニュアル出力操作
（画面操作のみ）

AOManual CCCC=d･･･

c AO チャネル
d 値 [ON,OFF]
例：
0001=1234

個別初期化 IndivInit sss･･･
初期化種類 [RecordCh,DisplayGroup...]

（初期化されるものが羅列。）
例：
RecordCh,DisplayGroup

予兆検知モデルロード
待ち

WaitPredict
Model

uuuuuuuu･･･

uuu･･･ ファイル名（最大 32 文字）
32 文字を超えた場合省略した
ファイル名になります。（拡
張子は省略しません。）

予兆検知区間スタート PredictionStart −
予兆検知区間ストップ PredictionStop −
プロファイル波形 Hold 
On

ProfileHoldOn −

プロファイル波形 Hold 
Off

ProfileHoleOff −

モジュール関連
再構築 ConfigModule −
モジュール切断 RemoveModule Unit:uu,Slot:ss,mm･･･,ii･･･,vv･･･

u ユニット
s スロット
mm･･･ モジュール名
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
ii･･･  シリアル番号
vv･･･ バージョン番号
例：
Unit00,Slot:01,GX90XA-
10-U2,0000,1,00.00

モジュール装着 AttachModule Unit:uu,Slot:ss,mm･･･,ii･･･,vv･･･
u ユニット
s スロット
mm･･･ モジュール名
ii･･･  シリアル番号
vv･･･ バージョン番号

モジュール情報 InfoModule Unit:uu,Slot:ss,dd･･･,UU･･･
u ユニット
s スロット
dd･･･ 校正日 ( ログの日付けと同じ

フォーマット )
UU･･･ 校正ユーザ名
例：
Unit00,Slot:01,2013/06/05,User01

モジュール有効化 ApplyModule −
モジュールアップデー
ト

UpdateModule Unit:uu,Slot:ss,mm･･･,ii･･･,vv･･･
u ユニット
s スロット
mm･･･ モジュール名
ii･･･ シリアル番号
vv･･･ バージョン番号

記録スタート中設定変更
アラーム設定変更 SetAlarm cccc:l:(s,typ,val,hys,l,Otyp,Ono)=(b1,b2,b3,b4,b5,b

6,b7)->(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7)
c c: チャネル
l l: レベル
b1,･･･,b7 変更前
a1,･･･,a7 変更後
以下の設定項目 ( 最大 7 項目の中から変
化のあったものを表示 )
s On/Off（変更前後）[ON,OFF]
typ タイプ（変更前後）

[H,L,R,r,h,l,T,t,F,f]
val アラーム値（変更前後）
hys ヒステリシス（変更前後）
l 検出（変更前後）[ON,OFF]
Otyp 出力先種類（変更前後）

[OFF,DO,SW]
Ono 出力先番号（変更前後）
例１：
0001:1:(s,typ,val,hys,l,Otyp,Ono)=(off,TH
,off,-2.000,0.0005,DO,0001)->(off,TL,off,-
2.000,0.0005,SW,001)
例２：
0002:2:(val)=(-2.000)->(-1.000)

アラームディレイ設定
変更

SetAlmDelay cccc:(hour,min,sec)=(b1,b2,b3)->(a1,a2,a3)
cccc チャネル
b1,b2,b3 変更前
a1,a2,a3 変更後
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
以下の設定項目 ( 最大 3 項目の中から変
化のあったものを表示 )
hour ディレイ時（変更前後）
min ディレイ分（変更前後）
sec ディレイ秒（変更前後）
例：
A100:(hour,min,sec)=(00,00,00)-> 
(01,02,03)

入力値補正モード / 点
数設定変更

SetCCModePnt cccc:(mode,num)=(b1,b2)->(a1,a2)
c チャネル
b1,b2 変更前
a1,a 変更後
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
mode モード（変更前後）[OFF, Bias, 

Appro,Corr]
num 補正点数（変更前後）
例：
0001:(mode,num)=(OFF,3)->(Appro,12)

入力値補正値設定変更 SetCCValue cccc:pp:(input,output)=(b1,b2)->(a1,a2)
c チャネル
p 補正位置
b1,b2 変更前
a1,a2 変更後
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
input 入力補正値（変更前後）
output 出力補正値（変更前後）
例：
0001:02:(output)=(1.234)->(2.234)

保存先ディレクトリ設
定変更

SetDirectory (b1)->(a1)
フォルダ名（変更前後）
例：
(DATA0)->(DATA1)

送信先アドレス設定変
更

SetRecipient Recipient:l
ｌ 送信先番号 [1,2]
例：
Recipient:1

送信元アドレス設定変
更

SetSender −

題名設定変更 SetSubject −
ユーザ登録設定変更 SetLogin User:UUU

UUU ユーザ番号
スケジュール設定 SetSchedule## ## スケジュール番号

(s,dd,ck,cy,bz,cc,t,1,2)=(b1,b2,b3,b4,b5,b6,b7,b8
,b9)->(a1,a2,a3,a4,a5,a6,a7,a8,a9)

b1,･･･b9 変更前
a1,･･･a9 変更後
以下の設定項目（最大 8 項目の中から変
化のあったものを表示）
s On/Off
dd 期日 [yyyy/mo/dd]
ck 通知日 [1 ～ 10]
cy 再通知周期

[10min,30min,1h,8h]
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
bz 通知ブザー [ON,OFF]
cc 設定呼び出し [ON,OFF]
t タイトル
1 通知内容 1
2 通知内容 2
但し、タイトルの変更前、通知内容 1 の
設定前 / 設定後、通知内容 2 の設定前 /
設定後は出力しない（空文字）
例：
02:(s,ck,t,2)=(OFF,3,,)->(ON,4,’ abc’ ,)

補正係数設定 SetCFactor cccc:pp:(uncorrected, instru,sensor)=(b1,b2,b3)-
>(a1,a2,a3)

c チャネル
p 補正位置
b1,b2,b3 変更前
a1,a2,a3 変更後
以下の設定項目（最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示）
未補正値（変更前後）
機器補正係数（変更前後）
センサ補正係数（変更前後）
例：
0001:02:(sensor)=(1.234)->(2.234)

演算可変定数変更 ChgMathW (wwww)=(b->a)
wwww 定数番号
b 変更前
a 変更後
例：
(W001)=(-9.9999999E+29->1E-30)

入力値補正モード / 点
数
設定変更（通信チャネ
ル用）

SetComCCMode 
Pnt

uuu:dd:cccc:ssssssssss(mode,num)=(b1,b2)-
>(a1,a2)

u u：0
d d：0
c 通信チャネル番号
s,･･･s シリアル番号：Null
b1,b2 変更前
a1,a2 変更後
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
mode モード（変更前後）

[OFF, Bias, Appro, Corr]
num 補正点数（変更前後）
例：
000:00:C001::(mode,num)= 
(OFF,3)->(Appro,12)
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
入力値補正値
設定変更（通信チャネ
ル用）

SetCom
#######

動作内容（事象文字列に出力）
###：CCValue：折線近似 / 折線バイアス
uuu:pp:dd:cccc:ssssssssss:(input,output)=(b1,b2) 
->(a1,a2)

u u：0
p 補正位置
d d：0
c 通信チャネル
s,･･･s シリアル番号：Null
b1,b2 変更前
a1,a2 変更後
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
input 入力補正値（変更前後）
output 出力補正値（変更前後）
例：
000:02:00:C001::(output)=(1.234)->(2.234)

入力値補正値
設定変更
補正係数設定

（通信チャネル用）

SetCom
######

動作内容（事象文字列に出力）
###：CFactor：補正係数
uuu:pp:dd:cccc:ssssssssss(uncorrected,instru,sens
or)=(b1,b2,b3)->(a1,a2,a3)

u u：0
p 補正位置
d d：0
c 通信チャネル
s,･･･s シリアル番号：Null
b1,b2,b3 変更前
a1,a2,a3 変更後
以下の設定項目 ( 最大 2 項目の中から変
化のあったものを表示 )
未補正値（変更前後）
機器補正係数（変更前後）
センサ補正係数（変更前後）
例：
000:02:00:C001::(sensor)=(1.234)->(2.234)

