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概要
Modbus イーサネット ド ライバー は Modbus イーサネット デバイスが HMI、SCADA、Historian、MES、ERP や多数のカ
スタムアプリケーションを含むクライアント アプリケーションに接続するための信頼性の高い手段を提供します。このド ライ
バーを使用するためには、ユーザーは TCP/IP を適切にインスト ールする必要があります。セット アップの詳細については、
Windows のド キュメント を参照してください。
注記: 処理中にエラーが発生した場合、このド ライバーはメッセージを通知します。
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サポート されるデバイスモデル
Applicom
このモデルはジェネリック Modbus、TSX Premium、および TSX Quantum デバイス用に Applicom アド レス指定構文を
サポート しています。

イーサネット から Modbus Plus へのブリッジ
このド ライバーはイーサネット から Modbus Plus へのブリッジを介して Modbus Plus デバイスと通信できます。使用する
デバイス ID は、ブリッジの IP アド レスと Modbus Plus ブリッジインデックスを組み合わせたものになります。たとえば、ブリッ
ジ IP が 205.167.7.12、ブリッジインデックスが 5 の場合、デバイス ID は 205.167.7.12.5 となります。MBE から MBP へ
のブリッジを取得して設定する方法については、Modicon/Schneider Automation の販売代理店までお問い合わせくだ
さい。

CEG
このモデルは CEG デバイスの拡張ブロックサイズをサポート しています。

Fluenta
このモデルは Fluenta FGM 100/130 フローコンピュータの非標準 Modbus マッピングをサポート しています。

Instromet
このモデルは Instromet デバイスの非標準 Modbus マッピングをサポート しています。

メールボックス
このモデルは非送信請求要求の処理方法に影響を与えます。メールボックスデバイスを定義することによって、ド ライバー
はネット ワーク上の PLC として機能しなくなります。代わりに、定義された各メールボックスデバイスのスト レージ領域として
機能するようになります。ド ライバーは非送信請求コマンド を受信すると、メッセージの送信元の IP アド レスを検出し、そ
のデバイスに割り当てられているスト レージ領域内にデータを配置します。IP アド レスがメールボックスデバイスとして定義
されていないデバイスからメッセージが送信されている場合、そのメッセージは処理されません。このタイプのデバイスを読
み書きするクライアント アプリケーションは、物理デバイス内ではなくド ライバー内のスト レージ領域を読み書きします。
Modbus イーサネットド ライバー に非送信請求要求を送信する方法については、Modicon のド キュメントで MSTR 命
令のトピックを参照してください。
注記:Modbus メールボックスではファンクションコード 22 (0x16) はサポート されていません。0x10 (複数の保持レジスタ
への書き込み) と 0x6 (単一の保持レジスタへの書き込み) はサポート されています。デバイスのプロパティで「保持レジス
タのビット 書き込み」を無効化すると、個々のビット に書き込むことが可能です。これにより、ビット に直接書き込む代わり
に、読み取り/修正/書き込みシーケンスが使用されます。これが機能するためには、(メールボックスではなく) マスター
Modbus デバイスの設定のみを変更する必要があります。
<! メールボックスデバイスモデルに対するメールボックスクライアント の権限

Modbus マスター
ほとんどのプロジェクト は Modbus マスターとして機能するように設定されています。このモード では、ド ライバーは物理デバ
イスにアクセスします (TSX Quantum や、Modbus オープンイーサネット と互換性があるその他のデバイスなど)。

Modbus 非送信請求
Modbus がモデルとして選択され、そのデバイス ID としてホスト マシンの IP アド レスが設定されている場合、Modbus
イーサネット ド ライバーはネット ワーク上のデバイスとして機能します。ド ライバーは受信したすべての非送信請求コマンド
を受け入れて、別の PLC であるかのようにこれらの処理を試みます。ネット ワーク上の Modbus マスターはいずれもその
IP アド レスを使用してこのシミュレーション対象のデバイスと通信できます。

YYY.YYY.YYY.YYY.XXX としてスレーブデバイスのデバイス ID が指定されます。YYY には、ループバックアド レスか、そ
のド ライバーを実行している PC のローカル IP アド レスを指定できます。XXX にはスレーブのステーション ID を 0 から 255
の範囲で指定できます。
複数のスレーブデバイスが同じステーション ID を持つことができます。その場合、ステーション ID を共有するすべてのデバ
イスが 1 つの共通のシミュレーション対象デバイスを指します。存在しないスレーブデバイス (ステーション ID) のデータをリ
モート マスターが要求した場合、その応答にはステーション 0 からのデータが含まれます。プロジェクト 内にスレーブデバイ
スが作成されると、そのスレーブが有効になり、サーバーがシャット ダウンするまで有効なままとなります。ステーション ID を
変更すると新しいスレーブデバイスが有効になり、サーバーがシャット ダウンするまで有効なままとなります。
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1 から 65536 のアド レスは出力コイル、入力コイル、内部レジスタ、保持レジスタ用に実装されています。非送信請求
モード では、ド ライバーは外部デバイスからのこれらの値を読み書きする有効なすべての要求に応答します (ファンクション
コード [10 進] 01、02、03、04、05、06、15、16)。さらに、このド ライバーにはループバック (ファンクションコード 08、サブ
コード 00) が実装されています。これらの位置には、ホスト PC からローカルに、スレーブデバイスに割り当てられたタグとし
てアクセスできます。
注記: 非送信請求デバイスでは書き込み専用アクセスは許可されません。

Roxar
このモデルは Roxar RFM 含水率メーターの非標準 Modbus マッピングをサポート しています。

チャネル設 定
サポート されているチャネルの最大数は 1024 です。
ヒント : チャネルレベルの設定はこのチャネルで設定されているすべてのデバイスに適用されます。
注記: Modbus イーサネット ド ライバー では Winsock V1.1 以上が必要です。

通信シリアル化
Modbus イーサネット ド ライバー では、データ転送を一度に 1 つのチャネルに制限するかどうかを指定する通信シリアル
化がサポート されています。
詳細については、通信シリアル化を参照してください。
注記: チャネルシリアル化が有効になっている場合、非送信請求通信とデバイスあたりの最大ソケット 数プロパティが無
効になります。チャネルシリアル化ではメールボックスモデルは使用できません。

関連項目: チャネルのプロパティ

チャネルのプロパティ
このサーバーは、複数の通信ド ライバーの同時使用をサポート しています。サーバープロジェクト で使用される各プロト コ
ルおよびド ライバーをチャネルと呼びます。サーバープロジェクト は、同じ通信ド ライバーまたは一意の通信ド ライバーを使
用する多数のチャネルから成ります。チャネルは、OPC リンクの基本的な構成要素として機能します。
チャネルに関連付けられているプロパティは論理グループに分かれています。一部のグループは特定のド ライバーまたはプ
ロト コルに固有ですが、以下は共通のグループです。

一般
イーサネット 通 信 またはシリアル通 信
書 き込 み最 適 化
詳細

チャネルのプロパティ - 一 般
このサーバーは、複数の通信ド ライバーの同時使用をサポート しています。サーバープロジェクト で使用される各プロト コ
ルおよびド ライバーをチャネルと呼びます。サーバープロジェクト は、同じ通信ド ライバーまたは一意の通信ド ライバーを使
用する多数のチャネルから成ります。チャネルは、OPC リンクの基本的な構成要素として機能します。このグループは、識
別属性や動作モード などの一般的なチャネルプロパティを指定するときに使用します。

識別
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「名前」: このチャネルのユーザー定義の識別情報。各サーバープロジェクト で、それぞれのチャネル名が一意でなければ
なりません。名前は最大 256 文字ですが、一部のクライアント アプリケーションでは OPC サーバーのタグ空間をブラウズ
する際の表示ウィンド ウが制限されています。チャネル名は OPC ブラウザ情報の一部です。
予約済み文字の詳細については、サーバーのヘルプで「チャネル、デバイス、タグ、およびタググループに適切な名前を
付ける方法」を参照してください。
「説明」: このチャネルに関するユーザー定義の情報。
「説明」などのこれらのプロパティの多くには、システムタグが関連付けられています。
「ド ライバー」: このチャネルに選択されているプロト コル/ド ライバー。このプロパティでは、チャネル作成時に選択されたデバ
イスド ライバーが示されます。チャネルのプロパティではこの設定を変更することはできません。
注記: サーバーがオンラインで常時稼働している場合、これらのプロパティをいつでも変更できます。これには、クライア
ント がデータをサーバーに登録できないようにチャネル名を変更することも含まれます。チャネル名を変更する前にクライア
ント がサーバーからアイテムをすでに取得している場合、それらのアイテムは影響を受けません。チャネル名が変更された
後で、クライアント アプリケーションがそのアイテムを解放し、古いチャネル名を使用して再び取得しようとしても、そのアイ
テムは取得されません。このことを念頭において、大規模なクライアント アプリケーションを開発した後はプロパティに対する
変更を行わないようにします。サーバー機能へのアクセス権を制限してオペレータがプロパティを変更できないようにするに
は、ユーザーマネージャを使用します。

診断
「診断取り込み」: このオプションが有効な場合、チャネルの診断情報が OPC アプリケーションに取り込まれます。サー
バーの診断機能は最小限のオーバーヘッド 処理を必要とするので、必要なときにだけ利用し、必要がないときには無効
にしておくことをお勧めします。デフォルト では無効になっています。
注記: ド ライバーで診断機能がサポート されていない場合、このプロパティは使用できません。
詳細については、サーバーのヘルプで「通信診断」を参照してください。

チャネルのプロパティ - イーサネット 通 信
イーサネット 通信を使用してデバイスと通信できます。

イーサネット 設定
「ネット ワークアダプタ」: バインド するネット ワークアダプタを指定します。「デフォルト 」を選択した場合、オペレーティングシ
ステムはデフォルト のアダプタを選択します。

チャネルのプロパティ - 書 き込 み最 適 化
サーバーと同様に、デバイスへのデータの書き込みはアプリケーションの最も重要な要素です。サーバーは、クライアント ア
プリケーションから書き込まれたデータがデバイスに遅延なく届くようにします。このため、サーバーに用意されている最適化
プロパティを使用して、特定のニーズを満たしたり、アプリケーションの応答性を高めたりできます。

書き込み最適化
「最適化方法」: 基礎となる通信ド ライバーに書き込みデータをどのように渡すかを制御します。以下のオプションがありま
す。
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「すべてのタグのすべての値を書き込み」: このオプションを選択した場合、サーバーはすべての値をコント ローラに
書き込もうとします。このモード では、サーバーは書き込み要求を絶えず収集し、サーバーの内部書き込みキュー
にこれらの要求を追加します。サーバーは書き込みキューを処理し、デバイスにできるだけ早くデータを書き込む
ことによって、このキューを空にしようとします。このモード では、クライアント アプリケーションから書き込まれたすべて
のデータがターゲット デバイスに送信されます。ターゲット デバイスで書き込み操作の順序または書き込みアイテム
のコンテンツが一意に表示される必要がある場合、このモード を選択します。
「非 Boolean タグの最新の値のみを書き込み」: デバイスにデータを実際に送信するのに時間がかかっているため
に、同じ値への多数の連続書き込みが書き込みキューに累積することがあります。書き込みキューにすでに置か
れている書き込み値をサーバーが更新した場合、同じ最終出力値に達するまでに必要な書き込み回数ははる
かに少なくなります。このようにして、サーバーのキューに余分な書き込みが累積することがなくなります。ユーザー
がスライド スイッチを動かすのをやめると、ほぼ同時にデバイス内の値が正確な値になります。モード 名からもわか
るように、Boolean 値でない値はサーバーの内部書き込みキュー内で更新され、次の機会にデバイスに送信さ
れます。これによってアプリケーションのパフォーマンスが大幅に向上します。
注記: このオプションを選択した場合、Boolean 値への書き込みは最適化されません。モーメンタリプッシュボタ
ンなどの Boolean 操作で問題が発生することなく、HMI データの操作を最適化できます。
「すべてのタグの最新の値のみを書き込み」: このオプションを選択した場合、2 つ目の最適化モード の理論がす
べてのタグに適用されます。これはアプリケーションが最新の値だけをデバイスに送信する必要がある場合に特に
役立ちます。このモード では、現在書き込みキューに入っているタグを送信する前に更新することによって、すべて
の書き込みが最適化されます。これがデフォルト のモード です。

「デューティサイクル」: 読み取り操作に対する書き込み操作の比率を制御するときに使用します。この比率は必ず、読
み取り 1 回につき書き込みが 1 から 10 回の間であることが基になっています。デューティサイクルはデフォルト で 10 に設
定されており、1 回の読み取り操作につき 10 回の書き込みが行われます。アプリケーションが多数の連続書き込みを
行っている場合でも、読み取りデータを処理する時間が確実に残っている必要があります。これを設定すると、書き込み
操作が 1 回行われるたびに読み取り操作が 1 回行われるようになります。実行する書き込み操作がない場合、読み取
りが連続処理されます。これにより、連続書き込みを行うアプリケーションが最適化され、データの送受信フローがよりバラ
ンスのとれたものとなります。
注記: 本番環境で使用する前に、強化された書き込み最適化機能との互換性が維持されるようにアプリケーションの
プロパティを設定することをお勧めします。

チャネルのプロパティ - 詳 細
このグループは、チャネルの詳細プロパティを指定するときに使用します。すべてのド ライバーがすべてのプロト コルをサポー
ト しているわけではないので、サポート していないデバイスには詳細グループが表示されません。

「非正規化浮動小数点処理」: 非正規化値は無限、非数 (NaN)、または非正規化数として定義されます。デフォルト
は「ゼロで置換」です。ネイティブの浮動小数点処理が指定されているド ライバーはデフォルト で「未修正」になります。
「非正規化浮動小数点処理」では、ド ライバーによる非正規化 IEEE-754 浮動小数点データの処理方法を指定でき
ます。オプションの説明は次のとおりです。
l

l

「ゼロで置換」: このオプションを選択した場合、ド ライバーが非正規化 IEEE-754 浮動小数点値をクライアント
に転送する前にゼロで置き換えることができます。
「未修正」: このオプションを選択した場合、ド ライバーは IEEE-754 非正規化、正規化、非数、および無限の
値を変換または変更せずにクライアント に転送できます。

注記: ド ライバーが浮動小数点値をサポート していない場合や、表示されているオプションだけをサポート する場合、こ
のプロパティは使用できません。チャネルの浮動小数点正規化の設定に従って、リアルタイムのド ライバータグ (値や配列
など) が浮動小数点正規化の対象となります。たとえば、EFM データはこの設定の影響を受けません。
浮動小数点値の詳細については、サーバーのヘルプで「非正規化浮動小数点値を使用する方法」を参照してくださ
い。
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「デバイス間遅延」: 通信チャネルが同じチャネルの現在のデバイスからデータを受信した後、次のデバイスに新しい要求
を送信するまで待機する時間を指定します。ゼロ (0) を指定すると遅延は無効になります。
注記: このプロパティは、一部のド ライバー、モデル、および依存する設定では使用できません。

