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はじめに
このマニュアルは、SMARTDAC+ スタンダード　ハードウェア設定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、Microsoft Edge、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。
・ Core2 Duo は、Intel Corporation の登録商標です。
・ Intel Core は、Intel Corporation の商標です。
・ Bluetooth は Bluetooth SIG, Inc. の登録商標または商標です。
・ Google Chrome は、Google LLC の登録商標です。
・ 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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ソフトウェア使用許諾契約書

ご使用前に必ずお読みください。
このたびは横河電機株式会社（以下「横河」といいます。）のソフトウェア（以下、お客様が横河の Web からダウンロードされたソフトウェア、または、横河、横河の支店、
営業所または代理店等から製品添付の記録媒体にて入手されたソフトウェアを併せて「本ソフトウェア」といいます。）をお求めいただきまして誠にありがとうございます。
　本ソフトウェアをインストールまたは使用することにより、お客様は本使用許諾契約書に記載の各条項に同意したものとみなされます。もし、本書に同意いただけない場
合は、本ソフトウェアのインストールおよび使用は行わないでください。

第 1 条 ( 適用範囲 )
 　本契約は，本ソフトウェアおよびこれに付帯して提供される関連資料（以下併せて「横河ソフトウェア製品」といいます）に適用します。横河が別に定める場合を除き、

横河が提供する横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版についても本契約が適用されます。
 対象製品： SMARTDAC+ STANDARD Hardware Configurator

第 2 条 ( 使用権の許諾 )
1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
 a. 横河ソフトウェア製品を複製すること（ただし、バックアップ用に１部複製することは可能としますが、この場合複製物の管理に厳重な注意を払うものとします。）
 b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、転貸、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
 c. ネットワークを介して指定コンピュータ以外のコンピュータ上で横河ソフトウェア製品を使用すること
 d. ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変換もしく

は複製すること、修正もしくは他の言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
 e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構（コピープロテクト）を除去したり、除去を試みること
 f. 横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与している

第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の権利は横河または当該第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコードは、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の第三

者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 本契約終了または解除時は、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、コンピュータまたは記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去する

ものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとします。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者（横河の関係会社を含みます）から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム（以下「第三者プログラム」

という）を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者（以下「供給者」といいます）が本契約と異なる使用許諾条件を定めている場合には、別途提示される
当該条件が本契約に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。

7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）が含まれる場合があります。OSS については、別途提示される条件が本契約に優先
して適用されます。

第 3 条 ( 特定用途に関する制限 )
1. 横河ソフトウェア製品は、横河、お客様間にて別途書面で合意した場合を除き、航空機の運行、船舶の航行もしくはこれらを地上でサポートする機器、鉄道施設、原子力

施設もしくは放射線関連機器、または医療機器もしくは医療施設に関連した使用、その他高度な安全基準が求められる状況下での使用を目的として設計、製造または使用
許諾されたものではありません。

2. お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には、横河は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わないものとし、お客
様は、お客様の責任においてこれを解決するものとします。

第 4 条 ( 保証 )
1. 横河ソフトウェア製品は、当該製品完成時または出荷時の現状のままでお客様に提供されるものとし、横河は瑕疵担保責任その他の保証責任を一切負わないものとします。

提供形態が記録媒体の場合、それに破損、損傷などの瑕疵が発見された場合は出荷後 12 ヶ月に限り、横河はこれを無償で交換します。ただし、お客様の費用で横河の指
定するサービス拠点に当該ソフトウェア製品の記憶媒体を送付していただく場合に限ります。横河はいかなる場合であっても、横河ソフトウェア製品に瑕疵および不具合
のないこと、的確性、正確性、信頼性もしくは最新性などの品質上または性能上の明示もしくは黙示の保証をするものではありません。また、横河ソフトウェア製品が他
のソフトウェアとの間で不整合、相互干渉などの影響のないことを保証するものでもありません。

2. 横河は、自己の判断により必要と認めた場合、横河ソフトウェア製品に関するバージョンアップ（以下、「バージョンアップ」といいます）を実施し、これを有償または無
償にて提供することがあります。ただし、横河は、バージョンアップまたはバージョンアップ後の製品をお客様に提供する義務を負うものではありません。

3. 製品によっては、有償保守サービスが提供される場合があります。保守サービスの範囲および条件は、横河が別途定めるところによります。ただし、横河が保守対応をす
るのは、カタログまたは一般仕様書に別に記載のない限り、最新のバージョンおよびその直前のバージョンまでとし、直前のバージョンについてはバージョンアップ後５
年間に限るものとします。また、受注停止のものについては、受注停止後５年内に限り対応します。標準品以外の製品については、保守対応できない場合があります。なお、
横河以外により改変または修正された横河ソフトウェア製品については、横河は一切対応しないものとします。

第 5 条 ( 特許権、著作権の侵害に関する損害賠償責任 )
1. お客様は、横河ソフトウェア製品につき、第三者から特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の侵害に基づき使用の差止め、損害賠償請求等が行われた場合は、書面

にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。
2. 前項の通知がなされ、当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から横河に防御、交渉に必要なすべての権限を与え

ていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、横河は自己の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終的に認め
られた責任を負うものとします。

3. 横河は第１項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、横河の選択により、横河の費用で下記のいずれかの処置をとることができるものとします。
 a. 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利を取得する。
 b. 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。
 c. 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。
 d. 前各号の処置がとれない場合、本契約を解除し、かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額を限度として損害を賠償する。
4. 前各項にかかわらず、第 1 項の請求にかかる侵害が、横河以外の者による横河ソフトウェア製品の改変に起因する場合、横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフトウェ

ア製品との組み合わせによる場合、お客様または発注者の指示に起因する場合、横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は、横河は前各
項の責任を負わないものとします。

5. 本条の定めが知的財産権侵害に関する横河および供給者の責任のすべてとします。本条にかかわらず、第三者プログラムまたは OSS に起因する請求等については別途提示
される条件が優先します。

第 6 条 ( 責任の制限 )
1. 本契約に従いお客様が使用される横河ソフトウェア製品によって、横河の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、横河は、本契約の規定に従って対応する

ものとしますが、横河は、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害（営業上の利益の喪失、業務の中断、営業情報の喪失等による損害その他）
については一切責任を負わないものとする。なお、横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウェアとの結合を行い、
またはその他、カタログ、一般仕様書、基本仕様書、機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は、横河は一部またはすべての責任を免れることができる
ものとします。

2. 本契約の遂行または違反その他本契約に関してお客様が横河に対して有するすべての請求権は、請求の原因となる事由の発生から３ヶ月以内に横河に対して書面で通知し
ない限り、当該３ヶ月の経過をもって消滅するものとします。

第 7 条 ( 輸出規制 )
お客様は、事前に横河の同意を得た場合を除き、横河ソフトウェア製品の全部または一部を、直接、間接を問わず輸出または他国に提供しないものとします。横河が同意し
た場合、お客様は、日本国、アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し、自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な手続きを行うものとします。

第 8 条 ( 監査、使用の差止め )
1. 横河は、お客様による本契約の履行を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2. 横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウェア製品を使用

するに著しく不適切であると横河が判断した場合には、横河はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。
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第 9 条 ( 譲渡 )
 お客様は、横河ソフトウェア製品の譲渡を行う場合には、事前に横河の書面による承諾を得たうえで譲渡とすることができます。また、お客様は譲渡前に譲受人に本契約

が適用されることを明示しこれを遵守させるとともに、横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に譲渡し、お客様自身が保有する複製物を完全に消去しなければなりません。

第 10 条 ( 解除 )
 横河は、お客様が本契約に違反した場合には、何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに横河ソフトウェア製品

の使用を中止し、第 2 条第 5 項に従い横河ソフトウェア製品およびその複製物を返却または消去するものとします。本契約終了後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項、
第 3 条、第 5 条、第 6 条および第 11 条は効力を有するものとします。

第 11 条 ( 管轄裁判所 )
 横河ソフトウェア製品の使用または本契約に関して生じた紛争については、両者誠意をもって協議解決するものとします。ただし，一方当事者が他方当事者に協議解決を

したい旨の通知後 90 日以内に両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所 ( 本庁 ) を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

ソフトウェア使用許諾契約書 
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このマニュアルの利用方法

利用方法
本マニュアルは、以下に示す第 1 章〜第 6 章で構成されています。

章 タイトルと内容
1 ご使用になる前に

ハードウェア設定の概要と、ハードウェア設定を使用するときに必要な PC 環境、起動方法、
画面構成とメニューについて説明しています。

2 設定データを作成する
 設定データの表示、作成、編集、保存、印刷などの方法、および、本ソフトウェアからの
本体操作方法について説明しています。

3 本体に接続する
設定データの受信、送信の方法、および、本ソフトウェアからの本体操作方法について説
明しています。

4 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）付き GX/GP/GM の設定
拡張セキュリティ機能（/AS）付き GX/GP、GM の設定ファイル ( 拡張子 .GSL) の表示、作成、
編集、保存などの方法、および、本ソフトウェアからの本体操作方法について説明してい
ます。

5 プログラム制御機能（/PG）付き GX/GP/GM のプログラムパターン設定
ループ制御機能（PID 制御モジュール）、およびプログラム制御機能（付加仕様、/PG）付
き GX/GP、GM のログラムパターン設定について記載しています。

6 トラブルシューティング
エラーとメッセージの一覧を載せています。

このマニュアルにおける説明の範囲
本マニュアルでは、オペレーティングシステムの基本的な操作については説明していませ
ん。オペレーティングシステムの基本的な操作は、Windows のユーザーズガイドなどをお
読みください。

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
本機器で使用しているシンボルマークで、人体および本機器に危険
があることを示すとともに、 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 本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
参照項目の表記

関連する操作や説明の参照先をこのマークのあとに記述しています。
使用例：  4.1 節

操作説明ページで使用しているシンボル
［　］ 画面に表示される文字列を表します。

使用例：［電圧］
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このマニュアルの利用方法

操作 数字で示す順序で各操作をしてください。ここでは、初めて操作を
することを前提に、手順を説明しています。操作内容によっては、
すべての操作を必要としない場合があります。
解説では操作に関する限定事項などを説明しています。

解説

画像について
本書に掲載されている画像が、操作説明に影響のない範囲で実際のソフトウェアの画像と
異なる場合があります。

このマニュアルが対象としている製品
製品 バージョン
ペーバレスレコーダ GX10-1/GP10-1

GX20-1/GX20-2
GP20-1/GP20-2

リリースナンバー 5 以降
ファームウェアバージョン R5.02.xx
本書の説明では、「本体」または「GX/GP」と記載
しています。

データ収集モジュール GM10-1/GM10-2 リリースナンバー 5 以降
ファームウェアバージョン R5.02.xx
本書の説明では「本体」または「GM」と記載して
います。

SMARTDAC+ スタンダード　ハードウェア設定 R5.02.xx
注：	「GX/GP」と「GM」の区別が必要ない場合、総称して「本体」と記載しています。

改版の履歴
版数 本ソフトウェアのバージョン 説明
1 R1.01 新規発行 GX20 に対応。
2 R1.02 GX10/GP20/GP10 に対応。動作環境変更（IE9 対応）、多言語表

示機能追加。記述改善。
3 R1.03 GX/GP ファームバージョン R1.03.01 以降の EMR モジュールに

対応。記述改善。
4 R2.01 GX/GP ファームウェアバージョン R2.01.01 以降（リリースナン

バー 2）の設定データに対応。
• GX/GP R2 に追加されたハードウェア

モデル GX20-2、GP20-2、拡張ユニット、追加モジュール
の mA モジュール、DIO モジュール、IO 拡張モジュール

• GX/GP 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）
• 新規メニュー追加（比較元読込、変更読込、バリデーショ

ン用印刷画面。）
動作環境変更（Windows 8.1、IE10、IE11 対応。）、機能改善、ユー
ザインタフェース改善に対応。記述改善。

5 R2.02 GM10-1/GM10-2 に対応。
• GM10 のシステム構成に対応。
• 本体との Bluetooth 通信、USB 通信手段を追加。
• 本体操作に、「再構築」を追加。

その他、記述改善。
GX/GP ファームウェアバージョン R2.02.01 に対応

• DI モジュールの入力レンジ、" パルス " 追加
• シリアル通信の［ファンクション］－［レシーバ］に
［DARWIN］を追加

6 R2.03 GM ファームウェアバージョン R2.03.01 に対応
・ GM の拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）に対応。
・ シリアル通信、USB 通信、Bluetooth 通信選択時の通信ポー

トの検出機能を追加。
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このマニュアルの利用方法

版数 本ソフトウェアのバージョン 説明
7 R3.01 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R3.01.01 以降（リリー

スナンバー 3）の設定データに対応。
GX/GP、GM  R3 で追加されたハードウェアと機能
•
•
•
•
•

パルス入力モジュール
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）

8 R4.01 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R4.01.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応。

GX/GP、GM  R4 で追加されたハードウェアと機能
•
•
•
•

モジュール（アナログ出力、高速 AI、4 線式 RTD、PID 制御）
プログラム制御機能（付加仕様、/PG）
ロジック演算機能（付加仕様、/MT）
測定動作モード（高速 AI、デュアルインターバル）

9 R4.02 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R4.02.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応

GX/GP、GM で追加されたハードウェアと機能
・ 通信チャネルの入力値補正

10 R4.03 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R4.03.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応

GX/GP、GM で追加されたハードウェアと機能
• 高耐圧 AI モジュール

11 R4.06 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R4.06.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応

ハードウェア設定に追加された機能
• プログラムパターン設定 勾配方式によるセグメント時間編

集機能
12 R4.07 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R4.07.01 以降（リリー

スナンバー 4）の設定データに対応
ハードウェア設定に追加された機能

・
・

データインテグリティに対応した機能拡充
バリデーション印刷の差分表示機能拡充

13 R4.08 GX/GP ファームウェアバージョン R4.08.01 以降（リリースナン
バー 4）、GM ファームウェアバージョン R4.07.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応

ハードウェア設定に追加された機能
・ 未来ペン機能

14 R4.09 GX/GP ファームウェアバージョン R4.09.01 以降（リリースナン
バー 4）、GM ファームウェアバージョン R4.09.01 以降（リリー
スナンバー 4）の設定データに対応

ハードウェア設定に追加された機能
・ パスワードポリシーに履歴保持数追加（付加仕様、/AS）

15 R5.01 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R5.01.01 以降（リリー
スナンバー 5）の設定データに対応

ハードウェア設定に追加された機能
・ 設備・品質予兆検知

動作環境変更（Windows 11、Microsoft Edge 対応。Internet 
Explorer 削除）

16 R5.02 GX/GP、GM ファームウェアバージョン R5.02.01 以降（リリー
スナンバー 5）の設定データに対応

ハードウェア設定に追加された機能
・ NW モジュール設定（PROFINET モジュール）
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ソフトウェア、およびマニュアルのダウンロード
本ソフトウェアの最新版は、以下の URL からダウンロードできます。

www.smartdacplus.com/software/ja/

本ソフトウェアのユーザーズマニュアル、および関連マニュアルは、以下の URL からダウ
ンロードして閲覧できます。

www.smartdacplus.com/manual/ja/

関連マニュアル
マニュアル名 マニュアル No.
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

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 

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

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

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

GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
マルチバッチ機能（/BT） ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-03JA

GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
OPC-UA サーバ（/E3） ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-20JA

GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
SLMP 通信（/E4） ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-21JA

GX10/GX20/GP10/GP20/GM10/GX90NW
PROFINET 通信 ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-22JA

GX10/GX20/GP10/GP20/GM10
ループ制御機能、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）  
ユーザーズマニュアル

IM 04L51B01-31JA

Model GX70SM
無線入力ユニット ファーストステップガイド（ご使用にあたって）

IM 04L57B01-02JA

Model GX70SM
無線入力ユニット ユーザーズマニュアル

IM 04L57B01-01JA

データアクイジションシステム GM  
積算バーグラフ表示機能（/WH） ユーザーズマニュアル

IM 04L55B01-07JA

このマニュアルの利用方法

www.smartdacplus.com/software/ja/
www.smartdacplus.com/manual/ja/
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1.1	 ハードウェア設定の概要

1.1.1	 ハードウェア設定の特徴
SMARTDAC+ スタンダード　ハードウェア設定は、ペーバレスレコーダ GX/GP、データア
クイジションシステム GM の各機能の設定データを作成するための PC ソフトウェアです。
作成した設定データを、編集、保存、印刷することができます。
また、通信経由で GX/GP、GM 本体にデータを送受信したり、操作を行ったりできます。

Webベースのオフラインアプリケーション
Web ブラウザ（Microsoft Edge、Google Chrome）を使用して、PC 上で設定データを作成
できます。
設定データの編集に通信設定は不要なため、本ソフトウェアとブラウザだけで設定データ
の作成ができます。

設定データの作成・編集
機種や付加仕様を指定して新規で設定データを作成することができます。
また、既存の設定データを編集することもできます。

設定データの変更読込
表示中の設定データに別ファイルの設定を読み込んで反映させることができます。

設定データのセーブ・ロード
作成したデータを PC に保存したり、PC に保存された設定ファイルを読み込むことができ
ます。

設定データの送信・受信
設定データを通信経由で本体へ送信、また、受信することができます。

設定データの印刷
設定データを印刷できます。

比較元ファイル読込・バリデーション印刷	*1
基準となる設定ファイル、またはプログラムパターン *2 を読み込んで、表示中の設定デー
タと比較・検証できる画面を表示します。また、その表示画面は、印刷しバリデーション
として使用することができます。

本体の操作
通信経由で本体の記録、または演算の開始／終了の操作ができます。

本体の情報取得
通信経由で本体の機器情報を取得できます。

プログラムバターン設定	*2
PID 制御モジュール、およびプログラム制御機能（付加仕様、/PG）付きの GX/GP、GM の
プログラムパターンファイルを表示・編集・保存することができます。また、これらのプ
ログラムパターンファイルは、本体へ送信したり、本体から受信したりすることができます。

*1	比較される２つの設定データは、同じシステム構成である必要があります。
*2	プログラムパターンは、PID 制御モジュール、およびプログラム制御機能（付加仕様、/PG）付

きの GX/GP、GM で使用します。プログラムパターンの設定は、「ハードウェア設定のプログラ
ムパターンタブ」と、「プログラムパターン設定」ソフトのどちらからも行うことができます。

第 1 章 ご使用になる前に
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1.1.2	 インストールとバージョンの更新について
本ソフトウェアのインストール、および、バージョンの更新は、当社ウェブサイトよりイ
ンストーラをダウンロードして行ってください。
お使いのソフトウェアの「バージョン情報」、および「更新ウェブサイトへ」のリンク情報
は［ヘルプ］メニューより取得できます。

Note
•	 ソフトウェアをインストールする前に、PC のウィルスチェックをおこない、ウィルスに感染し

ていないことをご確認ください。
•	 インストールする前に、他のソフトウェアを終了してください。
•	 再インストールする場合は、本ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールして

ください。
•	 インストール時に、「日本／日本以外の国地域」の選択画面が表示されます。ご使用になる国を

選択してください。
•	 本ソフトウェアは Web ブラウザを使用するため、HTTP ポート番号初期値があらかじめ設定さ

れています。ポート番号初期値が使用されている場合は 34443-65535 内の未使用ポートで起動
されます。なお、「ハードウェア設定」と「プログラムパターン設定」のポート番号初期値は、
以下のとおりです。

	 ハードウェア設定ソフトウェア：34443
	 プログラムパターン設定ソフトウェア：34503

1.1　ハードウェア設定の概要
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1.2	 必要な PCシステム環境

1.2.1	 ハードウェア
パーソナルコンピュータ本体
Windows 8.1、Windows10、または Windows11 が動作する機種

CPU	と主記憶容量
PC 構成 動作環境
CPU Windows 8.1、Windows 10 Core2 Duo E6300 以上の Intel 社製 x64、または x86 プロセッサ

Windows 11 Core-i5 以上、かつ、第 8 世代以降の Intel 社製プロセッサ 
内部メモリ Windows 8.1、Windows 10 2GB 以上

Windows 11 ８GB 以上
ハードディスク Windows 8.1、Windows 10 空き容量が 100 MB 以上

Windows 11 空き容量が 64 GB 以上
マウス OS に対応したマウス
ディスプレイ OS に対応したディスプレイ
通信ポート OS に対応した Ethernet ポートおよび TCP/IP プロトコル
プリンタ 使用する Windows システムで使用可能なプリンタ（OS に対応したプリンタドライ

バが必要です。）

1.2.2	 オペレーティングシステム
OS エディション サービスパック 32bit/64bit
Windows 8.1 update 32 ビット版 /64 ビット版

Pro update 32 ビット版 /64 ビット版
Windows 10 Home 32 ビット版 /64 ビット版

Pro 32 ビット版 /64 ビット版
Enterprise 32 ビット版 /64 ビット版
Enterprise LTSB 32 ビット版 /64 ビット版
Enterprise LTSC 32 ビット版 /64 ビット版

Windows 11 Home 64 ビット版
Pro 64 ビット版

・ Microsoft Corporation がサポートを終了した OS については、横河電機でもサポートを
終了します。

1.2.3	 Web ブラウザ
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Googel Chrome

Note
•	 Microsoft	Edge は Chromium ベースのみの対応となります。
•	 Internet	ExplorerおよびInternet	Explorerモード（Microsoft	Edge）による起動は保証対象外です。
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1.2.4	 表示言語
言語 動作環境
日本語 日本語 OS、日本語ブラウザ
英語 英語 OS、英語ブラウザ
ドイツ語 ドイツ語 OS、ドイツ語ブラウザ
フランス語 フランス語 OS、フランス語ブラウザ
中国語 中国語 ( 簡体字 )OS、中国語ブラウザ
ロシア語 ロシア語 OS、ロシア語ブラウザ
韓国語 韓国語 OS、韓国語ブラウザ
イタリア語 イタリア語 OS、イタリア語ブラウザ
中国語 ( 繁体字 ) 中国語 ( 繁体字 )OS、中国語ブラウザ

1.2.5	 その他の動作条件
本ソフトウェアの取扱説明書をご覧になるには、アドビシステムズ社の Adobe Acrobat 
Reader（最新を推奨）が必要です。

1.2.6	 セキュリティ対策
セキュリティ脅威に対処するため、セキュリティ対策を実施していただくことを推奨して
います。

・ PC のネットワーク接続を制限する。
 隔離されたネットワーク内で運用することを推奨します。

・ 外部メディアを適切に管理する。
 外部メディア経由でのマルウェアの持ち込み、外部メディアに対する不正なファイル操

作、紛失による情報漏洩を防止してください。
・ 強固なパスワードを設定し、適切に管理する。
 パスワードは 8 文字以上とし、英大文字、英小文字、数値、および記号のうち３種類以

上を含むようにしてください。定期的にパスワードを変更してください。
・ アンチウィルスソフトウェアを導入する。
 McAfee VirusScan Enterprise Ver. 4.8.0.887 が動作している PC で本ソフトウェアが動作す

ることを確認済みです。

1.2　必要な PC システム環境
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1.3	 画面とメニュー

1.3.1	 画面とメニューの構成
ハードウェア設定のメニューは、下図のように、タブ、メニュー、ファイル名表示エリア
から構成されています。

ファイル名表示メニュー

レイアウト変更バー コンテンツエリア

コンテンツ選択ツリー

タブ

表示切り替えボタン

ジャンプ
表示ボタン

ツールボタン

設定コンテンツ

タブとメニュー
メニューはタブ形式になっています。各タブをクリックすると、タブが切り替わり、表示
されるメニューも変わります。タブをダブルクリックすると、メニューバーの表示、非表
示を切り替えることができます。メニュー項目と、その内容の一覧を下表に示します。

タブ メニュー 目的

設定 *1

GX10-1
GX20-1
GX20-2
GP10-1
GP20-1
GP20-2
GM10-1
GM10-2

新規作成 設定ファイルの新規作成
設定ファイル新規作成時のシステム構成設定ダイアログ
を呼び出す。

開く PC に保存されている設定ファイルを読み込む
上書き保存 ファイルの上書き保存
名前を付けて保存 PC にファイルを新規で保存する
設定受信 本体設定データを受信する
設定送信 現在の設定データを本体に送信する
ユーザ設定送信 ユーザ設定のみを本体に通信経由で送信する
設定印刷用画面 設定データを印刷するウィンドウを表示する
比較元読込 設定データを比較するとき、比較元となるデータを読み

込む
変更読込 別の設定ファイルから設定を読み込み、表示中のデータ

に反映する
バリデーション印刷画面 バリデーションを印刷するための画面を表示する
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タブ メニュー 目的

本体操作 *1

記録開始 本体の記録を開始する
記録停止 本体の記録を停止する
演算開始 本体の演算を開始する
演算停止 本体の演算を停止する
制御開始 本体の制御を開始する
制御停止 本体の制御を停止する
プログラム制御開始 本体のプログラム制御を開始する
プログラム制御停止 本体のプログラム制御を停止する
ハードウェア情報 本体のステータス、オプション情報を受信して表示する
再構築 GM 本体のシステム再構築を行う

システム システム構成 システム構成を表示・変更する
設定値の初期化 現在の設定データの初期化を行う

オプション 表示オプション 本ソフトウェアの表示オプション（表示言語、日付表示
方式、小数点種類）を指定する

設定オプション *3 本ソフトウェアの設定オプション（セグメント時間編集
方式）を指定する

ポート番号 本ソフトウェアのポート番号を指定する
ヘルプ 取扱説明書 *2 取扱説明書を表示する

バージョン情報 本ソフトウェアのバージョンを表示する
更新ウェブサイトへ 本ソフトウェアの最新版へ更新するためのウェブサイト

へ移動する
*1	 PID 制御モジュール、かつプログラム制御機能（付加仕様、/PG）付きの GX/GP、GM のプログ

ラムパターンファイルの展開、保存、送受信などに対応しています。プログラムパターン設定
の詳細については、5 章をお読みください。

*2	ブラウザで表示させている言語が日本語、英語、中国語の場合、それぞれ言語の取扱説明書を
表示します。その他の言語で表示している場合は、英語の取扱説明書が表示されます。

*3	プログラム制御オプション有、かつ、PID モジュールが 1 つ以上装着されている時に表示され
ます。

ファイル名表示
設定ファイルの名称が表示されるエリアです。

「指定ファイル名」、「比較元ファイル名」または「New File」のいずれかの文字列が表示さ
れます。

「指定ファイル名」は、次の場合に表示されます。
・ ファイルを指定して読み込み、表示されたとき
・ ファイルに［名前を付けて保存］したとき
また、「New File」は次の条件で表示されます。

・ 本ソフトウェアを起動したとき
・ ［新規作成］メニューをクリックしたとき
・ 通信で本体に接続し、設定を受信したとき

コンテンツ選択ツリー
本体に設定したい項目（編集項目）を選択するツリーです。
コンテンツ選択ツリーの項目をクリックすると、右側の「コンテンツエリア」の表示が変
わります。ツリーの各設定に応じた設定項目に切り替わります。

コンテンツエリア
設定項目の詳細が表示されるエリアです。
コンテンツ選択ツリーで選択された設定コンテンツが表示されます。
設定ソフト起動直後は、チャネル設定のコンテンツを表示します。チャネル設定がない場合、
表示設定のコンテンツを表示します。

レイアウト変更バー
画面のレイアウトを変更できます。
レイアウト変更バーを左右にドラッグし、ドロップすると、コンテンツ選択ツリーとコン
テンツエリアの表示幅を変更できます。

1.3　画面とメニュー
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表示切り替えボタン
クリックすると、コンテンツ選択ツリーの表示、非表示を切り替えることができます。

［コピー］ボタンと［貼り付け］ボタン
設定項目の編集時に、設定内容をコピーしたり、貼り付けたりするためのボタンです。

操作方法： 	選択範囲をコピー＆ペーストする

ジャンプ表示ボタン
指定した設定項目に表示をジャンプさせることができるボタンです。

操作方法： 	ジャンプ機能を使う

ツールボタン
ボタンに割り当てられた機能に応じた一括編集処理を行うことができます。

操作方法： 	ツールボタンを使う

1.3.2	 メニュー操作の基本と流れ
ハードウェア設定の基本的な操作手順は次のとおりです。
操作の詳細については 2 章「設定データを作成する」をご覧ください。

基本操作

1 起動する。

2  タブを選択する。（［設定］、［本体操作］、［システム］、［オプション］）

3  手順 2 で選択したタブから、メニューを選択する。（［新規作成］、［開く］、［記録開始］、
［記録停止］など）

4  表示されるダイアログボックスに応じて操作する。

5  設定内容を編集する場合は、コンテンツ選択ツリーから編集したいタイトルを選択す
る。表示される設定項目を入力、または選択で編集する。

6  作成、または変更した設定ファイルの処理を、タブ、メニューからを選択し、実行する。
（［保存］または、［送信］など）

7  終了する。

1.3.3	 制御設定とプログラムパターン設定
SMARTDAC+ ハードウェア設定（R4.01 以降）では、GX/GP/GM のループ制御機能（PID 制
御モジュール：GX90UT-02-11）、およびプログラム制御機能（付加仕様、/PG）の設定を作
成することができます。

・ 制御機能の詳細については、以下の取扱説明書をお読みください。
 GX10/GX20/GP10/GP20/GM10 ループ制御機能、プログラム制御機能（付加仕様、/