予兆検知区間設定変更 SetPredictSect 変更があったもののみ表示します。
(trg,ch,stt_c,stt_v,stp_c,stp_v,rp_m,rp_
n)=(tttt,cccc,aa,bb,dd,ee,mm,nn)-
>(tttt,cccc,aa,bb,dd,ee,mm,nn)

tttt トリガ（Value, Rec, Ext, Repeat）
cccc チャネル（Off、Cxxx、Axxx、

xxxx）
aa 開始閾値
bb 開始条件（OrMore/Less）
dd 終了閾値
ee 終了条件（OrMore/Less）
mm リピート開始条件（Rec, Ext）
nn データ点数

記録ストップ中設定変更
設定変更 SetParameter ss･･･:kk･･･

ss･･･ 設定ファイル名
kk･･･ 設定変更種類

[Security,Comm,I/OCh, 
MathCh,CommCh,Other]
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操作内容 事象文字列 ### 情報および詳細情報
（変更されたものを羅列）

例：
000111_131219_095412.GSL:Security, 
Comm,I/OCh,MathCh,CommCh,Other

スケジュール設定 SetSchedule 記録スタート中設定変更と同様。
設定差分 SetDiff ss･･･:dd･･･

ss･･･ 設定ファイル名 ( 変更前 )
dd･･･ 設定ファイル名 ( 変更後 )

設定コメント SetComment cc･･･
cc･･･ 設定コメント

アップデート関連
その他のアップデート Update### ### 動作内容 ( 事象文字列に出力 )

Web Web アプリケーション
＜詳細情報＞
vv･･･

vv･･･ バージョン番号
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2.10.25 外部記憶メディアおよび内部メモリのファイルリスト（FMedia）
コマンド「FMedia,DIR」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
yyyy/mm/dd_hh:mi:ss_lll…l_fff…<crlf>
yyyy/mm/dd_hh:mi:ss_<DIR>_dddddddd…<crlf>
EN<crlf>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss ファイル作成時刻
yy 年 (1900 ～ 2099)
mm 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)
hh 時 (00 ～ 23)
mi 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)

lll…l ファイルサイズ (10 桁固定、10 文字に満たない部分は空白 )
ディレクトリの場合は、<DIR> と出力されます。

fff… ファイル名

2.10.26 外部記憶メディア空き容量（FMedia）
コマンド「FMedia,CHKDSK」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
zzzzzzz_Kbytes_free<crlf>
EN<crlf>

zzzzzzz 空き容量（Kbytes）
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2.10.27 設定データ (FCnf)
コマンド「FCnf」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
< 設定クエリに対する応答 >
EN<crlf>

設定クエリに対する応答の形式で、設定データが出力されます。

2.10.28 小数点位置・単位情報 (FChInfo)
コマンド「FChInfo」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
s_cccc_uuuuuuuuuu,pp<crlf>
s_cccc_uuuuuuuuuu,pp<crlf>
s_cccc_uuuuuuuuuu,pp<crlf>
EN<crlf>

s データステータス
N ノーマル
D 差入力
S スキップ

cccc チャネル番号（入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネル）
uuuuuuuuuu 単位情報 (10 文字固定、10 文字に満たない場合は空白 )
pp 小数点位置 (00 ～ 05)

LOG スケール（/LG）を設定したチャネルでは、仮数部の小数点位置です。

2.10　ASCII 出力のフォーマット



2-171IM 04L51B01-17JA

コ
マ
ン
ド
と
応
答

1 

2 

付

2.10.29 システム構成（FSysConf）
コマンド「FSysConf」に対する出力です。

構文
本体だけの場合
EA<crlf>
Unit:00
00:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
01:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
02:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
03:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
04:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
05:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
06:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
07:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
08:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
09:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
EN<crlf>

拡張ユニット／サブユニットが接続されている場合
EA<crlf>
U00f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U01f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U02f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U03f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U04f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U05f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
U06f:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_DEFGHIJKLMNOPQRS<crlf>
Unit:nn
00:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
01:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
02:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
03:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
04:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
05:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
06:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
07:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
08:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
09:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
Unit:nn
00:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
01:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
02:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
03:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
04:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
05:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
06:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
07:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
08:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
09:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
:
Unit:nn
00:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
01:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
02:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
03:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
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04:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
05:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
06:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
07:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
08:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
09:cccccccccccccccc_uuuuuuuuuuuuuuuu_defghijklmnopqrs<crlf>
EN<crlf>

拡張ユニット／サブユニットが接続されている場合の出力例
・ ユニット情報部（U00 など）には、拡張モジュールの形名を出力します。拡張モジュー

ルのあるなしにかかわらず７ユニット全て出力します。
・ モジュール情報部（Unit 以降）には、入出力モジュールの形名を出力します。実際にモ

ジュールが装着されているユニット以外は出力しません。

EA
U00*:GX20-1J          GX20-1J          ----------------
U01 :GX90EX-02-TP1    GX90EX-02-TP1    ----------------
U02 :---------------- ---------------- ----------------
U03 :---------------- ---------------- ----------------
U04 :---------------- ---------------- ----------------
U05 :---------------- ---------------- ----------------
U06 :---------------- ---------------- ----------------
Unit:00
00:GX90XA-10-U2     GX90XA-10-U2     ----------------
01:GX90XA-10-U2     GX90XA-10-U2     ----------------
02:---------------- ---------------- ----------------
03:---------------- ---------------- ----------------
04:---------------- ---------------- ----------------
05:---------------- ---------------- ----------------
06:---------------- ---------------- ----------------
07:---------------- ---------------- ----------------
08:---------------- ---------------- ----------------
09:---------------- ---------------- ----------------
Unit:01
00:GX90XA-10-U2     GX90XA-10-U2     ----------------
01:---------------- ---------------- ----------------
02:---------------- ---------------- ----------------
03:---------------- ---------------- ----------------
04:---------------- ---------------- ----------------
05:---------------- ---------------- ----------------
06:---------------- ---------------- ----------------
07:---------------- ---------------- ----------------
08:---------------- ---------------- ----------------
09:---------------- ---------------- ----------------
EN
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cccccccccccccccc 実際に装着されているモジュールの型番
-------------------- モジュール未装着 (「‐」16 文字 )
モジュールの形名コードが表示されます。

uuuuuuuuuuuuuuuu 設定が認識しているモジュールの型番
-------------------- モジュール未装着 (「‐」16 文字 )
モジュールの形名コードが表示されます。

defghijklmnopqrs モジュールステータス
- 正常
X 異常
d ～ s は、下記の項目を表します。

d システムデータ異常
e 校正値異常
f パラメータ異常
g 予約 (-)
h FRAM 異常
i 予約 (-)
j 予約 (-)
k ハードウェア異常
l A/D 異常
m RJC 異常
n 予約 (-)
o 予約 (-)
p 予約 (-)
q 予約 (-)
r 予約 (-)
s 予約 (-)

nn ユニット番号
f * GX/GP 本体／ GM メインユニット

（空白） 拡張ユニット／サブユニット
DEFGHIJKLMNOPQRS 拡張モジュールステータス

D ～ S は、下記の項目を表します。
D システムデータ異常 (- ：正常、X：異常 )
E Ethernet 異常 (- ：正常、X：異常 )
F ～ S 予約（-）

2.10.30 Bluetooth デバイス情報（FBTDevInfo）
コマンド「FBTDevInfo」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
(BD アドレス ),( モジュール情報 )<crlf>
EN<crlf>

(BD アドレス ) xx:xx:xx:xx:xx:xx の形式
( モジュール情報 ) xxxx　（任意の文字列 ）

ただし 、電源投入後 Bluetooth 機能を ON にするまでは、BD アドレス部の xx はすべてスペー
ス、モジュール情報部は文字なしで出力されます。

出力例
p1 省略時
EA<crlf>
B4:17:D3:AC:07:AA,Init R02.01.1(build 000)<crlf>
EN<crlf>
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2.10.31 リマインダ情報の出力 （FReminder）
コマンド「FReminder」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
nn ssssss yyy/mo/dd_YYY/MO/DD_e…<crlf>
EN<crlf>

nn スケジュール番号（01 ～ 12）
ssssss ステータス

None 登録なし
Normal 通知前
Notice 通知中
Expire 期限越え

yyyy/mo/dd 前回設定日
YYYY/MO/DD 期限日
e…
ステータスが None の時は以降の情報を出力しない。

出力例
EA
01_None
02_Normal_2015/02/28_2015/03/30_30
03_Notice_2015/02/25_2015/02/28_3
04_Expire_2015/02/20_2015/02/13_-7
05_Normal_2015/02/28_2015/03/30_30
06_Normal_2015/02/28_2015/03/30_30
07_Normal_2015/02/28_2015/03/30_30
08_None
09_None
10_None
11_None
12_None
EN
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2.10.32 最新の制御データの出力（FCtrlData）
コマンド「FCtrlData,0」に対する出力です。ループ単位で最新制御データを出力します。

