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はじめに
このたびは，ポータブルデータステーションXL100をお買い上げいただきましてありがと
うございます。
この通信機能説明書は，通信機能および通信プログラムについて説明したものです。ご使
用前にこのマニュアルをよくお読みいただき，正しくお使いください。
本書の他に，ユーザーズマニュアル(通信機能説明書と同様に，付属のCD-ROMに収納)，
クイックマニュアルを別途ご用意しております。
ユーザーズマニュアルは，通信機能を除くすべての機能および操作について詳細に説明し
たものです。また，クイックマニュアルは，測定操作/設定などの基本操作を簡単に説明
したものです。本書とあわせてご使用ください。
お読みになったあとは，ご使用時にすぐにご覧になれるところに，大切に保管してくださ
い。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにお役に立ちます。

ご注意
・本書の内容については，将来予告なしに変更することがあります。
・また，実際の表示内容が本書に記載の表示内容と多少異なる場合があります。
・本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきのこ

とがありましたら，お手数ですが，当社営業部またはお買い求めの代理店までご連絡く
ださい。

・本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。

商標
本文中に使われている会社名，商品名は，各社の登録商標または商標です。

履歴
2007年4月 初版発行

1st Edition: April 2007 (MC)

All Rights Reserved, Copyright © 2005, Yokogawa Meters & Instruments Corporation
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本機器を安全にご使用いただくために

本機器を正しく安全に使用していただくため，本機器の操作にあたっては下記以降の注意
事項を必ずお守りください。本書で指定していない方法で使用すると，本機器の保護機能
が損なわれることがあります。
なお，これらの注意に反したご使用により生じた障害については，当社は責任と保証を負
いかねます。
本機器および本書では，安全に関する以下のようなシンボルマークを使用しています。

“取扱注意”を示しています。人体および機器を保護するために，ユーザーズマ
ニュアルや機能説明書を参照する必要がある場所に付いています。

直流を示しています。

交流を示しています。

ON(電源)の状態を示しています。

OFF(電源)の状態を示しています。

警告

回避しないと，使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される場合に使用します。

注意

回避しないと，使用者が軽傷を負う危険が想定される場合，または製品などの機器に物理
的損害が発生する可能性が想定される場合に使用します。

Note
操作や機能を知る上で注意すべきことや説明を補足するためのことがらを記述する場合に使用し
ます。
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製品の表示と本製品の免責について

製品の表示について
・本書に記載されているイラスト・挿し絵は，説明の都合上，強調や簡略化または一部を

省略していることがあります。
・本書の表示図は，機能理解および監視操作に支障を与えない範囲で，実際の画面表示と

表示位置や文字(大/小文字など)が異なる場合があります。

本製品の免責について
・当社は，保証条項に定める場合を除き本製品に関していかなる保証も行いません。
・本製品の使用によりお客様または第三者が損害を被った場合，あるいは当社の予測でき

ない本製品の欠陥などのため，お客様または第三者が被った損害およびいかなる間接的
損害に対しても当社は責任を負いかねますのでご了承ください。

・本製品の部品や消耗品を交換する場合は，必ず当社の指定品を使用してください。
・本製品を改造することは固くお断りいたします。
・本製品の逆コンパイル，逆アセンブルなど(リバースエンジニアリング)を行うことは，

固くお断りします。
・本製品は，当社の事前の承認なしにその全部または一部を譲渡，交換，転貸などによっ

て第三者に使用させることは，固くお断りいたします。
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第1章 通信機能の概要

1.1 通信機能とイーサネット/シリアルインタフェース
の関係

本機器では，LANケーブル接続によるイーサネットインタフェース，RS-232，RS-485
やUSBによるシリアルインタフェースと，CF型PHS端末のダイヤルアップによるPPPイ
ンタフェースを標準で装備しています。本機器の通信機能を利用するためには，あらかじ
めイーサネットやシリアル通信やダイヤルアップ通信に必要な設定をしておく必要があり
ます。
本機器の通信機能とイーサネット/シリアル/PPPインタフェースの関係を下図に示しま
す。
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イーサネット/PPPインタフェース上で本機器の通信機能を利用するには、その間に位置
する次のプロトコルを守って通信をする必要があります。
・ FTP(File Transfer Protocol)
・TCP(Transmission Control Protocol)
・IP(Internet Protocol)
・HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
・SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
・ 本機器標準プロトコル(専用プロトコル)
シリアル通信機能を使用する場合は，下記のプロトコルから１つを選択します。
・本機器標準プロトコル(専用プロトコル)
・ Modbusプロトコル(スレーブ)
・ Modbusプロトコル(マスタ)
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通信インタフェースの同時使用について
通信インタフェースの選択時に，「LAN/RS-232」を選択すると，LANインタフェースと
RS-232インタフェースが，「LAN/RS-485」を選択すると，LANインタフェースとRS-
485インタフェースが同時に使用できるようになります。シリアル通信のプロトコル設定
に対する動作可能な機能を下表に示します。

シリアル通信の各プロトコル設定に対する同時動作可能機能一覧
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* シリアル通信設定－プロトコル設定を「標準」に設定した場合，シリアルインタフェー
スの標準コマンド，LANインタフェースの診断サーバ，FTPサーバ，HTTPサーバ，
FTPクライアント，Eメールの各機能は同時に使用できますが，LANインタフェースの
測定/設定サーバ機能は同時に使用することはできません。

Note
・ インタフェース設定を「LAN/RS-232」または｢LAN/RS-485｣に設定した場合は，サンプリング周

期を5秒以下に設定することはできません。5秒以下に設定されていた場合には，10sに再設定さ
れます。

・ インタフェース設定を「LAN/RS-232」または｢LAN/RS-485｣に設定した場合には，シリアル通信
設定のModbusマスタ設定の通信周期を2秒以下に設定することはできません。2秒以下に設定
されていた場合には，5秒に再設定されます。

・ インタフェース設定を「LAN/RS-232」または｢LAN/RS-485｣に設定した場合には，それぞれの通
信の負荷状況により，応答に時間がかかったり，通信周期内にデータを取得できなかったりする
場合があります。

1.1　通信機能とイーサネット/シリアルインタフェースの関係
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1.2 機能説明

本機器で設定操作ができる通信機能について，概要を説明します。

Modbus通信
Modbusスレーブ

・Modbusプロトコルを利用して，本機器の入力レジスタに書き込まれている測定/演算
データをパソコンで読み込んだり，本機器の保持レジスタへの通信入力データの書き込
み/読み込みができます。

・本機器がサポートしているModbusのファンクションコードについては，5.1節をご覧
ください。

・本機能は，シリアルインタフェースで通信するときだけ使用できます。
・本機能を使用するための設定については，5.2節および5.3節をご覧ください。

Modbusマスタ

・Modbusプロトコルを使用して，他の機器の測定データなどを通信チャネル入力として
読み込みます。読み込んだデータは，スケール変換したり，単位を付けて表示したりで
きます。また，演算チャネルで取り扱うこともできます。

・他の機器にデータを書き込む機能はサポートしていません。
・本機器がサポートしているModbusのファンクションコードについては，5.1節をご覧

ください。
・本機能は，シリアルインタフェースで通信するときだけ使用できます。
・本機能を使用するための設定については，5.4節をご覧ください。

設定/測定サーバ
・本機器のフロントパネルのキー操作による設定とほぼ同等の設定ができます。ただし，

電源のON/OFF，通信のユーザ名/パスワードの設定，キーログイン時のユーザ名/パス
ワードの設定，およびFTPクライアント機能の接続先の設定はできません。

・以下の各種データを出力できます。
・測定/演算データ
・内部メモリのデータや外部記憶メディアのファイル
・設定情報
・操作エラー，通信などのログデータ

・本機能で使用できるコマンドには，設定コマンドと出力コマンドがあります。
・本機能は，イーサネットインタフェースで通信するとき，またはシリアルインタフェー

スで通信をするときに使用できます。

保守/診断サーバ
・イーサネット通信におけるコネクション情報，ネットワーク統計情報などを本機器から

出力させることができます。
・本機能で使用できるコマンドは，保守/診断コマンドです。
・本機能は，イーサネットインタフェースで通信をするときだけ使用できます。
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FTPサーバ
・パソコンから，FTPプロトコルで本機器にアクセスして，本機器の内部メモリや外部記

憶メディア上のディレクトリやファイルリストの出力，ファイルの転送や削除などがで
きます。

・本機能は，LANケーブルをイーサネットインタフェースに接続して通信するときだけ使
用できます。CFカード型PHS端末のダイヤルアップ接続では，この機能を使えません。

Note
ロギング中に大容量のファイルの送受信を行うと，測定の処理が優先されるため，FTPの動作が中
断されることがあります。
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FTPクライアント
●ファイルの自動転送

・本機器の内部メモリおよび外部記憶メディア上に作成される表示データファイル/ロ
グデータファイルをFTPサーバに自動的に転送できます。転送の結果は，FTPログと
して記録され，本機器の画面に表示したり，コマンドでパソコンに出力できます。
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ファイルの転送先(FTPサーバ)は，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2
つを指定できます。プライマリのFTPサーバに障害が生じたとき，セカンダリの
FTPサーバにファイルを転送します。

・本機能は，イーサネットインタフェースまたはCFカード型PHS端末のダイヤルアッ
プ接続で通信するときだけ使用できます。

Note
ロギング中に大容量のファイルの送信を行うと，測定の処理が優先されるため，FTPの動作が中断
されることがあります。

1.2　機能説明
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1.2　機能説明

● FTPテスト

・テスト用ファイルを本機器からFTPサーバに転送して，ファイル転送ができるかど
うかを確認できます。

・ FTPテストの結果は，FTPログ画面で確認できます。
・本機能は，イーサネットインタフェースでまたはCFカード型PHS端末のダイヤル
アップ接続で通信をするときだけ使用できます。

ログイン
・本機能は，イーサネットインタフェースで通信し，設定/測定サーバ，保守/診断サー

バ，FTPサーバの各機能を使用するときだけ利用できます。

●ユーザ認証

ネットワークから本機器への第三者のアクセスを防ぐため，あらかじめ登録されたユー
ザだけに本機器へのアクセスを許可する機能です。
・ 7名まで登録できます。そのうち1名が管理者権限固定です。他の6名は，登録をす
るときにアクセス権を設定します。

・パソコンから本機器への同時接続数や同時使用許可数には制限があります(2.1節参照)。
・ FTPサーバへのログインは，管理者および匿名ログイン(anonymous)のみです(2.7節参
照)。

●アクセス権付与

登録されたユーザに対して，本機器の設定操作の権限(ユーザレベル)を与える機能で
す。たとえば，あるユーザA(管理者)が設定した測定条件を別のユーザB(利用者)が無断
で変えてしまうことで，ユーザAが設定した測定条件での測定結果と異なってしまうこ
とを防ぎます。
・本機器は，ユーザレベルとして管理者権限と利用者権限の2つのレベルを用意してい
ます。
・管理者権限

設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサーバの各機能すべてを使用する権限
があります。

・利用者権限
設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサーバ*1の各機能に対して，それぞれ
個別に制限があります。
・設定/測定サーバ機能に対する制限
本機器の動作を変更する設定操作に対する権限はありません。測定データや設
定データの出力はできます。

・保守/診断サーバ機能に対する制限
操作中の自分のパソコンではない別のパソコンと本機器の通信接続の切断はで
きません。操作中の自分のパソコンと本機器の通信接続の切断はできます。

・ FTPサーバ機能に対する制限
本機器の外部記憶メディアにファイルを書き込んだり，外部記憶メディア上の
ファイルを削除することはできません。ファイルの読み込みはできます。

*1 FTPサーバの利用者権限は，「anonymous」ユーザのみです(2.7節参照)。

●通信タイムアウト

アプリケーションのレベルで，一定時間以上データの送受信がないパソコンとの接続を
強制的に切断する機能です。たとえば，切断し忘れたまま長い間送受信していないパソ
コンとの接続があるために，新たに本機器との接続をしてデータの送受信をしようとす
るユーザが接続できないということを防ぎます。
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Webサーバ
・本機能は，LANケーブルによるイーサネットインタフェースで通信をするときだけ使用

できます。
・本機器の画面を，Webブラウザ(動作確認済みのWebブラウザについては2.10節をご覧

ください)で表示することができます。
・下記の2つのページがあります。
・モニタページ：モニタ専用の画面(ただし，各測定データ表示画面/アラームサマ

リ画面/各ログ画面の切り替えは可能)
・オペレータページ：本機器の表示画面を切り替える操作ができます。また，設定

モードやファイル処理モードに移行して，各モードでの操作が可能です。
ページごとにアクセス認証(ユーザ名とパスワード)を使用してアクセスを制限するこ
とができます。

・本機器の表示画面の部分は，一定周期(5，10，30秒の中から選択)で更新できます。
・下記の情報を表示できます。

・測定データ
・アラームサマリ
・ログ(エラー，通信コマンド，キーログイン/ログアウト，FTPクライアント，Eメー
ル送信，Web操作の各ログ)

Eメール送信
本機能は，イーサネットインタフェースまたはCFカード型PHS端末のダイヤルアップ接
続で通信をするときだけ使用できます。
● Eメールの送信

・以下のタイミングで，自動的にEメールを送信できます。送信先は2グループ設定で
き，項目ごとにどちらに送信するか設定できます。また，項目ごとにヘッダ文字列
を設定できます。
・アラームの発生時/解除時

アラームの情報を通知します。
・停電から復帰したとき

停電の発生を通知します。
・メディア関連のエラー，FTPクライアント関連のエラーが発生したとき

外部記憶メディアのエラーを検出したときや記憶メディアの空き容量が不足して
データを保存できなかったときは，エラーコードとメッセージを通知します。ま
た，FTPクライアント機能でデータ転送に失敗したときに，エラーコードとメッ
セージを通知します。

・指定時刻
指定時刻になったときに通知します。ネットワークを含めたメールの送信動作に異
常がないことを確認するために使用できます。送信先ごとに，基準時刻とメール送
信間隔を設定できます。

● Eメール送信テスト

・テストメールを本機器から送信先に送信して，Eメール送信ができるかどうかを確認
できます。

・ Eメール送信テストの結果は，Eメールログ画面で確認できます。

1.2　機能説明
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その他の機能
● SNTP(Simple Network Time Protocol)接続

イーサネットインタフェースを利用している場合に，標準時刻の修正をSNTPサーバへ
の接続で行うことができます。本機器がフリーランニング状態のときのみ，電源ON時
および設定した時間の間隔で機能します。

●イーサネットインタフェースの接続状態の確認

本機器の側面にあるLANポートのLEDにより，イーサネットインタフェースの接続状態
を確認できます。

●キープアライブ(TCPの拡張機能)

TCPレベルで定期的に送信される検査パケットに応答がなかった場合に，接続を強制的
に切断する機能です。

●エラー/通信/FTP/Web操作/Eメールのログ画面の表示

本機器のログ画面で，次の操作記録を表示できます。
・エラーログ画面：操作エラー記録
・通信コマンド画面：通信入出力記録
・ FTPクライアントログ画面：FTPクライアント機能で実行したファイル転送の記録
・Web操作ログ画面：Webサーバ機能での操作記録
・ Eメール送信ログ画面：Eメール送信記録

1.2　機能説明
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第2章 イーサネットインタフェース

2.1 イーサネットインタフェースの仕様

基本仕様

項目 仕様

通信ポート数 1

電気的・機械的仕様 IEEE 802.3準拠

伝送方式 Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)

伝送速度 最大100Mbps

通信プロトコル TCP/IP

対応サービス FTPサーバ，FTPクライアント，SMTPクライアント(メール送信)，
Webサーバ，DHCP，DNS，SNTP

コネクタ形状 RJ-45

最大同時接続数/同時使用許可数
最大同時接続数/同時使用許可数(同時に使用できるユーザ数)/本機器のポート番号を下表
に示します。

機能 最大同時接続数 同時使用許可数 ポート番号*1

管理者 利用者

設定/測定サーバ 1 1 1*2 34339

保守/診断サーバ 1 1 1*2 34340

FTPサーバ 2 2 2*2 21

*1 ポート番号は固定です。
*2 利用者には使用制限があります。詳細は，1.2節の「ログイン」の「●アクセス権付与」をご覧く

ださい。
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2.2 イーサネットインタフェースの接続方法

本機器とパソコンだけを接続する場合
本機器とパソコンのLANポートに10BASE-Tまたは100BASE-TX対応のLANケーブルを
接続します。

LOGIC/PULSE

ALARM
RS232

LANポート

LANケーブル

ハブを使用しないで本機器とパソコンを1対1で直接接続する場合は，クロスのLANケーブ
ルを使用してください。

既存のネットワークに接続する場合
既存のネットワークに本機器やパソコンを接続するときは，伝送速度やコネクタの形状な
どの整合をとる必要があります。詳しくはご使用になるシステムまたはネットワーク管理
者にお問い合わせください。

Note
・通信のデータ量が過度に多い，外部からのノイズの影響を受けるなど，ネットワークの状態によっ

て，すべての伝送データがパソコン側に取り込めない場合があります。

・本機器1台に複数のパソコンが同時にアクセスすると，通信のパフォーマンスが低下します。

・インタフェース設定を「LAN」，「LAN/RS-232」，「LAN/RS-485」以外に設定したときは，LAN
ケーブルを接続しないでください。
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2.3 イーサネットインタフェースの設定

本機器のイーサネット通信機能を利用するためには，以下の設定をする必要があります。

通信インタフェースの選択
下記の操作で通信インタフェースを選択する必要があります。初期設定は，「LAN」(イー
サネット)です。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 「インタフェース設定」が選択された状態で，SELECTキーを押します。
インタフェース選択リストが表示されます。

4. 方向キーで通信インタフェースを選択し，SELECTキーを押します。

5. SETキーを押します。

イーサネット設定
●タイムゾーンの設定

グリニッジ標準時との時差を設定します。

● DHCP，IPアドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウェイ，DNSの設定

IPアドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウェイ，DNS(ドメインネームシス
テム)などの設定内容は，本機器を使用するシステムまたはネットワークの管理者にご
確認のうえ設定してください。
・DHCP(Dynamic Host Configuration Protcol)

・ DHCPを使用すると，IPアドレス，サブネットマスク，デフォルトゲートウェ
イ，DNSを自動的に設定できます。

・ DHCPを使用するには，ネットワーク上にDHCPサーバが必要です。
・ DHCPが使えるかどうかは，ネットワーク管理者にお問い合わせください。
・ DHCPを使用すると，電源を投入するたびに異なるIPアドレスなどが与えられる

ことがあります。本機器のFTPサーバ機能，Webサーバ機能を使用する場合に
は，注意が必要です。



2-4 IM XL120C

・ IPアドレス

・本機器に割り当てるIPアドレスを設定します。初期設定は「0.0.0.0」です。
・ IPアドレスは，インターネット上でTCP/IPを用いて通信するときに一意的に機器

を識別するためのアドレスです。「192.168.111.24」のように0～255の数値を
4つ，「.」で区切って並べた形式で表記される32ビットの数値を設定します。

・サブネットマスク

・ IPアドレスからサブネットのネットワークアドレスを求める場合に使用するマス
ク値を設定します。初期設定は「0.0.0.0」です。

・本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を
必要としない場合もあります。

・デフォルトゲートウェイ

・他のネットワークと通信をするときに使用するゲートウェイ(ルータなど)のIPア
ドレスを設定します。初期設定は「0.0.0.0」です。

・本機器が属するシステムまたはネットワークに応じて設定してください。設定を
必要としない場合もあります。

・DNS(ドメインネームシステム)

FTPクライアントでのファイル転送先あるいはEメール送信でのメール送信先のサー
バをホスト名で指定する場合に，DNSの設定が必要です。
* DNSは，ホスト名/ドメイン名というインターネット上の名前とIPアドレスを対応させるシ

ステムです。数値が並んだIPアドレスではなく，ホスト名/ドメイン名を指定してネット

ワークにアクセスすることができます。DNSサーバが，ホスト名/ドメイン名とIPアドレス

の対応関係を記述したデータベースを管理 しています。

・ DNSサーバ

・ DNSサーバのIPアドレスを設定します。初期設定は「0.0.0.0」です。
・ DNSサーバのIPアドレスは，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2

つまで設定できます。プライマリのDNSサーバに障害が生じたとき，自動的に
セカンダリのDNSサーバで，ホスト名/ドメイン名とIPアドレスの対応を検索
します。

・ホスト名

本機器のホスト名を64文字以内の英数字で設定します。
・ドメイン名

・本機器が属しているネットワークのドメイン名を64文字以内の英数字で設定し
ます。

・このドメイン名は，ファイル転送先あるいはメール送信先のサーバをDNSサー
バで検索するときに，ドメイン部分が省略された名前のドメイン部分の補充候
補として，ホスト名のあとに付加されます。転送先の名前(サーバ名)は，
「FTPサーバ名」または「SMTPサーバ名」になります。

・ドメインサフィックス

前項の「ドメイン名」を付けたサーバ名に対応するIPアドレスを，DNSサーバで
検索できなかったとき，別のドメイン名を付けて検索するシステムになっている
場合があります。この場合に，前項の「ドメイン名」の次に検索するドメイン名
をドメインサフィックスとして設定します。
・ 64文字以内の英数字で設定します。
・ドメインサフィックスは，プライマリ(第1優先)とセカンダリ(第2優先)の2つ