PG） ユーザーズマニュアル（IM 04L51B01-31JA）

ハードウェア設定で、制御関連の設定を行うためには、システム構成で「PID 制御モジュー
ル］と［プログラム制御機能］の設定をする必要があります。： 「2.1.1 システム構成にあ
わせてファイルを作成する」

プログラムパターン設定については、本書の「第 5 章 プログラム制御機能（/PG）付き GX/
GP/GM のプログラムパターン設定」をお読みください。

1.3　画面とメニュー
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1.3.4	 操作の流れ
本ソフトウェアの機能と操作の流れを示します。

起動

画面表示

編集しますか？システム設定

Yes

編集したい設定コンテンツを選択する

設定データの送信を
しますか？

新規作成 設定データを
受信して表示する

ファイル保存

データ送信

No

Yes

No

通信設定

通信設定

記録開始／停止
演算開始／停止
制御開始／停止

プログラム制御開始／停止
ハードウェア情報表示
再構築（GM）

データ受信

終了

印刷

設定データを
表示する

コンテンツエリアを編集する

印刷を
しますか？

本体を操作する

Yes

No

初期化データの初期化を
しますか？

Yes

No

1.4 節

2.1 節 2.2 節 3.1 節 3.2 節

2.3 節

2.4 節

1.4 節

3.1 節

2.5 節

2.6 節

1.3　画面とメニュー
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1.4	 起動方法と終了方法

1.4.1	 起動方法
操　作

1 スタートメニューの、［すべてのプログラム］ー［SMARTDAC+ STANDARD］ー［ハー
ドウェア設定］を選択します。

 インストール直後の初回起動時は「Windows セキュリティの重要な警告」ダイア
ログが表示されます。「アクセスを許可する」を選択してください。

ハードウェア設定が起動し、次のような画面が表示されます。

［閉じる］

［拡大レベルの変更］

Note
•	 初期設定は GX10 のシステム構成になっています。
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Edge、Chrome の拡大レベルについて
 本ソフトウェアは、ブラウザの拡大レベルを 100％に設定してご使用ください。100% 以

外の設定では、レイアウトが崩れることがあります。
 起動時に以下のメッセージが表示された場合は、［OK］をクリックした後、ブラウザ上

から 100% を選択してください。
 F5 キー（画面の更新）を押す、またはソフトウェアを再起動すると変更が反映されます。

初回起動時のシステム構成
システム構成（［システム］タブ ー［システム構成］）は、初回起動時は下表の設定になっ
ています。設定ファイルを作成する前に、［システム構成］をお使いの GX/GP、GM の構成
に合わせてください。

システム構成について： 「2.1 設定データを新規作成する」
項目 値
製品名称 GX10/GP10
バージョン ( 最新のバージョンが表示されます）
モジュール AI モジュール 
オプション 全オプションなし

複数起動させたいとき
本ソフトウェアは（バージョン R2.01.01 以降）同時に複数起動させることができます。
複数の設定ソフトウェアを起動させる場合は、前ページの手順１を繰り返してください。
最初に起動された設定ソフトウェアは、前回終了時のポート番号を使用して起動されます。
2 回目以降は 34443 〜 65535 内の未使用ポートを使用して起動されます。

Note
起動後に他のポート番号に変更する場合は、	「1.4.3 ポート番号の指定」の手順で変更することがで
きます。

1.4　起動方法と終了方法
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1.4.2	 表示言語と日付表示形式、小数点種類の指定、印刷条件の保持、Universal	
Viewer 差分表示の検索先、起動ブラウザ

表示言語を日本語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国語、イタリア語、
中国語 ( 繁体字 ) から選択することができます。また、各言語に応じて印刷時の日付表示形
式と小数点種類を選ぶことができます。

操　作

1 ［オプション］タブを選択します。

2  ［表示オプション］を選択します。

［表示オプション］ダイアログボックスが表示されます。

       

3  ▼をクリックして、［表示言語］を選択します。

4  日付表示方式、小数点種類を必要に応じて選択します。選択肢は下表のとおりです。

項目名 選択できる表示形式
日付表示方式 : 順番 ［年月日］、［月日年］、［日月年］

日付表示方式 : 区切り文字 ［/］（スラッシュ）、［.］（ピリオド）、［-］（ダッシュ）
月表示 ［数字］、［文字］
小数点種類 ［ポイント］、［カンマ］
印刷条件の保持 ［Off］、［On］

5  OK をクリックします。

Note
•	 日付表示方式、小数点種類は、「設定印刷画面」「バリデーション印刷画面」にのみ反映されます。
•	 ［表示言語］が日本語、韓国語、中国語、中国語（繁体字）の場合は、［月表示］は［数字］の

みとなります。

印刷条件の保持
 ［On］に設定すると、次回のソフトウェア起動時から前回終了時の印刷条件を復元します。
 印刷条件は、「設定印刷用画面」と「バリデーション印刷画面」、それぞれ独立して保持

します。

Note
Universal	Viewer 差分表示機能を使用して表示したバリデーション印刷画面では、印刷条件を保持
しません。

1.4　起動方法と終了方法
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Universal	Viewer 差分表示
Universal Viewer 差分表示機能を使用する場合、設定ファイル（.GSL）の検索先を設定して
おくことができます。検索先を設定しておくと、毎回検索先を選択する必要がなくなります。

 Universal Viewer 差分表示機能および検索先の設定については、「4.3 Universal Viewer
差分表示機能（ソフトウェアバージョン R4.07 以降）」をご覧ください。

 差分表示については「2.6.2 バリデーション印刷」をご覧ください。

起動ブラウザ
起動ブラウザを設定します。
選択肢には、インストールされているブラウザが表示されます。
初期値は Microsoft Edge です。
選択したブラウザは、次回起動時に反映されます。

1.4.3	 ポート番号の指定
本ソフトウェアで Web ブラウザを使用するための「HTTP ポート番号」を指定できます。
HTTP ポート番号の初期値は「ハードウェア設定」は「34443」、「プログラムパターン設定」
は「34503」に設定されています。他のポート番号に変更する場合は、下記の手順で変更を
行います。

操　作

1 ［オプション］タブを選択します。

2  ［ポート番号］を選択します。

［ポート番号］ダイアログボックスが表示されます。

3  指定するポート番号（入力範囲：34443~65535）を入力します。

Note
変更後のポート番号を有効にするためには、本ソフトウェアを再起動してください。
再起動するまでは、古いポート番号で動作します。

1.4　起動方法と終了方法
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1.4　起動方法と終了方法

1.4.4	 設定編集形式の指定
プログラムパターン設定画面にてセグメント時間編集方式を選択することができます。

操　作

1 ［オプション］タブを選択します。

2  ［設定オプション］* を選択します。
*		プログラム制御オプション有、かつ、PID モジュールが 1 つ以上装着されているときに表示さ
れます。

［設定オプション］ダイアログボックスが表示されます。

3  ▼をクリックして、セグメント時間編集方式を選択します。

項目名 選択できる表示形式
セグメント時間編集方式 [ 時間方式 ]、[ 時間方式 / 勾配方式を選択 ]

4  OK をクリックします。

解　説

セグメント時間編集方式
パターン番号ごとにセグメント時間編集方式を選択可能とするか設定します。

勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

選択肢 説明
時間方式 時間方式固定となります。
時間方式 / 勾配方式を選択 パターン番号ごとに時間方式、勾配方式の選択が可能となります。

1.4.5	 終了方法
操　作

1 ブラウザの終了操作を行ってください。ウィンドウの［閉じる］ボタンをクリック、
または、メニューから終了します。

Note
設定データを変更すると、変更は内部に保存され、次回起動時にはそのまま表示されます。



Blank
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2.1	 設定データを新規作成する

2.1.1	 システム構成にあわせてファイルを作成する
GX/GP、GM の各機能を設定するためのデータファイルを新規作成します。チャネルや表示
の設定を編集する前に、まず、本体のシステム構成にあわせたファイルを作ります。

操　作

1 ハードウェア設定を起動します。
設定画面が表示されます。

2  ［設定］タブ －［新規作成］をクリックします。

表示中の設定ファイルを保存するかどうかの確認メッセージが表示されます。

3  ファイルを保存したいときは［はい］ボタンを、保存しなくてよいときは［いいえ］
ボタンをクリックします。

［はい］を選択すると、ファイルを保存するためのダイアログボックス（下図）が表示されます。

ファイルの保存方法： 2.4 設定データを保存する

「いいえ」を選択すると、手順 4 の［システム構成］ダイアログボックスが表示されます。

第 2 章 設定データを作成する
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Note
•	 設定ファイルを作成するときは、最初に機器にあわせてシステム構成を設定します。[ システム

構成 ] 設定画面は、[ システム ] タブ	－	[ システム構成 ] からも表示できます。
•	 ［システム構成］を変更すると、それまで編集していた設定項目の内容は初期化されます。

4 本体の［システム構成］を設定します。

モジュール

オプション

製品名称（［GX10/GP10］タブ）
ファームウェアのバージョン機器タイプ

5  本体に合わせて［GX10/GP10］［GX20/GP20］または［GM10］のタブを選びます。

6  ［基本構成］の、［製品名称］［バージョン］、［製品タイプ］を設定します。

各タブページの［基本構成］の項目は下表のとおりです。

タブページ名 項目名 表示される値 初期値

GX10/GP10

製品名称（固定） GX10/GP10 GX10/GP10

バージョン	（Note）
R5.02、R5.01、R4.09、R4.08、R4.07、R4.06、
R4.04、R4.03、R4.02、R4.01、R3.02、R3.01、
R2.02、R2.01、R1.03、R1.02

R5.02

機器タイプ GX10-1、GP10-1、GP10-1（電源電圧 12VDC） GX10-1

GX20/GP20

製品名称（固定） GX20/GP20 GX20/GP20

バージョン	
R5.02、R5.01、R4.09、R4.08、R4.07、R4.06、
R4.04、R4.03、R4.02、R4.01、R3.02、R3.01、
R2.02、R2.01、R1.03、R1.02	、R1.01

R5.02

機器タイプ GX20-1、GX20-2、GP20-1、GP20-2 GX20-1

GM10

製品名称（固定） GM10 GM10	

バージョン
R5.02、R5.01、R4.09、R4.07、R4.06、R4.05、
R4.04、R4.03、R4.02、R4.01、R3.02、R3.01、
R2.03、R2.02

R5.02

機器タイプ GM10-1、GM10-2 GM10-1

2.1　設定データを新規作成する
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Note

	ハードウェア設定 R4.01.01 より、本体のファームウェアバージョン表記の下 2 桁（以下、サブレ
ビジョンといいます。）が表示されなくなりました。ただし、本体から受信、	本体が作った設定ファ
イルを読み込んだ場合は、サブレビジョンは省略されずに表示されます。（例：R4.01.01）

7  ［オプション］を設定します。

表示されるオプションの種類は、本体とそのファームウェアバージョンにより変わ
ります。対応オプションは下表のとおりです。

オプション名
GX/GP GM

初期値
ファームウェアバージョンと

表示の有無
初期値

ファームウェアバージョンと
表示の有無

シリアル通信 無 R1.01.01 以降で表示。 無 R2.02.01 以降で表示。

Fail 出力、1 点 無 R1.01.01 以降で表示。

演算（ﾚﾎﾟｰﾄ機能含む） 無 R1.01.01 以降で表示。 無 R2.02.01 以降で表示。

通信チャネル機能 無

R1.01.01 以降で表示。
R2.01.01 以降で、［WT 通信］
が［有］のとき、本オプショ
ンは［有］に固定されます。

無

R2.02.01 以降で表示。
［WT 通信］が［有］のとき、
本オプションは［有］に固定
されます。

USB インターフェース ( ﾎｽﾄ 2 ﾎﾟｰﾄ ) 無 R1.01.01 以降で表示。

拡張ｾｷｭﾘﾃｨ機能 (Part11 対応 )（Note) 無 R2.01.01 以降で表示。 無 R2.03 以降で表示。

LOG スケール 無 R2.01.01 以降で表示。 無 R2.02.01 以降で表示。

EtherNet/IP 無 R2.01.01 以降で表示。 無 R2.02.01 以降で表示。

WT 通信 無 R2.01.01 以降で表示。 無 R2.02.01 以降で表示。

Bluetooth 無 R2.02.01 以降で表示。

航空宇宙向け熱処理 無 R3.01.01 以降で表示。 無 R3.01.01 以降で表示。

マルチバッチ機能（Note) 無 R3.01.01 以降で表示。 無 R3.01.01 以降で表示。

OPC-UA サーバ 無 R3.01.01 以降で表示。 無 R3.01.01 以降で表示。

SLMP 通信 無 R3.01.01 以降で表示。 無 R3.01.01 以降で表示。

920MHz 無線通信（親機）機能 無 R3.02.01 以降で表示。 無 R3.02.01 以降で表示。

920MHz 無線通信（子機）機能 無 R3.02.01 以降で表示。

プログラム制御（Note） 無 R4.01.01 以降で表示。 無 R4.01.01 以降で表示。

積算バーグラフ表示機能 無 R4.06.01 以降で表示。

注：斜線は、そのオプションがないことを表しています。

Note
•	 ［拡張ｾｷｭﾘﾃｨ機能 (Part11 対応 )］とは、GX/GP、GM の拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）

を指します。
•	 ［マルチバッチ機能］とは、GX/GP、GM のマルチバッチ機能（付加仕様、/BT）を指します。
•	 ［プログラム制御］とは、GX/GP、GM のプログラム制御機能（付加仕様、/PG）を指します。

2.1　設定データを新規作成する
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8  オプション設定で、拡張セキュリティ機能、またはマルチバッチ機能を［有］にした
場合は、［オプション詳細］で機能の有効無効を選択します。

項目名 選択肢 初期値 説明
拡張セキュリティ機能有効無効 On、Off Off 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）付

きの GX/GP、GM で、機能を有効にするとき、
On を選択します。

マルチバッチ機能有効無効 On、Off Off マルチバッチ機能（付加仕様、	
/BT）付きの GX/GP、GM で、機能を有効に
するとき、On を選択します。

バッチ数 GX10-1
GX20-1
GM10-1

2 ～ 6 6
マルチバッチ機能を［On］に設定したとき、
▼をクリックしてバッチ数を選択できます。

GX20-2
GM10-2

2 ～ 12 12

Note
拡張セキュリティ機能（/AS）とマルチバッチ機能（/BT）は、ハードウェア設定ソフトからの設
定送信で実際に機能を有効にすることはできません。ここでは、記録計本体とのシステムの状態
を合わせて設定を作成するために、有効無効を選択します。

9  測定動作モードを選択します。
ただし、手順 8 で拡張セキュリティ機能、またはマルチバッチ機能を有効に設定し
た場合、[ 高速 ] と [ デュアルインターバル ] は選択できません。

Note
各オプション機能の詳細については、以下の取扱説明書をお読みください。
当社ホームページ（www.smartdacplus.com/manual/ja/）よりダウンロードできます。
•	 拡張セキュリティ機能（/AS）ユーザーズマニュアル	 IM	04L51B01-05JA（GX/GP）
	 		 	 	 	 	 	 IM	04L55B01-05JA（GM）
•	 マルチバッチ機能（/BT）	ユーザーズマニュアル	 	 IM	04L51B01-03JA（各機種共通）
•	 OPC-UA サーバ（/E3）	ユーザーズマニュアル	 	 IM	04L51B01-20JA（各機種共通）
•	 SLMP 通信（/E4）	ユーザーズマニュアル	 	 	 IM	04L51B01-21JA（各機種共通）
•	 ループ制御機能、プログラム制御機能（	付加仕様、/PG）ユーザーズマニュアル
	 		 	 	 	 	 	 IM	04L51B01-31JA（各機種共通）

2.1　設定データを新規作成する

www.smartdacplus.com/manual/ja/
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10  ［モジュール構成］を設定します。IO モジュール、拡張モジュール、ネットワークモ
ジュールを選択してください。

下図は［GX10/GP10］タブの例です。

クリックして
[形名]を選ぶ

ID

タブページ名 表示される ID（スロット番号）の数 形名
GX10/GP10 0 ～ 2 本体の［バージョン］ごとに選択

可能なモジュールが表示されま
す。（別表を参照）

GX20/GP20 0 ～ 9
GM10 0 ～ 9

IO 拡張モジュール（GX90EX-02-TP1）を使用している場合
・ GX10/GP10 は［ID］の［2］だけに設定できます。
・ GX20/GP20 は［ID］の［9］だけに設定できます。
・ GM10 では、［ID］の［0］〜［6］のいずれかに設定することができます。ただし、

IO 拡張モジュール以降に他のモジュールを設定することはできません。（［ID］の［7］
〜［9］では、IO 拡張モジュールは選択リストに表示されません。）

ネットワークモジュール（GX90NW-02-PN）を使用している場合
・ GX10/GP10 は［ID］の［2］だけに設定できます。ただし、GP10-1（電源電圧 12 

V DC）を選択している場合は設定することはできません。
・ GX20/GP20 は［ID］の［9］だけに設定できます。
・ GM10 では、［ID］の［0］〜［9］のいずれかに設定することができます。ただし、

ネットワークモジュール以降に他のモジュールを設定することはできません。

モジュールの［形名］は、本体の［バージョン］に合わせて表示されます。選択可
能な IO モジュール形名は下表を参照してください。

モジュール形名
本体のファームウェアバー
ジョン 説明
GX/GP GM

無 R1.01.01 以降 R2.02.01 以降 モジュールが装着されていない状態

GX90XA-10-U2 R1.01.01 以降 R2.02.01 以降 AI モジュール（ユニバーサル）

GX90XA-10-T1 R1.03 以降 R2.02.01 以降 AI モジュール（電磁リレー）

GX90XA-10-C1 R2.01.01 以降 R2.02.01 以降 AI モジュール（電流）

GX90XA-10-L1 R2.01.01 以降 R2.02.01 以降 AI モジュール（低耐圧）

GX90XD-16-11 R1.01.01 以降 R2.02.01 以降 DI モジュール

GX90YD-06-11 R1.01.01 以降 R2.02.01 以降 DO モジュール

GX90WD-0806-01 R2.01.01 以降 R2.02.01 以降 DIO モジュール

GX90EX-02-TP1 R2.01.01 以降 R2.02.01 以降 IO 拡張モジュール

GX90XP-10-11 R3.01.01 以降 R3.01.01 以降 パルス入力モジュール

GX90YA-04-C1 R3.02.01 以降 R3.02.01 以降 AO モジュール

GX90XA-04-H0 R4.01.01 以降 R4.01.01 以降 AI モジュール（高速ユニバーサル）

GX90XA-06-R1 R4.01.01 以降 R4.01.01 以降 AI モジュール（4 線式	RTD ／抵抗	）

次ページにつづく

2.1　設定データを新規作成する
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モジュール形名
本体のファームウェアバー
ジョン 説明
GX/GP GM

GX90UT-02-11 R4.01.01 以降 R4.01.01 以降 PID 制御モジュール

GX90XA-10-V1 R4.03.01 以降 R4.03.01 以降 AI モジュール（高耐圧）

GX90NW-02-PN R5.02.01 以降 R5.02.01 以降 ネットワークモジュール（PROFINET）

11 拡張モジュールを装着している場合は、モジュール構成を設定します。
［拡張ユニット］タブをクリックし、ページを表示させます。［拡張ユニット］タブ
は、［本体］タブの後にあります。

12  ［拡張ユニット］の［Unit1］から［Unit6］までの［モジュール構成］を設定します。

モジュール構成に選択できる［形名］は下表のとおりです。
本体（［本体］タブの［モジュール構成］）に IO 拡張モジュールが設定されていな
いときは、表示が無効となり選択することができません。

ID 形名 初期値 説明

EXT
GX60 ／未使用
または
GX90EX-02-TP1 ／未使用

未使用
ベースユニットの形名（固定）
GMタブでは、GX90EX-02-TP1を表示します。

0~5

無

無 装着されるモジュールを表示します。

GX90XA-10-U2

GX90XA-10-T1

GX90XA-10-L1

GX90XA-04-H0

GX90XA-10-V1

GX90XA-10-C1

GX90XA-06-R1

GX90XD-16-11

GX90XP-10-11

GX90YA-04-C1

GX90YD-06-11

GX90WD-0806-01

GX90UT-02-11

2.1　設定データを新規作成する
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13  各項目を設定したあと、［OK］ ボタンをクリックします。
システム構成を読み込んで、それに基づく設定項目が作成されます。

システム構成の設定で、PID 制御モジュール（GX90UT）およびプログラム制御機能（付加仕様、
/PG）を有効にした場合は、［制御設定］および［プログラムパターン］のタブが表示されます。

•	 PID 制御モジュールあり：制御設定タブ表示。

•	 PID制御モジュール+プログラム制御機能（/PG）あり：制御設定+プログラムパターンタブ表示。

プログラム制御機能を［有］にしても、PID 制御モジュールを装着しないと［プログラムパターン］
タブは表示されません。

制御機能あり制御機能なし

モジュール数が制限を超えている場合は、下図のような警告メッセージが表示され
ます。補助メッセージの内容に従って、モジュールの設定を修正してください。

補助メッセージ

	 モジュール数、チャネル数の制限： 	モジュール構成の制限について（次ページ）
 メッセージの詳細： 「警告メッセージ」、および「W016 の補助メッセージ」

14  新規画面の各設定項目を編集し、設定データを作成します。
	 設定項目を編集する例： 2.3 設定データを編集する
 プログラムパターンの設定： 5 章

操作完了

2.1　設定データを新規作成する
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モジュール構成の制限について
［本体］および［拡張ユニット］タブの［モジュール構成］の設定では、下記の制限を超え

ないようにモジュールを選択してください。制限を超えた状態で［OK］をクリックすると、
メッセージが表示されます。メッセージで指定されたモジュールやチャネルの数を修正し
てください。

メッセージ： 「警告メッセージ」、および「W016 の補助メッセージ」

各モジュールごとのチャネル数（カウント数）

モジュール 形名 チャネル数（1 モジュールあたり）

AI モジュール

ユニバーサル GX90XA-10-U2 10
電磁リレー GX90XA-10-T1 10
電流 GX90XA-10-C1 10
低耐圧 GX90XA-10-L1 10
高耐圧 GX90XA-10-V1 10
高速 GX90XA-04-H0 		4
4 線式 RTD ／抵抗 GX90XA-06-R1 		6

DI モジュール GX90XD-16-11 16
DO モジュール GX90YD-06-11 		6
DIO モジュール GX90WD-0806-01 入力 8	、出力 6	
パルス入力モジュール GX90XP-10-11 10
AO モジュール GX90YA-04-C1 4
PID 制御モジュール GX90UT-02-11 入力 8	、出力 18

システム全体の制限
IO モジュール数制限

機器名 制限内容
GX10-1 IO モジュールはシステム全体で 10 個まで。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2 IO モジュールはシステム全体で 45 個まで。
GP20-2
GM10-1 IO モジュールはシステム全体で 10 個まで。
GM10-2 IO モジュールはシステム全体で 42 個まで。

DO/DIO モジュール数制限（PID 制御モジュールを含む）

機器名 制限内容
GX10-1 DO/DIO モジュールはシステム全体で 10 個まで。

PID 制御モジュールは DO として上記制限数に含まれます。GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1
GM10-2

PID 制御モジュール数制限 *

機器名 制限内容
GX10-1 PID 制御モジュールはシステム全体で 3 個まで。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2 PID 制御モジュールはシステム全体で 10 個まで。
GP20-2
GM10-1 PID 制御モジュールはシステム全体で 3 個まで。
GM10-2 PID 制御モジュールはシステム全体で 10 個まで。

	 *：GX90YD、または GX90WD（DO/DIO モジュール）と併せて設定する場合、最大で合計 10 個までです。

2.1　設定データを新規作成する
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IO チャネル数制限

機器名 制限内容
GX10-1 IO チャネルは、システム全体で 100 チャネルまで。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2 IO チャネルは、システム全体で 500 チャネルまで。
GP20-2
GM10-1 IO チャネルは、システム全体で 100 チャネルまで。
GM10-2 IO チャネルは、システム全体で 500 チャネルまで。

Note
「システム全体の…」とは、本ソフトウェアの［本体］タブと［拡張ユニット］タブで指定された
モジュールの合計個数、または合計チャネル数を表します。

本体、またはユニット単位の制限
本体の IO 拡張モジュール（GX90EX-02-TP1）制限

機器名 制限内容
GX10-1 ［本体］では、［ID］の［	2	］だけに設定できる。
GP10-1
GX20-1 ［本体］では、［ID］の［	9	］だけに設定できる。
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1 ［本体］では、［ID］の［	0	］~［	6	］のいずれかに 1 個だけ、設定できる。

［	7	］~［9	］の選択リストでは IO 拡張モジュールは表示されない。
また、IO 拡張モジュールを設定した［ID］は末尾と認識され、それ以降に他のモジュー
ルを設定することができない。

GM10-2

本体の EMR モジュール：AI モジュール、電磁リレースキャナ方式（GX90XA-10-T1）制限

機器名 制限内容
GX10-1 制限なし。いずれの［ID］にも EMR モジュールを設定できる。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1 ［本体］では、［ID］の［	0	］~［	7	］のいずれかに設定できる。［8］、［9］のリストで

は EMR モジュールは表示されない。また、EMR モジュールを含め、モジュールは 8 個
までしか設定できない。

GM10-2

本体の高速 AI モジュール：AI モジュール、高速ユニバーサル方式（GX90XA-04-H0）制限

機器名 制限内容
GX10-1 制限なし。いずれの［ID］にも高速 AI モジュールを設定できる。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1 ［本体］では、［ID］の［	0	］~［	7	］のいずれかに設定できる。［8］、［9］のリストで

は高速 AI モジュールは表示されない。また、モジュールは 8 個までしか設定できない。
AO モジュールとの組み合わせでは最大 7 個までしか設定できない。

GM10-2

2.1　設定データを新規作成する
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本体のネットワークモジュール（GX90NW-02-PN）制限

機器名 制限内容
GX10-1 ［本体］では、［ID］の［	2	］だけに設定できる。

GX90UT	と GX90YA	はいずれか 1	モジュールまで装着できる。
GP10-1( 電源電圧 12	V	DC) を選択している場合は設定することはできません。

GP10-1

GX20-1 ［本体］では、［ID］の［	9	］だけに設定できる。
GX90UT	を含む場合、GX90NW	を含め最大 7	モジュールまで装着できる。
GX90XA-10-T1 を含む場合、GX90NW を含め最大８モジュールまで装着できる。

GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1 ［本体］では、［ID］の［	0	］~［	9	］のいずれかに 1 個だけ、設定できる。

また、ネットワークモジュールを設定した［ID］は末尾と認識され、それ以降に他のモ
ジュールを設定することができない。

「GM のモジュール装着についての制限」を参照。

GM10-2

Note
「本体のモジュール数」とは、［本体］タブで指定されたモジュールの数を表します。

各ユニットのモジュール数制限

機器名 制限内容
GX10-1 •	DIO モジュール

	 1 ユニット内に 1 個まで。
•	AO モジュール
	 GX10-1、GP10-1 の場合：1 ユニット内に 1 個まで。
	 上記以外（拡張ユニットを含む）：1 ユニット内に 2 個まで。
ただし、PID 制御モジュールが接続された場合、各ユニットごとに実装できるモジュー
ル数に制限がかかります。

GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1
GM10-2

PID 制御モジュール（GX90UT-02-11）が装着された場合の各ユニットのモジュール総数制限

機器名 制限内容
GX10-1 制限なし。ただし、GP10-1 電源電圧	12VDC モデルは、1 ユニットにつき 2 個まで。
GP10-1
GX20-1

1 ユニットにつき 8 個まで。
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1

1 ユニットにつき 5 個まで。
GM10-2

各ユニットの IO チャネル数制限

機器名 制限内容
GX10-1 1 ユニットにつき、100 チャネルまで。
GP10-1
GX20-1
GP20-1
GX20-2
GP20-2
GM10-1
GM10-2

Note
「1 ユニット」とは、本体、または、拡張ユニットひとつを指します。

測定動作モードによる制限
測定動作モードの選択によって、モジュール設定に以下の制限があります。

・ [ 高速 ] を選択したときは、DI、DIO、高速 AI モジュール、ネットワークモジュール以外
は設定できません。

・ [ デュアルインターバル ] を選択したときは、PID 制御モジュールは設定できません。

2.1　設定データを新規作成する
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GMのモジュール装着についての制限
GM では、モジュールの種類や組み合わせによって、以下の装着制限があります。メッセー
ジ W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」が表示された場合は、モジュール
の装着位置（スロット = ID）や数を確認してください。

GM のモジュール装着制限（メインユニットのみ） 表示される警告メッセージ
1 高速 AI モジュールは、スロット 8、9 に装着できない。（メッセージなし）（高速 AI モジュールは、スロット 8、

9 のリストに表示されません。）
2 高速 AI モジュールがス

ロット 0 ～ 7 のいずれか
に装着されている。

かつ、AO モジュールがス
ロット 7 ～ 9 に装着され
ている。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・設定可能な高速 AI モジュール数を超えています。
・設定可能な AO モジュール数を超えています。
・設定可能な IO モジュール数を超えています。