構文
EA<crlf>
DATE_yy/mo/dd<crlf>
TIME_hh:mm:ss.mmmt<crlf>
llll,S_fddddddddE-pp,S_fddddddddE-pp,S_fddddddddE-pp,aaaa1aaaa2aaaa3aaaa4<crlf>
EN<crlf>

yy/mo/dd データ時刻 ( 年、月、日 )
yy 年 (00 ～ 99)
mo 月 (01 ～ 12)
dd 日 (01 ～ 31)

hh:mm:ss.mmmt データ時刻 ( 時、分、秒、ミリ秒 )
hh 時 (00 ～ 23)
mm 分 (00 ～ 59)
ss 秒 (00 ～ 59)
mmm ミリ秒 (000 ～ 999）
秒とミリ秒の間に「.」（ピリオド） が入ります。

t 予約 ( 空白 )
llll ループ番号
S データステータス

N ノーマル
S スキップ
O オーバ
E エラー
B バーンアウト
F データなし
M データ抜けまたはモジュール抜け

f 符号 (+ または –)
dddddddd 仮数部 (–9999999 ～ 99999999、8 桁 )

データステータスが O、または B の場合、仮数部はレンジの
-5% ～ 105% の数値が入ります。
データステータスが E の場合、仮数部は 99999999 が入ります。

pp 指数部（00~04）
aaaa1aaaa2aaaa3aaaa4 アラームステータス

aaaa1 アラームステータス 1
aaaa2 アラームステータス 2
aaaa3 アラームステータス 3
aaaa4 アラームステータス 4

aaaa1 ～ aaaa4 は、下記の項目を表します。
PVH PV 上限
PVL PV 下限
SPH SP 上限
SPL SP 下限
DVH 偏差上限
DVL 偏差下限
DVO 偏差上下限
DVI 上下限偏差内
OTH 制御出力上限
OTL 制御出力下限
PVR PV 変化率
アラームなしの場合は空白となります。

s_fddddddddE-pp は、PV、SP、OUT の順になります。
時刻は制御周期の時刻ではなく、通信コマンドでデータを取得したときの時刻です。
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2.10.33 SP 番号、PID 番号の出力（FCtrlNo.）
コマンド「FCtrlNo」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
LOOP,llll<crlf>
SPNO,x<crlf>
PIDNO,y<crlf>
EN<crlf>

llll ループ番号（L001 ～ L692）
x SP 番号（1 ～ 8）
y PID 番号（1 ～ 8, R）

出力例
FCtrlNo,L001
EA<crlf>
LOOP,L001<crlf>
SPNO,1<crlf>
PIDNO,2<crlf>
EN<crlf>
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2.10.34 制御モードの出力（FCtrlMode）
コマンド「FCtrlMode」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
llll,xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
EN<crlf>

llll ループ番号（L001 ～ L692）
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 0
0 RUN
1 STOP

ビット 1
0 LOCAL
1 REMOTE

ビット 2
ビット 3

0 AUTO
1 MANUAL
2 CASCADE

ビット 4
0 オートチューニング OFF
1 オートチューニング ON

ビット 5 ～ 7
未使用

ビット 8
0 AI1 未使用
1 AI1 使用

ビット 9
0 AI2 未使用
1 AI2 使用

ビット 10
0 EXPV1 未使用
1 EXPV1 使用

ビット 11
0 EXPV2 未使用
1 EXPV2 使用

ビット 12 ～ 28
未使用

ビット 29、30
0 PROG
1 RESET
2 LOCAL

ビット 31
0 プログラム運転なし
1 プログラム運転あり

出力例
プログラム運転中、オートチューニング中、カスケード運転中、PROG、REMOTE および
RUN 状態のとき
EA<crlf>
L001,128.000.000.026<crlf>
EN<crlf>
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2.10.35 プログラム運転モードの出力（FPrgMode）
コマンド「FPrgMode」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
pp,xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
EN<crlf>

PP プログラムパターン番号（1 ～ 99）
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 0
0 プログラム停止中
1 プログラム運転中

ビット 1
0 ホールド（HOLD）中ではない
1 ホールド（HOLD）中

ビット 2
0 ウェイト（WAIT）中ではない
1 ウェイト（WAIT）中

ビット 3 ～ 31
未使用

出力例
ウェイト中ではない、ホールド中ではない、およびプログラム運転中のとき
EA<crlf>
01,000.000.000.001<crlf>
EN<crlf>
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2.10.36 プログラムパターン情報の出力（FPrgPtnInfo）
コマンド「FPrgPtnInfo」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
PTNNO,a<crlf>
SEGNO,b<crlf>
SEGUSE,c<crlf>
SEGTM,hh:mm:ss<crlf>
WAITTM,hh:mm:ss<crlf>
RPT-MODE,d<crlf>
RPT-CNT,e<crlf>
RPT-REM,f<crlf>
RPT-START,g<crlf>
RPT-END,h<crlf>
STARTTM,yy/mo/dd hh:mm:ss<crlf>
ENDTM,yy/mo/dd hh:mm:ss<crlf>
EN<crlf>

PTNNO 運転中のパターン番号 a（1 ～ 99）
SEGNO 運転中のセグメント番号 b（1 ～ 99）
SEGUSE 現在選択しているパターンのセグメント数 c（1 ～ 99）
SEGTM 残りのセグメント時間

hh 時 （00 ～ 99）
mm 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）
mm 分 （00 ～ 59）
ss 秒 （00 ～ 59）

RPT-MODE 運転中のパターンのリピート設定 d
0 ON
1 OFF
2 無限繰り返し

RPT-CNT 運転中のパターンのリピート回数 e（0 ～ 999）
RPT-REM 運転中のパターンの残りのリピート回数 f（0 ～ 999）
RPT-START リピート動作するときのスタートセグメント番号 g（1 ～ 99）
RPT-END リピート動作するときのエンドセグメント番号 h（1 ～ 99）
STARTTM 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 ～ 99）
mm 分 （00 ～ 59）
ss 秒 （00 ～ 59）

ENDTM 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 ～ 99）
mm 分 （00 ～ 59）
ss 秒 （00 ～ 59）
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出力例

EA<crlf>
PTNNO,5
SEGNO,10
SEGUSE,7
SEGTM,11:05:22
WAITTM,00:06:00
RPT-MODE,1
RPT-CNT,20
RPT-REM,2
RPT-START,3
RPT-END,6
STARTTM,17/05/03 10:00:00
ENDTM,17/05/05 10:00:00
EN<crlf>

2.10.37 PV イベント / タイムイベント情報の出力（FPrgEvent）
コマンド「FPrgEvent」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
pp,xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
pp,yyy.yyy.yyy.yyy<crlf>
EN<crlf>

pp プログラムパターン番号（1 ～ 99）
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 0
. 0 PV イベント 1 OFF
. 1 PV イベント 1 ON
.

ビット 31
0 PV イベント 32 OFF
1 PV イベント 32 ON

yyy 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 0

. 0 タイムイベント 1 OFF

. 1 タイムイベント 1 ON

.
ビット 31

0 タイムイベント 32 OFF
1 タイムイベント 32 ON

出力例
FPrgEvent,1
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<crlf>
01,000.000.000.001<crlf>
01,000.000.000.006<crlf>
EN<crlf>
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2.10.38 プログラム制御終了信号の状態出力 （FPrgEnd）
コマンド「FPrgEnd」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
pp,x<crlf>
EN<crlf>

PP プログラムパターン番号（1 ～ 99）
x プログラム制御終了信号の状態

0 5 秒間のプログラム制御終了信号が OFF
1 5 秒間のプログラム制御終了信号が ON

出力例
FPrgEnd,1
5 秒間のプログラム制御終了信号が ON の時
EA<crlf>
01,1<crlf>
EN<crlf>

2.10.39 現在運転中のプログラムパターン番号および状態出力（FPrgPtnCur）
コマンド「FPrgPtnCur」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
pp,xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
oo,cccc
･･･
oo,ccc
EN<crlf>

pp プログラムパターン番号（1 ～ 99）
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 0
0 プログラム停止中
1 プログラム運転中

