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はじめに
このマニュアルは、SMARTDAC+ スタンダード　IP アドレス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。

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+、SMARTDACPLUS は、当社の登録商標または商標です。
・ Microsoft および Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国にお

ける登録商標または商標です。
・ Adobe および Acrobat は、Adobe Inc. ( アドビ社 ) の登録商標または商標です。
・ 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。
・ 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。
・ 本書では各社の登録商標または商標に、® および ™ マークを表示していません。

履歴
2014 年 12 月 初版発行
2015 年 8 月 2 版発行
2015 年 12 月 3 版発行
2017 年   6 月 4 版発行
2018 年   6 月 5 版発行
2019 年   3 月 6 版発行
2022 年   5 月 7 版発行
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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	IP アドレス設定

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 



iv IM 04L61B01-03JA

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 2 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

IP アドレス設定の概要と、ソフトウェアを使用するときに必要な PC 環境、インストール
方法、および起動方法と終了方法について説明しています。

2 アドレスを設定する
 画面の各部名称と使い方、IP アドレスの変更方法について説明しています。

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］
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。
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このマニュアルの利用方法

このマニュアルが対象としている製品
製品 バージョン
データ収集モジュール GM10-1/GM10-2 リリースナンバー 5

ファームウェアバージョン R5.01.xx 以降
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　IP アドレス設定 R4.03.xx

改版の履歴
版数 本ソフトウェアの 

バージョン
説明

1 R2.02.xx 新規発行
2 同上 GM10 でセキュリティ機能（通信ログイン）使用時の注意事項を追記

3 R3.01.xx GM10 R3 で追加された以下の新規オプションに対応
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）

4 R4.01.xx GM10 R4 で追加されたプログラム制御（付加仕様、/PG）に対応
5 R4.02.xx GM10 R4.02 以降に対応
6 R4.03.xx GM10 R4.05 以降に対応
7 同上 GM10 R5.01 以降に対応、Windows 11 に対応

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.
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
SMARTDAC+ スタンダード　ハードウェア設定　ユーザーズマニュアル IM 04L61B01-02JA

www.smartdacplus.com/software/ja/
www.smartdacplus.com/manual/ja/
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1.1	 IP アドレス設定とは

1.1.1	 ソフトウェアの特徴
SMARTDAC+ スタンダード　IP アドレス設定は、データ収集モジュール GM10（以下「GM」
と呼びます。）の通信設定をするための PC ソフトウェアです。GM と接続して IP アドレス
を変更したり、ネットワークに接続された GM を検索して表示させたりできます。

IP アドレスの設定
GM のホスト名、IP アドレス、DNS サーバ、ドメイン名、ドメインサフィックスなどを編
集したり、ホスト名を DNS サーバに登録したりできます。

GMの検索
同じセグメント内の GM を検索し、一覧表示します。

機器呼び出し
一覧表示された GM に対しコマンドを送ります。本体の LED の点滅によって応答が確認で
きます。

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（http://
www.smartdacplus.com/software/ja/）より、インストーラをダウンロードして行ってくだ
さい。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。

操　作

1 ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。

2  解凍したフォルダの中の Install.exe の上で右クリックし、表示されたメニューから［管
理者として実行］を選択してください。

3  インストールウィザードが起動します。画面のメッセージに従って、操作してください。

4  インストールが完了したら、［完了］をクリックします。

Windows	の［スタート］メニュー、［すべてのプログラム］に［SMARTDAC+	STANDARD］ー［IP
アドレス設定］が登録されます。

第 1 章 ご使用になる前に

http://www.smartdacplus.com/software/ja/
http://www.smartdacplus.com/software/ja/
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1.1.3	 起動方法と終了方法
起動する
スタートメニューの［すべてのプログラム］–［SMARTDAC+ STANDARD］–［IP アドレス設定］
を選択します。

起動画面が表示されます。

画面の各部名称や使い方： 「2.1 画面の各部名称と使い方」

終了する
メインメニューの［ファイル］–［アプリケーションの終了］を選択するか、または画面右
上の  閉じるボタンをクリックします。

1.1　IP アドレス設定とは
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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	 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 Reader 7 以
上（最新を推奨）が必要です。
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1.2.4	 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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2.1	 画面の各部名称と使い方

この節では画面の名称と意味について説明します。実際の IP アドレス設定操作は 2.2 IP ア
ドレスを変更するをご覧ください。

2.1.1	 起動画面

メニューバー

ステータスバー

一覧表示画面 アドレス設定画面

一覧表示画面拡大／縮小ボタン

一覧表示画面拡大 / 縮小ボタン（画面中央のバー）をクリックすると、アドレス設定画面が
非表示になり、一覧表示画面をウィンドウ全体に表示します。再度クリックすると、アド
レス設定画面の表示が戻ります。

メニューバーのメニュー構成
メニュー 説明
ファイル (F) アプリケーションの終了 (X) 本ソフトウェアを終了します。
表示 (V) ステータスバー (S) ステータスバーの表示非表示を切り替えます。

ヘルプ (H)