チャネルのプロパティ - 通 信 シリアル化
サーバーのマルチスレッド アーキテクチャにより、チャネルはデバイスとの並列通信が可能になります。これは効率的です
が、物理ネット ワークに制約がある (無線イーサネット など) 場合には通信をシリアル化できます。通信シリアル化によっ
て、仮想ネット ワーク内で同時に通信可能なチャネルは 1 つに制限されます。
"仮想ネット ワーク" という用語は、通信に同じパイプラインを使用するチャネルと関連デバイスの集合を表します。たとえ
ば、無線イーサネット のパイプラインはマスター無線です。同じマスター無線を使用しているチャネルはすべて同じ仮想
ネット ワークに関連付けられています。チャネルは "ラウンド ロビン" 方式で 1 つずつ順番に通信できます。デフォルト では、
チャネルが 1 つのト ランザクションを処理した後で、通信を別のチャネルに渡します。ト ランザクションには 1 つ以上のタグが
含まれることがあります。要求に応答しないデバイスが制御チャネルに含まれている場合、そのト ランザクションがタイムア
ウト になるまでチャネルは制御を解放できません。これによって、仮想ネット ワーク内のその他のチャネルでデータ更新の遅
延が生じます。

チャネルレベルの設定
「仮想ネット ワーク」: このプロパティでは、チャネルの通信シリアル化モード を指定します。オプションには「なし」、「ネット
ワーク 1」 - 「ネット ワーク 500」があります。デフォルト は「なし」です。オプションの説明は次のとおりです。

l
l

「なし」: このオプションを選択した場合、チャネルの通信シリアル化は無効になります。
「ネット ワーク 1」 - 「ネット ワーク 500」: このオプションでは、チャネルを割り当てる仮想ネット ワークを指定しま
す。

「サイクルあたりのト ランザクション数」: このプロパティでは、そのチャネルで実行可能な単一ブロック/非ブロック読み取り/
書き込みト ランザクションの数を指定します。あるチャネルが通信する機会を得ると、この数だけト ランザクションが試みら
れます。有効な範囲は 1 から 99 です。デフォルト は 1 です。

グローバル設定
l

「ネット ワークモード 」: このプロパティでは、チャネル通信を委譲する方法を制御します。「負荷分散」モード では、
各チャネルが 1 つずつ順番に通信する機会を得ます。「優先順位」モード では、チャネルは次の規則 (最も高い
優先順位から最も低い優先順位の順) に従って通信する機会を得ます。
l
書き込みが保留中になっているチャネルの優先順位が最も高くなります。
l
(内部のプラグインまたは外部のクライアント インタフェースによって) 明示的な読み取りが保留中になって
いるチャネルは、その読み取りの優先順位に基づいて優先順位が決まります。
l
スキャン読み取りおよびその他の定期的イベント (ド ライバー固有)。
デフォルト は「負荷分散」であり、すべての仮想ネット ワークとチャネルに影響します。

非送信請求応答に依存するデバイスを仮想ネット ワーク内に配置してはなりません。通信をシリアル化する必要があ
る場合、「自動格下げ」を有効にすることをお勧めします。
データを読み書きする方法はド ライバーによって異なるので (単一ブロック/非ブロックト ランザクションなど)、アプリケーション
の「サイクルあたりのト ランザクション数」プロパティを調整する必要があります。その場合、次の要因について検討します。
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l
l
l
l
l

各チャネルから読み取る必要があるタグの数
各チャネルにデータを書き込む頻度
チャネルが使用しているのはシリアルド ライバーかイーサネット ド ライバーか?
ド ライバーは複数の要求に分けてタグを読み取るか、複数のタグをまとめて読み取るか?
デバイスのタイミングプロパティ (「要求のタイムアウト 」や「連続した x 回のタイムアウト 後の失敗」など) が仮想
ネット ワークの通信メディアに最適化されているか?

チャネルのプロパティ - イーサネット

「ソケット 使用」
「ソケット 利用」: ド ライバーがこのチャネル上のすべてのデバイスと単一のソケット を共有するか、複数のソケット を使用し
てデバイスと通信するかを指定します。デバイスが使用可能な接続数に上限がある場合、ド ライバーが接続を維持する
ことが望ましくないことがあります。通常、ターゲット デバイスで接続に使用可能なポート の数は制限されています。ド ライ
バーがポート を使用している場合、その他のシステムはターゲット デバイスにアクセスできません。これらの場合にこのパラ
メータは便利です。ド ライバーを使用して Modbus-イーサネット /Modbus-RTU 間ブリッジ製品と通信している場合、ド ラ
イバーをシングルソケット モード にできることが重要です。これらの製品の多くは、複数の RS-485 シリアルベースデバイス
を単一の Modbus-イーサネット /Modbus-RTU 間ブリッジに接続できます。
l

l

「チャネルにつき 1 ソケット (共有)」では、ド ライバーが同じ共有ソケット を介してすべてのデバイスと通信し、デバ
イスごとにソケット を閉じてから開くことを指定します。
「デバイスにつき 1 つ以上のソケット 」では、ド ライバーがネット ワーク上のデバイスごとに 1 つ以上のソケット を使用
し、そのソケット をアクティブな接続として維持することを指定します。これがデフォルト の設定および動作です。
ゲート ウェイが多数のシリアルデバイスを処理している場合、この設定を選択する必要があります。特定のデバイ
スのデータの読み取りや書き込みが行われるたびにド ライバーによって接続が再確立されないため、接続オー
バーヘッド が低減されます。このため、「チャネルにつき 1 ソケット 」を使用してソケット を共有する場合に比べ、パ
フォーマンスが向上する可能性があります。

「デバイスあたりの最大ソケット 数」: デバイスに使用可能なソケット の最大数を指定します。デフォルト は 1 です。
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注記: 複数のソケット を設定すると、ド ライバーの読み取りおよび書き込み操作のパフォーマンスが大幅に向上する可
能性があります。これは次の動作が理由です。
l

l

l

複数のソケット を設定すると、ド ライバーはターゲット デバイスに対して読み取りまたは書き込むデータを、ターゲッ
ト デバイスで使用されているすべての使用可能なソケット に分散します。その後、読み取りまたは書き込み操作
が、すべてのソケット からデバイスに同時に発行されます。
デバイス応答メッセージは、ド ライバーで同時に受信できます。デバイスの応答はチャネルレベルで 1 つのスレッド
ごとに順次処理されます。ただし、チャネルレベルのデータ処理は非常に高速 (数十ミリ秒以内) で実行されるた
め、「デバイスあたりの最大ソケット 数」で複数のソケット を使用するように設定すると、パフォーマンスを大幅に向
上できる可能性があります。
デバイスとゲート ウェイは通常、通信障害を回避するために同時接続の数を制限します。これらの制限を超えな
いように注意してください。これらの制限を超えた場合、ド ライバーは接続の失敗を示すメッセージを作成します。

非送信請求設定
Modbus イーサネット ド ライバー はマスターモード になっている場合、非送信請求の要求を受け付けることができます。
OPC サーバーによってド ライバーがロード されると、ド ライバーは非送信請求データの受信待機スレッド を起動します。こ
のスレッド は OPC サーバーで設定されているすべてのチャネルに対してグローバルです。たとえば、OPC サーバープロジェ
クト に 3 つのチャネルが定義されていて、1 つのチャネルで何らかの設定が変更された場合、ほかの 2 つのチャネルに対し
て同じ変更が行われます。変更が適用されると、受信待機スレッド が再起動されます。イベント ログは再起動のイベント
を記録します。
「ポート 」: ド ライバーが非送信請求要求を受信待機しているときに使用するポート 番号を指定します。有効な範囲は 0
から 65535 です。デフォルト は 502 です。
「IP プロト コル」: ド ライバーが非送信請求要求を受信待機しているときに使用するプロト コルを指定します。オプションに
は「ユーザーデータグラムプロト コル (UDP)」と「伝送制御プロト コル (TCP/IP)」があります。デフォルト は TCP/IP です。

デバイスの設 定
チャネルあたりのデバイスの最大数は 8192 です。デバイスプロパティのグループの詳細については以下をクリックしてくださ
い。

一般
スキャンモード
タイミング
自動格下げ
タグ生成
変数のインポート 設定
非送信請求
エラー処理
サブモデル
イーサネット
設定
ブロック
注記: すべてのグループがすべてのモデルで使用および適用可能なわけではありません。

デバイスのプロパティ - 一 般
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識別
「名前」: このデバイスのユーザー定義の識別情報。
「説明」: このデバイスに関するユーザー定義の情報。
「チャネル割り当て」: このデバイスが現在属しているチャネルのユーザー定義の名前。
「ド ライバー」: このデバイスに設定されているプロト コルド ライバー。
特定のデバイスモデルの詳細については、サポートされるデバイスモデルを参照してください。
「モデル」: このデバイスのバージョン。
「ID」: デバイスの IP アド レスおよびイーサネット ネット ワーク上の Modbus ブリッジインデックスを指定します。デバイス ID
は <ホスト >.XXX として指定し、ここで <ホスト > は標準 UNC/DNS 名または IP アド レスです。XXX はデバイスの
Modbus ブリッジインデックスを示し、0 から 255 の範囲になります。ブリッジが使用されていない場合、このインデックスを
0 に設定する必要があります。モデルとデバイス ID によっては、非送信請求デバイスまたはマスターデバイスとして機能す
るようデバイスを設定できます。
非送信請求モード の詳細については、Modbus 非送信請求を参照してください。
例
1. IP アド レスが 205.167.7.19 である Modicon TSX Quantum デバイスからデータを要求する場合、デバイス ID を
205.167.7.19.0 として入力する必要があります。
2. ブリッジインデックスが 5 である Modbus イーサネット ブリッジに接続している、IP アド レスが 205.167.7.50 である
Modbus Plus デバイスからデータを要求する場合、デバイス ID を 205.167.7.50.5 として入力する必要がありま
す。

Modbus マスターと Modbus 非送信請求の考慮事項

動作モード
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「データコレクション」: このプロパティでは、デバイスのアクティブな状態を制御します。デバイスの通信はデフォルト で有効
になっていますが、このプロパティを使用して物理デバイスを無効にできます。デバイスが無効になっている場合、通信は
試みられません。クライアント から見た場合、そのデータは無効としてマークされ、書き込み操作は許可されません。このプ
ロパティは、このプロパティまたはデバイスのシステムタグを使用していつでも変更できます。
「シミュレーション」: このオプションは、デバイスをシミュレーションモード にします。このモード では、ド ライバーは物理デバイ
スとの通信を試みませんが、サーバーは引き続き有効な OPC データを返します。シミュレーションモード ではデバイスとの
物理的な通信は停止しますが、OPC データは有効なデータとして OPC クライアント に返されます。シミュレーションモード
では、サーバーはすべてのデバイスデータを自己反映的データとして扱います。つまり、シミュレーションモード のデバイスに
書き込まれたデータはすべて再び読み取られ、各 OPC アイテムは個別に処理されます。アイテムのメモリマップはグルー
プ更新レート に基づきます。(サーバーが再初期化された場合などに) サーバーがアイテムを除去した場合、そのデータは
保存されません。デフォルト は「いいえ」です。
注記:
1. システムタグ (_Simulated) は読み取り専用であり、ランタイム保護のため、書き込みは禁止されています。この
システムタグを使用することで、このプロパティをクライアント からモニターできます。
2. シミュレーションモード では、アイテムのメモリマップはクライアント の更新レート (OPC クライアント ではグループ更
新レート 、ネイティブおよび DDE インタフェースではスキャン速度) に基づきます。つまり、異なる更新レート で同じ
アイテムを参照する 2 つのクライアント は異なるデータを返します。
シミュレーションモード はテスト とシミュレーションのみを目的としています。本番環境では決して使用しないでください。

デバイスプロパティ - スキャンモード
「スキャンモード 」では、デバイスとの通信を必要とする、サブスクリプション済みクライアント が要求したタグのスキャン速度
を指定します。同期および非同期デバイスの読み取りと書き込みは可能なかぎりただちに処理され、「スキャンモード 」の
プロパティの影響を受けません。

「スキャンモード 」: 購読しているクライアント に送信される更新についてデバイス内のタグをどのようにスキャンするかを指定
します。オプションの説明は次のとおりです。
l

l

l

l

l

「クライアント 固有のスキャン速度を適用」: このモード では、クライアント によって要求されたスキャン速度を使用し
ます。
「指定したスキャン速度以下でデータを要求」: このモード では、使用する最大スキャン速度を指定します。有効
な範囲は 10 から 99999990 ミリ秒です。デフォルト は 1000 ミリ秒です。
注記: サーバーにアクティブなクライアント があり、デバイスのアイテム数とスキャン速度の値が増加している場
合、変更はただちに有効になります。スキャン速度の値が減少している場合、すべてのクライアント アプリケーショ
ンが切断されるまで変更は有効になりません。
「すべてのデータを指定したスキャン速度で要求」: このモード では、指定した速度で購読済みクライアント 用にタ
グがスキャンされます。有効な範囲は 10 から 99999990 ミリ秒です。デフォルト は 1000 ミリ秒です。
「スキャンしない、要求ポールのみ」: このモード では、デバイスに属するタグは定期的にポーリングされず、アクティ
ブになった後はアイテムの初期値の読み取りは実行されません。更新のポーリングは、_DemandPoll タグに書き
込むか、個々のアイテムについて明示的なデバイス読み取りを実行することによって、クライアント が行います。詳
細については、サーバーのヘルプで「デバイス要求ポール」を参照してください。
「タグに指定のスキャン速度を適用」: このモード では、静的構成のタグプロパティで指定されている速度で静的タ
グがスキャンされます。動的タグはクライアント が指定したスキャン速度でスキャンされます。

「キャッシュからの初回更新」: このオプションを有効にした場合、サーバーは保存 (キャッシュ) されているデータから、新た
にアクティブ化されたタグ参照の初回更新を行います。キャッシュからの更新は、新しいアイテム参照が同じアド レス、ス
キャン速度、データ型、クライアント アクセス、スケール設定のプロパティを共有している場合にのみ実行できます。1 つ目
のクライアント 参照についてのみ、初回更新にデバイス読み取りが使用されます。デフォルト では無効になっており、クライ
アント がタグ参照をアクティブ化したときにはいつでも、サーバーがデバイスから初期値の読み取りを試みます。
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デバイスプロパティ - タイミング
デバイスのタイミングのプロパティでは、エラー状態に対するデバイスの応答をアプリケーションのニーズに合わせて調整でき
ます。多くの場合、最適なパフォーマンスを得るためにはこれらのプロパティを変更する必要があります。電気的に発生す
るノイズ、モデムの遅延、物理的な接続不良などの要因が、通信ド ライバーで発生するエラーやタイムアウト の数に影響
します。タイミングのプロパティは、設定されているデバイスごとに異なります。