3 AO モジュールが 0 ～ 9 の
いずれかに装着されてい
る。

かつ、高速 AI モジュール
がスロット 7 に装着され
ている。

同上

4 PID 制御モジュールはスロット 5 ～ 9 に装着できない。（メッセージなし）（PID 制御モジュールは、スロット 8、
9 のリストに表示されません。）

5 EMR モジュールがスロッ
ト 0 ～ 7 のいずれかに装
着されている。

かつ、いずれかの IO モ
ジュールがスロット 8 ～ 9
に装着されている。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・設定可能な EMR モジュール数を超えています。
・設定可能な IO モジュール数を超えています。

6 高速 AI モジュールがス
ロット 0 ～ 7 のいずれか
に装着されている。

かつ、いずれかの IO モ
ジュールがスロット 8 ～ 9
に装着されている。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・設定可能な高速 AI モジュール数を超えています。
・設定可能な IO モジュール数を超えています。

7 高速 AI モジュールがス
ロット 0 ～ 7 のいずれか
に装着されている。

かつ、AO モジュールが 0
～ 9 のいずれかに装着さ
れている。

かつ、いずれかの IO モ
ジュールがスロット 7 ～ 9
に装着されている。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・設定可能な高速 AI モジュール数を超えています。
・設定可能な AO モジュール数を超えています。
・設定可能な IO モジュール数を超えています。

8 PID 制御モジュールがス
ロット 0 ～ 4 のいずれか
に装着されている。

かつ、いずれかの IO モ
ジュール、または、IO 拡
張モジュール	* がスロット
5 ～ 9 に装着されている。

*：IO 拡張モジュールは、
スロット 0 ～ 6 のみに装
着できます。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・設定可能な PID モジュール数を超えています。
・設定可能な IO モジュール数を超えています。*1
・設定可能な IO 拡張モジュール数を超えています。*2

*1：		IO 拡張モジュール以外の IO モジュールが条件に合
わない。

例）	PIDモジュールが装着されている状態で、AIモジュー
ルがスロット 9 に装着されている。

*2：	IO 拡張モジュールが条件に合わない。
例）	PID モジュールが装着されている状態で、IO 拡張モ

ジュールがスロット 5 に装着されている。
9 AI モジュール、または、

AO モジュールがスロット
0 ～ 5 のいずれかに装着さ
れている。

かつ、ネットワークモ
ジュールがスロット 6 ～ 9
に装着されている。

W016「接続の制限を超えたモジュールが存在します」と、
以下の補助メッセージが表示されます。
・PROFINET モジュールの接続制限を満たしていません。

2.1　設定データを新規作成する
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2.2	 設定データを表示する

2.2.1	 ファイルを開く
PC に保存された既存の設定ファイルを読み込んで表示させます。
プログラムパターンを含む設定ファイルを開く（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）：

2.2.4 節

操　作

1 ハードウェア設定を起動します。
設定画面が表示されます。

2  ［設定］タブ －［開く］をクリックします。

［ファイルを開く］ダイアログボックス * が表示されます。
*	 測定データファイル（*.GSE、*.GSD）の設定データを表示させるには、［ファイルの種類］を変

更してください。

現在の場所

ダブルクリックでフォルダが開く

クリックすると、ひとつ上のフォルダに移動

クリックしてファイルの種類を選ぶ
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3  表示させたいファイルを選択し、［ 開く］ ボタンをクリックします。

［開く］ボタンをクリック

データが読み込まれます。

読み込んだファイル名が
表示される

Note
•	 拡張セキュリティ機能（/AS）オプション付き GX/GP、GM の設定ファイルでは、［セキュリティ

設定］の表示には認証が必要になります。詳しくは、「4.2 ユーザ認証について」を参照してく
ださい。

•	 拡張セキュリティ機能（/AS）オプション付き GX/GP、GM の設定ファイル（拡張子	.GSL）は表示・
編集後の上書き保存はできません。

•	 測定データファイルを指定すると、ファイル内に収納されている設定ファイルのデータが読み
込まれます。

•	 ファイルを指定するとき、格納場所へのパスには文字数の制限（ファイル名を含め 256 文字）
があります。制限を超えるとエラーになりますので、階層の深さ、および、ファイル名の長さ
にはあらかじめご注意ください。

2.2　設定データを表示する
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2.2.2	 比較元のファイルを開く
ハードウェア設定には、設定データを検証するための設定値比較印刷機能（バリデーショ
ン印刷）があります。［比較元読込］メニューを使用すると、基準となる比較元のファイル
を読み込むことができます。比較したファイルの差分は、［バリデーション印刷画面］で確
認します。
プログラムパターンの比較元ファイルを開く（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）：
2-21 ページ

1 ハードウェア設定を起動します。
設定画面が表示されます。

2  比較元の設定ファイルを読み込む前に、比較の対象となる設定ファイルを開いておき
ます。

	 ファイルを開くには： 2.2.1 ファイルを開く

Note
比較元ファイルと、表示中の設定ファイルのシステム構成は一致させてください。システム構成
が一致しないとき、比較元ファイルを読み込むことができません。
 システム構成を設定する：  2-2 ページの「手順 4」

3  ［設定］タブ －［比較元読込］をクリックします。

［比較元読込］ダイアログボックスが表示されます。

2.2　設定データを表示する



2-15IM 04L61B01-02JA

設
定
デ
ー
タ
を
作
成
す
る

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

付付

索索

4  比較元となるファイルを選択し、［開く］をクリックします。

比較元ファイルが読み込まれると、ウィンドウ右上にファイル名が２つ表示されます。

左側が現在表示中の設定ファイル名、右側が比較元のファイル名です。

5  ［設定］タブ －［バリデーション印刷画面］をクリックします。

別ウィンドウが開き、印刷用画面の読み込みを開始します。

［バリデーション印刷画面］が表示されます。

6  ［バリデーション印刷画面］の左側、［差分表示］の［あり］をクリックします。

［差分表示］の有無

2.2　設定データを表示する
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画面右側の印刷内容で、設定データの差分を確認することができます。

	 ［バリデーション印刷画面］の詳細： 2.6.2 バリデーション印刷

Note
「比較元データ」は、以下の操作を行った場合に破棄されます。
•	 新たにシステム情報が異なるファイルを開いたとき
•	 本体からシステム情報が異なる設定を受信したとき
•	 システム構成を変更したとき
•	 新規にファイルを作成したとき

2.2　設定データを表示する
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2.2.3	 変更元のファイルを開く
［変更読込］メニューを使用すると、現在表示中の設定データに、別ファイルの設定データ

を反映することができます。（システム構成は反映されません。）

操　作

1 1 ハードウェア設定を起動します。
設定画面が表示されます。

2  変更の対象となる設定ファイルを開いておきます。
	 ファイルを開くには： 2.2.1 ファイルを開く

3  ［設定］タブ －［変更読込］をクリックします。

［変更読込］ダイアログボックスが表示されます。

2.2　設定データを表示する
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4  変更元となるファイルを選択し、［開く］をクリックします。

変更元のデータが読み込まれ、表示中の設定データが変更されます。

コンテンツエリアに
変更が反映される

5  変更後のデータを必要に応じて編集、または保存します。

設定ファイルの保存： 2.4 設定データを保存する

Note
［変更読込］メニューでは、設定値の変更のみ反映されます。システム構成設定とファイル名は変
更されません。

2.2　設定データを表示する
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2.2.4	 プログラムパターンを含む設定ファイルを開く（プログラム制御機能付き
GX/GP、GM）

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM のプログラムパターンを含む設定ファ
イルを開く場合の操作です。

「ハードウェア設定」では、以下の方法でファイルを開くことができます。
・ 設定ファイルとプログラムパターンファイルを一緒に開く。
・ 設定ファイルのみ開く。

「プログラムパターン設定」を使用すると、プログラムパターンファイルのみを開き、パター
ン編集をすることができます。： 5 章

操　作

1 ［設定］タブ －［開く］をクリックします。

［ファイルを開く］ダイアログボックスが表示されます。

2  設定ファイルを選択し、［ 開く］ ボタンをクリックします。
まず、設定を展開します。

［フォルダを指定してプログラムパターンを開く］ダイアログボックスが表示されます。

ただし、以下の場合は「設定のみ」を表示して、操作を完了します。

•	 	開いた設定ファイルにプログラム制御機能（/PG）、または PID 制御モジュールが存在しない。

次ページへ続く

2.2　設定データを表示する
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また、設定ファイルを開いた PC の同じフォルダに「ProgramPattern」（Note 参照）という名前のフォ
ルダが存在すると以下のダイアログを表示します。

［ProgramPattern］フォルダを開くか、任意のフォルダを指定して開くかを選択し
てください。

•	 	［ProgramPattern フォルダからプログラムパターンを開く］を選択した場合：該当のフォルダ
からプログラムパターンを読みこんで展開し、操作を完了します。

•	 	［フォルダを指定してプログラムパターンを開く］を選択した場合：フォルダを指定するため
のダイアログボックスを表示します。（手順３へ）

3  フォルダを指定（注）して、そのフォルダのなかに含まれるプログラムパターンを開き
ます。

	 注：フォルダをシングルクリックして行選択した状態のことです。

フォルダ内のプログラムパターンを展開し、操作を完了します。

Note
プログラムパターン	をハードウェア設定の設定画面に展開するとき、設定画面上にプログラムパ
ターンがあると、これを破棄し、新たな設定とプログラムパターンを設定ソフトの画面上に反映
します。このとき、設定のシステム /PV レンジ設定と合わないパターンは、合うように補正され
ます。補正後にメッセージ（W028）で補正されたパターン番号が通知されます。
	 関連項目： パターン番号補正の表示例

2.2　設定データを表示する
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2.2.5	 プログラムパターンの比較元を開く（プログラム制御機能付きGX/GP、GM）
ハードウェア設定には、設定データを検証するための設定値比較印刷機能（バリデーショ
ン印刷）があります。［比較元読込］メニューを使用すると、基準となる比較元のファイル
を読み込むことができます。比較したファイルの差分は、［バリデーション印刷画面］で確
認します。： 2-14 ページの「2.2.2 比較元のファイルを開く」

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM のプログラムパターンを含む設定ファ
イルを開いて［比較元読込］を実行すると、プログラムパターンの比較ができます。

操　作

1 比較元の設定ファイルを読み込む前に、比較の対象となるプログラムパターンを含む
設定ファイルを開いておきます。

2  ［設定］タブ －［比較元読込］をクリックします。

［比較元読込］ダイアログボックスが表示されます。

3  比較元となるファイル（*.GNL）を選択し、［開く］をクリックします。

［プログラムパターン比較元読込］ダイアログが表示されます。

次ページへ続く

2.2　設定データを表示する
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4  ［フォルダを指定してプログラムパターンを開く］をクリックします。

フォルダを指定するダイアログを表示します。

5  プログラムパターンフォルダを指定して［フォルダ内の全パターンファイルを開く］
をクリックします。

フォルダ内のパターンファイルが読み込まれ、パターンファイル名が表示されます。

6  プログラムパターンの比較元パターンファイル（*.GPT）を選び、そのファイル名の右
側にある［比較元読込］ボタンをクリックします。

比較元のプログラムパターンファイルが読み込まれます。

2.2　設定データを表示する
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7  ［設定］タブ －［バリデーション印刷画面］をクリックします。

別ウィンドウが開き、印刷用画面の読み込みを開始します。

［バリデーション印刷画面］が表示されます。

8  ［バリデーション印刷画面］の左側、［差分表示］の［あり］をクリックします。

［差分表示］の有無

画面右側の印刷内容で、設定データの差分を確認することができます。

	 ［バリデーション印刷画面］の詳細： 2.6.2 バリデーション印刷

2.2　設定データを表示する
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2.3	 設定データを編集する

2.3.1	 基本的な操作
本ソフトウェア上で GX/GP、GM の設定データを編集する場合の操作方法を説明します。
設定データの編集機能や表示画面は、本体の「Web アプリケーション」の設定編集機能と
同等です。また、設定項目は本体の設定項目と同等であるため、ここでは代表的な操作方
法と本ソフトの特徴についてのみ記載します。

各設定項目の詳細について：
	 Models	GX10/GX20/GP10/GP20　ペーパレスレコーダ　ユーザーズマニュアル	（IM04L51B01-
01JA）第 1	章	「GX/GP	を設定する」

	 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（IM04L55B01-01JA）第 2 章	「GM	
を設定する」

拡張セキュリティ機能（/AS）オプション付き GX/GP、GM の設定データ（*.GSL）の編集
「第 4 章 拡張セキュリティ機能（/AS）付き GX/GP/GM の設定データ」の注意事項も必ずお

読みください。

操　作
編集の基本的な操作手順を説明します。

1 ［設定］タブに、設定を編集するためのファイルを表示させます。

コンテンツ
エリア

コンテンツ選択ツリー

設定項目タイトル

2  表示画面左側の「コンテンツ選択ツリー」より、設定したい項目のタイトルを選択し
ます。（この例ではチャネルの設定をするものとします。）

ここが「+」のとき
クリックすると

ツリーが展開して
次のレベルが
表示される

選択すると
コンテンツの
表示が変わる

コンテンツ選択ツリー
（設定項目のタイトル）

タイトルを選択すると、画面右側のコンテンツエリアに設定項目が表示されます。
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チャネル設定のコンテンツは、設定区分を［レンジ］、［アラーム］、［表示設定］、［入
力値補正］に分けて表示することができます。［全て表示する］を選択すると、全
ての設定項目がコンテンツエリアに表示されます。

選択した区分ごとに設定項目が表示される

3  チャネルの設定を編集します。
 編集はコンテンツエリアの各設定項目に対して行います。

チャネル番号
1行＝1チャネル 右へ設定項目が続く

Note
設定画面に表示される項目や選択肢は、そのハードウェアのシステム構成に依存します。設定し
たい項目が表示されないときは、オプションやモジュール構成を確認してください。
	 ［システム構成］の設定方法： 2.1 設定データを新規作成する

ジャンプ機能を使う
 チャネル設定画面のような表形式の設定編集画面では、表示されている設定画面内の

指定した位置にジャンプすることができます。

1 画面の右上の  （ジャンプ表示ボタン）をクリックします。

ジャンプ可能な項目のリストが表示されます。リストが縦に長くなる場合は、スクロールバーが
表示されます。

スクロールバー

項目リスト

2.3　設定データを編集する
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2  「行番号入力ボックス」には、移動したいチャネルの行番号を入力します。初期値は、
1 行目の行番号です。

ジャンプ可能な項目

行番号入力ボックス

カーソルをのせた状態

「閉じる」ボタン
（リスト表示時）

3  リストから移動先の項目名を選択しクリックします。

指定行の指定項目へジャンプ

指定した行の設定項目まで移動することができます。

4  リストを閉じるときは、画面右上の 「閉じる」ボタンをクリックします。

Note
•	 行番号入力ボックスがブランクのとき、存在しない行番号が入力されたときは、行の位置はそ

のままで横方向のみに移動します。
•	 リストに表示される設定項目は、各設定項目の「親タイトル」です。たとえば、［アラームレベル1］

は表示されますが、その下の［アラーム値］や［ヒステリシス］等はリストに表示されません。

2.3　設定データを編集する
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2.3.2	 設定値の編集と操作
コンテンツ選択ツリーから設定したい項目のタイトルを選び、表示された設定項目を編集
していきます。設定値の入力は、下記の「入力用コントロール」と「ダイアログボックス」
によって行います。

入力用コントロールの種類
入力用コントロールには次のような種類があります。
コントロールの種類 表示例 設定方法
テキストボックス テキストや数値を入力します。

チェックボックス クリックしてチェックを入れると「On」、または「有」を
意味します。

リストボックス ▼をクリックして表示されるリストから選びます。

オプションボタン クリックして選びます。

ダイアログボックスの種類
ダイアログボックスには次のような種類があります。各ダイアログボックスの操作方法は、
表中の「操作例」を参照してください。

ダイアログボックス 操作例 設定方法

チャネル選択ボタン
操作 1
手順 1、2

入出力チャネルなど特定のチャネ
ルを設定する

チャネル番号ボタンをクリックす
ることでチャネルを指定します。

色選択
操作 1
手順 3、4

アラームマークなど表示の色を選
択する

色選択パレットから、色をクリッ
クします。また、RGB の数値入力
により、自由に色を指定すること
もできます。

チャネル選択文字列 操作 2

表示グループ設定など複数のチャ
ネルを指定する

チャネル番号ボタンをクリックす
ることで、チャネル構成に文字列
としてチャネルを追加します。

データ文字列選択 操作 3

内部スイッチなどを指定する 表示されているスイッチ番号など
の文字列をクリックします。（チャ
ネル選択と同じ。）

特殊機能（入力値補正） 操作 4

入力値補正機能を使用する 入力補正値の編集を行うためのダ
イアログボックスです。補正値を
直接入力して設定します。

演算式入力 操作 5

演算式を入力する 演算式を入力するためのダイアロ
グボックス。演算子やチャネルを
表示されるリストから選択し、演
算式を設定します。

2.3　設定データを編集する
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ダイアログボックスごとの操作例

操作 1
チャネル選択ボタン、色選択

1 チャネルのレンジ設定をします。
差演算の基準チャネルを設定する例です。［基準チャネル］のチャネル番号をクリッ
クします。

ここ（▼）をクリックすると選択肢が表示される

チャネル番号をクリック数値を入力する

「チャネル選択ボタン」のダイアログボックスが表示されます。

2  基準チャネルに設定したいチャネルを選びます。

チェックをはずしたチャネルは
非表示に切り替わる

番号をクリックして
チャネルを選ぶ

チャネルを選ぶとダイアログボックスが閉じ、設定画面に番号が反映されます。

3  画面を右へスクロールしていき、各項目を設定します。

4  アラームマークの色を変更したいときは、色をクリックします。

「色選択」のダイアログボックスが表示されます。

2.3　設定データを編集する
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5  色を作成する場合は［現在の色］のボックスに数値を入力します。基本色を使用する
場合は、色を選択して［OK］をクリックします。

選択した色が反映されます。

操作 2
チャネル選択文字列
グループ 1 に含まれるチャネルを設定する例です。

1 コンテンツ選択ツリーの［表示設定］－［グループ設定］をクリックします。

2  ［グループ設定］の下のグループ番号の中から表示させたいグループ番号を選びます。
ここでは、［1-20］（グループ 1 〜 20）を選択します。

グループ設定画面が表示されます。

3  ［グループ番号］1 の［チャネル設定］のチャネル番号をクリックします。

［グループ番号 [1] チャネル設定］ダイアログボックスが表示されます。

4  グループ 1 に含めたいチャンネルにはチェックマークを入れます。グループ 1 から外
したいチャネルはチェックマークを外します。

チェックで選択

各チャネルの
表示On/Off

チャネルの並び順

選択されたチャネルがウィンドウ上部に並んで表示されます。

2.3　設定データを編集する
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5  ウィンドウ上部のチャネル番号は、ドラッグ＆ドロップ操作で順番の並び替えができ
ます。

１番目の［0001］を掴んで、５番目の［C001］の位置で放すと

［0001］が置かれ、他のチャネルは左に詰められる

6  OK をクリックします。
［チャネル設定］に選択したチャネル番号が反映されます。

操作 3
データ文字列選択
アラーム出力先を設定する例です。

1 コンテンツ選択ツリーの［アラーム］をクリックします。

2  ［アラームレベル 1］でチャネル 1 の［On/Off］にチェックを入れます。［出力先種類］
は、ここでは［内部スイッチ］を選択します。

［On/Off］を選択

［出力先種類］を選択

3  ［出力先番号］をクリックします。
［出力先番号］ダイアログボックスが表示されます。

4  出力先の［内部スイッチ］番号を選択します。
選択したスイッチ番号が反映され、設定画面に戻ります。

2.3　設定データを編集する
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Note
•	 チャネル数が選択可能な最大数に達すると、それ以上のチャネルは選択できなくなります。
•	 チェックボックス、オプションボタンで選択できる編集画面は、範囲選択ができます。
	 範囲選択の方法： 2.3.4 範囲選択とコピー＆ペースト操作

操作 4
入力値補正

［AI チャネル設定］で［入力値補正］を編集する例です。

1 コンテンツ選択ツリーの［入力値補正］をクリックします。

2  ［モード］と［補正点数］を選択します。

3  ［入力値補正］の［補正点編集］ボタンをクリックします。

［入力値補正］ダイアログボックスが表示されます。

入出力補正点数

入力位置に編集を行うと、
上限・下限のチェックと同時に補正処理が行われる

出力位置に編集を行うと、
上限・下限のチェックのみが
行われる

2.3　設定データを編集する
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Note
［入力値補正］ダイアログボックスでは、任意の入力位置に設定値を入力すると、	上限・下限のチェッ
クと同時に、他の入力位置の設定値とのチェックを行い、補正処理が行われます。
また、任意の出力位置に設定値を入力すると、上限・下限のチェックのみが行われます。入力値
補正の補正処理についての詳細は、本体の取扱説明書（GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコー
ダ　ユーザーズマニュアル IM04L51B01-01JA、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 IM04L55B01-01JA）を参照してください。

操作 5
演算式入力
ダイアログボックスを使用して、演算チャネルに演算式を設定する例です。

1 コンテンツ選択ツリーの［演算チャネル設定］－［演算式］をクリックします。

2  演算式を設定するチャネルの［On/Off］にチェックを入れます。

［演算式］ボタンが有効になります。

3  ［演算式］ボタンをクリックします。

［演算式］ダイアログボックスが表示されます。（次ページへ続く）

Note
設定画面の［演算式］には、ダイアログボックスを使用せずに数式（文字列）を直接入力するこ
ともできます。

2.3　設定データを編集する
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② 入力種類リスト

③ 入力種類タブ

④ タブスクロールボタン

⑤ 演算子・番号ボタン

① 演算式入力エディットボックス

項目の詳細は下表のとおりです。
項目 内容
① 演算式入力エディットボックス 演算式の入力欄。直接文字列が入力できます。
② 入力種類リスト（タブと連動） リストの内容は③の「入力種類タブ」と同じです。ここで選択したリ

スト名がそのままタブの表示となります。
③ 入力種類タブ（リストと連動） 演算式で使用する演算子、番号等を入力種類ごとにまとめたタブペー

ジ。タブをクリックすると、その入力種類の演算子・番号が、⑤のエ
リアに表示されます。

④ タブスクロールボタン クリックすると、左右にタブ位置をスクロールできます。
⑤ 演算子・番号ボタン クリックすると、ボタン上の文字列を①の文字列の末尾に追記します。

4  演算式入力エディットボックスに演算式を入力します。
 入力種類リストの▼をクリックし、表示させたい演算子またはチャネルを選択します。

選択した演算子が表示されます。

2.3　設定データを編集する
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入力種類タブを選択しても、同様に表示されます。
	 また、チャネルのリストまたはタブを選択すると、チャネルが表示されます。

5  演算式に入力したい演算子、またはチャネルをクリックします。

カーソルの位置に文字が追加されます。

6  演算式の入力を終えたら、OK をクリックします。

ダイアログボックスが閉じ、入力した演算式が設定画面の［演算式］に反映されます。

2.3　設定データを編集する
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演算式が表示しきれなくなったとき
演算式文字列が長くなると、エディットボックスに一括表示されなくなる場合があります。
そのような場合は、設定画面の［演算式］入力欄にマウスカーソルを乗せると、演算式の
全文をポップアップ表示で確認することができます。

・ 入力した演算式が全て表示されている状態でのポップアップ表示

・ 入力した演算式が表示しきれていない状態でのポップアップ表示

不正な演算式が入力されたとき
不正な演算式が入力された場合は、入力した演算式が赤で表示されます。ポップアップには、
エラーメッセージと演算式全文が表示されます。

・ 1 行目にエラーメッセージ、2 行目以降に演算式全文が表示

Note
•	 ポップアップに表示される演算式は、演算式の入力が完了すると更新されます。演算式の入力

中（カーソルが入力欄に残っている間）は更新されません。
•	 ダイアログボックス内の演算式入力欄ではポップアップは表示されません。

2.3　設定データを編集する
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2.3.3	 ユーザ登録の操作
［拡張セキュリティ機能（/AS）有効無効］が［Off］の場合に、本体を操作するユーザを登

録する例です。

操　作

1 コンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［セキュリティ基本設定］を選択し、
［セキュリティ機能］を設定します。

［通信］に［ログイン］を設定します。
ツリーのコンテンツに［ユーザ登録］と［ユーザ制限］が追加されます。

2  コンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［ユーザ登録］を選択します。

3  ユーザ番号ごとにユーザ情報を登録します。
［ユーザ番号］1 の［ユーザレベル］は［Admin］に固定されています。２人目のユー
ザから登録してください。

パスワードを登録するときクリック1人目はAdmin固定 モードを選択

パスワードの登録は［変更］ボタンをクリックして行います。

2.3　設定データを編集する
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パスワードを変更した場合は、隠蔽文字（アスタリスク）が青色になります。

ユーザ名を変更した場合は、そのユーザ番号のパスワードが初期化されます。

このとき、「初期化」の文字を青色で表示します。

4  ［ユーザ制限］* を設定する場合は［On］を選択し、［ユーザ制限番号］を割り当てます。

*：制限の内容は、［セキュリティ設定］－［ユーザ制限］で設定します。操作に制限
をかけたいときは［Free］を［Lock］に変更してください。

Note
•	 Admin のパスワードは必ず控えをとり、紛失しないようにしてください。
•	 パスワードは 20 半角文字以内で入力してください。シングルクォーテーション（‘）、セミコロ

ン（;）、スペース（空白）は入力できません。
•	 ［ユーザ制限］は［ユーザレベル］が［User］のときのみ設定できます。

2.3　設定データを編集する
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2.3.4	 範囲選択とコピー＆ペースト操作
本ソフトウェアでは、設定内容を範囲選択し、まとめて編集したり、コピー＆ペースト操
作を行うことができます。
範囲選択方法と、［コピー］ボタン、［ペースト］ボタン、また［ツール］ボタンの使い方
について説明します。

範囲を選択する

操　作

1 行を選択する場合は「行タイトル」をクリックします。
 例は［表示設定］－［トレンド設定］の「リスト形式」の設定画面です。

行のタイトルをクリック

1 行が選択されました。

2  複数行を選択したい場合は、そのままマウスを下へドラッグし、選択範囲を終了した
いところでマウスを放します。

行のタイトルを
クリックしたまま
下へドラッグすると
複数行が選択できる

複数行が選択されました。

Note
範囲を選択するとき、複数行を個別に選択することはできません。また、単独で列を選択するこ
ともできません。

2.3　設定データを編集する
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選択範囲をコピー＆ペーストする

操　作

1 選択範囲をコピーしたいときは、そのまま、画面右下の［コピー］ボタンをクリック
します。キーボードの「Ctrl」+「C」でもコピーできます。

クリップボードにコピーされると、下図のように、選択範囲の色が変わります。

2  クリップボードにコピーされた内容を、Excel やテキストエディタに貼り付けること
ができます。下記は Excel の A1 セルに貼り付けた例です。

Excel に貼り付けるときは、貼り付け先のセルの書式＊を確認してください。

3  貼り付けた内容は、Excel やテキストエディタ上で編集できます。

B列の値をExcel上で編集

4  編集した内容は、再度、設定項目に貼り付けることができます。Excel 上の編集結果
をコピーします。設定値だけではなく、項目のタイトルである A 列も同時に選択、コピー

してください。

5  貼り付け先の設定画面の貼り付け範囲を選択します。貼り付けるデータと貼り付け先
の範囲（行数）は同様にしてください。

2.3　設定データを編集する
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6  データを貼り付けます。画面右下の［貼り付け］ボタンをクリックします。キーボー
ドの「Ctrl」+「V」でもペーストできます。

Excel の編集結果が設定画面に貼り付けされました。

Note
•	 Excel に設定内容を貼り付けるとき、貼り付け先のセルの書式によって表示が変わることがあり

ます。たとえば、書式が「数値」になっていると、「0001」は「1」になります。
	 貼り付け先の Excel シートの「セルの書式設定」メニューで、「表示形式」を「文字列」に設定

しておくと、貼り付けた値の自動補正を防ぐことができます。
•	 上記の設定でも、Excel に設定値が表示どおりに貼り付かない場合は、テキストエディタでのコ

ピー／貼り付けをお奨めします。
•	 Excel やテキストエディタで編集した内容が設定範囲を超えている場合、本ソフトウェアの設定

画面に貼り付ける際には、直接入力したときと同様に設定値の補正が行われます。

形式が異なる設定画面での範囲選択とコピー＆ペースト
下記の例は［AI チャネル設定］の設定画面です。

操　作

1 範囲の選択は下記のように行います。

行のタイトルをクリックで、一行すべてを選択できる。
そのまま下方向へドラッグすることで、複数行を選択できる。

2  チャネルの設定内容（行）をコピーします。

「Ctrl」+「C」キー、または［コピー］ボタンをクリックで、セルをコピーできる。

2.3　設定データを編集する
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3  貼り付け先のセルを選択、異なるチャネルに貼り付けます。

「Ctrl」+「V」キー、または［貼り付け］ボタンをクリックで、セルを貼り付けできる。

Note
Chrome の場合、[	貼り付け ]	ボタンは使用できません。貼り付けをするには、キーボードの「Ctrl」
+「V」を押すか、ブラウザのメニューから貼り付けを行ってください。

