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目次
概要
Modbus Serial Driverとは

チャネル設 定
このド ライバーを使用するためにチャネルを構成する方法

デバイスの設 定
このド ライバーを使用するためにデバイスを構成する方法

自 動 タグデータベース生 成
Modbus Serial Driver 用にタグを設定する方法

データ型 の説 明
このド ライバーでサポート されるデータ型

アド レスの説 明
Modbus デバイスでデータ位置のアド レスを指定する方法

イベント ログメッセージ
Modbus Serial Driver で生成されるメッセージ

概要
Modbus Serial Driver は Modbus シリアルデバイスが 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 Modbus
RTU プロト コルをサポート するシリアルデバイスで使用するためのものです。Modbus Serial Driver は Modbus RTU と互
換性のある広範なデバイスをサポート するために開発されました。
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設定
サポート されるデバイス
l
l
l
l
l
l
l

Modbus 対応デバイス
Elliott フローコンピュータ
Magnetek GPD 515 ド ライブ
Omni フローコンピュータ
Daniels S500 フローコンピュータ
ダイナミックフルード メーター (DFM) SFC3
TSXCUSBMBP USB アダプタ

通信プロト コル
Modbus RTU プロト コル
注記: リスト されているすべての構成がすべてのデバイスでサポート されるわけではありません。

チャネル設定
デバイスの設定

チャネル設 定
このド ライバーによってサポート されているチャネルの最大数は 2048 です。

サポート される通信パラメータ
「ボーレート 」: 1200、2400、9600、19200
「パリティ」: 奇数、偶数、なし
データビット : 8
「スト ップビット 」: 1 および 2

一 般 的 なチャネルのプロパティ
シリアル通 信
書 き込 み最 適 化
チャネルのプロパティ - 詳 細
通 信 シリアル化

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 ライバーが診断をサポート していない場合、このプロパティは無効になります。
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 - シリアル通 信
シリアル通信のプロパティはシリアルド ライバーで設定でき、選択されているド ライバー、接続タイプ、オプションによって異
なります。使用可能なプロパティのスーパーセット を以下に示します。
クリックして接続タイプ、シリアルポート の設定、イーサネット 設定、実行動作のいずれかのセクションにジャンプします。
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。これらのプロパティ
に対する変更によって通信が一時的に不通になることがあるので、サーバー機能へのアクセス権を制限するには、ユー
ザーマネージャを使用します。

接続タイプ
「物理メディア」: データ通信に使用するハード ウェアデバイスのタイプを選択します。オプションには「COM ポート 」、「な
し」、「モデム」、「イーサネット カプセル化」があります。デフォルト は「COM ポート 」です。
l

l

「なし」: 物理的な接続がないことを示すには「なし」を選択します。これによって通信なしの動作セクションが表示
されます。
「COM ポート 」: シリアルポート の設定セクションを表示して設定するには、「COM ポート 」を選択します。
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「モデム」: 通信に電話回線を使用する場合 (モデム設定セクションで設定)、「モデム」を選択します。
「イーサネット カプセル化」: 通信にイーサネット カプセル化を使用する場合に設定します。これによってイーサネット
設定セクションが表示されます。
「共有」: 現在の構成を別のチャネルと共有するよう接続が正しく識別されていることを確認します。これは読み
取り専用プロパティです。

シリアルポート の設定
「COM ID」: チャネルに割り当てられているデバイスと通信するときに使用する通信 ID を指定します。有効な範囲は 1 か
ら 9991 から 16 です。デフォルト は 1 です。
「ボーレート 」: 選択した通信ポート を設定するときに使用するボーレート を指定します。
「データビット 」: データワード あたりのデータビット 数を指定します。オプションは 5、6、7、8 です。
「パリティ」: データのパリティのタイプを指定します。オプションには「奇数」、「偶数」、「なし」があります。
「スト ップビット 」: データワード あたりのスト ップビット 数を指定します。オプションは 1 または 2 です。
「フロー制御」: RTS および DTR 制御回線の利用方法を指定します。一部のシリアルデバイスと通信する際にはフロー
制御が必要です。以下のオプションがあります。
l
l
l

l
l

l

「なし」: このオプションでは、制御回線はト グル (アサート ) されません。
「DTR」: このオプションでは、通信ポート が開いてオンのままになっている場合に DTR 回線がアサート されます。
「RTS」: このオプションでは、バイト を転送可能な場合に RTS 回線がハイになります。バッファ内のすべてのバイ
ト が送信されると、RTS 回線はローになります。これは通常、RS232/RS485 コンバータハード ウェアで使用され
ます。
「RTS、DTR」: このオプションは DTR と RTS を組み合わせたものです。
「RTS 常時」: このオプションでは、通信ポート が開いてオンのままになっている場合に、RTS 回線がアサート され
ます。
「RTS 手動」: このオプションでは、「RTS 回線制御」で入力したタイミングプロパティに基づいて RTS 回線がア
サート されます。これは、ド ライバーが手動による RTS 回線制御をサポート している場合 (またはプロパティが共
有され、このサポート を提供するド ライバーに 1 つ以上のチャネルが属している場合) にのみ使用できます。
「RTS 手動」を選択した場合、次のオプションから成る「RTS 回線制御」プロパティが追加されます。
l
「事前オン」: このプロパティでは、データ転送のどれだけ前に RTS 回線を事前にオンにするかを指定し
ます。有効な範囲は 0 から 9999 ミリ秒です。デフォルト は 10 ミリ秒です。
l
「遅延オフ」: このプロパティでは、データ転送後に RTS 回線をハイのままにする時間を指定します。有
効な範囲は 0 から 9999 ミリ秒です。デフォルト は 10 ミリ秒です。
l
「ポーリング遅延」: このプロパティでは、通信のポーリングが遅延する時間を指定します。有効な範囲
は 0 から 9999 です。デフォルト は 10 ミリ秒です。

ヒント : 2 回線 RS 485 を使用している場合、通信回線上で "エコー" が発生することがあります。この通信はエコー除
去をサポート していないので、エコーを無効にするか、RS-485 コンバータを使用することをお勧めします。

実行動作
l

l

l

「通信エラーを報告」: 低レベル通信エラーに関するレポート を有効または無効にします。オンにした場合、低レベ
ルのエラーが発生するとイベント ログに書き込まれます。オフにした場合、通常の要求の失敗は書き込まれます
が、これと同じエラーは書き込まれません。デフォルト は「有効化」です。
「アイド ル接続を閉じる」: チャネル上のクライアント によっていずれのタグも参照されなくなった場合、接続を閉じま
す。デフォルト は「有効化」です。
「クローズするまでのアイド ル時間」: すべてのタグが除去されてから COM ポート を閉じるまでサーバーが待機する
時間を指定します。デフォルト は 15 秒です。

イーサネット 設定
注記: すべてのシリアルド ライバーがイーサネット カプセル化をサポート するわけではありません。このグループが表示され
ない場合、機能はサポート されていません。
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イーサネット カプセル化は、イーサネット ネット ワーク上のターミナルサーバーに接続しているシリアルデバイスとの通信を可
能にします。ターミナルサーバーは基本的には仮想のシリアルポート であり、イーサネット ネット ワーク上の TCP/IP メッセー
ジをシリアルデータに変換します。メッセージが変換されると、ユーザーはシリアル通信をサポート する標準デバイスをター
ミナルサーバーに接続可能になります。ターミナルサーバーのシリアルポート が接続先のシリアルデバイスの要件に合うよう
に適切に設定されている必要があります。詳細については、サーバーのヘルプで「イーサネット カプセル化の使用方法」を
参照してください。
l

「ネット ワークアダプタ」: このチャネルのイーサネット デバイスがバインド するネット ワークアダプタを指定します。バイ
ンド 先のネット ワークアダプタを選択するか、OS がデフォルト を選択可能にします。
一部のド ライバーでは追加のイーサネット カプセル化プロパティが表示されることがあります。詳細については、
「チャネルのプロパティ - イーサネット カプセル化」を参照してください。

モデム設定
l
l

l

l

l

l

l

「モデム」: 通信に使用するインスト ール済みモデムを指定します。
「接続タイムアウト 」: 接続が確立される際に待機する時間を指定します。この時間を超えると読み取りまたは書
き込みが失敗します。デフォルト は 60 秒です。
「モデムのプロパティ」: モデムハード ウェアを設定します。クリックした場合、ベンダー固有のモデムプロパティが開き
ます。
「自動ダイヤル」: 電話帳内のエント リに自動ダイヤルできます。デフォルト は「無効化」です。詳細については、
サーバーのヘルプで「モデム自動ダイヤル」を参照してください。
「通信エラーを報告」: 低レベル通信エラーに関するレポート を有効または無効にします。オンにした場合、低レベ
ルのエラーが発生するとイベント ログに書き込まれます。オフにした場合、通常の要求の失敗は書き込まれます
が、これと同じエラーは書き込まれません。デフォルト は「有効化」です。
「アイド ル接続を閉じる」: チャネル上のクライアント によっていずれのタグも参照されなくなった場合、モデム接続を
閉じます。デフォルト は「有効化」です。
「クローズするまでのアイド ル時間」: すべてのタグが除去されてからモデム接続を閉じるまでサーバーが待機する
時間を指定します。デフォルト は 15 秒です。

通信なしの動作
l

「読み取り処理」: 明示的なデバイス読み取りが要求された場合の処理を選択します。オプションには「無視」と
「失敗」があります。「無視」を選択した場合には何も行われません。「失敗」を選択した場合、失敗したことがク
ライアント に通知されます。デフォルト 設定は「無視」です。

チャネルのプロパティ - 書 き込 み最 適 化
OPC 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。
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。
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「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。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。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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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 50」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 50」: 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。
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。
l