通信タイムアウト
「接続タイムアウト 」: このプロパティ (イーサネット ベースのド ライバーで主に使用) は、リモート デバイスとのソケット 接続を
確立するために必要な時間を制御します。デバイスの接続時間は、同じデバイスへの通常の通信要求よりも長くかかる
ことがよくあります。有効な範囲は 1 から 30 秒です。デフォルト は通常は 3 秒ですが、各ド ライバーの特性によって異な
る場合があります。この設定がド ライバーでサポート されていない場合、無効になります。
注記: UDP 接続の特性により、UDP を介して通信する場合には接続タイムアウト の設定は適用されません。
「要求のタイムアウト 」: このプロパティでは、ターゲット デバイスからの応答を待つのをいつやめるかを判断する際にすべて
のド ライバーが使用する間隔を指定します。有効な範囲は 50 から 9,999,999 ミリ秒 (167.6667 分) です。デフォルト は
通常は 1000 ミリ秒ですが、ド ライバーによって異なる場合があります。ほとんどのシリアルド ライバーのデフォルト のタイム
アウト は 9600 ボー以上のボーレート に基づきます。低いボーレート でド ライバーを使用している場合、データの取得に必
要な時間が増えることを補うため、タイムアウト 時間を増やします。
「タイムアウト 前の試行回数」: このプロパティでは、ド ライバーが通信要求を発行する回数を指定します。この回数を超
えると、要求が失敗してデバイスがエラー状態にあると見なされます。有効な範囲は 1 から 10 です。デフォルト は通常は
3 ですが、各ド ライバーの特性によって異なる場合があります。アプリケーションに設定される試行回数は、通信環境に大
きく依存します。このプロパティは、接続の試行と要求の試行の両方に適用されます。

タイミング
「要求間遅延」: このプロパティでは、ド ライバーがターゲット デバイスに次の要求を送信するまでの待ち時間を指定しま
す。デバイスに関連付けられているタグおよび 1 回の読み取りと書き込みの標準のポーリング間隔がこれによってオーバー
ライド されます。この遅延は、応答時間が長いデバイスを扱う際や、ネット ワークの負荷が問題である場合に役立ちま
す。デバイスの遅延を設定すると、そのチャネル上のその他すべてのデバイスとの通信に影響が生じます。可能な場合、
要求間遅延を必要とするデバイスは別々のチャネルに分けて配置することをお勧めします。その他の通信プロパティ (通
信シリアル化など) によってこの遅延が延長されることがあります。有効な範囲は 0 から 300,000 ミリ秒ですが、一部のド
ライバーでは独自の設計の目的を果たすために最大値が制限されている場合があります。デフォルト は 0 であり、ター
ゲット デバイスへの要求間に遅延はありません。
注記: すべてのド ライバーで「要求間遅延」がサポート されているわけではありません。使用できない場合にはこの設定
は表示されません。

デバイスのプロパティ - 自 動 格 下 げ
自動格下げのプロパティを使用することで、デバイスが応答していない場合にそのデバイスを一時的にスキャン停止にで
きます。応答していないデバイスを一定期間オフラインにすることで、ド ライバーは同じチャネル上のほかのデバイスとの通
信を引き続き最適化できます。停止期間が経過すると、ド ライバーは応答していないデバイスとの通信を再試行しま
す。デバイスが応答した場合はスキャンが開始され、応答しない場合はスキャン停止期間が再開します。
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「エラー時に格下げ」: 有効にした場合、デバイスは再び応答するまで自動的にスキャン停止になります。
ヒント : システムタグ _AutoDemoted を使用して格下げ状態をモニターすることで、デバイスがいつスキャン停止になった
かを把握できます。
「格下げまでのタイムアウト 回数」: デバイスをスキャン停止にするまでに要求のタイムアウト と再試行のサイクルを何回繰
り返すかを指定します。有効な範囲は 1 から 30 回の連続エラーです。デフォルト は 3 です。
「格下げ期間」: タイムアウト 値に達したときにデバイスをスキャン停止にする期間を指定します。この期間中、そのデバイ
スには読み取り要求が送信されず、その読み取り要求に関連するすべてのデータの品質は不良に設定されます。この期
間が経過すると、ド ライバーはそのデバイスのスキャンを開始し、通信での再試行が可能になります。有効な範囲は 100
から 3600000 ミリ秒です。デフォルト は 10000 ミリ秒です。
「格下げ時に要求を破棄」: スキャン停止期間中に書き込み要求を試行するかどうかを選択します。格下げ期間中も
書き込み要求を必ず送信するには、無効にします。書き込みを破棄するには有効にします。サーバーはクライアント から
受信した書き込み要求をすべて自動的に破棄し、イベント ログにメッセージを書き込みません。

デバイスのプロパティ - タグ生 成
自動タグデータベース生成機能によって、アプリケーションの設定がプラグアンド プレイ操作になります。デバイス固有の
データに対応するタグのリスト を自動的に構築するよう通信ド ライバーを設定できます。これらの自動生成されたタグ (サ
ポート しているド ライバーの特性によって異なる) をクライアント からブラウズできます。

一部のデバイスやド ライバーは自動タグデータベース生成のフル機能をサポートしていません。また、すべてのデバイス
やド ライバーが同じデータ型をサポートするわけではありません。詳細については、データ型の説明を参照するか、各ド ラ
イバーがサポートするデータ型のリストを参照してください。
ターゲット デバイスが独自のローカルタグデータベースをサポート している場合、ド ライバーはそのデバイスのタグ情報を読
み取って、そのデータを使用してサーバー内にタグを生成します。デバイスが名前付きのタグをネイティブにサポート してい
ない場合、ド ライバーはそのド ライバー固有の情報に基づいてタグのリスト を作成します。この 2 つの条件の例は次のとお
りです。
1. データ取得システムが独自のローカルタグデータベースをサポート している場合、通信ド ライバーはデバイスで見つ
かったタグ名を使用してサーバーのタグを構築します。
2. イーサネット I/O システムが独自の使用可能な I/O モジュールタイプの検出をサポート している場合、通信ド ライ
バーはイーサネット I/O ラックにプラグイン接続している I/O モジュールのタイプに基づいてサーバー内にタグを自動
的に生成します。
注記: 自動タグデータベース生成の動作モード を詳細に設定できます。詳細については、以下のプロパティの説明を参
照してください。

「プロパティ変更時」: デバイスが、特定のプロパティが変更された際の自動タグ生成をサポート する場合、「プロパティ変
更時」オプションが表示されます。これはデフォルト で「はい」に設定されていますが、「いいえ」に設定してタグ生成を実行
する時期を制御できます。この場合、タグ生成を実行するには「タグを作成」操作を手動で呼び出す必要があります。
「デバイス起動時」: このプロパティでは、OPC タグを自動的に生成する場合を指定します。オプションの説明は次のとお
りです。
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l

l

l

「起動時に生成しない」: このオプションを選択した場合、ド ライバーは OPC タグをサーバーのタグ空間に追加し
ません。これはデフォルト の設定です。
「起動時に常に生成」: このオプションを選択した場合、ド ライバーはデバイスのタグ情報を評価します。さらに、
サーバーが起動するたびに、サーバーのタグ空間にタグを追加します。
「最初の起動時に生成」: このオプションを選択した場合、そのプロジェクト が初めて実行されたときに、ド ライバー
がデバイスのタグ情報を評価します。さらに、必要に応じて OPC タグをサーバーのタグ空間に追加します。

注記: OPC タグを自動生成するオプションを選択した場合、サーバーのタグ空間に追加されたタグをプロジェクト と
ともに保存する必要があります。ユーザーは「ツール」 | 「オプション」メニューから、自動保存するようプロジェクト を設
定できます。
「重複タグ」: 自動タグデータベース生成が有効になっている場合、サーバーが以前に追加したタグや、通信ド ライバーが
最初に作成した後で追加または修正されたタグを、サーバーがどのように処理するかを設定する必要があります。この設
定では、自動生成されてプロジェクト 内に現在存在する OPC タグをサーバーがどのように処理するかを制御します。これ
によって、自動生成されたタグがサーバーに累積することもなくなります。
たとえば、「起動時に常に生成」に設定されているサーバーのラックで I/O モジュールを変更した場合、通信ド ライバーが
新しい I/O モジュールを検出するたびに新しいタグがサーバーに追加されます。古いタグが削除されなかった場合、多数
の未使用タグがサーバーのタグ空間内に累積することがあります。以下のオプションがあります。
l

l

l

l

「作成時に削除」: このオプションを選択した場合、新しいタグが追加される前に、以前にタグ空間に追加された
タグがすべて削除されます。これはデフォルト の設定です。
「必要に応じて上書き」: このオプションを選択した場合、サーバーは通信ド ライバーが新しいタグに置き換えてい
るタグだけ除去します。上書きされていないタグはすべてサーバーのタグ空間に残ります。
「上書きしない」: このオプションを選択した場合、サーバーは以前に生成されたタグやサーバーにすでに存在する
タグを除去しません。通信ド ライバーは完全に新しいタグだけを追加できます。
「上書きしない、エラーを記録」: このオプションには上記のオプションと同じ効果がありますが、タグの上書きが発
生した場合にはサーバーのイベント ログにエラーメッセージも書き込まれます。

注記: OPC タグの除去は、通信ド ライバーによって自動生成されたタグ、および生成されたタグと同じ名前を使用
して追加されたタグに影響します。ド ライバーによって自動生成されるタグと一致する可能性がある名前を使用して
サーバーにタグを追加しないでください。
「親グループ」: このプロパティでは、自動生成されたタグに使用するグループを指定することで、自動生成されたタグと、手
動で入力したタグを区別します。グループの名前は最大 256 文字です。この親グループは、自動生成されたすべてのタ
グが追加されるルート ブランチとなります。
「自動生成されたサブグループを許可」: このプロパティでは、自動生成されたタグ用のサブグループをサーバーが自動的
に作成するかどうかを制御します。これはデフォルト の設定です。無効になっている場合、サーバーはグループを作成しな
いで、デバイスのタグをフラット リスト 内に生成します。サーバープロジェクト で、生成されたタグには名前としてアド レスの値
が付きます。たとえば、生成プロセス中はタグ名は維持されません。
注記: サーバーがタグを生成しているときに、タグに既存のタグと同じ名前が割り当てられた場合、タグ名が重複しない
ようにするため、番号が自動的に 1 つ増分します。たとえば、生成プロセスによってすでに存在する "AI22" という名前のタ
グが作成された場合、代わりに "AI23" としてタグが作成されます。
「作成」: 自動生成 OPC タグの作成を開始します。「タグを作成」が有効な場合、デバイスの構成が修正されると、ド ラ
イバーはタグ変更の可能性についてデバイスを再評価します。システムタグからアクセスできるため、クライアント アプリケー
ションはタグデータベース作成を開始できます。
注記: 構成がプロジェクト をオフラインで編集する場合、「タグを作成」は無効になります。

デバイスのプロパティ - 変 数 のインポート 設 定
Modbus ド ライバー向け CSV ファイルの詳細については、Kepware Modbus ド ライバー向け CSV ファイルの作成を
参照してください。
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「変数のインポート ファイル」: このパラメータでは、自動タグデータベース生成機能が有効になっている場合にこのド ライ
バーが使用する変数インポート ファイルの正確な場所を指定します。
「説明を含める」: 有効な場合、タグの説明がインポート されます (ファイル内に存在する場合)。

自動タグデータベース生成機能の設定 (および変数インポートファイルの作成方法) については、自動タグデータベース
生成を参照してください。

デバイスのプロパティ - 非 送 信 請 求
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OPC 品質
「書き込みまで OPC 品質を不良に設定」: このド ライバーに関連付けられるタグの初期 OPC 品質を制御します。無効
にした場合、すべてのタグの初期値は 0 となり、OPC 品質は良好に設定されます。これがデフォルト の状態です。有効に
した場合、すべてのタグの初期値は 0 となり、OPC 品質は不良に設定されます。タグが参照するすべてのコイルまたはレ
ジスタが Modbus マスターまたはクライアント アプリケーションによって書き込まれるまで、タグの品質は不良のままとなりま
す。たとえば、アド レスが 400001 でデータ型が DWord であるタグは 2 つの保持レジスタ 400001 および 400002 を参
照します。両方の保持レジスタに書き込まれるまでタグの品質は良好になりません。
注記: デバイスが非送信請求モード でない場合、このオプションは暗色表示されます。
「通信タイムアウト 」: ド ライバーが受信する要求を待機する時間 (秒) を設定します。この時間が経過すると、ド ライバー
はそのデバイスのタグの品質を不良に設定します。タイムアウト が発生した後、タイムアウト をリセット してすべてのタグが通
常どおり処理されるようにする唯一の方法としては、リモート マスターとの通信を再確立します。あるいは、これを 0 に設
定することで通信タイムアウト を無効にします。有効にする場合、有効な範囲は 1 から 64,800 秒 (18 時間) です。
注記:
1. 存在しないスレーブデバイス (ステーション ID) への要求を受信した場合、その要求はステーション 0 に転送され
ます。その場合、タイムアウト 期間中にリモート 通信を明示的に受信しなかった場合でも、ステーション ID が 0 で
あるスレーブデバイスでタイムアウト は発生しません。
2. 非送信請求デバイスのモデルは Modbus、デバイス ID は IP_Address.yyy (ここで IP_Address はこのド ライバー
を実行している PC のローカル IP アド レス) である必要があります。たとえば、127.xxx.xxx.xxx (xxx = 0-255)、
yyy (ステーション ID) = 0-255 です。
3. スレーブデバイスへの 1 つ目の非送信請求を受信すると、イベント ログに "<日付>__<時刻>__<レベル>__<
ソース>__<イベント >" という情報メッセージが表示されます。たとえば、"2/4/2011__4:53:10 PM__情報__
Modbus TCP/IP イーサネット __スレーブデバイス <スレーブ番号> 用のメモリが作成されました" と表示されま
す。
4. このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。
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Modbus マスターと Modbus 非 送 信 請 求 の考 慮 事 項
以下の注意事項は Modbus マスターデバイスと Modbus 非送信請求デバイスの両方に関連します。
l

l

l

l

l

メールボックスデバイスと Modbus デバイスを同じマシンに配置することはお勧めしません。マスターは一度に一方
のデバイスからのみデータを取得するので、どちらのデバイスからデータを取得するのか予測できません。
非送信請求デバイスの最適なタグ処理を実現するためには、マスターデバイスと非送信請求デバイスをサーバー
プロジェクト 内の別々のチャネルに配置することをお勧めします。
クライアント が接続されている場合、デバイスのモード の変更 (マスターからスレーブまたはスレーブからマスター) が
生じない場合にかぎりデバイス ID を変更できます。ループパックまたはローカル IP アド レスを別の IP アド レスに変
更したかその逆の変更によってモード が変更されました。(ド ライバーを実行している PC の) ループバックアド レスと
ローカル IP アド レスはスレーブ (非送信請求) モード を示し、その他の IP アド レスはデバイスのマスターモード を示
しています。クライアント が接続されていない場合、モード を自由に変更できます (マスターからマスター、マスター
からスレーブ、スレーブからスレーブ、スレーブからマスターなど)。
注記: 127.xxx.xxx.xxx というフォーマット (ここで xxx は 0-255 の範囲) のアド レスはループバックアド レスです。
マスターデバイスとスレーブデバイスで「データエンコーディング」グループの設定が同じである必要があります。たと
えば、Modbus マスターとして設定されているデバイスが、Modbus スレーブとして設定されているデバイスと通信
している場合です。
このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。

デバイスのプロパティ - エラー処 理

「不正なアド レスでタグを無効化」: デバイスがデータブロックの読み取りに応答して Modbus 例外コード 2 (不正なアド レ
ス) または 3 (ポイント 数などの不正なデータ) を返した場合にド ライバーがそのブロックのポーリングを停止するには「有効
化」を選択します。エラーの場合もド ライバーがそのデータブロックを引き続きポーリングするには「無効化」を選択します。
デフォルト で有効になっています。