2.3　設定データを編集する



2-42 IM 04L61B01-02JA

下記の例は［表示設定］－［グループ設定］の「チャネル設定」の設定画面です。

操　作

1 範囲の選択は下記のように行います。

ドラッグすることで矩形のセル選択ができる

設定項目ブロックをまたいでの範囲選択もできる

セル内のラベルをクリックで、単独セルを選択できる

2  選択範囲のいずれかのチェックボックスを「Ctrl」+「クリック」、または、［選択範囲
を一斉に On/Off］ボタンをクリックします。

	 選択範囲のチェックボックスがすべて On になります。

チェックマークOnのチャネル

「Ctrl」+「クリック」
または［選択範囲を一斉にOn/Off］ボタンをクリック

再クリックで、すべて Off に戻ります。

2.3　設定データを編集する
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3  選択範囲の内容を、そのまま他のセルに貼り付けることができます。

コピー元のセルを選択し、「Ctrl」+「C」でコピーする

「Ctrl」+「V」で貼り付け

貼り付け先のセルを選択し、ドラッグして範囲を選択

2.3　設定データを編集する
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Note
•	 コピー／貼り付けを行おうとした場合に、ブラウザから「この Web ページがクリップボード

へアクセスするのを許可しますか？」というダイアログボックスが表示される場合があります。
このダイアログで、「アクセスを許可する」を選択すると、本ソフトウェアのコピー / 貼り付け
機能は有効になります。「許可しない」を選択すると、コピー / 貼り付け機能は使用できません。

•	 チェック（On）の個数が最大選択数に達すると、Off のチェックボックスは無効表示になり、
貼り付けできません。また、もともとチェックボックスがないセルに対しては貼り付けること
ができません。

•	 編集のできない文字列、パスワード（隠蔽文字列）は貼り付けができません。
•	 オプションボタンや、リストボックスなどの選択では、選択されている文字列のみがコピー、

貼り付けできます。

解　説
本ソフトウェアの設定画面は、3 つの表示形式に分けることができます。
ひとつは、［トレンド設定］の表示画面のような選択式の「リスト形式」、２つめは［AI チャ
ネル設定］のような「表形式」、3 つめは［グループ設定］における［チャネル設定］のよ
うな「チェックボックスシート形式」のものです。
画面の形式ごとの、編集方法の違いを表にすると次のようになります。

画面の種類 選択できる範囲 範囲選択方法 選択の解除方法 制限事項
リスト形式 •	 行単位。

•	 	設定項目をまたいで複
数行も選択可。

行のタイトルクリック
で行すべてを選択でき
ます。
行のタイトルをドラッ
グすることで複数行を
選択できます。

設定項目編集エリア内、
かつ行タイトル以外の
部分をクリックします。

複数行を個別に選択す
ることはできません。
各列を単独で選択する
ことはできません。

表形式 •	 1 行～複数行の選択 行のタイトルクリック
で行すべてを選択でき
ます。
行のタイトルをドラッ
グすることで複数行を
選択できます。

行タイトル以外の部分
をクリックします。

異なる行のセルを左ク
リックすると、前に選
択していた行の選択状
態は解除されます。

チェックボッ
クス	
シート形式

•	 単独セルの選択
•	 矩形の範囲選択

セル内のラベルをク
リックすると単独セル
を選択できます。
斜めにドラッグするこ
とで長方形に範囲選択
ができます。
設定項目ブロックをま
たいでの範囲選択がで
きます。

「Ctrl」を押していない
状態で、チェックシー
ト内のいずれかをク
リックします。

On の個数が最大選択
数に達すると、Off の
チェックボックスは無
効表示になります。

2.3　設定データを編集する
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ツールボタンを使う
表形式の設定画面では、表の下部に表示されるツールボタンを使って編集することができ
ます。それぞれのツールボタンには、あらかじめ機能が割り当てられており、機能に応じ
た編集処理を一括で行いたいときに使用します。
ツールボタンには、「初期化」、「貼り付け」、「インクリメント」、「最小 / 最大」、「切り替え」
の種類があります。

ツールボタンの種類と機能の一覧： 	次ページの表

下記の操作例は、［貼り付け］ツールボタンを使用して、チャネルの ｢ 種類 ｣ を同じに設定
した例です。

操　作

1 表形式の設定画面（ここでは［AI チャネル設定］の設定画面）で、コピーしたいデー
タがある行を選択します。

CH0001 の行が選択されました。

コピー元の行を選択 コピーしたいデータ

貼り付け先

2  同じ種類に設定したい行まで、下へドラッグして選択します。
CH0004 の行までが選択されました。

3  ツールボタンの［貼り付け］をクリックします。

ここをクリック

2.3　設定データを編集する
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CH0002 から CH0004 までの種類がすべて［電圧］に設定されました。

Note
•	 ツールボタンを使用して貼り付けを行った場合、直接入力したときと同様に、設定値の自動補

正が行われます。
•	 ツールボタンは、いずれのセルも選択されていない場合には無効となります。（「切り替え」ボ

タンの全行選択／解除を除く。）

ツールボタンの種類と機能の一覧は下表のとおりです。

ボタン アイコン 機能
貼り付け  選択開始行の値を、選択終了行までのすべての行に貼り付けます。

インクリメント  • 数値入力の場合
選択開始の先頭行の数値を元に、1digit ずつ加算した数値を選択終了行まで
順次貼り付けます。
• 文字列入力の場合
選択開始行の文字列を元に、1 ずつ加算した通し番号を選択終了行まで順次
貼り付けます。
• ただし、先頭行の文字列の最後が数値で終わっている場合はその数値を通
し番号の先頭とし、最後が文字列で終わっている場合は、先頭行の文字列の
最後に通し番号 1 を付けます。

初期化  選択された行の値を、その設定項目値の初期値にします。

最小値  選択された行の値を、その設定項目値の最小値にします。

最大値  選択された行の値を、その設定項目値の最大値にします。

切り替え  ・チェックボックスの場合
選択された行のチェックボックスの値を一斉に切り替えます。
選択された行すべてのチェックボックスが On になっている場合はすべて Off
に、いずれかが Off になっている場合はすべて On にします。
・「行のタイトル」列の場合
表中の全行選択 / 全行選択解除を行います。

2.3　設定データを編集する
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2.4	 設定データを保存する

2.4.1	 設定データを保存する
作成した設定ファイルを PC に保存します。
プログラムパターンを含む設定ファイルを保存する（プログラム制御機能付き GX/GP、
GM）： 2.4.2 節

操　作

1 ［設定］タブ －［名前を付けて保存］をクリックします。

［名前を付けて保存］ダイアログボックス * が表示されます。
＊	フォルダにファイル数が多い場合、リストの表示に時間がかかることがあります。
最初に開いたとき、表示される「場所」は「マイドキュメント」です。起動 2 回目以降は、前回
ファイルを開いたり、保存した場所が表示されるようになります。

現在の場所
ひとつ上のフォルダに移動

フォルダ作成

ディレクトリを表示

ダブルクリックでフォルダが開く

2  保存場所を指定したら、ファイル名を入力し、［保存］ボタンをクリックします。

クリックで保存

ファイル名を入力
コメント入力（任意）

保存場所に同名ファイルがあるときは「上書き」の確認が表示されます。上書きし
てもよい場合は［OK］ボタン、上書きしたくない場合は［キャンセル］ボタンをクリッ
クしてください。

指定した場所に、設定ファイル（拡張子：*.GNL、または *.GSL）が保存されます。



2-48 IM 04L61B01-02JA

Note
•	 ファイル名にアルファベット以外 ( 日本語、韓国語など ) が使用されている設定ファイルはロー

ドできません。そのため本体でロードする必要がある場合はアルファベット以外は使用できま
せん。

•	 ファイル格納場所へのパスには文字数の制限（ファイル名を含め 256 文字）があります。制限
を超えるとエラーになりますので、階層の深さ、および、ファイル名の長さにはあらかじめご
注意ください。

•	 次の文字は、ファイル名、またはフォルダ名に使用することができません。
禁止文字 名称

「/」 スラッシュ
「>」「<」 不等号
「:」 コロン
「?」 疑問符
「"」 ダブル	クォーテーション
「'」 シングル	クォーテーション
「\」 円記号（バック	スラッシュ）
「*」 アスタリスク
「|」 縦棒（パイプ）
「;」 セミコロン

•	 コメントは半角 50 文字まで入力することができます。

上書き保存

［設定］タブ －［上書き保存］をクリックすると、その時点で編集内容を、編集中のファイ
ルに上書きします。
そのファイルがまだ一度も保存されていない場合は、［上書き保存］をクリックしても、新
規保存と同様の手順になります。

拡張セキュリティ機能（/AS）オプション付き GX/GP、GM の設定データ（*.GSL）
は上書き保存ができません。新規保存（名前を付けて保存）してください。

2.4　設定データを保存する
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2.4.2	 プログラムパターンを含む設定ファイルを保存する（プログラム制御機能付
きGX/GP、GM）

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM のプログラムパターンを含む設定ファ
イルを保存する場合の操作です。

「ハードウェア設定」では、以下の方法でファイルの保存ができます。
・ 設定ファイルとプログラムパターンファイルを一緒に保存する。
・ 設定ファイルのみ保存する。

「プログラムパターン設定」を使用すると、プログラムパターンファイルのみを保存するこ
とができます。： 5 章

操　作

1 ［設定］タブ －［名前を付けて保存］をクリックします。

画面上にプログラムパターンが存在しない場合は、そのまま 2.4.1 節と同様の手順で保存できま
す。プログラムパターンが存在する場合は、以下のダイアログが表示されます。

2  保存方法を選択します。
［設定のみ保存する］：設定のみを保存する保存ダイアログに進みます。2.4.1 節と同様です。

［設定とプログラムパターンを保存する］：設定と、プログラムパターン	（パターン番号 01 ～ 99）
をまとめて保存するダイアログ（手順 3）に進みます。

3  保存先を指定してください。「設定ファイル名」と「プログラムパターンフォルダ名」
を入力し、［保存］をクリックします。

プログラムパターンフォルダ名の初期値は ProgramPattern です。フォルダ名には、
入力できない文字があります。（次ページの Note 参照）

設定ファイル（*.GNL）と、プログラムパターンファイルを含むフォルダが保存されます。

操作完了

2.4　設定データを保存する
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Note
•	 保存先に同名のプログラムパターンフォルダがあると、上書きを確認するメッセージ（W005	）

が表示されます。［キャンセル］をクリックすると、上書きされません。
•	 プログラムパターンフォルダ名の入力範囲は下表のとおりです。範囲外の文字が入力されてい

る場合は、エラー（E017）が表示され、保存できません。
フォルダ名の入力制限 入力範囲
文字数 半角英数字	32 文字以内
入力できない文字 「/」 スラッシュ

「>」「<」 不等号
「:」 コロン
「?」 疑問符
「"」 ダブル	クォーテーション
「'」 シングル	クォーテーション
「\」 円記号（バック	スラッシュ）
「*」 アスタリスク
「|」 縦棒（パイプ）
「;」 セミコロン

入力できない単語 AUX、	CON、	PRN、	NUL、
CLOCK$、	CLOCK、
COM0、	COM1、	COM2、	COM3、
COM4、	COM5、	COM6、	COM7、
COM8、	COM9、
LPT0、	LPT1、	LPT2、	LPT3、
LPT4、	LPT5、	LPT6、	LPT7、
LPT8、	LPT9

その他の制限 ・フォルダ名先頭	スペース禁止
・フォルダ名先頭	ポイント禁止
・フォルダ名末尾	スペース禁止
・フォルダ名末尾	ポイント禁止
・フォルダ名なし (= 空文 )	禁止

フォルダ名を含む保存パス文字数制限 ファイル名を含め 256 文字

上書き保存

プログラムパターンがある状態で［上書き保存］をクリックすると、既存の設定ファイル
の上書き保存に加え、プログラムパターンフォルダの上書き処理を行います。

プログラムパターンフォルダの上書きは、以下のフォルダに対して行われます。
・ 最後に「名前を付けて保存」したときのプログラムパターンフォルダ
・ 「開く」でフォルダ名を指定して開いたプログラムパターンフォルダ

設定ファイルがまだ一度も保存されていない（画面右上に NewFile を表示している）場合は、
［上書き保存］をクリックしても、新規保存と同様の手順になります。

2.4　設定データを保存する
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2.5	 設定データを初期化する

本ソフトウェアでは、設定データを変更すると変更は内部に保存され、次回起動時にはそ
のまま表示されます。
現在のシステム構成を表示、あるいは変更したい場合、2.5.1 の操作を行います。
現在のシステム構成を変更せず、設定値のみを初期化する場合、2.5.2 の操作を行います。

Note
システム構成を変更すると、表示中の設定データも初期化されます。表示中の設定データを保存
したいときは、システム構成を変更する前にファイルを保存してください。

2.5.1	 システム構成を表示する、変更する
操　作

1 ［システム］タブ －［システム構成］を選択します。

［システム構成］ダイアログボックスに、現在のシステム構成が表示されます。

2  システム構成を確認後、変更しない場合は、［キャンセル］ボタンをクリックします。
 変更したい場合は、変更するオプションやモジュールを選択してください。

	 ［システム構成］ダイアログボックスの設定方法： 2.1.1 システム構成にあわせてファイルを
作成する

モジュール

オプション

製品名称（［GX10/GP10］タブ）
ファームウェアのバージョン機器タイプ

3  各項目を設定したあと、［OK］ ボタンをクリックします。
システム構成が再構築され、それに基づく設定項目が表示されます。
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2.5.2	 設定データを初期化する
操　作

1 ［システム］タブ －［設定値の初期化］を選択します。

初期化の確認が表示されます。

2  ［OK］ボタンをクリックします。
初期化が実行されます。

2.5　設定データを初期化する
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2.6	 設定データを印刷する

現在のシステム構成データ、および、設定データを別ウィンドウに表示し、そのまま帳票
として印刷することができます。印刷する内容は選択することができます。

2.6.1	 印刷の設定
操　作

1 ［設定］タブ －［設定印刷用画面］を選択します。

別ウィンドウが開き、印刷用の画面が表示されます。

画面は印刷内容の設定部（左側）と表示部（右側）に分かれています。

印刷条件を設定するエリア 印刷される内容を表示するエリア

2  印刷内容の設定部（画面左側）で、印刷する内容を選びます。
	 印刷する内容は［あり］を選ぶか、またはチェックを入れます。印刷しない内容は、
［なし］を選ぶか、またはチェックを外します。

設定内容の
表示／非表示を
選択する部分

ヘッダ項目の
表示／非表示を
選択する部分

スクロールバー

全項目のチェック
を切り替える

以下
選択部分続く
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選択した内容（または、選択を外した内容）は即時に画面に反映されます。

下図は印刷条件を変更した例です。

［システム情報]の表示がなくなり、
[AIチャネル設定]の表示が上にあがった

設定部変更前

設定部変更後

表示部変更前

表示部変更後

［システム情報]を［なし］に変更

待機中 表示部

表示反映の待機中に［キャンセル］ボタンをクリックすると、表示反映はキャンセルされます。

［再表示］ボタンをクリックすると、設定部の内容に従って印刷内容を再表示します。

3  印刷する内容がすべて選択できたら、Web ブラウザのメニュー－［印刷］を選択します。
Web ブラウザの［印刷］ダイアログボックスが表示されます。

4  ［OK］ボタンをクリックします。
設定データが印刷されます。

Note
•	 セキュリティ設定のユーザ登録部分で、［ユーザ ID］、［パスワード］は隠ぺい文字「*****」で

印刷されます。
•	 ［設定印刷用画面］を表示中に設定の変更を行った場合、画面に変更を反映するには、ブラウザ

上でページ更新してください。
•	 ページ番号はブラウザのメニューー［印刷］－［ページ］で設定してください。
•	 プリンタの設定はご使用のシステム環境に従って設定してください。
•	 印刷時、ページ切り替え箇所でレイアウトが崩れる場合は Microsoft	Edge の IE モードで印刷を

実行してください。

2.6　設定データを印刷する



2-55IM 04L61B01-02JA

設
定
デ
ー
タ
を
作
成
す
る

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

付付

索索

解　説
印刷内容の設定部（画面左側）について説明します。

印刷表示設定
ヘッダ項目の印刷を指定する部分です。各項目の初期値はすべて［あり］になっています。

［なし］に変更すると、右側の表示部からタイトルと内容の表示が消えます。

・ ［コメント］には、直接コメント（文字列）を入力することができます。［ コメント表
示］が［あり］になっているとき、入力された文字列を表示します。

・ ［項目一覧表示］で［あり］を選択すると、印刷する設定項目のリストをヘッダ部分
に印刷します。このリストには、下記の［印刷する設定］で選択する内容がそのまま
反映されます。

[項目一覧表示]を[あり]にすると、印刷内容に[印刷する設定]リストが加わる

印刷したい項目にチェックすると、[印刷する設定]リストにも反映される

2.6　設定データを印刷する
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印刷する設定
各項目にチェックを入れることで、印刷する設定内容を指定できます。
初期状態では先頭の 1 つのみ（例：［AI チャネル設定］）が選択されています。画面を閉じ
る際の選択状態は、次回に反映されます。

・ ［全て表示／全て非表示］ボタンをクリックすると、［印刷する設定］の全てのチェッ
クボックスを一斉に On/Off できます。

[全て表示／全て非表示］ボタン

・ 「印刷する設定」の各設定コンテンツのタイトル（青字部分）をクリックすると、そ
のタイトルへ表示がジャンプします。

[0101-0116］をクリック

［0101-0116］の表示位置にジャンプ

2.6　設定データを印刷する
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2.6.2	 バリデーション印刷
バリデーション印刷画面は、「基準の設定データ」と「作成した設定データ」を比較し、検
証するための画面です。［比較元読込］メニューを使用して比較元のファイルを読み込ませ
たあと、差分を確認し印刷することができます。

	 比較元のファイルを読み込む： 2.2.2 比較元のファイルを開く
	 比較元のプログラムバターンファイルを読み込む： 2.2.5 プログラムパターンの比較元を開く

（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）

操　作

1 ［設定］タブ －［バリデーション印刷画面］を選択します。

別ウィンドウが開き、印刷用の画面が表示されます。

印刷条件を設定するエリア 印刷される内容を表示するエリア

2  印刷内容の設定部（画面左側）で、印刷する内容を選びます。
印刷する内容は［あり］を選ぶか、またはチェックを入れます。印刷しない内容は

［なし］を選ぶか、またはチェックを外します。

3  ファイルの差分を表示かつ印刷したい場合は、［印刷表示設定］の［差分表示］で［な
し］以外を選択します。

       

画面右側の印刷内容で、設定データの差分を確認することができます。

印刷条件の設定方法は、前述の「2.6.1 印刷の設定」と同様です。

2.6　設定データを印刷する
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解　説
バリデーション印刷画面の設定部（画面左側）について説明します。

印刷表示設定
ヘッダ項目の印刷を指定する部分です。

      

文字列を入力

リストから選択

項目 設定範囲／選択肢
タイトル 文字列入力（半角 64 文字まで） 入力した文字列は、印刷表示部のヘッダに反映されます。
プロトコル No. 文字列入力（半角 32 文字まで） 同上
システム情報表示 あり、なし ［あり］を選択すると、右側の表示部に内容が表示されます。
項目一覧表示 あり、なし ［あり］を選択すると、印刷する設定項目のリストをヘッダ

部分に印刷します。このリストは、［印刷する設定］で選択
する項目と同じ内容です。

差分表示（Note）

なし 差分を表示しません。
あり（すべて） 差分がある項目、差分のない項目の双方を表示（印刷）し

ます。
あり（変更のみ） 差分がある項目の詳細を表示（印刷）します。差分がない

項目はタイトルのみ表示します。
あり（変更のみ，最小限） 差分がある項目の詳細を表示（印刷）します。差分がない

テーブルは表示されません。
差分表示色 黒、赤 差分表示色を黒と赤から選択します。

Note
•	 ［差分表示］は比較元のファイルが指定されている場合に有効です。
•	 ［差分表示］の［あり（すべて）］を選択した場合、比較元設定データは取り消し線付きで印刷

されます。また、変更がない設定については通常の印刷と同様に印刷されます。
	 表示例：差分表示色［赤］

        

•	 ［差分表示］の［あり（変更のみ）］を選択した場合、下図のように、変更のある行のみ印刷されます。
項目全体で変更のないものはタイトルの下に「変更なし」と印刷されます。

	 表示例：差分表示色［赤］

        

2.6　設定データを印刷する
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印刷する設定
チェックを入れることで、印刷する設定内容を指定できます。
操作方法は、2-56 ページの「印刷する設定」と同様です。

Note
差分表示「あり（変更のみ，最小限）」のとき、差分がない設定はチェックボックス Off 固定です。

印刷内容
バリデーション印刷の印刷内容（画面右側）は下図のような構成（イメージ）になっています。
印刷される項目で、通常の設定印刷と異なる部分について示します。

コンテンツ代表項目名

（例：AI チャネル）

<改ページ >

-- 改行 --

署名欄

印刷する内容

（印刷項目の一覧）

システム情報

ファイル情報

コンテンツ代表項目名

（例：DI チャネル）

<改ページ >

-- 改行 --

 ヘッダ
 印刷表示設定で入力したタイトル、プロトコル No.、およびバリデーション印刷画面

を表示した PC 日時が表示されます。日時は、［表示オプション］メニューで設定され

た形式で表示されます。ヘッダは、印刷プレビュー時や実際に印刷したときに、各ペー
ジの最上部に表示されます。

 署名欄
 署名欄はバリデーションの先頭、およびコンテンツの［項目名］( 例：AI チャネル設定、

DI チャネル設定 ) ごとに印刷されます。
 印刷設定で項目名を［全て非表示］にした場合は、バリデーションの先頭にのみ表示

されます。また、項目の中で変更がない場合は［項目名］と署名欄のみが表示されます。

2.6　設定データを印刷する
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 ファイル名
 ファイルのパス、［設定番号］、［ファイル日付］、［確認］をテーブルで表示します。
 下図は［差分表示あり］の場合の表示例です。上が比較元ファイルになります。

 システム情報
 本体のシステム情報を表示します。バリデーションの場合、テーブルの最右端に確認

欄が付加されます。

 設定内容
 ［印刷する設定］で選択した項目の設定内容が印刷されます。バリデーションの場合、

テーブルの最右端に確認欄が付加されます。下図は差分表示が［あり（変更のみ）］
の場合の表示例です。

2.6　設定データを印刷する
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 セキュリティ設定
 セキュリティ設定のユーザ登録部分で、［ユーザ名］、［ユーザ ID］［パスワード］は空

欄で印刷されます。

・ 拡張セキュリティ機能（/AS）オプションなし、または［Off］の状態での差分表示例

・ 拡張セキュリティ機能（/AS）オプションが［On］の状態での差分表示例

Note
差分表示の画面において、比較元の設定データでは OFF に設定されていても、印刷の設定が ON
になることによって表示される項目があります。
そのような場合、比較元設定データはすべて無効（N/A）として差分表示を行います。下図は［バッ
チテキスト］の表示例です。

2.6　設定データを印刷する
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Note
•	 ［バリデーション画面］を表示中に設定の変更を行った場合、画面に変更を反映するには、ブラ

ウザ上でページを更新してください。
•	 ページ番号はブラウザのメニュー－［印刷］－［ページ］で設定してください。
•	 プリンタの設定はご使用のシステム環境に従って設定してください。
•	 印刷時、ページ切り替え箇所でレイアウトが崩れる場合は Microsoft	Edge の IE モードで印刷を

実行してください。

2.6　設定データを印刷する
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3.1	 設定データを受信する、送信する

GX/GP、GM と接続し、設定データを受信したり、送信したりすることができます。

設定データを送受信する前に
• 接続している本体の状態によって、操作メニューが制限されることがあります。

本体の状態による操作の制限： 3-23 ページの「3.2.6 GX/GP、GM の状態による操作の制限
について」

・ 本体と設定データの送受信を行う場合は、システム構成を確認してください。接続され
た本体と構成が異なる場合、正しく設定が行われないことがあります。

システム構成の設定： 2-2 ページの「手順 4」

・ 設定データを送受信する前に、本体の「再構築」を行うことをおすすめします。再構築
により、本体に装着したモジュールが認識され、システム構成を確定させることができ
ます。

・ 接続対象が GM の場合、本ソフトウェアから再構築を実行することができます。GX/GP
では、本体画面からの操作でのみ実行できます。

GM 再構築の手順： 3-20 ページの「3.2.3 再構築を実行する（接続機器が GM の場合）」

・ 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）、マルチバッチ機能（付加仕様、/BT）、および「測
定動作モード」は、ハードウェア設定ソフトからの設定送信で有効 / 無効（On/Off）を
切り替えることはできません。

セキュリティ設定とデータの送受信について
・ 本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になってい

る場合は、ユーザレベル［Admin］のユーザ名で送信を行ってください。［Admin］以外
のユーザレベルで送信を行うと、セキュリティ設定など一部の設定データは本体へ設定
することができません。

・ 設定データの送受信の可否は、本体の［セキュリティ設定］の状態によって下表に示す
とおりとなります。

本体のセキュリティ設定の状態

送受信する設定の内容
一般設定

（セキュリティ以外）
セキュリティ設定

受信 送信 受信 送信

［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［Off］ ○ ○ ○ ○

ユーザレベルが［Admin］ ○ ○ ○ ○

ユーザレベルが［User］かつ、［ユーザ制限］設定なし *1 ○ ○ *1 ○ × *1

ユーザレベルが［User］かつ、［ユーザ制限］－［設定操作］が［Lock］*2 ○ × *2 ○ × *2

○：可能　×：不可

*1	一般設定は送信可能で、セキュリティ設定のみ送信不可の場合は送信時に「W013:	一部送信で
きませんでした。」が表示されます。

*2	一般設定、セキュリティ設定ともに送信不可の場合は送信時に「W014：ユーザ権限がありま
せん。」が表示されます。

Note
	 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）［On］時の送受信： 4-2 ページ

第 3 章 本体に接続する



3-2 IM 04L61B01-02JA

3.1.1	 設定データを受信する
設定データを本体から受信します。

プログラムパターンを含む設定ファイルを受信する（プログラム制御機能付き GX/GP、
GM）： 3.1.5 節

操　作

1 ［設定］タブ －［設定受信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

Note
本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になっている場合、ユー
ザ情報を指定する必要があります。Off の場合は通信情報の入力のみで接続できます。
	 ［セキュリティ設定］についての詳細は、本体の取扱説明書（GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレ

スレコーダ　ユーザーズマニュアル IM04L51B01-01JA、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 IM04L55B01-01JA）をお読みください。

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については次ページを参照してください。

3  通信情報を入力し終えたら、［OK］ボタンをクリックします。
受信開始の確認メッセージが表示されます。

4  受信を開始するときは［OK］ボタンをクリックします。
本体から設定値を受信して表示します。ファイル名表示が［NewFile］になります。

3.1　設定データを受信する、送信する
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解　説
［通信情報］ダイアログボックスの入力項目は以下のとおりです。

ユーザ名、パスワード
通信経由で本体にログインするためのユーザ情報を入力します。本体のセキュリティ設定
－［通信］が［Off］の場合は入力する必要はありません。本体のセキュリティ設定－［通信］
が［ログイン］に設定されている場合は、本体に登録されているユーザの［ユーザ名］と［パ
スワード］を入力してください。初めてログインする場合はデフォルトパスワード * を入力
します。また、2 回目の起動からは、前回入力した［ユーザ名］が表示されますので、［パ
スワード］のみの入力が必要になります。

・ 入力可能な文字数：半角 20 文字まで。半角 20 文字を超えるとカットされます。

・ 入力範囲文字：シングルクォーテーション（‘）、セミコロン（;）、スペース（空白）以外
の半角（ASCII）文字
＊：	デフォルトパスワードとは、初めてログインするときに使用するパスワードです。本体の取

扱説明書（GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレスレコーダ　ユーザーズマニュアル IM04L51B01-
01JA、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 IM04L55B01-01JA）
に記載されています。

ユーザ ID
本体の拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）が有効な場合、上記のユーザ名、パスワー
ドとセットで使用します。拡張セキュリティ機能（/AS）が［On］、セキュリティ設定－通
信が［ログイン］に設定され、かつ［ユーザ ID］を使用している場合に入力が必要となります。

拡張セキュリティ機能［On］時のユーザ認証について： 「4.2 ユーザ認証について」

通信
通信方式を Ethernet、シリアル通信（RS-232、RS-422/485）、USB、Bluetooth から選択します。

・	 USB は、本体が GM の場合のみ使用することができます。
・	 Bluetooth は、本体が GM（付加仕様、/C8）付きの場合のみ使用することができます。

Ethernet
［IP アドレス／ホスト名］は、2 回目の起動からは、前回起動時に入力された文字列が保持

されます。

・ 入力可能な文字数：半角 128 文字まで。半角 128 文字を超えるとカットされます。

・ 入力範囲文字：英字（A 〜 Z、a 〜ｚ）、数字（0 〜 9）、ハイフン（-）、ドット（.）
［ポート番号］は、接続する本体のポート番号です。本体のポート番号に変更があれば、変

更したポート番号を入力します。

・ 初期値：34434（設定範囲：1 〜 65535）

RS-232、RS-422/485
［ポート番号］、［ボーレート］、［パリティ］はそれぞれリストボックスから選択します。
（RS-422/485 の［アドレス］は入力。）これらの設定値も、2 回目の起動からは前回起動時