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。
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?
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デバイスの設 定
1 チャネルにつきサポート されているデバイスの最大数は 255 です。
デバイスのプロパティは次のグループに分かれています。以下のリンクをクリックすると、そのグループ内の設定に関する詳
細情報が表示されます。

一般 - 一般
スキャンモード
イーサネット カプセル化
タイミング
自動格下げ
タグ生 成
設定
ブロックサイズ
変 数 のインポート 設 定
フレーミング
エラー処 理
冗長

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。ド ライバーが複数のコント ローラをサポート している場合、
ユーザーは各コント ローラのデバイス ID を入力する必要があります。

識別
「名前」: このプロパティでは、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。
「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。このプロパティは、チャネル作成時に選択されたド ライ
バーを示します。チャネルプロパティではこれは無効になっています。
「モデル」: このプロパティでは、この ID に関連付けられるデバイスのタイプを指定します。このド ロップダウンメニューの内容
は、使用されている通信ド ライバーのタイプによって異なります。ド ライバーによってサポート されていないモデルは無効にな
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ります。通信ド ライバーが複数のデバイスモデルをサポート している場合、デバイスにクライアント アプリケーションが 1 つも
接続していない場合にのみモデル選択を変更できます。
注記: 通信ド ライバーが複数のモデルをサポート している場合、ユーザーは物理デバイスに合わせてモデルを選択する
必要があります。このド ロップダウンメニューにデバイスが表示されない場合、ターゲット デバイスに最も近いモデルを選択
します。一部のド ライバーは "オープン" と呼ばれるモデル選択をサポート しており、ユーザーはターゲット デバイスの詳細を
知らなくても通信できます。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。
「ID」: このプロパティは、デバイスのステーション/ノード /アイデンティティ/アド レスを指定します。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。ID フォーマット には「10 進数」、「8 進数」、「16 進数」があります。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。

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」: 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 」: 購読済みクライアント 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

「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。
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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。

デバイスのプロパティ - イーサネット カプセル化
イーサネット カプセル化は、イーサネット ネット ワーク上のターミナルサーバーに接続しているシリアルデバイスとの通信用に
設計されています。ターミナルサーバーは基本的には仮想のシリアルポート です。ターミナルサーバーはイーサネット ネット
ワーク上の TCP/IP メッセージをシリアルデータに変換します。メッセージがシリアル形式に変換されると、ユーザーはシリア
ル通信をサポート する標準デバイスをターミナルサーバーに接続可能になります。
詳細については、サーバーのヘルプで「イーサネット カプセル化の使用方法」を参照してください。
イーサネット カプセル化はド ライバーに対して透過的なので、残りのプロパティを、これらがあたかもローカルシリアルポー
ト 上で直接デバイスに接続しているかのように設定します。

「IP アド レス」: このプロパティには、デバイスが接続しているターミナルサーバーの 4 つのフィールド から成る IP アド レスを
入力します。IP は YYY.YYY.YYY.YYY として指定します。YYY は IP アド レスを示します。各 YYY バイト が 0 から 255
の範囲でなければなりません。各シリアルデバイスは独自の IP アド レスを持つことができますが、単一のターミナルサー
バーからマルチド ロップされた複数のデバイスがある場合、複数のデバイスが同じ IP アド レスを持つことがあります。
「ポート 」: このプロパティでは、リモート ターミナルサーバーに接続する際に使用するイーサネット ポート を設定します。
「プロト コル」: このプロパティでは、TCP/IP 通信または UDP 通信を選択します。この選択は使用されているターミナル
サーバーの特性によります。デフォルト のプロト コル選択は TCP/IP です。使用可能なプロト コルの詳細については、ターミ
ナルサーバーのヘルプド キュメント を参照してください。
注記
1. 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。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。
2. IP アド レスの有効な範囲は 0.0.0.0 から 255.255.255.255 です (0.0.0.0 と 255.255.255.255 は含まれませ
ん)。

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 」: 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。
「再試行回数」: このプロパティでは、ド ライバーが通信要求を再試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再試行回数は、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。

「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。
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「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。
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。
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。
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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 - 設 定

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。
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「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 <アド レス>.<ビット > であり、ここで <ビット > 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 マスク」: 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 では無効に設定されています。
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
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。

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。
注記: この設定は Omni モデルには適用されません。このモデルでは必ず Modbus バイト オーダーが使用されます。
「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。
注記: この設定は Omni モデルには適用されません。このモデルでは必ず Modbus バイト オーダーが使用されます。
「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。
注記: この設定は Omni モデルには適用されません。このモデルでは必ず Modbus バイト オーダーが使用されます。
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「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

12

13

14

15

16

「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)
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デバイスのプロパティ - ブロックサイズ

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。ブロックサイズを大きくすると、1 回の要求でより多くのポイント がデバイスから読み取られます。ブ
ロックサイズを小さくすると、デバイス内の連続しない位置からデータを読み取ることができます。デフォルト の設定は 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。ブロックサイズを大きくすると、1 回の要求でより多くのポイント がデバイスから読み取られます。ブ
ロックサイズを小さくすると、デバイス内の連続しない位置からデータを読み取ることができます。デフォルト の設定は 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 125 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。ブロックサイズを大きくすると、1 回の要求でより多くのレジスタ値がデバイスから読み取
られます。ブロックサイズを小さくすると、デバイス内の連続しない位置からデータを読み取ることができます。デフォルト の
設定は 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 125 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。ブロックサイズを大きくすると、1 回の要求でより多くのレジスタ値がデバイスから読み取
られます。ブロックサイズを小さくすると、デバイス内の連続しない位置からデータを読み取ることができます。デフォルト の
設定は 32 です。
警告: 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。

ブロックサイズ
「文字列のブロック読み取り」: 通常は個別に読み取る文字列タグをグループで読み取ります。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。
デフォルト の設定は「無効」です。

デバイスのプロパティ - 変 数 のインポート 設 定
「変数のインポート 設定」の各パラメータでは、自動タグデータベース生成に使用する変数インポート ファイルの場所を指
定します。

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」: このパラメータは、自動タグデータベース生成に使用する変数インポート ファイルの正確な場
所にブラウズするときに使用します。
「説明を含める」: 有効な場合、インポート されたタグの説明が使用されます (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 - フレーミング
一部のターミナルサーバーでは Modbus フレームにデータが追加されます。このため、フレーミングパラメータを使用して、
応答メッセージ内の追加バイト を無視するようド ライバーを設定できます。

フレーミング
「先頭バイト 」: Modbus の応答の先頭に付加されるバイト 数を指定します。値の範囲は 0 から 8 です。
「後続バイト 」: Modbus の応答の末尾に付加されるバイト 数を指定します。値の範囲は 0 から 8 です。

デバイスのプロパティ - エラー処 理
エラー処理パラメータは、デバイスからのエラーへの対処方法を指定します。
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「不正なアド レスでタグを無効化」: 有効にした場合、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 ライバーはそのブロックのポーリングを停
止します。無効にした場合、ド ライバーはそのデータブロックを引き続きポーリングします。デフォルト 設定では有効になっ
ています。
「反復メッセージの却下」: 有効にした場合、ド ライバーは反復メッセージを無効な応答として解釈してその要求を再試
行します。デフォルト 設定では有効になっています。無効にした場合、ド ライバーは反復メッセージを受け付けます。
注記: 一部のメッセージリレー装置は Modbus の要求をド ライバーにエコーバックします。

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
Modbus Serial Driverでは自動タグデータベース生成が利用されるため、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。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 および ProWORX 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。

変数インポート ファイルの作成
このインポート ファイルは、多くの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テキスト .TXT フォーマット でなければなりません。
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。
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 するすべてのド ライバーに共通する基本設定に加え、追加の設
定を必要とします。特別な設定として変数インポート ファイルの名前や場所などを指定する必要があり、これらはデバイ
スウィザード の「変数のインポート 設定」ステップの実行中に指定します。または、後で指定する場合は「デバイスのプロパ
ティ」「変数のインポート 設定」の順に選択します。
詳細については、変数のインポート設定を参照してください。

サーバー構成
アプリケーション固有のニーズに合わせて自動タグデータベース生成をカスタマイズできます。プライマリ制御オプションは、
デバイスウィザード のデータベース作成ステップの実行中に指定します。または、後で指定する場合は「デバイスのプロパ
ティ」「タグ生成」の順に選択します。

操作
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、タグ生成プロセスの開始時刻、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。
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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。

String

Null 終端 ASCII 文字列
Modbus モデルでは、HiLo LoHi バイト オーダー、8 バイト および 16 バイト の Omni フローコンピュータ文
字列データがサポート されています。

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 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。

Modbus のアド レス指 定
Magnetek GPD 515 ド ライブのアド レス指 定
Elliott フローコンピュータのアド レス指 定
Daniels S500 フローコンピュータのアド レス指 定
ダイナミックフルード メーターのアド レス指 定
Omni フローコンピュータのアド レス指 定
統計
関連項目: ファンクションコード の説明

Modbus のアド レス指 定
動的に定義されるタグのデフォルト のデータ型を太字で示しています。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。

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 )
アド レス

範囲

データ型

ファンク
アクセス* ションコー
ド

出力コイル

000001-065536

Boolean

読み取り/
01, 05, 15
書き込み

入力コイル

100001-165536

Boolean

読み取り
専用

内部レジスタ

300001-365536
300001-365535
300001-365533

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

02

04

3xxxxx.0/1-3xxxxx.15/16***
Boolean
300001.2H-365536.240H
String の内部レジスタ、
HiLo バイト オーダー

String**
ピリオド の後ろのビット 番号は文字列長、範
囲は
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アド レス

範囲

データ型

ファンク
アクセス* ションコー
ド

String**

読み取り
専用

2 から 240 バイト 。
300001.2L-365536.240L
String の内部レジスタ、
LoHi バイト オーダー
ピリオド の後ろのビット 番号は文字列長、範
囲は
2 から 240 バイト 。