デバイスのプロパティ - イーサネット
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「ポート 」: リモート デバイスで使用するよう設定されているポート 番号を指定します。有効な範囲は 0 から 65535 です。
デフォルト は 502 です。このポート 番号はデバイスに対して送信請求要求を行う際に使用されます。
ポート のシステムタグが使用されている場合、ポート 番号の設定が変更されます。詳細については、ド ライバーのシステ
ムタグのアド レスを参照してください。
「IP プロト コル」: ド ライバーがリモート デバイスに接続する際にユーザーデータグラムプロト コル (UDP) を使用するか伝送
制御プロト コル (TCP/IP) を使用するかを指定します。マスターとスレーブで設定が一致する必要があります。たとえば、ス
レーブの IP プロト コル設定が TCP/IP である場合、そのデバイスでのマスターの IP プロト コル設定も TCP/IP である必要
があります。
注記: このド ライバーでは Winsock V1.1 以上が必要です。
「タイムアウト 時にソケット を閉じる」: デバイスがタイムアウト の期限内に応答しなかった場合にド ライバーが TCP ソケット
接続を閉じるかどうかを指定します。有効にした場合 (デフォルト )、ド ライバーはタイムアウト になるとソケット 接続を閉じま
す。無効にした場合、エラーを受信するか、物理デバイスがソケット を閉じるか、ド ライバーがシャット ダウンするまで、ド ラ
イバーは同じ TCP ソケット を使用し続けます。
注記: Modbus イーサネット ド ライバー はソケット エラー時にソケット 接続を閉じます。

デバイスのプロパティ - 設 定
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データアクセス
「ゼロベースアド レス指定」: デバイスのアド レス番号付けの規則で番号がゼロではなく 1 で開始する場合、デバイスのパ
ラメータを定義する際にこの値を指定できます。デフォルト では、Modbus デバイスと通信するためにフレームを構築する
場合はユーザーが入力したアド レスから 1 が引かれます。デバイスがこの規則に従わない場合、「無効」を選択します。
デフォルト の動作は Modicon PLC の規則に従います。
「ゼロベースのビット アド レス指定」: レジスタ内で、Word 内のビット をブールとして参照可能なメモリタイプ。アド レス指定
の表記は <address> <bit> であり、ここで<bit> は Word 内のビット 番号を表します。このオプションによって、ある Word
内の 1 ビット を 2 つの方法 (ゼロベースまたは 1 ベース) によってアド レス指定できます。ゼロベースとは最初のビット が 0 で
始まることを意味し (範囲 = 0-15)、1 ベースとは最初のビット が 1 で始まることを意味します (範囲 = 1-16)。
「保持レジスタのビット 書き込み」: 保持レジスタ内のビット 位置に書き込む際、ド ライバーは対象のビット のみを修正する
必要があります。一部のデバイスはレジスタ内の 1 ビット を操作する特別なコマンド をサポート しています (ファンクション
コード 0x16 (16 進) または 22 (10 進))。デバイスがこの機能をサポート していない場合、ド ライバーは 1 ビット だけが変
更されるように読み取り/修正/書き込み操作を実行する必要があります。有効になっている場合、この単一レジスタ書き
込みの設定に関係なく、レジスタへの書き込みにファンクションコード 0x16 を使用します。無効になっている場合、ド ライ
バーは単一レジスタ書き込みの「Modbus 関数 06」の選択に応じて、ファンクションコード 0x06 または 0x10 を使用しま
す。デフォルト では無効になっています。
注記: Modbus バイト オーダーが無効になっている場合、このコマンド で送信されるマスクのバイト オーダーは Intel バイト
オーダーになります。
「Modbus 関数 06」: このド ライバーは、保持レジスタのデータをターゲット デバイスに書き込む Modbus プロト コルファンク
ションをサポート しています。ほとんどの場合、このド ライバーは書き込み対象のレジスタの数に基づいてファンクション 06
と 16 を切り替えます。単一の 16 ビット レジスタに書き込む場合、このド ライバーは通常、Modbus ファンクション 06 を使
用します。32 ビット 値を 2 つのレジスタに書き込む場合、このド ライバーは Modbus ファンクション 16 を使用します。標
準の Modicon PLC では、このどちらのファンクションを使用しても問題ありません。ただし、Modbus プロト コルを使用す
る多くのサード パーティデバイスとこれらのデバイスの多くは、保持レジスタへの書き込みに Modbus ファンクション 16 のみ
をサポート しています。この選択はデフォルト で有効になっており、ド ライバーは必要に応じて 06 と 16 を切り替えることが
できます。デバイスが Modbus ファンクション 16 のみを使用してすべての書き込みを行う必要がある場合、この選択を無
効にします。
注記:Word 内のビット の書き込みでは、「保持レジスタのビット マスク」プロパティがこのオプションよりも優先されます。
「保持レジスタのビット マスク」が有効になっている場合、このプロパティにかかわらず、ファンクションコード 0x16 が使用さ
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れます。無効になっている場合、Word 内のビット の書き込みにはファンクションコード 0x06 または 0x10 が使用されま
す。
「Modbus 関数 05」: このド ライバーは、出力コイルのデータをターゲット デバイスに書き込む Modbus プロト コルファンク
ションをサポート しています。ほとんどの場合、このド ライバーは書き込み対象のコイルの数に基づいてこの 2 つのファンク
ションを切り替えます。単一のコイルに書き込む場合、このド ライバーは Modbus ファンクション 05 を使用します。コイル
の配列に書き込む場合、このド ライバーは Modbus ファンクション 15 を使用します。標準の Modicon PLC では、このど
ちらのファンクションを使用しても問題ありません。ただし、Modbus プロト コルを使用する多くのサード パーティデバイスとこ
れらのデバイスの多くは、コイルの数に関係なく、出力コイルへの書き込みに Modbus ファンクション 15 の使用のみをサ
ポート しています。この選択はデフォルト で有効になっており、ド ライバーは必要に応じて 05 と 15 を切り替えることができ
ます。デバイスが Modbus ファンクション 15 のみを使用してすべての書き込みを行う必要がある場合、この選択を無効
にします。
「CEG 拡張」: この Modbus ド ライバーは、拡張ブロックサイズをサポート する CEG デバイスか、CEG モデルで設定され
ている場合には Modbus デバイスと通信できます。このプロパティは CEG モデルでのみ使用できます。デフォルト は「有
効」であり、そのデバイスは拡張ブロックサイズをサポート する CEG デバイスであることを示します。「無効」の場合、その
デバイスは拡張ブロックサイズをサポート しません。
注記: アクティブなクライアント 接続が存在する場合でもこのプロパティを修正できます。その場合、このオプションを無効
にするとブロックサイズの範囲が変わります。ブロックサイズのプロパティのいずれかが最大値を超えている場合、それらは
新しい最大値に自動的に調整されます。

「メールボックスクライアント の権限」: Modbus ド ライバーは次のオプションでメールボックスクライアント と通信できます。
l

l
l

「メモリマップ読み取り専用」: クライアント アプリケーションはメールボックスメモリマップから読み取りのみが可能で
す。
「メモリマップ読み書き」: クライアント アプリケーションはメールボックスメモリマップとの間で読み書きが可能です。
「デバイス書き込み-メモリマップ読み取り」: クライアント アプリケーションはデバイスへの書き込みのみが可能であ
り、読み取りはメモリマップから行います。

データエンコーディング
「Modbus バイト オーダー」: 各レジスタ/16 ビット 値のデータエンコーディングを設定します。この選択を使用することで、バ
イト オーダーをデフォルト の Modbus バイト オーダーから Intel バイト オーダーに変更できます。デフォルト では有効になって
おり、Modbus 対応デバイスでは標準の設定です。デバイスが Intel バイト オーダーを使用する場合、このプロパティを無
効にすることで Intel フォーマット のデータを読み取ります。
「最初の Word を下位とする」: 32 ビット 値と、64 ビット 値の DWord のデータエンコーディングを設定します。Modbus デ
バイスでは 32 ビット データ型に 2 つの連続するレジスタアド レスが使用されます。ド ライバーはこのオプションに基づいて、
最初の Word を 32 ビット 値の下位 Word または上位 Word として読み取ることができます。デフォルト は「有効」で最初
の Word が下位となり、Modicon Modsoft プログラミングソフト ウェアの規則に従います。
「最初の DWord を下位とする」: 64 ビット 値のデータエンコーディングを設定します。Modbus デバイスでは 64 ビット デー
タ型に 4 つの連続するレジスタアド レスが使用されます。ド ライバーは最初の DWord を 64 ビット 値の下位 DWord また
は上位 DWord として読み取ることができます。デフォルト は「有効」で最初の DWord が下位となり、32 ビット データ型の
デフォルト の規則に従います。
「Modicon ビット オーダー」: 有効な場合、ド ライバーはレジスタに対する読み書きの際にビット オーダーを反転して
Modicon Modsoft プログラミングソフト ウェアの規則に従います。たとえば、このオプションが有効になっている場合、アド レ
ス 40001.0/1 への書き込みはこのデバイスのビット 15/16 に影響します。このオプションはデフォルト で無効になっていま
す。
次の例では、そのド ライバーが使用しているレジスタ内のビット アド レス指定がゼロベースか 1 ベースかに応じて、1 から
16 番目のビット は 0-15 ビット または 1-16 ビット を表します。
MSB = 最上位ビット
LSB = 最下位ビット
「Modicon ビット オーダー」が有効

MSB
1

LSB
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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「Modicon ビット オーダー」が無効

MSB
16

LSB
15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

「Long を 10 進数として扱う」: 有効な場合、ド ライバーは倍精度符号なしの Long データ型と DWord データ型を 0 か
ら 99999999 の範囲の値としてエンコード /デコード します。このフォーマット では各 Word が 0 から 9999 の値を表しま
す。この範囲を超える読み取られた値はクランプされませんが、動作は定義されていません。読み取られた値はすべて
[読み取られた値] = 上位 Word * 10000 + 下位 Word、という式を使用してデコード されます。99999999 より大きい書
き込まれた値は最大値にクランプされます。書き込まれた値はすべて、生データ = [書き込まれた値]/10000 + [書き込ま
れた値] % 10000 という式を使用してエンコード されます。

設定に関するヒント
データ型

Modbus バイト オー
ダー

最 初 の Word を下 位 と
する

最 初 の DWord を下 位 と
する

Word、Short、BCD

適用可能

なし

なし

Float、DWord、Long、
LBCD

適用可能

適用可能

なし

Double

適用可能

適用可能

適用可能

必要な場合、以下の情報とデバイスのド キュメント を参照して、データエンコーディングオプションの正しい設定を調べてく
ださい。
ほとんどの Modbus デバイスではデフォルト 設定で問題ありません。

データエンコーディングの
オプション

データエンコーディング

Modbus バイト オーダー

上位バイト (15..8)

下位バイト (7..0)

Modbus バイト オーダー

下位バイト (7..0)

上位バイト (15..8)

最初の Word を下位とする

上位 Word (31..16)
64 ビット データ型での DWord の上位
Word (63..48)

下位 Word (15..0)
64 ビット データ型での DWord の下位
Word (47..32)

最初の Word を下位とする

下位 Word (15..0)
64 ビット データ型での DWord の下位
Word (47..32)

上位 Word (31..16)
64 ビット データ型での DWord の上位
Word (63..48)

最初の DWord を下位とす
る

上位 DWord (63..32)

下位 DWord (31..0)

最初の DWord を下位とす
る

下位 DWord (31..0)

上位 DWord (63..32)

デバイスのプロパティ - ブロックサイズ
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コイル
「出力コイル」: 出力ブロックのサイズをビット 数で指定します。コイルは 8 から 2000 ポイント (ビット ) の範囲で一度に読
み取ることができます。デフォルト は 32 です。
「入力コイル」: 入力ブロックのサイズをビット 数で指定します。コイルは 8 から 2000 ポイント (ビット ) の範囲で一度に読
み取ることができます。デフォルト は 32 です。

「レジスタ」
「内部レジスタ」: 内部レジスタのブロックサイズをビット 数で指定します。1 から 120 の標準 16 ビット Modbus レジスタを
一度で読み取ることができます。デフォルト は 32 です。
「保持レジスタ」: 保持レジスタのブロックサイズをビット 数で指定します。1 から 120 の標準 16 ビット Modbus レジスタを
一度で読み取ることができます。デフォルト は 32 です。

「ブロック」
「ブロック読み取り文字列」: 通常は個別に読み取る文字列タグをグループ/ブロックで読み取ります。文字列タグは選択
したブロックサイズに応じてグループ化されます。ブロック読み取りは Modbus モデルの文字列タグに対してのみ実行でき
ます。
注記:
1. Instromet、Roxar、および Fluenta モデル (32 ビット および 64 ビット レジスタをサポート ) では特別な注意が必
要です。Modbus プロト コルではブロックサイズが 256 バイト 以下に制限されます。これにより、これらのモデルで
は最大ブロックサイズが 64 (32 ビット レジスタ) または 32 (64 ビット レジスタ) になります。
2. CEG モデルでサポート されるコイルのブロックサイズは 8 から 8000 の範囲の 8 の倍数であり、レジスタのブロッ
クサイズは 1 から 500 の範囲です。このモデルは必ず CEG デバイスとともに使用する必要があります。
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3. レジスタのブロックサイズとして 120 より大きい値が設定され、任意のタグに 32 ビット または 64 ビット データ型が
使用されている場合、「ブロックに不良アド レスがあります」というエラーが発生することがあります。これを防止す
るには、ブロックサイズの値を 120 に減らしてください。
4. 一部のデバイスではデフォルト サイズのブロック読み取り操作がサポート されていないことがあります。小さい
Modicon PLC および Modicon 以外のデバイスでは、Modbus イーサネット ネット ワークでサポート されている
データ転送の最大長がサポート されないことがあります。
5. 一部のデバイスには連続しないアド レスが含まれていることがあります。この場合、未定義のメモリを含むデータ
ブロックをド ライバーが読み取ろうとすると、その要求は却下されることがあります。

デバイスのプロパティ - 冗 長

冗長設定はメディアレベルの冗長プラグインで使用できます。
詳細については、Web サイト またはユーザーマニュアルを参照するか、営業担当者までお問い合わせください。
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自 動 タグデータベース生 成
このド ライバーは自動タグデータベース生成をサポート しているため、ド ライバーはデバイスのラダープログラムによって使用
されるデータポイント にアクセスするタグを自動的に作成できます。構成に応じて、タグ生成はサーバープロジェクト が開始
したときに自動的に開始するか、後から手動で開始できます。「イベント ログ」には、タグ生成の開始時刻、変数インポー
ト ファイルの処理中に発生したエラー、このプロセスの完了時刻が示されます。
詳細については、サーバーのヘルプド キュメント を参照してください。
タグデータベースの構築に必要な情報をデバイスに対して照会可能な場合もありますが、このド ライバーは代わりに変数
インポート ファイルを使用する必要があります。変数インポート ファイルは Concept や ProWORX などのデバイスプログラ
ミングアプリケーションを使用して生成できます。このインポート ファイルは、Concept デバイスプログラミングアプリケーション
のデフォルト のエクスポート ファイルフォーマット であるセミコロン区切りの .txt フォーマット でなければなりません。
関連項目: カスタムアプリケーションからのインポート