に設定した値を表示します。

通信 設定項目 初期値 選択範囲

RS-232
RS-422/485

ポート番号 選択範囲のポート番号リス
トの先頭

有効な COM ポート番号 * のリストが表示され
ます。ひとつも存在しない場合は、COM1 〜
COM20 を表示します。

ボーレート 9600 9600/19200/38400/57600/115200 bps
パリティ EVEN ODD/EVEN/NONE

RS-422/485 アドレス １ 1 〜 99

*：「有効な COM ポート番号」とは、Windows のデバイスマネージャ（PC）において認識され
ている COM ポートの番号です。

	 	関連項目： 　シリアル通信、USB、または Bluetooth 選択時の COM ポートについて

3.1　設定データを受信する、送信する
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USB
USB ケーブルを使用して接続する場合の設定です。［ポート番号］を選択してください。

・ 選択範囲：有効な COM ポートのリスト。

・ 初期値：選択範囲のポート番号リストの先頭。
［USB Serial Port］の COM ポート番号を指定してください。

Note
•	 PC がインターネットに接続されていると、USB ドライバは自動的にダウンロードされます。
•	 インターネット環境の無いところで初めて USB 接続を行う場合は、あらかじめ、PC にドライバを

インストールしておいてください。ダウンロードサイトは当社ホームページにてご確認ください。

Bluetooth（GM、	付加仕様 /C8）
Bluetooth 通信の設定です。［ポート番号］を選択してください。

・ 選択範囲：有効な COM ポートのリスト。

・ 初期値：選択範囲のポート番号リストの先頭。
Bluetooth の［パスワード］は、本体の［Bluetooth 接続パスワード］が［On］に設定され
ている場合に入力します。［Off］に設定されている場合、入力は不要です（Note 参照）。

・ 初期値：1234

Note
GM と Bluetooth 接続する場合は、以下の点にご注意ください。

•	 GM の Bluetooth 接続パスワードの設定は、初期値が On になっています。初めて接続する
ときは、パスワード初期値（1234）の入力が必要です。

•	 GM の USER1 キーを 3 秒押してください。「BT」	LED（オレンジ）が点灯し、接続待ち状態
になります。点灯しない場合は、Bluetooth 機能が Off になっています。

•	 PC 側の環境により、ドライバが必要になる場合があります。詳細については PC、または
Bluetooth インタフェースの取扱説明書を参照してください。

Bluetooth 接続時の COM ポートの確認方法（Windows 7 の例）
以下の手順は、すでに GM が Bluetooth デバイスとして PC に追加されていること（GM と
PC が Bluetooth 通信で接続されていること）を前提としています。接続する GM の COM ポー
ト番号を確認する場合の参考にしてください。

操　作

1 Windows のスタートボタン  をクリックし、スタートメニューから［デバイスとプリ
ンター］をクリックします。

［デバイス］に GM が表示されます。

2  GM のアイコン上で右クリックし、［プロパティ］をクリックします。
［プロパティ］ウィンドウが表示されます。

3  ［ハードウェア］タブを選択します。

4  ［デバイスの機能］、［名前］に表示されている COM ポート番号を確認します。

COMポート番号

3.1　設定データを受信する、送信する

www.smartdacplus.com/software/ja/
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Note
•	 USB、または Bluetooth 接続は、PC 内部ではシリアル通信として扱われています。PC にドラ

イバがインストールされている状態で、PC と GM が接続されているとき、Windows のデバイ
スマネージャには COM ポートとして表示されます。

•	 COM ポート番号を Windows のデバイスマネージャから変更した場合は、PC を再起動してく
ださい。再起動しないと、設定が有効にならないことがあります。

•	 本設定ソフトでは、シリアル通信パラメータの「データ長」は 8 ビット、「ストップビット」は
１ビット固定です。

シリアル通信、USB、または Bluetooth 選択時の COM ポートについて

 通信方式にシリアル通信、USB、または Bluetooth を選択すると、［ポート番号］に、有
効な COM ポート番号が検出され、リストとして表示されます。有効なポートが検出さ
れない場合は、COM1 〜 COM20 のリストを表示します。（本ソフトウェアのバージョン
R2.03 以降）

 ポートが検出されない場合、以下のような原因が考えられます。
・ Windows デバイスマネージャで、使用したいポートが「無効」になっている。
・ PC にその接続方式のドライバがインストールされていない。

 ただし、ポートやドライバの確認方法は、ご使用の PC や OS などによって異なります。
詳しくは、PC やインタフェースの取扱説明書、サポートサイト等でご確認ください。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.1.2	 設定データを送信する
表示中の設定データを本体に送信することができます。ただし、本体が記録中の場合は設
定データを送信することができません。
また、本体と設定データの送受信を行う場合は、本体のシステム構成を確認し、必要に応
じて再構築を行ってください。詳しくは、3-1 ページの「設定データを送受信する前に」を
お読みください。

プログラムパターンを含む設定ファイルを送信する（プログラム制御機能付き GX/GP、
GM）： 3.1.6 節

操　作

1 ［設定］タブ －［設定送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

2  通信情報を入力します。
	 各入力項目について： 3-3 ページの「通信情報ダイアログ」

3  ［OK］ボタンをクリックします。
設定データの送信が行われます。

Note
•	 本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］に設定されているときは、

登録ユーザのみがデータを送信できます。
•	 GX/GP 本体（ファームウェアバージョン R1.xx.xx）の［セキュリティ設定］－［基本設定］－

［通信］を、［Off］から［ログイン］に変更して設定データを送信するときは、2.5.4「通信「通
信ログイン機能を［Off］から［ログイン］に変更するには」で送信を行ってください。

•	 WEB アプリのトレンドモニタなどで監視中に設定ソフトで設定を送信した場合、WEB アプリに
設定変更が正しく伝わらない場合があります。その場合は WEB アプリ (InternetExplorer) を再
起動してください。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.1.3	 ユーザ設定を送信する
［ユーザ設定］のみを、本体に通信経由で送信することができます。この操作は、本体が記

録中、または演算中の場合でも行うことができます。

ユーザ設定の詳細： 	 	Models	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）　1.19「セキュリティ機能を設定する」

	 	 	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（IM04L55B01-
01JA）　2.22「セキュリティ機能を設定する」

操　作

1 ［設定］タブ －［ユーザ設定送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  通信情報を入力します。
	 各入力項目について： 3-3 ページの「通信情報ダイアログ」

3  送信を開始するときは［OK］ボタンをクリックします。
設定データの送信が行われます。

Note
GX/GP 本体のファームウェアバージョンが R1.xx.xx のとき、ログイン中のユーザが自分の［ユー
ザ情報］を変更して本体へ送信すると、それ以降、設定コマンドを送信した際にエラーが発生し
ます。本体に登録されている自分のユーザ情報を、ソフトウェアから通信で変更する場合は、「登
録された［ユーザ情報］を通信で変更するには」の手順で行ってください。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.1.4	 セキュリティ設定を変更する（接続機器がGX/GP	リリースナンバー 1の場合）
本節の操作手順は、ファームウェアバージョン R1.xx.xx の GX/GP をお使いの場合に必要です。
R2.xx.xx 以降をお使いの場合は、前述の「3.1.2 設定データを送信する」で通信ログイン機
能の設定を、また「3.1.3 ユーザ設定を送信する」の手順でユーザ情報を送信することがで
きます。なお、最新のファームウェアは、当社ホームページよりダウンロードできます。

通信ログイン機能を［Off］から［ログイン］に変更するには
本ソフトウェアより GX/GP 本体の通信ログイン機能を有効に設定する場合の手順です。
本体の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［Off］の状態のとき、ソフトウェ
アから通信で［ログイン］状態に変更します。この操作により、登録したユーザだけが通
信経由で GX/GP を操作できるようになります。

通信ログイン機能を［ログイン］から［Off］に変更する： 3.1.2 設定データを送信する

操　作

1 コンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［セキュリティ基本設定］を選択し、
［セキュリティ機能］の［通信］を［ログイン］に設定します。

ツリーのコンテンツに［ユーザ登録］と［ユーザ制限］が追加されます。

2  コンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［ユーザ登録］を選択し、ユー
ザを登録します。

パスワードを登録するときクリック1人目はAdmin固定 モードを選択

パスワードの登録は［変更］ボタンをクリックして行います。

3.1　設定データを受信する、送信する

www.smartdacplus.com/software/ja/
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3  ［ユーザ設定送信］をクリックし、手順２のユーザ情報を本体に送信します。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

4  通信情報を入力し、OK をクリックします。
ユーザ情報が送信されます。

5  ［設定送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

6  手順３で送信した［ユーザ設定］の中から、ユーザレベル［Admin］の［ユーザ名］と［パ
スワード］を入力してください。

ユーザレベル
［Admin］の情報を入力

7  ［OK］をクリックします。
設定データの送信が行われます。

3.1　設定データを受信する、送信する
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登録された［ユーザ情報］を通信で変更するには
ログイン中のユーザが、自分のユーザ情報を本ソフトウェアから通信で変更する手順です。

自分の［ユーザ情報］を変更せず、他のユーザのみ変更する： 3.1.2 設定データを送信する
または、3.1.3 ユーザ設定を送信する

操　作

1 コンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［ユーザ登録］を選択します。

2  ユーザ名やパスワードなどのユーザ登録情報を変更します。

3  設定ソフトのコンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［セキュリティ基
本設定］を選択し、［セキュリティ機能］の通信」を［Off］に設定します。

4  手順 1 で編集する前の［Admin］ユーザレベルの［ユーザ名］［パスワード］で、設
定を送信します。

［設定送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

3.1　設定データを受信する、送信する
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5  編集前の［Admin］のユーザレベルを入力します。

手順1で
編集する前の
［Admin］の

ユーザレベルを入力

本体の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［Off］になります。

同時に、手順 1 で編集した［ユーザ情報］が本体へ設定されます。

6  設定ソフトのコンテンツ選択ツリーより、［セキュリティ設定］－［セキュリティ基
本設定］を選択し、［セキュリティ機能］の［通信］を［ログイン］に戻します。

7  手順 1 で編集した［Admin］のユーザレベルの［ユーザ名］と［パスワード］を入力し、
［設定送信］操作を再度行います。

本体の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］に戻ります。

［ユーザ情報］が更新されました。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.1.5	 プログラムパターン設定ファイルを受信する（プログラム制御機能付きGX/
GP、GM）

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM のプログラムパターンを含む設定ファ
イルを、本体から受信することができます。

「ハードウェア設定」では、以下の方法でファイルを受信できます。

・ 設定ファイルとプログラムパターンファイルを一緒に受信する。

・ 設定ファイルのみ受信する。

「プログラムパターン設定」ソフトを使用すると、プログラムパターンのみを受信すること
ができます。： 5-23 ページの「プログラムパターンを受信する」

操　作

1 ［設定］タブ －［設定受信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

Note
本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になっている場合、ユー
ザ情報を指定する必要があります。Off の場合は通信情報の入力のみで接続できます。
	 ［セキュリティ設定］についての詳細は、本体の取扱説明書（（GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパ

レスレコーダ　ユーザーズマニュアル IM04L51B01-01JA、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 IM04L55B01-01JA）をお読みください。

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。

3  通信情報を入力し終えたら、［OK］ボタンをクリックします。
受信内容の確認メッセージが表示されます。

3.1　設定データを受信する、送信する
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4  受信方法を選択します。

［設定のみ受信する］を選択すると、設定のみを受信します。

［設定とプログラムパターンを受信する］を選択すると、設定と、プログラムパターン	（パターン
番号 01 ～ 99）を受信します。

Note
［設定とプログラムパターンを受信する］を選択したとき、設定画面上にプログラムパターンがあ
ると、受信したプログラムパターンで上書きされます。

解　説
上記ダイアログの ｢ ファイルの受信方法 ｣ について詳細を以下に示します。
各ボタンをクリックすると、ハードウェア設定は下表のように動作します。
ボタン表示 動作結果
設定と全プログラムパターンを受信する 本体から設定と、本体のプログラムパターン （パターン番号

01 〜 99）をまとめて受信し、ハードウェア設定の設定画面
に展開します。このとき、設定画面上にプログラムパター
ンがあると、これを破棄し、受信した設定とプログラムパ
ターンを設定ソフトの画面上に反映します。本体のプログ
ラムパターン番号 01 〜 99 の構成をそのまま画面上に再現
します。

設定のみ受信する 本体から設定のみを受信し、ハードウェア設定の設定画面
に展開します。このとき、設定画面上にプログラムパター
ンがあると、受信した設定のシステム /PV レンジ設定と合
わないものを、合うように補正します。（破棄はされません。）
補正後にメッセージ（W028）で、補正されたパターン番号
が通知されます。［詳細情報］をクリックすると、ダイアロ
グで変更内容が確認できます。

パターン番号補正の表示例

キャンセル 何もせずダイアログを閉じます。

Note
本体が以下の状態のとき、プログラムパターンは受信できません。エラーメッセージ（E021）が
表示されます。
•	 他の設定ソフトがプログラムパターン受信を行っているとき。
•	 GX/GP の本体画面で、プログラムパターンの設定画面が開かれているとき。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.1.6	 プログラムパターン設定ファイルを送信する（プログラム制御機能付きGX/
GP、GM）

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM のプログラムパターンを含む設定
ファイルを、本体へ送信することができます。「ハードウェア設定」では、以下の方法でファ
イルを送信できます。

・ 設定ファイルとプログラムパターンファイルを一緒に送信する。

・ 設定ファイルのみ送信する。

「プログラムパターン設定」ソフトを使用すると、プログラムパターンのみを送信すること
ができます。： 5-24 ページの「5.7.2 プログラムパターンを送信する」

Note
•	 ハードウェア設定では、本体が記録中／演算中／制御中／プログラム制御中、いずれの場合も「設

定送信」はできません。ただし、プログラムバターン設定ソフトでは、プログラムパターンのみ、
本体が記録中／演算中であっても送信することができます。プログラムパターンのみの送信に
ついては 5-24 ページの「5.7.2 プログラムパターンを送信する」をお読みください。

•	 本体と設定データの送受信を行う場合は、本体のシステム構成を確認し、必要に応じて再構築
を行ってください。

操　作

1 ［設定］タブ －［設定送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。

3  通信情報を入力し終えたら、［OK］ボタンをクリックします。
送信内容の確認メッセージが表示されます。（手順 4 へ）

3.1　設定データを受信する、送信する



3-15IM 04L61B01-02JA

本
体
に
接
続
す
る

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

付付

索索

接続した本体がプログラム制御機能（付加仕様、/PG）を持っていない、あるいは、設定ソフト
側でプログラム制御機能が有効になっていないときは、異なるメッセージが表示されます。

（受け側と送り側にプログラムパターンがないと判断されます。）［OK］をクリックすると、設定
のみが送信されます。

4  送信方法を選択します。

•	［設定のみ送信する］を選択すると、設定のみを送信します。

•	 	［設定とプログラムパターンを送信する］を選択すると、設定と、プログラムパターン	（パター
ン番号 01 ～ 99）を送信します。

Note
プログラムパターン設定の送信に失敗した場合は、エラーメッセージ（E029）と反映できなかっ
たプログラムパターンの番号が表示されます。
•	 このとき表示されるパターン番号は、「ハードウェア設定画面側」のパターン番号です。
•	 本体に反映できなかったプログラムパターンとは、本体側の PID 制御モジュールの位置、PV レ

ンジ小数点位置、下限、上限のいずれかが、設定内容と異なることを意味します。

3.1　設定データを受信する、送信する
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3.2	 本体を操作する

ハードウェア設定から、本体の記録、演算 * を開始させたり、停止させたりすることができ
ます。また、本体のハードウェア情報を表示させることができます。

*	 演算は付加仕様です。

3.2.1	 記録、演算を開始する／停止する
操　作

1 ［本体操作］タブのメニュー［記録開始］、［記録停止］、［演算開始］、［演算停止］のうち、
実行したい操作のボタンをクリックします。

	 本体がマルチバッチ機能（付加仕様、/BT）付きの場合：下記「Note」参照

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

	 ［本体操作］タブの機能を選択すると、最初に通信設定のためのダイアログボック
スが表示されます。［通信情報入力］ダイアログボックスの入力については、3.1.1
設定データを受信するの操作手順をご覧ください。

	 本体のセキュリティ設定－［基本設定］－［通信］が［ログイン］に設定されてい
る場合は、本体に登録されているユーザ情報を入力してください。

2  通信情報を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
開始／停止、またはキャンセルの確認メッセージが表示されます。

3  開始、停止を実行するときは［OK］をクリックします。
本体の記録、演算が開始、または停止します。

Note
マルチバッチ機能が有効（On）の状態で［記録開始］、［演算開始］ボタンをクリックすると、す
べてのバッチの記録／演算を開始します。また、［記録停止］、［演算停止］ボタンをクリックすると、
すべてのバッチの記録／演算を停止します。バッチごとに開始させたり、停止させたりすること
はできません。
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3.2.2	 ハードウェア情報を確認する
操　作

1 ［本体操作］タブ －［ハードウェア情報］を選択します。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  通信情報を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
［ハードウェア情報］ダイアログボックスが表示されます。

認識している
モジュール構成

基本情報

	 表示される情報について： 	 3-18 ページ

3  確認後、［OK］をクリックします。
ダイアログボックスが閉じます。

3.2　本体を操作する
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解　説
［ハードウェア情報］ダイアログボックスには以下の情報が表示されます。

基本情報
・ 製品名称：GX20/GP20、GX10/GP10、GM10
・ シリアル番号
・ MAC アドレス
・ ファームウェアバージョン
・ 機器タイプ：GX20-1、GX10-1、GP20-1、GP10-1、GX20-2、GP20-2、GM10-1、

GM10-2
・ オプション：本体が認識可能なすべてのオプションを順番に表示します。

オプション 表示文字列
シリアル通信 /C2 RS-232

/C3 RS-422/485
VGA 出力 /D5 VGA 出力
FAIL ／ステータス出力リレー /FL Fail 出力、１点
演算機能（レポート機能含む） /MT 演算 ( ﾚﾎﾟｰﾄ機能含む )
通信チャネル機能 /MC 通信チャネル機能	
24V	DC/AC 電源駆動 /P1 24V	DC/AC 電源駆動
USB インタフェース（ホスト 2 ポート） /UH USB インタフェース ( ﾎｽﾄ 2 ﾎﾟｰﾄ )
プレインストールモジュール /U □□ 0 ｱﾅﾛｸﾞ ( ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ) 入力ﾓｼﾞｭｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ

/CR □□ ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ出力ﾓｼﾞｭｰﾙ、ﾃﾞｨｼﾞﾀﾙ入力ﾓｼﾞｭｰﾙﾌﾟﾚｲﾝｽﾄｰﾙ
EtherNet/IP /E1 EtherNet/IP
WT 通信 /E2 WT 通信
拡張セキュリティ機能 (Part11 対応 ) /AS 拡張セキュリティ機能 (Part11 対応 )
カスタムディスプレイ機能 /CG カスタムディスプレイ機能
LOG スケール /LG Log スケール
Bluetooth（GM のみ） /C8 Bluetooth
航空宇宙向け熱処理 /AH 航空宇宙向け熱処理
マルチバッチ機能 /BT マルチバッチ機能
OPC-UA サーバ	 /E3 OPC-UA サーバ	
SLMP 通信 /E4 SLMP 通信
プログラム制御機能 /PG プログラム制御

・ 機器タグ：本体に設定されている機器タグを表示します。
・ 機器タグ No.：本体に設定されている機器タグ No. を表示します。
・ チャネル情報：AI/DI/DO/ 演算 / 通信 / パルス /PID のチャネル数を表示します。
・ 拡張セキュリティ機能：拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）付きの場合、状態（Off

または On）を表示します。
・ IP アドレス：本体の IP アドレスを表示します。GM の DHCP 設定が On のとき、イー

サネット以外の通信で接続することで、自動取得された IP アドレスを確認できます。
・ BD アドレス：接続機器が GM、かつ Bluetooth オプション付きの場合、Bluetooth BD

アドレスを表示します。
・ マルチバッチ機能：マルチバッチ機能（付加仕様、/BT）付きの場合、状態（Off また

は On）を表示します。
・ バッチ数：接続機器のマルチバッチ機能が有効（On）のとき、バッチ数を表示します。
・ 測定動作モード：選択されている測定動作モード（標準、高速、またはデュアルインター

バル）を表示します。

3.2　本体を操作する
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認識しているモジュール構成
・ ID
 GX10、GP10：0 〜 2
 GX20、GP20：0 〜 9
 GM10：0 〜 9

・ 状態：本体が出力する状態をアイコンまたはツールチップで表示します。
表示 意味（ツールチップの表示）
表示なし 情報なし
水色 GOOD
黄色 WARNING
赤色 ERROR
青色 (?) INVALID
黄色 (!) UNMATCH

・ 形名：モジュールの形名を表示。存在しない場合は［-----］
・ シリアル番号
・ バージョン：モジュールのファームウェアバージョン
・ オプション
・ 特注：特注情報を表示。標準の場合は［---］
・ 入力チャネル数：モジュールの入力チャネル数
・ 出力チャネル数：モジュールの出力チャネル数

状態
表示 状態 備考
記録中 本体で記録している状態 マルチバッチ機能（付加仕様、/BT）

が有効なときは、バッチ内にひとつで
も記録中のバッチが存在するとき［記
録中］を表示します。

演算中 本体で演算している状態
メディアアクセス中 本体でメディアにアクセスしている状態
制御中 (Lxxx,	Lxxx....) 本体で、いずれかのループが RUN 状態の時、

表示される。
Lxxx：ループ番号

プログラム制御中 (xx) 本体で、プログラム制御中のパターン番号
があれば表示される。

xx：運転中のパターン番号

3.2　本体を操作する
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3.2.3	 再構築を実行する（接続機器がGMの場合）
ハードウェア設定から GM の再構築を実行することができます。
再構築が実行できるユーザには制限があります。また、GX/GP に対しては、通信で再構築
を実行することはできません。（Note 参照）

操　作

1 ［本体操作］タブ －［再構築］を選択します。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  通信情報を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
GM との接続に成功すると再構築の実行を確認するメッセージが表示されます。

3  ［OK］ボタンをクリックします。
再構築が完了し、メッセージが表示されます。

	 再構築の結果を確認する： 「3.2.2 ハードウェア情報を確認する」」

Note
•	 GM 本体でユーザ権限が設定されているとき、以下のユーザだけが再構築を実行できます。

–	 Admin ユーザ
–	［管理者制限］の［再構築］が［Free］になっている SecondAdmin ユーザ
–	［ユーザ制限］の［システム操作］が［Free］になっている User ユーザ

•	 再構築を実行する権限がない場合、または本体が再構築できる状態にない場合にエラーメッセー
ジ「E021	現在実行できる状態ではありません。」が表示されます。
	 関連項目：次ページの「GX/GP、GM の状態による送受信の制限について」

•	 GX/GP に対して本ソフトウェアから通信で再構築を実行することはできません。GX/GP の再構
築は本体画面より行ってください。
	 操作方法： 	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）　「GX/GP の再構築（	モジュールの認識）

3.2　本体を操作する
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3.2.4	 制御を開始する／停止する（PID 制御モジュール付きのGX/GP、GM）
本体のループ制御（ループ単位、または全ループ）を開始（RUN）、または停止（STOP）さ
せることができます。本体が制御中の場合でも、ハードウェア設定から制御をいったん停
止し、設定を送信してから制御を再開させることができます。

操　作

1 ［本体操作］タブ －［制御開始］（または［制御停止］）を選択します。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  通信情報を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。
操作ダイアログが表示されます。

3  ループ番号のリストから、ループを選択して［OK］をクリックします。

指定したループの運転を開始（または、停止）のダイアログが表示されます。

Note
•	 PROGRAM	状態になっているループは「開始」できません。

-	 プログラム制御で動作していたループは、プログラム制御停止後、PROGRAM	状態になりま
す。

•	 PROGRAM	状態になっているループは、ループ個別指定による停止はできません。
-	 ループ個別指定とは、［Lxxx	( 制御中 )］を指定することを指します。
-	 プログラム制御で動作しているループは、GX 画面や Web アプリケーションから	LOCAL	状

態に変更していなければ	PROGRAM	状態となります。
•	 プログラム制御中に「全ループ運転停止」を行うと、プログラム制御は停止します。

3.2　本体を操作する
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3.2　本体を操作する

3.2.5	 プログラム制御を開始する／停止する（プログラム制御機能付きのGX/GP、GM）
本体のプログラム制御を開始、または停止させることができます。本体がプログラム制御
中の場合でも、ハードウェア設定から制御中のパターンをいったん停止し、設定を送信し
てから停止させたパターンを再開させることができます。

操　作

1 本体から「ハードウェア情報」を受信し、プログラム制御中のパターン番号を確認し
ておきます。

確認方法： 3-17 ページの「ハードウェア情報を確認する」

2  ［本体操作］タブ －［プログラム制御開始］（または［プログラム制御停止］）を選択
します。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

3  通信情報を入力し、［OK］ボタンをクリックします。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。
操作ダイアログが表示されます。

4  リストからプログラムパターン番号を選択して［OK］をクリックします。「停止」操
作の場合は、プログラム制御中のパターン番号を確認して［OK］をクリックします。

プログラムパターンを選んで開始 プログラムパターン停止

指定したパターンの運転を開始（または、停止）のダイアログが表示されます。

Note
•	 すでにプログラム制御中の本体に対して、［プログラム制御開始］しようとすると、エラーメッ

セージ（E021）と、プログラム制御中のパターン番号を表示します。
•	 すでにプログラム制御停止中の本体に対して、［プログラム制御停止］しようとすると、エラー

メッセージ（E021）を表示します。
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3.2　本体を操作する

3.2.6	 GX/GP、GMの状態による操作の制限について
設定の送受信や本体操作は、接続している本体の状態によって制限されることがあります。
本体の状態とその状態における操作の可否は下表のとおりです。

GX/GP

記録中 演算中 制御中
プログラム

制御中
再構築中

A/D 校正モード
鍵作成モード

アップデートモード

設定受信 ○ ○ ○ ○ ○	*1 ×

設定送信 × × × × ○	*1 ×

ユーザ設定送信 ○ ○ ○ ○ ○ ×

記録開始 ○	*2 ○ ○ ○ × ×

記録停止 ○ ○ ○ ○ × ×

演算開始 ○ ○	*2 ○ ○ × ×

演算停止 ○ ○ ○ ○ × ×

制御開始 ○ ○ ○	*2 ○	*3 × ×

制御停止 ○ ○ ○ ○	*3 *4 ×

プログラム制御開始 ○ ○ ○ × × ×

プログラム制御停止 ○ ○ ○ ○ *4 ×

ハードウェア情報 ○ ○ ○ ○ ○ *1 ×

再構築 × × × × × ×

○：操作が実行できる　×：操作が実行できない（エラーメッセージが表示されます。）

*1：		モジュール構成が確定していない状態での実行となる可能性があります。その場合は、設定内容やハードウェ

アの情報が実際の構成と異なることがあります。

*2：		すでに記録中／演算中／制御中／プログラム制御中のため、動作が継続されます。（開始を実行しても何も

行われません。）

*3：	プログラム制御中のループは、制御開始、制御停止できません。

*4：制御中／プログラム制御中に本体で再構築はできません。

GM

記録中 演算中 制御中
プログラム

制御中
再構築中 *1

A/D 校正モード
鍵作成モード

アップデートモード

設定受信 ○ ○ ○ ○ × ×
設定送信 × × × × × ×
ユーザ設定送信 ○ ○ ○ ○ × ×
記録開始 ○ *2 ○ ○ ○ × ×
記録停止 ○ ○ ○ ○ × ×
演算開始 ○ ○ *2 ○ ○ × ×
演算停止 ○ ○ ○ ○ × ×

制御開始 ○ ○ ○	*2 ○	*3 × ×

制御停止 ○ ○ ○ ○	*3 *4 ×

プログラム制御開始 ○ ○ ○ × × ×

プログラム制御停止 ○ ○ ○ ○ *4 ×
ハードウェア情報 ○ ○ ○ ○ × ×
再構築 × × × × × ×

○：操作が実行できる　×：操作が実行できない（エラーメッセージが表示されます。）

*1：	GM が再構築中のとき、本ソフトウェアから操作することはできません。

*2：		すでに記録中／演算中／制御中／プログラム制御中のため、動作が継続されます。（開始を実行しても何も

行われません。）

*3：	プログラム制御中のループは、制御開始、制御停止できません。

*4：制御中／プログラム制御中に本体で再構築はできません。

GX/GP の状態

設定ソフトの操作

GX/GP の状態

設定ソフトの操作
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4.1	 操作について

この章では、拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）付き GX/GP、GM の設定データ（拡
張子 .GSL）* について記載します。

*：拡張セキュリティ機能が有効時の GX/GP、GM で作成された設定ファイルを指します。また、
本ソフトウェアの［システム構成］で［拡張セキュリティ機能有効無効］を［On］に設定して
作成した設定データも同様です。

Note
拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）の使い方や設定内容については、「拡張セキュリティ機能（/
AS）ユーザーズマニュアル（GX/GP：IM	04L51B01-05JA、GM：IM	04L55B01-05JA）」をお読みく
ださい。