ビット 1
0 ホールド（HOLD）中ではない
1 ホールド（HOLD）中

ビット 2
0 ウェイト（WAIT）中ではない
1 ウェイト（WAIT）中

ビット 3 ～ 31
未使用

oo 番号（1 ～ 20）
cccc ループ番号（L001 ～ L692）

出力例
プログラムパターン 1、ホールド中ではない、ウェイト中ではない、プログラム運転中、ルー
プ 1、ループ 2 割り当て
EA<crlf>
01,000.000.000.001<crlf>
01,L001
02,L011
EN<crlf>
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2.10.40 予兆検知区間状態出力（FPredictionSTS）
コマンド「FPredictionSTS」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
EN<crlf>

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 0

0 予兆検知区間ストップ中
1 予兆検知区間スタート中

ビット 1
0 プロファイル波形一時停止中ではない
1 プロファイル波形一時停止中
プロファイル波形機能を使用していない場合は 0 固定。

ビット 2 ～ 31
0 固定（予約）

出力例
予兆検知区間開始中でプロファイル波形が一時停止中のとき
EA<crlf>
000.000.000.003<crlf>
EN<crlf>

2.10.41 ネットワークモジュール情報の出力（FInfoNW）
コマンド「FInfoNW」に対する出力です。

構文
IP アドレスの出力のとき（p1=IP）
EA<crlf>
kk,xxx.xxx.xxx.xxx<crlf>
EN<crlf>

kk ネットワークモジュール種類
PN PROFINET

xxx.xxx.xxx.xxx IP アドレス

出力例
GX90NW が未認識のとき
EA<crlf>
EN<crlf>

GX90NW（PROFINET）が未装着のとき
EA<crlf>
PN,192.168._¯1.150<crlf>
EN<crlf>

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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ハードウェア情報出力のとき（p1=HW）
EA<crlf>
nn,kk,qqq…,QQQ…<crlf>
EN<crlf>

nn スロット番号
kk ネットワークモジュールの種類
qqq… 接続しているモジュール情報
QQQ… 認識しているモジュール情報
kk=PN（PROFINET モジュールのときの qqq.../QQQ... のフォーマット）

mm-mm-mm-mm-mm-mm_MM-MM-MM-MM-MM-MM_yyyyyyyy-zzzzzz
mm-mm-mm-mm-mm-mm Ethernet ポートのアドレス
MM-MM-MM-MM-MM-MM PROFINET ポートのアドレス
yyyyyyyy-zzzzzz 部品情報

出力例
EA<crlf>
09,PN,00-00-64-AA-BB-CC_00-30-11-AA-BB-CC_A047D6E6-013B01,00-00-64-
AA-BB-CC_00-30-11-AA-BB-CC_A047D6E6-013B01
EN<crlf>

2.10.42 機器の製造者（_MFG）
コマンド「_MFG」に対する出力です。機器の製造者を出力します。

出力例
EA<crlf>
YOKOGAWA<crlf>
EN<crlf>

2.10.43 機器の製品名称（_INF）
コマンド「_INF」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
'GX20/GP20',123456789,xx-xx-xx-xx-xx-xx,Rx.xx.xx <crlf>
EN<crlf>

‘GX20/GP20’ 製品名称（'GX20/GP20’、'GX10/GP10’、または 'GM10’）
123456789 製品シリアル番号
xx-xx-xx-xx-xx-xx MAC アドレス（xx は 16 進）
Rx.xx.xx ファームウェアバージョン

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.44 機器の基本仕様（_COD）
コマンド「_COD」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
'GX20',-1,J,1,M <crlf>
EN<crlf>

‘GX20’ 製品形名
-1 タイプ

-1 100 channels
-2 500 channels

J 表示言語
J 日本語
E 英語
C 中国語

1 電源電圧
空白（製品形名が GX10、GX20、GM10 の場合）
1 100VAC、240VAC （製品形名が GP10、GP20 の場合）

M 電源コード
空白（製品形名が GX10、GX20、GM10 の場合）
M 電安法 (PSE) ケーブル
D UL/CSA ケーブル
F VDE ケーブル
R AS ケーブル
Q BS ケーブル 
H GB ケーブル
N NBR ケーブル

2.10.45 機器のファームウェアバージョン（_VER）
コマンド「_VER」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
B999999,Rx.xx.xx,'Main Program'<crlf>
B999999,Rx.xx.xx, ‘Web Program’<crlf>
EN<crlf>

B999999 ファームウェア部品番号 (1 行目 )、Web プログラム部品番
号 (2 行目 )

Rx.xx.xx ファームウェアバージョン (1 行目 )、Web プログラムバー
ジョン (2 行目 )

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.46 機器の付加仕様装着情報（_OPT）
コマンド「_OPT」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
/C2,'RS-232'<crlf>
/C3, 'RS-422/485'<crlf>
/C8, ‘Bluetooth’<crlf>
/D5, 'VGA output'<crlf>
/FL, 'Fail output (1 point) '<crlf>
/MT,'Mathematical function (with report function) '<crlf>
/MC, 'Communication channel function'<crlf>
/P1, '24 VDC/AC power supply'<crlf>
/UH, 'USB interface (Host 2 ports) '<crlf>
/AS, ‘Advanced security functions’<crlf>
/BT, ‘Multi-batch function’<crlf>
/AH, ‘Aerospace heat treatment’<crlf>
/E1, ‘EtherNet/IP communication’<crlf>
/E2, ‘WT connect functions’<crlf>
/E3, ‘OPC-UA server’<crlf>
/E4, ‘SLMP communication’<crlf>
/CG, ‘Custom display functions’<crlf>
/LG, ‘Log scale functions’<crlf>
/PG, ‘Program pattern’<crlf>
/U__0,'Model pre-installed with analog (universal) input 

module(s)'<crlf>
/CR__,'Model pre-installed with digital output module(s) and/or 

digital input module(s)'<crlf>
EN<crlf>

/C2 RS-232
/C3 RS-422/485
/C8 Bluetooth
/D5 VGA 出力
/FL Fail 出力 , 1 点
/MT 演算 ( レポート機能を含む )
/MC 通信チャネル機能
/P1 24 VDC/AC 電源駆動
/UH USB インタフェース ( ホスト 2 ポート )
/AS 拡張セキュリティ機能 (Part11 対応）
/BT マルチバッチ機能
/AH 航空宇宙向け熱処理
/E1 EtherNet/IP 通信
/E2 WT 通信
/E3 OPC-UA サーバ
/E4 SLMP 通信
/CG カスタムディスプレイ機能
/LG Log スケール
/PG プログラム制御
/UX1X20 アナログ（ユニバーサル）入力モジュールプレインストール

X1 端子種類
S ねじ端子
C クランプ端子

X2 アナログ（ユニバーサル）入力モジュール装着数
1,2,3,4,5,6,7,8,9,A(A は 10 を意味する )

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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/CRY1Y2 ディジタル出力モジュール／ディジタル入力モジュールプレインストール
Y1 ディジタル出力 (C 接点 ) モジュール装着数

1,2,3,4,5
Y2 ディジタル入力モジュール装着数

1,2

2.10.47 機器の夏時間／冬時間装着情報（_TYP）
コマンド「_TYP」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
DST,’Summer time/Winter time’<crlf>
EN<crlf>

DST 夏時間／冬時間が有効

2.10.48 機器のエラー番号情報（_ERR）
コマンド「_ERR」に対する出力です。

出力例
EA<crlf>
10:1:2,'Dram Error'<crlf>
500:2:5,'Media Error'<crlf>
EN<crlf>

2.10　ASCII 出力のフォーマット
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2.10.49 機器のユニット構成情報（_UNS または _UNR）
コマンド「_UNS」または「_UNR」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10<crlf>
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10<crlf>
…
EN<crlf>

出力例
EA<crlf>
Main,0,'GX20-1J',1234567,xx-xx-xx-xx-xx-xx,R1.01.01,/MT /C2,0,10,--

--------------<crlf>

Sub,1,’GX90EX-02-ET1’,1234567,xx-xx-xx-xx-xx-xx,R1.01.01,,0,6,-----

-----------<crlf>
EN<crlf>

１行（p1 ～ p10）が 1 つのユニットの構成情報です。
pn 出力例の値 説明
p1 Main, Sub ユニット間の依存関係（メイン／サブ）情報。

Main：本体（システム内にひとつだけ存在する。GX/GP 本体、また
は GM メインユニット）
Sub：サブユニット（本体以外。GX/GP の拡張ユニット、または GM
サブユニット）

p2 0,1 ユニットアドレス番号。本体のアドレス番号は「0」。
p3 ‘GX20-1J’, 

’GX90EX-02-

ET1’