Word、Short、
03, 06, 16
BCD
Float、DWord、
読み取り/
Long、LBCD
書き込み
Double
03, 06,
Boolean
16, 22

400001-465536
400001-465535
400001-465533

保持レジスタ

04

4xxxxx.0/1-4xxxxx.15/16***
400001.2H-465536.240H
String の保持レジスタ、
ピリオド の後ろのビット 番号は 2 から 240 バイ
HiLo バイト オーダー
ト の範囲の文字列長を示します。

String**

読み取り/
03, 16
書き込み

400001.2L-465536.240L
String の保持レジスタ、
ピリオド の後ろのビット 番号は 2 から 240 バイ
LoHi バイト オーダー
ト の範囲の文字列長を示します。

String**

読み取り/
03, 16
書き込み

*"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ます。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。
**詳細については、文字列のサポートを参照してください。
***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。

Modbus のアド レス指定 (16 進フォーマット )
アド レス

範囲

データ型

ファンク
アクセ
ション
ス
コード

出力コイル

H000001-H0FFFF

Boolean

読み
01, 05,
取り/書
15
き込み

入力コイル

H100001-H1FFFF

Boolean

読み
取り専
用

02

内部レジスタ

H300001-H310000
H300001-H3FFFF
H300001-H3FFFD
H3xxxxx.0/1-H3xxxxx.F/10*

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

読み
取り専
用

04

String の内部レジ
スタ、HiLo バイト
オーダー

H300001.2H-H3FFFF.240H。
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。

String**

読み
取り専
用

04

String の内部レジ
スタ、LoHi バイト
オーダー

H300001.2L-H3FFFF.240L。
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。

String**

読み
取り専
用

04

保持レジスタ

H400001-H410000 H400001-H4FFFF Word、Short、BCD、Float、
H400001-H4FFFD H4xxxxx.0/1DWord、Long、LBCD、
H4xxxxx.F/10*
Double、Boolean

www. ptc.com

読み
03, 06,
取り/書 16
き込み 03, 06,

Modbus Serial Driver

26

アド レス

範囲

データ型

ファンク
アクセ
ション
ス
コード
16, 22

String の保持レジ
スタ、HiLo バイト
オーダー

H400001.2H-H4FFFF.240H。
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。

String**

読み
取り/書 03, 16
き込み

String の保持レジ
スタ、LoHi バイト
オーダー

H400001.2L-H4FFFF.240L。
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。

String**

読み
取り/書 03, 16
き込み

*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。
**詳細については、文字列のサポートを参照してください。

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。バイト オーダーはアド レスの末尾に "H" または "L" を付けることに
よって指定します。

文字列の例
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。
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。文字列タ
グを使用しているときに、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、これは文字列の長さがそのデバイスに適し
ていなかったことを意味します。可能な場合、文字列を短くします。

通常のアド レスの例
1. 255 番目の出力コイルのアド レスは、10 進アド レス指定を使用した場合には '0255' となり、16 進アド レス指定
を使用した場合には 'H0FF' となります。
2. 一部のド キュメント では Modbus のアド レスはファンクションコード と位置によって示されています。たとえば、ファン
クションコード 3、位置 2000 のアド レスは '42000' または 'H47D0' となります。先頭の '4' は保持レジスタ (ファン
クションコード 3) を表しています。
3. 一部のド キュメント では Modbus のアド レスはファンクションコード と位置によって示されています。たとえば、ファン
クションコード 5、位置 100 を設定するとアド レスは '0100' または 'H064' となります。先頭の '0' は出力コイル
(ファンクションコード 5) を表しています。このアド レスに 1 を書き込むとコイルが設定され、0 を書き込むとコイルが
リセット されます。

配列のサポート
内部レジスタと保持レジスタの位置では Boolean 型と String 型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。入力コイルと出力コイルでも配列がサポート されます (Boolean データ型)。配列のアド レス指定には 2 つの方法があ
ります。次の例では保持レジスタの位置が使用されています。
4xxxx [行数] [列数]
4xxxx [列数] - この方法では行数が 1 であるものと見なされます。
配列の場合、行数と列数を掛けた値が、デバイスのレジスタ/コイルタイプに割り当てられているブロックサイズを超えては
なりません。32 ビット データ型のレジスタ配列の場合、行数と列数を掛けた値を 2 倍にした値がブロックサイズを超えては
なりません。

パックタイプのコイルアド レス
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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。有効な唯一のデータ型が Word です。構文は以下のとおりで
す。
出力コイル: 0xxxxx#nn Word 読み取り/書き込み
入力コイル: 1xxxxx#nn Word 読み取り専用
ここで、xxxxx は 1 つ目のコイルのアド レス (10 進と 16 進の値を使用可能) であり、nn はアナログ値にパックされるコイル
の数 (1-16、10 進のみ) です。
開始アド レスがアナログ値の LSB (最下位ビット ) となるビット オーダーになります。

Magnetek GPD 515 ド ライブのアド レス指 定
この表には、Magnetek GPD 515 ド ライブから使用可能なデータの一般的な範囲が示されています。Modbus RTU ア
ド レス指定によって特定のド ライブパラメータにアクセスする方法については、Magnetek Modbus RTU Technical
Manual、部品番号 TM4025 を参照してください。いずれの場合も、必要なアド レスの先頭に文字 H (16 進数によるア
ド レス指定を示す) を指定する必要があります。該当する場合、動的に定義されるタグのデフォルト のデータ型を太字で
示しています。

Magnetek GPD 515 のアド レス指定 (16 進フォーマット )
アド レス

範囲

データ型

アクセス

ビット レベルアクセスのコマンド レジスタ

H40001-H4000F H4xxxx.0/1H4xxxx.F/10*

Word、Short
Boolean

読み取り/書
き込み

ビット レベルアクセスのモニターレジスタ

H40010-H4001A H4xxxx.0/1H4xxxx.F/10*

Word、Short
Boolean

読み取り専
用

ビット レベルアクセスのド ライブパラメータレジス H40020-H40097 H4xxxx.0/1タ (モニターのみ)
H4xxxx.F/10*

Word、Short
Boolean

読み取り専
用

ビット レベルアクセスのド ライブパラメータレジス H40100-H4050D H4xxxx.0/1タ
H4xxxx.F/10*

Word、Short
Boolean

読み取り/書
き込み

Word、Short

書き込み専
用

H4FFDD ACCEPT H4FFFD
ENTER

特殊レジスタ

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。

例
ド ライバーのオペレーションステータス (アド レス 02BH) にアクセスするには、アド レス H4002B を入力します。
注記: Magnetek デバイスを OPC サーバープロジェクト に追加する場合、「ゼロベースアド レス指定」が無効になってい
ることを確認する必要があります。このパラメータが正しく設定されていない場合、Modbus RTU ド ライバーでは
Magnetek のすべてのアド レスが 1 だけオフセット してしまいます。

配列のサポート
保持レジスタの位置では Boolean 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。配列のアド レス指定には 2
つの方法があります。次の例では保持レジスタの位置が使用されています。
4xxxx [行数] [列数]
4xxxx [列数] - この方法では行数が 1 であるものと見なされます。
行数と列数を掛けた値が、デバイスのレジスタタイプに割り当てられているブロックサイズを超えてはなりません。

Elliott フローコンピュータのアド レス指 定
該当する場合、動的に定義されるタグのデフォルト 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

出力コイル

000001-065536

Boolean

読み取り/書き込み

入力コイル

100001-165536

Boolean

読み取り専用

内部レジスタ

300001-365536

Word、Short、BCD

読み取り専用
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アド レス

保持レジスタ

範囲

データ型

アクセス

300001-365535

Float、DWord、Long、LBCD

3xxxxx.0/1-3xxxxx.15/16*

Boolean

400001-465536
400001-465535

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

4xxxxx.0/1-4xxxxx.15/16*

Boolean

読み取り/書き込み

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。
**アド レス範囲 405001 から 405315 と 407001 から 407315 は 32 ビット レジスタです。405001 から 405315 の範囲
のアド レスではデフォルト のデータ型として Long が使用されます。
407001 から 407315 の範囲のアド レスではデフォルト のデータ型として Float が使用されます。これらのアド レスレジスタ
は 32 ビット なので、Float、DWord、Long、LBCD データ型のみを使用できます。配列は使用できません。

配列のサポート
内部レジスタと保持レジスタの位置では Boolean 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。配列のアド
レス指定には 2 つの方法があります。次の例では保持レジスタの位置が使用されています。
4xxxx [行数] [列数]
4xxxx [列数] - この方法では "行数" が 1 であるものと見なされます。
行数と列数を掛けた値が、デバイスのレジスタタイプに割り当てられているブロックサイズを超えてはなりません。32 ビット
データ型の配列の場合、行数と列数を掛けた値を 2 倍にした値がブロックサイズを超えてはなりません。

Daniels S500 フローコンピュータのアド レス指 定
該当する場合、動的に定義されるタグのデフォルト のデータ型を太字で示しています。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

16 進 範
囲

10 進 範
囲

合計

000-0FF

4096-4351 Double

03

読み取り専用

計算/測定された変数

100-24F

4352-4687 Float

03, 16

読み取り/書き込み

計算定数

250-28F

4688-4751 Float

03, 16

読み取り/書き込み

キーパッド のデフォルト 値

290-2AF

4752-4783 Float

03, 16

読み取り/書き込み

アラームとスケール変換の定数

2B0-5FF

4784-5631 Float

03, 16

読み取り/書き込み

ステータス/制御

700-7FF

5888-6143 Boolean

01, 05

読み取り/書き込み

アラーム

800-FFF

6144-8191 Boolean

02

読み取り専用

データ型

ファンクションコード アクセス

ダイナミックフルード メーターのアド レス指 定
該当する場合、動的に定義されるタグのデフォルト のデータ型を太字で示しています。

ダイナミックフルード メーターのアド レス指定 (10 進フォーマット )
アド レス

保持レジスタ
(16 ビット )