変数インポートファイルの作成方法については、技術情報「Modbus ド ライバー向け CSV ファイルの作成」を参照して
ください。

カスタムアプリケーションからのインポート
次の CSV ファイルフォーマット を使用してカスタムタグをインポート できます。
[レコード タイプ] ; [変数名] ; [データ型] ; [アド レス] ; [設定値] ; [コメント ]
l

l
l

レコード タイプ: これはタグをインポート するもう 1 つの手段である Concept ソフト ウェアで使用されているフラグで
す。N または E を指定できます。どちらのフラグも同様に処理されます。
変数名: これはサーバー内の静的タグの名前です。長さは最大 256 文字です。
データ型: これはタグのデータ型です。サポート されるデータ型は次のとおりです。
l
BOOL
l
DINT
l
INT
l
REAL (32 ビット Float)
l
UDINT
UINT
WORD
l
BYTE
l
TIME (DWord として処理)
l
STRING
アド レス: これはタグの Modbus アド レスです。長さは最大 16 文字です。
設定値: これは無視され、空白のままにする必要があります。
コメント : これはサーバー内のタグの説明です。長さは最大 255 文字です。
l
l

l
l
l

例
l
l
l

N;Amps;WORD;40001;;Current in
N;Volts;WORD;40003;;Volts in
N;Temperature;REAL;40068;;Tank temp
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Modbus イーサネット 通 信 の最 適 化
Modbus イーサネット ド ライバー は、システム全体のパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら最大のパフォーマンス
が得られるように設計されています。このド ライバーは高速ですが、このアプリケーションを制御および最適化して最大の
パフォーマンスを得るために参考となるいくつかのガイド ラインがあります。
このサーバーでは、Modbus イーサネット などの通信プロト コルのことをチャネルと呼びます。アプリケーションで定義されて
いる各チャネルは、サーバーでの個々の実行パスを表します。チャネルが定義された後、そのチャネルの下に一連のデバ
イスを定義する必要があります。これらのデバイスそれぞれが、データの収集元となる単一の Modbus コント ローラを表し
ます。このアプローチに従ってアプリケーションを定義することで高いパフォーマンスが得られますが、ド ライバーやネット ワー
クがフルに利用されるわけではありません。単一のチャネルを使用して構成されているアプリケーションの表示例を次に示
します。
デバイスそれぞれが単一の Modbus イーサネット チャネルの下に表示されます。この構成で
は、ド ライバーは効果的な速度で情報を収集するために、できるだけ速やかにあるデバイス
から次のデバイスに移動する必要があります。さらにデバイスが追加されたり、1 つのデバイス
からより多くの情報が要求されたりするにしたがい、全体的な更新レート が低下していきま
す。

Modbus イーサネット ド ライバー がチャネルを 1 つだけ定義可能な場合、上に示した例が唯一可能なオプションとなりま
すが、このド ライバーは最大 256 チャネルまで定義できます。複数のチャネルを使用して複数の要求をネット ワークに同
時に発行することで、データ収集のワークロード が分散されます。パフォーマンスを改善するために同じアプリケーションを
複数のチャネルを使用して構成した場合の例を次に示します。
ここではそれぞれのデバイスが各自のチャネルの下に定義されています。この新しい構成で
は、各デバイスからのデータ収集タスクごとに 1 つの実行パスが割り当てられます。アプリケー
ションのデバイスの数が 256 以下である場合、まさにここで示したように最適化できます。
アプリケーションのデバイスの数が 256 を超える場合でもパフォーマンスは改善されます。デバ
イスの数は 256 以下であるのが理想的ですが、そうでない場合でもアプリケーションは追加
のチャネルから恩恵を受けます。デバイスの負荷を 256 個のチャネルすべてに分散してもサー
バーはデバイスを切り替えますが、単一のチャネルで処理するデバイスの数ははるかに少なく
なります。

ブロックサイズ
ブロックサイズは、Modbus イーサネット ド ライバー のパフォーマンスに影響を与えることがあるもう 1 つのパラメータです。ブ
ロックサイズパラメータはデバイスごとに用意されており、デバイスのプロパティのブロックサイズの設定で定義します。ブロッ
クサイズには、デバイスから一度に要求可能なレジスタまたはビット の数を指定します。ブロックサイズを 1 から 120 レジス
タまたは 8 から 2000 ビット に設定することでド ライバーのパフォーマンスを微調整できます。
ヒント :
「タイムアウト 時にソケット を閉じる」プロパティを有効にすることで、さらなるパフォーマンスゲインを実現できます。
タイムアウト とタイミングのプロパティを調整することによっても、さらなるパフォーマンスゲインを実現できます。
詳細については、イーサネット のプロパティ、通信タイムアウト 、タイミングを参照してください。
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データ型 の説 明
データ型

説明

Boolean

1 ビット

Word

符号なし 16 ビット 値
ビット 0 が下位ビット
ビット 15 が上位ビット

Short

符号付き 16 ビット 値
ビット 0 が下位ビット
ビット 14 が上位ビット
ビット 15 が符号ビット

DWord

符号なし 32 ビット 値
ビット 0 が下位ビット
ビット 31 が上位ビット

Long

符号付き 32 ビット 値
ビット 0 が下位ビット
ビット 30 が上位ビット
ビット 31 が符号ビット

BCD

2 バイト パックされた BCD
値の範囲は 0-9999 です。この範囲外の値には動作が定義されていません。

LBCD

4 バイト パックされた BCD
値の範囲は 0-99999999 です。この範囲外の値には動作が定義されていません。
Null 終端 ASCII 文字列

String
Modbus モデルでサポート され、バイト オーダーを HiLo/LoHi から選択できます。
64 ビット 浮動小数点値
Double*

ド ライバーは最後の 2 つのレジスタを上位 DWord、最初の 2 つのレジスタを下位 DWord とする
ことで、連続する 4 つのレジスタを倍精度値として解釈します。

Double の例

レジスタ 40001 が Double として指定されている場合、レジスタ 40001 のビット 0 は 64 ビット
データ型のビット 0 になり、レジスタ 40004 のビット 15 は 64 ビット データ型のビット 63 になりま
す。

Float*

32 ビット 浮動小数点値
ド ライバーは最後のレジスタを上位 Word、最初のレジスタを下位 Word とすることで、連続する
2 つのレジスタを単精度値として解釈します。

Float の例

レジスタ 40001 が Float として指定されている場合、レジスタ 40001 のビット 0 は 32 ビット デー
タ型のビット 0 になり、レジスタ 40002 のビット 15 は 32 ビット データ型のビット 31 になります。

*この説明は、64 ビット データ型では最初の DWord を下位とし、32 ビット データ型では最初の Word を下位とするデフォ
ルト 設定のデータ処理を前提としています。
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アド レスの説 明
アド レスの仕様は使用されているモデルによって異なります。対象のモデルのアド レス情報を取得するには、次のリスト から
リンクを選択してください。

Applicom のアド レス指 定
CEG のアド レス指 定
Fluenta のアド レス指 定
Instromet のアド レス指 定
メールボックスのアド レス指 定
Modbus のアド レス指 定
Roxar のアド レス指 定

ド ライバーのシステムタグのアド レス指 定
内部タグ
タグ

説明

データ型

ポー
ト

ポート のシステムタグにより、クライアント アプリケーションはポート 番号の設定を読 Word、Short、
み書きできます。このタグへの書き込みが行われると、ド ライバーはデバイスから切 DWord、Long
断し、指定されたポート への再接続を試みます。

アクセ
ス
読み
取り/
書き込
み

注記:
1. デバイスのポート 設定はド ライバーによる非送信請求通信には使用されません。
2. このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。
3. このタグに対する変更によってプロジェクト が修正され、サーバーはシャット ダウン時にプロジェクト の保存を確認す
るプロンプト を表示します。

システムタグ
タグ

説明

データ
型

アク
セス

_CEGExtension

このタグは CEG モデルのデバイスのみに使用されます。このタグを
使用することで、CEG 拡張のデバイスプロパティをクライアント アプ
リケーションから変更できます。

Boolean 読み
取り/
書き
込み

_InputCoilBlockSize

このタグを使用することで、「入力コイル」ブロックサイズのプロパティ DWord
をクライアント アプリケーションから変更できます。

読み
取り/
書き
込み

_OutputCoilBlockSize

このタグを使用することで、「出力コイル」ブロックサイズのプロパティ DWord
をクライアント アプリケーションから変更できます。

読み
取り/
書き
込み

_
このタグを使用することで、「内部レジスタ」ブロックサイズのプロパ
InternalRegisterBlockSize ティをクライアント アプリケーションから変更できます。

DWord

読み
取り/
書き
込み

_
このタグを使用することで、「保持レジスタ」ブロックサイズのプロパ
HoldingRegisterBlockSize ティをクライアント アプリケーションから変更できます。

DWord

読み
取り/
書き
込み
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注記: これらのタグに対する変更によってプロジェクト が修正され、サーバーはシャット ダウン時にプロジェクト の保存を確
認するプロンプト を表示します。

関連項目: イーサネット

ファンクションコード の説 明
次に表に示すファンクションコード は Modbus モデルと Applicom モデルのデバイスによってサポート されています。

10 進

16 進

説明

01

0x01

コイルのステータスを読み取り

02

0x02

入力ステータスを読み取り

03

0x03

保持レジスタを読み取り

04

0x04

内部レジスタを読み取り

05

0x05

単一コイルを適用

06

0x06

単一レジスタをプリセット

15

0x0F

複数コイルを適用

16

0x10

複数レジスタをプリセット

22

0x16

レジスタへのマスク書き込み

Applicom のサブモデルとアド レス指 定
Applicom デバイスは 3 つの Applicom サブモデルをサポート しています。接続するデバイスに適したサブモデルを選択し
ます。アド レス情報については、以下のサブモデルのリンクをクリックしてください。

ジェネリック Modbus
TSX Premium
TSX Quantum

ジェネリック Modbus のアド レス指 定
すべてのファンクションコード が 10 進数で表示されます。詳細については、ファンクションコード の説明を参照してください。

出力コイル
アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクションコード

Bxxxxx

0-65535

Boolean

読み取り/書き込み

01, 05, 15

配列のサポート
出力コイルのアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
Bxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
Bxxxxx_行数_列数。
ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。要求されるコイルの総数が、このデバイスに指定された
出力コイルのブロックサイズを超えてはなりません。
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入力コイル
アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクションコード

BIxxxxx

0-65535

Boolean

読み取り専用

02

配列のサポート
入力コイルのアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
BIxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
BIxxxxx_行数_列数。
ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。要求されるコイルの総数が、このデバイスに指定された
入力コイルのブロックサイズを超えてはなりません。

内部レジスタ
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
内部レジスタの位置では Boolean と String 以外のすべてのデータ型で配列がサポート されています。
注記: スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。

範囲

データ型

WIxxxxx

0-65535
0-65534
0-65532

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、 読み取り
LBCD
専用
Double

04

WIxxxxx.bb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り
専用

04

WIxxxxx:Xbb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り
専用

04

DIxxxxx

0-65534

DWord

読み取り
専用

04

FIxxxxx

0-65534

Float

読み取り
専用

04

WIxxxxx_S

0-65535

Short

読み取り
専用

04

WIxxxxx_B

0-65535

BCD

読み取り
専用

04

WIxxxxx_A**

0-65535

String

読み取り
専用

04

WIxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65535
0-65534

Word、Short、BCD
読み取り
Float、DWord、Long、
専用
LBCD

04

DIxxxxx_S

0-65534

Long

読み取り
専用

04

DIxxxxx_B

0-65534

LBCD

読み取り
専用

04

DIxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65534

DWord

読み取り
専用

04

FIxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65534

Float

読み取り
専用

04

M_WIxxxxx_n(H)
(String)、HiLo バイト オーダー (H は
オプション)

xxxxx=0-65535
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り
専用

04

M_WIxxxxx_nL
(String)、LoHi バイト オーダー

xxxxx=0-65535

String

読み取り
専用

04
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word
*詳細については、設定の「ゼロベースのビット アド レス指定」を参照してください。
**文字列の長さは 2 バイト です。
***詳細については、バイト 交換のサフィックスを参照してください。
配列のサポート
内部レジスタアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
WIxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
WIxxxxx_行数_列数。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65534 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された内部レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。

保持レジスタ
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
保持レジスタの位置では Boolean と String 以外のすべてのデータ型で配列がサポート されています。
注記: スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。

アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

Wxxxxx

0-65535
0-65534
0-65532

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD
Double

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Wxxxxx.bb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書
き込み

03, 06, 16, 22

Wxxxxx:Xbb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書
き込み

03, 06, 16, 22

Dxxxxx

0-65534

DWord

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Fxxxxx

0-65534

Float

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Wxxxxx_S

0-65535

Short

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Wxxxxx_B

0-65535

BCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Wxxxxx_A**

0-65535

String

読み取り専
用

03, 16

Wxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65535
0-65534

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Dxxxxx_S

0-65534

Long

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Dxxxxx_B

0-65534

LBCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

Dxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65534

DWord

読み取り/書
き込み

03, 06, 16
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

Fxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65534

Float

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

xxxxx=0-65535
M_Wxxxxx_n(H)
n は文字列長
(String)、HiLo バイト オーダー (H は
範囲は 1 から 120
オプション)
Word

String

読み取り/書
き込み

03, 16

xxxxx=0-65535
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り/書
き込み

03, 16

M_Wxxxxx_nL
(String)、LoHi バイト オーダー

*詳細については、設定の「ゼロベースのビット アド レス指定」を参照してください。
**文字列の長さは 2 バイト です。
***詳細については、バイト 交換のサフィックスを参照してください。
配列のサポート
保持レジスタアド レスでは配列がサポート されています。10 進アド レス指定を使用して配列を宣言する構文を次に示し
ます。
Wxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
Wxxxxx_行数_列数。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65534 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された保持レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。
文字列のサポート
Applicom モデルでは保持レジスタメモリを ASCII 文字列として読み書きできます。文字列データに保持レジスタを使用
している場合、各レジスタに 2 バイト の ASCII データが格納されます。文字列の長さは 1 から 120 Word の範囲です。
文字列タグに対してブロック読み取りを実行する方法については、ブロックサイズを参照してください。
注記: デバイスで許可される書き込み要求の最大サイズによって文字列の長さが制限されることがあります。サーバー
のイベント ウィンド ウで「デバイス <デバイス> のアド レス <アド レス> に書き込めません: デバイスは例外コード 3 を返しまし
た」というエラーメッセージを受信した場合、そのデバイスはこの文字列長をサポート していません。これを解決するには、
サポート されている長さまで文字列を短くしてください。

バイト 交換のサフィックス
これらのサフィックスは 16 ビット Word、32 ビット DWord、または 32 ビット Float のデータを構成するバイト の交換に使用
されます。バイト 交換は、デバイスレベルの設定である「Modbus バイト オーダー」と「最初の Word を下位とする」が適用
された後で適用されます。詳細については、設定を参照してください。
バイト 交換のサフィックスは内部レジスタおよび保持レジスタでのみ使用できます。アイテムのサフィックスとデータ型に依存
する各種交換については、次の表を参照してください。

サフィック 16 ビット データ型 (Word、Short、
ス
BCD)

32 ビット データ型 (DWord、Long、LBCD、Float)

_X1

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O4 O3 O2 O1 (バイト 交換)

_X2

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O3 O4 O1 O2 (Word 交換)

_X3

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O2 O1 O4 O3 (Word 内のバイト 交
換)