ユニット形名（製品形名）。シングルクウォーテーションで囲んで出
力。本体の形名、または、拡張ユニット／サブユニット上の拡張モ
ジュールの形名。

p4 1234567 製品シリアル番号
p5 xx-xx-xx-

xx-xx-xx
MAC アドレス
xx=16 進数

p6 R1.01.01 ユニットのファームウェアバージョン。「R ＋バージョン」のフォー
マットで出力。

p7 /MT /C2 付加仕様。装着されている付加仕様のコードを、スペースで区切っ
て出力。

p8 0 「0」固定
p9 6, 10 装着可能な最大モジュール数。装着可能モジュールが無い場合は 0

を出力
p10 -----------

------
ユニットステータス。ユニットの状態を文字列で出力。「2.10.24 シス
テム構成（FSysConf）」の拡張モジュールステータスを参照。
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本体と拡張モジュールの情報が出力されます（下図の緑色の部分）。

     

拡張ユニット／サブユニット無し 拡張ユニット／サブユニット有り

EX ：拡張モジュール
AI、DIなど ：入出力モジュール

EXAIAIAI

本体 本体

EX AI AI

EX AI DI

2.10.50 機器のモジュール構成情報（_MDS または _MDR）
コマンド「_MDS」または「_MDR」に対する出力です。

構文
EA<crlf>
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11<crlf>
p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,p11<crlf>
…
EN<crlf>

出力例
EA<crlf>
Main,0,1,'GX90YD-06-11',1234567,R1.01.01,,0,0,6,----------------

<crlf>
Main,0,9,'GX90EX-02-ET1'1234567,R1.01.01,,0,0,0,----------------

<crlf>
Sub,1,0,'GX90XA-10-U2',1234567,R1.01.01,,0,10,0,----------------

<crlf>
Sub,1,1,'GX90XA-10-U2',1234567,R1.01.01,,0,10,0,----------------

<crlf>
Sub,1,2,'GX90XA-10-U2',1234567,R1.02.01,,0,10,0,----------------

<crlf>
Sub,2,0,'GX90XA-10-U2',1234567,R1.02.01,,0,10,0,----------------

<crlf>
Sub,2,1,'GX90XD-16-11',1234567,R1.01.01,,0,16,0,----------------

<crlf>
EN<crlf>
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１行（p1 ～ p11）が 1 つのモジュールの構成情報です。
pn 出力例の値 説明
p1 Main, Sub ユニット間の依存関係（メイン／サブ）情報。

Main：本体（システム内にひとつだけ存在する。GX/GP 本体、
または GM メインユニット）
Sub：サブユニット（本体以外。GX/GP の拡張ユニット、また
は GM サブユニット）

p2 0, 1, 2 モジュールが装着されているユニットのアドレス番号。
p3 0, 1, 2, 9 モジュールが装着されているユニットのスロット番号（0 基準）。
p4 ’GX90YD-06-11’,

’GX90EX-02-ET1’, 

’GX90XA-10-U2’,

’GX90XD-16-11’

モジュール形名（製品形名）。シングルクウォーテーションで
囲んで出力。

・本体に装着されているすべてのモジュール
・拡張ユニット／サブユニットに装着されているモジュール（拡
張モジュールを除く）

p5 1234567 製品シリアル番号
p6 R1.01.01, 

R1.02.01
モジュールのファームウェアバージョン。「R ＋バージョン」
のフォーマットで出力。

p7 スペース 付加仕様。モジュールに装着されている付加仕様のコードを、
スペースで区切って出力。

p8 0 「0」固定
p9 0, 10, 16 モジュールで許される入力最大チャネル数。入力が無い場合は

0 を出力。
p10 0, 6 モジュールで許される出力最大チャネル数。出力が無い場合は

0 を出力。
p11 ---------------- モジュールステータス。モジュールの状態を文字列で出力。

「2.10.24 システム構成（FSysConf）」のモジュールステータス
を参照。

入出力モジュールの情報が出力されます（下図の緑色の部分）。

     

拡張ユニット／サブユニット無し 拡張ユニット／サブユニット有り

EX ：拡張モジュール
AI、DIなど ：入出力モジュール

EXAIAIAI

本体 本体

EX AI AI

EX AI DI
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2.11 バイナリ出力のデータ部のフォーマット

データ出力応答のバイナリ出力フォーマットの「データ部」に格納されるデータについて
説明します。バイナリ出力フォーマット全体の構成については、2-124 ページの「バイナリ出
力」をご覧ください。

2.11.1 最新のチャネルデータ（FData）
コマンド「FData,1」に対する出力です。入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネルの
最新データを出力します。

構成
出力データは下図のとおり構成されています。「ブロック 1」にデータが格納されます。

ブロック数 バイト数

2バイト 2バイト

ブロック1

ブロック数（16 ビット )
常に「1」です。

バイト数（16 ビット )
ブロック 1 のバイト数が格納されます。

ブロック 1
ブロック 1 の内容です。

年 月 日 時 分 秒 ミ リ秒

付加情報  

型 タイ
プ

タイ
プ

状態 チャネル番号 アラーム データ値

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

型 状態 チャネル番号 アラーム データ値

…

4バイト

8バイト

12バイト

データ時刻
項目（ビット数） 値
年（8 ビット ) 0 ～ 99
月（8 ビット ) 1 ～ 12
日（8 ビット ) 1 ～ 31
時（8 ビット ) 0 ～ 23
分（8 ビット ) 0 ～ 59
秒（8 ビット ) 0 ～ 59
ミリ秒（16 ビット ) 0 ～ 999
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付加情報（64 ビット）
ビット 0：夏時間 / 冬時間（0: 冬時間 , 1: 夏時間 )

型（4 ビット）
データ型を示します。（1: 32bit 符号付き整数型（ビッグエンディアン）, 2: 32bit 浮動小数型 )
LOG スケール（/LG）を設定したチャネルのデータ値は、32bit 浮動少数型です。
制御アラーム（PID 制御モジュール装着時）のアラームステータスはすべて 0 が入ります。

タイプ（4 ビット）
チャネルのタイプを示します。

値 チャネル種類
1 入出力チャネル
2 演算チャネル
3 通信チャネル

状態（8 ビット )
チャネルの状態を示します。

ビット 値 チャネルの状態
0 ～ 4 0 エラーなし

1 スキップ
2 +OVER
3 -OVER
4 + バーンアウト
5 - バーンアウト
6 A/D エラー
7 Invalid データ
16 演算結果が NaN
17 通信エラー

5 0 A/D 校正値エラーなし
1 A/D 校正値エラー発生

6 0 RJC エラーなし
1 RJC エラー発生

7 0 予約

チャネル番号（16 ビット）
チャネル番号を示します。「タイプ」で示されるチャネルのタイプによって、下記のよう
に格納されます。

チャネル種類 チャネル番号
入出力チャネル

予約 チャネル番号

6ビット 10ビット

演算チャネル

予約 チャネル番号

6ビット 10ビット

通信チャネル

予約 チャネル番号

6ビット 10ビット
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アラーム（32 ビット）
アラームの状態を示します。

アラーム1 アラーム2 アラーム3 アラーム4

 8ビット 8ビット 8ビット 8ビット

「アラーム 1」～「アラーム 4」の各 8 ビットの値は、下表のとおりです。
ビット 値 説明
0 ～ 5 0 アラームなし

1 上限アラーム発生
2 下限アラーム発生
3 差上限アラーム発生
4 差下限アラーム発生
5 変化率上限アラーム発生
6 変化率下限アラーム発生
7 ディレイ上限アラーム発生
8 ディレイ下限アラーム発生
10 プロファイル上限アラーム発生
11 プロファイル下限アラーム発生

6 0 アラームが発生していない
1 アラームが発生している

7 0 アラーム非保持状態
1 アラーム保持状態

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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2.11.2 チャネルの FIFO データ（FFifoCur）
コマンド「FFifoCur,0」に対する出力です。入出力チャネル、演算チャネル、通信チャネル
の FIFO データを出力します。