範囲

データ型

400000-407000
400000-406999

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

408001-465535
408001-465534

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

4xxxxx.0/1-4xxxxx.15/16*
Boolean
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

保持レジスタ
(32 ビット )

407001-408000

Float

読み取り/書
き込み

400000.2H-407000.240H
String の保持レ
408001.2H-465535.240H
ジスタ
HiLo バイト オー
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
ダー
文字列長を示します。

String

読み取り/書
き込み

400000.2L-407000.240L
String の保持レ
408001.2L-465535.240L
ジスタ
LoHi バイト オー
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
ダー
文字列長を示します。

String

読み取り/書
き込み

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。

ダイナミックフルード メーターのアド レス指定 (16 進フォーマット )
アド レス

保持レジスタ
(16 ビット )

範囲

データ型

H400000-H401B58
H400000-H401B57

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

H401F41-H40FFFF
H401F41-H40FFFE

Word、Short、BCD
Float、DWord、
Long、LBCD

アクセス

読み取り/書
き込み

H4xxxxx.0/1-H4xxxxx.F/10*
Boolean
保持レジスタ
(32 ビット )

Float

読み取り/書
き込み

H400000.2H-H401B58.240H
String の保持レ
H401F41.2H-H40FFFF.240H
ジスタ
HiLo バイト オー
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
ダー
文字列長を示します。

String

読み取り/書
き込み

H400000.2L-H401B58.240L
String の保持レ
H401F41.2L-H0FFFF.240L
ジスタ
LoHi バイト オー
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
ダー
文字列長を示します。

String

読み取り/書
き込み

H401B59-H401F40

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。
注記: このド ライバーでは、ダイナミックフルード メーターモデルのすべてのアド レスが "4" で始まる必要があります。この 4
はダイナミックフルード メーターのド キュメント に必ずしも明記されていないことがあります。たとえば、ユーザーは "アド レス
3001 にあるユニット ID" などという記述を目にすることがあります。この値はサーバーで "403001" としてアド レス指定する
必要があります。

文字列のサポート
ダイナミックフルード メーター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。バイト オーダーはアド レスの末尾に "H" または "L"
を付けることによって指定します。

文字列の例
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。文字列タ
グを使用しているときに、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、これは文字列の長さがそのデバイスに適し
ていなかったことを意味します。可能な場合、文字列を短くしてみてください。

Omni フローコンピュータのアド レス指 定
動的に定義されるタグのデフォルト 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

デジタル I/O ポイント

1001-1024

Boolean

読み取り/書き込み

プログラミング可能 Boolean ポイント

1025-1088

Boolean

読み取り/書き込み

計測管ステータス/アラームポイント

1n01-001n59
1n76-1n99
n = 計測管の数

Boolean

読み取り/書き込み

マイクロモーションアラームステータスポイント

1n60-1n75
n = 計測管の数

Boolean

読み取り/書き込み

ユーザースクラッチパッド Boolean ポイント

1501-1599
1601 -1649

Boolean

読み取り/書き込み

ユーザースクラッチパッド ワンショット ポイント

1650-1699

Boolean

読み取り/書き込み

コマンド Boolean ポイント /変数

1700-1798

Boolean

読み取り/書き込み

メーターステーションアラーム/ステータスポイント

1801-1899

Boolean

読み取り/書き込み

プローバーアラーム/ステータスポイント

1901-1967

Boolean

読み取り/書き込み

メーター積算計ロールオーバーフラグ

2n01-2n37
n = 計測管の数

Boolean

読み取り/書き込み

その他のメーターステーションアラーム/ステータス

2601-2623

Boolean

読み取り/書き込み

ステーション積算計ロールオーバーフラグ

2801-2851

Boolean

読み取り/書き込み

ステーション積算計 10 進分解能

2852-2862
2865-2999

Boolean

読み取り/書き込み

16 ビット 整 数 データアド レス

範囲

データ型

アクセス

カスタムデータパケット #1

3001-3040

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

カスタムデータパケット #2

3041-3056

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

カスタムデータパケット #3

3057-3096

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

その他の 16 ビット 整数データ

3097-3099
3737-3799
3875-3899

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

計測管 16 ビット 整数データ

3n01-3n52
n = 計測管の数

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

スクラッチパッド 16 ビット 整数データ

3501-3599

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #1

3601-3608

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #2

3609-3616

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #3

3617-3624

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #4

3625-3632

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #5

3633-3640

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #6

3641-3648

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #7

3649-3656

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ #8

3657-3664

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

生データアーカイブレコード へのアクセス

3701-3736

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み
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16 ビット 整 数 データアド レス

範囲

データ型

アクセス

メーターステーション 16 ビット 整数データ

3800-3842

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

メーター #1 バッチシーケンス

3843-3848

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

メーター #2 バッチシーケンス

3849-3854

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

メーター #3 バッチシーケンス

3855-3860

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

メーター #4 バッチシーケンス

3861-3866

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

フローコンピュータ日時

3867-3874

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

プローバー 16 ビット 整数データ

3901-3999

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

8 文 字 ASCII 文 字 列 データ

範囲

データ型

アクセス

計測管 ASCII データ

4n01-4n39
n = 計測管の数

String

読み取り/書き込み

スクラッチパッド ASCII データ

4501-4599

String

読み取り/書き込み

ユーザーディスプレイ定義変数

4601 -4640

String

読み取り/書き込み

ステーション補助入力変数

4707-4710

String

読み取り/書き込み

メーターステーション ASCII データ

4801-4851

String

読み取り/書き込み

メーター #1 バッチ ID

4852-4863

String

読み取り/書き込み

メーター #2 バッチ ID

4864-4875

String

読み取り/書き込み

メーター #3 バッチ ID

4876-4887

String

読み取り/書き込み

メーター #4 バッチ ID

4888-4899

String

読み取り/書き込み

プローバー ASCII 文字列データ

4901-4942

String

読み取り/書き込み

32 ビット 整 数 データ

範囲

データ型

アクセス

計測管 32 ビット 整数データ

5n01-5n99
n = 計測管の
数

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

スクラッチパッド 32 ビット 整数データ

5501-5599

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

ステーション 32 ビット 整数データ

5801-5818

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

メーター #1 バッチサイズ

5819-5824

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

メーター #2 バッチサイズ

5825-5830

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

メーター #3 バッチサイズ

5831-5836

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

メーター #4 バッチサイズ

5837-5842

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

その他の 32 ビット 計測管データ

5843-5899

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

プローバー 32 ビット 整数データ

5901-5973

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

コンパクト プローバー TDVOL/TDFMP パルス 5974-5999

Long、DWord、LBCD、
Float

読み取り/書き込
み

32 ビット IEEE 浮 動 小 数 点 データ

範囲

データ型

アクセス

予約済みデータ

6001-7000

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

デジタルからアナログへの出力

7001-7024

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

ユーザー変数

7025-7088

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み
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32 ビット IEEE 浮 動 小 数 点 データ

範囲

データ型

アクセス

プログラミング可能アキュムレータ

7089-7099

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

計測管データ

7n01 - 7n99
Float、Long、DWord、LBCD
n = 計測管の数

読み取り/書き込み

スクラッチパッド データ

7501-7599

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

PID 制御データ

7601-7623

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の計測管データ

7624-7699

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の変数

7701-7799

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

メーターステーションデータ

7801-7899

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

プローバーデータ

7901-7918

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

プローバーの設定データ

7919-7958

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

最終較正データ

7959-7966

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正中に却下されたデータ

7967-7990

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正管データ

7991-8050

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正平均データ

8051-8079

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正管 - マスターメーターデータ

8080-8199

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正中のシリーズデータ

8200-8223

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

較正中のメーターのデータ

8224-8230

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

マス較正データ

8231-8500

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の計測管 #1

8501-8599

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の計測管 #2

8601-8699

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の計測管 #3

8701-8799

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

その他の計測管 #4

8801-8899

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

ステーションの以前のバッチの平均データ

8901-8999

Float、Long、DWord、LBCD

読み取り/書き込み

16 ビット 整 数 の設 定 データ

範囲

データ型

アクセス

計測管 #1

13001-13013

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

計測管 #2

13014-13026

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

計測管 #3

13027-13039

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

計測管 #4

13040-13052

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

プローバー構成

13053-13073

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

一般フロー構成

13074-13084

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

シリアルポート 構成

13085-13128

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

PID 構成

13129-13160

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

PLC データ

13161-13299

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

ピアツーピア設定

13300-13499

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

生データアーカイブ

13500-13999

Short、Word、BCD

読み取り/書き込み

16 文 字 ASCII 文 字 列 データ

範囲

データ型

アクセス

フローコンピュータ構成

14001-14499

String

読み取り/書き込み

32 ビット 整 数 データ

範囲

データ型

アクセス

フローコンピュータ構成

15001-16999

Long、DWord、LBCD、Float

読み取り/書き込み

32 ビット IEEE 浮 動 小 数 点 データ

範囲

データ型

フローコンピュータ構成

17001-18999 Float、Long、DWord、LBCD
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サポート される拡張 Omni タイプ
カスタムパケット
生 データアーカイブ
テキスト レポート
テキスト アーカイブ

Omni カスタムパケット
Omni フローコンピュータでは、さまざまな範囲のメモリを単一のデータ構造にマッピングして、非常に効率の高い読み取り
コマンド 1 つで読み取ることができます。これらのデータ構造をカスタムパケット と呼びます。

