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概要
Siemens S7 Plus イーサネット ド ライバーは、Siemens 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 OPC 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。これはシンボリックアド レス指定をサポート する Siemens S7 1200 および 1500 PLC で使用することを目的とし、
最適化されたブロックへのアクセスが提供されます。
ド ライバーは追加のライブラリやハード ウェアを必要としません。標準イーサネット カード が必要です。

設定
このセクションでは、S7-1200 コント ローラと S7-1500 コント ローラに接続するための設定情報について説明します。

通信プロト コル
S7 Comm Plus

サポート されるデバイス
デバイスはシンボリックアド レス指定をサポート している必要があります。
l
l

S7-1200
S7-1500

これらのデバイスには、組み込みのイーサネット モジュールがあります。

チャネルとデバイスの制限値
このド ライバーでサポート されているチャネルの最大数は 256 です。このド ライバーでサポート されているデバイスの最大
数は、1 つのチャネルにつき 16 です。
関連項目:

チャネルプロパティ
デバイスのプロパティ
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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。空白のままにするか、「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をデバイスに遅延なく届ける必要があります。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
することができます。

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。
l

l

l

「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。
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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
のプロパティは無効になります。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。
「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。
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デバイスのプロパティ - 一 般
デバイスは、通信チャネル上の 1 つのターゲット を表します。

識別
「名前」: デバイスの名前を指定します。これは最大 256 文字のユーザー定義の論理名であり、複数のチャネルで使用
できます。
注記: わかりやすい名前にすることを一般的にはお勧めしますが、一部の OPC 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。デバイス名とチャネル名はブラウズツリー情報
の一部にもなります。OPC クライアント 内では、チャネル名とデバイス名の組み合わせが "<チャネル名>.<デバイス名>" と
して表示されます。
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」: このデバイスに関するユーザー定義情報を指定します。
「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。
「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名を指定します。
「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。
「モデル」: ド ライバーはモデルを自動的に検出します。
「ID」: デバイスのド ライバー固有のステーションまたはノード を指定します。入力する ID のタイプは、使用されている通信
ド ライバーによって異なります。多くの通信ド ライバーでは、ID は数値です。数値 ID をサポート するド ライバーでは、ユー
ザーは数値を入力でき、そのフォーマット はアプリケーションのニーズまたは選択した通信ド ライバーの特性に合わせて変
更できます。フォーマット はデフォルト ではド ライバーによって設定されます。オプションには「10 進数」、「8 進数」、「16 進
数」があります。
注記:
l

l

ド ライバーがイーサネット ベースであるか、通常とは異なるステーションまたはノード 名をサポート している場合、デ
バイスの TCP/IP アド レスをデバイス ID として使用できます。TCP/IP アド レスはピリオド で区切った 4 つの値から
成り、各値の範囲は 0 から 255 です。一部のデバイス ID は文字列ベースです。ド ライバーによっては、ID フィー
ルド で追加のプロパティを設定する必要があります。詳細については、ド ライバーのヘルプド キュメント を参照してく
ださい。
このド ライバーの ID は、PLC の一意のネット ワークアド レスを表す文字列です。通常は IP アド レスまたは構成さ
れたホスト 名のフォーマット です。この文字列の最大長は 63 文字です。

動作モード
「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」: デバイスをシミュレーションモード に切り替えるかどうかを指定します。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
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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。

タグ数
「静的タグ」: デバイスレベルまたはチャネルレベルで定義される静的タグの数を指定します。この情報は、ト ラブルシュー
ティングと負荷分散を行う場合に役立ちます。

デバイスのプロパティ - 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、最大スキャン速度として設定されている値を指
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、OPC 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。

デバイスのプロパティ - 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。
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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 」: すべてのド ライバーがターゲット デバイスからの応答の完了を待機する時間を決定するために使用
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」: 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。

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。

「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。
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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」: OPC タグを自動的に生成するタイミングを指定します。オプションの説明は次のとおりです。
l

l

l

「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、サーバーのタグスペース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。
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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。
注記:
1. このド ライバーは、グループ名のバックスラッシュをアンダースコアに置き換えます。
2. 3 つの HMI プロパティ (Accessible、Writable、Visible) がすべて有効になっている場合、または TIA ポータルプロ
グラミングソフト ウェアで Accessible と Visible の両方が有効になっている場合にのみ、タグが生成されます。これ
らのプロパティの意味は、次のとおりです。
l
HMI/OPC UA/Web API からアクセス可能 (Accessible)
l