TSX Quantum
すべてのファンクションコード が 10 進数で表示されます。詳細については、ファンクションコード の説明 を参照してください。

出力コイル
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクションコード

0xxxxx

1-65536

Boolean

読み取り/書き込み

01, 05, 15

配列のサポート
出力コイルのアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
0xxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
0xxxxx_行数_列数。
ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。要求されるコイルの総数が、このデバイスに指定された
出力コイルのブロックサイズを超えてはなりません。

入力コイル
アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクションコード

1xxxxx

1-65536

Boolean

読み取り専用

02

配列のサポート
入力コイルのアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
1xxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
1xxxxx_行数_列数。
ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。要求されるコイルの総数が、このデバイスに指定された
入力コイルのブロックサイズを超えてはなりません。

内部レジスタ
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
内部レジスタの位置では Boolean と String 以外のすべてのデータ型で配列がサポート されています。
注記: スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。

範囲

データ型

3xxxxx

1-65536
1-65535
1-65533

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、 読み取り
LBCD
専用
Double

04

3xxxxx.bb

xxxxx=1-65536
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り
専用

04

3xxxxx:Xbb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り
専用

04

D3xxxxx

1-65535

DWord

読み取り
専用

04

F3xxxxx

1-65535

Float

読み取り
専用

04

3xxxxx_S

1-65536

Short

読み取り
専用

04

3xxxxx_B

1-65536

BCD

読み取り
専用

04

3xxxxx_A**

1-65536

String

読み取り
専用

04

3xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65536
1-65535

Word、Short、BCD
読み取り
Float、DWord、Long、
専用
LBCD

04

D3xxxxx_S

1-65535

Long

読み取り
専用

04

D3xxxxx_B

1-65535

LBCD

読み取り

04
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範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

専用
D3xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65535

DWord

読み取り
専用

04

F3xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65535

Float

読み取り
専用

04

M_3xxxxx_n(H)
(String)、HiLo バイト オーダー (H は
オプション)

xxxxx=1-65536
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り
専用

04

M_3xxxxx_nL
(String)、LoHi バイト オーダー

xxxxx=1-65536
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り
専用

04

*詳細については、設定の「ゼロベースのビット アド レス指定」を参照してください。
**文字列の長さは 2 バイト です。
***詳細については、バイト 交換のサフィックスを参照してください。
配列のサポート
内部レジスタアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
3xxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
3xxxxx_行数_列数。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65535 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された内部レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。

保持レジスタ
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
保持レジスタの位置では Boolean と String 以外のすべてのデータ型で配列がサポート されています。
注記: スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。

アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

4xxxxx

1-65536
1-65535
1-65533

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD
Double

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

4xxxxx.bb

xxxxx=1-65536
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書
き込み

03, 06, 16, 22

4xxxxx:Xbb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書
き込み

03, 06, 16, 22

D4xxxxx

1-65535

DWord

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

F4xxxxx

1-65535

Float

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

4xxxxx_S

1-65536

Short

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

4xxxxx_B

1-65536

BCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

4xxxxx_A**

1-65536

String

読み取り専

03, 16
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

用
4xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65536
1-65535

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

D4xxxxx_S

1-65535

Long

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

D4xxxxx_B

1-65535

LBCD

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

D4xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65535

DWord

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

F4xxxxx_X<1, 2, 3>***

1-65535

Float

読み取り/書
き込み

03, 06, 16

xxxxx=1-65536
M_4xxxxx_n(H)
n は文字列長
(String)、HiLo バイト オーダー (H は
範囲は 1 から 120
オプション)
Word

String

読み取り/書
き込み

03, 16

xxxxx=1-65536
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り/書
き込み

03, 16

M_4xxxxx_nL
(String)、LoHi バイト オーダー

*詳細については、設定の「ゼロベースのビット アド レス指定」を参照してください。
**文字列の長さは 2 バイト です。
***詳細については、バイト 交換のサフィックスを参照してください。
配列のサポート
保持レジスタアド レスでは配列がサポート されています。10 進アド レス指定を使用して配列を宣言する構文を次に示し
ます。
4xxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
4xxxxx_行数_列数。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65535 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された保持レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。
文字列のサポート
Applicom モデルでは保持レジスタメモリを ASCII 文字列として読み書きできます。文字列データに保持レジスタを使用
している場合、各レジスタに 2 バイト の ASCII データが格納されます。文字列の長さは 1 から 120 Word の範囲です。
文字列タグに対してブロック読み取りを実行する方法については、ブロックサイズを参照してください。
注記: デバイスで許可される書き込み要求の最大サイズによって文字列の長さが制限されることがあります。サーバー
のイベント ウィンド ウで「デバイス <デバイス> のアド レス <アド レス> に書き込めません: デバイスは例外コード 3 を返しまし
た」というエラーメッセージを受信した場合、そのデバイスはこの文字列長をサポート していません。これを解決するには、
サポート されている長さまで文字列を短くしてください。

バイト 交換のサフィックス
これらのサフィックスは 16 ビット Word、32 ビット DWord、または 32 ビット Float のデータを構成するバイト の交換に使用
されます。バイト 交換は、デバイスレベルの設定である「Modbus バイト オーダー」と「最初の Word を下位とする」が適用
された後で適用されます。詳細については、設定を参照してください。
バイト 交換のサフィックスは内部レジスタおよび保持レジスタでのみ使用できます。アイテムのサフィックスとデータ型に依存
する各種交換については、次の表を参照してください。
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サフィック 16 ビット データ型 (Word、Short、
ス
BCD)

32 ビット データ型 (DWord、Long、LBCD、Float)

_X1

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O4 O3 O2 O1 (バイト 交換)

_X2

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O3 O4 O1 O2 (Word 交換)

_X3

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O2 O1 O4 O3 (Word 内のバイト 交
換)

TSX Premium
すべてのファンクションコード が 10 進数で表示されます。詳細については、ファンクションコード の説明を参照してください。

出力コイル
アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクションコード

%MXxxxxx

0-65535

Boolean

読み取り/書き込み

01, 05, 15

%Mxxxxx

0-65535

Boolean

読み取り/書き込み

01, 05, 15

配列のサポート
出力コイルのアド レスでは配列がサポート されています。配列を宣言する構文を次に示します。
%MXxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
%MXxxxxx_行数_列数。
ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。要求されるコイルの総数が、このデバイスに指定された
出力コイルのブロックサイズを超えてはなりません。

保持レジスタ
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
保持レジスタの位置では Boolean と String 以外のすべてのデータ型で配列がサポート されています。
注記: スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。

範囲

データ型

%MWxxxxx

0-65535
0-65534
0-65532

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、 読み取り/書き
LBCD
込み
Double

%MWxxxxx.bb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書き
込み

03, 06, 16, 22

%MWxxxxx:Xbb

xxxxx=0-65535
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書き
込み

03, 06, 16, 22

%DWxxxxx
または %MDxxxxx

0-65534

DWord

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%FWxxxxx
または %MFxxxxx

0-65534

Float

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%MWxxxxx_S

0-65535

Short

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%MWxxxxx_B

0-65535

BCD

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%MWxxxxx_A**

0-65535

String

読み取り専用

03, 16

%MWxxxxx_X<1, 2, 3>***

0-65535
0-65534

Word、Short、BCD
読み取り/書き
Float、DWord、Long、
込み
LBCD

03, 06, 16

%DWxxxxx_S

0-65534

Long

読み取り/書き
込み

03, 06, 16
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

ファンクション
コード

%DWxxxxx_B

0-65534

LBCD

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%DWxxxxx_X<1, 2, 3>***
または %MDxxxxx_X<1, 2,
3>***

0-65534

DWord

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

%FWxxxxx_X<1, 2, 3>***
または %MFxxxxx_X<1, 2,
3>***

0-65534

Float

読み取り/書き
込み

03, 06, 16

M_%MWxxxxx_n(H)
String、HiLo
バイト オーダー (H はオプション)

xxxxx=0-65535
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り/書き
込み

03, 16

M_%MWxxxxx_nL
(String)、LoHi バイト オーダー

xxxxx=0-65535
n は文字列長
範囲は 1 から 120
Word

String

読み取り/書き
込み

03, 16

*詳細については、設定の「ゼロベースのビット アド レス指定」を参照してください。
**文字列の長さは 2 バイト です。
***詳細については、バイト 交換のサフィックスを参照してください。
配列のサポート
保持レジスタアド レスでは配列がサポート されています。10 進アド レス指定を使用して配列を宣言する構文を次に示し
ます。
%MWxxxxx_列数 (行数は 1 であるものと見なされます)。
%MWxxxxx_行数_列数。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65535 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65534 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された保持レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。
文字列のサポート
Applicom モデルでは保持レジスタメモリを ASCII 文字列として読み書きできます。文字列データに保持レジスタを使用
している場合、各レジスタに 2 バイト の ASCII データが格納されます。文字列の長さは 1 から 120 Word の範囲です。
文字列タグに対してブロック読み取りを実行する方法については、ブロックサイズを参照してください。
注記: デバイスで許可される書き込み要求の最大サイズによって文字列の長さが制限されることがあります。サーバー
のイベント ウィンド ウで「デバイス <デバイス> のアド レス <アド レス> に書き込めません: デバイスは例外コード 3 を返しまし
た」というエラーメッセージを受信した場合、そのデバイスはこの文字列長をサポート していません。これを解決するには、
サポート されている長さまで文字列を短くしてください。

バイト 交換のサフィックス
これらのサフィックスは 16 ビット Word、32 ビット DWord、または 32 ビット Float のデータを構成するバイト の交換に使用
されます。バイト 交換は、デバイスレベルの設定である「Modbus バイト オーダー」と「最初の Word を下位とする」が適用
された後で適用されます。詳細については、設定を参照してください。
バイト 交換のサフィックスは内部レジスタおよび保持レジスタでのみ使用できます。アイテムのサフィックスとデータ型に依存
する各種交換については、次の表を参照してください。

サフィック 16 ビット データ型 (Word、Short、
ス
BCD)

32 ビット データ型 (DWord、Long、LBCD、Float)

_X1

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O4 O3 O2 O1 (バイト 交換)

_X2

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O3 O4 O1 O2 (Word 交換)

_X3

O1 O2 -> O2 O1 (バイト 交換)

O1 O2 O3 O4 -> O2 O1 O4 O3 (Word 内のバイト 交
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サフィック 16 ビット データ型 (Word、Short、
ス
BCD)

32 ビット データ型 (DWord、Long、LBCD、Float)
換)

CEG のアド レス指 定
CEG デバイスモデルのアド レス指定は Modbus デバイスモデルのアド レス指定と同じです。

詳細については、Modbus のアド レス指定を参照してください。

Fluenta のアド レス指 定
デフォルト のデータ型を太字で示しています。

アド レス

範囲

データ型

アクセス

システム

400000-409999

Float、Double

読み取り/書き込み

出力

410000-410999
420000-420999
430000-430999

Float、Double

読み取り専用

ユーザー

411000-411999
421000-421999
431000-431999

Float、Double

読み取り/書き込み

サービス

412000-412999
422000-422999
432000-432999

Float、Double

読み取り/書き込み

累積

413000-413999
423000-423999
433000-433999

Float、Double

読み取り専用

Instromet のアド レス指 定
デフォルト のデータ型を太字で示しています。

アド レス

範囲

データ型

アクセス

短整数

400000-400199

Word、Short

読み取り専用

長整数

400200-400399

DWord、Long

読み取り専用

単精度実数

400400-400599

Float

読み取り専用

メールボックスのアド レス指 定
デフォルト のデータ型を太字で示しています。
10 進アド レス指定

アド レス

範囲

データ型

アクセス

4xxxxx

1-65536

Word、Short、BCD

読み取り/書き込み

4xxxxx.bb

xxxxx=1-65536
bb=0-15

Boolean

読み取り/書き込み

4xxxxx

1-65535

Float、DWord、Long、LBCD

読み取り/書き込み

アド レス

範囲

データ型

アクセス

H4yyyyy

1-10000

Word、Short、BCD

読み取り/書き込み

H4yyyyy.c

yyyyy=1-10000
c=0-F

Boolean

読み取り/書き込み

H4yyyy

1-FFFF

Float、DWord、Long、LBCD

読み取り/書き込み

16 進アド レス指定
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注記:Modbus メールボックスではファンクションコード 22 (0x16) はサポート されていません。0x10 (複数の保持レジスタ
への書き込み) と 0x6 (単一の保持レジスタへの書き込み) はサポート されています。デバイスのプロパティの「設定」タブに
ある「保持レジスタのビット マスク」をオフにすることで、個々のビット に書き込むことが可能です。これにより、ビット に直接書
き込む代わりに、読み取り/修正/書き込みシーケンスが使用されます。これが機能するためには、(メールボックスではなく)
マスター Modbus デバイスの設定のみを変更する必要があります。

配列
保持レジスタアド レスでは配列もサポート されています。(10 進アド レス指定を使用して) 配列を宣言する構文を次に示
します。
4xxxx[列数] (行数は 1 であるものと見なされます)。
4xxxx[行数][列数]。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。
Float、DWord、Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65535 を超えてはなりま
せん。
すべての配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された保持レジスタのブロックサイズを超えてはなりま
せん。

Modbus のアド レス指 定
このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。

5 桁のアド レス指定と 6 桁のアド レス指定
Modbus のアド レス指定では、アド レスの最初の桁はプライマリテーブルを示します。以降の桁はデバイスのデータアイテ
ムを表します。データアイテムの最大値は 2 バイト の符号なし整数 (65,535) です。内部では、このド ライバーはアド レス
テーブルとアイテム全体を表すのに 6 桁を必要とします。Modbus デバイスの多くはすべてのデータアイテムをサポート して
いないことに注意してください。そのようなデバイスのアド レスを入力する際の混乱を回避するため、このド ライバーはアド レ
スフィールド に入力されたものに従ってアド レスに "パディング" (桁を追加) します。プライマリテーブルタイプの後ろに最大 4
桁ある場合 (例: 4x、4xx、4xxx、4xxxx)、アド レスはそのままになるか、5 桁までゼロが追加されます。プライマリテーブル
タイプの後ろに 5 桁ある場合 (例: 4xxxxx)、アド レスは変わりません。内部では、41、401、4001、40001、または
400001 として入力されたアド レスはすべて、プライマリテーブルタイプ 4 とデータアイテム 1 を示すアド レスを表します。

プライマリテーブル

説明

0

出力コイル

1

入力コイル

3

内部レジスタ

4

保持レジスタ

Modbus のアド レス指定 (10 進フォーマット )
ファンクションコード は 10 進数で表示されます。詳細については、ファンクションコード の説明を参照してください。

アド レスタイ
プ

範囲

データ型

アクセス*

出力コイル

000001-065536

Boolean

読み取り/書
01, 05, 15
き込み

入力コイル

100001-165536

Boolean

読み取り専
用

300001-365536
300001-365535
300001-365533

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、LBCD
Double

xxxxx=1-65536
bb=0/1-15/16**

Boolean

内部レジスタ
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データ型

アクセス*

ファンクション
コード

読み取り専
用
300001.2H-365536.240H***
300001.2L-365536.240L***

文字列

04
読み取り専
用

文字列

04

読み取り専
用

保持レジスタ

読み取り/書
き込み
読み取り/書
き込み
03, 06, 16
読み取り/書 03, 06, 16
き込み
03, 06, 16

400001-465536
400001-465535
400001-465533

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、LBCD
Double

xxxxx=1-65536
bb=0/1-15/16*

Boolean

読み取り/書 03, 06, 16, 22
き込み

400001.2H-465536.240H***

String

400001.2L-465536.240L***

String

03, 16
読み取り/書
き込み
03, 16
読み取り/書
き込み

*スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。
**詳細については、設定のゼロベースアド レス指定を参照してください。
***ピリオド の後ろのビット 番号は 2 から 240 バイト の範囲の文字列長を示します。