パケット の構成
各カスタムパケット にデータポイント のグループを 20 個まで含めることができます。各グループはその開始インデックスとデー
タポイント 数によって定義されます。カスタムパケット の合計サイズが 250 バイト を超えてはなりません。カスタムパケット の
定義に使用されるアド レスを以下に示します。
カスタムパケット 1 (アド レス 1)
3001 グループ 1 - 開始インデックス
3002 グループ 1 - ポイント 数
から
3039 グループ 20 - 開始インデックス
3040 グループ 20 - ポイント 数
カスタムパケット 2 (アド レス 201)
3041 グループ 1 - 開始インデックス
3042 グループ 1 - ポイント 数
から
3055 グループ 20 - 開始インデックス
3056 グループ 20 - ポイント 数
カスタムパケット 3 (アド レス 401)
3057 グループ 1 - 開始インデックス
3058 グループ 1 - ポイント 数
から
3095 グループ 20 - 開始インデックス
3096 グループ 20 - ポイント 数
注記: データはデバイスから 16 ビット レジスタとして返されます。デジタル I/O は 16 ビット のブロックでマッピングされる必
要があります。

カスタムパケット のアド レス構文
カスタムパケット 内の指定したオフセット にあるデータにアクセスするためにタグを作成できます。アド レス構文は次のとおり
です。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

CPn_o

n = パケット 番号 (1-3)
o = Word オフセット (0125)

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

読み取り専
用

CPn_
o.b

n = パケット 番号 (1-3)
o = Word オフセット (0125)
b = ビット 番号 (0/115/16)*

Boolean

読み取り専
用

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。
注記:
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1. 8 文字 ASCII 文字列データのみがサポート されます。

2. グループ構成に 16 文字 ASCII 文字列データアド レスが含まれている場合、データを 2 つの 8 文字 ASCII 文字
列データアイテムとして読み取ることができます。

例
カスタムパケット #1 のマッピングを次のように定義します。
l
l
l
l
l
l

16 ビット のデジタル I/O (1001-1016)。
計測管 1 バッチデータの 15 個の 32 ビット 整数 (5101 -5115)。
アナログ出力の 12 個の 32 ビット 単精度実数 (7001-7012)。
計測管の 4 つの 8 文字 ASCII 文字列 (4101-4104)。
メーターステーションの 6 つの 8 文字 ASCII 文字列 (4808-4813)。
フロー構成データの 2 つの 16 文字 ASCII 文字列 (14001-14002)。

注記: 合計で 222 バイト になります。カスタムパケット 構成レジスタは次の値を持ちます。
3001 = 1001
3002 = 16
3003 = 5101
3004 = 15
3005 = 7001
3006 = 12
3007 = 4101
3008 = 4
3009 = 4808
3010 = 6
3011 = 14001
3012 = 2
デジタル I/O データにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (16 個の値すべてが Word 0 に含まれています):
CP1_0.0 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 0 - マッピング先 1009)
CP1_0.1 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 1 - マッピング先 1010)
...
CP1_0.6 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 6 - マッピング先 1015)
CP1_0.7 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 7 - マッピング先 1016)
CP1_0.8 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 8 - マッピング先 1001)
CP1_0.9 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 9 - マッピング先 1002)
...
CP1_0.14 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 14 - マッピング先 1007)
CP1_0.15 (カスタムパケット 1 の Word 0、ビット 15 - マッピング先 1008)
計測管 1 バッチデータにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (32 ビット 値それぞれが 2 Word を使用します):
CP1_1 (カスタムパケット 1 の Word 1 - マッピング先 5101)
CP1_3 (カスタムパケット 1 の Word 3 - マッピング先 5102)
...
CP1_29 (カスタムパケット 1 の Word 29 - マッピング先 5115)
アナログ出力データにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (32 ビット 値それぞれが 2 Word を使用します):
CP1_31 (カスタムパケット 1 の Word 31 - マッピング先 7001)
CP1_33 (カスタムパケット 1 の Word 33 - マッピング先 7002)
...
CP1_53 (カスタムパケット 1 の Word 53 - マッピング先 7012)
計測管 8 文字 ASCII 文字列データにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (文字列値それぞれが 4 Word を使用
します):
CP1_55 (カスタムパケット 1 の Word 55 - マッピング先 4101)
...
CP1_67 (カスタムパケット 1 の Word 67 - マッピング先 4104)
メーターステーション 8 文字 ASCII 文字列データにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (文字列値それぞれが 4
Word を使用します):
CP1_71 (カスタムパケット 1 の Word 71 - マッピング先 4808)
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...
CP1_91 (カスタムパケット 1 の Word 91 - マッピング先 4813)
フロー構成 16 文字 ASCII 文字列データにアクセスするタグは次のアド レスを持ちます (文字列値それぞれが 4 Word を
使用します):
CP1_95 (カスタムパケット 1 の Word 95 - マッピング先 14001 文字 1-8)
CP1_99 (カスタムパケット 1 の Word 99 - マッピング先 14001 文字 9-16)
CP1_103 (カスタムパケット 1 の Word 103 - マッピング先 14002 文字 1-8)
CP1_107 (カスタムパケット 1 の Word 107 - マッピング先 14002 文字 9-16)

Omni 生 データアーカイブ
Omni フローコンピュータは、さまざまな範囲のメモリを単一のデータ構造にマッピングし、ト リガされた場合にその構造を
アーカイブに格納するよう設定できます。ユーザーは最大 10 個のアーカイブを設定できます。アラームデータと監査データ
用に固定フォーマット のアーカイブがさらに 2 つあります。各アーカイブは循環バッファであり、新しいレコード が作成される
たびに最も古いレコード と入れ替わります。

レコード の構成と取得
ユーザーは生データアーカイブ 1 から 10 のレコード 構造を設定できます。アーカイブ 11 と 12 は固定フォーマット であり、
それぞれアラームデータと監査データが格納されます。
生データアーカイブの詳細については、Omni Technical Bulletin 96073 を参照してください。
各レコード にデータポイント のグループを 16 個まで含めることができます。各グループはその開始インデックスとデータポイ
ント 数によって定義されます。アーカイブレコード の定義に使用されるアド レスを以下に示します。レコード の合計サイズが
250 バイト を超えてはなりません。このデバイスでは日時スタンプデータに最初の 6 バイト が使用され、244 バイト は生
データ用に残されます。各レコード には独自のブールト リガがあります。このト リガが低から高に変化するとデータが格納さ
れます。
グループの開始インデックス、グループ内のポイント 数、または生データアーカイブのト リガを変更する前に、アーカイブを停
止する必要があります。デバイスで「Allow Archive Configuration Flag」が設定されている必要があります。これを行う
とデバイス内のデータアーカイブ (すべての生データアーカイブやテキスト アーカイブを含む) が再初期化される可能性があ
るので注意してください。
13920 アーカイブ実行 - 0 = 停止、1 = 開始
13921 アーカイブの再設定 - 0 = 設定変更を許可しない、1 = 設定変更を許可
このド ライバーを使用して、生データアーカイブのレコード を一度に 1 つずつ読み取ることができます。レコード を読み取る
には、最初に必要なレコード インデックスを "要求されたレコード " レジスタに書き込みます。この値が設定されると、ユー
ザーは "RA" タグを使用してそのレコード を読み取れるようになります。指定したレコード インデックスがそのアーカイブで許
可されるレコード の最大数を超えないようにする必要があります。"更新された最後のレコード " の値がゼロの場合、最後
に初期化されてからそのアーカイブにはレコード が保存されていません。
生データアーカイブ 1 (アド レス 701)
13500 グループ 1 - 開始インデックス
13501 グループ 1 - ポイント 数
から
13530 グループ 16 - 開始インデックス
13531 グループ 16 - ポイント 数
13900 ブールト リガ
3701 最大レコード 数
3702 更新された最後のレコード
3703 要求されたレコード
生データアーカイブ 2 (アド レス 702)
13540 グループ 1 - 開始インデックス
13541 グループ 1 - ポイント 数
から
13570 グループ 16 - 開始インデックス
13571 グループ 16 - ポイント 数
13901 ブールト リガ
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3704 最大レコード 数
3705 更新された最後のレコード
3706 要求されたレコード
生データアーカイブ 3 (アド レス 703)
13580 グループ 1 - 開始インデックス
13581 グループ 1 - ポイント 数
から
13610 グループ 16 - 開始インデックス
13611 グループ 16 - ポイント 数
13902 ブールト リガ
3707 最大レコード 数
3708 更新された最後のレコード
3709 要求されたレコード
生データアーカイブ 4 (アド レス 704)
13620 グループ 1 - 開始インデックス
13621 グループ 1 - ポイント 数
から
13650 グループ 16 - 開始インデックス
13651 グループ 16 - ポイント 数
13903 ブールト リガ
3710 最大レコード 数
3711 更新された最後のレコード
3712 要求されたレコード
生データアーカイブ 5 (アド レス 705)
13660 グループ 1 - 開始インデックス
13661 グループ 1 - ポイント 数
から
13690 グループ 16 - 開始インデックス
13691 グループ 16 - ポイント 数
13904 ブールト リガ
3713 最大レコード 数
3714 更新された最後のレコード
3715 要求されたレコード
生データアーカイブ 6 (アド レス 706)
13700 グループ 1 - 開始インデックス
13701 グループ 1 - ポイント 数
から
13730 グループ 16 - 開始インデックス
13731 グループ 16 - ポイント 数
13905 ブールト リガ
3716 最大レコード 数
3717 更新された最後のレコード
3718 要求されたレコード
生データアーカイブ 7 (アド レス 707)
13740 グループ 1 - 開始インデックス
13741 グループ 1 - ポイント 数
から
13770 グループ 16 - 開始インデックス
13771 グループ 16 - ポイント 数
13906 ブールト リガ
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3719 最大レコード 数
3720 更新された最後のレコード
3721 要求されたレコード
生データアーカイブ 8 (アド レス 708)
13780 グループ 1 - 開始インデックス
13781 グループ 1 - ポイント 数
から
13810 グループ 16 - 開始インデックス
13811 グループ 16 - ポイント 数
13907 ブールト リガ
3722 最大レコード 数
3723 更新された最後のレコード
3724 要求されたレコード
生データアーカイブ 9 (アド レス 709)
13820 グループ 1 - 開始インデックス
13821 グループ 1 - ポイント 数
から
13850 グループ 16 - 開始インデックス
13851 グループ 16 - ポイント 数
13908 ブールト リガ
3725 最大レコード 数
3726 更新された最後のレコード
3727 要求されたレコード
生データアーカイブ 10 (アド レス 710)
13860 グループ 1 - 開始インデックス
13861 グループ 1 - ポイント 数
から
13890 グループ 16 - 開始インデックス
13891 グループ 16 - ポイント 数
13909 ブールト リガ
3728 最大レコード 数
3729 更新された最後のレコード
3730 要求されたレコード
生データアーカイブ 11 (アド レス 711)
設定不可
3731 最大レコード 数
3732 更新された最後のレコード
3733 要求されたレコード
生データアーカイブ 12 (アド レス 712)
設定不可
3734 最大レコード 数
3735 更新された最後のレコード
3736 要求されたレコード
注記: データはデバイスから 16 ビット レジスタとして返されます。デジタル I/O は 16 ビット のブロックでマッピングされる必要
があります。