4.1.1	 設定データの作成
操作方法は「3.2.2 ハードウェア情報を確認する」をご覧ください。

4.1.2	 設定データの表示
PC に保存された既存の設定ファイル（*.GSL）、または測定データファイル（*.GSE、*.GSD）
を読み込んで設定を表示します。
操作方法は「2.2 設定データを表示する」をご覧ください。
ユーザ登録を含む［セキュリティ設定］の表示には認証が必要になります。
詳しくは、「4.2 ユーザ認証について」を参照してください。

4.1.3	 設定データの編集
操作方法は「2.3 設定データを編集する」をご覧ください。
ユーザ登録を含む［セキュリティ設定］の編集には認証が必要になります。操作方法につ
いては、「4.2 ユーザ認証について」を参照してください。
なお、拡張セキュリティ機能が［On］の状態で設定編集を行う場合は、以下の点にご注意
ください。設定を誤ると本体にログインできなくなることがあります。

1. パスワード管理機能（KDC）を使用する場合

・ ［通信（イーサネット）設定］－［KDC クライアント設定］の［認証キー］で、特
にホストプリンシパルと、そのホストユーザのパスワードの入力にはご注意くださ
い。

・ KDC サーバ側に登録されているユーザは、本体の［ユーザ登録］にも設定してくだ
さい。

・ root ユーザパスワードは大切に保管してください。
 忘れたり、紛失したりすると、緊急時（KDC 設定を失敗してログインできなくなっ

たときなど）に、［ログイン］を［Off］に戻すことができません。
 なお、root ユーザログインは、本ソフトウェアからの通信ログインでも使用するこ

とができます。

2. ［セキュリティ基本設定］－［ユーザ ID ］の［On/Off］を切り替えたとき、ユーザ設定
の［ユーザ ID］と［パスワード］は初期化されます。

3. ［セキュリティ基本設定］－［パスワード管理機能］の On/Off］を切り替えたとき、ユー
ザ設定の［ユーザ ID］と［パスワード］は初期化されます。

4. ［セキュリティ基本設定］－［パスワード管理機能］が［On］のとき、本ソフトウェア
では［ユーザ名］の入力内容は表示されません。

第 4 章 拡張セキュリティ機能（/AS）付き GX/GP/GM の設定データ
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4.1.4	 設定データの保存
操作方法は「2.4 設定データを保存する」をご覧ください。ただし、上書き保存はできません。

4.1.5	 設定データを受信する、送信する
操作方法は「3.1.1 設定データを受信する」、または「3.1.2 設定データを送信する」をご覧
ください。

Note
設定送信前に、本体に SD カードが挿入されていることを確認してください。拡張セキュリティが
有効の場合、SD カードがないと設定送信されません。

拡張セキュリティ機能とデータの送受信について

拡張セキュリティ機能が有効でも、本体のセキュリティ設定－［基本設定］－［通信］が［Off］
の場合は、ユーザ情報（ユーザ名、パスワード）を入力せずに接続できます。
設定データの送受信の可否は、本体の［セキュリティ設定］の状態によって異なります。
拡張セキュリティ機能が有効（On）のとき、下表に示すとおりとなります。

本体の［セキュリティ設定］－［基本設定］の状態
（拡張セキュリティ機能：On）

送受信する設定の内容
一般設定

（セキュリティ以外）
セキュリティ設定

受信 送信 受信 送信
［タッチ操作］［通信］がともに［Off］ ○ ○ ○ ○
［タッチ操作］が［ログイン］、［通信］が［Off］（Note） ○ × ○ ×

「タッチ操作」［通信］がともに［ログイン］
または、

「タッチ操作」が［Off］、［通信］が［ログイン］

［Admin］ ○ ○ ○ ○
［SecondAdmin］（管理者制限
なし、ユーザ制限なし）（Note） ○ ○ ○ ○

［SecondAdmin］（管理者制限
あり、ユーザ制限あり）（Note） ○ × ○ ×

［User］（ユーザ制限設定なし） ○ ○ ○ ×
［User］
［ユーザ制限］－［設定操作］
が［Lock］

○ × ○ ×

［Monitor］ ○ × ○ ×

○：可能　×：不可

Note
•	 本体が GM の場合、ログインの種類は［通信］のみです。
•	 拡張セキュリティ機能が［On］で、［タッチ操作］が［ログイン］、［通信］が［Off］になって

いる GX/GP に対しては、本ソフトウェアからの［設定送信］はできません。（［設定受信］は可
能です。）本ソフトウェアで編集した設定を本体に反映したい場合は、ソフト側で設定ファイル
を保存してください。その後、本体には［タッチ操作］ログインし、その設定ファイルをロー
ドしてください。

・	 準管理者（SecondAdmin ユーザ）は、接続先が設定操作［Lock］でも、管理者制限のセキュリティ
設定に［Free］の項目があれば、その［Free］の項目のみ送信します。

・	 準管理者（SecondAdmin ユーザ）が、設定送信できない項目は下記です。
管理者制限

送信できない設定
項目 設定

基本設定 Lock セキュリティ基本設定

ユーザ登録 Lock
ユーザ登録設定
ユーザ登録が Free でも、Admin に設定されたユーザに対しては送信しません。

管理者制限 Lock 管理者制限

ユーザ制限 Lock
ユーザ制限
通信 ( イーサネット ) 設定のサーバ設定 Web コンテンツツリー

サインイン設定 Lock サインイン設定
サインイン制限 Lock サインイン制限
上記全項目 Free 通信 (Bluetooth) 設定の Bluetooth 接続パスワード

4.1　操作について
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4.1.6	 設定変更コメント入力（ソフトウェアバージョン R4.07 以降）
設定送信時またはユーザ設定送信時に設定変更コメントを入力することができます。
この機能は、送信先の本体がリリースナンバー４（バージョン R4.07 以降）で、拡張セキュ
リティ機能が有効、かつ、以下の場合に有効になります。

設定送信時： 本ソフトウェア上の設定画面で [ システム環境設定 ] － [ 設定ファ
イル ] の [ 設定変更コメント ] が On

ユーザ設定送信時： 本体の [ システム環境設定 ] ー [ 設定ファイル ] の [ 設定変更コメン
ト ] が On

・ 設定送信の操作は「3.1.2 設定データを送信する」、ユーザ設定送信の操作は「3.1.3 ユー
ザ設定を送信する」をご覧ください。

・ 上記の操作で［通信情報入力］ダイアログの［OK］ボタンを押すと、下記のダイアログ
が表示されます。設定変更コメントを入力して［OK］ボタンを押すと、本体に送信され
ます。（コメント未入力があるとエラーになり送信できません。）

      

項目 内容
設定変更コメント 半角 1 〜 50 文字（空文字列不可）

［定型］ボタン 定型コメントのリストを表示します。
リスト内容は、本ソフトウェア上で現在設定している [ 設定ファイル ] 
- [ 定型コメント ] を表示します。

定型コメント
［設定］タブ－［システム環境設定］－［設定ファイル］で設定します。

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
1 〜 10 文字列（半角 50 文字以内） Comment01 〜

Comment10

4.1　操作について
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4.1.7	 本体を操作する
操作方法は「3.2.1 記録、演算を開始する／停止する」、「3.2.2 ハードウェア情報を確認する」
または「3.2.3 再構築を実行する（接続機器が GM の場合）」をご覧ください。
拡張セキュリティ機能が有効でも、本体のセキュリティ設定－［基本設定］－［通信］が［Off］
の場合は、ユーザ情報（ユーザ名、パスワード）を入力せずに接続できます。
本体のセキュリティ設定－［基本設定］－［通信］が［ログイン］に設定されている場合は、
本体に登録されているユーザ情報を入力してください。
ただし、ユーザレベルによっては、本ソフトウェアからの本体操作に制限があります。

・ ユーザレベルが［SecondAdmin］
 ［ユーザ制限］の［記録］が［Lock］に設定されている場合、［記録開始］、［記録停止］

はできません。
 ［ユーザ制限］の［演算］が［Lock］に設定されている場合、［演算開始］、［演算停止］

はできません。
 ［管理者制限］の［再構築］が［Lock］に設定されている場合、［再構築］はできません。

 制限の内容については、GX/GP、GM、それぞれの拡張セキュリティ機能（/AS） ユーザー
ズマニュアルをご覧ください。

・ ユーザレベルが［User］
 ［ユーザ制限］の［記録］が［Lock］に設定されている場合、［記録開始］、［記録停止］

はできません。
　 ［ユーザ制限］の［演算］が［Lock］に設定されている場合、［演算開始］、［演算停止］

はできません。
 ［ユーザ制限］の［システム操作］が［Lock］に設定されている場合、［再構築］はで

きません。

・ ユーザレベルが［Monitor］
 ［ハードウェア情報］の取得・閲覧のみ使用できます。その他の本体操作はできません。

4.1.8	 設定データを初期化する
編集中の設定値のみを初期化します。
操作方法は「2.5 設定データを初期化する」をご覧ください。

4.1.9	 設定データを印刷する
設定データを印刷します。
ただし、拡張セキュリティ機能が有効のときは、［ユーザ名］、［ユーザ ID］、［パスワード］
は隠ぺい文字「*****」で印刷されます。
操作方法は「2.6 設定データを印刷する」をご覧ください。

バリデーション印刷
基準となる設定ファイルを読み込んで、表示中の設定データと比較し、結果を印刷するこ
とができます。
基準ファイルの読み込み操作は「2.2.2 比較元のファイルを開く」を、バリデーション印刷
の設定操作は「2.6.2 バリデーション印刷」をご覧ください。

4.1　操作について
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4.2	 ユーザ認証について

拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）が有効なシステム構成においてセキュリティ機能
を使用している場合、［セキュリティ設定］下のコンテンツを表示させようとすると、［ユー
ザ認証］が発生することがあります。
この節では、この［ユーザ認証］について説明します。

下図は認証が発生する条件のもとで、［セキュリティ基本設定］を選択したときの画面例で
す。

4.2.1	 ユーザ認証が発生するとき
設定ファイルを「開く」または「設定受信」したとき、以下の条件をすべて満たしている
場合に［ユーザ認証］ダイアログボックスが表示されます。

1.  ［システム構成］の設定で［拡張セキュリティ機能有効無効］が［On］になっている。

2. ［セキュリティ基本設定］ー［セキュリティ機能］で、［タッチ操作］または［通信］が
［ログイン］になっている。

3. ［セキュリティ設定］の下に属する各種項目のいずれかを選択、表示しようとしている。

・ セキュリティ基本設定
・ ユーザ登録
・ 管理者制限
・ ユーザ制限
・ サインイン設定
・ サインイン制限
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4.2.2	 ユーザ認証	ダイアログボックスの入力
［ユーザ認証］が表示された場合の操作手順です。認証に成功すると［セキュリティ設定］

の設定項目を表示・編集できるようになります。

操　作

1 ［ユーザ認証］ダイアログボックスが表示されたら、"Admin または SecondAdmin" ユー
ザの［ユーザ名］［ユーザ ID］［パスワード］を入力します。

Note
•	 この "Admin または SecondAdmin" ユーザとは、開いている設定データ中のユーザ登録設定に

存在する "Admin または SecondAdmin" ユーザを意味します。
・	 SecondAdmin ユーザは、[ 管理者制限 ]-[ セキュリティ設定 ] が Free の設定画面にのみ入るこ

とができます。この [ 管理者制限 ] 内容も、開いている設定データ中の設定内容に基づきます。
•	 なお、［ユーザ ID］と［パスワード］は表示されない場合があります。（次ページ、解説 参照）

2  ［OK］ボタンをクリックします。
ダイアログボックスが閉じ、認証が行われます。

入力したユーザ情報が、設定データ中のいずれかの "Admin" ユーザと一致した場合、選択した設
定内容が表示されます。

4.2　ユーザ認証について
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4.2　ユーザ認証について

認証に失敗すると、コンテンツエリアに「権限がありません。」というメッセージが表示されます。

3  認証をやり直す場合は、［セキュリティ設定］下の他の設定項目を選択してください。
［ユーザ認証］ダイアログボックスが表示されます。

解　説
［ユーザ認証］ダイアログボックスの項目と内容について説明します。

ユーザ名
設定データ中のユーザ登録に存在する "Admin または SecondAdmin" ユーザ（複数の場合
はいずれか）の［ユーザ名］を入力します。

ユーザ ID
設定データ中のユーザ登録に存在する "Admin または SecondAdmin" ユーザ（複数の場合
はいずれか）の［ユーザ ID］を入力します。入力文字は表示されません。設定データ中の［セ
キュリティ基本設定」－［ユーザ ID］が［On］に設定されているときのみ表示されます。

パスワード
設定データ中のユーザ登録に存在する "Admin または SecondAdmin" ユーザ（複数の場合
はいずれか）の［パスワード］を入力します。入力文字は表示されません。設定データ中の［セ
キュリティ基本設定」－［パスワード管理機能］が［Off］に設定されているときのみ表示
します。

Note
•	 ダイアログボックスに入力した情報が、設定データ中の［ユーザ登録］の "Admin" となってい

るユーザの各情報 ( ユーザ名、ユーザ ID、パスワード ) と一致した場合に「認証成功」となります。
•	 ユーザ認証にいったん成功すると、前述の「発生する条件」を再度満たすまでは、認証なしに

各種セキュリティ設定を表示することができます。
•	 ユーザ認証に失敗するとエラーが表示されますが、失敗回数に制限はありません。
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4.3	 Universal	Viewer 差分表示機能（ソフトウェアバー
ジョン R4.07 以降）

ユニバーサルビューアで記録データを表示し、そのデータの操作履歴一覧から設定データ
の差分情報を表示する機能です。

・ この機能は、ハードウェア設定のソフトウェアバージョン R4.07 以降、ユニバーサルビュー
アのソフトウェアバージョン R3.08 以降で使用できます。

 ユニバーサルビューアの詳細については、「SMARTDAC+ スタンダード ユニバーサル
ビューア ユーザーズマニュアル（IM 04L61B01-01JA）」をお読みください。

・ この機能は、GX/GP、GM リリースナンバー 4（バージョン 4.07）以降の設定ファイルに
対して有効になります。

操　作

1 ユニバーサルビューアで記録データ（*.GSD/*.GSE）を開き、操作履歴一覧を表示します。

2  設定差分の詳細情報を表示します（詳細情報の［表示］ボタンを選択）。
詳細情報ダイアログが表示されます。

       

Note
本体ファームウェアアップデート後、最初の設定変更による [ 設定差分 ] は、変更前ファイル名が
空欄になります。

3  ［差分表示］ボタンを選択します。
ハードウェア設定が起動し、Universal	Viewer 差分表示ダイアログが表示されます。

       

4  ［フォルダ指定］ボタンを選択し、設定ファイルが保存されているフォルダを選択し
ます。

「常にこのフォルダを使用」にチェックを入れると、次回はこの操作を省略できます。

5  ［OK］ボタンを選択します。
バリデーション印刷画面（差分表示）が別ウィンドウで表示されます。

 バリデーション印刷画面については「2.6.2 バリデーション印刷」をご覧ください。
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解　説
設定ファイル検索先
差分表示用の設定ファイル（.GSL）を検索するフォルダを指定します。

・ 変更前（比較元）と変更後の設定ファイル（.GSL）を検索します。この 2 つのファイルが揃っ
ていない場合、またはファイルが適切でない場合は検索できません。

検索可能なフォルダ（検索先）
・ ハードウェア設定がインストールされている PC で認識されているフォルダ（読み取り権

限が許可されていること）
・ 指定フォルダ直下および、その 1 階層下のフォルダ

Note
ファイル検索は、指定フォルダの１階層下まで検索します。

（例）設定ファイル検索先に [Folder	A] を指定した場合

Folder A

 設定ファイル 1

 設定ファイル 2

Folder B

 設定ファイル 3

 設定ファイル 4

Folder D

（検索対象外）

 設定ファイル 7

 設定ファイル 8

Folder C

 設定ファイル 5

 設定ファイル 6

Folder E

（検索対象外）

 設定ファイル 9

 設定ファイル 10

	 [Folder	A] を指定すると、１階層下の [Folder	B]、[Folder	C] も検索するため、設定ファイル 1
～ 6 が検索されます。[Folder	D]、[Folder	E]	は２階層下のため検索されません。

	 本体 FTP クライアント機能などによって、PC 上の設定ファイル配置が上記例のようになる場合
は、設定ファイルが配置されるフォルダの 1 階層上 ( 本例の [Folder	A])	を指定しておくと、毎
回フォルダを指定する必要がなく便利です。

検索条件
設定ファイルの検索先として、常にこのフォルダを使用する場合にチェックボックスを On
にします。

・ チェックボックスが On のとき、このダイアログは表示されずに、バリデーション印刷
画面（差分表示）を表示します。

・ チェックしていない場合は、毎回検索先フォルダを指定します。

設定ファイル名
上側に変更前（比較元）の設定ファイル（.GSL）、下側に変更後の設定ファイル（.GSL）を
表示します。

4.3　Universal Viewer 差分表示機能（ソフトウェアバージョン R4.07 以降）
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差分表示画面について
Universal Viewer 差分表示機能を使用して表示されるバリデーション印刷画面（差分表示）は、
下記の初期状態で表示されます。

印刷表示条件
項目 内容
タイトル 空欄
プロトコル No. 空欄
システム情報表示 なし
項目一覧表示 なし
差分表示 あり（変更のみ , 最小限）
差分表示色 赤
印刷する設定 すべて On *

*  差分表示（「あり（変更のみ , 最小限）」など）の内容に従い、差分がな
い設定は「Off」になります。

・ 上記の印刷表示条件は、表示後に変更できます。

Note
設定ファイル（変更前	（比較元）と変更後）の検索結果が以下の場合、差分表示は行いません。
・	 ファイルが検索可能なフォルダから検索できなかったとき
・	 ファイルは検索できたが、どちらかのファイルが破損しているとき
・	 ファイルは検索できたが、機器シリアル番号が一致しないとき
・	 ファイルは検索できたが、機器システムが一致しないとき

以下の設定ファイルは、機器システムが一致しないことになります。
・	 本体ファームウェアのアップデート前とアップデート後の設定
・	 本体 I/O モジュール構成変更前と変更後の設定（再構築操作前と操作後）
・	 本体機器オプション構成の不一致
・	 マルチバッチ機能 ( 付加仕様、/BT) の	マルチバッチ設定変更前と変更後の設定

以下の場合、機器システムの不一致には対象外となります。
・	 I/O モジュールシリアル番号が不一致
・	 I/O モジュールバージョンが不一致
このため、本体にて故障交換等でモジュール有効化を行った前後の設定も差分表示することがで
きます。

Note
差分表示を実行した場合、設定画面には、変更後の設定ファイルを読み込んで表示します。
これは差分表示をキャンセルした場合も同じです。

4.3　Universal Viewer 差分表示機能（ソフトウェアバージョン R4.07 以降）
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5.1	 プログラムパターン設定とは

5.1.1	 概要
この章では、PID 制御モジュール、およびプログラム制御機能（付加仕様、/PG）付きの
GX/GP、GM の「プログラムパターン設定」* について記載します。

*：	GX/GP/GM の制御機能や各設定項目の解説、および詳細については「GX10/GX20/GP10/GP20/
GM10	ループ制御機能、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）	ユーザーズマニュアル（IM	
04L51B01-31JA）」をお読みください。

SMARTDAC+ ハードウェア設定は、R4.01 から GX/GP、GM のループ制御機能、プログラム
制御機能に対応しました。そのため、接続する本体のシステム構成で PID 制御モジュール

（GX90UT-02-11）とプログラム制御機能（付加仕様、/PG）を有効に設定すると、設定画面に［プ
ログラムパターン］タブが追加されます。このタブでは、プログラムパターンの作成、表示、
編集、保存、本体との送受信などができます。
ハードウェア設定 R4.06 以降では、勾配方式によるセグメント時間の編集を行うことができ
ます。詳しくは、5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェア
バージョン R4.06 以降）」をご覧ください。

また、ハードウェア設定 R4.01 以降をインストールすると、「プログラムパターン設定」が
同時にインストールされます。

第 5 章 プログラム制御機能（/PG）付き GX/GP/GM のプログラムパターン設定
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ハードウェア設定の「プログラムパターンタブ」と「プログラムパターン設定」は、ほぼ
同じ構成と機能を持っています。「ハードウェア設定」では、本体の設定に加え、プログラ
ムパターンの設定ができます。それに対し、「プログラムパターン設定」はプログラムパター
ンだけを設定編集しやすいように作られています。
プログラムパターンだけではなく、設定ファイルも同時に開く、保存する、送受信する場
合は、「ハードウェア設定」から操作を行います。

5.1.2	 動作環境
必要な PC システム環境は、ハードウェア設定と同じです。

 1-3 ページの「1.2 必要な PC システム環境」

5.1.3	 その他の動作条件、セキュリティ対策
ハードウェア設定と同じです。下記をお読みください。

 1-4 ページの「1.2.5 その他の動作条件」、「1.2.6 セキュリティ対策」

5.1.4	 起動方法
操　作

1 スタートメニューの、［すべてのプログラム］ー［SMARTDAC+ STANDARD］ー［プ
ログラムパターン設定］を選択します。

プログラムパターン設定が起動し、起動画面が表示されます。

5.1　プログラムパターン設定とは
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5.1.5	 画面とメニュー構成
プログラムパターン設定の画面構成は、ハードウェア設定画面と同じです。下図のように、
タブ、メニュー、ファイル名表示エリアから構成されています。

レイアウト変更バー、各ボタンの使用方法はハードウェア設定と同じです。詳細は下記の
ページを参照してください。

・ レイアウト変更バー、および、表示切り替え、コピー貼り付け、ジャンプ表示の各ボ
タンについて：  1-6 ページ

閉じるプログラムパターン設定

レイアウト変更バー

ツリー

表示切り替えボタン

ジャンプ
表示ボタン

ツールボタン

メニュータブ

コピー
貼り付け

Note
「プログラムパターン設定」では
•	 画面右上の「ファイル名」は表示されません。
•	 設定（GNL）の受信／送信、ファイル展開／保存はできません。
•	 プログラムパターン設定以外の設定画面表示はありません。

プログラムパターン設定のタブ、メニューの構成は以下のとおりです。

タブ メニュー 目的

プログラムパターン

新規作成 プログラムパターンファイルの新規作成。
プログラムパターンファイル新規作成時の
システム /PV レンジ設定ダイアログを呼び
出す。

プログラムパターンファイルを開く
（フォルダ指定）

フォルダを指定して、プログラムパターン
ファイルをまとめて展開する

プログラムパターンファイル保存
（フォルダ指定）

フォルダを指定して、プログラムパターン
ファイルをまとめて保存する。

プログラムパターン受信 本体からプログラムパターン設定をまとめ
て受信する。

プログラムパターン送信 本体にプログラムパターン設定をまとめて
送信する。

5.1　プログラムパターン設定とは
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タブ メニュー 目的

本体操作

記録開始 本体の記録を開始する
記録停止 本体の記録を停止する
演算開始 本体の演算を開始する
演算停止 本体の演算を停止する
制御開始 本体の制御を開始する
制御停止 本体の制御を停止する
プログラム制御開始 本体のプログラム制御を開始する
プログラム制御停止 本体のプログラム制御を停止する
ハードウェア情報 本体のステータス、オプション情報を受信

して表示する
再構築 GM 本体のシステム再構築を行う
プログラムパターン全て消去 本体のプログラムパターンを全初期化する

システム /PV レンジ
設定

システム /PV レンジ設定 プログラムパターンを構築するのに必要な
システム構成と PV レンジの設定をする。

設定値の初期化 設定ソフト内のプログラムパターン初期化
を行う

オプション 表示オプション 表示言語を指定する。
設定オプション 本ソフトウェアの設定オプション（セグメ

ント時間編集方式）を指定する
ポート番号 ポート番号を指定する。初期値：34503

ヘルプ 取扱説明書 取扱説明書を表示する
バージョン情報 本ソフトウェアのバージョンを表示する
更新ウェブサイトへ 本ソフトウェアの最新版へ更新するための

ウェブサイトへ移動する

5.1.6	 表示言語の指定
表示言語を日本語、英語、ドイツ語、フランス語、ロシア語、中国語、韓国語から選択す
ることができます。プログラムパターン設定では、日付表示方式、小数点種類は設定でき
ません。

操　作

1 ［オプション］タブ ―［表示オプション］を選択します。

［表示オプション］ダイアログボックスが表示されます。

3  ▼をクリックして、［表示言語］を選択します。

4  OK をクリックします。

5.1　プログラムパターン設定とは



5-5IM 04L61B01-02JA

プ
ロ
グ
ラ
ム
制
御
機
能
（/PG

）
付
きGX/GP/GM

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
パ
タ
ー
ン
設
定

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

付付

索索

5.1.7	 ポート番号の指定
Web ブラウザを使用するための「HTTP ポート番号」を指定できます。
プログラムパターン設定のポート番号の初期値は「34503」に設定されています。他のポー
ト番号に変更する場合は、下記の手順で変更を行います。

操　作

1 ［オプション］タブを選択します。

2  ［ポート番号］を選択します。

［ポート番号］ダイアログボックスが表示されます。

3  指定するポート番号（入力範囲：34443~65535）を入力します。

Note
変更後のポート番号を有効にするためには、本ソフトウェアを再起動してください。
再起動するまでは、古いポート番号で動作します。

5.1　プログラムパターン設定とは
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5.1.8	 設定編集形式の指定
プログラムパターン設定画面にてセグメント時間編集方式を選択することができます。
内容については、1-13 ページの「1.4.4 設定編集形式の指定」を参照してください。

勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

操　作

1 ［オプション］タブを選択します。

2  ［設定オプション］* を選択します。
*		プログラム制御オプション有、かつ、PID モジュールが 1 つ以上装着されているときに表示さ
れます。

［設定オプション］ダイアログボックスが表示されます。

3  ▼をクリックして、セグメント時間編集方式を選択します。

項目名 選択できる表示形式
セグメント時間編集方式 [ 時間方式 ]、[ 時間方式 / 勾配方式を選択 ]

4  OK をクリックします。

5.1.9	 終了方法
操　作

1 ブラウザの終了操作を行ってください。ウィンドウの［閉じる］ボタンをクリック、
または、メニューから終了します。

操作完了

5.1　プログラムパターン設定とは
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5.2	 プログラムパターンファイルを新規作成する

プログラムパターンファイル作成の操作のフローを示します。

新規作成

システム/PVレンジを設定する

プログラムパターンを設定する

タイムイベント/PVイベントを設定する

ウェイト機能を設定する

リピート機能を設定する

イベント表示を設定する

到達目標設定値、セグメン
ト時間、セグメントPID番号
選択、ジャンクションコード
を設定します。

作成したプログラムパターンを保存

パターン番号を選択する

パターン初期設定

プログラム運転開始条件設定

必要に応じて設定します。

機種、モジュール構成、
PVレンジを設定します。

使用するパターン番号を
選択します。

パターン名、ループ数など
を設定します。

スタート目標設定値、スタート
コードなどを設定します。
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プログラムパターンファイルの新規作成は、プログラムパターンの「システム構成」と「PV
レンジ」を設定するためのダイアログを呼び出す操作です。

操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［新規作成］をクリックします。

［システム /PV レンジ設定］ダイアログが開きます。

モジュール

製品名称
ファームウェアのバージョン 機器タイプ

 PVレンジ設定の画面を開く 設定ファイルを開く

2  システム /PV レンジの設定を行います。
：  次ページの手順 2 へ進みます。

・ システム /PV レンジの設定方法の詳細は、次項「5.3.1 システム／ PV レンジを設定する」
を参照してください。

・ フローに基づいたプログラムパターン作成の手順は、「5.4 プログラムパターン設定例」
を参考にしてください。

5.2 　プログラムパターンファイルを新規作成する
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5.3	 プログラムパターンの PVレンジを設定する

［システム /PV レンジ設定］タブから、プログラムパターン設定ソフトのマスタとなる設定
を表示させたり、変更したりできます。プログラムパターン設定の「システム構成」は、プ
ログラムパターンを作成するためだけに必要な設定となっています。

Note
•	 ハードウェア設定でシステム構成と PV レンジを設定する場合
	 	システム構成：[ システム ] タブ	＞	[ システム構成 ]： 2-1 ページ
	 	PV レンジ：［制御設定］タブ＞［セットアップパラメータ］＞［PV、RSP 設定］＞［制御 PV	レンジ］
•	 制御設定、および制御 PV レンジの詳細については、以下の取扱説明書をお読みください。
	 GX10/GX20/GP10/GP20/GM10	ループ制御機能、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）	ユーザー

ズマニュアル（IM	04L51B01-31JA）

5.3.1	 システム／ PVレンジを設定する
操　作

1 ［システム /PV レンジ設定］タブ －［システム /PV レンジ設定］をクリックします。

［システム /PV レンジ設定］ダイアログが表示されます。

プログラムパターンの［新規作成］をクリックした場合も、同様に［システム /PV レンジ設定］
ダイアログが表示されます。

2  製品名称のタブを選びます。

モジュール

製品名称
ファームウェアのバージョン 機器タイプ

 PVレンジ設定の画面を開く 設定ファイルを開く
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3  機器タイプを選びます。