Modbus のアド レス指定 (16 進フォーマット )
アド レスタイ
プ

範囲

データ型

アクセス*

出力コイル

H000001-H010000

Boolean

読み取り/書き込
み

入力コイル

H100001-H110000

Boolean

読み取り専用

H300001-H310000
H300001-H30FFFF
H300001-H30FFFD

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、LBCD
Double

読み取り専用
読み取り専用
読み取り専用

yyyyy=1-10000
cc=0/1-F/10

Boolean

読み取り専用

H300001.2H-H3FFFF.240H**

文字列

読み取り専用

H300001.2L-H3FFFF.240L**

文字列

読み取り専用

H400001-H410000
H400001-H40FFFF
H400001-H40FFFD

Word、Short、BCD
Float、DWord、Long、LBCD
Double

yyyyy=1-10000
cc=0/1-F/10

Boolean

読み取り/書き込
み
読み取り/書き込
み
読み取り/書き込
み

H400001.2H-H4FFFF.240H

String

H400001.2L-H4FFFF.240L

String

内部レジスタ

保持レジスタ
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アド レスタイ
プ

範囲

データ型

アクセス*
読み取り/書き込
み
読み取り/書き込
み

*スレーブデバイスの場合、読み取り専用の位置は読み取り/書き込みが可能です。
**ピリオド の後ろのビット 番号は 2 から 240 バイト の範囲の文字列長を示します。

パックコイル
パックタイプのコイルアド レスでは、複数の連続するコイルにアナログ値としてアクセスできます。この機能は入力コイルと出
力コイルの両方で、ポーリングモード でのみ使用できます。非送信請求メモリマップにアクセスするよう設定されているデバ
イスやメールボックスモード のデバイスでは使用できません。10 進の構文は 0xxxxx#nn であり、ここで:
l
l

xxxxx は 1 つ目のコイルのアド レスです (範囲は 000001-065521)。
nn はアナログ値にパックされるコイルの数です (範囲は 01-16)。

16 進の構文は H0yyyyy#nn であり、ここで:
l
l

yyyyy は 1 つ目のコイルのアド レスです (範囲は H000001-H000FFF1)。
nn はアナログ値にパックされるコイルの数です (範囲は 01-16)。

注記:
1. 有効な唯一のデータ型が Word です。出力コイルでは読み取り/書き込みのアクセスが可能であり、入力コイル
では読み取り専用のアクセスが可能です。10 進アド レス指定では、出力コイルはファンクションコード 01 と 15 を
サポート するのに対し、入力コイルはファンクションコード 02 をサポート します。
2. 開始アド レスがアナログ値の最下位ビット (LSB) となるビット オーダーになります。

書き込み専用アクセス
"W40001" などのように、アド レスの先頭に "W" を付けることによって、すべての読み取り/書き込み可能アド レスを書き込
み専用として設定でき、これによってド ライバーはレジスタの指定したアド レスを読み取れなくなります。クライアント が書き
込み専用タグを読み取ろうとすると、指定したアド レスへの最後に成功した書き込みの値が取得されます。成功した書き
込みがない場合、クライアント は数値/文字列値の初期値である 0/NULL を受信します。
警告: 書き込み専用タグのクライアント アクセス権限を読み取り専用に設定した場合、これらのタグへの書き込みは失
敗し、クライアント は数値/文字列値として必ず 0/NULL を受信します。

メールボックスモード
メールボックスモード では保持レジスタのみがサポート されます。クライアント から読み取る場合、データは物理デバイスか
らではなく、キャッシュからローカルに読み取られます。クライアント から書き込む場合、データはデバイス ID のルーティング
パスによって指定されている物理デバイスとローカルキャッシュの両方に書き込まれます。
注記: Double データ型はサポート されません。

文字列のサポート
Modbus モデルでは保持レジスタメモリを ASCII 文字列として読み書きできます。文字列データに保持レジスタを使用し
ている場合、各レジスタに 2 バイト の ASCII データが格納されます。文字列を定義する際に、そのレジスタにおける
ASCII データの順序を選択できます。文字列の長さは 2 から 240 バイト の範囲で指定でき、ビット 番号の位置に入力し
ます。この長さは偶数として入力する必要があります。"H" または "L" をアド レスに追加することでバイト オーダーが指定さ
れます。
Modbus モデルの文字列タグに対してブロック読み取りを実行する方法については、ブロックサイズを参照してください。
例
1. 40200 で開始し、長さが 100 バイト 、HiLo バイト オーダーの文字列をアド レス指定するには、"40200.100H" と
入力します。
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2. 40500 で開始し、長さが 78 バイト 、LoHi バイト オーダーの文字列をアド レス指定するには、"40500.78L" と入
力します。
注記: デバイスで許可される書き込み要求の最大サイズによって文字列の長さが制限されることがあります。サーバー
のイベント ウィンド ウで「デバイス <デバイス> のアド レス <アド レス> に書き込めません: デバイスは例外コード 3 を返しまし
た」というエラーメッセージを受信した場合、文字列の長さがそのデバイスに適していませんでした。可能な場合、文字列
を短くしてみてください。

配列のサポート
内部レジスタと保持レジスタの位置 (Boolean と String を除くすべてのデータ型) および入力コイルと出力コイル
(Boolean データ型) では配列がサポート されています。配列のアド レスを指定するには 2 つの方法があります。次の例は
保持レジスタに当てはまります。
4xxxx [行数] [列数]
4xxxx [列数] (行数は 1 であるものと見なされます)。
Word、Short、BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数) が 65536 を超えてはなりません。Float、DWord、
Long、および Long BCD 配列の場合、ベースアド レス + (行数 * 列数 * 2) が 65535 を超えてはなりません。すべての
配列で、要求されるレジスタの総数が、このデバイスに指定された保持レジスタのブロックサイズを超えてはなりません。

Roxar のアド レス指 定
デフォルト のデータ型を太字で示しています。

アド レス

範囲

データ型

アクセス

短整数

403000-403999

Word、Short

読み取り/書き込み

単精度実数

407000-407999

Float

読み取り/書き込み

単精度実数

409000-409999

Float

読み取り専用
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イベント ログメッセージ
次の情報は、メインユーザーインタフェースの「イベント ログ」枠に記録されたメッセージに関するものです。「イベント ログ」
詳細ビューのフィルタと並べ替えについては、サーバーのヘルプを参照してください。サーバーのヘルプには共通メッセージが
多数含まれているので、これらも参照してください。通常は、可能な場合、メッセージのタイプ (情報、警告) とト ラブル
シューティングに関する情報が提供されています。

Winsock 通 信 を開 始 できませんでした。
エラータイプ:
エラー

非 送 信 請 求 通 信 を開 始 できませんでした。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
ド ライバーは非送信請求通信用のリッスンソケット を作成できませんでした。

解決策:
チャネルレベルで定義されているポート がシステム上の別のアプリケーションによって使用されていないことを確認してくださ
い。

注記:
このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。

未 定 義 のデバイスに対 して非 送 信 請 求 メールボックスアクセスが行 われました。ソケット を
閉 じています。| IP アド レス = '<アド レス>'。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
1. 指定されている IP アド レスを持つデバイスがサーバーに対してメールボックスメッセージを送信しようとしました。そ
の IP を持つデバイスがメールボックスプロジェクト で設定されていないため、メッセージは検証を通過しませんでし
た。
2. 指定されている IP アド レスを持つデバイスがサーバーに対してメールボックスメッセージを送信しようとしました。デ
バイスは設定されていますが、そこからデータを要求しているクライアント がないため、メッセージは検証を通過しま
せんでした。

解決策:
サーバーがメールボックスメッセージを受け入れるためには、指定されているデバイス IP がプロジェクト で設定されている必
要があります。デバイスの少なくとも 1 つのデータアイテムがクライアント によって要求されている必要があります。

受 信 した要 求 は非 送 信 請 求 メールボックスでサポート されていません。| IP アド レス = '<ア
ド レス>'。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
指定されているデバイス IP からサポート されていない要求を受信しました。要求のフォーマット は無効であり、Modbus の
仕様の範囲内にありません。

解決策:
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メールボックスデータの送信用に設定されているデバイスが有効な要求を送信していることを確認してください。

非 送 信 請 求 メールボックスのメモリ割 り当 てエラー。| IP アド レス = '<アド レス>'。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
1. 指定されている IP アド レスを持つデバイスがサーバーに対してメールボックスメッセージを送信しようとしました。そ
の IP を持つデバイスがメールボックスプロジェクト で設定されていないため、メッセージは検証を通過しませんでし
た。
2. 指定されている IP アド レスを持つデバイスがサーバーに対してメールボックスメッセージを送信しようとしました。デ
バイスは設定されていますが、そこからデータを要求しているクライアント がないため、メッセージは検証を通過しま
せんでした。

解決策:
サーバーがメールボックスメッセージを受け入れるためには、指定されているデバイス IP がプロジェクト で設定されている必
要があります。デバイスの少なくとも 1 つのデータアイテムがクライアント によって要求されている必要があります。

ソケット 接 続 を作 成 できません。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
サーバーは指定されたデバイスとの TCP/IP ソケット 接続を確立できませんでしたが、引き続き接続を試みます。

解決策:
1. デバイスがオンラインであることを確認してください。
2. デバイス IP が、サーバーがバインド されている IP のサブネット 内であることを確認してください。ほかのネット ワーク
への接続が可能な有効なゲート ウェイが使用可能であることを確認してください。

タグデータベースのインポート 用 のファイルを開 くときにエラーが発 生 しました。| OS エラー =
'<エラー>'。
エラータイプ:
エラー

不 良 配 列 。| 配 列 範 囲 = <開 始 > ～ <end>。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
アド レス空間の末端を超えてアド レスの配列が定義されています。

解決策:
デバイスのメモリ空間のサイズを確認し、配列長を適切に再定義してください。

ブロックに不 良 アド レスがあります。| ブロック範 囲 = <アド レス> ～ <address>。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
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ド ライバーは、おそらく範囲外である、PLC 内の存在しない位置を読み取ろうとしました。たとえば、保持レジスタ 40001
～ 41400 を持つ PLC でアド レス 41405 を要求した場合にこのエラーが生成されます。このエラーが生成された場合、ド
ライバーは指定されたデータブロックをその PLC から再び要求しません。この同じブロックから要求されているその他のアド
レスはすべて無効と見なされます。

解決策:
デバイスの範囲内にあるアド レスを要求するようクライアント アプリケーションを更新してください。

関連項目:
エラー処理

ホスト の解 決 に失 敗 しました。| ホスト 名 = '<名 前 >'。
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
このデバイスは IP アド レスではなく DNS ホスト 名を使用するよう設定されています。このホスト 名をサーバーによって IP ア
ド レスに解決することはできません。

解決策:
デバイスがオンラインでありド メインに登録されていることを確認してください。

指 定 された出 力 コイルブロックサイズは最 大 ブロックサイズを超 えています。| 指 定 されたブ
ロックサイズ = <数 値 > (コイル)、最 大 ブロックサイズ = <数 値 > (コイル)。
エラータイプ:
エラー

指 定 された入 力 コイルブロックサイズは最 大 ブロックサイズを超 えています。| 指 定 されたブ
ロックサイズ = <数 値 > (コイル)、最 大 ブロックサイズ = <数 値 > (コイル)。
エラータイプ:
エラー

指 定 された内 部 レジスタブロックサイズは最 大 ブロックサイズを超 えています。| 指 定 された
ブロックサイズ = <数 値 > (レジスタ)、最 大 ブロックサイズ = <数 値 > (レジスタ)。
エラータイプ:
エラー

指 定 された保 持 レジスタブロックサイズは最 大 ブロックサイズを超 えています。| 指 定 された
ブロックサイズ = <数 値 > (レジスタ)、最 大 ブロックサイズ = <数 値 > (レジスタ)。
エラータイプ:
エラー

ブロック要 求 で例 外 が返 されました。| ブロック範 囲 = <アド レス> ～ <address>、例 外 =
<コード >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
デバイスが例外コード を返しました。

解決策:
例外コード のド キュメント を参照してください。
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関連項目:
Modbus 例外コード

ブロック要 求 で例 外 が返 されました。| ブロック範 囲 = <アド レス> ～ <address>、関 数
コード = <コード >、例 外 = <コード >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
デバイスが例外コード を返しました。

解決策:
例外コード のド キュメント を参照してください。

関連項目:
Modbus 例外コード

受 信 したブロックの長 さは不 適 切 です。| ブロック範 囲 = <開 始 > ～ <end>。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
ド ライバーは PLC 内のメモリブロックを読み取ろうとしました。PLC はエラーなしで応答しましたが、要求されたブロックサ
イズのデータをド ライバーに返しませんでした。

解決策:
その範囲のメモリが PLC に存在することを確認してください。

メモリリソース量 の低 下 によりタグインポート が失 敗 しました。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
ド ライバーは変数インポート ファイルの処理に必要なメモリを割り当てることができませんでした。

解決策:
不要なアプリケーションをすべて終了してから、再試行してください。

タグのインポート 中 にファイル例 外 が発 生 しました。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
変数インポート ファイルを読み取れませんでした。

解決策:
変数インポート ファイルを再生成してください。

インポート ファイルのレコード の解 析 でエラーが発 生 しました。| レコード 番 号 = <数 値 >、
フィールド = <field>。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
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変数インポート ファイルの指定されたフィールド が予想より長いか無効なため、解析できませんでした。

解決策:
可能な場合、変数インポート ファイルを編集して、問題のあるフィールド を変更してください。

インポート ファイルのレコード の説 明 が切 り詰 められました。| レコード 番 号 = <数 値 >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
指定されたレコード のタグの説明が長すぎます。

解決策:
ド ライバーは必要に応じて説明を切り詰めます。このエラーを防止するには、変数インポート ファイルを編集して、説明を
短くしてください。

インポート されたタグ名 が無 効 のため変 更 されました。| タグ名 = '<タグ>'、変 更 後 のタグ
名 = '<タグ>'。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
変数インポート ファイル内のタグ名に無効な文字が含まれていました。

解決策:
ド ライバーは変数インポート ファイルに基づいて有効な名前を構築します。このエラーを防止し、名前の一貫性を維持す
るには、エクスポート された変数の名前を変更してください。

データ型 がサポート されていないため、タグをインポート できませんでした。| タグ名 = '<タグ
>'、サポート されていないデータ型 = '<タイプ>'。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
変数インポート ファイルで指定されたデータ型は、このド ライバーでサポート されている型ではありません。

解決策:
変数インポート ファイルで指定されているデータ型を、サポート されているいずれかの型に変更してください。構造体の変
数である場合、ファイルを手動で編集して構造体に必要な各タグを定義するか、サーバーで必要なタグを手動で設定し
てください。