まで設定できます。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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● SNTP(時刻同期機能)の設定

フリーランニング状態でイーサネットインタフェースを利用している場合に，標準時刻
の修正をSNTPサーバへの接続によって電源ON時および設定した時間の間隔に行うこ
とができます。この機能を使用するために，イーサネットインタフェースの設定の他に
以下の設定を行います。
・ SNTPの使用/不使用

SNTPを使用する(ON)か，しない(OFF)かを選択します。
・サーバ名

ホスト名(FQDNで設定)またはIPアドレスを64文字以内の英数字で設定します。
・確認時間

時刻を同期させる周期を1～24時間毎の範囲で設定します。
●本機器のログイン機能の有効/無効の選択

イーサネットインタフェースで設定/測定サーバまたは保守/診断サーバとして利用する
場合に以下が適用されます。FTPサーバとして利用する場合のログインについては適用
されません(2.7節をご覧ください)。
ログイン機能を有効にすると，ユーザ登録されているユーザだけが，本機器にログイン
できるようになります。

●通信タイムアウト

イーサネットインタフェースで設定/測定サーバまたは保守/診断サーバとして利用する
場合に以下が適用されます。FTPサーバとして利用する場合、この設定に関わらず5分
間以上のデータの送受信がなかった場合に、接続を強制的に切断します。
・有効(ON)/無効(OFF)の選択

・ ON
一定時間以上のデータの送受信がなかった場合に，接続を強制的に切断します。

・ OFF
通信タイムアウトは動作しません。

・タイムアウト時間の設定

通信タイムアウトを有効にした場合，ここで設定したタイムアウト時間以上，デー
タの送受信がなかったとき，接続を強制的に切断します。
設定範囲：1～120分

●キープアライブの有効(On)/無効(Off)の選択

・ON
TCPレベルで定期的(30秒ごと)に送信される検査パケットに応答がなかった場合
に，接続を強制的に切断します。

・OFF
キープアライブは動作しません。

●設定の保存

基本設定モードで変更した設定を有効にするには，設定を保存する必要があります。保
存をしないと変更前の設定になります。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「イーサネット設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，各項目を設定する選択リスト/画面が表示されます。
・ IPアドレス設定画面

・ DNS設定画面

・ SNTP設定画面

5. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

6. SETキーを押します。

2.3　イーサネットインタフェースの設定
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2.4 イーサネットインタフェースの接続状態の確認

本機器での確認方法
本機器のLANポートのLEDで，イーサネットインタフェースの接続状態を確認できます。

LEDの状態 イーサネットインタフェースの接続状態

緑色LED点灯 イーサネットインタフェースが電気的に接続されています。

黄色LED点滅 データ送受信中

消灯 イーサネットインタフェースが電気的に接続されていません。

LAN

緑色LED
データの送受信が正常な
ときに点滅します。

接続先と通信可能な状態に
あるときに点灯します。

黄色LED

本機器の表示画面での確認
本機器の表示画面の状態表示部に表示されるアイコンで確認できます。インタフェース設
定が「LAN」，「LAN/RS-232」，「LAN/RS-485」のとき「 」が表示されます。
それ以外のときは，このアイコンの色がグレーになります。
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2.5 FTPクライアントの設定(測定/アラームデータファ
イルの自動転送の設定)

本設定をすると，本機器の内部メモリ上または外部記憶メディアに作成された測定/アラー
ムの各データファイルを，FTPを使ってファイル作成時に自動転送できます。ただし，あ
らかじめ2.3節の「イーサネットインタフェースの設定」またはダイヤルアップ接続の設
定をしていることが必要です。

●転送ファイルの選択

・測定/アラームの各データファイルを自動転送する(ON)か，しない(OFF)かを選択で
きます。初期設定は「OFF」です。

・各データファイルは，ロギング終了時またはファイル作成時(ファイル分割機能をON
に設定している場合)に，次項で説明しているFTP接続先に自動転送されます。

Note
転送先に同じ名前のファイルがあることを検出した場合，ファイル名の末尾を変更したファイル
名でFTP転送します。

例：転送するファイル「050714130440.DLO」と同じ名前のファイルが転送先に存在するとき，
ファイル名を「050714130440Fxxxx.DLO」(ただし，xxxx:0000～9999)に変更して転送しま
す。

● FTP接続先の設定

プライマリ/セカンダリのFTPサーバ，ポート番号，ログイン名，パスワード，PASV
モードの有無，イニシャルパスなどの設定内容は，本機器を使用するシステムまたは
ネットワークの管理者にご確認のうえ設定してください。

・プライマリ/セカンダリの指定

ファイルの転送先(FTPサーバ)として，プライマリ(第1優先)，セカンダリ(第2優先)
の2つを指定できます。プライマリのFTPサーバに障害が生じたとき，セカンダリの
FTPサーバにファイルを転送します。

・ FTPサーバ名

ファイルの転送先のFTPサーバ名を64文字以内の英数字で設定します。
・ DNSを使用しているときは，サーバ名としてホスト名を設定できます。

DNSの設定については，「2.3 イーサネットインタフェースの設定」をご覧くだ
さい。

・ IPアドレスを設定することもできます。このときはDNSを必要としません。
・ポート番号

ファイルの転送先のFTPサーバのポート番号を「1～65535」の範囲で設定します。
初期設定は「21」です。

・ログイン名

FTPサーバにアクセスするときのログイン名を32文字以内の英数字で設定します。
・パスワード

FTPサーバにアクセスするときのパスワードを32文字以内の英数字で設定します。
・ PASVモード

PASVモードを必要とするファイアウォール内で本機器を使用するときに，「ON」
にします。初期設定は「OFF」です。ファイアウォールは，セキュリティ機能を持
つルータなどに備わっているもので，外部からのネットワークシステムへの侵入を
防ぐ役目をします。
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・イニシャルパス

ファイルの転送先のディレクトリを64文字以内の英数字で設定します。ディレクト
リの区切りの仕方は転送先のFTPサーバの実装に依存します。

例 UNIXファイルシステムを持つFTPサーバの，homeというディレクトリの中の
dataというディレクトリにファイルを転送する場合の設定
/home/data

Note
プライマリとセカンダリの両方の転送先へのファイルの転送に失敗した場合，本機器はファイル
の転送を中断します。転送先との接続が回復した時点で，新しいデータファイルと一緒に転送に
失敗していたデータ分(最大16データまで)も転送します。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「ネットワーク機能設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 「FTPクライアント設定」が選択された状態で，SELECTキーを押します。

2.5　FTPクライアントの設定(測定/アラームデータファイルの自動転送の設定)
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5. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，各項目を設定する選択リスト/ウィンドウが表示されます。
・プライマリサーバ設定画面

6. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

7. SETキーを押します。

2.5　FTPクライアントの設定(測定/アラームデータファイルの自動転送の設定)
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2.6 FTPのテスト

テスト用ファイルを本機器から2.5節で設定したFTPサーバに転送して，イーサネットイ
ンタフェースまたはCFカード型PHS端末のダイヤルアップ接続でファイル転送ができる
かどうかを確認できます。

●このテストをする前の確認事項

・イーサネットインタフェースの場合
・イーサネット用ケーブルを正しく接続してください。接続方法については，2.2節

を参照してください。
・イーサネットインタフェースの設定に間違いがないことを確認してください。設

定方法については，2.3節または2.5節をご覧ください。
イーサネットの設定をするときは，本機器を使用するシステムまたはネットワーク
の管理者に，設定内容をご確認のうえ設定してください。

・CFカード型PHS端末のダイヤルアップ接続の場合
・ CFカード型PHSを正しく挿入してください。
・ダイヤルアップ接続の設定に間違いがないことを確認してください。設定方法に

ついては4.2節をご覧ください。

● FTPテストの結果の確認

・ FTPテストを実行すると，テスト用ファイル(ファイル名：FTPC.TXT)は，2.5節で
設定したFTP接続先のイニシャルパスで示されたディレクトリに転送されます。

・ FTPテストの結果は，FTPログ(本機器で表示(2.8節参照)，Web画面で表示(2.10節
参照)，FLコマンドで出力(5.8節参照))のいずれでも確認できます。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　
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3. 方向キーで「ネットワーク機能設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 「FTPクライアント設定」が選択された状態で，SELECTキーを押します。

5. 方向キーで「FTP送信テスト」を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，ファイルが転送されます。

2.6　FTPのテスト
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2.7 イーサネット通信のログインの設定

本設定をすると，ネットワークから本機器への第三者によるクセスの防止，イーサネット
通信を使っての本機器の設定操作の権限付与，および一定時間以上のデータ送受信がない
本機器との通信接続の切断などが可能になります。ただし，あらかじめ2.3節の「イーサ
ネットインタフェースの設定」をしていることが必要です。

ユーザ登録

・ユーザレベルの選択

管理者権限または利用者権限のどちらかのユーザレベルを選択します。
・管理者権限

1名だけ登録できます。本機器の設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサー
バの各機能すべてを使用する権限があります。

・利用者権限
設定/測定サーバ，保守/診断サーバ，FTPサーバの各機能に対して，それぞれ制
限があります。
・設定/測定サーバ機能に対する制限
本機器の動作を変更する設定操作に対する権限はありません。測定や設定デー
タの出力はできます。

・保守/診断サーバ機能に対する制限
操作中の自分のパソコンではない別のパソコンと本機器の通信接続は切断でき
ません。操作中の自分のパソコンと本機器の通信接続の切断はできます。

・ FTPサーバ機能に対する制限
本機器の外部記憶メディアにファイルを書き込んだり，外部記憶メディア上の
ファイルを削除することはできません。ファイルの読み込みはできます。

・登録する(ON)/しない(OFF)の選択

・ ON
登録します。ログインするときのユーザ名やパスワードの設定ができます。

・ OFF
登録しません。

・ユーザ名の設定

・ユーザ名を16文字以内の英数字で設定します。
・同じユーザ名の登録はできません。
・「quit」は本機器のコマンドとして使用されているので，「quit」という名前の

ユーザ名は登録できません。
・ FTPサーバ機能の場合管理者のみ有効です。利用者が管理権限で登録されてもロ

グインできません。
・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。
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Note
・ユーザ登録，ログイン機能と本機器にアクセスするときのユーザー名の関係は，以下のようにな

ります。

・本機器を測定 /設定サーバまたは保守 /診断サーバとして利用する場合

・イーサネット設定画面のログイン機能が「ON」に設定されているとき

・登録されているユーザ名とパスワードで，ログインできます。

・ユーザレベルは，ユーザ名を登録したときのユーザレベルになります。

・イーサネット設定画面のログイン機能が「OFF」に設定されているとき

・ユーザ名「admin」で本機器にアクセスすると，管理者として本機器にログインできま
す。パスワードは不要です。

・ユーザ名「user」で本機器にアクセスすると，利用者として本機器にログインできます。
パスワードは不要です。

・本機器をWebサーバとして利用する場合

・Webサーバ設定画面のモニタページアクセス認証が「ON」の場合,登録されているユーザ名
とパスワードで ,ログインできます。アクセス認証が「OFF」の場合 ,ユーザ名 ,パスワード
は不要です。

・Webサーバ設定画面のオペレータページアクセス認証がONの場合,管理者権限で登録して
いるユーザ名とパスワードでログインできます。アクセス認証がOFFの場合 ,ユーザ名 ,パ
スワードは不要です。

・本機器をFTPサーバとして利用する場合

・管理者および「anonymous」という匿名ユーザ名のみ利用できます。

・システム設定－ユーザ登録で設定されている利用者1～利用者6のユーザ名とパスワードで
は管理者権限であってもログインすることはできません。

・「anonymous」でログインする場合は、パスワードは不要(パスワードに何を入力しても/入
力しなくてもログイン可能)です。ユーザレベルは「利用者権限」になります。本機器の記憶
メディアのファイルの読み込みはできますが、ファイルを書き込んだり，記憶メディア上の
ファイルを削除することはできません。

・システム設定－ユーザ登録－管理者－登録が「ON」に設定されているとき

・管理者として登録しているユーザ名とパスワードでログインできます。

・ユーザレベルは管理者権限として ,FTPサーバの全ての機能を利用できます。

・システム設定－ユーザ登録―管理者－登録が「OFF」に設定されているとき

・「ユーザ名「admin」で本機器にアクセスすると，パスワードは不要でログインできます。

・ユーザレベルは管理者権限として ,FTPサーバのすべての機能を利用できます。

・FTPサーバーのディレクトリ構成

FTPサーバーにログインした際,本機器の内部メモリがルートディレクトリに割り当てら
れます。本機器にCFメモリカードやSDメモリカードが挿入されている場合はルートディ
レクトリの下には「CFCard」と「SDCard」というディレクトリが作成され、それぞれ本
機器のCFCardとSDCardが割り当てられます。本機器にCFメモリカードやSDメモリ
カードが挿入されていない場合にはCFCard、SDCardディレクトリは表示されません。

FTPサーバーのディレクトリ構成(仮想ディレクトリ)図は以下の通りとなります。

内部メモリ 

CF Card

SD Card

・本機器への同時接続数/同時使用許可数には，制限があります(2.1節参照)。

・設定/測定サーバ，保守 /診断サーバのログイン処理については，「付録2ログイン処理」をご覧
ください。

2.7　イーサネット通信のログインの設定
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操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「システム設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 「ユーザ登録」が選択された状態で，SELECTキーを押します。

4. 方向キーで設定したい利用者を選択し，SELECTキーを押します。

5. 表示されたウィンドウで各項目を設定し，SELECTキーを押します。

6. SETキーを押します。

2.7　イーサネット通信のログインの設定
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2.8 エラー/通信/FTPのログ画面の表示

●エラーログ画面の表示

エラーログ画面では，操作エラーのログ(記録)を表示できます。過去50回までの操作エ
ラーのログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。

31 2 4

1. 最下行ログNo./ログ総数

表示欄の最下行に表示されているログNo.と，ログの総数(最大50*)が表示されます。
* ログの総数が「50」を超えたときは，古いものから消去します。

2. エラー発生日時

エラー発生した日付/時刻が表示されます。
3. エラーコード

4. エラーメッセージ

●通信ログ画面の表示

通信ログ画面では，通信インタフェース入出力のログ(記録)を表示できます。入出力合
わせて過去200回までのログが残されます。200回を超えるログは古い順に消去されま
す。

31 2 4 5

1. 最下行ログNo./ログ総数

表示欄の最下行に表示されているログNo.と，ログの総数(最大200*)が表示されま
す。
* ログの総数が「200」を超えたときは，古いものから消去します。

2. アクセス日時

本機器に接続し，アクセスした日付/時刻が表示されます。
3. 接続ユーザID番号

本機器に接続しているユーザを識別する番号(0～6)が表示されます。
4. 入力/出力区別

I：入力，O：出力
5. メッセージ

メッセージ(最大20文字)が表示されます。
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● FTPログ画面の表示

FTPログ画面では，ファイル転送のログ(記録)を表示できます。過去50回までのファイ
ル転送動作のログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。

31 2 4 5

1. 最下行ログNo./ログ総数

表示欄の最下行に表示されているログNo.と，ログの総数(最大50*)が表示されます。
* ログの総数が「50」を超えたときは，古いものから消去します。

2. ファイル転送日時

FTPサーバにファイルを転送した日付/時刻が表示されます。
3. エラーコード

エラーの説明は，「8章 エラーメッセージ」をご覧ください。
4. 転送先FTPサーバー

P：プライマリ，S：セカンダリ
5. ファイル名

転送したファイル名(12文字)が表示されます。

●Web操作ログ画面の表示

Web操作ログ画面では，Web画面での操作のログ(記録)を表示できます。過去50回ま
での操作のログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。

31 2 4 5

1. 最下行ログNo./ログ総数

表示欄の最下行に表示されているログNo.と，ログの総数(最大50*)が表示されます。
* ログの総数が「50」を超えたときは，古いものから消去します。

2. Web画面操作日時

Web画面を操作した日付/時刻が表示されます。
3. 操作内容

4. エラーコード

エラーの説明は，「8章 エラーメッセージ」をご覧ください。
5. 操作種類

2.8　エラー/通信/FTPのログ画面の表示
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● Eメールログ画面の表示

Eメールログ画面では，Eメール送信のログ(記録)を表示できます。過去50回までのE
メール送信のログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。

31 2 4 5 6

1. 最下行ログNo./ログ総数

表示欄の最下行に表示されているログNo.と，ログの総数(最大50*)が表示されます。
* ログの総数が「50」を超えたときは，古いものから消去します。

2. Eメール送信日時

Eメールを送信した日付/時刻が表示されます。
3. Eメールタイミング

Eメール送信タイミング(定時，システム，アラームなど)が表示されます。
4. エラーコード

エラーの説明は，「8章 エラーメッセージ」をご覧ください。
5. 送信先No.

1：送信先1，2：送信先2
6. エラー内容

Note
・ログ画面には，キーログインの記録を表示するログ画面もあります。

・コマンドでエラー /通信 /FTP/Web操作 /Eメールの各ログデータを出力することもできます。

操　　作

1. DISPLAYキーを押して，画面切り替え用ポップアップメニューを表示します。

2. 方向キーで表示したいログの画面を選択し，SELECTキーを押します。

2.8　エラー/通信/FTPのログ画面の表示
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2.9 Webサーバ機能の設定

Webサーバ機能を使用するためには，2.3節の「イーサネットインタフェースの設定」の
ほかに以下の設定をします。

●Webサーバ機能の使用/不使用

「ON」(使用する)または「OFF」(使用しない)を選択します。

●ページ種類(表示する画面の種類)

・モニタ

・本機器で表示されている画面が表示されます。
・下記の情報を表示できます。

・アラームサマリ
・全チャネルの測定/演算データ
・ログ(メッセージログ，エラーログ，キーログインログ，FTPログ，Eメールロ
グ，Web操作ログ)

・画面例は，2.10節をご覧ください。
・オペレータ

モニタページの機能に加えて，キーロック操作を除くすべての本機器の操作が可能
です。

●モニタページ

・モニタページ使用/不使用の選択

・ ON
Webブラウザでモニタページを表示することができます。

・ OFF
モニタページを使用しません。

・アクセス認証使用/不使用の選択

・ ON
アクセス認証を使用します。モニタページを表示するのに，ユーザ名とパスワー
ドを入力する必要があります。

・ OFF
アクセス認証を使用しません。

・ユーザ名の設定

システム設定のユーザ登録により，ユーザ名を16文字以内の英数字で設定します。
・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。

●オペレータページ

・オペレータページ使用/不使用の選択

・ ON
ブラウザソフトでオペレータページを表示することができます。

・ OFF
オペレータページを使用しません。

・アクセス認証使用/不使用の選択

・ ON
アクセス認証を使用します。オペレータページを表示するのに，ユーザ名とパス
ワードを入力する必要があります。

・ OFF
アクセス認証を使用しません。
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・ユーザ名の設定

システム設定のユーザ登録で，ユーザ名を16文字以内の英数字で設定します。
管理者またはWeb閲覧が管理者権限のユーザがアクセスできます。

・パスワードの設定

パスワードを6文字以内の英数字で設定します。

●設定の保存

設定モードで変更した設定を有効にするには，SETキーを押して設定を保存する必要が
あります。保存をしないと変更前の設定になります。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「ネットワーク機能設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで「Webサーバ設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

5. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，各項目を設定する選択リスト/ウィンドウが表示されます。

2.9　Webサーバ機能の設定
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6. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

7. アクセス認証ONで設定する場合はSETTINGキーを押し，1の画面に戻ってからシス
テム設定－ユーザ登録によりアクセスするユーザを設定します。

8. SETキーを押します。

2.9　Webサーバ機能の設定
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2.10 モニタページ/オペレータページの表示と操作

この節では，Webブラウザでモニタページ，オペレータページを表示する方法と，各ペー
ジでの操作について説明しています。

●使用できるWebブラウザ

下記のWebブラウザで動作が確認されています。
・Microsoft Internet Explorer 6.0

● URLの設定

URL(Uniform Resource Locator)は，ご使用のネットワーク環境に従い，適切に設定
してください。下記のように設定すると，本機器にアクセスできます。
http://ホスト名.ドメイン名/ファイル名

・ http：サーバにアクセスするためのプロトコルです。HTTP(HyperText Transfer
Protocol)。

・ホスト名.ドメイン名：本機器のホスト名とドメイン名です。ホスト名とドメイン名
の代わりに，IPアドレスを使用することができます。

・ファイル名：本機器の，モニタページ，オペレータページのファイル名です。
モニタページのファイル名：monitor.htm

オペレータページのファイル名：operator.htm

設定例

本機器と同じドメイン内のパーソナルコンピュータで，Internet Explorerでオペレータ
ページを表示する場合(ドメイン名はgood.co.jp，ホスト名はXL，IPアドレスは
123.45.67.89とします)
URL：http://XL.good.co.jp/operator.htm，または
URL：http://123.45.67.89/operator.htm