構成
下図の「ブロック」にデータが格納されます。

ブロック数 バイト数

2バイト 2バイト

ブロック1

ブロック2

ブロックN-1

ブロックN

ブロック数（16bit）
格納されるブロック数。読み出し開始位置と終了位置で指定した範囲で、出力可能なブロッ
ク数が格納されます。

バイト数（16bit）
1 つのブロックのバイト数が格納されます。

ブロック
ブロックの内容は 2.11.1 最新のチャネルデータ（FData）の「ブロック 1」と同じです。

2.11.3 FIFO データの読み出し範囲（FFifoCur）
コマンド「FFifoCur,1」に対する出力です。FIFO データの読み出し位置の情報を出力します。

8バイト

付加情報（常に0）

FIFO上の最古のデータの読み出し位置（1～99999999999）

FIFO上の最新のデータの読み出し位置（1～99999999999）

FIFO 上の最古のデータの読み出し位置
データ読み出し可能範囲の最も古いデータ番号です。

FIFO 上の最新のデータの読み出し位置
データ読み出し可能範囲の最も新しいデータ番号です。

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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2.11.4 最新の制御データ（FCtrlData）
コマンド「FCtrlData,1」に対する出力です。ループ単位で最新制御データを出力します。

構成
出力データは下図のとおり構成されています。「ブロック 1」にデータが格納されます。

ブロック数 バイト数

2バイト 2バイト

ブロック1

ブロック数（16 ビット）
常に「1」です。

バイト数（16 ビット）
ブロック 1 のバイト数が格納されます。

ブロック 1
ブロック 1 の内容です。

年 月 日 時 分 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

8バイト

ループ番号 データ
情報 予約 PVERR SPERR 小数点位置

アラーム
1

アラーム
2

アラーム
3

アラーム
4

予約

ATA/M/C L/R R/P/LR/S SPN PIDN PVSEL

ミリ秒

ループ番号 データ
情報 予約 PVERR SPERR 小数点位置

アラーム
1

アラーム
2

アラーム
3

アラーム
4

予約

予約 PV

SP OUT

予約

予約

•••

予約 PV

SP OUT

予約

予約

付加情報

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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データ時刻
時刻は制御周期の時刻ではなく、通信コマンドでデータを取得したときの時刻です。
項目（ビット数） 値
年（8 ビット ) 0 ～ 99
月（8 ビット ) 1 ～ 12
日（8 ビット ) 1 ～ 31
時（8 ビット ) 0 ～ 23
分（8 ビット ) 0 ～ 59
秒（8 ビット ) 0 ～ 59
ミリ秒（16 ビット ) 0 ～ 999

付加情報（64 ビット）
ビット 0：夏時間 / 冬時間（0: 冬時間 , 1: 夏時間 )

ループ番号（16 ビット）
001 ～ 692

データ情報（8 ビット）
データ状態 （またはモジュールの状態）
0 : 未使用、1 : データなし、2 : 正常、3 : データ抜け or モジュール抜け状態

PVERR（8 ビット）
PV エラーを示します。
ビット 値 説明
0 ～ 4 0 エラーなし

1 スキップ
2 +OVER
3 -OVER
4 + バーンアウト
5 - バーンアウト
6 A/D エラー
7 Invalid データ

5 0 A/D 校正値エラーなし
1 A/D 校正値エラー発生

6 0 RJC エラーなし
1 RJC エラー発生

7 0 予約

SPERR（8 ビット）
SP エラーを示します。
ビット 値 説明
0 ～ 4 0 エラーなし

1 スキップ
2 +OVER
3 -OVER
4 + バーンアウト
5 - バーンアウト
6 A/D エラー
7 Invalid データ

5 0 A/D 校正値エラーなし
1 A/D 校正値エラー発生

6 0 RJC エラーなし
1 RJC エラー発生

7 0 予約

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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小数点位置（16 ビット）
小数点位置を示します。
ビット 値 説明
0 ～ 3 0 ～ 4 PV
4 ～ 7 0 ～ 4 SP
8 ～ 11 1 OUT

アラーム（32 ビット）
アラームの状態を示します。

「アラーム 1」～「アラーム 4」の各 8 ビットの値は、下表のとおりです。
ビット 値 説明
0 ～ 5 0 アラームなし

1 PV 上限アラーム発生
2 PV 下限アラーム発生
3 SP 上限アラーム発生
4 SP 下限アラーム発生
5 偏差上限アラーム発生
6 偏差下限アラーム発生
7 偏差上下限アラーム発生
8 上下限偏差アラーム発生

6 0 アラームが発生していない
1 アラームが発生している

7 0 アラーム非保持状態
1 アラーム保持状態

R/S（8 ビット）
制御運転の開始、または停止
0 : RUN、1 : STOP

A/M/C（8 ビット）
制御運転の自動、マニュアル、、またはカスケード
0 : AUTO（自動）、1 : MAN（マニュアル）、2 ：CAS（カスケード）

L/R（8 ビット）
制御運転のローカル、またはリモート
0 : LOCAL（ローカル）、1 : REMOTE（リモート）

R/P/L（8 ビット）
制御運転のリセット、プログラム、またはローカル
0 : RESET（リセット）、1 : PROG（プログラム）、2 ：LOCAL（ローカル）

AT（8 ビット）
オートチューニングの開始、または停止
0 : OFF、1 : ON

SPN（8 ビット）
1 ～ 8：SP グループ番号

PIDN（8 ビット）
1 ～ 8：PID グループ番号　9：リファレンス PID

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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PVSEL（8 ビット）
PV 入力の状態を示します。
ビット 値 説明
0 ON AI1 を PV1 に使用している
1 ON EXPV1 を PV1 に使用している
2 ON AI2 を PV2 に使用している
3 ON EXPV2 を PV2 に使用している
4 ON AI2 を PV1 に使用している（2 入力選択時）
5 ON EXPV2 を PV1 に使用している（2 入力選択時）

PV（32 ビット）
PV 値を整数で示します。
データステータスが Over、またはバーンアウトの場合は、レンジの -5% ～ 105% の数値です。

SP（32 ビット）
SP 値を整数で示します。
データステータスが Over、またはバーンアウトの場合は、レンジの -5% ～ 105% の数値です。

OUT（32 ビット）
OUT 値を整数で示します。
ただし、タイトシャット機能使用時の SD は -51、無効な（Invalid）データは -100 です。

2.11　バイナリ出力のデータ部のフォーマット
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付録 1 ASCII 文字コード

ASCII 文字コード表です。

上位 4 ビット
0 1 2 3 4 5 6 7

下
位
４
ビ
ッ
ト

0 SP（空白） 0 ＠ P ` p
1 ! 1 A Q a q
2 “ 2 B R b r
3 # 3 C S c s
4 $ 4 D T d t
5 % 5 E U e u
6 & 6 F V f v
7 ‘ 7 G W g w
8 （ 8 H X h x
9 ） 9 I Y i y
A LF（改行） * ： J Z j Z
B ESC + ； K [ k {
C , < L \ l |
D CR（復帰） - = M ] m }
E ・ > N ^ n ~
F / ? O _ o

コマンドの記述に使用している文字
アルファベットや数字の他に、「,」（コンマ）はデリミタ、「;」（セミコロン）はサブデリミタ、「?」

（クエスチョンマーク）はクエリ記号、「'」（シングルクウォーテーション）はユーザが指定
した文字列を示す記号、「CR」（復帰）「LF」（改行）はターミネータ、として使用しています。

ユーザが指定する文字列に使用できる文字
ユーザが指定する文字列（タグ、タグ No、メッセージなど）に使用できる文字は、下表の
とおりです。
項目 コマンドとパラメータ 説明
ディレクトリ名 SDirectory コマンドの p1 表中の青い部分と太枠の文字以外

を使用できます。指定ファイル名 SFileName コマンドの p2
バッチ番号 OBatName コマンドの p2
パスワード SUser の p5 表中の青い部分と SP（空白）以外

を使用できます。OPassword の p1, p2, p3
CLogin の p2

上記以外の、ユーザが指定する文字列 表中の青い部分の文字以外を使用
できます。

付録
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付録 2 ログイン処理

汎用通信で通信をするとき、PC から本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、コマンドが利用可能になります。

通信ログイン機能を使用している場合

E1, 401

No
E1, 732

通信接続

通信切断

**

ログイン完了

E0

E1, 401*

照合一致?

接続数内?