関連項目:
Concept からの変数のエクスポート

アド レスに書 き込 めません。デバイスは例 外 を返 しました。| アド レス = '<アド レス>'、例 外
= <コード >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
デバイスが例外コード を返しました。

解決策:
例外コード のド キュメント を参照してください。
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関連項目:
Modbus 例外コード

イーサネット マネージャが開 始 されました。
エラータイプ:
情報

イーサネット マネージャが停 止 しました。
エラータイプ:
情報

タグデータベースをインポート しています。| ソースファイル = '<ファイル名 >'。
エラータイプ:
情報

クライアント アプリケーションはシステムタグ _CEGExtension を介 して CEG 拡 張 を変 更 し
ました。| 拡 張 = '<拡 張 >'。
エラータイプ:
情報

考えられる原因:
サーバーに接続しているクライアント アプリケーションは指定されたデバイスでの CEG 拡張を 0 (Modbus) または 1 (CEG)
に変更しました。

解決策:
このデバイスプロパティは CEG モデルのデバイスのみに適用されます。変更はその他のモデルには影響しません。クライア
ント アプリケーションがこのプロパティを変更できないようにするには、OPC DA 設定を介してシステムレベルのタグに対する
クライアント の書き込み権限を無効にします。

非 送 信 請 求 通 信 を開 始 しています。| プロト コル = '<名 前 >'、ポート = <数 値 >。
エラータイプ:
情報

スレーブデバイス用 のメモリが作 成 されました。| スレーブデバイス ID = <デバイス>。
エラータイプ:
情報

すべてのチャネルが仮 想 ネット ワークを利 用 しているため、非 送 信 請 求 通 信 を停 止 してい
ます。
エラータイプ:
情報

チャネルは仮 想 ネット ワーク内 にあるため、すべてのデバイスがデバイスにつき 1 つのソケット
を使 用 する設 定 に戻 りました。
エラータイプ:
情報

接 続 されているクライアント でデバイス ID を 'マスター' から 'スレーブ' に変 更 できません。
エラータイプ:
情報
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接 続 されているクライアント でデバイス ID を 'スレーブ' から 'マスター' に変 更 できません。
エラータイプ:
情報

チャネルが仮 想 ネット ワーク内 にある場 合 、スレーブモード は許 可 されません。デバイス ID
にループバックアド レスまたはローカル IP アド レスが含 まれていてはなりません。
エラータイプ:
情報

チャネルが仮 想 ネット ワーク内 にある場 合 、メールボックスモデルは許 可 されません。
エラータイプ:
情報
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Modbus 例 外 コード
以下のデータは Modbus Application Protocol Specifications ド キュメント からのものです。

コード
10 進
/16 進

名前

01/0x01 ILLEGAL
FUNCTION (不正
なファンクション)

意味

照会で受信したファンクションコード は、サーバー (またはスレーブ) に対して実行で
きない操作です。このファンクションコード は新しいデバイスにだけ適用できるか、選
択したユニット に実装されていないことが原因である可能性があります。サーバー
(またはスレーブ) はレジスタ値を返すよう設定されていないがこれを要求されている
など、このタイプの要求を処理するには不適切な状態にある可能性もあります。

02/0x02 ILLEGAL DATA
照会で受信したデータアド レスは、サーバー (またはスレーブ) に対して使用できな
ADDRESS (不正な いアド レスです。具体的には、参照番号と転送長さの組み合わせが無効です。レ
データアド レス)
ジスタが 100 個あるコント ローラの場合、オフセット 96 と長さ 4 の要求では成功
し、オフセット 96 と長さ 5 の要求では例外 02 が生成されます。
03/0x03 ILLEGAL DATA
VALUE (不正な
データ値)

照会データフィールド に含まれている値は、サーバー (またはスレーブ) に使用できな
い値です。これは、示された長さが正しくないなど、複合型要求の残りの構造体に
誤りがあることを示しています。Modbus プロト コルでは個々のレジスタのそれぞれ
の値の有意性は認識されないので、これはレジスタのスト レージにサブミット された
データアイテムの値がアプリケーションプログラムでの予想の範囲外であることを必
ずしも意味しません。

04/0x04 SLAVE DEVICE
FAILURE (スレーブ
デバイスエラー)

サーバー (またはスレーブ) が要求された操作を実行しようとしているときに回復不
可能なエラーが発生しました。

05/0x05 ACKNOWLEDGE

スレーブは要求を受け入れて処理していますが、これには長い時間が必要です。
マスターでタイムアウト エラーが発生しないようにするため、この応答が返されます。
マスターは次にプログラム完了ポーリングメッセージを送信することで処理が完了し
たかどうかを判別します。

06/0x06 SLAVE DEVICE
スレーブは長い時間がかかるプログラムコマンド を処理しています。マスターはス
BUSY (スレーブデバ レーブが処理を終えた後でメッセージを再送信する必要があります。
イスビジー)
07/0x07 NEGATIVE
ACKNOWLEDGE
(否定応答)

スレーブは照会で受信したプログラムファンクションを実行できません。このコード は
ファンクションコード 13 または 14 (10 進) を使用したプログラミング要求が成功し
なかった場合に返されます。マスターはスレーブから診断情報またはエラー情報を
要求する必要があります。

08/0x08 MEMORY PARITY
ERROR (メモリパリ
ティエラー)

スレーブは拡張メモリを読み取ろうとしましたが、メモリ内でパリティエラーを検出しま
した。マスターは要求を再試行できますが、スレーブデバイス上でサービスが必要
な場合があります。

10/0x0A GATEWAY PATH
UNAVAILABLE
(ゲート ウェイパスを
使用できません)

ゲート ウェイが使用されている場合、ゲート ウェイが要求を処理するために入力
ポート から出力ポート への内部通信パスを割り当てることができなかったことを示し
ます。これは通常、ゲート ウェイの設定に誤りがあるかオーバーロード されていること
を意味します。

11/0x0B GATEWAY
TARGET DEVICE
FAILED TO
RESPOND (ゲート
ウェイのターゲット デ
バイスが応答しませ
んでした)

ゲート ウェイが使用されている場合、ターゲット デバイスから応答がなかったことを示
します。これは通常、デバイスがネット ワーク上に存在しないことを意味します。

このド ライバーでは、「スレーブ」と「非送信請求」という用語は同義で用いられています。
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索引
1
10 進アド レス指定 41
16 進アド レス指定 41

5
5 桁のアド レス指定 42

6
6 桁のアド レス指定 42

A
Applicom のアド レス指定 32

B
BCD 30
BOOL 28
Boolean 30
BYTE 28

C
CEG のアド レス指定 41
CEG 拡張 24
CEGExtension 31
CSV 28

D
DINT 28
Double 30
DWord 30

www. ptc.com

Modbus イーサネット ド ライバー

55

F
Fluenta 7
Fluenta のアド レス指定 41

H
HoldingRegisterBlockSize 31

I
ID 14
InputCoilBlockSize 31
Instromet 7
Instromet のアド レス指定 41
INT 28
InternalRegisterBlockSize 31
IP プロト コル 13, 22

L
LBCD 30
Long 30
Long を 10 進数として扱う 25

M
Modbus イーサネット 通信の最適化 29
Modbus のアド レス指定 42
Modbus バイト オーダー 24
Modbus マスター 7
Modbus マスターと Modbus 非送信請求の考慮事項 21
Modbus メールボックス 42
Modbus 関数 05 24
Modbus 関数 06 23
Modbus 非送信請求 7
Modbus 例外コード 53
Modicon ビット オーダー 24

O
OPC 品質を不良に設定 20
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OutputCoilBlockSize 31

R
REAL 28
Roxar 8
Roxar のアド レス指定 45

S
Short 30
STRING 28

T
TIME 28
TSX Premium 39
TSX Quantum 35

U
UDINT 28
UINT 28

W
Winsock 通信を開始できませんでした。 46
Word 30
WORD 28

あ
アド レス 28
アド レスに書き込めません。デバイスは例外を返しました。| アド レス = '<アド レス>'、例外 = <コード >。 50
アド レスの説明 31

い
イーサネット 12, 21
イーサネット から Modbus Plus へのブリッジ 7
イーサネット マネージャが開始されました。 51
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イーサネット マネージャが停止しました。 51
イベント ログメッセージ 46
インポート されたタグ名が無効のため変更されました。| タグ名 = '<タグ>'、変更後のタグ名 = '<タグ>'。 50
インポート ファイルのレコード の解析でエラーが発生しました。| レコード 番号 = <数値>、フィールド = <field>。 49
インポート ファイルのレコード の説明が切り詰められました。| レコード 番号 = <数値>。 50

え
エラー時に格下げ 17
エラー処理 21

か
カスタムアプリケーションからのインポート 28
カスタムタグ 28

き
キャッシュからの初回更新 15

く
クライアント アプリケーションはシステムタグ _CEGExtension を介して CEG 拡張を変更しました。| 拡張 = '<拡張>'。
51
クライアント 固有のスキャン速度を適用 15

こ
コイルのステータスを読み取り 32
コメント 28

さ
サービス 41
サブグループを許可 18

し
ジェネリック Modbus のアド レス指定 32
システム 41
システムタグ 31
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シミュレーション 15

す
スキャンしない、要求ポールのみ 15
スキャンモード 15
すべてのチャネルが仮想ネット ワークを利用しているため、非送信請求通信を停止しています。 51
すべてのデータを指定したスキャン速度で要求 15
スレーブデバイス用のメモリが作成されました。| スレーブデバイス ID = <デバイス>。 51

せ
ゼロベースアド レス指定 23
ゼロベースのビット アド レス指定 23

そ
ソケット 使用 12
ソケット 接続を作成できません。 47
ソケット 利用 12

た
タイムアウト 時にソケット を閉じる 22
タイムアウト 前の試行回数 16
タグデータベースのインポート 用のファイルを開くときにエラーが発生しました。| OS エラー = '<エラー>'。 47
タグデータベースをインポート しています。| ソースファイル = '<ファイル名>'。 51
タグに指定のスキャン速度を適用 15
タグのインポート 中にファイル例外が発生しました。 49
タグ生成 17

ち
チャネルが仮想ネット ワーク内にある場合、スレーブモード は許可されません。デバイス ID にループバックアド レスまた
はローカル IP アド レスが含まれていてはなりません。 52
チャネルが仮想ネット ワーク内にある場合、メールボックスモデルは許可されません。 52
チャネルのプロパティ 8
チャネルは仮想ネット ワーク内にあるため、すべてのデバイスがデバイスにつき 1 つのソケット を使用する設定に戻りまし
た。 51
チャネル割り当て 14
チャネル設定 8
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て
データアクセス 23
データエンコーディング 24
データコレクション 15
データ型がサポート されていないため、タグをインポート できませんでした。| タグ名 = '<タグ>'、サポート されていない
データ型 = '<タイプ>'。 50
データ型の説明 30
デバイスあたりの最大ソケット 数 12
デバイスのプロパティ - タグ生成 17
デバイスのプロパティ - 自動格下げ 16
デバイスの設定 13
デバイス起動時 17

と
ド ライバー 14
ド ライバーのシステムタグのアド レス指定 31

は
バイト 交換のサフィックス 35, 40

ふ
ファンクションコード の説明 32
ブロックサイズ 25
ブロックに不良アド レスがあります。| ブロック範囲 = <アド レス> ～ <address>。 47
ブロック要求で例外が返されました。| ブロック範囲 = <アド レス> ～ <address>、関数コード = <コード >、例外 = <
コード >。 49
ブロック要求で例外が返されました。| ブロック範囲 = <アド レス> ～ <address>、例外 = <コード >。 48
プロパティ変更時 17

へ
ヘルプの目次 5

ほ
ポート 13, 22, 31
ホスト の解決に失敗しました。| ホスト 名 = '<名前>'。 48
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め
メールボックス 7
メールボックスクライアント の権限 24
メールボックスのアド レス指定 41
メールボックスモード 44
メモリリソース量の低下によりタグインポート が失敗しました。 49

も
モデル 7, 14

ゆ
ユーザー 41

れ
レコード 28
レジスタへのマスク書き込み 32

椢
概要 6

柜
格下げまでのタイムアウト 回数 17
格下げ期間 17
格下げ時に要求を破棄 17

暠
最初の DWord を下位とする 24
最初の Word を下位とする 24

仼
作成 18
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凪
削除 18

抧
指定された出力コイルブロックサイズは最大ブロックサイズを超えています。| 指定されたブロックサイズ = <数値> (コイ
ル)、最大ブロックサイズ = <数値> (コイル)。 48
指定された内部レジスタブロックサイズは最大ブロックサイズを超えています。| 指定されたブロックサイズ = <数値> (レ
ジスタ)、最大ブロックサイズ = <数値> (レジスタ)。 48
指定された入力コイルブロックサイズは最大ブロックサイズを超えています。| 指定されたブロックサイズ = <数値> (コイ
ル)、最大ブロックサイズ = <数値> (コイル)。 48
指定された保持レジスタブロックサイズは最大ブロックサイズを超えています。| 指定されたブロックサイズ = <数値> (レ
ジスタ)、最大ブロックサイズ = <数値> (レジスタ)。 48
指定したスキャン速度以下でデータを要求 15

膊
自動タグデータベース生成 28

卷
受信したブロックの長さは不適切です。| ブロック範囲 = <開始> ～ <end>。 49
受信した要求は非送信請求メールボックスでサポート されていません。| IP アド レス = '<アド レス>'。 46

酭
重複タグ 18

冚
出力 41
出力コイル 26, 32, 35, 39, 42

暘
書き込み専用アクセス 44

䶪
上書き 18
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儷
冗長 27

襊
親グループ 18

璿
生成 18

捅
接続されているクライアント でデバイス ID を 'スレーブ' から 'マスター' に変更できません。 52
接続されているクライアント でデバイス ID を 'マスター' から 'スレーブ' に変更できません。 51
接続のタイムアウト 16

觍
設定 22
設定値 28

詌
説明 14
説明を含める 19

勸
単一コイルを適用 32
単一レジスタをプリセット 32
単精度実数 41, 45

瞍
短整数 41, 45
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锗
長整数 41

辺
通信タイムアウト 16, 20

儥
内部タグ 31
内部レジスタ 26, 33, 36, 42
内部レジスタを読み取り 32

儅
入力コイル 26, 33, 36, 42
入力ステータスを読み取り 32

郭
配列 42
配列のサポート 32-35, 39-40, 45

雾
非送信請求 19
非送信請求メールボックスのメモリ割り当てエラー。| IP アド レス = '<アド レス>'。 47
非送信請求通信を開始しています。| プロト コル = '<名前>'、ポート = <数値>。 51
非送信請求通信を開始できませんでした。 46

䶭
不正なアド レスでタグを無効化 21
不良配列。| 配列範囲 = <開始> ～ <end>。 47

袧
複数コイルを適用 32
複数レジスタをプリセット 32
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攧
文字列 30
文字列のサポート 35, 40, 44
文字列のブロック読み取り 26

墩
変数 28
変数のインポート 設定 18

佽
保持レジスタ 26, 34, 37, 39, 43
保持レジスタのビット マスク 23
保持レジスタを読み取り 32

曊
未定義のデバイスに対して非送信請求メールボックスアクセスが行われました。ソケット を閉じています。| IP アド レス
= '<アド レス>'。 46

厭
名前 14

褡
要求のタイムアウト 16
要求間遅延 16

糏
累積 41
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