●モニタページの内容

・本機器が表示している画面

・本機器に表示されている画面(波形，ディジタル値，バーグラフ，レビュー，ア
ラームサマリ，ログ)がモニタページで表示されます。

・本機器が設定モードまたはファイル処理モードの場合は，モニタページは表示で
きません。エラーメッセージが表示されます。

・モニタページの更新

モニタページは自動または手動で更新できます。
・自動更新ON

モニタページは，5，10，30秒の中から選択した更新周期で更新されます。
・自動更新OFF

モニタページは自動的に更新されません。手動で更新できます。ページが更新さ
れてから5秒以内は，手動で更新する操作をしても画面は更新されません。

・画面の拡大/縮小

表示されている本機器の画面を200％に拡大できます。
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●オペレータページの内容

オペレータページでは，モニタページの内容に加えて，下記の操作ができます。
設定モード/ファイル処理モードの切り替え

本機器のモードを設定モードまたはファイル処理モードに切り替え，本機器を直接操作
するのと同様の操作が可能です。

2.10　モニタページ/オペレータページの表示と操作
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2.11 Eメール送信機能の設定

Eメール送信機能を使用するためには，2.3節の「イーサネットインタフェースの設定」の
ほかに以下の設定をします。

● Eメールの基本設定

・ SMTP*サーバ名

使用するSMTPサーバ名(64文字以内の英数字)またはSMTPサーバのIPアドレスを
設定します。
* Simple Mail Transfer Protocol

・ポート番号

使用するポート番号を設定します。初期値は25です。
・送信先アドレス1

メールの送信先を150文字以内の英数字で設定します。複数のアドレスを設定でき
ます。その場合は，アドレスとアドレスをカンマで区切ります。

・送信先アドレス2

メールの送信先を150文字以内の英数字で設定します。複数のアドレスを設定でき
ます。その場合は，アドレスとアドレスをカンマで区切ります。

・送信元アドレス

ネットワーク管理者から与えられたEメールアドレスを64文字以内の英数字で設定
してください。省略すると，送信先アドレスに設定された先頭のアドレスを送信元
アドレスと見なします。

・メール認証

・メール認証
メールの送信時に，認証(POP before SMTP)が必要な場合には，POP認証を設
定します。
・ POP認証

POP認証を使用します。
・ OFF

POP認証を使用しません。
・サーバ名

使用するPOPサーバ名(64文字以内の英数字)またはIPアドレスを設定します。
・アカウント名

POPサーバのアカウント名を32文字以内の英数字で設定します。
・パスワード

POPサーバのパスワードを32文字以内の英数字で設定します。

Note
POP認証(POP before SMTP)は，電子メールの送信を行なう際のユーザ認証方法の一つです。送
信前に指定したPOP3サーバにあらかじめアクセスさせることによって，SMTPサーバの使用許
可を与える方式です。

もともとSMTPにはユーザ認証機能がないため，無差別広告メール配信等に利用されることがあ
り，このような悪用を防止するため，認証機構を持つPOPでまずメールの受信を行なうことに
よって，利用者の IPアドレスを一定時間だけ送信受け付け可能にしています。
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●アラーム情報を送信するときの設定

・送信先1，送信先2

送信先ごとに，ON/OFFを設定できます。
・ ON

送信先にEメールを送信します
・ OFF

送信先にEメールを送信しません。
・送信メールの内容

・瞬時値データの付加

・ON
すべてのチャネルの瞬時値データを，Eメールに付加します。

・Off
瞬時値データを，Eメールに付加しません。

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・ON
本機器でWeb機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付しま
す。

・OFF
本機器のURLをEメールに添付しません。

・題名

Eメールの題名を32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(XL100)
Alarm_summary」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を，64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

●指定時刻にEメールを送信するときの設定

・送信先1，送信先2

送信先ごとに，ON/OFFを設定できます。
・ ON

送信先にEメールを送信します。
・ OFF

送信先にEメールを送信しません。
・インターバル

「基準時刻」を起点として，Eメール送信を繰り返す時間間隔です。送信先ごとに，
下記の選択肢から選択できます。
1h，2h，3h，4h，6h，8h，12h，24h

・基準時刻

Eメールを送信する時刻です。また，この時刻から[インターバル]ごとにEメール送
信を繰り返します。送信先ごとに，下記の範囲で設定できます。
00：00～23：59
例：基準時刻17：15，インターバル8hの場合，17：15，01：15，09：15にE

メールが送信されます。

2.11　Eメール送信機能の設定
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・ 送信メールの内容

・瞬時値データの付加

・ ON
Eメール送信時の全チャネルの瞬時値データをEメールに付加します。

・ OFF
瞬時値データをEメールに付加しません。

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・ ON
本機器でWeb機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付しま
す。

・ OFF
本機器のURLをEメールに添付しません。

・題名

Eメールの題名を32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(XL100)
Periodic_data」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

●停電からの復帰時などにEメールを送信するときの設定(システムエラー設定)

メールの送信内容については，1.2節をご覧ください。
・送信先1，送信先

送信先ごとに，ON/OFFを設定できます。
・ ON

送信先にEメールを送信します。
・ OFF

送信先にEメールを送信しません。
・送信メールの内容

・瞬時値データの付加

・ ON
Eメール送信時の全チャネルの瞬時値データをEメールに付加します。

・ OFF
瞬時値データをEメールに付加しません。

・送信元URL(Uniform Resource Locator)の付加

・ ON
本機器でWeb機能が設定されている場合，本機器のURLをEメールに添付しま
す。

・ OFF
本機器のURLをEメールに添付しません。

・題名

Eメールの題名を32文字以内の英数字で設定します。初期値は「(XL100)
System_warning」です。

・ヘッダ1

Eメールに添付する文字列を64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。
・ヘッダ2

Eメールに添付する文字列を64文字以内の半角カタカナ/英数字で設定します。

Note
半角カタカナは，全角カタカナに変換されて送信されます。

2.11　Eメール送信機能の設定
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操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「ネットワーク機能設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで「Eメール設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

2.11　Eメール送信機能の設定
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5. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，各項目を設定する画面が表示されます。
・基本設定画面

・アラーム情報送信設定画面

・指定時刻設定1/2画面

・ 指定時刻設定2/2画面

・システムエラー送信設定画面

6. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

7. SETキーを押します。

2.11　Eメール送信機能の設定
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2.12 Eメール送信テスト

本機器から，設定した送信先1または送信先2にテストメールを送り，Eメールが送信でき
るかどうかを確認できます。

●このテストをする前の確認事項

・イーサネット用ケーブルを正しく接続してください。接続方法については，2.2節を
参照してください。

・イーサネットインタフェースの設定に間違いがないことを確認してください。設定
方法については，2.3節をご覧ください。

・ Eメールの設定に間違いがないことを確認してください。設定方法については，2.11
節をご覧ください。

イーサネットやEメールの設定をするときは，本機器を使用するシステムまたはネット
ワークの管理者に設定内容をご確認のうえ設定してください。

● Eメール送信テストの結果の確認

・ Eメール送信テストの結果は，Eメールログ(本機器で表示(2.8節参照)，Web画面で
表示(2.10節参照)，FLコマンドで出力(6.9節参照))で確認できます。

・本機器にエラーメッセージが表示された場合は，「8章 エラーメッセージ」をご覧
ください。

●テストメールの内容

テストメールの内容は下図のとおりです。

From: XL100@good.co.jp
Date: Mon, 5 Dec 2005 07:15:41 +0900 (JST)
Subject: (XL100) Test_mail
To: user1@good.co.jp

テストメール
<ホスト名>
XL100
<送信時刻>
12/05 07:15:35

テストメールの例

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。
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2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「ネットワーク機能設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで「Eメール設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

5. 「基本設定」が選択された状態で，SELECTキーを押します。

6. 方向キーで「Eメール送信テスト」を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，メールが送信されます。

2.12　Eメール送信テスト
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2.13 Eメール送信のスタート/ストップ

●Eメール送信のスタート・ストップ

・ Eメール設定 > 基本設定で，Eメール送信をONにすると，Eメール送信機能が有効
になります。

・ Eメール設定 > 基本設定で，Eメール送信をOFFにすると，Eメール送信を行わない
状態になります。未送信のメールはクリアされます。

● Eメールの内容

下図はEメールの例です。
・アラームメールの例

From: XL100@good.co.jp
Date: Fri, 5 Aug 2005 08:12:48 +0900 (JST)
Subject: (XL100) Alarm_summary
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp

LOOP1
TEMPERATURE

アラームサマリ
<ホスト名>
XL

<CH>02
<タイプ>1L
<On>08/05 08:10:13
<Off>08/05 08:12:07

<瞬時値>
08/05 08:12:07
01=0.021V
02=-0.041V
03=-0.011V
　　・
　　・
29=-0.541V
30=-0.546V

下記のURLで本体の画面を見ることができます。
http://XL100.good.co.jp/

ヘッダ1

題名

ヘッダ2

チャネル番号
番号/種類

アラーム
発生/解除日時

瞬時値
(瞬時値データ付
加指定の場合)
・日時
・チャネル番号
・瞬時値

URL
(送信元URL付加
指定の場合)

・システムメールの例
From: XL100@good.co.jp
Date: Fri, 5 Aug 2005 08:12:48 +0900 (JST)
Subject: (XL100) System_warning
To: user1@good.co.jp, user2@good.co.jp

LOOP1
RAW MATERIAL

メディアの空き容量が不足しています。
<ホスト名>
XL100

08/05 08:12:48
<メディア残量> 53Kbytes

ヘッダ1

題名

ヘッダ2

メール送信要因

詳細メッセージ
(メディア残量はデータ保存時に外部
記憶メディアがスロットにセットさ
れているときに出力されます)

Note
Eメールの送信に失敗した場合，30秒間隔で2回まで再送信を行います。再送信でも失敗した場
合には，そのEメールは破棄されます。
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第3章 シリアルインタフェース

3.1 RS-232通信の仕様と設定操作

本機器のRS-232のシリアルインタフェースの仕様を以下に記載します。

項目 仕様

コネクタ形式 ミニDIN 8ピン

電気的・機械的仕様 EIA-232に準拠

接続方式 ポイント対ポイント

通信方式 全2重

同期方式 調歩同期式(スタート/ストップビットによる同期)

ボーレート 2400，4800，9600，19200，38400[bps]から選択

スタートビット 1ビット固定

データ長 7，8ビットから選択

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

ストップビット 1，2ビットから選択

ハンドシェイク方式 XON/XOFF制御，CS/RS制御
(フロー制御)

受信バッファ長 2047バイト

● RS232コネクタのピン配置と信号名

1
3

6

7
8

5
4
2

ピン番号 信号名 信号の意味

1 CS(Clear to Send) 接続機器へデータを送信するときのハンドシェイク信号で，
本機器への入力信号です。

2 RD(Received Data) 接続機器からの受信データで，本機器への入力信号です。

3 RS(Request to Send) 接続機器からデータを受信するときのハンドシェイク信号
で，本機器からの出力信号です。

4 SD(Send Data) 接続機器への送信データで，本機器からの出力信号です。

8 SG(Signal Ground) 信号用接地です。

* 5，6，7ピンは使用しません。

●接続方法

インタフェースケーブルには，本機器専用の通信ケーブルをご使用ください。
・ PC用，D-sub 9ピン(形名：91011)
・ PC用，D-sub 25ピン(形名：91009)
・ プリンタ用(形名：91010)
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ハンドシェイク方式
RS-232インタフェースを使用してパソコンと通信をするときは，確実にデータの受け渡
しができるように，お互いの取り決めによって電気信号上のいろいろな手続きをする必要
があります。この手続きをハンドシェイクといいます。ハンドシェイクはパソコンとの組
み合わせでいろいろな方法があり，本機器とパソコンの方式を一致させる必要がありま
す。
本機器は下表に示すような3通りの方式から選択できます。

送信データ制御
(パソコンへデータを送るときの制御方式)

受信データ制御
(パソコンからデータを受けるときの制御方式)

ソフトハンド
シェイク

ソフトハンド
シェイク

ハンドシェイク方式の組み合わせ表（○：機能あり）

OFF

XON/XOFF

CS/RS

ハンドシェイク方式
X-OFF受信で
送信をやめ，
X-ON受信で送
信を再開する

CS(CTS)がFalse
で送信をやめ，True
で送信を再開する

ハンド
シェイク
なし

ハンド
シェイク
なし

受信バッファ
のデータが3/4
でX-OFFを送信
し，データが
1/4でX-ONを
送信する

受信バッファの
データが3/4で
RS(RTS)をFalse
にし，1/4で
RS(RTS)をTrue
にする

ハードハンド
シェイク

ハードハンド
シェイク

● OFFの場合

・送信データ制御
本機器とパソコンの間でハンドシェイクは行われません。コンピュータからの“X-
OFF”，“X-ON”はデータとして扱われ，CSは無視されます。

・受信データ制御
本機器とパソコンの間でハンドシェイクは行われません。本機器の受信バッファが
FULLになると，あふれたデータは捨てられます。
RS＝True固定。

● XON/XOFFの場合

・送信データ制御
本機器とパソコンの間でソフトウェアハンドシェイクが行われます。本機器がデー
タ送信中にパソコンからの“X-OFF”コードを受信するとデータの送信を止め，次
の“X-ON”コードを受信すると送信を再開します。コンピュータからのCSは無視
されます。

・受信データ制御
本機器とコンピュータの間でソフトウェアハンドシェイクが行われます。本機器の
受信バッファの使用量が1537バイトになったらパソコンに“X-OFF”コードを送信
し，バッファの使用量が511バイトになったら“X-ON”コードを送信します。
RS＝True固定。

● CS/RSの場合

・送信データ制御
本機器とコンピュータの間でハードウェアハンドシェイクが行われます。本機器が
データ送信中に“CS＝False”となったらデータの送信を止め，次に“CS＝True”
になったら送信を再開します。パソコンからの“X-OFF”，“X-ON”はデータとし
て扱われます。

・受信データ制御
本機器とパソコンの間でハードウェアハンドシェイクが行われます。本機器の受信
バッファの使用量が1537バイトになったら“RS＝False”とし，バッファの使用量
が511バイトになったら“RS＝True”とします。

3.1　RS-232通信の仕様と設定操作
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データ受信制御に関する注意
受信データの制御をハンドシェークで行っているときに，受信バッファの空きが256バイ
ト以下になっているのに，パソコンからデータが来ることがあります。このとき，ハンド
シェークの有無に関わらず，受信バッファがフルになると，あふれたデータは捨てられま
す。バッファに空きができると再びデータを格納します。

RS-232インタフェースの設定
●スレーブアドレスの選択

次の中からアドレスを選択します。
1～247

●ボーレートの選択

次の中からボーレートを選択します。
2400，4800，9600，19200，38400

●データ長の設定

次の中からデータ長を選択します。バイナリ形式でデータを出力する場合は，必ず8
ビットにしてください。
7，8

●ストップビットの設定

次の中からストップビットを選択します。
1，2

●パリティチェックの選択

次の中からパリティチェックを選択します。
ODD，EVEN，NONE

●ハンドシェイクの選択

次の中からハンドシェイクを選択します。
OFF，XON/XOFF，CS/RS

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3.1　RS-232通信の仕様と設定操作
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3. 方向キーで「シリアル通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 「通信条件」が選択された状態で，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，「通信条件設定」ウィンドウが表示されます。

5. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

6. SETキーを押します。

3.1　RS-232通信の仕様と設定操作
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3.2 RS-485通信の仕様と設定操作

仕様

項目 仕様

端子台形式 端子数3点，端子の締め付けねじ：ISO M3/呼び長さ3mm

電気的・機械的仕様 EIA-485(RS-485)規格に準拠

接続方式 マルチドロップ(1：32)

通信方式 半2重

同期方式 調歩同期式(スタート/ストップビットによる同期)

ボーレート 2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200[bps]か
ら選択

スタートビット 1ビット固定

データ長 7，8ビットから選択

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

ストップビット 1ビット固定

受信バッファ長 2047バイト

エスケープシーケンス オープン，クローズ

電気特性 SG，＋，－の3点

通信距離 最大1.2km(シールド付きツイストペアケーブル2対24AWG使用時)

終端抵抗 外付け：推奨120Ω，1/2W (＋，－端子間に外付けする)

● RS485の端子配置と信号名

SG

信号名 信号の意味

＋ データ(＋)です。

－ データ(－)です。

SG(Signal Ground) 信号用接地です。

接続方法
上位機器と最大31台接続することが可能です。下図は，パソコンと接続する場合の例で
す。

RS-232 / RS-485
コンバータ

＋ － SG

＋ － SG

XL100

パソコン

RS-232

終端抵抗 ON

終端抵抗 120Ω
を接続

通信ケーブル 通信ケーブル

対

最大31台

XL100XL100

＋ － SG
SGSG

＋ － SG
SG
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RS-485インタフェースの設定
●スレーブアドレスの選択(Modbusプロトコル使用時に設定)

次の中からアドレスを選択します。
1～247
専用プロトコル使用時はハードウェア設定画面のID番号を使用します。
1～99

●ボーレートの選択

次の中からボーレートを選択します。
2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200

●データ長の設定

次の中からデータ長を選択します。バイナリ形式でデータを出力する場合は，必ず8
ビットにしてください。
7，8

●パリティチェックの選択

次の中からパリティチェックを選択します。
ODD，EVEN，NONE

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「シリアル通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3.2　RS-485通信の仕様と設定操作
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4. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。

5. 表示された選択リストで選択します。

6. SETキーを押します。

3.2　RS-485通信の仕様と設定操作
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3.3 USB通信の仕様と設定操作

USBをシリアル通信として使用する場合，本機器をデバイスとしてパソコンなどの上位機
器と接続を行います。
通信プロトコルは，標準プロトコルのみ可能です。

クライアント側

項目 仕様

通信ポート数 1

電気・機械的仕様 USB Rev.1.1準拠

コネクタ ミニBタイプ5極（レセプタクル）

電源 セルフパワー

対応システム環境 Windows 2000，またはWindows XPで動作し，USBポートが標準装備され
ている機種(PCとの接続には，別途デバイスドライバが必要)

USB通信インタフェースの接続方法
USBケーブルを本機器のミニBタイプコネクタと上位機器側のUSBハブやパソコン等のA
タイプコネクタに接続します。

USBインタフェースの設定
下記の設定をします。
USB IDの設定

本機器のUSB ID番号を次の範囲で設定します。
0～31
USBでは，ホストコントローラに対して複数の機器を接続することができます。そのた
め，1つのUSBシステム内において，本機器が複数接続されている場合には，ホストコン
トローラから各機器を識別するためにUSB ID番号を使用します。したがって，1つのシス
テム内での本機器同士のID番号は，重ならないように設定する必要があります。

Note
USBを使用中は，USB ID番号を変更しないでください。

操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。
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2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「USB設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. SELECTキーを押し，USB ID選択リストを表示します。

5. 方向キーでUSB IDを選択し，SELECTキーを押します。

6. SETキーを押します。

3.3　USB通信の仕様と設定操作
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第4章 ダイヤルアップ接続

4.1 ダイヤルアップ接続の仕様と接続方法

CFカード型のPHS端末を使用することで，公衆回線を通じてPPP接続によりインター
ネットプロバイダへのダイヤルアップ接続を行うことができます。ダイヤルアップ接続に
より，「2章 イーサネットインタフェース」で説明しているFTPクライアント機能，Eメー
ル送信機能を使用することができます。FTPサーバ機能やWebサーバ機能はPHS端末経由
ではご利用できません。

ダイヤルアップ接続方法
本機器のCFカードスロットにCFカード型PHS端末をセットします。CFカード型PHS端末
は，弊社で動作を確認したものをご使用ください。
下記のCFカード型PHS端末で動作が確認されてます。
・WILLCOM社製 AH-S405C
・WILLCOM社製 AX420S
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4.2 ダイヤルアップ接続の設定内容と設定操作

次の各項目を設定します。

設定 設定内容

モデムの選択 自動的に設定されるため，設定する必要はありません。

電話番号
　国/地域番号 何も指定しなった場合には，081が自動的に付加されます。
　市外番号
　電話番号
　市外通話としてダイヤル ONか，OFF(初期設定)かを選択します。
　市内通話としてダイヤル ONか，OFF(初期設定)かを選択します。
ポートの設定
　ボーレート 2400, 4800, 9600, 19200(初期設定), 38400, 57600,

115200bpsの中から選択します。
　データビット 7bitか，8bit(初期設定)かを選択します。
　パリティ ODD，EVEN，NONE(初期設定)の中から選択します。
　ストップビット 1bit(初期設定)か，2bitかを選択します。
　フロー制御 OFF，XON/XOFF，CS/RS(初期設定)の中から選択します。

呼び出しのオプション
　接続タイムアウト 0～255秒の間で設定します。初期設定は，「120秒」です。
　発信音後にダイヤル ONかOFF(初期設定)かを選択します。
　追加設定(特殊モデムコマンド) 英数字最大16文字で設定します。

TCP/IPの設定(全般)
　サーバが割り当てたIPアドレス(自動割り当て)を使用

ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　IPアドレス 初期設定は，「0.0.0.0」です。
　Slipを使用 ONか，OFF(初期設定)かを選択します。
　ソフトウェア圧縮を使用する ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　IPヘッダ圧縮を使用する ON(初期設定)か，OFFかを選択します。