タブ名 機器タイプ 制御ループ数
GX20/GP20 GX20-1、GP20-1、GX20-2、GP20-2 　-1 モデル：10 ループ

　-2 モデル：20 ループ
GX10/GP10 GX10-1、GP10-1、GP10-1（電源電圧 12VDC）
GM10 GM10-1、GM10-2

4  PID モジュールの位置を設定します。
 プログラムパターン設定では、PID モジュール（GX90UT-02-11）と拡張モジュール

（GX90EX-02-TP1）のみ設定できます。

タブページ名 表示される ID（スロット番号）の数
GX10/GP10 0 〜 2
GX20/GP20 0 〜 9

GM10
0 〜 9
GM の本体スロット 5 〜 9 では PID モジュールは選択できません。また、7 〜
9 では IO 拡張モジュールは選択できません。

 IO 拡張モジュール（GX90EX-02-TP1）を使用している場合
・ GX10/GP10 は［ID］の［2］だけに設定できます。
・ GX20/GP20 は［ID］の［9］だけに設定できます。
・ GM10 では、［ID］の［0］〜［6］のいずれかに設定することができます。ただし、

IO 拡張モジュール以降に他のモジュールを設定することはできません。
関連項目、および詳細： 2-8 ページの「モジュール構成の制限について」

5.3　プログラムパターンの PV レンジを設定する
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5  PV レンジの設定をします。［PV レンジ設定に進む］、または［設定ファイルからシス
テム /PV レンジを取得する］のいずれかをクリックします。

•	［PV レンジ設定に進む］を選んだ場合

	 ［システム /PV レンジ設定］ダイアログへ進みます。

•	［設定ファイルからシステム /PV レンジを取得する］を選んだ場合

	 	［ファイルを開く］ダイアログが表示されます。ファイルを選択して開くと、［システム /PV レ
ンジ設定］画面上にレンジ設定を読み込みます。

いずれを選択した場合も、モジュールの装着位置などによって、警告メッセージが表示されるこ
とがあります。（Note	参照）

Note
プログラムパターン設定ソフトでの PV レンジ設定は、次のいずれかの方法でおこなうことができ
ます。
•	 ダイアログ上で値を指定する
•	 既存の設定ファイルから PV レンジを読みこむ
•	 本体からプログラムパターンを受信して PV レンジを読みこむ： 「5.7 プログラムパターンを

受信する、送信する」
操作手順 5 において、画面上で値を指定したい場合は［PV レンジ設定に進む］を選択します。
ただし、PID 制御モジュールが 1 個もない状態で［PV レンジ設定に進む］をクリックすると、メッ
セージ（W031）を表示し PV レンジ設定に進めません。

また、設定ファイルから PV レンジを読みこむ場合は［設定ファイルからシステム /PV レンジを取
得する］を選択します。ただし、以下のファイルは正しく読み込みができません。
•	 R4.01 未満の設定ファイルは、読込エラー（E003）となります。
•	 以下の設定ファイルを読み込んだときは、初期状態から開始します。
	 -　プログラム制御機能なしの設定ファイル
	 -　PID 制御モジュールなしの設定ファイル
	 -　	プログラム制御機能と共存できないシステムを含む設定ファイル（拡張セキュリティ機能、

高速／デュアル測定モードなど）

6  ［システム /PV レンジ設定］ダイアログで値を指定、または確認して［OK」をクリックします。

表示中の PV レンジ設定が確定します。

操作完了

5.3　プログラムパターンの PV レンジを設定する
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Note
設定ファイルが読みこまれている場合でも、PV レンジを読みこむことができなかったループはす
べて初期値が入ります。

5.3.2	 設定値の初期化
プログラムパターン設定（PC 上）の設定値をすべて初期化します。

本体のプログラムパターンを初期化する： 5-28 ページの「5.8.6 プログラムパターン全て消去」

1 ［システム /PV レンジ設定］タブ －［設定値の初期化］をクリックします。

確認メッセージ（W010）が表示されます。

2  ［OK］をクリックします。

すべてのパターン番号を未使用とし、設定値をすべて初期値に戻します。

5.3　プログラムパターンの PV レンジを設定する
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5.4	 プログラムパターン設定例

下図のプログラムパターンを設定する手順を説明します。ここでは 1 ループのみを説明し
ていますが、2 ループ以降も同様に設定することができます。

セグメント1 セグメント2 セグメント3 セグメント4 セグメント5 セグメント6

321

PVイベント1

セグメント時間

セグメントPID番号

100.0℃

50.0℃

200.0℃

タイムイベント1

タイムイベント2

4 3 2

60分30分50分 30分 50分 30分 時間

設定値

TSP

TSP

TSP

SSP：スタート目標設定値
TSP：到達目標設定値

TSP

SSP

TSP

偏差上限（5℃）PV上限（110℃）

オン

オン オン オン

オンオフ

オフ オフ オフ

オフ オフ オフ オフ オフオン

偏差上限（5℃）PV上限（210℃）偏差下限（5℃）PV下限（10℃）

セグメント 1 から 6 の到達目標設定値、セグメント時間を、以下の通りに設定します。
(1) 運転開始温度を 50.0℃とし、100.0℃まで 50 分かけて昇温させます。
(2) 100.0℃まで昇温させたら 30 分間この温度を一定させます。
(3) 200.0℃まで 60 分かけて昇温させます。
(4) 200.0℃まで昇温させたら 30 分間この温度を一定させます。
(5) 50.0℃まで 50 分かけて降温させます。
(6) 50.0℃まで降温させたら 30 分間この温度を一定させます。

セグメント PID 番号、ジャンクションコードもセグメントごとに設定します。
プログラムパターン設定後に、PV イベントやタイムイベントを設定します。
勾配方式によるセグメント時間の編集については、5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメン
ト時間を編集する（ソフトウェアバージョン R4.06 以降）」をご覧ください。

Note
・	 プログラムパターンを作成する前に、必ず制御 PV レンジ、小数点位置を確認のうえ作成して

ください。プログラムパターン作成後にこれらのレンジを変更するとプログラムパターンの値
が変更されます。( パターンのレンジ / スケールの比率が変更されます )

・	 1 つのプログラムパターンに設定される各ループの時間軸は同一となります。
・	 プログラムパターンと各ループの割り付けは 1 対 1 となります。1 つのプログラムパターンに、

同じループ番号を重複して設定することはできません。
・	 プログラム作成中、途中のセグメント時間を 00:00:00 に変更し保存すると、このセグメント以

降のプログラムパターンは破棄されます。
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操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［新規作成］をクリックします。

［システム /PV レンジ設定］ダイアログが開きます。

2  システム /PV レンジの設定を行います。
システム /PV レンジの設定方法： 5-9 ページの「5.3 プログラムパターンの PV レンジを設定
する」

モジュール

製品名称
ファームウェアのバージョン 機器タイプ

 PVレンジ設定の画面を開く 設定ファイルを開く

Note
•	 プログラムパターン設定では、この「システム /PV レンジ設定」が設定のためのマスタとなり

ます。マスタとなる設定は全体（プログラムパターン番号 1 ～ 99）で共通となります。プログ
ラムパターン番号ごとに設定することはできません。

•	 制御 PV レンジ、小数点位置は、必ずパターン作成前に確認をしてください。プログラムパター
ン作成中に変更をすると、パターンが崩れる原因となります。

•	 パターン作成中に PV レンジを変更した場合、プログラムパターン設定では画面上のパターン
は破棄せずに残りますが、変更後のシステム /PV レンジ設定に合わせてパターンが補正される
ことがあります。補正後は、メッセージ（W028）が表示されます。

	 関連項目： パターン番号補正の表示例

5.4　プログラムパターン設定例
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3  使用するプログラムパターン番号の［使用］にチェックをいれます。
ツリーにパターン番号が表示されます。

4  ［パターン番号］をクリックします。
プログラムパターンの設定項目が表示されます。

5  ［初期設定］―［パターン初期設定］をクリックします。
［パターン初期設定］と［動作ループ］が表示されます。

6  設定表のとおりに設定します。

設定項目 設定内容
パターン名 Sample program
使用ループ数 1
動作ループ L091（本体ユニット、スロット 09、ループ 1）

5.4　プログラムパターン設定例
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7  ［プログラム運転開始条件］をクリックします。
［スタート目標設定値］と［その他］が表示されます。

8  設定表のとおりに設定します。

設定項目 設定メニュー 設定内容
スタート目標設定値 初期設定＞プログラム運転開始条件 50.0℃
スタートコード 初期設定＞プログラム運転開始条件 スタート目標設定値

9  ［セグメント設定］＞［プログラムパターン設定］をクリックします。

セグメントの追加/挿入/削除 拡大/縮小

実時間表示
到達目標設定値
分割表示

設定値入力部

コピー/貼り付け選択されたセグメント

•	 セグメント表示をクリックすると、セグメントが選択状態（背景色ブルー）となり、
設定値入力部にそのセグメントの設定入力欄が表示されます。

•	 セグメント表示の選択は 1 セグメントずつです。複数選択はできません。
•	 設定値の入力部分は行を選択してコピー、ペースト編集ができます。

セグメント設定画面の操作ボタン

ボタン名／ツールチップの表示 操作内容
追加 現在の最終セグメントの後ろに、新しいセグメントを追加

します。追加されるセグメントの設定は、各ループの到達
目標設定値のみ前セグメントのものが引き継がれます。そ
れ以外は初期値となります。

5.4　プログラムパターン設定例
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ボタン名／ツールチップの表示 操作内容
挿入 現在選択中のセグメント位置に、新しいセグメントを挿入

します。挿入されるセグメントの設定は、前セグメントの
ものが引き継がれます。

削除 現在選択中のセグメントを削除します。

拡大 / 縮小 時間軸が拡大、縮小します。

実時間表示 時間軸が等間隔または実時間比率に切り替わります。

到達目標設定値 選択したセグメントの到達目標設定値 を表示します。

分割表示 パターンを縦方向に分割して表示します。

ループ表示 クリックしたループ番号のパターンを表示します。ループ
数は最大 20 まで表示できます。

10  画面右の［セグメント番号］［到達目標設定値］［セグメント時間］などを、以下の設
定表のとおりに設定します。

セグメント 設定項目 設定内容
1 到達目標設定値 100.0℃

セグメント時間 00:50:00
セグメント PID 番号選択 1
ジャンクションコード 継続切替

2 到達目標設定値 100.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 2
ジャンクションコード 継続切替

3 到達目標設定値 200.0℃
セグメント時間 01:00:00
セグメント PID 番号選択 3
ジャンクションコード 継続切替

4 到達目標設定値 200.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 4
ジャンクションコード 継続切替

5 到達目標設定値 50.0℃
セグメント時間 00:50:00
セグメント PID 番号選択 3
ジャンクションコード 継続切替

6 到達目標設定値 50.0℃
セグメント時間 00:30:00
セグメント PID 番号選択 2
ジャンクションコード 継続切替

セグメントを追加するときは、［追加］をクリックします。

基本のパターンが作成されました。

5.4　プログラムパターン設定例
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11 タイムイベントを設定します。［タイムイベント設定］をクリックします。
右側に表形式の設定画面が表示されます。

Note
表に値を入力するときは、行を選択してコピー、ペースト編集をすると便利です。編集操作は、ハー
ドウェア設定ソフトと同じようにできます。
参考： 2-27 ページの「2.3.2 設定値の編集と操作」

12  設定表のとおりに設定してください。

セグメント タイムイベント 設定項目 設定内容
1 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート

オン時間 00:25:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

2 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

3 タイムイベント 1 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:20:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

4 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

5 タイムイベント 1 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:20:00

タイムイベント 2 開始条件 オフスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

5.4　プログラムパターン設定例
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セグメント タイムイベント 設定項目 設定内容
6 タイムイベント 1 開始条件 オフスタート

オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

タイムイベント 2 開始条件 オンスタート
オン時間 00:00:00
オフ時間 00:00:00

13  PV イベント、イベント表示グループも必要に応じて設定できます。

セグメント PV イベント 設定項目 設定内容
1 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1

種類 DVH：偏差上限
設定値 5.0℃

2 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVH：PV 上限
設定値 110.0℃

3 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 DVH：偏差上限
設定値 5.0℃

4 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVH：PV 上限
設定値 210.0℃

5 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 DVL：偏差下限
設定値 -5.0℃

6 PV イベント 1 ループ番号 ループ 1
種類 PVL：PV 下限
設定値 10.0℃

イベント表示 設定項目 設定内容
1 表示 On

イベント種類 PV イベント
イベント番号 1

2 表示 On
イベント種類 タイムイベント
イベント番号 1

3 表示 On
イベント種類 タイムイベント
イベント番号 2

14  パターンが作成できたら、メニューバー［プログラムパターン］タブ －［プログラム
パターンファイル保存］でファイルを保存します。

フォルダが作成され、プログラムパターンファイル（*.GPT）が保存されます。

操作完了

Note
プログラムパターンの作成で設定する項目や制御機能の詳細については、以下の取扱説明書をお
読みください。
GX10/GX20/GP10/GP20/GM10	ループ制御機能、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）	ユーザー
ズマニュアル（IM	04L51B01-31JA）

5.4　プログラムパターン設定例



5-20 IM 04L61B01-02JA

5.5	 プログラムパターンファイルを開く

PC 内のプログラムパターンファイルのフォルダを指定して、プログラムパターンファイル
（*.GPT）をまとめて展開する操作です。設定ファイルに依存せず、パターンのシステム /PV

レンジを自由に設定してパターン編集できます。
ハードウェア設定で、プログラムパターンを含む設定ファイル（GNL）を開く： 2-19 ページの

「2.2.4 プログラムパターンを含む設定ファイルを開く（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）」
勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［プログラムパターンファイルを開く（フォルダ指定）］
をクリックします。

［フォルダを指定してプログラムパターンを開く］ダイアログボックスが表示されます。

2  フォルダを指定（注）して、そのフォルダのなかに含まれるプログラムパターンを開き
ます。

	 注：フォルダをシングルクリックして行選択した状態のことです。

フォルダ内のプログラムパターンを展開し、操作を完了します。

このとき、画面上にプログラムパターンがあると破棄され、システム /PV レンジ設定も差し替え
られます。

操作完了
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Note
•	 プログラムパターン	を画面上に展開するとき、読み込んだ 1 番目のプログラムパターンのシス

テム /PV レンジ設定を、新たなシステム /PV レンジ設定として差し替えます。
•	 選択したフォルダ内にシステム /PV レンジ設定が合わないパターンが混在している場合、「シ

ステム /PV レンジ設定」に合うように補正されます。補正されたパターン番号は、メッセージ
（W028）で通知されます。

	 関連項目： パターン番号補正の表示例

5.5　プログラムパターンファイルを開く
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5.6	 プログラムパターンファイルを保存する

プログラムパターンファイル（*.GPT）を、フォルダを指定し、まとめて保存する操作です。
ハードウェア設定で、プログラムパターンを含む設定ファイルを保存する： 2-49 ページの「2.4.2 
プログラムパターンを含む設定ファイルを保存する（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）」
勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［プログラムパターンファイル保存（フォルダ指定）］
をクリックします。

2  保存先を指定してください。「プログラムパターンフォルダ名」を入力し、［保存］を
クリックします。

プログラムパターンフォルダ名の初期値は ProgramPattern です。フォルダ名には、
入力できない文字があります。（Note 参照）

プログラムパターンファイルを含むフォルダが保存されます。

操作完了

Note
•	 保存先に同名のプログラムパターンフォルダがあると、上書きを確認するメッセージ（W005	）

が表示されます。［キャンセル］をクリックすると、上書きされません。
•	 プログラムパターンフォルダ名の入力範囲は下表のとおりです。範囲外の文字が入力されてい

る場合は、エラー（E017）が表示され、保存できません。
フォルダ名の入力制限 入力範囲
文字数 半角英数字 32 文字以内
入力できない文字 「/」 スラッシュ 「'」 シングル クォーテーション

「>」
「<」

不等号 「\」 円記号（バック スラッシュ）

「:」 コロン 「*」 アスタリスク
「?」 疑問符 「|」 縦棒（パイプ）
「"」 ダブル クォーテーション 「;」 セミコロン

入力できない単語 AUX、 CON、 PRN、 NUL、CLOCK$、 CLOCK、
COM0、 COM1、 COM2、 COM3、COM4、 COM5、 COM6、 COM7、COM8、 
COM9、LPT0、 LPT1、 LPT2、 LPT3、LPT4、 LPT5、 LPT6、 LPT7、LPT8、 LPT9

その他の制限 ・フォルダ名先頭 スペース禁止
・フォルダ名先頭 ポイント禁止
・フォルダ名末尾 スペース禁止
・フォルダ名末尾 ポイント禁止
・フォルダ名なし (= 空文 ) 禁止

フォルダ名を含む保存パス 
文字数制限

ファイル名を含め 256 文字
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5.7	 プログラムパターンを受信する、送信する

プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM と通信で接続し、プログラムパター
ンを受信したり、送信 * したりすることができます。

注）プログラム制御中のパターン送信には制限があります。後述を参照してください。

5.7.1	 プログラムパターンを受信する
プログラムパターン設定では、プログラムパターンのみを受信することができます。設定
も同時に受信する場合はハードウェア設定を使用します。

プログラムパターンを含む設定ファイルを受信する： 3-12 ページの「3.1.5 プログラムパターン
設定ファイルを受信する（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）」
勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［プログラムパターン受信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

Note
本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になっている場合、ユー
ザ情報を指定する必要があります。Off の場合は通信情報の入力のみで接続できます。
	 ［セキュリティ設定］についての詳細は、本体の取扱説明書（GX10/GX20/GP10/GP20 ペーパレ

スレコーダ　ユーザーズマニュアル IM04L51B01-01JA、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 IM04L55B01-01JA）をお読みください。
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3  ［OK］ボタンをクリックします。
接続した本体の「プログラム制御機能（/PG）」が有効な場合は以下のメッセージ（W030）を表
示します。

無効な場合（または付加仕様を持っていない場合）はエラー（E021）が表示されます。

4  ［OK］ボタンをクリックします。
プログラムパターンの受信を完了します。

Note
•	 プログラムパターンを受信したとき、設定画面上にプログラムパターンがあると、受信したプ

ログラムパターンで上書きされます。
•	 プログラムパターン	を画面上に展開するとき、読み込んだ 1 番目のプログラムパターンのシス

テム /PV レンジ設定を、新たなシステム /PV レンジ設定として差し替えます。
•	 選択したフォルダ内にシステム /PV レンジ設定が合わないパターンが混在している場合、「シ

ステム /PV レンジ設定」に合うように補正されます。補正されたパターン番号は、メッセージ
（W028）で通知されます。

 関連項目： パターン番号補正の表示例

5.7.2	 プログラムパターンを送信する
プログラムパターン設定では、プログラムパターンのみを送信することができます。設定
も同時に送信する場合はハードウェア設定を使用します。

プログラムパターンを含む設定ファイルを送信する（プログラム制御機能付き GX/GP、GM）： 3-14 
ページの「3.1.6 プログラムパターン設定ファイルを送信する（プログラム制御機能付き GX/GP、
GM）」
勾配方式の動作について： 5-29 ページの「5.9 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）」

プログラムパターン送信をする前に
・ 本体でプログラム制御中のパターン番号へは、プログラムパターンの送信はできません。
・ プログラムパターン送信時、ソフト側の「プログラムパターンファイル」画面で使用

していない（Off）パターン番号は本体に送信しても反映されません。本体で使用して
いる（On）状態のパターンはそのまま保持されます。（ハードウェア設定からのパター
ン送信では、本体側に送信結果が反映されます。）

・ パターン送信前に、本体にすでにあるプログラムパターンを初期化することができま
す。： 5-28 ページの「5.8.6 プログラムパターン全て消去」

5.7　プログラムパターンを受信する、送信する
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操　作

1 ［プログラムパターン］タブ －［プログラムパターン送信］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

Note
本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になっている場合、ユー
ザ情報を指定する必要があります。Off の場合は通信情報の入力のみで接続できます。

3  ［OK］ボタンをクリックします。
接続した本体のプログラム制御機能（/PG）が有効な場合、プログラムパターンが送信されます。

Note
接続した本体のプログラム制御機能（/PG）が無効な場合（または付加仕様を持っていない場合）は、
エラー（E021）が表示されます。

5.7　プログラムパターンを受信する、送信する
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解　説
プログラムパターン設定ソフトからの［プログラムパターン送信］では、本体が記録中、ま
たは演算中であっても、パターンを制限なく送信することができます。
ただし、本体が制御中、またはプログラム制御中の場合は以下の制限があります。

・ 本体が制御中 のとき 
 送信しようとしているパターン設定に含まれるループが、プログラム運転中のパターン

に関与していなければ、制限なく送信できます。
・ 本体がプログラム運転中のとき
 本体でプログラム制御中のパターン番号に対しては、送信できません。（プログラム制御

中でないパターン番号に対しては送信できます。）
 本体で使用している（On）状態のパターンは、ソフトから未使用（Off）に変更すること

はできません。送信できなかったパターン番号は、以下のメッセージ（W011）で表示さ
れます。

送信状況により、異なるメッセージが表示されます。以下は、表示例です。
・ 接続した本体にプログラム制御中のパターンが含まれるとき（W026）

 このメッセージの 1 行目は、ソフト側のプログラムパターンファイル画面で使用してい
ないパターン番号（使用 Off）は、本体に送信しても反映されないことを意味します。

 また、2 行目は、「このパターン番号はプログラム制御中なのでパターン送信しない」こ
とを意味します。

・ 送信したプログラムパターンのうち、送信先の本体とシステム /PV レンジ設定が合わず
反映できなかったパターンがあるとき（W011）

 このメッセージの 2 行目は、「このパターン番号はプログラム制御中なのでパターン送信
できなかった」ことを意味します。

5.7　プログラムパターンを受信する、送信する
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5.8	 本体を操作する

本体操作タブから、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/GP、GM の操作を行う
ことができます。操作タブの構成、機能はハードウェア設定ソフトとほぼ同じです。プロ
グラムバターン設定固有の機能として、「プログラムパターン全て消去」があります。

5.8.1	 記録開始／停止、演算開始／停止
本体の記録、演算を開始、または停止します。操作方法は、ハードウェア設定と同じです。
下記をお読みください。

 3-16 ページの「3.2.1 記録、演算を開始する／停止する」

5.8.2	 制御開始／停止
本体の制御運転を開始、または停止します。操作方法は、ハードウェア設定と同じです。下
記をお読みください。

 3-21 ページの「3.2.4 制御を開始する／停止する（PID 制御モジュール付きの GX/GP、
GM）」

5.8.3	 プログラム制御開始／停止
本体のプログラム制御運転を開始、または停止します。操作方法は、ハードウェア設定と
同じです。下記をお読みください。

 3-22 ページの「3.2.5 プログラム制御を開始する／停止する（プログラム制御機能付き
の GX/GP、GM）」

5.8.4	 ハードウェア情報
本体のハードウェア情報を受信します。操作方法は、ハードウェア設定と同じです。下記
をお読みください。

 3-17 ページの「3.2.2 ハードウェア情報を確認する」

5.8.5	 再構築（本体がGMの場合）
GM の再構築を実行することができます。操作方法は、ハードウェア設定と同じです。下記
をお読みください。

 3-20 ページの「3.2.3 再構築を実行する（接続機器が GM の場合）」
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5.8.6	 プログラムパターン全て消去
この操作はプログラムパターン設定から、プログラム制御機能（付加仕様、/PG）付き GX/
GP、GM に通信接続し、プログラムパターンをすべて初期化する操作です。この機能で、いっ
たん全てのプログラムパターンを消去しておくと、本体上に何もない状態で「プログラム
パターン送信」することができます。

操　作

1 ［本体操作］タブ －［プログラムパターン全て消去］をクリックします。

［通信情報入力］ダイアログボックスが表示されます。

2  本体と接続するための通信情報を入力します。
入力項目の詳細については 3-3 ページを参照してください。

通信情報を入力

ユーザ情報の指定

通信方式を右から選択

Note
本体設定の［セキュリティ設定］－［基本設定］－［通信］が［ログイン］になっている場合、ユー
ザ情報を指定する必要があります。Off の場合は通信情報の入力のみで接続できます。

3  ［OK］ボタンをクリックします。
接続した本体のプログラム制御機能（/PG）が有効、かつプログラム制御がすべて停止中の場合、
以下のダイアログを表示します。

4  全て消去する場合は［OK］をクリックします。
本体にロードされているすべてのプログラムパターン ( パターン番号 1 ～ 99) が全て消去されま
す。

操作完了

5.8　本体を操作する
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5.9	 勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェ
アバージョン R4.06 以降）

勾配方式によるセグメント時間編集機能では、ループの勾配値からセグメント時間を決定
することができます。
編集した勾配情報は、ハードウェア設定ソフト独自のプログラムパターンファイル (GPTR
形式 ) として保存できます。
保存後は再びハードウェア設定ソフトで読み込むことができます。
また、勾配方式により編集したセグメント時間を含むプログラムパターン設定を GX/GP、
GM に送信することができます。
以降で説明する機能は、設定オプションのセグメント時間編集方式が「時間方式 / 勾配方式
を選択する」の時に有効となります。

Note
勾配方式によるセグメント時間編集、および、勾配情報の保存はハードウェア設定ソフト独自の
機能です。GX/GP、GM には勾配情報は保存されませんのでご注意ください。

5.9.1	 セグメント時間編集方式を設定する
パターン番号ごとのセグメント時間編集方式を設定します。

操　作
 ［パターン番号□］ －［初期設定］－［パターン初期設定］を選択します。

（□：設定するパターン番号）

解　説
パターン初期設定
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
セグメント時間編集方式 * 時間方式 / 勾配方式 時間方式

*	 表示オプションが「時間方式 / 勾配方式を選択」の時に表示されます。

セグメント時間編集方式
パターン番号ごとのセグメント時間編集方式を設定します。
選択肢 説明
時間方式 セグメント時間を直接入力する方式です。
勾配方式 勾配情報からセグメント時間を決定する方式です。

セグメントごとにランプ / ソークを選択します。

セグメント時間編集方式を勾配方式に変更するとパターン番号□の各セグメント時間が再
計算されます。変更前に確認メッセージ (W040) が表示されますので、時間方式を維持した
い場合はメッセージダイアログでキャンセルを押してください。



5-30 IM 04L61B01-02JA

5.9.2	 セグメント時間を設定する
パターン番号□の各セグメント時間を設定します。

操　作
 ［パターン番号□］ －［セグメント設定］－［プログラムパターン設定］を選択します。

（□：設定するパターン番号）

解　説
ランプ /ソーク	*1

設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
ランプ / ソーク ランプ / ソーク 条件による *2

*1	パターン番号□のセグメント時間編集方式が「勾配方式」の時に表示されます。
*2	以降で説明します。

ランプ / ソーク
セグメント番号ごとのランプ / ソークを設定します。
選択肢 説明
ランプ 指定した最大勾配から各ループの目標到達時間を計算し、到達が最も遅い

ループの時間をセグメント時間とする方式です。PV レンジの異なるルー
プが混在する場合、ループ 1 を基準とします。

ソーク 全ループをソーク状態にします。

ランプ / ソークの初期値は、セグメント作成時点での全ループの開始設定値、到達目標設定
値が同じならソークになります。それ以外の場合はランプになります。

ランプ / ソークを変更した場合、次のセグメントはランプに変更されます。

ランプのセグメントは、到達目標設定値の変更によって全ループがソーク状態になっても
ランプが維持されます。

「ランプ」のセグメントは、セグメント表示にてセグメント時間に「*」が付きます。

セグメント時間
設定項目 設定範囲または選択肢 初期値
勾配時間単位 *1 *2 時 / 分 時
最大勾配  *1 *2 ループ 1 の 1digit 〜制御 PV レンジの幅 100％ 条件による *4

時間 *3 00:00:01 〜 99:59:59 条件による *4

*1	セグメント時間編集方式が「勾配方式」の時に表示されます。
*2	ランプ / ソークが「ランプ」の時に設定できます。
*3	ランプ / ソークが「ソーク」の時に設定できます。
*4	以降で説明します。

5.9　勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェアバージョン R4.06 以降）
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5.9　勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェアバージョン R4.06 以降）

勾配時間単位
最大勾配の時間単位を選択します。
選択肢 説明
時 1 時間あたりの勾配となります。
分 1 分あたりの勾配となります。

例えば、最大勾配 10.0℃と入力されているとき、勾配時間単位が「分」なら勾配は 10.0 ℃
/ 分 となります。

最大勾配
単位時間あたりの勾配を「1digit 〜 制御 PV レンジの幅 100%」の範囲で設定します。
最大勾配はループ 1 の制御 PV レンジに依存します。
例えば、ループ 1 の制御 PV レンジが -200.0 ℃ 〜 1200.0 ℃ の時、最大勾配の設定範囲は 0.1 
〜 1400.0 ℃ となります。

最大勾配の初期値は、セグメント番号□より前にランプセグメントがある場合は、そのセ
グメントの最大勾配が初期値として引き継がれます。
ランプセグメントがない場合は、初期値 1digit となります。

セグメント時間（ランプ）
最大勾配、および、各ループの到達目標設定値から、セグメント時間を自動的に決定します。
詳しくは「5.9.2 セグメント時間を設定する」の「ランプ / ソーク」の説明を参照してください。