HMI/OPC UA/Web API から書き込み可能 (Writable)

l

HMI Engineering で表示可能 (Visible)

3. タグを生成するたびに、コント ローラからシンボルが再ロード されます。
4. 一部の Siemens データ型は、このド ライバーではサポート されていません。それらのノード では、タグは生成され
ません。タグが存在しないノード を警告するイベント ログメッセージが出力されます。単一のタグでサポート されて
いない構造の場合、メッセージは出力されません。
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デバイスのプロパティ - 通 信
PLC で保護レベルのパスワード が設定されている場合、パスワード を使用して、少なくとも読み取りアクセスを許可するよ
うに「PLC パスワード 」プロパティを設定する必要があります。
アクセスレベルの設定の詳細については、PLC のプログラミングソフト ウェアを参照してください。

PLC アクセス
「PLC パスワード 」: PLC で設定されている必要なアクセスレベルのパスワード を指定します。パスワード でサポート されて
いる最大長は 256 文字です。ワイド 文字がサポート されています。

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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通 信 の最 適 化
Siemens S7 Plus 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ました。Siemens S7 Plus イーサネット ド ライバーは高速ですが、このアプリケーショ
ンを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、Siemens 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
イスを定義できます。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 Siemens イーサネット 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、Siemens S7 Plus
イーサネット 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。
各デバイスは、単一のチャネルの下で定義されます。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。

Siemens S7 Plus イーサネット ド ライバー で定義できるチャネルの数が 1 つだけの場合、上に示した例が唯一の方法に
なりますが、このド ライバーでは、最大 256 チャネルを定義することができます。各チャネルで 16 デバイスがサポート され
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。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。
各デバイスを、そのデバイス専用のチャネルの下で定義することができます。この構成では、
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 台を超える場合であっても、パフォーマンスが向上しま
す。デバイスの数は 256 台以下にすることをお勧めしますが、これを超える場合であっても、
アプリケーションで多くのチャネルを使用できるというメリット があります。デバイスの負荷をすべ
てのチャネル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。

チャネルの最大数は 256 ですが、使用可能な接続の数は、最終的にはデバイスによって決まります。これは、一部の
デバイスではサポート 対象の接続数が制限されているためです。このようなデバイスでは、定義されているチャネルの最大
数が、使用可能な接続の最大数と等しくなければなりません。これよりも多くの接続がサポート されているデバイスの場
合、チャネルの最大数である 256 を定義すると、これらのチャネル全体でデバイスが均等に分散されます。
デバイスの接続の詳細については、デバイスのプロパティを参照してください。
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データ型 の説 明
タグの作成、タグの読み取り、タグの書き込みでは、次のデータ型がサポート されています。

データ型

説明

デフォルト

タグには、S7 データ型に基づいて、以下のいずれかのデータ型が割り当てられます。このデータ型
は、デバイスからの読み取りが最初に成功したときに割り当てられます。
関連項目: データ型のマッピング

Boolean

1 ビット
範囲: 0 から 1

Byte

符号なし 8 ビット 値
範囲: 0 から 255

Char

符号付き 8 ビット 値
範囲: -128 から 127

Word

符号なし 16 ビット 値
範囲: 0 から 65,535

Short

符号付き 16 ビット 値
範囲: 32,768 から 32,767

DWord

符号なし 32 ビット 値
範囲: 0 から 4,294,967,295

Long

符号付き 32 ビット 値
範囲: -2,147,483,648 から 2,147,483,647

QWord

符号なし 64 ビット 値
範囲: 0 から 18,446,744,073,709,551,615

LLong

符号付き 64 ビット 値
範囲: -9,223,372,036,854,775,808 から 9,223,372,036,854,775,807

浮動小数点数

32 ビット 浮動小数点値
範囲: ±1.17154943508222875E-38 から ±3.4028234663852886E+38 (正規化)
0
±1.4012984643248170E-38 から ±1.1754942106924411E-38 (非正規化)

Double

64 ビット 浮動小数点値
範囲: ±2.2250738585072014E-308 から ±1.7976931348623157+308 (正規化)
0
±4.9406564584124654E-324 to ±2.2250738585072010E-308 (非正規化)