TCP/IPの設定(ネームサーバ)
　サーバーが割り当てたIPアドレス(自動割り当て)を使用

ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　プライマリDNSサーバ

「***.***.***.***」(初期設定は「0.0.0.0」)を設定します。
　セカンダリDNSサーバ

「***.***.***.***」(初期設定は「0.0.0.0」)を設定します。
　プライマリWINSサーバ

「***.***.***.***」(初期設定は「0.0.0.0」)を設定します。
　セカンダリWINSサーバ

「***.***.***.***」(初期設定は「0.0.0.0」)を設定します。

セキュリティ
　データの暗号化を使う ONか，OFF(初期設定)かを選択します。
　暗号化されていないパスワード(PAP)

ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　チャレンジハンドシェイク認証プロトコル(CHAP)

ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　Microsoft CHAP (MS-CHAP) ON(初期設定)か，OFFかを選択します。
　Microsoft CHAP Version2 (MS-CHAP v2)

ON(初期設定)か，OFFかを選択します。

ログイン名 32文字以内の英数字を入力します。

パスワード 32文字以内の英数字を入力します。

Note
・通信設定画面のインタフェース設定は，「LAN」， 「LAN/RS-232」，または「LAN/RS-485」を選

択してください。

・LANケーブル接続により接続先と通信可能な状態のときは，イーサネット接続を優先させてダイ
ヤルアップ接続の動作に移行しませんので，ご注意ください。
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操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「ダイヤルアップ設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで設定したい項目を選択し，SELECTキーを押します。
SELECTキーを押すと，各項目を設定する画面が表示されます。
・モデムの設定画面

・電話番号の設定画面

4.2　ダイヤルアップ接続の設定内容と設定操作
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・ TCP/IPの設定画面

・ネームサーバの設定画面

・セキュリティの設定画面

・「ログイン名」または「パスワード」を選択したときは，各入力画面がポップ
アップ表示されます。

5. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をします。

6. SETキーを押します。

4.2　ダイヤルアップ接続の設定内容と設定操作
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第5章 Modbusプロトコル

5.1 Modbusプロトコルの仕様とファンクションコード

Modbusプロトコルは，シリアルインタフェース(RS-232またはRS-485)上でのみ利用で
きます。

Modbusの仕様
本機器のModbusの仕様は次のとおりです。

仕様 内容

伝送媒体 RS-232またはRS-485

ボーレート 2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200[bps]から選択
(57600，115200は，RS-485だけで選択可能)

スタートビット 1ビット固定

ストップビット 1，2ビットから選択

パリティ Odd(奇数)，Even(偶数)，None(パリティなし)から選択

伝送モード RTU(Remote Terminal Unit)モード，ASCIIモード

データ長 RTUモード：8ビット，ASCIIモード：7，8ビットから選択

エラー検出 RTUモード：誤り検出CRC-16使用，ASCIIモード：LRC使用

データ間隔 RTUモード：3.5キャラクタ以上の時間間隔でメッセージ終端を判別しま
す。
ASCIIモード：「CR+LF」でメッセージ終端を示します。

スレーブアドレス RS-232：1～247
RS-485：1～247

Modbusプロトコルのファンクションコード
本機器がサポートしているModbusプロトコルのファンクションコードは，次のとおりで
す。
スレーブ機能

本機器のスレーブ機能では，ブロードキャストによる命令はサポートしていません。

ファンクション 機能 動作
コード

3 保持レジスタ(4xxxx)の読み込み マスタ機器は，ファンクションコード6
または16で書き込まれた通信入力デー
タを読み込むことができる。

4 入力レジスタ(3xxxx)の読み込み マスタ機器が本機器の測定，演算，時間
データを読み込む。

6 保持レジスタ(4xxxx)の単一書き込み マスタ機器が本機器の通信入力データに
書き込む。

8 ループバックテスト マスタ機器が本機器のループバックテス
トを行う。本機器は，メッセージリター
ン(診断コード(0x00*))のみサポート。

16 保持レジスタ(4xxxx)の書き込み マスタ機器が本機器の通信入力データに
書き込む。

* 16進表示の「00」です。

マスタ機能

ファンクション 機能 動作
コード

3 保持レジスタ(4xxxx，4xxxxx)の読み込み 他の機器の保持レジスタのデータを通
信入力データ(Cxx)に読み込む。

4 入力レジスタ(3xxxx，3xxxxx)の読み込み 他の機器の入力レジスタのデータを通
信入力データ(Cxx)に読み込む。
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5.2 レジスタアサイン(Modbusスレーブ時)

Modbusスレーブ時のレジスタアサインは次のとおりです。レジスタのデータには，単位
情報や小数点位置情報が含まれていません。Modbusマスタ側で設定してください。
バイナリ値は，MSBから順にレジスタに格納されます。

入力レジスタ データ

30001 アナログ入力CH01の測定データ
… …
30024 アナログ入力CH24の測定データ
30201 パルス入力CHの測定データ
30301 ロジック入力CH1の測定データ
30302 ロジック入力CH2の測定データ

・8ch入力には，「30001～30008」，16ch入力には「30001～30016」
が対応します。

・データは符号付き16ビット整数です。値はバイナリ出力フォーマットの測
定データと同じです。

・ロジック入力CHが「H」のとき整数の「1」，「L」のとき整数の「0」に
なります。

31001 アナログ入力CH01の測定データのアラームステータス
… …
31024 アナログ入力CH24の測定データのアラームステータス
31201 パルス入力CHの測定データのアラームステータス
31301 ロジック入力CH1の測定データのアラームステータス
31302 ロジック入力CH2の測定データのアラームステータス

・8ch入力には，「31001～31008」，16ch入力には「31001～31016」
が対応します。

・データは16ビット整数です。値はバイナリ出力フォーマットのアラームス
テータスと同じです。レジスタには，「A2A1A4A3」の順にデータが入っ
ています。XL100では，A1だけを使用し，A2～A4は常に「0」になりま
す。

32001 CA01の演算データ(上位2バイト)
32002 CA01の演算データ(下位2バイト)
32003 CA02の演算データ(上位2バイト)
… …
32064 CA32の演算データ(下位2バイト)

データは符号付き32ビット整数で，1データあたり2個のレジスタが割り当て
られています。値はバイナリ出力フォーマットの演算データと同じです。

33001 CA01の演算データのアラームステータス
… …
33032 CA32の演算データのアラームステータス

データの型と値は，測定データのアラームステータスと同じです。

34001 拡張パルス入力CHの測定データ（上位2バイト）
34002 拡張パルス入力CHの測定データ（下位2バイト）

データは符号付き32ビット整数で，1データあたり2個のレジスタが割り当て
られています。値はバイナリ出力フォーマットの演算データと同じです。

39001 年(4桁)
39002 月
39003 日
39004 時
39005 分
39006 秒
39007 ミリ秒

保持レジスタ データ

40001 C001の通信入力データ
… …
40032 C032の通信入力データ
保持レジスタには，「－32768～32767」の範囲で書き込みできます。
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5.3 Modbusエラー応答(Modbusスレーブ時)

Modbusスレーブ機能を使用しているとき，本機器は下記のエラーコードをマスタ機器に
返します。本機器で表示される通信に関するエラーメッセージについては，「8章 エラー
メッセージ」をご覧ください。

コード 意味 原因

1 ファンクションコード不良 サポートしてないファンクション要求です。サポートし
ているファンクションについては，「5.1 Modbusプロ
トコルの仕様とファンクションコード」をご覧くださ
い。

2 レジスタ番号不良 対応するチャネルがないレジスタをRead/Writeしようと
しました。

3 レジスタ個数不良 レジスタの指定個数がゼロです。

ただし，以下の場合には無応答になります。
・ CRCエラー
・上記の表以外のエラー
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5.4 Modbusマスタ機能の設定

Modbusマスタ機能を使用する際は，下記の項目を設定します。
● 通信周期

他の機器からデータを読み込む周期です。次の中から通信周期を選択します。
100ms，200ms，500ms，1s，2s，5s，10s，20s，30s，1min

● タイムアウト時間
本機器からコマンドを送信してから，ここで設定した時間(タイムアウト時間)指定ス
レーブ機器から応答がないとき，タイムアウトの状態になります。本機器は，リトライ
数の回数だけコマンドを送信して応答を待つ動作を繰り返します。すべてのリトライで
タイムアウト時間待ってもスレーブ機器から応答がない場合，本機器は以後そのスレー
ブ機器に対してタイムアウト時間の10倍の時間コマンドの送信を停止し，その後再リ
トライを行います。詳細については，「5.5 Modbusマスタのデータ抜け処理」をご参
照ください。
次の中からタイムアウト時間を選択します。
100ms，200ms，500ms，1s，2s，5s，10s，20s，30s，1min

● リトライ数

本機器からのコマンドに対して，指定スレーブ機器から応答がないときに再送信(リト
ライ)する回数です。ここで設定した回数リトライしてもスレーブ機器から応答がなけ
れば，本機器は以後そのスレーブ機器に対してタイムアウト時間の10倍の時間コマン
ドの送信を停止し，その後で再リトライを行います。詳細については，「5.5 Modbus
マスタのデータ抜け処理」をご参照ください。
次の中からリトライ数を選択します。
OFF(0回)，1，2，3，4，5，10，20

● コマンド

スレーブ機器のレジスタのデータを，通信周期で本機器の通信入力データに読み込むた
めのコマンドです。ひとつのスレーブ機器内で，データタイプが同じ連続したレジスタ
は1つのコマンドに登録し，連続した通信入力データに読み込むことができます。
・コマンドの有無(ON/OFF)
使用するコマンド登録欄を「ON」にします。最大32コマンド登録できます。

・読込みチャネル(先頭CH，最終CH)
スレーブ機器から読み込んだデータを本機器のどの通信入力データ(CO01～CO32)
とするかを指定します。

・アドレス
スレーブ機器のアドレスを次の中から指定します。
1～247

・レジスタ
スレーブ機器のレジスタ番号を指定します。32ビットのデータは，2つのレジスタ
に割り当てられているので，若い方の番号のレジスタ番号を設定します(次の「タイ
プ」を参照)。
入力レジスタ：30001～39999，300001～365535
保持レジスタ：40001～49999，400001～465535

・タイプ
スレーブ機器のModbusレジスタに割り当てられているデータのタイプを指定しま
す。
・INT16

Modbusレジスタに，「符号付き16ビット整数」が割り当てられているときに設
定します。
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5.4　Modbusマスタ機能の設定

・UINT16
Modbusレジスタに，「符号なし16ビット整数」が割り当てられているときに設
定します。

・INT32_B
Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「符号付き32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・INT32_L
Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「符号付き32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・UINT32_B
Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「符号なし32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・UINT32_L
Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「符号なし32ビット
整数」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・FLOAT_B
Modbusレジスタに，上位16ビット，下位16ビットの順で「32ビット浮動小数
点型データ」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合上位のレジスタ番号)を設定し
ます。

・FLOAT_L
Modbusレジスタに，下位16ビット，上位16ビットの順で「32ビット浮動小数
点型データ」が割り当てられているときに設定します。
[レジスタ]には，若いほうのレジスタ番号(この場合下位のレジスタ番号)を設定し
ます。

設定例(1つのコマンドで複数のデータを読み込む)

下図のように設定すると，「CO01」に「INT16タイプの30001レジスタの値」を，
「CO02」に「INT16タイプの30002レジスタの値」を読み込みます。

● 読み込んだデータの表示

読み込んだデータは，CO01～CO32を使って指定できます。レジスタのデータの小数
点位置や単位は，スレーブ機器に依存します。読み込んだデータは，本機器のスケーリ
ング機能で補正してください。
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操　　作

1. SETTINGキーを押して，設定モードにします。

2. 方向キーで「通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

3. 方向キーで「シリアル通信設定」を選択し，SELECTキーを押します。

　→　

4. 方向キーで「Modbus設定」を選択し，SELECTキーを押します。
・Modbus設定画面

・Modbus設定>通信チャネル設定画面

　→　

5. 表示された選択リスト/ウィンドウで選択または入力をしたのち，SETキーを押します。

5.4　Modbusマスタ機能の設定
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5.5 Modbusマスタのデータ抜け処理

本機器が複数のスレーブ機器に対して通信を行っているとき，前回発行したコマンドの応
答が完了しないうちに通信周期をオーバーした場合，本機器は通信周期内にコマンドが発
行できないことによるデータ抜けが発生します。
そのような場合，下図を参照して通信周期，タイムアウト時間，リトライ回数の各設定を
変更して適切に対処してください。

1. スレーブ機器からの応答に時間がかかる場合

通信周期

データ抜け
(スレーブ2，3)

データ抜け
(スレーブ3)

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

2. スレーブ機器からの応答がなかった場合(リトライ回数1)
)

通信周期

タイムアウト時間

データ抜け
(スレーブ2，3)

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3
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3. 応答がないスレーブ機器をタイムアウト時間の10倍の期間切り離した後，再リトライで

正常復帰する場合

(1) 応答がないスレーブ機器2の切り離し(リトライ回数1の場合)

　

通信周期

データ抜け
(スレーブ2，3)

データ抜け
(スレーブ2，3)

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

タイムアウト時間 タイムアウト時間

スレーブ2の
切り離し期間：
設定タイムアウトの10倍

リトライ1回目 スレーブ2切り離し

1

(2) 設定タイムアウト時間の10倍の期間スレーブ機器2を切り離した後，最初の通信周期

で再リトライして正常復帰

スレーブ機器1

スレーブ機器2

スレーブ機器3

正常復帰

スレーブ2の切り離し期間：設定タイムアウトの10倍

1

5.5　Modbusマスタのデータ抜け処理
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第6章 標準プロトコル

6.1 コマンドの書式

本機器の設定/基本設定/出力コマンド(6.3～6.10節参照)の書式は，次のようになります。
キャラクタコードにはASCIIコード(付録1参照)が適用されます。保守/診断コマンドの書
式については，6.11節をご覧ください。

コマンド名 パラメータ

?

ターミネータ

デリミタ

サブデリミタ

SR 02,SKIP;SR 03,VOLT,2V,-1500,1800
パラメータ(02 SKIP･････1800)

デリミタ(,)

コマンド名(SR)

サブデリミタ(;)

コマンド例

●コマンド名

アルファベット2文字で定義します。

●パラメータ

・コマンドの引数です。
・アルファベットまたは数値で設定します。
・パラメータとパラメータの間は，デリミタ(カンマ)で区切ります。
・パラメータが数値の場合，有効設定範囲はコマンドによって異なります。
・パラメータが数値以外の場合，指定がない限り「付録1 ASCIIキャラクタコード」に
記載しているカタカナ以外(0x80以前のコード)の文字を使用します。

・パラメータの前後のスペースは無視されます。(ただしASCII文字列で指定されるパ
ラメータ(単位)はスペースも有効です。)

・パラメータのうち，現在の設定から変更の必要がないものは省略できます。ただ
し，デリミタは省略できません。例外として，XDコマンドでファイル名の指定を省
略した場合は，本体より自動的にファイル名を付ける設定となります(詳細について
は6.7節参照)。
例 SR 01,,2V＜ターミネータ＞
複数のパラメータを省略して，最後尾にデリミタが連続した場合は，そのデリミタ
を省略することができます。
例 SR 01,VOLT,,,＜ターミネータ＞ → SR 01,VOLT＜ターミネータ＞

・パラメータの中で，FLコマンドによるログファイル，アラームサマリの出力を除い
て，次のパラメータの桁数は固定されています。桁数を違えて入力した場合は，文
法エラーになります。
・日付 YY/MM/DD(8文字)

YY：年(西暦の下2桁で入力してください)
MM：月
DD：日

・時刻 HH:MM:SS(8文字)
HH：時
MM：分
SS：秒



6-2 IM XL120C

・チャネル番号：
アナログCHの場合２文字または‘CH’＋２文字
パルスCHの場合‘PL’＋２文字
ロジックCHの場合‘DI’＋２文字
演算CHの場合‘CA’＋２文字
通信CHの場合‘CO’＋2文字

・アラーム出力番号：3文字
‘I’＋2文字

●クエリ(問い合わせ)

・「?(クエスチョンマーク)」をクエリとして使用します。
・コマンドまたはパラメータのあとにクエリをおいて，該当するコマンドの設定内容
を問い合わせることができます。クエリが実行できないコマンドもあります。各コ
マンドのクエリの書式については，6.2節をご覧ください。

●デリミタ

・「,(カンマ)」をデリミタとして使用します。
・パラメータとパラメータの間を，デリミタで区切ります。

●サブデリミタ

・「;(セミコロン)」をサブデリミタとして使用します。
・サブデリミタで1つ1つのコマンドを区切ることにより，コマンドを10個まで羅列で
きます。ただし，コマンドとクエリは羅列できません。単独で使用してください。
* サブデリミタが連続している場合は1個と見なされます。また，コマンドの先頭と末尾のサ

ブデリミタは無視されます。
例 ;SR01,VOLT;;;SR02,VOLT;<ターミネータ>は，SR01,VOLT;SR02,VOLT<ターミネー

タ>と見なされます。

●ターミネータ(終端文字)

次のどちらかをターミネータとして使用します。
・CR＋LF (ASCIIコードで表すと，「0DH 0AH」になります。)
・ LF (ASCIIコードで表すと，「0AH」になります。)

Note
・本機器に装着されていないチャネル/アラーム出力の番号を指定しないでください。エラーになり

ます。

・最初の文字からターミネータまでの総データ長は，2047バイト以内で記述してください。

・ユーザー指定の文字列を除き，大文字小文字は区別されません。

・サブデリミタで羅列されたコマンドは，途中のコマンドにエラーがあっても羅列されているコマ
ンド全てが実行されます。

・パラメータの前後にスペースを挿入しても，そのスペースは本機器がコマンドを解釈するときに
無視されます。ただし，コマンドの前，サブデリミタの後ろ，クエリの後ろにスペースがあると
エラーになります。

6.1　コマンドの書式
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6.2 レスポンスの書式

各種コマンドに対して下表のようなレスポンスの種類があります。
本機器は，1つのターミネータで区切られたコマンドに対して，1つのレスポンス(肯定/否
定応答)を返します。コントローラ側はコマンド1対レスポンス1のコマンドレスポンスを
守ってください。このコマンド-レスポンスが守られない場合は，動作を保証できません。

コマンド  レスポンス
 分類 肯定 否定
 設定系
　 制御系 肯定応答，ASCII出力応答 
基本設定コマンド   否定応答
 制御系 肯定応答
 設定/測定/演算データ出力系 ASCII出力応答 
  BINARY出力応答
 RS-485特有 RS-485特有応答 応答なし

機能

設定/測定サーバ

設定コマンド

出力コマンド

各レスポンスの書式を以下に示します。
肯定応答書式

コマンドが正常に処理されたとき，肯定応答が返されます。
●構文

E0<CRLF>

●例

E0<CRLF>

否定応答書式
単数否定応答の書式

コマンドが正常に処理されなかったとき，単数否定応答が返されます。エラー番号，エ
ラーメッセージについては，「8章 エラーメッセージ」をご覧ください。
●構文

E1_nnn_mmm•••m<CRLF>

nnn エラー番号(001～999)
mmm•••m メッセージ(可変長1行)
_ 空白(スペース)

●例

E1 001 "System error"

複数否定応答の書式

・サブデリミタで区切られた複数のコマンドのどれか1つでもエラーがあると，複数否定
応答が返されます。

・エラーが発生したコマンドの分だけ出力されます。
・エラーが発生したコマンドが複数ある場合は，「，(カンマ)」で区切って並べます。
・エラー発生位置の数字は，先頭のコマンドを「1」として，羅列されたコマンドに順次

付けられていく番号です。
エラー番号，エラーメッセージについては，「8章 エラーメッセージ」をご覧ください。
●構文

E2_ee:nnn<CRLF> (エラーが1つだけの場合)
E2_ee:nnn,ee:nnn,•••,ee:nnn<CRLF> (エラーが複数ある場合)

ee エラー発生位置(01～10)
nnn エラー番号(001～999)
_ 空白

●例

E2 02:001
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ASCII出力応答書式
ASCII出力書式の基本構文を以下に示します。
●構文

EA<CRLF>

•••••••••••••••<CRLF>

:

•••••••••••••••<CRLF>

•••••••••••••••<CRLF>

EN<CRLF>

ASCIIデータには，以下の種類があります。
クエリ応答，小数点位置/単位情報，測定/演算データ，通信ログ，FTPログ，エラーロ
グ，キーログインログ，Web操作ログ，Eメールログ，アラームサマリ，ステータス情
報，ファイルリスト，ユーザ レベル
以下にそれぞれについて説明します。

クエリ応答

「？クエスチョンマーク」がコマンドまたはパラメータのあとに付けたものに対して，該
当する設定内容のレスポンス書式は以下のようになります。各コマンドのクエリの書式に
ついては，6.4～6.11節を参照ください。
● 構文

EA<CRLF>

…<CRLF>

…
…<CRLF>

EN<CRLF>

● 例

コマンド YK?<CRLF>

レスポンス EA<CRLF>

YK ON<CRLF>

EN<CRLF>

設定/基本設定データ

・ FEコマンドによって出力されます。
・設定/基本設定データは，「6.3コマンド一覧」の表にあるコマンドの記載順に出力され

ます。ただし，以下のコマンドの設定内容は出力されません。
・設定コマンド(設定系) SDコマンド
・設定コマンド(制御系 UD～KEのコマンド(BZコマンドのみ出力)
・基本設定コマンド XE/YO/YI/YCコマンド