生データアーカイブのアド レス構文
生データアーカイブレコード 内の指定したオフセット にあるデータにアクセスするためにタグを作成できます。アド レス構文は
次のとおりです。デフォルト のデータ型を太字で示しています。
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アド レ
ス

範囲

データ型

アクセス

RAn_o

n = アーカイブ番号 (1-12)
o = Word オフセット (0125)

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

読み取り専
用

RAn_
o.b

n = アーカイブ番号 (1-12)
o = Word オフセット (0125)
b = ビット 番号 (0/115/16)*

Boolean

読み取り専
用

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。
注記:
1. 8 文字 ASCII 文字列データのみがサポート されます。
2. グループ構成に 16 文字 ASCII 文字列データアド レスが含まれている場合、データを 2 つの 8 文字 ASCII 文字
列データアイテムとして読み取ることができます。

タイムスタンプのフォーマット
各レコード の最初の 6 バイト には、そのレコード がアーカイブに配置された日時が含まれています。

バイト

説明

1

月 (1-12)*
日 (1-31)

2

日 (1-31)*
月 (1-12)

3

年 (0-99)

4

時 (0-23)

5

分 (0-59)

6

秒 (0-59)

*日付フォーマット はレジスタ 3842 (0=dd/mm/yy、1= mm/dd/yy) によって設定します。

アラーム/イベント ログレコード の構造 (アド レス 711)
フィールド

データ型

説明

1

3 バイト の日付

dd/mm/yy または mm/dd/yy。

2

3 バイト の時刻

hh/mm/ss。

3

16 ビット 整数

アラームまたはイベント の Modbus インデックス番号。

4

1 バイト

アラームのタイプ。

5

1 バイト

0 = OK、1 = アラーム。

6

IEEE 単精度実数

アラームまたはイベント 発生時のト ランスデューサ変数の値。

7

32 ビット 整数

アラームまたはイベント 発生時の容積積算計。

8

32 ビット 整数

アラームまたはイベント 発生時の質量積算計。

アラームのタイプ
タ
イ
プ

説明

0

フィールド 番号 3 によって示されるビット でエッジ変化があったことをイベント ログに記録し、ビープ音で警告し、
LCD に表示します。

1

フィールド 番号 3 によって示されるビット で立ち上がりエッジ変化があったことをイベント ログに記録し、ビープ音で
警告し、LCD に表示します。
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2

フィールド 番号 3 によって示されるビット でエッジ変化があったことをイベント ログに記録します。ビープ音と LCD
表示はありません。

3

フィールド 番号 3 によって示されるビット で立ち上がりエッジ変化があったことをイベント ログに記録します。ビープ
音と LCD 表示はありません。

監査イベント ログレコード の構造 (アド レス 712)
フィールド

データ型

説明

1

3 バイト の日付

dd/mm/yy または mm/dd/yy。

2

3 バイト の時刻

hh/mm/ss。

3

16 ビット 整数

イベント 番号、イベント ごとに増分、65535 で最初に戻る。

4

16 ビット 整数

変更された変数の Modbus インデックス。

5

IEEE 単精度実数

数値変数値の変更前の古い値。

6

IEEE 単精度実数

数値変数値の変更後の新しい値。

7

16 文字 ASCII

文字列変数値の変更前の古い値。

8

16 文字 ASCII

文字列変数値の変更後の新しい値。

9

32 ビット 整数

変更時の容積積算計。

10

32 ビット 整数

変更時の質量積算計。

注記: 変更された変数のタイプが文字列である場合、フィールド 5 と 6 は 0.0 に設定されます。変更された変数のタイ
プが文字列でない場合、フィールド 7 と 8 には Null 文字が含まれます。フィールド 7 と 8 に 8 文字の文字列が含まれて
いる場合、残りの 8 文字は Null でパディングされます。

Omni テキスト レポート
Omni フローコンピュータはさまざまなタイプのテキスト レポート を生成できます。このド ライバーによってこれらの各レポート
を読み取って、OPC クライアント に文字列値として送信できます。

テキスト レポート のタイプ
Omni フローコンピュータからは数多くのタイプのレポート を読み込むことができます。これらは "TR" タグを使用して読み取
ることができます。レポート のタイプは次のとおりです。
カスタムレポート テンプレート
9001 レポート テンプレート - スナップショット /一定間隔
9002 レポート テンプレート - バッチ
9003 レポート テンプレート - 日次
9003 レポート テンプレート - 較正
以前のバッチレポート
9101 バッチレポート - 最後
9102 バッチレポート - 最後から 2 番目
...
9108 バッチレポート - 最後から 8 番目
以前の較正レポート
9201 較正レポート - 最後
9202 較正レポート - 最後から 2 番目
...
9208 較正レポート - 最後から 8 番目
以前の日次レポート
9301 以前の日次レポート - 最後
9302 以前の日次レポート - 最後から 2 番目
...
9308 以前の日次レポート - 最後から 8 番目
最終スナップショット レポート
9401 最終スナップショット /一定間隔レポート
その他のレポート 用バッファ
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9402 その他のレポート 用バッファ

テキスト レポート のアド レス構文
アド レス

範囲

データ型

アクセス

TRn
TRn T (ト リガによる読み取り)

n = レポート のアド レス (9001-9402)

String

読み取り/書き込み

例
スナップショット レポート テンプレート (アド レス 9001) との間で読み書きを行うため、アド レスが "TR9001" であるタグを作
成します。
注記: テキスト レポート の読み取りには数秒かかるので、"TR" タグを OPC クライアント で非アクティブなままにする必要
があります。あるいは、ト リガによる読み取りを代わりに使用できます。ド ライバーがテキスト レポート を読み書きしている間
はチャネル上でその他のタグを読み書きできません。

ト リガによるテキスト レポート の読み取り
前述のように、必ずしも可能なわけではありませんが、テキスト レポート タグは非アクティブなままにすることをお勧めしま
す。テキスト レポート タグをアクティブなままにするための代替手段として、「ト リガによる読み取り」機能が追加されました。
この機能は、補助ト リガタグで実際のデバイス読み取りを行うタイミングを制御します。
ト リガによる読み取りは、テキスト レポート タグの更新サイクルでいつト リガが設定されるかによるため、ただちに開始しない
ことがあります。読み取りが完了すると、ド ライバーはト リガの状態をクリアします。テキスト レポート タグに、最後にト リガさ
れた読み取りの結果である値とデータの品質が示されます。

テキスト レポート の読み取りト リガのアド レス構文
アド レス

範囲

データ型

アクセス

TRIG_TRn

n = レポート のアド レス (9001-9402)

Boolean

読み取り/書き込み

例
ト リガによって最終バッチレポート (アド レス 9101) を読み取るため、2 つのタグを作成します。1 つ目はアド レスが
"TR9101 T" であるテキスト レポート タグ、2 つ目はアド レスが "TRIG_TR9101" であるテキスト レポート 読み取りト リガタグ
です。
注記: テキスト レポート タグのアド レスは、通常のテキスト レポート のアド レスに、スペースと、"ト リガによる読み取り" を表
す "T" という文字を付けたものになります。ト リガによる読み取りが機能するためには、アド レスにこの "T" が含まれている
必要があります。
読み取りをト リガするには、ト リガタグの値を true (ゼロ以外の値) に設定します。読み取りが完了すると、ド ライバーはト リ
ガの値を false (0) に設定します。読み取りに成功した場合、テキスト レポート タグのデータ品質は良好になります。読み
取りに失敗した場合、テキスト レポート タグのデータ品質は不良になり、その値は最後に正常に読み取られた値になりま
す。

ディスクへのテキスト レポート データの保存
ド ライバーはテキスト レポート データをディスクに保存できます。この機能はテキスト レポート パスタグを使用して有効にしま
す。これらのタグを使用してファイルパス文字列をド ライバーのメモリに書き込みます。各タイプのレポート には独自のパス
バッファがあります。テキスト レポート の読み取りに成功した後、ド ライバーは関連するパスバッファをチェックします。そこに
有効なパスが格納されている場合、ド ライバーはそのファイルにレポート データを ASCII テキスト として保存します。必要に
応じてファイルが作成されます。以降のテキスト レポート 読み取りではこのファイルが上書きされます。
パスバッファはサーバーの起動時に空の文字列に初期化されます。関連するパスバッファに有効なパスが保存されるま
で、ド ライバーはテキスト レポート データをファイルに書き込みません。パスデータは永続的なものではありません。サーバー
が再起動するたびにパス文字列を再書き込みする必要があります。パスの値はいつでも変更できるので、必要な場合に
は、読み取りのたびにデータを別のファイルに保存できます。
パス文字列の長さは最大 255 文字です。