String

Null 終端 ASCII 文字列
文字列の最小サイズは 1 です。文字列の最大サイズは 254 文字です。長さが 8 ビット の狭い文
字列として認識されます。このデータ型では、ASCII 文字と拡張 ASCII 文字がサポート されます。

関連項目: データ型のマッピング
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データ型 のマッピング
以下の表に、このド ライバーでサポート されているデータ型を示します。左側に記載されているのがコント ローラ上のデータ
型、右側に記載されているのがサーバー上のデータ型です。S7 データ型で複数のサーバーデータ型がサポート されてい
る場合、デフォルト のデータ型は太字で表示されます。特に明記されていないかぎり、これらのデータ型は S7-1200 デバ
イスと S7-1500 デバイスの両方でサポート されています。特に明記されていないかぎり、以下のすべてのデータ型では、
読み取り/書き込み操作がサポート されています。

S7 データ型

サーバーデータ型

Bool

Boolean

Byte

Byte

Char

String、Byte
注記: String データ型の場合、各 Char タグは 1 文字の文字列として読み取られます。たと
えば、65 は「A」として読み込まれます。そのため、データ型が String の場合、文字列の値を
文字として書き込むことができます。たとえば、65 ではなく「A」として書き込まれます。1 文字よ
りも長い文字列を Char タグに書き込むと、最初の文字だけがデバイスに書き込まれます。たと
えば、「foo」という文字列を Char タグに書き込むと、最初の「f」だけが書き込まれます。
注記: Byte データ型の場合、値は 0 から 255 までの小数形式の ASCII/拡張 ASCII の値
になります。たとえば、「A」は 65 として書き込まれます。

INT

Short

DINT

Long

LINT

LLong
注記: このデータ型は、S7-1500 デバイスでのみサポート されています。

Word

Word

DWord

DWord

LWord

QWord
注記: このデータ型は、S7-1500 デバイスでのみサポート されています。

REAL

Float

LREAL

Double

SINT

Char

UDINT

DWord

UINT

Word

USINT

Byte

ULINT

QWord
注記: このデータ型は、S7-1500 デバイスでのみサポート されています。

STRING

String

Date And Time
(DT)

String
注記: Date_And_Time は、読み取り専用タグです。このタグには、「mm/dd/yyyy
hh/min/ss tt」という形式で標準時が表示されます。たとえば、「05/21/1991 05:30:21 PM」な
どの値が表示されます。うるう年を除いた場合、このデータ型の最小値は「01/01/1990
12:00:00 AM」、最大値は「12/31/2089 11:59:59 PM」です。
注記: このデータ型は、S7-1500 デバイスでのみサポート されています。

Time Of Day
(TOD)

String
注記: Time_Of_Day には、午前 0 時からの経過時間が表示されます。
「hh:mm:ss.msec」という形式で表示されます。たとえば、「23:31:21.999」などの値がこのタグ
に表示されます。このタグの最小値は「00:00:00.000」、最大値は「23:59:59.999」です。
String

Time

S5Time

注記: Time は、「ddD_hhH_mmM_ssS_hhhMS」という形式で表示されます。たとえば、
「21D_15H_12M_60S_333MS」などの値がこのタグに表示されます。このタグの最小値は「24D_20H_31M_23S_648MS」、最大値は「24D_20H_31M_23S_647MS」です。
Long
注記: このタイプの範囲は 0 から 9990000 までです。サーバーに保存されている値は、
S5Time をミリ秒単位で表します。値をサーバーに書き込む際には、ミリ秒の値として書き込む
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サーバーデータ型
必要があります。負の値は書き込みできません。最大範囲より大きい値は自動的に
9990000 に設定されます。PLC の値が無効な S5Time 値である場合、サーバーはこのタイプ
にアクセスするタグに対して品質不良を返します。
注記: このデータ型は、S7-1500 デバイスでのみサポート されています。

Date

String
注記: Date は、「yyyy-mm-dd」という形式で表示されます。たとえば、「1991-02-03」などの
値がこのタグに表示されます。このタグの最小値は「1990-01-01」、最大値は「2169-06-06」
です。

OB TOD

Short
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シンボリックアド レスの説 明
タグを手動で作成する場合、作成後のシンボリックアド レスに対していくつかの制限事項が適用されます。以下に、アド
レスの規則とデータ型を示します。
例:
PLC_1.Blocks.Data_block_1.Tag1
PLC_1.Blocks.Data_block_2.Tag2