コマンド受付

CLoginコマンドでログイン

終了

開始

判定

コード

本器からの応答(メッセージ省略)

Bluetoothの場合、ここにBluetoothの接続フロー
が追加されます（付録7を参照）。

*	 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時、「E1,402」が返ります。
**	 E251。CLogin コマンドのフォーマットが正しくない場合は照合処理をせずにその旨のエラー
コードを返します。

	 拡張セキュリティ機能（/AS）有効時は下記のエラーコードが返ります。
	 251,	262,	263,	264,	265,	272,	273,	767
	 パスワード管理機能を使用する場合は、上記に加えて以下のエラーコードも返ります。
	 004,252,261,651,657,760,761,762,763,764,765,766,768,769,770,771,772,773,774,775



付-3IM 04L51B01-17JA

付
録

1 

2 

付

通信ログイン機能を使用していない場合

E1,401

No
E1, 732

通信接続

通信切断

ログイン完了

E0

接続数内?

終了

開始

判定

コード

本器からの応答(メッセージ省略)

Bluetoothの場合、ここにBluetoothの接続フロー
が追加されます（付録7を参照）。

付録 2　ログイン処理
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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

ファイル aaaa.dtd を出力する例
外部記憶メディアのディレクトリ DATA0 に属しているファイル aaaa.dtd の出力フローは次
のようになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMedia,GET,/DRV0/DATA0/aaaa.dtd,0,-1

応答受信

コマンド送信

応答受信

終了

FMedia,GET,/DRV0/DATA0/aaaa.dtd,[未読み出し位置],-1

受信バイト数取得
（２）

未読み出し位置の計算
（３）

START

コマンド送信

データの続きがあるか？
（１）

（１） バイナリヘッダのフラグbit0が「0」ならデー
 タの続きがあります。「1」ならデータ送信は
 完了です。

（２） バイナリ出力共通ヘッダの「データ長」から
 受信したバイト数を取得します。

（３） 受信したバイト数を加算していくことにより、
 未読み出し位置を計算します。
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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

ファイルリストを出力する例
外部記憶メディアのディレクトリ DATA0 に属しているファイルのリストを出力するフロー
は次のようになります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMedia,DIR,/DRV0/DATA0/,0,-1

応答受信

コマンド送信

応答受信

終了

FMedia,DIR,/DRV0/DATA0/,[未読み出し位置],-1

受信したファイル数
を取得
（２）

未読み出し位置の計算
（３）

START

コマンド送信

ファイルリストの
続きがあるか？

（１）

（１） これ以上ファイルが存在しない場合は、
 EA[crlf]EN[crlf]が出力されます。

（２） 出力されたファイルリストの行数を数えます。

（３） ファイルリストの行数を加算していくことに
 より未読み出し位置を計算します。
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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
本器は、内部メモリに、測定データ出力専用の FIFO(First-In-First-Out) バッファを装備して
います。測定データは、測定周期毎にバッファに書き込まれます。PC は、FIFO バッファか
ら最新の測定データを継続して取得することができます。
FIFO として確保されている内部メモリの容量はモデルにより異なります。また、FIFO バッ
ファに格納できるデータ数は、チャネル数と測定周期により異なります。FIFO バッファに
格納できるデータ数とデータ長は以下の計算式により求めることができます。
 データ数 =2000000 ÷ {16+(12 × [ チャネル数 ])}　( 小数点以下切り捨て )
 データ長 =[ データ数 ] × [ 測定周期 ]
 例 IO チャネル 10、演算チャネル 10、通信チャネル 10 で、測定周期が 100ms の場合、
  データ数 =5319、データ長 =531.9 秒 =8.865 分
  となります。

FIFO バッファの動作例
測定周期が 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
（「1」からの連番）

ブロック1

ブロック2

ブロック3

ブロック4

ブロック5

ブロック6

ブロック7

ブロック8

FIFO バッファへの測定データの書き込み
FIFO バッファへの書き込みは、測定周期毎に行われます。このとき、ブロック 8 に測定デー
タが書き込まれると、次の測定周期でブロック 1 に最新値が書き込まれ、以前に書き込ま
れていたデータは消滅します。これを、FIFO の回り込みと言います。
一方、最新の書き込み位置は、1 からの連番で管理されており、FIFO の回り込みが起こっても、
連番が 1 に戻ることはありません。

測定データの読み出し
測定データは、FFifoCur,0 コマンドで読み出します。このとき、読み出し開始位置・読み出
し終了位置はともに連番で指定します。現在読み出すことのできる連番は、FFifoCur,1 コマ
ンドで読み出すことができます。
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付録 5 チェックサムの算出方法

バイナリデータのチェックサムの算出は、下記のようなアルゴリズムで行います。

int CalcSum(unsigned char *buf, int len)

{

 int  odd;

 unsigned long sum;

 unsigned char *p;

 sum = 0;

 odd = len & 1;

 len >>= 1;

 for (p = buf ; len ; len --, p += 2)

 {

  sum += (*p << 8) | *(p + 1);

 }

 if (odd)  sum += (*p << 8);

 sum = (sum & 0xffff) + ((sum >> 16) & 0xffff);

 if (sum > 0xffff)  sum = sum - 0xffff;

 return ((~sum) & 0xffff);

}
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付録 6 WT 通信のデータグループ名とデータ名

コマンド SWattData のパラメータ p5（データグループ名）と p6（データ名）の値は、下
表のとおりです。

コマンド SWattData の p5（データグループ名）と p6（データ名）
WT1800
p5（データグループ名） p6（データ名） 内容 WT の記号表記
Off - データ割り付けをしません。 -
ELEMENT1 ～ ELEMENT6 URMS 電圧 RMS Urms

UMN 電圧 MEAN Umn
UDC 電圧 DC Udc
IRMS 電流 RMS Irms
IMN 電流 MEAN Imn
IDC 電流 DC Idc
P 有効電力 P
S 皮相電力 S
Q 無効電力 Q
LAMBda 力率 λ
PHI 位相差 φ
FU 電圧周波数 fU
FI 電流周波数 fI
TIME 積算時間 Time
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP-
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+
AHM 電流量 ( 負方向 ) q-

ElemHrm1 ～ ElemHrm6 UK_1 電圧 1 次高調波 U(1)
UK_T 電圧全高調波 U(Total)
IK_1 電流 1 次高調波 I(1)
IK_T 電流全高調波 I(Total)
UTHD 電圧全高調波ひずみ Uthd
ITHD 電流全高調波ひずみ Ithd

SigmaA ～ SigmaC URMS 電圧 RMS Urms Σ *
UMN 電圧 MEAN Umn Σ
IRMS 電流 RMS Irms Σ
IMN 電流 MEAN Imn Σ
P 有効電力 P Σ
S 皮相電力 S Σ
LAMBda 力率 λΣ
PHI 位相差 φΣ
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP Σ
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+ Σ
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP- Σ
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q Σ
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+ Σ
AHM 電流量 ( 負方向 ) q- Σ

次ページに続く
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p5（データグループ名） p6（データ名） 内容 WT の記号表記
Other ETA1 効率 1 η 1

ETA2 効率 2 η 2
ETA3 効率 3 η 3
ETA4 効率 4 η 4
F1 ユーザ定義演算 1 F1
F2 ユーザ定義演算 2 F2
F3 ユーザ定義演算 3 F3
F4 ユーザ定義演算 4 F4
F5 ユーザ定義演算 5 F5
F6 ユーザ定義演算 6 F6
F7 ユーザ定義演算 7 F7
F8 ユーザ定義演算 8 F8
F9 ユーザ定義演算 9 F9
F10 ユーザ定義演算 10 F10
F11 ユーザ定義演算 11 F11
F12 ユーザ定義演算 12 F12
F13 ユーザ定義演算 13 F13
F14 ユーザ定義演算 14 F14
F15 ユーザ定義演算 15 F15
F16 ユーザ定義演算 16 F16
F17 ユーザ定義演算 17 F17
F18 ユーザ定義演算 18 F18

DeltaA ～ DeltaC DU1 デルタ演算電圧 1 Δ U1
DU2 デルタ演算電圧 2 Δ U2
DU3 デルタ演算電圧 3 Δ U3
DUS デルタ演算結線電圧 Δ U Σ
DI デルタ演算電流 Δ I
DP1 デルタ演算電力 1 Δ P1
DP2 デルタ演算電力 2 Δ P2
DP3 デルタ演算電力 3 Δ P3
DPS デルタ演算結線電力 Δ P Σ

Motor SPEED 回転速度 Speed
TORQUE トルク Torque
SYNCSP 同期速度 SyncSp
SLIP すべり Slip
PM モータ出力 Pm

Aux Aux1 Aux1 Aux1
Aux2 Aux2 Aux2

*	 WT1800 の結線の種類によってΣ A、Σ B、Σ Cとなります。

付録 6　WT 通信のデータグループ名とデータ名
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WT500
p5（データグループ名） p6（データ名） 内容 WT の記号表記
Off - データ割り付けをしません。 -
ELEMENT ～ ELEMENT3 URMS 電圧 RMS Urms