テキスト レポート パスのアド レス構文
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アド レス

範囲

データ型

アクセス

PATH_TRn

n = レポート のアド レス (9001-9402)

String

読み取り/書き込み

例
最終バッチレポート (アド レス 9101) を読み取って結果をディスクに保存するため、2 つのタグを作成します。1 つ目はアド
レスが "TR9101" であるテキスト レポート タグ、2 つ目はアド レスが "PATH_TR9101" であるパスタグです。
(フォルダ "C:\OmniData\BatchReports" に作成される) "LastBatch.txt" という名前のファイルにレポート データを保存する
ため、最初に "C:\OmniData\BatchReports\LastBatch.txt" をこのパスタグに書き込むようクライアント を設定します。これ
が完了した後、テキスト レポート タグを読み取ります。テキスト レポート の 1 回目の読み取りの前にパスが設定されていな
い場合、ド ライバーはデータをディスクに保存できません。
注記: この機能を無効にするには、パスタグに空の文字列を書き込みます。

Omni テキスト アーカイブ
Omni フローコンピュータはアーカイブにレポート も格納できます。このド ライバーはアーカイブから一定範囲のレポート を読
み取って、これを OPC クライアント に文字列値として送信できます。

テキスト アーカイブの読み取り
テキスト アーカイブを読み取る前に、デバイスでアーカイブ開始日と読み込み日数の 2 つの設定を行う必要があります。
これらの 32 ビット 整数値はそれぞれアド レス 15128 と 15127 にあります。日付フォーマット はアド レス 3842 にある値 (0
= dd/mm/yy、1 = mm/dd/yy) を使用して指定できます。日数を設定するとただちに、デバイスはデータの準備を開始しま
す。データが読み取り可能になると、日数の値が負になります。テキスト アーカイブは日数を設定した後でいつでも読み取
ることができます。ド ライバーはこの値が負になるのを待ちます。

テキスト アーカイブのアド レス構文
アド レス

範囲

データ型

アクセス

TA
TA T (ト リガによる読み取り)

なし

String

読み取り専用

注記: テキスト アーカイブの読み取りには数分かかるので、"TA" タグを OPC クライアント で非アクティブなままにする必
要があります。あるいは、ト リガによる読み取りを代わりに使用できます。サーバーで同期読み取りの最大タイムアウト を
一般的なテキスト アーカイブ要求を読み取るのに十分な値まで増やすことはできないので、このタグは必ず非同期読み
取りを使用して読み取る必要があります。テキスト アーカイブの読み取り中はチャネル上でその他のタグを読み書きできま
せん。
テキスト アーカイブの読み取りが途中で失敗した場合、ユーザーは日数レジスタ (15127) に 999 を書き込むことでデバイ
スの読み取りバッファをリセット してから、通常のテキスト アーカイブ読み取りプロシージャを繰り返す必要があります。これ
を行わない場合、ド ライバーはアーカイブの要求された範囲の最初の部分を取得できません。

ト リガによるテキスト アーカイブの読み取り
必ずしも可能なわけではありませんが、テキスト アーカイブタグは非アクティブなままにすることをお勧めします。テキスト アー
カイブタグをアクティブなままにするための代替手段として、「ト リガによる読み取り」機能が追加されました。この機能は、
補助ト リガタグで実際のデバイス読み取りを行うタイミングを制御します。ト リガ値はド ライバーのメモリに格納され、以下
で説明するアド レス構文のタグを使用して読み取りと設定を行うことができます。
ト リガによる読み取りは、テキスト アーカイブタグの更新サイクルでいつト リガが設定されるかによるため、ただちに開始しな
いことがあります。読み取りが完了すると、ド ライバーはト リガの状態をクリアします。テキスト アーカイブタグに、最後にト リ
ガされた読み取りの結果である値とデータの品質が示されます。

テキスト アーカイブの読み取りト リガのアド レス構文
アド レス

範囲

データ型

アクセス

TRIG_TA

なし

Boolean

読み取り/書き込み

例

www. ptc.com

Modbus Serial Driver

42

ト リガによってテキスト アーカイブを読み取るため、2 つのタグを作成します。1 つ目はアド レスが "TA T" であるテキスト アー
カイブタグ、2 つ目はアド レスが "TRIG_TA" であるテキスト アーカイブ読み取りト リガタグです。ユーザーは開始日タグと日
数タグを作成する必要があります。
注記: テキスト アーカイブタグのアド レスは、通常のテキスト アーカイブのアド レスに、スペースと、"ト リガによる読み取り"
を表す "T" という文字を付けたものになります。ト リガによる読み取りが機能するためには、アド レスにこの "T" が含まれて
いる必要があります。
読み取りをト リガするには、ト リガタグの値を true (ゼロ以外の値) に設定します。読み取りが完了すると、ド ライバーはト リ
ガの値を false (0) に設定します。読み取りに成功した場合、テキスト アーカイブタグのデータ品質は良好になります。読
み取りに失敗した場合、テキスト アーカイブタグのデータ品質は不良になり、その値は最後に正常に読み取られた値にな
ります。

ディスクへのテキスト アーカイブデータの保存
ド ライバーはテキスト アーカイブデータをディスクに保存できます。この機能はテキスト アーカイブパスタグを使用して有効に
します。このタグを使用してファイルパス文字列をド ライバーのメモリに書き込みます。テキスト アーカイブの読み取りに成
功した後、ド ライバーは関連するパスバッファをチェックします。そこに有効なパスが格納されている場合、ド ライバーはその
ファイルにテキスト アーカイブデータを ASCII テキスト として保存します。必要に応じてファイルが作成されます。以降のテ
キスト アーカイブ読み取りではこのファイルが上書きされます。
パスバッファはサーバーの起動時に空の文字列に初期化されます。関連するパスバッファに有効なパスが保存されるま
で、ド ライバーはテキスト アーカイブデータをファイルに書き込みません。パスデータは永続的なものではありません。ユー
ザーはサーバーが再起動するたびにパス文字列を再書き込みする必要があります。パスの値はいつでも変更できるの
で、(必要な場合には) 読み取りのたびにデータを別のファイルに保存できます。
パス文字列の長さは最大 255 文字です。

テキスト アーカイブパスのアド レス構文
アド レス

範囲

データ型

アクセス

PATH_TA

なし

String

読み取り/書き込み

例
テキスト アーカイブを読み取って結果をディスクに保存するため、2 つのタグを作成します。1 つ目はアド レスが "TA" である
テキスト アーカイブタグ、2 つ目はアド レスが "PATH_TA" であるパスタグです。ユーザーは上記の説明に従って開始日タグ
と日数タグを作成する必要があります。
(フォルダ "C:\OmniData\ArchiveData" に作成される) "TextArchive.txt" という名前のファイルにテキスト アーカイブデータ
を保存するため、最初に "C:\OmniData\ArchiveData\TextArchive.txt" をこのパスタグに書き込むようクライアント を設定
します。これが完了した後、テキスト アーカイブタグを読み取ります。テキスト アーカイブの 1 回目の読み取りの前にパスが
設定されていない場合、ド ライバーはデータをディスクに保存できません。
注記: この機能を無効にするには、パスタグに空の文字列を書き込みます。

ファンクションコード の説 明
Modbus アド レス指定モデル
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
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Daniels S500 フローコンピュータアド レス指定モデル
10 進

16 進

説明

01

0x01

コイルのステータスを読み取り

02

0x02

入力コイルを読み取り

03

0x03

保持レジスタを読み取り

05

0x05

単一コイルを適用

16

0x10

複数レジスタをプリセット
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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。

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

考えられる原因:
1. 指定されたデバイスに存在しない位置を参照しようとしました。
2. プロト コルによって許可されている数よりも多くのレジスタを読み込もうとしました。

解決策:
1. デバイスの指定された範囲のアド レスに割り当てられたタグを確認し、無効な位置を参照するタグを削除してくだ
さい。
2. レジスタのブロックサイズの値を 125 に減らします。

関連項目:
1. エラー処理
2. ブロックサイズ

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:
1. 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。
2. デバイスの指定された範囲のアド レスに割り当てられたタグを確認し、無効な位置を参照するタグを削除してくだ
さい。
3. 配列サイズの値を 125 に減らします。

関連項目:
1. エラー処理
2. ブロックサイズ

ブロックアド レスが例 外 コード を返 しました。| アド レス範 囲 = <開 始 > ～ <end>、例 外
コード = <コード >。
エラータイプ:
警告
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考えられる原因:
例外コード の説明については、「Modbus 例外コード 」を参照してください。

解決策:
「Modbus 例外コード 」を参照してください。

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

考えられる原因:
例外コード の説明については、「Modbus 例外コード 」を参照してください。

解決策:
「Modbus 例外コード 」を参照してください。

アド レスから読 み取 れません。デバイスは例 外 コード を返 しました。| アド レス = '<アド レス
>'、例 外 コード = <コード >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
例外コード の説明については、「Modbus 例外コード 」を参照してください。

解決策:
「Modbus 例外コード 」を参照してください。

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。

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 = <名 前 >。
エラータイプ:
警告
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考えられる原因:
変数インポート ファイルの指定されたフィールド が無効であるか予想より長いため、解析できませんでした。

解決策:
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ているデータ型はこのド ライバーによってサポート されていません。

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

メモリ割 り当 ての問 題 により、Omni テキスト バッファを読 み取 れませんでした。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
ド ライバーは Omni テキスト レコード またはテキスト アーカイブの読み取り操作に必要なメモリを割り当てることができませ
ん。

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。
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指 定 された日 付 範 囲 では使 用 可 能 な Omni テキスト アーカイブデータがありません。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
開始日レジスタ (15128) と日数レジスタ (15127) によって指定されている日付範囲のテキスト アーカイブにはデータがあり
ません。