取扱説明書 (M) 取扱説明書（本書）を表示します。
バージョン番号 (A) 使用中のソフトウェアのバージョンを表示します。

更新ウェブサイトへ (U)
最新バージョンのソフトウェアをダウンロードするため
のウェブサイトへリンクしています。

第 2 章 アドレスを設定する
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2.1.2	 一覧表示画面
［探す］ボタンをクリックすると、同一セグメント内の GM を検索し、検索結果を一覧表示

画面に表示します。［No.］をクリックすると設定したい GM が選択できます。

［探す］ボタン

拡大／縮小
ボタン

［No.］

一覧表示画面に表示される GM の情報

項目名 説明
No. 検索された順に 1 から 255 までの番号が割り当てられます。

応答
項目名をクリックすると、該当する GM 本体の 7 セグメント LED に［--CALL--］と表示
されます。IP アドレスを設定しているときは、クリックできません。

ホスト名 すでにホスト名が登録されている場合、表示されます。
シリアル番号 メインモジュールの銘板に記載されている計器番号です。
モデル名 GM の形名：GM10-1、または GM10-2 と表示されます。
バージョン GM のファームウェアバージョンです。

オプション
GM の付加仕様コードを表示します。オプション（付加仕様コード）の意味は下表を参
照してください。

MAC アドレス メインモジュールの銘板に記載されている MAC アドレス

オプションの表示と意味
GM10 ファーストステップガイド（IM 04L55B01-02JA）の形名と仕様コードを参照してく
ださい。

2.1　画面の各部名称と使い方
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2.1.3	 アドレス設定画面
チェックボックスにチェックすると、設定変更できる項目とできない項目が変わりま
す。文字色が薄くなっている設定項目については、変更できません。

［変更］
編集した内容をGMに設定します。
GMの再検索を実行し、GMリストも更新します。

［中止］
IPアドレスを設定せずに編集前の状態に戻ります。

［解放］
DHCPサーバからIPアドレスを解放し、選択状態を解除します。
GMの再検索を実行し、GMリストも更新します。

［ネットワーク設定］をクリックすると
一覧表示で選択したGMの設定が
編集可能になります。

［ネットワーク設定］
一覧表示でGMを選択すると
クリックできる状態になります。

アドレス設定画面の項目

項目名 説明
ホスト名 ホスト名を設定します。半角英数字で 64 文字まで入力できます。

IP アドレス自動取得

IP アドレスを DHCP サーバから自動的に取得する場合にチェックします。
手動で IP アドレスを設定する場合はチェックせずに、IP アドレス、サブネッ
トマスク、デフォルトゲートウェイを入力します。PC とローカル接続する場
合はチェックしません。

IP アドレス GM に割り当てる IP アドレスを入力します。初期値は、［0.0.0.0］です。

サブネットマスク
IP アドレスからサブネットのネットワークアドレスを求めるときに使用する
マスク値を設定します。初期値は、［0.0.0.0］です。

デフォルトゲートウェイ

他のネットワークの機器と通信をするときに使用するゲートウェイの IP アド
レスを設定します。初期値は［0.0.0.0］です。
PC とローカルに 1 対 1 で接続するときは、初期値のままでかまいません。こ
の場合、PC のデフォルトゲートウェイは設定する必要がありません。

DNS アドレス自動取得
DNS サーバの IP アドレスとドメイン名を、DHCP サーバから自動的に取得す
る場合にチェックします。手動で DNS 情報を設定する場合はチェックせずに、
プライマリ DNS サーバ、セカンダリ DNS サーバ、ドメイン名を入力します。

プライマリ DNS サーバ
セカンダリ DNS サーバ

2 つの DNS サーバを指定することができます。必ず IP アドレスで設定してく
ださい。

ドメイン名
機器の所属するドメイン名を指定します。半角英数字で 64 文字まで入力でき
ます。

プライマリドメインサフィックス
セカンダリドメインサフィックス

半角英数字で 64 文字まで設定できます。
ドメインサフィックスは、メールサーバなどをホスト名だけで設定した場合
に自動的に補われるドメイン名のことです。

ホスト名登録
ホスト名を DNS サーバに登録する場合にチェックをします。DNS サーバに
自動的にホスト名を登録するダイナミック DNS（DDNS）が有効になります。
ただし、DNS サーバが DDNS に対応している必要があります。

Note
各項目の設定値や詳細については、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

2.1　画面の各部名称と使い方
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2.2	 IP アドレスを変更する

下記の操作を行う前に、接続する GM の電源スイッチを ON にしておくとともに、ネットワー
クに GM を接続しておいてください。ネットワークに GM を接続する場合は、工場出荷時
の IP アドレスを変更したあとで接続してください（2.2.1 PC と GM をローカル（1 対 1）接
続してアドレスを変更する 参照）。

Note
GM（ファームウェアバージョン	R2.03.01 以降）が以下の状態のときは、IP アドレスの変更ができ
ません。「アドレス設定に失敗しました。」とメッセージが表示されます。
•	 セキュリティ設定の［通信］に［ログイン］が設定されている。
•	 拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）が［On］に設定されており、かつ記録中である。
	 関連項目： 2.3.2 GM の［通信］が［ログイン］で、IP アドレスが変更できないとき