アド レスの構文規則
l
l
l
l

l
l

アド レスの長さが 1350 文字を超えてはなりません。
アド レスの長さを 0 にすることはできません。
シンボリックアド レスにスペースだけを含めることはできません。
アド レスの文字列は、有効なデータ型で構成されている必要があります (有効なデータ型の一覧については、
データ型のマッピングを参照)。
シンボリックアド レスの文字列では、名前の先頭と末尾のスペースを含めることはできません。
1 つのノード 名に次の文字が含まれている場合、ノード 名は二重引用符で囲む必要があります。
. 小数点
( 開き括弧
) 閉じ括弧
[ 開き角括弧
] 閉じ角括弧
例:
PLC_1.Blocks.Data_block_1."Tag("
PLC_1.Blocks."Data_block.1".Tag
ヒント : PLC ノード 名に二重引用符が含まれている場合、二重引用符は二重引用符でエスケープする必要
があり、ノード 名は二重引用符で囲む必要があります。
例:
"PLC""Name".Blocks.Data_block_1.Tag

注記: PLC に存在しないシンボリックアド レスの読み取りまたは書き込みでは、ド ライバーがト リガーされ、すべての読み
取りまたは書き込み要求に対して PLC からシンボルがロード されます。最適なパフォーマンスを得るには、無効なシンボ
リックアド レスを参照するタグを除去することによって、これらが読み取りまたは書き込み要求に含まれないようにし、シンボ
ルを継続的にロード しないようにする必要があります。
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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リングとソート については、OPC 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。

タグを読 み取 れません。| タグアド レス = '<アド レス>'、
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
タグの読み取り中にエラーが発生しました。イベント ログのメッセージで理由を参照してください。

解決策:
理由の説明セクションの理由をレビューしてください。

関連項目:
理由の説明

読 み取 り要 求 に失 敗 しました。|
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
読み取り要求中にエラーが発生しました。イベント ログのメッセージで理由を参照してください。

解決策:
理由の説明セクションの理由をレビューしてください。

関連項目:
理由の説明

タグに書 き込 めません。| タグアド レス = '<アド レス>'、
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
タグの書き込み中にエラーが発生しました。イベント ログのメッセージで理由を参照してください。

解決策:
理由の説明セクションの理由をレビューしてください。

関連項目:
理由の説明

書 き込 み要 求 に失 敗 しました。|
エラータイプ:
エラー

考えられる原因:
書き込み要求中にエラーが発生しました。イベント ログのメッセージで理由を参照してください。

解決策:
理由の説明セクションの理由をレビューしてください。
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関連項目:
理由の説明

ノード に対 してタグが生 成 されていません。| ノード アド レス = '<アド レス>'、
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
ノード のブラウズ中にエラーが発生しました。イベント ログのメッセージで理由を参照してください。

解決策:
理由の説明セクションの理由をレビューしてください。

関連項目:
理由の説明
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理 由 の説 明
一部のイベント ログメッセージでは、理由フィールド の下に追加情報が表示されます。以下のリンクをクリックすると、エラー
の理由が表示されます。

パスへのアクセスが拒 否 されました
日 付 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は yyyy-mm-dd です
デバイスが応 答 していません
デバイスが応 答 していません。接 続 がデバイスによって切 断 されました
ホスト 名 の解 決 に失 敗 しました
S5Time の読 み取 り時 に無 効 な値 が見 つかりました
S5Time の書 き込 み時 に無 効 な値 が見 つかりました
パスワード が必 要 です
パスが無 効 です
この Siemens データ型 からの読 み取 りはサポート されていません
ノード のデータ型 がサポート されていません
時 刻 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は 'hh:mm:ss.hhh' です
時 間 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は ddD_hhH_mmM_ssS_hhhMS で
す
このアド レスに対 してサポート されていないデータ型
この Siemens データ型 への書 き込 みはサポート されていません
パスワード が無 効 です

理 由 = デバイスが応 答 していません: ID = <IP address>
考えられる原因:
1. IP アド レスが正しくない。
2. PLC が応答するように構成されていない。
3. 設定されている接続タイムアウト が短すぎる。
4. 設定されている要求タイムアウト が短すぎる。
5. 接続数が多すぎるため、デバイスが接続を拒否した。