・設定/基本設定データの出力書式は，各コマンドの設定書式に準じます。
・複数行に渡って出力するコマンドがあります。たとえばチャネルごとに設定するコマン

ドです。
● 構文

2文字のコマンド名とそれに続く設定値(パラメータ)が，次のような構文で出力されます。
EA<CRLF>

ttsss…s<CRLF>

…………
EN<CRLF>

tt コマンド名(SR，SA…，XA…)
sss…s 設定/基本設定データ(可変長1行)

6.2　レスポンスの書式
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● 例

EA

SR 01,VOLT,20mV,0,20

SR 02,VOLT,20mV,0,20

•••••••••••••••

EN

小数点位置/単位情報

・ FEコマンドによって出力されます。
・ FDコマンドで出力される測定/演算データは，バイナリデータ出力指定の場合，仮数部

だけです。バイナリデータの表示データまたはFEコマンドで得られる小数点位置を組
み合わせて，正しい測定/演算データになります。

● 構文

チャネルごとに次のような構文で出力されます。
EA<CRLF>

s_kccuuuuuu,pp<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

s データステータス(N, S)
N：ノーマル
S：スキップ(測定チャネルの場合は入力レンジがSKIPの設定のとき)

k チャネルの種類
0：測定チャネル
P：パルスチャネル
A：演算チャネル
C：通信チャネル

cc チャネル番号
01～32

uuuuuu 単位情報(6文字，左詰めで出力されます。)
mV____：mV / V_____：V / ^C____：℃ / Mc____:Mc　/　kc___:kc　/　rpm__:
rpm　/

xxxxxx：(ユーザー指定の文字列)
pp 小数点位置(00～04)
00のときは小数点が付きません(00000)。
01のときは小数点以下1桁の位置(0000.0)に小数点が付きます。
02のときは小数点以下2桁の位置(000.00)に小数点が付きます。
03のときは小数点以下3桁の位置(00.000)に小数点が付きます。
04のときは小数点以下4桁の位置(0.0000)に小数点が付きます。

_ 空白
● 例

EA

N 001mV ,01

N 002mV ,01

EN

6.2　レスポンスの書式
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測定/演算データ

・ FDコマンドによって出力されます。
・ FDコマンドで出力される測定/演算データは，バイナリデータ出力指定の場合，仮数部

だけです。バイナリデータの表示データまたはFEコマンドで得られる小数点位置を組
み合わせて，正しい測定/演算データになります。

● 構文

日付/時刻とともにチャネルごとに次のような構文で出力されます。
EA<CRLF>

DATE_yy/mo/dd<CRLF>

TIME_hh:mi:ss.mmmt<CRLF>

s_kcca1a2a3a4uuuuuufdddddE-pp<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yy 年(00～99);mo 月(01～12);dd 日(01～31);hh 時(00～23);mi 分(00～59);ss
秒(00～59);mmm ミリ秒(000～999，秒とミリ秒の間には「.(ピリオド)」が入りま
す。);t 予約(空白です。)
s データステータス(N，S，O，E)

N：ノーマル/ S：スキップ/O：オーバ/E：エラー
k チャネルの種類

0：測定アナログチャネル/P:パルスチャネル/D:ロジック入力チャネル/A：演算チャ
ネル/

C：通信チャネル
cc チャネル番号

01～32

a1a2a3a4

a1 アラームステータス
a2 予約(常に空白文字)
a3 予約(常に空白文字)
a4 予約(常に空白文字)
(H，L，I, O, 空白のどれかになります)
(H(上限アラーム)/L(下限アラーム)/ I(ウインドウINアラーム)/O(ウインドウOUTア
ラーム))
予約（h，l， T，t，R，r）

空白文字(アラームなし)
uuuuuu 単位情報(6文字，左詰めで出力されます)
mV____：mV/V_____：V/^C____:℃/Mc____:Mc/kc___:kc/rpm__:rpm/xxxxxx：
(ユーザー指定の文字列)

f 符号(+，-)
ddddd 仮数部(00000～99999，5桁)
・演算データの場合，8桁になります。
・異常なデータ(データステータスがE)または仮数部や指数部の範囲を超えたデータ
(データステータスがO)の場合，仮数部は99999(演算データのときは99999999)に
なります。

pp 指数部(00～04)
・ 異常なデータ(データステータスがE)または仮数部や指数部の範囲を超えたデータ
(データステータスがO)の場合， 指数部は99になります。

6.2　レスポンスの書式
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● 例

EA

DATE 05/10/23

TIME 19:56:32.500

N 001h mV +12345E-03

N 002 mV -67890E-01

S 003

EN

Note
・存在しないチャネルのデータは，チャネル番号を含めて出力されません。

・スキップのチャネルの場合，アラームステータスから指数部までの値がすべてスペースになりま
す。

・応答の通信時間については，応答の文字列サイズと通信速度によって異なるので，ご注意くださ
い。

たとえば，シリアル通信で X L 1 0 0 のすべてのチャネルを出力する場合，コマンド F D
0,01,16,PL01,PL01,DI01,DI02,CA01,CA32,CO01,CO32の応答文字列サイズが約2.3kbyteなので，
通信速度38400bpsでは応答の通信時間は約0.6秒に対して，通信速度2400bpsでは約10秒にな
ります。

 

通信コマンドログ

・ FLコマンドによって出力されます。
・設定/基本設定/出力の各コマンドとレスポンスのログ(記録)が出力されます。合わせて

過去200回までのログが残されます。200回を超えるログは古い順に消去されます。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mi:ss_d_n <CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yyyy 年(2000～2099)

mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
d 入出力

I：入力
O：出力

n コネクションID，接続しているユーザを識別する番号。
0：管理者
1～6：利用者1～6

● 例

以下は，サブデリミタで区切られた複数のコマンド「BO1;AAA;CS1」を送信したとき
のログの例です。複数のコマンドはサブデリミタごとに分割されます。
EA

2006/03/30 15:42:48 00 O   E2 02:302¥n
2006/03/30 15:42:48 00 I   CS1;

2006/03/30 15:42:48 00 I   AAA;

2006/03/30 15:42:48 00 I   BO1;

EN

6.2　レスポンスの書式
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FTPログ

・FLコマンドによって出力されます。
・FTPクライアントのログ(記録)が出力されます。過去50回までのファイル転送のログが

残されます。50回を超えるログは古い順に消去されます。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mi:ss_nnn___xxxxxxxxx_k_fffffff...f_eee<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yyyy 年(2000～2099)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時 (00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
nnn エラーコード(001～999)
xxxxxxxxx 詳細コード
k サーバの種類(FTP接続先)

P：プライマリ
S：セカンダリ

fffffff...f ファイル名
eee 拡張子(3文字)
_ 空白

● 例

EA

2006/03/30 16:08:41  283   CWD S

2006/03/30 16:08:41  000 P    FTPC.TXT

EN

エラーメッセージログ

・ FLコマンドによって出力されます。
・操作エラーのログ(記録)が出力されます。過去50回までの操作エラーのログが残されま

す。50回を超えるログは古い順に消去されます。
・通信のその他のメッセージ(400～999)とステータスメッセージ(500～599)は出力され

ません。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mi:ss_nnn_uuu•••u<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yyyy 年(2000～2099)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時 (00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
nnn エラーコード(001～999)
uuu･･･u エラーメッセージ(最大80文字)
_ 空白

6.2　レスポンスの書式



6-9IM XL120C

1

2

3

4

5

6

7

付

索

8

標
準
プ
ロ
ト
コ
ル

● 例

EA

2006/03/30 16:08:41 282 FTPｺﾝﾄﾛｰﾙｺﾈｸｼｮﾝにｴﾗｰが発生しました。

EN

キーログインログ

・ FLコマンドによって出力されます。
・ログイン/ログアウトしたユーザのログ(記録)が出力されます。ログイン/ログアウト合

わせて過去50回までのログが残されます。50回を超えるログは古い順に消去されま
す。

・ログイン中に電源が切れた場合は，ログアウトの状態になります。ただし，ログアウト
の記録として残りません。

・ログアウトのときには，ユーザ番号とユーザ名は出力されません。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mi:ss_xxx_nn_uuu•••u<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yyyy 年(2000～2099)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時 (00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
xxx ログインまたはログアウト(In_，Out) 左詰めで出力されます。
nn ユーザ番号(00～06)
uuu･･･u ユーザ名(16文字)
_  空白

● 例

EA

2005/05/11 12:20:00 In 01 administrator

2005/05/11 12:30:00 Out

2005/05/11 12:20:00 In 03 user

2005/05/11 12:30:00 Out

EN

Web操作ログ

・ FLコマンドによって出力されます。
・Web画面での操作のログ(記録)が出力されます。過去50回までのログが残されます。

50回を超えるログは古い順に消去されます。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_ffffff_eee_???•••?<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

6.2　レスポンスの書式
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yyyy 年(2000～2099)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時 (00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
ffffff  要求操作
KEY ： キー操作
eee  要求操作実行時のエラーコード
すべて空白：成功
001～999 ：エラーコード
???･･･? 要因のパラメータ(以下参照)
・ffffff = KEYのとき

yy/mo/dd_hh:mm:ss_ffffff_eee_kkkkkCRLF

kkkkk  操作したキーの種類
ESC ：ESCキー
HOME ：HOMEキー
REVIEW ：REVIEWキー
FILE ：FILEキー
SETTING ：SETTINGキー
HOLD ：HOLDキー
TIMEDIVSHORT ：TIME/DIV左キー
TIMEDIVLONG ：TIME/DIV右キー
RANGE ：RANGEキー
SAVE ：SAVEキー
DISP ：DISPLAYキー
GROUP ：GROUPキー
MARK ：MARKキー
MARKLEFT ：MARK左キー
MARKRIGHT ：MARK右キー
SET ：SETキー
STARTSTOP ：START/STOPキー
UP ：方向↑キー
DOWN ：方向↓キー
RIGHT ：方向→キー
LEFT ：方向←キー
SELECT ：SELECTキー 　

- 空白

6.2　レスポンスの書式



6-11IM XL120C

1

2

3

4

5

6

7

付

索

8

標
準
プ
ロ
ト
コ
ル

● 例

EA

2001/02/11 12:30:00 KEYUP

2001/02/11 12:31:00 KEYRIGHT

EN

Eメールログ

・ FLコマンドによって出力されます。
・ Eメール送信のログ(記録)が出力されます。過去50回までのログが残されます。50回を

超えるログは古い順に消去されます。
● 構文

EA<CRLF>

yyyy/mo/dd_hh:mm:ss_ffffff_eee_n_uuu•••u<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

yyyy 年(2000～2099)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時 (00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
ffffff 要因
・表示言語が日本語の場合
アラーム：アラームメール
定時：定刻メール
システム：システムエラーメール

・表示言語が英語の場合
ALM：アラームメール
TIME：定刻メール
SYS：システムエラーメール

eee エラーコード
すべて空白：成功
001～999 ：エラーコード

n 送信先リスト
1： リスト1
2： リスト2
1-2： リスト1とリスト2の両方

uuu･･･u 送信先メールアドレス列（最大30文字）
_ 空白

● 例

EA

2006/03/30 18:55:27 テスト

EN

6.2　レスポンスの書式
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● 構文

EA<CRLF>

kkkk__c__sssss_mo/dd_hh:mm:ss.zzz__MO/DD_HH:MM:SS.ZZZ<CRLF>

•••••••••••••••

EN<CRLF>

kkkk チャネルの種類
CHxx：アナログ測定チャネル(8CH端子台の場合xx：01～08，16CH端子台の場合
xx：01～16)
PLS：パルス測定チャネル
Lxx：ロジック測定チャネル(xx:01～02)
CAxx：演算チャネル（xx:01～32)
COxx：通信チャネル（xx:01～32)

c アラーム出力チャネル(無し,1～4)
sssss アラーム種類(H, L, IN, OUT, PH, PL, PWIN, PWOUT, LH, LL)
mo アラーム開始月(01～12)
dd アラーム開始日(01～31)
hh アラーム開始時(00～23)
mm アラーム開始分(00～59)
ss アラーム開始秒(00～59)
zzz アラーム開始ms(000～999)
MO アラーム終了月(無し,01～12)
DD アラーム終了日(無し,01～31)
HH アラーム終了時(無し,00～23)
MM アラーム終了分(無し,00～59)
SS アラーム終了秒(無し,00～59)
ZZZ アラーム終了ms(無し,000～999)
_ 空白

● 例

EA

CH08  1  L     12/22 21:13:00.105

L02      LH    12/22 15:43:43.104

L01      LH    12/22 15:43:43.104

EN

ステータス情報

・ ISコマンドによって出力されます。
・機器の動作状態が出力されます。
・ステータス情報の詳細については，「7.2 ステータス情報のビット構成」をご覧くださ

い。
● 構文

EA<CRLF>

ddd.ccc.bbb.aaa<CRLF>

EN<CRLF>

aaa ステータス情報1(000～255)
bbb ステータス情報2(000～255)
ccc ステータス情報3(000～255)
ddd ステータス情報4(000～255)

6.2　レスポンスの書式
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● 例

EA

000.000.032.000

EN

ファイルリスト

・MEコマンドによって出力されます。
・本機器の外部記憶メディアの指定したディレクトリのファイルリストやファイルのデー

タサイズが出力されます。
● 構文

EA<CRLF>

ffffffffffff.eee_ssssssss_yy/mo/dd_hh:mi:ss

•••••••••••••••

zzzzzzz KByte free

EN

ffffffffffff ファイル名(最大150字）
eee 拡張子（3文字）
ssssssss ファイルのデータサイズ(_______0-99999999)[byte(s)]
yy 年(00～99)
mo 月(01～12)
dd 日(01～31)
hh 時(00～23)
mi 分(00～59)
ss 秒(00～59)
zzzzzzz：メディアの空き容量(______0-9999999)
_ 空白

● 例

EA

BACKUP.SET 15344 05/12/22 11:16:04

051220095255.DLO 14565 05/12/22 11:27:00

ATESTFTP.CSV 11877 05/12/23 15:20:42

ATESTFTPR001.CSV 14203 05/12/23 15:23:08

DATA0 <DIR> 05/12/22 11:12:10

051222210545.BMP 230454 05/12/22 21:05:46

051222210547.ALM 7431 05/12/22 21:05:46

123122 KByte free

EN

6.2　レスポンスの書式
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ユーザ レベル

・FUコマンドによって出力されます。
・ユーザ名，ユーザレベルなどが出力されます。
● 構文

EA<CRLF>

p_l_uuu•••u<CRLF>

EN<CRLF>

p 物理層
E：Ethernet
S：RS-232またはRS-485またはUSB

l ユーザレベル
A：管理者権限
U：利用者権限

uuu･･･u ユーザ名(最大16文字)
_ 空白

● 例

EA

E A admin

EN

バイナリ出力書式
●基本構文

'E' 'B' CR LF

バイナリデータ

ASCII形式

バイナリ形式

データ長

データサム

フラグ 識別 ヘッダサム

1バイト

バイナリヘッダ
(12バイト)

バイナリデータ

バイナリフッタ
(2バイト)

● EBCRLF
データがバイナリであることを示します。

●データ長

「フラグ＋識別＋ヘッダサム＋バイナリデータ＋データサム」のバイト値です。

●ヘッダサム

「データ長＋フラグ＋識別」のサム値です。

●バイナリデータ

データごとの出力フォーマットについては，6.3節をご覧ください。

●データサム

「バイナリデータ」のサム値です。

6.2　レスポンスの書式
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●フラグ

フラグ
ビット 名称(略称) 0 1 フラグの意味

7 BO MSB LSB バイト出力順序
6 CS 無 有 チェックサムの有無
5 － － －
4 － － －
3 － － －
2 － － －
1 － － －
0 END 中間 最終 連続データの中間/最終

・ BOフラグが「0」のとき，MSB(上位バイト)から出力されます。BOフラグが「1」
のとき，LSB(下位バイト)から出力されます。

・CSコマンドのパラメータをチェックサムあり(パラメータ1)にすると，前ページ「●
基本構文」のヘッダサムとデータサムの部分にサム値が入ります。パラメータを
チェックサムなし(パラメータ0)にすると，ヘッダサムとデータサムの部分にはゼロ
(0)が入ります。

・MEコマンドで出力されるデータの容量が大きい場合，1回の出力要求(パラメータ
GET)では全データを出力しきれないときがあります。この場合はENDフラグが
「0」になります。ENDフラグが「1」になるまで，続きのデータを出力要求(パラ
メータNEXT)する必要があります。

・名称とフラグ欄に「－」があるビットは未使用です。値は不定になります。

●識別

識別番号 バイナリデータの種類 形式 フォーマット

0 不特定ファイル ファイル(*.*) －
1 測定/演算データ データ ○
2 － － －
3 － － －
4 マニュアルサンプルデータファイル ファイル(*.*) ○
5 － － －
6 － － －
7 － － －
8 － － －
9 － － －
10 － － －
11 － － －
12 － － －
13 画面イメージデータ ファイル(*.*) －

○：公開，－：一般形式
・バイナリデータには，上表の識別番号による種類があります。
・バイナリデータには，データとファイルの2種類があります。
・データ

・ FDコマンドで測定/演算データを出力できます。
・データのフォーマットは公開されています。次ページ以降をご覧ください。

・ファイル
・ロギングデータのファイルは，本機器付属のソフトウェアで扱えます。
・フォーマットが一般形式のファイルは，市販のソフトウェアで読み込めます。
・前ページ「●基本構文」の識別の部分には，バイナリデータの種類を示す識別
番号が入ります。

Note
上表にないバイナリデータは，すべて不特定ファイルになります。

6.2　レスポンスの書式
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● サム値の計算

CSコマンドのパラメータを「1(有)」にすると，シリアル通信のときだけチェックサム
値が出力されます。TCP/IPのときに使用するサム値で，以下のアルゴリズムで求めら
れます。

サム値の対象バッファ

・ヘッダサムの場合は，「データ長＋フラグ＋識別」で，6バイト固定です。
・データサムの場合は，「バイナリデータ」です。
1バイト

0

(1) (2) (3) (4) (6)(5)

パディング

バッファのデータ長が奇数の場合は，偶数になるように「0(ゼロ)」でパディングし，
符号なし2バイト整数(unsigned short)単位で，(1)～(6)まで加算します。このとき桁
あふれしたときは，さらに「1」を加算します。最後に加算結果をビット反転させま
す。

測定/演算バイナリデータ書式

・測定/演算データは，FDコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「1」です。
・測定データは符号付き16ビット整数，演算データは符号付き32ビット整数で出力され

ます。小数点と単位を付けて物理量となります。小数点位置はFEコマンドで求められ
ます。

バイナリデータから物理量を得る例

バイナリデータ 小数点位置情報 物理量(測定値)

10000 0 10000

10000 1 1000.0

10000 2 100.00

10000 3 10.000

10000 4 1.0000

●バイナリデータ形式

バイト数 

2バイト 

ブロック数 

･･･ 
 ブロック nのバイナリデータ 

2バイト 

ブロック 1のバイナリデータ 

●ブロック数

ブロックの数

●バイト数

1つのブロックのサイズ [bytes]

6.2　レスポンスの書式
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●ブロック

年
測定/演算

･･･
･･･

測定/演算
･･･
･･･

月
チャネル

･･･
･･･

チャネル
･･･
･･･

日
A2A1
･･･
･･･
A2A1
･･･
･･･

時
A4A3
･･･
･･･
A4A3
･･･
･･･

分 ミリ秒 (予約)* フラグ秒
測定データ

･･･
･･･

演算データ
･･･
･･･

1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 1バイト 2バイト 1バイト 1バイト

4バイト
* (予約)の部分は未使用です。値は不定になります。

ブロックメンバー

名前 バイナリ値

年 0～99

月 1～12

日 1～31

時 0～23

分 0～59

秒 0～59

ミリ秒 0～999

(予約) 不定

測定/演算 00H：測定，80H：演算

チャネル 01～60

アラームステータスA1(Bit 0～3) 0～11*

アラームステータスA2(Bit 4～7) 不定

アラームステータスA3(Bit 0～3) 不定

アラームステータスA4(Bit 4～7) 不定

* アラームステータスは，1バイト(8ビット)の上位/下位のそれぞれ4ビットを使ってバイナリ値
0～11が入ります。バイナリ値0～11は，アラームの種類，H(上限アラーム)，L(下限アラー
ム)，I(ウィンドウIn)，O(ウィンドウOut)に，それぞれ次のように対応します。
「0」はアラーム無し，「1」はH，「2は」L，「10」はI，「11」はO

●特殊なデータ値

特殊な状態のとき，測定/演算データはそれぞれ下表の値になります。

特殊なデータ値の種類 測定データ 演算データ

＋オーバ 7FFFH 7FFF7FFFH

－オーバ 8001H 80018001H

スキップ(OFF) 8002H 80028002H

エラー 8004H 80048004H

不定 8005H 80058005H

Note
ブロック数，バイト数，測定/演算データは，BOコマンドで設定されたバイトオーダに従って出
力されます。

6.2　レスポンスの書式
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マニュアルサンプルデータ

・MEコマンドによって出力されます。
・出力フォーマットの識別番号は「4」です。
・データ形式は，下図のとおりです。

MODEL,XL100,T004
VERSION,1.00
.
.