時間計算の結果、セグメント時間上限 (99:59:59) までに到達目標設定値に達しないループが
出てくる場合があります。この場合はメッセージ (W041) を表示し、該当するループの到達
目標設定値を 99:59:59 時点の値に変更します。
セグメント時間の初期値は、最大勾配の初期値によって変動します。

セグメント時間（ソーク）
セグメント時間を直接入力します。
セグメント時間の初期値は、00:00:01 です。

5.9.3	 設定データを保存する
作成した設定ファイルを PC に保存します。

セグメント時間編集方式が「勾配方式」に設定されているパターン番号は、通常のプログラ
ムパターンファイル (*.GPT) と一緒に、勾配情報を含むプログラムパターンファイル (*.GPTR)
を同じファイル名で保存します。

操作方法は、5-22 ページの「5.6 プログラムパターンファイルを保存する」を参照してくだ
さい。

Note
・	 GPTR ファイルはハードウェア設定ソフト独自のファイル形式です。GX/GP、GM ではロードで

きません。
・	 勾配方式で編集したプログラムパターンを GX/GP、GM でファイルロードしたい場合は、GPTR

ファイルと同じファイル名で保存された GPT ファイルをご利用ください。
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5.9.4	 設定データを表示する
PC 内のプログラムパターンファイルのフォルダから、プログラムパターンファイル（*.GPT、
*.GPTR）をまとめて開くことができます。

ファイルを開いた時の動作は、設定オプションのセグメント時間編集方式とファイル形式
によって以下のようになります。
設定オプション
セグメント時間編集方式

GPTR ファイル GPT ファイル

時間方式 時間方式として読み込まれます。*1 時間方式として読み込まれます。
時間方式 / 勾配方式を選択 保存時の勾配情報 *2 が読み込まれま

す。
時間方式として読み込まれます。

*1	勾配情報は読み込まれません。
*2	以下の設定項目を指します。
	 ・セグメント時間編集方式	( 勾配方式	/	時間方式 )
	 ・各セグメントのランプ / ソーク
	 ・ランプのセグメントの勾配時間単位、最大勾配

フォルダ内に同じ名前の GPT ファイル、GPTR ファイルが存在する場合は、GPTR ファイル
が展開されます。

操作方法は、5-20 ページの「5.5 プログラムパターンファイルを開く」を参照してください。

5.9.5	 設定データを送信する
編集 / 表示したプログラムパターン設定を GX/GP、GM に送信することができます。
操作方法は、5-24 ページの「5.7.2 プログラムパターンを送信する」を参照してください。

Note
勾配情報はハードウェア設定ソフト独自の設定情報です。ハードウェア設定ソフトから送信後、
GX/GP、GM では勾配情報は保持されません。メッセージ W001、W025、W030 をご参照ください。

5.9.6	 設定データを受信する
GX/GP、GM が保持するプログラムパターン設定を受信することができます。
操作方法は、5-23 ページの「5.7.1 プログラムパターンを受信する」を参照してください。

Note
勾配情報はハードウェア設定ソフト独自の設定情報です。GX/GP、GM から受信後、ハードウェア
設定ソフトでは時間方式として読み込まれます。メッセージ W002、W026 を参照してください。

5.9　勾配方式でセグメント時間を編集する（ソフトウェアバージョン R4.06 以降）
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6.1	 エラーとメッセージ一覧

メッセージ
コード メッセージ 説明／対処方法
なし パスワードの有効期限が切れています。パスワー

ドを変更してください
初期パスワードのまま変更されていない、またはパスワードの
有効期限が切れている場合に表示されます。操作を続けるには
パスワードを変更してください。

M001 xxx ファイルへ変更を保存しますか？ ファイル名の確認。

M002 受信が完了しました。 受信が正常に完了。

M003 送信が完了しました。 送信が正常に完了。

M004 記録を開始しました。 本体で記録開始。

M005 記録を停止しました。 本体で記録終了。

M006 演算を開始しました。 本体で演算開始。

M007 演算を停止しました。 本体で演算停止。

M008 再構築が完了しました。 本体の再構築が正常に完了。

M008 の補助
メッセージ

ハードウェア情報から再構築の結果を確認できま
す。

「3.2.2 ハードウェア情報を確認する」の手順で再構築の結果（現
在のハードウェア情報）が確認できます。

M009 制御を開始しました。 本体で制御運転開始。

M010 制御を停止しました。 本体で制御運転停止。

M011 プログラム制御を開始しました。 本体でプログラム制御開始。

M012 プログラム制御を停止しました。 本体でプログラム制御停止。

M013 同じディレクトリに ProgramPattern フォルダが存
在します。

PC 上の同じディレクトリに、パターンファイルフォルダ名
（ProgramPattern）と同じフォルダ名が存在する場合に表示さ

れます。
M014 正常に実行されました。 処理が正常に実行された時に表示されます。

M015 貼り付けをするには Ctrl+v を押すかブラウザのメ 
ニューから貼り付けを実施してください。

Edge、Chrome で画面上の貼り付けボタンを選択したときに
表示されます。

警告メッセージ
コード メッセージ 説明／対処方法

コードなし 不適切な値が入力されました。前回値に戻します。設定項目に不適切な入力が行われた可能性があります。
以下の設定内容を確認してください。
• ユーザ登録のユーザ名 ( 重複したユーザ名を入力したとき )

W001 本体から設定値を受信します。 受信の確認。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消し。

W001 の補助
メッセージ

セグメント時間編集方式は時間方式として読み込
みます。

GX/GP、GM は勾配情報を保持しないため、プログラムパター
ン受信後、ハードウェア設定ソフトでは時間方式として読み込
まれます。

W002 設定値を送信します。ユーザレベルが「Admin」
ではない場合、一部の設定データは機器に設定す
ることができません。

送信の確認。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消し。

W002 の補助
メッセージ 1

使用 Off のパターン番号は、機器側ではパターン
削除されます。

PID 制御モジュール、およびプログラム制御機能が有効な GX/
GP、GM に対して、プログラムパターン設定機能が有効な設
定ソフトから、設定を送信しようとしたときに表示されます。

W002 の補助
メッセージ 2

セグメント時間は時間方式として機器に反映しま
す。勾配方式の情報は機器に反映されません。

GX/GP、GM は勾配情報を保持しないため、プログラムパター
ン送信後、GX/GP、GM では勾配方式の編集結果によるセグメ
ント時間のみが反映されます。

W002 の補助
メッセージ 3

設定変更コメントを入力してくだい。 機器が R4.07 以上、拡張セキュリティ機能 On、および設定変
更コメント On のとき、表示します。

W003 接続された本体と構成が異なるため正しく設定が
行われない可能性があります。送信を続けますか？

送信の確認。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消し。

第 6 章 トラブルシューティング
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コード メッセージ 説明／対処方法

W004 システム構成が変更されます。入力構成及び、デー
タが初期化されますがよろしいですか？

システム構成を変更すると、表示中の設定データが初期化され
ます。変更を続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャン
セル］で取り消し。

W005 上書きしますか？ 同名ファイルが存在時の上書きの確認。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消し。

W005 の補助
メッセージ

・
・

ファイル名
プログラムパターンファイル名

設定とプログラムパターンの両方を保存しようとしたときの
みに表示されます。

・ファイル名：設定ファイル名が上書きの対象の場合に表示さ
れます。

・プログラムパターンフォルダ名：プログラムパターンフォル
ダ名が上書きの対象の場合に表示されます。

W006 記録を開始します。 記録開始操作の確認メッセージです。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消しします。

W007 記録を停止します。 記録停止操作の確認メッセージです。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消しします。

W008 演算を開始します。 演算開始操作の確認メッセージです。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消しします。

W009 演算を停止します。 演算停止操作の確認メッセージです。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消しします。

W010 現在の設定を初期化します。 初期化操作の確認メッセージです。
続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で取り
消しします。

W011 一部送信できませんでした。 システム構成の違いによって本体に設定できていない設定
データがあります。システム設定を確認してください。

W011 の補助
メッセージ

・
・

（送信失敗したプログラムパターン番号）
プログラム制御中 （本体のパターン番号）

本体に送信できなかったプログラムパターン番号と、本体側で
運転中のプログラムパターン番号を表示します。

W013 一部設定できませんでした。 ソフトに設定できない設定データがあります。システム構成、
またはユーザレベルを確認してください。

W014 権限がありません。 設定送信をする権限がありません。ユーザレベルを上げるか、
または設定可能なユーザ権限を設定してください。

W015 全ての拡張ユニット設定が破棄されます。よろし
いですか？

システム構成で、本体の IO 拡張モジュールを指定から未指定
に変更したときに表示されます。変更を続ける場合は［OK］
ボタンをクリックします。

W016 接続の制限を超えたモジュールが存在します。 システム構成で、ユニット・モジュール構成、および、チャネ
ル数のいずれかが上限を超えています。別表の補助メッセージ
で指定されたモジュールやチャネルの数を再確認してくださ
い。

W016 の補助メッセージについては、後述の表をごらんください。

W017 再構築を実行しますが、よろしいですか ? 再構築を実行しようとしたときに表示されます。

W018 パルス入力用チャタリングフィルタが、正しく
動作しない可能性があります。モジュールを
R1.04.01 以降にアップデートしてください。

GX/GP R2.02.01 以降で、DI モジュールのパルス入力機能を使
用するとき、DI モジュール R1.04.01 未満では動作が保証され
ません。
このメッセージが表示された場合は、GX/GP の画面で DI モ
ジュールのバージョンを確認してください。

W020 制御を開始します。 ループ制御開始操作の確認メッセージです。ループ番号、また
は全ループ運転開始を選んで、本体の制御運転を開始させるこ
とができます。［OK］で開始、［キャンセル］で取り消しします。

W021 制御を停止します。 ループ制御停止操作の確認メッセージです。ループ番号を選ん
で、本体の制御運転を停止させることができます。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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コード メッセージ 説明／対処方法

W022 プログラム制御を開始します。 プログラム制御開始操作の確認メッセージです。プログラムパ
ターン番号を選んで、本体のプログラム制御を開始させること
ができます。

W023 プログラム制御を停止します。 プログラム制御停止操作の確認メッセージです。プログラム制
御中のパターン番号を表示します。［OK］をクリックすると、
プログラム制御を停止します。

W024 このパターン番号に読み込まれているプログラム
パターンは破棄されますがよろしいですか ?

すでにあるプログラムパターンを破棄して、新しいパターンを
読みこむ場合に表示されます。

W025 プログラムパターンを受信します。 プログラムパターン受信操作の確認メッセージです。
本体のプログラムパターン番号を選んで、受信することができ
ます。

W025 の補助
メッセージ

セグメント時間編集方式は時間方式として読み込
みます。

W001 の補助メッセージをご参照ください。

W026 プログラムパターンを送信します。 プログラムパターン受信操作の確認メッセージです。
本体のプログラムパターン番号を選んで、送信することができ
ます。

W026 の補助
メッセージ 1

・ 使用 Off のパターン番号は、機器側ではパターン
が維持されます。

・プログラム制御中 （本体のパターン番号）

プログラムパターンを本体に送信するときに表示されます。こ
のメッセージに表示される「プログラム制御中のパターン番
号」に対してはパターン設定送信されません。

W026 の補助
メッセージ 2

・ セグメント時間は時間方式として機器に反映し
ます。勾配方式の情報は機器に反映されません。

W002 の補助メッセージ 2 を参照してください。

W027 プログラムパターンを初期化します。 プログラムパターンファイル初期化操作の確認メッセージで
す。続ける場合は［OK］ボタンをクリック、［キャンセル］で
取り消しします。

W027 の補助
メッセージ

・ パターン番号 xx 初期化されるパターン番号を表示します。

W028 プログラムパターンの補正が行われました。 システム構成や PV レンジの変更などの操作により、プログラ
ムパターンの補正が行われた場合に表示されます。

W028 の補助
メッセージ

・ パターン番号 xx 補正されたパターン番号を表示します。

W029 本体にロードされているプログラムパターンを全
て消去します。

［OK］ボタンをクリックすると、本体にロードされているすべ
てのプログラムパターンを全て消去します。

W030 プログラムパターンを受信します。 ［OK］ボタンをクリックすると、本体からプログラムパターン
を受信します。

W030 の補助
メッセージ 1

・ 現在読み込んでいるプログラムパターンは全て
破棄されます。

・ 読み込んだプログラムパターンのシステム /PV
レンジ設定が適用されます。

現在読み込んでいるプログラムパターンのシステム、PV レン
ジ設定はすべて破棄され、変更されます。

W030 の補助
メッセージ 2

・ セグメント時間編集方式は時間方式として読み
込みます。

W001 の補助メッセージをご参照ください。

W031 PID モジュールを 1 つ以上装着してください。 本体に PID 制御モジュールが装着されていない状態で、PV レ
ンジを設定しようとすると表示されます。

W032 ループ番号は重複して指定できません。 他のループ番号と重複したループ番号を設定しようとしたと
きに表示されます。変更しようとした値は元に戻ります。

W033 PID グループ数を超えたループがあります。 プログラムパターン設定で、セグメント PID 番号を選択すると
き、最小の PID グループ数を超える値を指定すると警告として
表示されます。

W034 セグメント時間を 0 にすると、このセグメントは
削除されます。

セグメント削除の確認メッセージです。［OK］ボタンをクリッ
クすると、セグメント時間に 0:0:0 を入力したセグメントは削
除されます。キャンセルすると、セグメント時間は 0 にせず、
元の値に戻ります。

W034 の補助
メッセージ

・ 以降のセグメントも全て削除されます。 ｢ セグメント時間を 0:0:0 にしたセグメント ｣ 以降にもセグメ
ントが存在する場合、この補助メッセージが表示されます。

W035 システム構成が変更されます。 プログラムパターン設定ソフトで、システム構成を変更し、
PV レンジ設定に進むと表示されます。システム構成が変更さ
れても、パターン設定の初期化はされません。

6.1　エラーとメッセージ一覧



6-4 IM 04L61B01-02JA

コード メッセージ 説明／対処方法

W036 ループに関連するパターンデータは再設定してく
ださい（スタート目標値、ウェイト機能設定、セ
グメント設定）

プログラムパターン設定の ｢ パターン初期設定」で、任意の動
作ループを異なるループ番号に変更した時に表示されます。

W40 セグメント時間編集方式を勾配方式に変更します。
よろしいですか？

時間方式から勾配方式に変更するときに表示されます。
[OK] ボタンをクリックすると勾配方式に変更し、設定済みの
セグメント設定のセグメント時間を勾配方式として再設定し
ます。
[ キャンセル ] ボタンをクリックすると変更をキャンセルし、
再設定は行われません。
ただしセグメント数が 1、かつ、セグメント時間が 1 秒の時は
初期セットアップ時として扱い、このメッセージは表示されま
せん。

W40 の補助
メッセージ

・ 現在設定されているセグメント時間は再設定さ
れます。

変更した後の動作を表示します。

W41 以下のループはセグメント時間内に目標設定値に
到達できないため、セグメント終了時点の値に変
更しました。

勾配方式によるセグメント時間計算の結果、セグメント時間上
限 (99:59:59) までに設定済みの到達目標設定値に達しないルー
プは、到達目標設定値を 99:59:59 時点の到達予想される値に
変更します。

W41 の補助
メッセージ

・セグメント番号 xx
・ループ xx

変更されたセグメント番号、ループ番号を表示します。

W42 ブラウザの変更は次回起動時に反映されます。 ブラウザの変更は、一度アプリケーションを閉じて、再度、起
動したときに反映されます。

W43 選択したチャネルが有効ではありません。チャネ
ル設定を確認してください。

選択したチャネルが以下の条件になっていないかどうかを確
認して下さい。

・レンジ : スキップ、もしくは、使用 :Off のチャネルを指定し
ている

・AI チャネルで LOG 演算になっているチャネル番号を指定し
ている

W016 の補助メッセージ
警告メッセージの W016 には、状況により、下表の補助メッセージが同時に表示されます。（表中の “No.” は表示さ
れません。）モジュール構成の制限については、本書 2-8 ページの「モジュール構成の制限について」も参照してく
ださい。
No. メッセージ 説明／対処方法

1 設定可能な IO モジュール数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）に装着
されている IO モジュール数の合計が、上限を超えています。

［モジュール構成］で選択した IO モジュール数を確認してくだ
さい。
・ GX/GP10、GX/GP20-1、GM10-1 10 個まで
・ GM10-1 42 個まで
・ GX/GP20-2、GM10-2 45 個まで

2 設定可能な DO モジュール数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）に装着
されている DO/DIO モジュールの合計が、上限を超えています。

［モジュール構成］で選択した DO/DIO モジュール数を確認し
てください。DI/DIO モジュールはシステム内制限が 10 個まで
です。この制限には、PID 制御モジュールを DO 系モジュール
として含みます。

3 設定可能な IO チャネル数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）に装着
されている IO モジュールの総チャネル数が上限を超えていま
す。［モジュール構成］で選択した IO モジュールのチャネル数
を確認してください。
GX/GP10、GX/GP20-1、GM10-1 は、システム全体で 100 チャ
ネル まで、GX/GP20-2、GM10-2 は、システム全体で 500 チャ
ネル まで設定できます。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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No. メッセージ 説明／対処方法

4 設定可能な IO 拡張モジュール数を超えています。 GM のモジュール設定において表示されます。
［本体］タブの［モジュール構成］で、IO 拡張モジュールが複

数選択されています。IO 拡張モジュールは、［ID］の［ 0 ］~［ 
6 ］のいずれかに 1 個だけ、設定してください。
または、［本体］タブの［モジュール構成］で、IO 拡張モジュー
ル以降にいずれかのモジュールが選択されています。IO 拡張
モジュールを設定すると、それ以降に他のモジュールを設定す
ることはできません。

5 設定可能な EMR モジュール数を超えています。 GM のモジュール設定において表示されます。
［本体］タブの［モジュール構成］で、EMR モジュールを含め

た IO モジュールが、9 個（または 10 個）選択されています。
EMR が装着されている場合、IO モジュールは (EMR 含め )8 個
までしか装着できません。

6 設定可能な DIO モジュール数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）で、
DIO モジュールが複数装着されているユニットが存在していま
す。各ユニットの DIO モジュール数を確認してください。

7 設定可能な AO モジュール数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）に装着
されている AO モジュール数の合計が、上限を超えています。

［モジュール構成］で選択した AO モジュール数を確認してく
ださい。

8 設定可能な高速 AI モジュール数を超えています。 装着されている高速 AI モジュール数の合計が上限を超えてい
ます。機種や AO モジュールとの組み合わせによって制限数が
変わります。［モジュール構成］で選択したモジュール数を確
認してください。

9 設定可能な PID モジュール数を超えています。 システム全体（［本体］タブと［拡張ユニット］タブ）に装着
されている PID 制御モジュール数の合計が、上限を超えていま
す。［モジュール構成］で選択した PID 制御モジュール数を確
認してください。

10 拡張セキュリティ機能 On 時に使用できないモジュールが
あります。

拡張セキュリティ機能が有効のとき、PID 制御モジュールは
使用できません。拡張セキュリティ機能を無効に設定するか、
PID 制御モジュールを未使用に変更してください。

11 高速測定モード時に使用できないモジュールがあります。 測定動作モードで高速を選択しているときは、高速 AI モジュー
ル、および、DI、DIO モジュール以外のモジュールは使用でき
ません。また、IO 拡張モジュールも使用できませんので、高
速モード時は拡張ユニット構成はできません。

12 高速モード時に使用できないモジュールがあります。 [ 高速 ] を選択したときは、DI、DIO、高速 AI、NW モジュール
以外は設定できません。

13 デュアルインターバル測定モード時に使用できないモ
ジュールがあります。

測定動作モードでデュアルインターバルを選択しているとき、
PID 制御モジュールは使用できません。

14 PROFINET モジュールの接続制限を満たしていません。 「GX90NW-02-PN」を指定している場合、接続台数やモジュー
ルの組み合わせに関して制限があります。制限に該当していな
いか確認してください。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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エラーメッセージ
E004 は英語で表示されます。
コード メッセージ 説明／対処方法
E001 通信エラーです。 本体との通信でエラーが発生しました。通信パラメータ（IP

アドレス，ポート番号など）、ネットワークケーブル、本体の
設定などを確認してください。また、ハードウェア設定のバー
ジョンが古く、本体のファームウェアバージョンに対応してい
ない場合も、E001 が発生します。バージョンを確認し、古い
場合は更新してください。本ソフトウェアの最新版は、[ ヘルプ ]
タブ－［更新ウェブサイトへ］よりダウンロードできます。

E002 ファイルの作成に失敗しました。 書き込みに失敗しました。フォルダ、ファイルの属性を確認し
てください。

E003 ファイルの読み込みに失敗しました。 ファイルが開けません。ファイル名を確認してください。

E003 の補助
メッセージ 1

・ パターン無し 指定したフォルダ内にプログラムパターンファイルが存在し
ません。

E003 の補助
メッセージ 2

・ 設定ファイル R.x.xx.xx プログラムパターン設定ソフトウェアのシステム /PV レンジ設
定ダイアログで、[ 設定ファイルからシステム /PV レンジ設定
を取得する ] で読み込んだ設定ファイルのバージョンが、この
機能に対応していません。（プログラムパターン設定ソフトで、
システム／ PV レンジ設定を読み込みしようとした設定ファイ
ルのバージョンが R4 未満です。）

E003 の補助
メッセージ 3

・ 設定ファイル xxxx 以下の操作で設定ファイルの読み込みに失敗したときに表示
されます。

・ 開く（.GNL、.GSL）
・ 比較元読み込み（.GNL、.GSL）
・ Universal Viewer 差分表示機能で変更後ファイル（開く）、

変更前ファイル（比較元読み込み）のいずれかで読み込み
E003 の補助
メッセージ 4

・ 設定ファイル がありません。 Universal Viewer 差分表示機能で検索対象フォルダおよびサブ
フォルダに 1 つも設定ファイルがない場合に表示されます。

E003 の補助
メッセージ 5

・ 指定したファイルが存在しません。
（設定ファイル名：xxxx）

Universal Viewer 差分表示機能で設定ファイルはあるが、指定
した変更前と変更後の設定ファイルがない場合に表示されま
す。一方だけない場合、両方ともない場合、いずれでも表示さ
れる。

E003 の補助
メッセージ 6

・ 指定したファイルが存在しません。
（機器情報：シリアル番号 xxxx)

Universal Viewer 差分表示機能でした変更前と変更後の設定
ファイルはあるが、機器シリアル番号の一致するものがない場
合に表示されます。

E005 本体は記録中です。実行できません。 記録中は実行できません。停止してから再度実行してくださ
い。

E006 本体は演算中です。実行できません。 演算中は実行できません。停止してから再度実行してくださ
い。

E007 読み取り専用ファイルです。 読み取り専用ファイルに書き込もうとしています。対象ファイ
ルを書き込み可能にするか、別ファイルに変更してください。

E008 ファイルアクセス権がありません。 対象ファイルのアクセス権を確認してください。あるいは、
ファイルを書き込みするファイルシステムのエントリ制限を
超えていないか確認してください。

E009 ディスクがフルです。 書き込み先の容量を確認してください。

E010 ディレクトリがフルです。 書き込み先のファイル数を確認してください。

E011 ファイルが異常です。 ファイルフォーマットが異常な場合のエラーです。 
また、ハードウェア設定のバージョンが古く、本体のファーム
ウェアバージョンに対応していない場合も、E011 が発生しま
す。本ソフトウェアの最新版は、[ ヘルプ ] タブ－［更新ウェ
ブサイトへ］よりダウンロードできます。

E012 ファイルの共有違反です。 他のアプリケーションで、既に同じファイルを開いています。
ファイルを閉じてください。

E013 エラーです。 上記 001 〜 012 以外のエラーが発生しました。

E014 ディレクトリが存在しません。 ディレクトリが削除されている可能性があります。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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コード メッセージ 説明／対処方法
E015 PDF ファイルリーダーがインストールされていま

せん。
Adobe Acrobat Reader をインストールしてください。

E016 ディレクトリは既に存在します。 パス、フォルダ名が正しく指定されているか確認してくださ
い。

E017 ファイルパスが不正です。 ファイルパスの文字列が文字制限（256 文字）を超えているか、
または入力できない文字を使用しています。ファイルバスを短
縮するか、ファイル名を修正してください。

E017 の補助
メッセージ

・ プログラムフォルダ名 プログラムフォルダ名が、E017（上記）の文字制限を超えて
いるか、または入力できない文字を使用しています。

E018 プログラムのオープンに失敗しました。 本ソフトウェアで起動したブラウザからアクセスしたか、ブラ
ウザの更新を連続で行った場合に発生します。ブラウザをすべ
て終了し、設定ソフトを再起動してください。

E019 インターネット一時ファイルを削除し、ブラウザ
を閉じてから設定ソフトを再起動してください。

インターネット一時ファイルが、ソフトウェアの動作に影響す
る場合に表示されます。インターネット一時ファイルを削除し
てください。また、ブラウザを閉じて、ハードウェア設定ソフ
トを再起動してください。

E020 ログインの入力が間違っています。 通信条件ダイアログで有効なユーザ名とパスワードを入力し
てください。

［ユーザ ID］は /AS 機能が有効な機器に対してのみ入力します。
/AS 機能が無効の機器、もしくは、機能を持っていない機器に
対しては入力する必要はありません。
また、GX/GP のファームウェアバージョンが R1.xx.xx の場合
には、ログイン中のユーザが自分のユーザ情報を変更して送
信した場合、あるいは本体のセキュリティ設定 －［基本設定］
－［通信］を、［Off］から［ログイン］に変更する設定データ
を送信した場合などにも表示されます。この場合は、変更した
有効なユーザ名とパスワードで再送信すれば正常に送信され
ます。

E021 現在実行できる状態ではありません。 このメッセージが発生する原因として、以下の状況が考えられ
ます。

・ 本体がその操作を行うためのオプション機能を持っていな
い。

・ 本体が設定の送受信や操作を実行できない状態（記録中、
演算中、制御中など）にある。

・ 本体の拡張セキュリティ機能が有効で、かつタッチ操作が
「ログイン」、通信が「Off」に設定されている。

・ 本体操作を行うためのユーザ権限がない。
E022 システム構成が異なるためファイルを開けません。［比較元読込］で、表示している設定とシステム構成の異なる

ファイルを開こうとしています。システム構成が一致している
場合のみ、差分を表示することができます。現在の設定とシス
テム構成が一致するファイルを選択してください。

E023 拡張セキュリティファイルのため上書きできませ
ん。

同名の拡張セキュリティファイルが存在します。別名で保存す
るか、同名のファイルを削除してから保存操作を行ってくださ
い。

E024 本体は再構築中です。実行できません。 再構築中の GM に対して、設定送信、設定受信、本体操作は
実行できません。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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コード メッセージ 説明／対処方法
E025 この操作が実行できるモードになっていません。 本体が通常の操作が行えないモード * のとき、設定送信、設定

受信、本体操作は実行できません。通常の操作モードに戻るま
でお待ちください。
*：A/D 校正モード、鍵作成モード、アップデートモード

強制的に通常の操作モードに戻す必要がある場合は、以下の方
法で戻すことができます。
ただし、他のユーザが Web アプリケーションで作業中の場合
など、強制終了させることで作業結果が破棄されてしまうこと
がありますのでご注意ください。

・ 本体と Web 接続できる場合は、Web アプリケーションで
通常の操作モードに戻す。

・ 本体と Web 接続できない場合は、本体を再起動する。（通
常の操作モードで起動する）

E026 GX/GP に対して、この操作は実行できません。 GX/GP の再構築は、本体画面より実行してください。

E027 本体は制御中です。実行できません。 ハードウェア設定ソフトウェアでは、本体が制御運転中（いず
れかのループが RUN 状態）の場合、設定送信はできません。

E028 本体はプログラム制御中です。実行できません。 ハードウェア設定ソフトウェアでは、本体がプログラム制御中
（いずれかのパターンがプログラム制御中）の場合、設定送信

はできません。
E029 プログラムパターン設定の送信に失敗しました。 送信したプログラムパターン設定が本体の現在の設定と合い

ません。本体側の PID 制御モジュールの位置、PV レンジ小数
点位置 / 下限 / 上限のいずれかが設定内容と異なります。

E029 の補助
メッセージ

・ PID モジュール位置 , 制御 PV レンジを確認して
ください。

E029 の補助メッセージです。送信に失敗し、本体側に反映で
きなかった（ソフト側の）パターン番号を表示します。

・ パターン番号 : xx, xx
E030 入力した数値が設定範囲を超えています。 デュアルインターバル測定モードのとき、レポートチャネル設

定画面で 50ms 以下の測定周期で測定グループ 1 に設定できる
チャネルの制限数を超えています。

E031 設定変更コメントが入力されていません。 設定送信にて設定変更コメント入力が表示されている場合に、
コメント入力せずに送信実行しようとすると表示されます。

E032 メディアが認識されていません。 拡張セキュリティ機能 On の本体に対して以下の操作を行う場
合に、本体に SD カードが装着されていないと表示されます。

・設定送信
・再構築（GM のみ）

E033 No supported browsers are installed. 対応ブラウザがインストールされていないため、起動できませ
ん。動作環境をお確かめの上、 ブラウザをインストールしてく
ださい。

6.1　エラーとメッセージ一覧
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