考えられる解決策:
1. IP アド レスを確認します。
2. PLC が応答可能な状態になっているかどうか、正しいプログラムがロード されているかどうかを確認します。
3. PLC が接続要求を受け入れることができるように、設定されている接続タイムアウト の値を大きくします。
4. PLC が接続要求に応答できるように、設定されている要求タイムアウト の値を大きくします。
5. PLC で許可されている接続数を確認します。

理 由 = デバイスが応 答 していません。接 続 がデバイスによって切 断 されました。ID = <IP
address>
考えられる原因:
接続数が多すぎるため、デバイスが接続を拒否した。
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考えられる解決策:
PLC で許可されている接続数を確認します。

理 由 = ホスト 名 の解 決 に失 敗 しました。ホスト 名 = <ホスト 名 >。
考えられる原因:
1. IP アド レスのフォーマット が、4 つのオクテット を持つ必要な IP アド レスに従っていない。
2. 指定されたホスト 名が無効であり、IP アド レスに解決されない。

考えられる解決策:
1. IP アド レスのフォーマット を確認または修正します。
2. 文字列が IP アド レスに解決される有効なホスト 名であることを確認するか、または有効なホスト 名になるよう修
正します。

理 由 = パスが無 効 です。
考えられる原因:
1. コント ローラ内にノード パスが存在しない。
2. 配列内に配列要素が含まれていない。
3. ノード パスが UDT のメンバーではない。
4. ノード パスが使用可能な状態になっていない。
5. ノード パスが適用可能な状態になっていない。
6. 次のいずれかの特殊文字が含まれているノード パスの部分が引用符で囲まれていない: 「.」、「[」、「]」、「(」、
「)」
7. 配列要素の表記に無効な文字が含まれている。
8. ノード パスが配列になっているが、インデックス構文がない。
9. ノード パスが UDT メンバーのパスになっているが、UDT がインスタンスではない。
10. 記号のロード 後にノード パスが変更または削除された。
11. 記号のロード 後にノード パスのデータ型が変更された。

考えられる解決策:
1. ノード パスの構文が正しいかどうかを確認します。
2. コント ローラ内にノード が存在するかどうかを確認します。
3. ノード パスが、配列や UDT などの複雑なタイプになっていないかどうかを確認します。

理 由 = パスへのアクセスが拒 否 されました。
考えられる原因:
1. ノード パスが読み取り専用になっている。
2. ノード パスが HMI にアクセスできない状態になっている。
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3. ノード パスが保護されている。

考えられる解決策:
1. HMI からノード にアクセスできるかどうかを確認します。
2. 書き込みできない場合は、ノード に書き込みアクセス許可が設定されているかどうかを確認します。

理 由 = この Siemens データ型 からの読 み取 りはサポート されていません。
考えられる原因:
ド ライバーは、サポート されていない Siemens データ型で定義されたノード の読み取りをサポート していません。

考えられる解決策:
有効な Siemens データ型のリスト については、「データ型のマッピング」を参照してください。問題を解決できない場合
は、テクニカルサポート にお問い合わせください。

理 由 = この Siemens データ型 への書 き込 みはサポート されていません。
考えられる原因:
Siemens Date and Time データ型で定義されているノード への書き込みがド ライバーでサポート されていない。

考えられる解決策:
有効な Siemens データ型のリスト については、「データ型のマッピング」を参照してください。問題を解決できない場合
は、テクニカルサポート にお問い合わせください。

理 由 = 時 刻 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は
hh:mm:ss.hhh です。
考えられる原因:
1. 値の構文が正しい形式になっていない。
2. 時間、分、秒、またはミリ秒の部分に範囲外の値が指定されている。

考えられる解決策:
1. 書き込む文字列の値を「hh:mm:ss.hhh」という形式に設定して、もう一度書き込み操作を実行します。
2. 時間、分、秒、ミリ秒の部分に正しい値が設定されているかどうかを確認します。

理 由 = このアド レスではサポート されていないデータ型 。データ型 = <data type>
考えられる原因:
タグのデータ型がノード のデータ型と一致していない。

考えられる解決策:
ノード のデータ型に一致するように、タグのデータ型を修正します。
関連項目: 有効な Siemens データ型のリスト については、「データ型のマッピング」を参照してください。
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理 由 = 日 付 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は yyyymm-dd です。
考えられる原因:
1. 値の構文が正しい形式になっていない。
2. 日、月、または年の部分に範囲外の値が指定されている。

