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本書をご利用いただくにあたり
本書は、GX/GP/GMの拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）でデータインテグリティ対応
（バージョン4.07（以降、R4.07と呼びます））したことにより生じた旧バージョン（R4.06以前）
との拡張セキュリティに関する機能の違いについて説明しています。

■ 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。

■ 商標
・	 本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
・	 本書では各社の登録商標または商標には、™マーク、®マークは表示していません。
・	 本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。
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データインテグリティ対応による機能差分
GX/GP/GMの拡張セキュリティ機能（付加仕様、/AS）において、R4.07でデータインテグリティ対
応したことにより生じた、旧バージョン（R4.06以前）との拡張セキュリティに関する機能の違い
について説明しています。

※	 R4.06 までは、拡張セキュリティ機能に関しての動作に変更のある部分はありません。
※	 機能に差分のある部分のみ記載しています。本書に書かれていない機能は、旧バージョンと R4.07 で機

能の差分はありません。
※	 拡張セキュリティに関係しない機能の差分については記載していません。

簡易チェックシート
機能差分の簡易チェックシートです。
R4.06 の設定を R4.07 に移行した場合に、「必ず機能の違いが発生するもの」に○印がついています。
△印は、R4.06 で設定変更コメントをOnにしている場合に発生するものです。

番号 R4.07で追加した機能 R4.06
1 ロジカルセキュリティ ー
1.1 パスワードポリシー ー
1.2 パスワード有効期限前通知 ー
1.3 通信コマンドからの書き込み ー
1.4 ユーザ数 ー
1.5 ユーザレベル ー
1.6 管理者制限 ー
2 設定変更時コメント入力 ー
2.1 設定変更時のコメント入力 △
2.2 モニタ画面からのアラーム値変更 △
3 記録ストップ時の動作 ー
3.1 設定ファイル自動保存 〇
4 アラームACK ー
4.1 アラームACK時のコメント入力 ー
5 事象ログ ー
5.1 設定変更時の事象ログ（記録ストップ中） 〇
5.2 設定変更時の事象ログ（記録スタート中） △
5.3 アラームACK ー
5.4 差分表示 〇
6 記録スタート中の設定変更 ー
6.1 可変演算定数 〇
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機能差分一覧
R4.06 と R4.07 で機能に違いがある部分の一覧です。
本一覧に無い機能については、R4.06 と R4.07 で機能の違いはありません。

番号 機能 R4.06 R4.07 備考
1 ロジカルセキュリティ
1.1 パスワードポリシー 設定なし。

パスワードは 6文字以上に固定。
パスワードポリシー設定により設定可能。
最小文字数、パスワード構成文字（大文字、
小文字、数字、記号）を設定可能。

R4.07 で追加した新機能。
パスワードポリシー設定の初期値（最小文
字数：6、それ以外の設定はすべてOff）で、
R4.06 と同じ動作が可能。

1.2 パスワード有効期限前通知 機能なし。 ログイン時にパスワード有効期限が切れ
ることを事前に通知可能。
Off/5 日前 /10 日前から設定。

R4.07 で追加した新機能。
設定により機能のOn/Off が可能（初期値は
Off）。

1.3 通信コマンドからの書き込み 通信ログイン機能を使用しない場合は、
通信チャネルへの書き込みは不可。

通信ログイン機能を使用しない場合で
も、設定により通信チャネルへの書き込
みが可能。

R4.07 で追加した新機能。
設定により機能のOn/Off が可能（初期値は
Off）。
機能Off時は、R4.06 と同じ動作。

1.4 ユーザ数 GX10/GX20-1/GM10-1：100
GX20-2/GM10-2：100

GX10/GX20-1/GM10-1：100
GX20-2/GM10-2：200

R4.07のユーザ数≧R4.06のユーザ数のため、
問題なし。

1.5 ユーザレベル システム管理者/一般ユーザ/モニタユー
ザから選択可能。

準管理者レベルを追加。
システム管理者 /準管理者 /一般ユーザ /
モニタユーザから選択可能。

準管理者は、R4.07 で追加した新規ユーザレ
ベル。
R4.06で使用できるユーザレベルに変更なし。

1.6 管理者制限 機能なし。 準管理者レベルに設定できるシステム管
理者の権限の一部。

管理者制限は、R4.07 で追加した準管理者
ユーザレベルで使用する新機能。

2 設定変更時コメント入力
2.1 設定変更時のコメント入力 設定変更時にコメント入力が可能。 設定変更時にコメント入力が可能。 R4.06、R4.07 ともに設定変更時コメント設