UMN 電圧 MEAN Umn
UDC 電圧 DC Udc
URMN 電圧 RMEAN Urmn
UAC 電圧 AC Uac
IRMS 電流 RMS Irms
IMN 電流 MEAN Imn
IDC 電流 DC Idc
IRMN 電流 RMEAN Irmn
IAC 電流 AC Iac
P 有効電力 P
S 皮相電力 S
Q 無効電力 Q
LAMBda 力率 λ
PHI 位相差 φ
FU 電圧周波数 fU
FI 電流周波数 fI
UPPeak 電圧＋側ピーク U+pk
UMPeak 電圧−側ピーク U-pk
IPPeak 電流＋側ピーク I+pk
IMPeak 電流−側ピーク I-pk
CFU 電圧クレストファクタ CfU
CFI 電流クレストファクタ CfI
TIME 積算時間 Time
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP-
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+
AHM 電流量 ( 負方向 ) q-
WS 皮相電力量 WS
WQ 無効電力量 WQ

ElemHrm1 ～ ElemHrm3 UK_0 電圧 0 次高調波 U(0)
UK_1 電圧 1 次高調波 U(1)
UK_T 電圧全高調波 U(Total)
IK_0 電流 0 次高調波 I(0)
IK_1 電流 1 次高調波 I(1)
IK_T 電流全高調波 I(Total)
PK_0 有効電力 0 次高調波 P(0)
PK_1 有効電力 1 次高調波 P(1)
PK_T 有効電力全高調波 P(Total)
SK_0 皮相電力 0 次高調波 S(0)
SK_1 皮相電力 1 次高調波 S(1)
SK_T 皮相電力全高調波 S(Total)
QK_0 無効電力 0 次高調波 Q(0)
QK_1 無効電力 1 次高調波 Q(1)
QK_T 無効電力全高調波 Q(Total)
LAMBDA0 力率 0 次高調波 λ (0)
LAMBDA1 力率 1 次高調波 λ (1)
LAMBDAT 力率全高調波 λ (Total)
PHIK_1 位相差 1 次高調波 φ (1)
PHIK_T 位相差全高調波 φ (Total)
PHIUk3 電圧基本波と 3 次高調波の位相差 φ U(3)
PHIIk3 電流基本波と 3 次高調波の位相差 φ I(3)
UTHD 電圧全高調波ひずみ Uthd
ITHD 電流全高調波ひずみ Ithd
PTHD 有効電力の全高調波ひずみ Pthd

次ページに続く

付録 6　WT 通信のデータグループ名とデータ名
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p5（データグループ名） p6（データ名） 内容 WT の記号表記
SigmaA URMS 電圧 RMS Urms Σ

UMN 電圧 MEAN Umn Σ
UDC 電圧 DC Udc Σ
URMN 電圧 RMEAN Urmn Σ
UAC 電圧 AC Uac Σ
IRMS 電流 RMS Irms Σ
IMN 電流 MEAN Imn Σ
IDC 電流 DC Idc Σ
IRMN 電流 RMEAN Irmn Σ
IAC 電流 AC Iac Σ
P 有効電力 P Σ
S 皮相電力 S Σ
Q 無効電力 Q Σ
LAMBda 力率 λΣ
PHI 位相差 φΣ
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP Σ
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+ Σ
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP- Σ
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q Σ
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+ Σ
AHM 電流量 ( 負方向 ) q- Σ
WS 皮相電力量 WS Σ
WQ 無効電力量 WQ Σ

Other ETA1 効率 1 η 1
ETA2 効率 2 η 2
F1 ユーザ定義演算 1 F1
F2 ユーザ定義演算 2 F2
F3 ユーザ定義演算 3 F3
F4 ユーザ定義演算 4 F4
F5 ユーザ定義演算 5 F5
F6 ユーザ定義演算 6 F6
F7 ユーザ定義演算 7 F7
F8 ユーザ定義演算 8 F8

Delta DELTA1 デルタ演算 1 Δ F1
DELTA2 デルタ演算 2 Δ F2
DELTA3 デルタ演算 3 Δ F3
DELTA4 デルタ演算 4 Δ F4

Phase PHI_U1U2 位相差 UIU2 φ U1-U2
PHI_U1U3 位相差 UIU3 φ U1-U3
PHI_U1I1 位相差 UII1 φ U1-I1
PHI_U1I2 位相差 UII2 φ U1-I2
PHI_U1I3 位相差 UII3 φ U1-I3

付録 6　WT 通信のデータグループ名とデータ名
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WT300
p5（データグループ名） p6（データ名） 内容 WT の記号表記
Off - データ割り付けをしません。 -
ELEMENT1 ～ ELEMENT3 U 電圧 U

I 電流 I
P 有効電力 P
S 皮相電力 S
Q 無効電力 Q
LAMBda 力率 λ
PHI 位相差 φ
FU 電圧周波数 fU
FI 電流周波数 fI
UPPeak 電圧＋側ピーク U+pk
UMPeak 電圧−側ピーク U-pk
IPPeak 電流＋側ピーク I+pk
IMPeak 電流−側ピーク I-pk
PPPeak 電力＋側ピーク P+pk
PMPeak 電力ー側ピーク P-pk
TIME*1 積算時間 Time
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP-
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+
AHM 電流量 ( 負方向 ) q-

ElemHrm1 ～
ElemHrm3

UK_1 電圧 1 次高調波 U(1)
UK_T 電圧全高調波 U(Total)
IK_1 電流 1 次高調波 I(1)
IK_T 電流全高調波 I(Total)
PK_1 有効電力 1 次高調波 P(1)
PK_T 有効電力全高調波 P(Total)
LAMBDA1 力率 1 次高調波 λ (1)
PHIK_1 位相差 1 次高調波 φ (1)
PHIUk3 電圧基本波と 3 次高調波の位相差 φ U(3)
PHIIk3 電流基本波と 3 次高調波の位相差 φ I(3)
UTHD 電圧全高調波ひずみ Uthd
ITHD 電流全高調波ひずみ Ithd
Uhdf_1 1 次高調波電圧の含有率 Uhdf(1)
Ihdf_1 1 次高調波電流の含有率 Ihdf(1)
Phdf_1 1 次高調波電力の含有率 Phdf(1)
FPLL*2 PLL の電流または電圧周波数 fPLL

SigmaA U 電圧 U Σ
I 電流 I Σ
P 有効電力 P Σ
S 皮相電力 S Σ
Q 無効電力 Q Σ
LAMBda 力率 λΣ
PHI 位相差 φΣ
WH 電力量 ( 正負両方向 ) WP Σ
WHP 電力量 ( 正方向 ) WP+ Σ
WHM 電力量 ( 負方向 ) WP- Σ
AH 電流量 ( 正負両方向 ) q Σ
AHP 電流量 ( 正方向 ) q+ Σ
AHM 電流量 ( 負方向 ) q- Σ

Other MATH 効率などの演算値 Math
*1　「TIME」は、データグループが「ELEMENT1」のときのみ有効です。
*2　「FPLL」は、データグループが「ElemHrm1」のときのみ有効です。
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付録 7 Bluetooth 通信の接続フロー

Bluetooth 通信の接続フローは、ログイン機能ありのときは付録 2 の 「通信ログイン機能を
使用している場合」、ログイン機能なしのときは付録 2 の「通信ログイン機能を使用してい
ない場合」の「通信接続」のあとに以下のフローが追加されたものになります。

E1, 401

Yes

No

追加終了*4

CBTConnectコマンドかどうか?

照合一致?

終了

開始

判定

コード

本器からの応答(メッセージ省略)

追加開始

E1,266*3

E1, 403 （パスワード入力要求）

コマンド受付*2

CBTConnectコマンドでパスワード送信

通信切断

パスワード必要?*1

*1	 Bluetooth パスワードが必要となるのは、パスワードを使用する設定になっていて、かつ初め
て接続する端末のときです。

*2	パスワード入力要求（E403）の状態で、2分以上何も入力を行わないと Bluetooth 通信を切断
します。

*3	 CBTConnect コマンドのチェック ( 引数の数、クエリかどうかなど ) でエラーとなった場合も、
パスワード照合失敗のときと同じパスを通ります。

*4	上記	「追加開始」から「追加終了」の間は汎用通信ログには残りません。
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