考えられる解決策:
1. 書き込む文字列の値を「yyyy-mm-dd」という形式に設定して、もう一度書き込み操作を実行します。
2. 日、月、年の部分に正しい値が設定されているかどうかを確認します。

理 由 = 時 間 文 字 列 に構 文 エラーが含 まれています。予 期 されるフォーマット は ddD_
hhH_mmM_ssS_hhhMS です。
考えられる原因:
1. 値の構文が正しい形式になっていない。
2. 日、時間、分、秒、またはミリ秒の部分に範囲外の値が指定されている。

考えられる解決策:
1. 書き込む文字列の値を「ddD_hhH_mmM_ssS_hhhMS」という形式に設定して、もう一度書き込み操作を実
行します。
2. 日、時間、分、秒、ミリ秒の部分に正しい値が設定されているかどうかを確認します。

理 由 = ノード のデータ型 がサポート されていません; ノード タイプ = <node type>
考えられる原因:
ド ライバーで Siemens データ型がサポート されていない。

考えられる解決策:
テクニカルサポート に連絡します。
関連項目: 有効な S7 データ型のリスト については、「データ型のマッピング」を参照してください。

理 由 = パスワード が無 効 です。
考えられる原因:
設定されているデバイスのパスワード が PLC で設定されている保護レベルのパスワード と一致しない。

考えられる解決策:
設定したパスワード を確認します。

理 由 = パスワード が必 要 です。
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考えられる原因:
PLC に保護レベルのパスワード が設定されている。

考えられる解決策:
デバイスのパスワード を設定します。

理 由 = S5Time の読 み取 り時 に無 効 な値 が見 つかりました。このタイプの有 効 な範 囲 は
0 から 9990000 の間 です。
考えられる原因:
アクセス中のデバイスで設定されている S5Time が正しくない。

考えられる解決策:
デバイスに有効な S5Time 値を書き込み、情報を正しく読み取ることができるようにします。これで解決しない場合は、
テクニカルサポート にお問い合わせください。

理 由 = S5Time の書 き込 み時 に無 効 な値 が見 つかりました。このタイプの有 効 な範 囲 は
0 から 9990000 の間 です。
考えられる原因:
S5Time タグに負の値が書き込まれている。

考えられる解決策:
有効な S5Time 値を入力します。これで解決しない場合は、テクニカルサポート にお問い合わせください。
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付録 - シンボルの再ロード
コント ローラプロジェクト の編集後に品質が低下した場合、シンボルを再ロード して更新します。以下のシナリオで、コント
ローラプロジェクト の変更が原因でタグの品質が低下する可能性があります。
l
l
l
l

コント ローラ内でタグのシンボリック名が修正された場合
コント ローラ内でタグのデータ型が修正された場合
タグが除去された場合
デバイスのアクセスレベルが HMI のアクセス以下になるように変更され、サーバーのパスワード が更新されていな
い場合

その他すべてのタグの精度を維持しながらタグが正確にレポート されるように、サーバーはタグ情報をコント ローラから再
ロード します。タグの修正や除去が実行された場合、または ATG が発生した場合、サーバーはタグ情報を再ロード しま
す。上記のシナリオに該当しない場合は、タグ情報を手動で再ロード する必要があります。これを行うには、ランタイムの
再初期化を実行します。これにより、サーバーがタグを再ロード できるようになります。タグ情報の更新後もタグの品質が
改善しない場合は、そのタグを手動で修正するか、ATG を実行して多数のタグ情報を修正することをお勧めします。タグ
がコント ローラに追加され、サーバーには追加されない場合、正しい情報が設定されているサーバーにそのタグを手動で
追加する必要があります。これにより、タグの読み取りや書き込みがサーバー上で正しく実行されるようになります。
注記: PLC に存在しないシンボリックアド レスの読み取りまたは書き込みでは、ド ライバーがト リガーされ、すべての読み
取りまたは書き込み要求に対して PLC からシンボルがロード されます。最適なパフォーマンスを得るには、無効なシンボ
リックアド レスを参照するタグを除去することによって、これらが読み取りまたは書き込み要求に含まれないようにし、シンボ
ルを継続的にロード しないようにする必要があります。
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