定は同じ。
入力したコメントは、設定ファイルに記録。入力したコメントは、設定ファイルと事

象ログに記録。
機能に差異あり。
設定変更コメント設定Onの場合は、必ず
差異がでる。

機能なし。 入力するコメントをあらかじめ設定した
定型コメントから選択可能。

コメント入力画面に差異あり。
ただし、定型コメントを使用しなければ操
作に差異なし。

入力するコメントはNULL 可。 入力するコメントはNULL 不可。 機能に差異あり。
設定変更コメント設定Onの場合は、必ず
差異がでる。

次ページに続く
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番号 機能 R4.06 R4.07 備考
2.2 モニタ画面からのアラーム値変更 設定変更時にコメント入力は不可。 設定変更時にコメント入力が可能。 設定変更コメント設定がOnの場合は、操

作に差異がでる。
　R4.06：アラーム値変更→完了
　	R4.07：アラーム値変更→コメント入力→完了

機能なし。 （記録ストップ中）
入力したコメントは、設定ファイルと事
象ログに記録。

設定変更コメント設定に関わらず、事象ロ
グに差異がでる。
　R4.06：「設定差分」なし。
　R4.07：「設定差分」あり。
上記に加え、設定変更コメント設定がOn
の場合は、事象ログに差異がでる。
　R4.06：「設定変更コメント」なし。
　R4.07：「設定変更コメント」あり。

機能なし。 （記録スタート中）
入力したコメントは、事象ログに記録。

設定変更コメント設定がOnの場合は、事
象ログに差異がでる。
　R4.06：「設定変更コメント」なし。
　R4.07：「設定変更コメント」あり。

3 記録ストップ時の動作
3.1 設定ファイル自動保存 機能なし。 記録スタート中に設定変更があった場

合、記録ストップ時に自動的に設定ファ
イルを保存。

R4.07 で追加した新機能。
必ず差異がでる。

4 アラームACK
4.1 アラームACK時のコメント入力 機能なし。 アラームACK（個別 /一括）時にコメン

ト入力が可能。
R4.07 で追加した新機能。
設定により機能のOn/Off が可能（初期値は
Off）。機能なし。 入力するコメントをあらかじめ設定した

定型コメントから選択可能。
アラームACKの事象ログを記録。 アラームACKの事象ログに、入力したコ

メントを記録。
R4.06、R4.07 ともにアラーム ACK の事象ロ
グを記録。

5 事象ログ
5.1 設定変更時の事象ログ

（記録ストップ中）
設定変更時、以下を事象ログに記録。
「設定変更」

設定変更時、以下の3つを事象ログに記録。
「設定変更」
「設定変更コメント」（設定変更コメント
入力On時のみ）
「設定差分」

設定変更コメント設定に関わらず、事象ロ
グに差異がでる。
　R4.06：「設定差分」なし。
　R4.07：「設定差分」あり。

5.2 設定変更時の事象ログ
（記録スタート中）

設定変更時、以下を事象ログに記録。
「アラーム変更」（アラーム値を変更した
場合）

設定変更時、以下の2つを事象ログに記録。
「アラーム変更」（アラーム値を変更した
場合）
「設定変更コメント」（設定変更コメント
入力On時のみ）

設定変更コメント設定がOnの場合は、事
象ログに差異がでる。
　R4.06：「設定変更コメント」なし。
　R4.07：「設定変更コメント」あり。

5.3 アラームACK 事象ログにアラームACKを記録。 事象ログにアラームACKを記録。
アラームACKコメント入力On時は、入
力したコメントを付加。

アラーム ACK 時コメント入力は、R4.07 で
追加した新機能。
設定により、機能のOn/Off が可能（初期値
はOff）。

次ページに続く
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番号 機能 R4.06 R4.07 備考
5.4 差分表示 機能なし。 設定変更前後の設定ファイルを比較し

て、設定変更した内容を表示。
R4.07 で追加した新機能。
必ず差異がでる。

6 記録スタート中の設定変更
6.1 可変演算定数 記録スタート中に可変演算定数の設定変

更は不可。
記録スタート中に可変演算定数の設定変
更が可能。
事象ログへの記録、自動メッセージの書
き込みが可能。

R4.07 で追加した新機能。可変演算定数を使
用している場合は、必ず差異がでる。
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技術資料　改訂情報
資料名称 : SMARTDAC+ GX/GP/GM　拡張セキュリティ機能（/AS）

  データインテグリティ対応による機能差分

資料番号 : TI 04L51B01-12JA

2020年3月／初版
新規発行

■	著作者	 横河電機株式会社
■	発行者	 横河電機株式会社
	 	 	 〒 180-8750	 東京都武蔵野市中町 2-9-32
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