解決策:
これは必ずしもエラーではありません。指定された範囲で使用可能なデータがないことを確認してください。

Omni テキスト レポート への書 き込 みが切 り詰 められました。| レポート 番 号 = <数 値 >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
テキスト レポート に 8192 バイト を超えて書き込もうとしました。これはプロト コルによって課されている制限です。

解決策:
8192 バイト の制限を越える文字列を書き込まないでください。文字列がこれより長い場合、最初の 8192 文字だけが
デバイスに書き込まれます。

パケット 数 の制 限 により、Omni テキスト レポート を読 み取 れませんでした。| レポート 番 号
= <数 値 >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
テキスト レポート は 8192 バイト 以下でなければなりません。これはプロト コルによって課せられている制限です。ド ライバー
は予想されるファイル終端文字が出現する前に 8192 バイト を読み取りました。

解決策:
デバイスによって使用されるレポート テンプレート では 8192 バイト 以下のレポート が生成されることを確認してください。

書 き込 みに失 敗 しました。パスの最 大 長 を超 えています。| タグアド レス = '<アド レス>'、
最 大 長 = <数 値 >。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
パスの長さは示されている文字数に制限されています。

解決策:
短いパスを使用してください。

Omni テキスト データをファイルに書 き込 んでいるときにエラーが発 生 しました。| タグアド レス
= '<アド レス>'、理 由 = '<理 由 >'。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
示された理由により、ド ライバーは Omni テキスト データをディスクに書き込めませんでした。
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解決策:
示された理由に適した対処法については、オペレーティングシステムのド キュメント を参照してください。

Omni テキスト 出 力 ファイルを開 くことができませんでした。| タグアド レス = '<アド レス>'、理
由 = '<理 由 >'。
エラータイプ:
警告

考えられる原因:
Omni テキスト パスタグで指定されているファイルを作成するか開くことができませんでした。

解決策:
示された理由に適した対処法については、オペレーティングシステムのド キュメント を参照してください。パスが無効である
ことが最も考えられる原因です。

関連項目:
1. Omni テキスト レポート
2. Omni テキスト アーカイブ

アド レスに書 き込 めません。予 期 しない文 字 が応 答 に含 まれています。| タグアド レス = '<
アド レス>'。
エラータイプ:
警告

アド レスから読 み取 れません。予 期 しない文 字 が応 答 に含 まれています。| タグアド レス =
'<アド レス>'。
エラータイプ:
警告

ブロックのアド レスを読 み取 れません。予 期 しない文 字 が応 答 に含 まれています。| アド レ
ス範 囲 = <開 始 > ～ <end>。
エラータイプ:
警告

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

エラーマスクの定 義
B = ハード ウェアの故障を検出
F = フレーミングエラー
E = I/O エラー
O = 文字バッファオーバーラン
R = RX バッファオーバーラン
P = 受信バイト パリティエラー
T = TX バッファフル
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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

ILLEGAL
01/0x01 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。

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
ILLEGAL DATA
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
02/0x02 ADDRESS (不正な
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
データアド レス)
ます。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。

ILLEGAL DATA
03/0x03 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。

SLAVE DEVICE
04/0x04 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。

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
06/0x06 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)
NEGATIVE
07/0x07 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。

MEMORY PARITY
08/0x08 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。

GATEWAY PATH
UNAVAILABLE
10/0x0A
(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。

GATEWAY
TARGET DEVICE
FAILED TO
11/0x0B 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。

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。
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索引
B
BCD 23
Boolean 23

C
COM ID 7

D
Daniels S500 フローコンピュータのアド レス指定 28
Double 23
DWord 23

E
Elliott フローコンピュータのアド レス指定 27

F
Float 23

I
I/O エラー 48
ID 12
IEEE-754 浮動小数点 9
IP アド レス 13

L
LBCD 23
Long 23
Long を 10 進数として扱う 18

www. ptc.com

Modbus Serial Driver

51

M
Magnetek GPD 515 ド ライブのアド レス指定 27
Modbus のアド レス指定 24
Modbus バイト オーダー 17
Modbus 関数 05 17
Modbus 関数 06 17
Modbus 例外コード 49
Modicon ビット オーダー 18

O
Omni カスタムパケット 33
Omni テキスト アーカイブ 41
Omni テキスト データをファイルに書き込んでいるときにエラーが発生しました。| タグアド レス = '<アド レス>'、理由 = '<
理由>'。 47
Omni テキスト レポート 39
Omni テキスト レポート への書き込みが切り詰められました。| レポート 番号 = <数値>。 47
Omni テキスト 出力ファイルを開くことができませんでした。| タグアド レス = '<アド レス>'、理由 = '<理由>'。 48
Omni フローコンピュータのアド レス指定 30
Omni 生データアーカイブ 35

R
RX バッファオーバーラン 48

S
Short 23
String 23

T
TX バッファフル 48

W
Word 23
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あ
アイド ル接続を閉じる 7-8
アド レスから読み取れません。デバイスは例外コード を返しました。| アド レス = '<アド レス>'、例外コード = <コード >。
45
アド レスから読み取れません。予期しない文字が応答に含まれています。| タグアド レス = '<アド レス>'。 48
アド レスに書き込めません。デバイスは例外コード を返しました。| アド レス = '<アド レス>'、例外コード = <コード >。
45
アド レスに書き込めません。予期しない文字が応答に含まれています。| タグアド レス = '<アド レス>'。 48

い
イベント ログメッセージ 44
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>'。 46
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 = <名前>。 45
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>。 46

え
エラーマスクの定義 48
エラー時に格下げ 14
エラー処理 20

お
オーバーラン 48

き
キャッシュからの初回更新 13

く
クライアント 固有のスキャン速度を適用 12
クローズするまでのアイド ル時間 7-8
グローバル設定 10

さ
サブグループを許可 16
サポート されるデバイス 5
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し
シミュレーション 12
シリアルポート の設定 7
シリアル通信 6

す
スキャンしない、要求ポールのみ 13
スキャンモード 12
スト ップビット 5, 7
すべてのタグのすべての値を書き込み 8
すべてのタグの最新の値のみを書き込み 9
すべてのデータを指定したスキャン速度で要求 13

せ
ゼロベースアド レス指定 16
ゼロベースのビット アド レス指定 17

た
ダイナミックフルード メーターのアド レス指定 28
タグに指定のスキャン速度を適用 13
タグのインポート 中にファイル例外が発生しました。 45
タグ生成 15

ち
チャネルのプロパティ - 一般 5
チャネルのプロパティ - 書き込み最適化 8
チャネルのプロパティ - 詳細 9
チャネル割り当て 11
チャネル設定 5

て
データエンコーディング 17
データコレクション 12
データビット 5, 7
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>'。 46
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データ型の説明 23
デバイスのプロパティ - イーサネット カプセル化 13
デバイスのプロパティ - タグ生成 15
デバイスのプロパティ - 一般 11
デバイスのプロパティ - 自動格下げ 14
デバイスの設定 11
デバイス起動時 15
デューティサイクル 9

と
ド ライバー 6, 11
ト ランザクション 10

ね
ネット ワークアダプタ 8
ネット ワークモード 10

は
ハード ウェアの破損 48
パケット 数の制限により、Omni テキスト レポート を読み取れませんでした。| レポート 番号 = <数値>。 47
パリティ 5, 7, 48

ふ
ファイルからタグデータベースをインポート しています。| ファイル名 = '<名前>'。 48
ファンクションコード の説明 42
フレーミング 20, 48
フロー制御 7
ブロックアド レスが例外コード を返しました。| アド レス範囲 = <開始> ～ <end>、例外コード = <コード >。 44
ブロックサイズ 19
ブロックのアド レスを読み取れません。予期しない文字が応答に含まれています。| アド レス範囲 = <開始> ～
<end>。 48
ブロック範囲に不良アド レスがあります。| アド レス範囲 = <開始> ～ <end>。 44
プロト コル 13
プロパティ変更時 15

ほ
ポート 13
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ボーレート 5, 7

め
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。 45
メモリ割り当ての問題により、Omni テキスト バッファを読み取れませんでした。 46

も
モデム 8
モデル 11

れ
レジスタ、コイル、アド レスの説明 24

于
仮想ネット ワーク 10

椢
概要 4

柜
格下げまでのタイムアウト 回数 14
格下げ期間 15
格下げ時に要求を破棄 15

弬
後続 20

儭
再試行回数 14
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暠
最初の DWord を下位とする 17
最初の Word を下位とする 17
最適化方法 8

仼
作成 16

凪
削除 16

抧
指定された日付範囲では使用可能な Omni テキスト アーカイブデータがありません。 47
指定したスキャン速度以下でデータを要求 12

膊
自動ダイヤル 8
自動タグデータベース生成 22

嬿
実行動作 7

酭
重複タグ 15

冚
出力コイル 19

暘
書き込みに失敗しました。パスの最大長を超えています。| タグアド レス = '<アド レス>'、最大長 = <数値>。 47
書き込み最適化 8
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䶪
上書き 16

儷
冗長 21

襊
親グループ 16

觚
診断 6

璿
生成 15

捅
接続タイプ 6
接続のタイムアウト 14

觍
設定 5, 16

詌
説明 11
説明を含める 20

僨
先頭 20
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辺
通信エラーを報告 7-8
通信シリアル化 10
通信タイムアウト 13-14
通信プロト コル 5

詍
読み取り処理 8

儥
内部レジスタ 19

儅
入力コイル 19

卭
反復メッセージの却下 21

雾
非 Boolean タグの最新の値のみを書き込み 9
非正規化浮動小数点処理 9

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>。 44

豀
負荷分散 10

爉
物理メディア 6
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攧
文字列のブロック読み取り 19

墩
変数のインポート ファイル 20
変数のインポート 設定 19

佽
保持レジスタ 19
保持レジスタのビット マスク 17

厭
名前 11

僊
優先順位 10

褡
要求のタイムアウト 14
要求間遅延 14
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