TEMP_UNIT,degC

設定データ

空白行
データヘッダ

単位ヘッダ

測定データ

DATE,TIME,CH01,CH02,
,,V,V,V,V,V,degC,

....

....

2005/03/27,14:30:00,0.000
2005/03/27,14:31:00,0.000
.
.
.

....

....

画面イメージデータ

画面イメージデータは，BMP形式のビットマップファイルで出力されます。

RS-485通信特有書式
オリジナルプロトコルの設定時のRS-485インタフェース特有のコマンドと，そのコマン
ドに対するレスポンスは，下表のようになります。

コマンド構文 コマンドの意味 レスポンス

<ESC>O<SPC>xx<CRLF> 機器のオープン ・コマンドで設定したアドレス機器からのレ
スポンス
<ESC>O<SPC>xx<CRLF>

・コマンドで設定したアドレスの機器がない*
ときのレスポンス
なし

<ESC>C<SPC>xx<CRLF> 機器のクローズ ・コマンドで設定したアドレスの機器からの
レスポンス
<ESC>C<SPC>xx<CRLF>

・コマンドで設定したアドレスの機器がない*
ときのレスポンス
なし

* 設定したアドレスの機器がない」状態になる原因として，コマンドエラー/機器に設定されたアド
レスと合わない/機器の電源がONになっていない/機器がシリアルインタフェースで接続されてい
ないなどが考えられます。

Note
・<ESC>は，ASCII コードの「1BH」を表します。

・<CRLF>は，ASCIIコードの「0DH」および「0AH」を表します。

・<SPC>は，空白文字でASCIIコードでは「20H」を表します。

・ xxは機器のアドレスを示します。ここでは，「01～ 99」のアドレスが指定できます。

・同時にオープンできる機器は1つだけです。
・ ESC Oコマンドで機器をオープンにすると，その機器へのすべてのコマンドが有効に

なります。
・ ESC Oコマンドで1つの機器をオープンすると，すでにオープンされている他の機器

は，自動的にクローズされます。
・通常のコマンドは，ターミネータとして<CR>＋<LF>または<LF>のどちらかを使用で

きますが，これらのコマンドに限り，<CR>＋<LF>しか使用できません。

6.2　レスポンスの書式
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6.3 コマンド一覧

設定コマンド

分類 コマンド 機能 操作可能状態 管理者権限 利用者権限 ページ

設定系
SR 入力レンジ，スパンの設定 ロギング停止/ロギング* ○ × 6-26
SO 差演算の設定 ロギング停止/ロギング* ○ × 6-27
SM 通信チャネルの設定 ロギング停止/ロギング* ○ × 6-27
SA アラームの設定 ロギング停止 ○ × 6-28
SD 日付と時刻の設定 ロギング停止 ○ × 6-28
SW サンプリング周期の設定 ロギング停止 ○ × 6-29
SZ 予約
SP 予約
ST タグの設定 ロギング停止 ○ × 6-29
SX グループの設定 ロギング停止 ○ × 6-29
SL アラームラインの設定 すべて ○ × 6-29
SG 予約
SH 予約
SE 背景色，波形の線幅，アラームラインの すべて ○ × 6-29

線幅の設定，グリッド表示の設定
SB バーグラフ表示の基準位置の設定 すべて ○ × 6-30
SV アベレージの設定 ロギング停止 ○ × 6-30
SF 予約
SC チャネルの表示色，波形線幅の設定 すべて ○ × 6-30
SQ 画面のバックライトオートセーブ設定 すべて ○ × 6-30
SY 予約
SU 予約
SK 予約
SI 予約
SJ 予約
FR 予約
BA 予約
BB 予約
BC 予約
BD アラームディレイサンプリング回数の設定 ロギング停止 ○ × 6-30
BY 自動測定，ビープ音の設定 ロギング停止 ○ × 6-30
SN パルス入力の設定 ロギング停止/ロギング ○ × 6-31

* スパン設定など，一部のパラメータのみロギング中に設定可能。 ○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可
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Note
・本機器の操作状態には，「フリーランニングモード」，「ファイル処理モード」，「設定モード」，「レ

ビューモード」の操作モードのグループを「ロギング停止状態」とする分類と「ロギングモード」，
「ロギングレビューモード」で分類される「ロギング状態」の2つの種類があります。

コマンドごとに決められている操作状態と異なる操作状態でコマンドを実行しようとした場合は
文法エラーになります。PSコマンドでロギングを終了してフリーランニング状態に切り替えてか
ら実行してださい。クエリが使用できるコマンドは，操作状態に関係なくクエリを実行できます。

・ロギング停止状態

設定の変更ができる状態です。

・ロギング状態

原則として，上記のロギング停止状態以外のコマンドを使用する操作状態です。

・管理者権限と利用者権限の区分けは，本機器のイーサネット通信のログイン機能で設定している
ユーザーレベルを示しています。

詳しくは2.7節をご覧ください。

・設定コマンドの設定系のコマンドの有効化のタイミングに関しては，BZコマンドによる設定コマ
ンド有効化の設定によりコマンド実行後すぐに有効にさせるか，基本設定コマンドと同様にXEコ
マンドの保存によりはじめて有効化させるかを選択できます。連続で入力CHの設定をする場合
等，いったんBZコマンドによりXEコマンド保存時に有効化の状態にしてからそれぞれ設定する
方が、本体内部の有効化処理を効率的に行うことができます。電源ON時は，必ず実行後すぐに
有効化となります。

分類 コマンド 機能 操作可能状態 管理者権限 利用者権限 ページ

制御系
UD 画面表示の切り替え すべて ○ × 6-32
PS ロギングのスタート/ストップ すべて ○ × 6-32
AK アラーム状態の確認(アラームアクノレッジ) すべて ○ × 6-32
EV マニュアルサンプル/画面 ロギング停止 ○ × 6-32

イメージデータの記憶メディアへの保存
MS 予約
TL 予約
DS 予約
LO 設定データの読み込み ロギング停止 ○ × 6-32
LI 設定データの保存 ロギング停止 ○ × 6-33
CM 通信入力データの設定 すべて ○ × 6-33
EM Eメールのスタート/ストップ ロギング停止 ○ × 6-33
KE キー操作コマンド すべて ○ × 6-33
BZ 設定コマンド有効化設定 すべて ○ × 6-33

○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可

6.3　コマンド一覧
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基本設定コマンド
・基本設定コマンドで変更した設定を有効にするには，基本設定をXEコマンドで保存す

る必要があります。操作状態をロギング停止からロギング開始する前に，必ず設定を
XEコマンドで保存してください。保存をしないで，操作状態をロギング停止からロギ
ング開始すると変更前の設定になります。

・ロギング停止中に実行されるクエリで返ってくる設定内容は，XEコマンドで保存して
いなくてもロギング停止中に変更した設定になります。ただし，XEコマンドで保存し
ていないと変更した設定は有効になっていません。変更した設定を有効にするには，前
述のように設定をXEコマンドで保存する必要があります。XEコマンドで廃棄したり，
XEコマンドで保存する前に操作状態をロギング停止からロギング開始すると，クエリ
で返ってくる設定内容は変更前の設定になります。

分類 コマンド 機能 操作可能状態 管理者権限 利用者権限 ページ

設定系
XA アラームに関する設定 ロギング停止 ○ × 6-34
XI フィルタの設定 ロギング停止 ○ × 6-34
XB バーンアウト(クエリのみ) すべて ○ ○ 6-34
XJ 基準接点補償(クエリのみ) すべて ○ ○ 6-34
XV サンプリング周期の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-34
XS 予約
XM 予約
XU 言語の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-35
XR 予約
XQ 予約
RO 予約
RM 予約
XD データ保存の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-35
XO 通信手段の選択 ロギング停止　　 ○ × 6-35
XZ トリガの選択 ロギング停止　　 ○ × 6-35
XK 開始トリガの選択 ロギング停止　　 ○ × 6-35
XL 終了トリガの選択 ロギング停止　　 ○ × 6-36
XH キーログイン機能，オートログアウト機能 ロギング停止　　 ○ × 6-37

の設定
XE 基本設定コマンドの設定内容の保存/破棄 ロギング停止　　 ○ × 6-37

の設定
XG タイムゾーンの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-37
XP 予約
XW ID番号の設定 ロギング停止 ○ × 6-37
XY 統計演算の設定 ロギング停止 ○ × 6-37
YA IPアドレス/サブネットマスク/ ロギング停止　　 ○ × 6-38

デフォルトゲートウエイ/DHCP機能の設定
YD イーサネットログイン機能の設定 ロギング停止　　 ○ ○ 6-38
YK キープアライブの設定 ロギング停止 ○ × 6-38
YN DNSの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-38
YE SNTP(時刻同期機能)の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-38
YQ 通信タイムアウトの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-39
YS シリアルインタフェースの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-39
YO 設定データの読み込み ○ × 6-39
YI 設定データの保存 ロギング停止　　 ○ × 6-39
YC システムリセット(設定データの初期化) ロギング停止　　 ○ × 6-39
YT FTPクライアントの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-40
YG Webサーバ機能の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-40
YL Modbusマスタ機能の動作の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-40
YM Modbusマスタ機能のコマンドの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-40

○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可

6.3　コマンド一覧
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分類 コマンド 機能 操作可能状態 管理者権限 利用者権限 ページ

基本設定系
YU Eメールで送信する内容の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-41
YV Eメールの送信先アドレスの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-42
YW Eメールの送信元アドレスの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-42
YX Eメールの送信、SMTPサーバ名の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-42
YZ ユーザ登録の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-42
WA PHS認識(クエリのみ) ロギング停止　　 ○ × 6-43
WB PHS用電話番号の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-43
WC PHS用ポートの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-43
WD PHS用呼び出しオプション設定 ロギング停止　　 ○ × 6-43
WE PHS用TCP/IP全般の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-43
WF PHS用TCP/IPネームサーバーの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-43
WG PHS用セキュリティ設定 ロギング停止　　 ○ × 6-44
WH PHS用ログイン，パスワードの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-44
IU USB IDの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-44
XF 保存モードの設定 ロギング停止　　 ○ × 6-44
YY メール認証の設定 ロギング停止　　 ○ × 6-44

○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可

出力コマンド

分類 コマンド 機能 操作可能状態 管理者権限 利用者権限 ページ

制御系
BO バイト出力順序の設定 すべて ○ ○ 6-45
CS チェックサムの設定 すべて ○ ○ 6-45

(シリアル通信時だけ使用可)
IF ステータスフィルタの設定 すべて ○ ○ 6-45
CC イーサネット接続の切断 すべて ○ ○ 6-45
IA IPv4情報の出力 すべて ○ ○ 6-45
IB IPv6情報の出力 すべて ○ ○ 6-45
ID システムデータの出力 すべて ○ ○ 6-45
IT 端子台状態の出力 すべて ○ ○ 6-45

設定/測定/演算データ出力系
FC 画面イメージデータの出力 ロギング停止 ○ ○ 6-46
FE 設定データの出力 ロギング停止 ○ ○ 6-46
FD 最新の測定/演算データの出力 すべて ○ ○ 6-46
FF 予約
FL ログ，アラームサマリの出力 すべて ○ ○ 6-47
IS ステータス情報の出力 すべて ○ ○ 6-47
FU ユーザーレベルの出力 すべて ○ ○ 6-47
ME 記憶メディアに保存されているデータ ロギング停止 ○ × 6-47

の出力(イーサネットまたはシリアル通信の
どちらか一方でだけ使用可)

MI 予約
MO 予約

RS-485特有コマンド系
Esc O 機器のオープン すべて ○ ○ 6-48
Esc C 機器のクローズ すべて ○ ○ 6-48

○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可

6.3　コマンド一覧
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保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に使用可)

分類 コマンド 機能 管理者権限 利用者権限 ページ

保守/診断
close 他の機器間のコネクションの切断 ○ × 6-48
con コネクション情報の出力 ○ ○ 6-48
eth イーサネット統計情報の出力 ○ ○ 6-48
help ヘルプの出力 ○ ○ 6-49
net ネットワーク統計情報の出力 ○ ○ 6-49
quit 操作中の機器のコネクションの切断 ○ ○ 6-52

○：コマンド使用許可 ×：コマンド使用不許可

6.3　コマンド一覧
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6.4 入力レンジのパラメータ

SRコマンド(入力レンジ設定コマンド)のチャネルモード(VOLT，TC，RTD，パルスおよ
びロジック)が，本機器のどの入力レンジに該当し，スパンの上限値/下限値をどの範囲で
設定できるか，またアナログチャネルスケーリングON時のSR，SO，SMコマンドの単位
グループと単位について以下まとめています。

入力レンジとスパンとSRコマンドのパラメータ
●直流電圧(VOLT)

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

100mV 100mV -100.00～100.00mV -10000～10000

500mV 500mV -500.0～500.0mV -5000～5000

1V 1V -1.0000～1.0000V -10000～10000

5V 5V -5.000～5.000V -5000～5000

10V 10V -10.000～10.000V -10000～10000

50V 50V -50.00～50.00V -5000～5000

1-5V 1-5V 1.000～5.000V 1000～5000

●熱電対(TC)

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

R R 0～1768℃ 0～1768

S S 0～1768℃ 0～1768

B B 600～1800℃ 600～1800

K K -200.0～1372.0℃ -2000～13720

E E -200.0～1000.0℃ -2000～10000

J J -200.0～1200.0℃ -2000～12000

T T -200.0～400.0℃ -2000～4000

N N 0.0～1300.0℃ 0～13000

W W 0～2315℃ 0～2315

L L -200.0～900.0℃ -2000～9000

U U -200.0～400.0℃ -2000～4000

●測温抵抗体(RTD)

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

Pt100 PT -200.0～850.0℃ -2000～8500

JPt100 JPT -200.0～500.0℃ -2000～5000

●ロジック

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

なし NONE 0または1 0または1
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●パルス

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

瞬時
なし NONE 0～50000 0～50000

積算
50Kc 50KC 0.000～50.000 0～50000
500Kc 500KC 0.00～500.00 0～50000
5Mc 5MC 0.0000～5.0000 0～50000
50Mc 50MC 0.000～50.000 0～50000
500Mc 500MC 0.00～500.00 0～50000

回転数
500rpm 500RPM 0～500 0～500
5krpm 5KRPM 0～5.00 0～500
50krpm 50KRPM 0.000～50.00 0～5000
500krpm 500KRPM 0.00～500.00 0～50000

●演算チャネル，通信チャネル

入力レンジ SRコマンドの 入力レンジのスパン SRコマンドのスパン設定
レンジ設定パラメータ 上限値/下限値設定範囲 パラメータ範囲

なし NONE -99999～99999 -99999～99999

単位グループと単位について

単位グル SR，SM，SOコマンドの SR，SM，SOコマンドの
ープ名前 単位グループパラメータ 単位パラメータ

長さ LENGTH mm,cm,m,km

面積 AREA mm2,cm2,m2,km2

体積 VOLUME mm3,cm3,m3,ml,l,kl

速度 VELOCITY mm/s,mm/min,mm/h,cm/s,cm/min,cm/h,m/s,m/
min,m/h,km/s,km/min,km/h

加速度 ACCELERATION m/s2

周波数 FREQUENCY mHz,Hz,kHz,rpm,rph

質量 WEIGHT mg,g,kg,t,N

仕事 WORK mW,W,kW,J,Wh,Ws

圧力 PRESSURE Pa,kPa,MPa,N/m2,bar

流量 FLOWRATE m3/s,m3/min,m3/h,t/s,t/min,t/h,l/s,l/min,l/h,kg/
s,kg/min,kg/h,kl/s,kl/min,kl/h,ml/s,ml/min,ml/h，
g/s,g/min,g/h

温度 TEMPERATURE ^C,K

電圧/電流 VOLT.CURR. mV,V,kV,MV,mA,A,kA,MA

電力 POWER mW,W,kW,MW,mvar,var,kvar,Mvar,mVA,VA,kVA,
MVA

電力量 WATTHOUR Wh,kWh,MWh,varh,kvarh,Mvarh

任意 ANY 任意で6文字以内

6.4　入力レンジのパラメータ
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6.5 設定コマンド(設定系)

SR 入力レンジの設定
OFF(SKIP)の設定をする場合
設定 SR p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

ロジックCH DI01，DI02

p2 チャネルモード SKIP

クエリ SR[ p1]?
例 チャネル01をOFF(SKIP)にする。

SR 01,SKIP

解説 ・ロギング中に，このコマンドの設定はできませ
ん。

・OFFに設定されたチャネルは測定されません。

電圧，熱電対，測温抵抗体入力をスケーリングなしで
設定をする場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 チャネル番号
アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

ロジックCH DI01，DI02

p2 入力の種類
直流電圧： VOLT

熱電対： TC

測温抵抗体： RTD

なし： NONE

p3 入力レンジ
p4 スパン下限値
p5 スパン上限値

クエリ SR[ p1]?
例 チャネル01の入力の種類を熱電対タイプRにし

て，スパン下限値を0℃，スパン上限値を
1760.0℃にする。
SR 01,TC,R,0,17600

解説 ・ロギング中は，p4，p5のスパン設定のみ可能
です。

・p3，p4，p5の設定パラメータは，「6.4 入力
レンジのパラメータ」の表に従って設定してく
ださい。

・p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
「6.4 入力レンジのパラメータ」の表の位置に
固定です。

・p2の設定パラメータ「なし」は，パルスCH，
ロジックCHのときに選択します。

電圧，熱電対，測温抵抗体入力をスケーリングありで
設定をする場合
設定 SR p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11<ターミネータ>
p1 チャネル番号

アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

ロジックCH DI01，DI02

p2 設定の種類 SCALE

p3 入力の種類
直流電圧： VOLT

熱電対： TC

測温抵抗体： RTD

なし： NONE

p4 入力レンジ
p5 スパン下限値
p6 スパン上限値
p7 スケーリング下限値：-30000～30000

ロギング中は表示スパン下限
p8 スケーリング上限値：-30000～30000

ロギング中は表示スパン上限
p9 スケーリング小数点位置

x.xxxx：0

xx.xxx：1

xxx.xx：2

xxxx.x：3

xxxxx：4

p10 単位(最大6文字)
p11 単位グループ

クエリ SR[ p1]?

例 チャネル02で測定した直流電圧を直流電流に換
算する。入力レンジは5V，スパン下限値は1V，
スパン上限値は5V，スケーリング下限値
1.00A，スケーリング上限値を5.00Aにする。
SR 02,SCALE,VOLT,5V,1000,5000,100,500,

2,A,VOLT.CURR.

解説 ・ロギング中は，p7，p8のみ表示スパンとして
のみ設定が可能です。その場合はp2～p6を省
略してください。

・p4，p5，p6の設定パラメータは，「6.4 入力
レンジのパラメータ」の表に従って設定してく
ださい。

・p5，p6の設定パラメータは，小数点を除いて5
桁以内で入力してください。小数点位置は，
「6.4 入力レンジのパラメータ」の表の位置に
固定です。

・p7，p8，p9の3つのパラメータはロギング停
止時すべて設定するか，すべて省略するかのど
ちらかにしてください。

・p10,p11の設定パラメータはp11が任意(ANY)
以外のときは「6.4 入力レンジのパラメータ」
の表に従って設定してください。
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SO 演算式の設定
OFF(SKIP)の設定をする場合
設定 SO p1,p2<ターミネータ>

p1 演算チャネル番号 CA01～CA32

31～42(*)
p2 演算の有無 OFF

クエリ SO[ p1]?

例 演算チャネル01をOFFにする。
SO 01,OFF

解説 ・ロギング中に，このコマンドの設定はできませ
ん。

・OFFに設定された演算チャネルは演算されませ
ん。

・p1のパラメータが31～42の場合はCA21～
CA32と同義になります。

ONの設定をする場合
設定 SO p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

<ターミネータ>
p1 演算チャネル番号 CA01～CA32

31～42(*)
p2 演算の有無 ON～OFF

p3 演算式(最大40文字，四則演算のみ)
p4 スパン下限値：-99999～999999

p5 スパン上限値：-99999～999999

p6 スパン小数点位置
x.xxxx：0

xx.xxx：1

xxx.xx：2

xxxx.x：3

xxxxx：4

p7 単位(最大6文字)
単位グループが任意(ANY)のときは、任意
の単位を設定します。
単位グループが任意(ANY)以外のときは、
単位グループに属した単位を入力します
(6.4 入力レンジのパラメータを参照)。

p8 単位グループ
単位グループを設定します(6.4 入力レンジ
のパラメータを参照)

クエリ SO[[ p1]?

例 演算チャネル番号をCA01，演算の有無をON，
演算式を「チャネル01とチャネル02の差」，ス
パン下限値を－10.000，スパン上限値を
15.000，単位をVにする。
SO CA01,ON,01-02,-10000,15000,4,V,

VOLT.CURR.