2.2.1	 PC と GMをローカル（1対 1）接続してアドレスを変更する
アドレス設定がインストールされた PC と、GM をローカル（1 対 1）接続して IP アドレス
を変更します。変更手順は以下と同様です。
PC とローカル（1 対 1）接続するときは、PC 側の IP アドレスを自動取得する設定ではなく、
GM に設定する IP アドレスとは異なる IP アドレスに設定してください。

設定例

PC の IP アドレス 192.168.0.100
PC のサブネットマスク 255.255.255.0
GM の IP アドレス 192.168.0.10
GM のサブネットマスク 255.255.255.0

2.2.2	 ネットワークに接続されたGMのアドレスを変更する
操　作

42

3

5

6

1  IP アドレス設定を起動します。

アドレス設定画面が表示されます。

2  一覧表示画面の［ 探す］ ボタンをクリックします。

同一セグメント内に存在するGM	が表示されます。
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2.2　IP アドレスを変更する

3  アドレスを変更したい GM の番号をクリックします。

選択したGM	の情報が青色文字になります。

4  アドレス設定変更画面の［ ネットワーク設定］ をクリックします。

設定変更が可能になります。

5  各項目を設定します。（設定項目の詳細については 2.1.3 アドレス設定画面を参照くだ
さい。）

6  設定内容を GM に反映する［ 変更］、設定変更を中止する［ 中止］、DHCP サーバから
IP アドレスを解放する［ 解放］ 、のいずれかを選択します。

Note
IP アドレスの自動取得が正しく行われたことを確認する場合は、［変更］ボタンをクリック後、し
ばらくしてから［探す］ボタンをクリックしてください。
クリックした直後に確認すると、IP アドレス、サブネットマスク、およびデフォルトゲートウェ
イが「0.0.0.0」と表示されることがあります。
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2.3	 トラブルシューティング

2.3.1	 GMが検索できないときの対処方法について
［探す］ボタンをクリックしても GM を認識しないときは、以下を確認してください。
・ ping を使ってインターネットの接続状況を確認します。ping が通らない場合はケーブル、

HUB や IP アドレス設定などの問題が考えられます。

・ ソフトウェアの操作方法が正しいか確認します。

・ Windows OS のファイアウォール機能が有効になっていると、［探す］ボタンをクリック
しても認識しないことがあります。

	 回避するには、	Windows	ファイアウォールの設定変更を行ってください。なお、設定変更の詳
細については、Microsoft のサポートサイトにてご確認ください。

・ 本ソフトウェアは複数のネットワークアダプタには対応していません。複数が有効になっ
ている場合（例：有線 LAN と無線 LAN）は、接続対象の GM が存在するネットワークア
ダプタのみを有効にしてください。

	 Windows の［スタート］メニュー、［コントロールパネル］ー［ネットワークと共有センター］ー
［アダプターの設定の変更］から切り替えできます。

2.3.2	 GMの［通信］が［ログイン］で、IP アドレスが変更できないとき
GM のセキュリティ設定で［通信］が［ログイン］に設定されていると、本ソフトウェアか
らは IP アドレスを変更することができません。［通信］が［ログイン］のときに、GM の IP
アドレスを変更するには、次のいずれかの方法で行います。

・	 GMと PC間で、シリアル通信、USB 通信、Bluetooth 通信のいずれかが可能な場合
 GM と PC をそれぞれの通信方式で接続し、SMARTDAC+ ハードウェア設定ソフトウェ

アを使用して IP アドレスを変更します。この方法では GM の電源 OFF は必要ありま
せん。

・	 GMと PC間で、Ethernet のローカル（1対 1）接続が可能な場合
 GM と PC を Ethernet ケーブルでローカル接続します。いったん、GM の電源を OFF

にしてから、GM を「IP アドレス固定モード」で起動させます。その後、GM の Web
アプリケーション、または SMARTDAC+ ハードウェア設定ソフトウェアのいずれかを
使用して IP アドレスを変更して下さい。

Note
•	 GMの IP アドレス固定モード、およびWebアプリケーションについては、「データアクイジショ
ンシステム	GM	ユーザーズマニュアル	」（IM	04L55B01-01JA）をご覧ください。

•	 ハードウェア設定ソフトウェアの操作については、「SMARTDAC+	スタンダード	ハードウェア
設定	ユーザーズマニュアル」（IM	04L61B01-02JA）をご覧ください。

2.3.3	 エラーメッセージ
コード メッセージ 説明／対処方法
5000 アドレス設定に失敗しました。 GM の動作モードを確認してください。通常モード以外の

モード（A/D 校正モード、鍵作成モード、アップデートモー
ド）になっている場合は通常モードに戻してください。
または、GM のセキュリティ設定を確認してください。以下
の場合、IP アドレスは変更できません。
•　 セキュリティ設定－基本設定－セキュリティ機能－通信

が［ログイン］になっている。
•　	拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）が［On］で、
記録を開始している。
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