解説 ・ロギング中は，p4，p5を表示スパン設定とし
てのみ設定が可能です。

・p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて
負の値(符号は除く)，正の値も5桁以内で入力
してください。

・p4，p5，p6は3つのパラメータはロギング停
止時すべて設定するか，すべて省略するかのど
ちらかにしてください。

・p1のパラメータが31～42の場合はCA21～
CA32と同義になります。

・p3の差演算式で使用できるパラメータは以下
になります。
8ch実装時： CH01～CH08または01～08
16ch実装： CH01～CH16または01～16
演算CH： CA01～CA32
通信CH： CO01～CO32
定数： -9.9999E+37～-1.0000E-38,

0,1.0000E-38～9.9999E+37
・ p7，p8の設定パラメータは，p8が任意(ANY)
以外ときは「6.4 入力レンジのパラメータ」の
表に従って設定してください。

SM 通信チャネルの設定
通信チャネルをOFF(SKIP)にする場合
設定 SO p1,p2<ターミネータ>

p1 通信チャネル番号 CO01～CO32

p2 通信チャネルの有無 SKIP

クエリ SM[ p1[,p2]]?

例 チャネル01をOFF(SKIP)にする。
SM 01,SKIP

解説 ・ロギング中に、このコマンドは設定できませ
ん。

・OFFに設定されたチャネルは測定されません。

通信チャネルを使用する場合
設定 SO p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1 通信チャネル番号 CO01～CO32

p2 通信チャネルの有無 ON

p3 スケーリング値：
-9.9999E+37～-1.0000E-38，0，
1.0000E-38～9.9999E+37

(「E+」の+は省略できます。)
p4 スパン下限値：-99999～999999

p5 スパン上限値：-99999～999999

p6 スパン小数点位置
x.xxxx：0

xx.xxx：1

xxx.xx：2

xxxx.x：3

xxxxx：4

p7 単位(最大6文字)
単位グループが任意(ANY)のときは、任意
の単位を設定します。
単位グループが任意(ANY)以外のときは、
単位グループに属した単位を入力します
(6.4 入力レンジのパラメータを参照)。

p8 単位グループ
単位グループを設定します(6.4 入力レンジ
のパラメータを参照)

6.5　設定コマンド(設定系)
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クエリ SM[[ p1]?

例 通信チャネル番号をCO02、スケーリング値を
10.000、スパン下限値を－10.000、スパン上限
値を15.000、単位をVにする。
SO CO02,ON,1.0000E02,-10000,15000,1,

V,VOLT.CURR.

解説 ・ロギング中は、p4、p5のスパン設定のみ可能
です。

・p4、p5の設定パラメータは、小数点を除いて
負の値は5桁、正の値は5桁以内で入力してく
ださい。

・p4、p5、p6は3つのパラメータはロギング停
止時すべて設定するか、すべて省略するかのど
ちらかにしてください。

・p7，p8の設定パラメータは，p8が任意(ANY)
以外ときは「6.4 入力レンジのパラメータ」の
表に従って設定してください。

SA アラームの設定
アラームなしの場合
設定 SA p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 チャネル番号
アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

パルスCH PL01

ロジックCH DI01，DI02

演算CH CA01～CA32

通信CH CO01～CO32

p2 アラーム番号 1(固定)
p3 アラームの有無 OFF

クエリ SA[ p1[,p2]]?

例 アナログチャネル10のアラームを「なし」にす
る。
SA 10,1,OFF

解説 ロギング中にこのコマンドは設定できません。

アラームありの場合
設定 SA p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8<ターミネー

タ>
p1 チャネル番号

アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

パルスCH PL01

ロジックCH DI01，DI02

演算CH CA01～CA32

通信CH CO01～CO32

p2 アラーム番号 1(固定)
p3 アラームの有無 ON

p4 アラームの種類
上限アラーム： H

下限アラーム： L

ウィンドウIN： I

ウィンドウOUT：O

予約 h，l，R，r，T，t

(大文字と小文字は区別されます)
p5 アラーム値1

p6 リレーの設定
設定あり：ON

設定なし：OFF

p7 アラーム出力番号 101～104

p8 アラーム値2
クエリ SA[ p1[,p2]]?

例 チャネル02に上限アラーム(アラーム値1＝
1000)を設定し，アラーム発生時にリレー1番が
動作するようにする。
SA 02,1,ON,H,1000,ON,I01

解説 ・ロギング中にこのコマンドは設定できません。
・入力レンジの設定(SRコマンド)がOFFのと
き，p3はONにできません。

・以下の場合そのチャネルのアラーム設定はすべ
てOFFになります。
・入力の種類が変更された場合(VO LT，
TC･･･)

・入力レンジが変更された場合
・スケーリング表示のときに，スパンやス
ケーリング値が変更された場合(小数点位置
の変更を含む)

・演算チャネル(CA01～CA32相当)の場合，
演算チャネルの演算式，スパン値を変更し
た場合

・通信チャネル(CO01～CO32相当)の場合，
通信チャネルのスパン値、スケーリング値
を変更した場合

・ p5のアラーム値の設定範囲は，「6.4 入力レン
ジのパラメータ」の表をご覧ください。

・演算チャネル(CA01～CA32)、通信チャネル
(CO01～CO32)のアラーム値はスパンの範囲
内で設定してください。

・ p5，p8のアラーム値は小数点を除いて5桁以
内で入力してください。演算チャネル(CA01～
CA32)は，小数点を除いて5桁以内で入力して
ください。

SD 日付と時刻の設定
設定 SD p1,p2<ターミネータ>

p1 日付(YY/MM/DD 書式固定)
YY(年)： 00～99

MM(月)：01～12

DD(日)： 01～31

p2 時刻(HH:MM:SS 書式固定)
HH(時)： 00～23

MM(分)：00～59

SS(秒)： 00～59

クエリ SD?

例 本機器内部の時計を05年10月1日13時0分0秒に
する。
SD 05/10/01,13:00:00

解説 ・p1，p2の書式は，8文字固定です。次の書式で
設定してください。間にスペースを入れないで
ください。スペースを入れるとエラーになりま
す。
p1＝YY/MM/DD(西暦下2桁/月/日)
p2＝HH:MM:SS(時:分:秒)

6.5　設定コマンド(設定系)



6-29IM XL120C

標
準
プ
ロ
ト
コ
ル

1

2

3

4

5

6

7

付

索

8

・ロギング中にこのコマンドは設定できません。

SW サンプリング周期の設定
設定 SW p1,p2<ターミネータ>

p1 サンプリング周期
8ch実装の場合：
100ms，200ms，500ms，1s，2s，5s，
10s，20s，30s，1min，2min，5min，
10min，20min，30min，60min，1h

16ch実装の場合：
200ms，500ms，1s，2s，5s，10s，
20s，30s，1min，2min，5min，
10min，20min，30min，60min，1h

p2 予約
クエリ SW?

例 サンプリング周期を10秒にする。
SW 10S

解説 ・ロギング中にこのコマンドは設定できません。
・ p2のパラメータは不定となります。
・インタフェース設定がLAN/RS-232または
LAN/RS-485のときに，サンプリング周期を
10秒未満に設定しようとした場合にはエラー
になります。サンプリング周期は10秒以上に
設定してください。

・保存モードの分割時間が設定されているとき
に，サンプリング周期を変更して分割時間がサ
ンプリング周期の倍数にならなくなってしまっ
た場合には，分割時間をサンプリング周期の倍
数になるように自動的に設定します。

ST タグの設定
設定 ST p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

パルスCH PL01

ロジックCH DI01，DI02

演算CH CA01～CA32

通信CH CO01～CO32

p2 タグ(最大8文字)
クエリ ST[ p1]?

例 チャネル02のタグを「TAG2」にする。
ST 02,TAG2

解説 ・ロギング中にこのコマンドは設定できません。
・タグに使用できる文字は，「付録1 ASCIIキャ
ラクタコード」をご覧ください。ただし，「；
(セミコロン)」，「，(カンマ)」，「¥」，
「*」，「?」は使用できません。

SX グループの設定
設定 SX p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 グループ番号 1～4

p2 グループ名(最大8文字)
p3 チャネル構成(8チャネルまで以下の構成)

アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

演算CH CA01～CA32

通信CH CO01～CO32

クエリ SX[ p1]?

例 チャネル01，03，04～06をGROUP2というグ
ループ名で，グループ番号1に設定する。チャネ
ル01とチャネル03の間は空欄表示にする。
SX 1,GROUP2,01.OFF.03.04-06

「.(ピリオド)」で各チャネルを区切るか，「-(ハ
イフン)」でチャネル範囲を指定する形式やOFF
を設定することでチャネル構成を設定します。

解説 ・ロギング中にこのコマンドは設定できません。
・グループ名に使用できる文字は，「付録1
ASCIIキャラクタコード」をご覧ください。た
だし，「；(セミコロン)」，「，(カンマ)」，
「¥」，「*」，「?」は使用できません。

SL アラームラインの設定
設定 SL p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 予約
p2 予約
p3 アラームライン表示の有無 ON，OFF

p4 予約
p5 表示色

RED，GREEN，BLUE，B.VIOLET，
BROWN，ORANGE，Y.GREEN，
LIGHTBLUE，VIOLET，GRAY，
LIME，CYAN(ブルーグリーン)，
DARKBLUE，YELLOW，
LIGHTGRAY(オリーブ)，PURPLE

クエリ SL[ p1[,p2]]?

例 グループ1にアラームラインを「赤」で表示す
る。
SL ,,ON,,RED

解説 p1，p2，p4のパラメータは設定無効になりま
す。

SE 背景色，波形の線幅，アラームラ
インの線幅，グリッド表示の設定

設定 SE p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8

<ターミネータ>
p1 予約
p2 予約
p3 背景色 WHITE，BLACK

p4 全CHの波形の線幅[dot] 1～3

p5 アラームラインの線幅[dot] 1～3

p6 グリッド表示
OFF:0

ON:1

p7 予約
p8 予約

クエリ SE?

例 背景色を白(WHITE)，波形の線幅を1dot，ア
ラームラインの線幅を2dot，グリッド表示を
OFFにする。
SE ,,WHITE,1,2,0

6.5　設定コマンド(設定系)
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SB バーグラフ表示の基準位置の設定
設定 SB p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 予約
p2 予約
p3 バーグラフ表示の基準位置

NORMAL，CENTER

p4 予約
クエリ SB[ p1]?

例 バーグラフ表示の基準位置を左からにする。
SB ,,NORMAL,

解説 p1，p2，p4のパラメータは設定無効になりま
す。

SV アベレージの設定
設定 SV p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
アナログＣＨ 8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

p2 移動平均のサンプリング回数
OFF，1，2，5，10，20

クエリ SV[ p1]?

例 アナログCH1の移動平均サンプリング回数を10
回に設定する。
SV 01,10

解説 ・ロギング中にこのコマンドは設定できません。
・ p2を2～20の間に設定すると，実設定は1，
2，5，10，20回のうち一番近い回数になりま
す。

SC チャネルの表示色と波形の線幅の
設定

設定 SC p1,p2,p3<ターミネータ>
p1 チャネル番号

アナログCH　8CH実装時： 01～08

16CH実装時： 01～16

パルスCH PL01

ロジックCH DI01，DI02

演算CH CA01～CA32

通信CH CO01～CO32

p2 表示色
RED，GREEN，BLUE，B.VIOLET，
BROWN，ORANGE，Y.GREEN，
LIGHTBLUE，VIOLET，GRAY，
LIME，CYAN(ブルーグリーン)，
DARKBLUE，YELLOW，
LIGHTGRAY(オリーブ)，PURPLE

p3 波形の線幅[dot] 1～3

クエリ SC[ p1]?

例 チャネル02の表示色を青，波形の線幅を３dot
にする
SC 02,BLUE,3

SQ 画面のバックライトオートオフの
設定

画面のバックライトオートオフ機能OFFの場合
設定 SQ p1,p2<ターミネータ>

p1 予約
p2 画面のバックライトオートオフ機能

有：ON

無：OFF

クエリ SQ?

例 画面のバックライトオートオフ機能をOFFにす
る。
SQ ,OFF

解説 p1のパラメータは設定無効になります。

画面のバックライトオートオフ機能ONの場合
設定 SQ p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 予約
p2 画面のバックライトオートオフ機能の有無

ON

p3 バックライトオートオフへの移行時間
10S，1MIN，2MIN，5MIN，10MIN，
30MIN，60MIN，1H

p4 予約
クエリ SQ?

例 画面バックライトオートオフ機能をON，バック
ライトオートオフへの移行時間を1分にする。
SQ ,ON,1MIN

解説 p1，p4のパラメータは設定無効になります。

BD アラームディレイサンプリング回
数の設定

設定 BD p1,p2<ターミネータ>
p1 予約
p2 アラームディレイサンプリング回数

0～3600

クエリ BD[ p1]?

例 アラームディレイサンプリング回数を120回に
設定する。
BD ,120

解説 p1のパラメータは設定無効になります。

BY 自動測定の設定，ビープ音の設定
設定 BY p1,p2<ターミネータ>

p1 自動測定OFF： OFF

自動測定ON: ON

p2 ビープ音OFF： OFF

ビープ音ON： ON

クエリ BY?

例 自動測定をOFF，ビープ音をOFFにする。
BY ON,OFF

解説 ロギング中にこのコマンドの設定はできません。

6.5　設定コマンド(設定系)
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SN パルス入力の設定
パルス入力をOFF(SKIP)にする場合
設定 SN p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
パルスチャネル PL01

p2 パルス入力の有無 SKIP

クエリ SN[ p1[,p2]]?

例 パルスチャネルをOFF(SKIP)にする。
SN PL01,SKIP

解説 ・ロギング中に，このコマンドは設定できません。
・OFFに設定されたチャネルは測定できません。

パルス入力をスケーリングなしで設定する場合
設定 SN p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 チャネル番号
パルスチャネル PL01

p2 パルス入力の有無 ON

p3 入力レンジ
p4 スパン下限値： 0～50000

p5 スパン上限値： 0～50000

クエリ SN[ p1]?

例 パルス入力をPL01，レンジを50kc，スパン下
限値を0，スパン上限値を50000にする。
SN PL01,ON,50KC,0,50000

解説 ・ロギング中は，p4，p5のスパン設定のみ可能で
す。

・ p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて
5桁以内で入力してください。

・ p4，p5の2つのパラメータはロギング停止時
すべて設定するか，すべて省略するかのどちら
かにしてください。

パルス入力をスケーリングありで設定する場合
設定 SN p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10

<ターミネータ>
p1 チャネル番号

パルスチャネル PL01

p2 設定の種類 SCALE

p3 入力レンジ
p4 スパン下限値： -99999～99999

p5 スパン上限値： -99999～99999

p6 スパン小数点位置
x.xxxx：0

xx.xxx：1

xxx.xx：2

xxxx.x：3

xxxxx：4

p7 変換比値：
-9.9999E+37～-1.0000E-38，0，
1.0000E-38～9.9999E+37

(「E+」の+は省略できます)
p8 オフセット値：

-9.9999E+37～-1.0000E-38，0，
1.0000E-38～9.9999E+37

(「E+」の+は省略できます)

p9 単位(最大6文字)
単位グループが任意(ANY)のときは，任意
の単位を設定します。
単位グループが任意(ANY)以外のときは，
単位グループに属した単位を入力します。
（6.4入力レンジのパラメータを参照）

p10 単位グループ
単位グループを設定します。（6.4入力レン
ジのパラメータを参照）

クエリ SN[ p1]?

例 パルス入力をPL01，レンジを500rpm，スケー
ル下限値を0.00，スケール上限値を600.00，変
換比を10.000，オフセットを0.000，単位rpm
にする。
SN PL01,SCALE,500RPM,0,60000,2,

1.0000E02,0.0000E00,rpm,FREQUENCY

解説 ・ロギング中は，p4，p5のスパン設定のみ可能で
す。

・ p4，p5の設定パラメータは，小数点を除いて
5桁以内で入力します(符号は除く)。

・ p4，p5，p6の3つのパラメータはロギング停
止時すべて設定するか，すべて省略するかのど
ちらかにしてください。

6.5　設定コマンド(設定系)
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6.6 設定コマンド(制御系)

UD 画面表示の切り替え
通信コマンドで設定を始める前の画面に戻す場合
設定 UD p1<ターミネータ>

p1 画面表示の切り替え 0
例 通信コマンドで設定を始める前の画面に戻す。

UD 0

通信コマンドで画面表示の切り替えを行う場合
設定 UD p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 画面表示の切り替え 1

p2 表示項目
波形＋ディジタル値表示： TREND

ディジタル値表示： DIGITAL

バーグラフ表示： BAR

アラームサマリ表示： ALARM

レビュー表示： REVIEW

予約： OVERVIEW

p3 グループ番号 1～4

例 画面表示を波形＋ディジタル値表示にして，そ
の画面に表示するグループの番号を4にする。
UD 1,TREND,4

解説 ･ 現在の画面がp2のいずれかの画面のときのみ
有効です。

･ p2がアラームサマリ表示指定の場合にp3は無
視されます。

PS ロギングのスタート/ストップ
設定 PS p1<ターミネータ>

p1 ロギングのスタート/ストップ
スタート： 0

ストップ： 1

例 ロギングをスタートする。
PS 0

解説 ロギングスタートのトリガがマニュアルの場合，
すぐにスタートしないときは，トリガ条件が成立
するまでロギング待機になります。

AK アラーム状態の確認(アラームアク
ノレッジ)

設定 AK p1<ターミネータ>
p1 アラームアクノレッジの実行 0

例 アラームの現在の保持状態を確認する(アラーム
アクノレッジの実行)。
AK 0

EV マニュアルサンプルデータ/画面イ
メージデータの記憶メディアへの
保存

設定 EV p1<ターミネータ>
p1 動作の種類

マニュアルサンプルデータを記憶メディア
に保存する： 0 　
画面イメージデータを記憶メディアに保存
する：　 2 　
予約： 1，3，4

例 マニュアルサンプルデータを記憶メディアに保
存する。
EV 1

解説 ・ロギング中は保存できません。
・記憶メディアのフォーマット中，および記憶メ
ディアへの保存動作中は，p1を0にできませ
ん。

LO 設定データの読み込み
設定 LO p1<ターミネータ>

p1 パス名(最大150文字)
設定メモリの場合：/SETMEMORY/ファイ
ル名(拡張子除く)
内部メモリの場合：/INTERNALMEMORY/
ファイル名(拡張子除く)
CFメモリカードの場合：/CFCARD/ファイ
ル名(拡張子除く)
SDメモリカードの場合：/SDCARD/ファ
イル名(拡張子除く)

例 ファイル名SETFILE1の設定ファイル(拡張子
.SET)を設定メモリから読み込む。
LO /SETMEMORY/SETFILE1

解説 ・このコマンドでは，YOコマンドと同機能で
す。基本設定コマンドの機能を有効化させるに
はXEコマンドで保存が必要です。

･ パスの指定がないとき，またはパスの記憶メ
ディアがセットされていないとき，このコマン
ドの設定はできません。
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LI 設定データの保存
設定 LI p1<ターミネータ>

p1 パス名(最大150文字)
設定メモリの場合：/SETMEMORY/ファイ
ル名(拡張子除く)
内部メモリの場合：/INTERNALMEMORY/
ファイル名(拡張子除く)
CFメモリカードの場合：/CFCARD/ファイ
ル名(拡張子除く)
SDメモリカードの場合：/SDCARD/ファ
イル名(拡張子除く)

例 ファイル名SETFILE2で，CFメモリカードに設
定ファイルを保存する。
LI /CFCARD/SETFILE2

解説 ・保存したファイルには，拡張子「.SET」が付
きます。YIコマンドと同じ動作をします。

・保存設定先で外部記憶メディアがセットされて
いないとき等の外部記憶メディア関連のエラー
があった場合は，エラーとなり設定されませ
ん。

CM 通信入力データの設定
設定 CM p1,p2<ターミネータ>

p1 通信入力データの番号
C01～C32(CO01～CO32と同義)
CO01～CO32

p2 通信入力データ
設定範囲： -9.9999E+29～-1.0000E-

30，0，1.0000E-30～
9.9999E+29

(「E+」の+は省略できます)
クエリ CM[ p1]?

例 通信入力データの番号CO01に，通信入力データ
1.0000E-10を設定する。
CM CO01,1.0000E-10

EM Eメール送信機能のスタート/ス
トップ

設定 EM p1<ターミネータ>
p1 動作の種類

スタート：0

ストップ：1

例 Eメール送信機能をスタートする。
EM 0

解説 Eメール送信機能を使用するには，イーサネット
やメールアドレス，送信内容を設定することが必
要です。それぞれの設定については，「2.11 E
メール送信機能の設定」をご覧ください。

KE キー操作コマンド
設定 KE p1<ターミネータ>

p1 キーの種類
ESCキー： ESC

HOMEキー： HOME

REVIEWキー： REVIEW　
FILEキー： FILE　
SETTINGキー： SETTING　
HOLDキー： HOLD　
HOLDキー(長押し)： LONGHOLD

TIME/DIV左キー： TIMEDIVSHORT

TIME/DIV右キー： TIMEDIVLONG

RANGEキー： RANGE　
SAVEキー： SAVE　
DISPLAYキー： DISP　
GROUPキー： GROUP　
MARKキー： MARK　
MARK左キー： MARKLEFT

MARK右キー： MARKRIGHT

SETキー： SET

START/STOPキー：STARTSTOP

方向↑キー： UP

方向↓キー： DOWN

方向→キー： RIGHT

方向←キー： LEFT

SELECTキー： SELECT　
例 DISPLAYキーを押す。

KE DISP

解説 本機器でのキー操作と同じ動作をします。連続す
るキー操作の場合，本機器でのキー操作と同じ順
番でコマンドを送信してください。

BZ 設定コマンド有効化設定
設定 BZ p1<ターミネータ>

p1 設定コマンド有効化方法
設定コマンド実行後有効化(デフォルト)：1

設定コマンド実行後XEコマンドの保存時に
有効化：0

クエリ BZ?

例 設定コマンドを基本設定コマンドと同様にXEコ
マンドの保存時に有効化にする。
BZ 0

解説 ・電源ON時は必ず設定コマンド実行後有効化の
状態(BZ?の応答がBZ 1)となります。

・このコマンド自身は即有効化されます。

6.6　設定コマンド(制御系)
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6.7 基本設定コマンド

・基本設定コマンドで変更した設定を有効にするに
は，設定をXEコマンドで保存する必要があります。
基本設定コマンド設定後に実行されるクエリで返っ
てくる設定内容は，XEコマンドで保存していなくて
も変更した設定になりますが，XEコマンドの保存に
より有効化していないと，変更した設定は有効に
なっていません。
XEコマンドで破棄したり，XEコマンドで保存して有
効化する前に操作モードをロギング状態になると，
クエリで返ってくる設定内容は変更前の設定に戻り
ます。

・基本設定コマンドはロギング中に設定を行うことは
できません。

XA アラームに関する設定
設定 XA p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9

<ターミネータ>
p1 予約
p2 AND設定にする出力番号

すべてORの場合： NONE

単独設定： I01，I02，I03，I04

範囲設定： I0x-I0y

(I0x,I0y：I01～I04)
複数個別設定(ピリオド(.)で区切る)：

I0w.I0y.I0z

(I0w,I0y,I0z：I01～I04)
p3 予約
p4 出力の保持/非保持

保持： HOLD

非保持： NONHOLD

p5 アラームステータス表示の保持/非保持
保持： HOLD

非保持： NONHOLD

p6 予約
p7 予約
p8 アラームヒステリシスの有無：ON，OFF

p9 アラームブザーの有無： ON，OFF

クエリ XA?

例 出力番号をI01～I04をAND設定にして，出力を
保持，アラームステータス表示を保持，アラー
ムヒステリシスを有，アラームブザーを有にす
る。
XA ,I01-I04,,HOLD,HOLD,,,ON,ON

解説 p1，p3，p6，p7のパラメータは設定無効になり
ます。

XI フィルタの設定
設定 XI p1<ターミネータ>

p1 フィルタの設定
なし： OFF

50Hz： 50Hz

60Hz： 60Hz

クエリ XI?

例 フィルタの設定を60Hzにする
XI 60HZ

解説 ･ 基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があ
ります。保存をしないで，操作状態をロギング
にすると，変更前の設定になります。

XB バーンアウトの設定(クエリのみ)
設定 XB p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
8ch実装： 01～08

16ch実装： 01～16

p2 バーンアウトの処理 UP(固定)
クエリ XB[ p1]?

解説 設定はできませんがクエリに対して応答はしま
す。

XJ 基準接点補償の設定(クエリのみ)
設定 XJ p1,p2<ターミネータ>

p1 チャネル番号
8ch実装： 01～08

16ch実装： 01～16

p2 基準接点補償の選択 INTERNAL

クエリ XJ[ p1]?

例 設定はできませんがクエリに対して応答はしま
す。

XV サンプリング周期の設定
設定 XV p1<ターミネータ>

p1 サンプリング周期
8ch実装の製品の場合：
100MS，200MS，500MS，1S，2S，5S，
10S，20S，30S，1MIN，2MIN，5MIN，
10MIN，20MIN，30MIN，60MIN，1H

16ch実装の製品の場合：
100MS，200MS，500MS，1S，2S，5S，
10S，20S，30S，1MIN，2MIN，5MIN，
10MIN，20MIN，30MIN，60MIN，1H

クエリ XV?

例 サンプリング周期を1sにする。
XV 1S

解説 ･ SWの設定コマンドと同じ機能です。
･ インタフェース設定がLAN/RS-232または
LAN/RS-485のときに，サンプリング周期を
10秒未満に設定する場合にはエラーになりま
す。サンプリング周期は10秒以上に設定して
ください。

･ 保存モードの分割時間が設定されているとき
に，サンプリング周期を変更して分割時間がサ
ンプリング周期の倍でない場合には，分割時間
をサンプリング周期の倍数になるように自動的
に設定します。
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XU 言語の設定
設定 XU p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 予約
p2 予約
p3 英語： ENGLISH

日本語： JAPANESE

p4 予約
p5 予約

クエリ XU?

例 言語を日本語にする。
XU ,,JAPANESE

解説 p1，p2，p4，p5のパラメータは不定となります。

XD データ保存の設定
設定 XD p1,p2,p3,p4 <ターミネータ>

p1 データ保存先メディア
内部メモリ： 0

CFカード： 1

SDカード： 2

p2 データタイプ
バイナリ形式： BINARY

アスキー形式： ASCII

p3 ファイル名
1文字以上12文字以内：

指定ファイル名でデータ保存
省略時： ファイル名は本体より自動的に付

けられます。
p4 プリンタ出力

ON：ON

OFF：OFF

クエリ XD?

例 データ保存先をCFカード，保存形式をバイナリ，
ファイル名abcdef，プリンタ出力をOFFに設定す
る。
XD 1,BINARY,abcdef,OFF

解説 ・設定時p3のファイル名省略した場合，ロギン
グ時に自動的にファイル名がつけられる設定と
なります。詳細については本体ユーザーズマ
ニュアルを参照ください。

･ 基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があ
ります。保存をしないで，操作状態をロギング
にすると，変更前の設定になります。

･ 保存モード設定のメモリフル動作が「繰り返
し」または「削除保存」に設定されているとき
に，データタイプを「ASCII」に設定した場合
には，メモリフル動作は自動的に「停止」に設
定されます。

XO 通信手段の選択
イーサネット通信に切り替える場合
設定 XO p1,p2<ターミネータ>

p1 イーサネット通信 ETHERNET

p2 同時使用インタフェース
イーサネットのみ： OFF

RS-232： RS232

RS-485： RS485

クエリ XO?

例 通信手段をイーサネットとRS-485の同時使用に
にする。
XO ETHERNET,RS485

解説 通信手段をイーサネットとRS-232またはイーサ
ネットとRS-485に設定した場合，サンプリング
周期が10秒以下の場合には10秒に，Modbusマス
タ通信周期が5秒以下の場合には5秒に自動的に設定
を変更します。

シリアル通信接続(RS-232，RS-485，USB通信)に切
り替える場合
設定 XO p1,p2<ターミネータ>

p1 シリアル通信 SERIAL

p2 シリアル通信の種類
RS232，RS485，USB

クエリ XO?

例 通信手段をRS-232にする。
XO SERIAL,RS232

シリアル通信プリンタ接続(RS-232PRINTER通信)に
切り替える場合
設定 XO p1,p2,p3 <ターミネータ>

p1 シリアル通信 SERIAL

p2 シリアル通信の種類 RS232PRINTER

p3 マニュアル印字
OFF：0

測定データ： 1

画面データ： 2

測定/画面データ： 3

クエリ XO?

例 プリンタのマニュアル印字のときに測定データ
のみ出力する設定にする。
XO SERIAL,RS232PRINTER,1

XZ トリガの選択
設定 XZ p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 トリガモード
単発：0

連続：1

p2 プリトリガ/ディレイトリガの設定
プリトリガ： 1

ディレイトリガ：2

p3 プリトリガまたはディレイトリガの回数
0～600

クエリ XZ?

例 トリガを単発，プリトリガ10回の設定をする。
XZ 0,1,10

解説 開始トリガ設定，終了トリガ設定が「時刻」に設
定されているときに，トリガモードを「連続」に
設定した場合には，開始トリガ，終了トリガは自
動的に「なし」に設定されます。

XK 開始トリガの選択
開始トリガをなしに設定する場合
設定 XK p1 <ターミネータ>

p1 開始トリガの種類
なし：0

6.7　基本設定コマンド
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クエリ XK?

例 開始トリガを「なし」に設定する。
XK 0

開始トリガを外部入力に設定する場合
設定 XK p1<ターミネータ>

p1 開始トリガの種類
外部入力：1

クエリ XK?

例 開始トリガを外部入力にする。
XK 1

開始トリガを入力のレベルに設定する場合
設定 XK  p1,p2,p3,p4,p5 <ターミネータ>

p1 開始トリガの種類
アナログ入力レベル：2

p2 開始トリガにするチャネル
8ch実装の場合： 01～08

16ch実装の場合： 01～16

パルスCH： PL01

演算CH： CA01～CA32

通信CH： CO01～CO32

p3 開始トリガにするレベルの種類
上限トリガ： H

下限トリガ： L

ウィンドウIN： I

ウィンドウOUT：O

p4 上限値 -99999～99999

p5 下限値 -99999～99999

クエリ XK?

例 開始トリガをアナログ入力CH3のウインドウIN
で上限値を2000，下限値を1000に設定する。
XK  2,03,I,2000,1000

解説 上限値/下限値は小数点なしの5桁の整数で設定し
てください。各小数点の位置はアナログ入力チャ
ネルのスパンやスケールの設定に従います。
上限値＞下限値に設定してください。

開始トリガをアラームに設定する場合
設定 XK p1,p2<ターミネータ>

p1 開始トリガの種類
アラーム：3

p2 開始トリガにするアラーム出力番号
1～4

クエリ XK?

例 開始トリガをアラーム出力番号4に設定する。
XK  3,4

開始トリガを時刻に設定する場合
設定 XK p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 開始トリガの種類
時刻：4

p2 開始日付(YY/MM/DD 書式固定)
YY(年)： 00～99

MM(月)：01～12

DD(日)： 01～31

p3 開始時刻(HH:MM:SS 書式固定)
HH(時)： 00～23

MM(分)：00～59

SS(秒)： 00～59

クエリ XK?

例 開始トリガを2006年1月2日3時45分6秒に設定
する。
XK  4,06/01/02,03:45:06

解説 トリガモードが連続に設定されている場合には，
開始トリガを時刻に設定することはできません。

XL 終了トリガの選択
終了トリガをなしに設定する場合
設定 XL p1<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
なし：0

クエリ XL?

例 終了トリガをなしにする。
XL 0

終了トリガを外部入力に設定する場合
設定 XL p1<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
外部入力：1

クエリ XL?

例 終了トリガを外部入力にする。
XL 1

終了トリガを入力のレベルに設定する場合
設定 XL p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
入力レベル：2

p2 終了トリガにするチャネル
アナログCH
8ch実装の場合： 01～08

16ch実装の場合： 01～16

パルスCH： PL01

演算CH： CA01～CA32

通信CH： CO01～CO32

p3 終了トリガにするレベルの種類
上限トリガ： H

下限トリガ： L

ウィンドウIN： I

ウィンドウOUT：O

p4 上限値 -99999～99999

p5 下限値 -99999～99999

クエリ XL?

例 終了トリガをアナログ入力CH3の下限トリガ
500に設定する。
XL 2,03,L,500

解説 上限値，下限値は小数点なしの5桁の整数で設定
してください。各小数点の位置はアナログ入力
チャネルのスパンやスケールの設定に従います。
上限値＞下限値に設定してください。

終了トリガをアラームに設定する場合
設定 XL p1,p2<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
アラーム：3

p2 終了トリガにするアラーム出力番号
1～4

クエリ XL?
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例 終了トリガをアラーム出力番号１に設定する。
XL 3,1

終了トリガを時刻に設定する場合
設定 XL p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
時刻：4

p2 終了日付(YY/MM/DD 書式固定)
YY(年)： 00～99

MM(月)：01～12

DD(日)： 01～31

p3 終了時刻(HH:MM:SS 書式固定)
H(時)： 00～23

MM(分)：00～59

SS(秒)： 00～59

クエリ XL?

例 終了トリガを2030年2月3日4時56分７秒に設定
する。
XL 4,30/02/03,04:56:07

解説 トリガモードが連続に設定されている場合には，
終了トリガに時刻を設定することはできません。

終了トリガをタイマに設定する場合
設定 XL p1,p2<ターミネータ>

p1 終了トリガの種類
タイマ：5

p2 終了タイマ(s(秒))
1～31536000

クエリ XL?

例 終了トリガを600秒タイマに設定する。
XL 5,600

XH キーログイン機能，オートログア
ウト機能の設定

設定 XH p1,p2,p3<ターミネータ>
p1 キーログイン機能

使用： USE

不使用： NOT

p2 タイムアウト機能
使用： ON

不使用： OFF

p3 予約
クエリ XH?

例 キーログイン機能を使用，オートログアウト機
能を使用にする。
XH USE,ON,

解説 p3のパラメータは設定無効になります。

XE 基本設定コマンドの設定内容の保
存/破棄の設定

設定 XE p1<ターミネータ>
p1 設定内容の保存/破棄

保存：STORE

破棄：ABORT

例 基本設定の設定内容を保存する。
XE STORE

解説 ・基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があ
ります。保存をしないで，操作状態をロギング
にすると，変更前の設定になります。

･ BZコマンドにより設定コマンド系を「XEコマ
ンドの保存時に有効化」の設定にした状態
(BZ?の応答がBZ 0)のときに設定コマンドで設
定した内容は，XEコマンドの保存により有効
になります。

XG タイムゾーンの設定
設定 XG p1,p2<ターミネータ>

p1 グリニッジ標準時からのオフセットタイム
-1200～1300

上位2桁(時間)：-12～13

下位2桁(分)：00～59

(「付録4 タイムゾーンとXGコマンドのパ
ラメータ」参照)

p2 同オフセットタイムゾーンの地域番号
0～5

(「付録4 タイムゾーンとXGコマンドのパ
ラメータ」参照)

例 タイムゾーンを「大阪，札幌，東京」(グリニッ
ジ標準時からのオフセットタイムを9時間進み，
同オフセットタイムの地域番号を2)に設定す
る。
XG 0900,2

XW ID番号の設定
設定 XW p1<ターミネータ>

p1 ID番号 1～99

クエリ XW?

例 ID番号を10に設定する。
XW 10

解説 ･ ID番号は本体設定のハードウェア設定ID番号に
相当します。

･ 基本設定コマンドで変更した設定を有効にする
には，設定をXEコマンドで保存する必要があ
ります。保存をしないで，操作状態をロギング
にすると，変更前の設定になります。

XY 統計演算の設定
設定 XY p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 最大値の演算
有：ON

無：OFF

p2 最小値の演算
有：ON

無：OFF

p3 平均値の演算
有：ON

無：OFF

p4 ピーク値の演算
有：ON

無：OFF

p5 実効値の演算
有：ON
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無：OFF

クエリ XY?

YA IPアドレス/サブネットマスク/デ
フォルトゲートウエイ/DHCP機能
の設定

DHCP (IPアドレスの自動割り当て) 機能を使用しない
場合
設定 YA p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 IPアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p2 サブネットマスク
0.0.0.0～255.255.255.255

p3 デフォルトゲートウエイ
0.0.0.0～255.255.255.255

p4 DHCP機能の使用/不使用　 不使用 OFF

クエリ YA?

例 DHCP機能を使用しないで、IPアドレスを
192.168.111.24，サブネットマスクを
255.255.255.0，デフォルトゲートウエイを
192.168.111.1にする
YA 192.168.111.24,255.255.255.0,

192.168.111.1,OFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

DHCP(IPアドレスの自動割り当て)機能を使用する場
合
設定 YA p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 IPアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p2 サブネットマスク
0.0.0.0～255.255.255.255

p3 デフォルトゲートウエイ
0.0.0.0～255.255.255.255

p4 DHCP機能の使用/不使用　 使用 ON

クエリ YA?

例 DHCP機能を使用する
YA ,,,ON

解説 ･ p4をONにした場合は、p1,p2,p3の設定は無効
となります。

･ このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあとに有効になります。

YD イーサネットログイン機能の設定
設定 YD p1<ターミネータ>

p1 イーサネットログイン機能の設定
ON： ON

OFF： OFF

クエリ YK?

例 イーサネットログイン機能の設定をONにする。
YK ON

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

YK キープアライブの設定
設定 YK p1<ターミネータ>

p1 キープアライブの有効/無効
有効：ON

無効：OFF

クエリ YK?

例 キープアライブを無効にする。
YK OFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

YN DNSの設定
DNSを使用しない場合
設定 YN p1<ターミネータ>

p1 DNSの不使用 OFF

クエリ YN?

例 DNSを使用しない。
YN OFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

DNSを使用する場合
設定 YN p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1 DNSの使用 ON

p2 プライマリDNSサーバのアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p3 セカンダリDNSサーバのアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p4 ホスト名(最大64文字)
p5 ドメイン名(最大64文字)
p6 ドメインサフィックス1(最大64文字)
p7 ドメインサフィックス2(最大64文字)

クエリ YN?

例 192.168.0.1のDNSサーバを使用する。
YN ON,192.168.0.1

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

YE SNTP(時刻同期機能)の設定
SNTPを使用しない場合
設定 YE p1<ターミネータ>

p1 使用しない 0

クエリ YE?

例 SNTPを使用しない。
YE 0

SNTPを使用する場合
設定 YE p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 使用する 1

p2 サーバ名(64文字以内)
p3 確認インターバル時間(hh) 1～24

クエリ YE?

例 サーバ名「MCC」のSNTPサーバを６時間イン
ターバルで使用する。
YE 1,MCC,6
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YQ イーサネット用通信タイムアウト
の設定

タイムアウトをしない場合
設定 YQ p1<ターミネータ>

p1 通信タイムアウトの有効/無効
有効：ON

無効：OFF

クエリ YQ?

例 タイムアウトを無効にする。
YQ OFF

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

タイムアウトをする場合
設定 YQ p1,p2<ターミネータ>

p1 通信タイムアウトの有効/無効
有効：ON

無効：OFF

p2 タイムアウト時間(分) 1～120

クエリ YQ?

例 通信タイムアウトを有効にして，タイムアウト
時間を3分にする。
YQ ON,3

解説 このコマンドで変更した設定は，XEコマンドで保
存したあとに有効になります。

YS シリアルインタフェースの設定
設定 YS p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1 ボーレート[bps]
インタフェース設定がRS232,RS232(プリ
ンタ)の場合：
2400，4800，9600，19200，38400

インタフェース設定がRS485の場合：
2400，4800，9600，19200，38400，
19200，38400，57600，115200

p2 データ長(ビット数) 7，8

p3 パリティチェック
なし：NONE

奇数：ODD

偶数：EVEN

p4 ハンドシェイク
OFF： OFF:OFF

XON/XOFF：XON:XON

CS/RS： CS:RS

p5 プロトコル
標準： NORMAL

モドバスRTU(スレーブ)：
MODBUS

モドバスRTU(マスタ)：
MODBUS-M

モドバスASCII(スレーブ)：
MODBUSASCII

モドバスASCII(マスタ)：
MOSBUSASCII-M

p6 ストップビット
1ビット：1

2ビット：2

p7 スレーブアドレスの設定
1～247

クエリ YS?

例 ボーレートを9600，データ長を8，パリティ
チェックをODD，ハンドシェイクをOFF，プロ
トコルをNORMAL，ストップビットを1，ス
レーブアドレスを2にする。
YS 9600,8,ODD,OFF:OFF,NORMAL,1,2

解説 ・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあとに有効になります。

・モドバスRTU選択時は，p2パラメータのデー
タ長は８bit固定となります。

YO 設定データの読み込み
設定 YO p1<ターミネータ>

p1 パス名（最大150文字）
設定メモリの場合：
/SETMEMORY/ファイル名(拡張子除く)

内部メモリの場合：
/INTERNALMEMORY/ファイル名
(拡張子除く)

CFメモリカードの場合：
/CFCARD/ファイル名(拡張子除く)

SDメモリカードの場合：
/SDCARD/ファイル名(拡張子除く)

例 ファイル名SETFILE1の設定ファイル(拡張子
.SET)から，設定データを読み込む。
YO SETFILE1

解説 記憶メディアがセットされていないとき，このコ
マンドの設定はできません。

YI 設定データの保存
設定 YI p1<ターミネータ>

p1 パス名（最大150文字）
設定メモリの場合：
/SETMEMORY/ファイル名(拡張子除く)

内部メモリの場合：
/INTERNALMEMORY/ファイル名
(拡張子除く)
CFメモリカードの場合：
/CFCARD/ファイル名(拡張子除く)
SDメモリカードの場合：
/SDCARD/ファイル名(拡張子除く)

例 ファイル名SETFILE2で，CFメモリカードに設
定ファイルを保存する。
YI /CFCARD/SETFILE2

YI SETFILE2

解説 ・保存したファイルには，拡張子「.SET」が付
きます。LIコマンドと同じ動作をします。

・記憶メディアがセットされていないとき，この
コマンドの設定はできません。

YC システムリセット(設定データの初
期化)

設定 YC p1<ターミネータ>
p1 クリアまたは初期化するデータの種類

設定データの初期化： 0，1
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例 例設定データを初期化する。
YC 0

解説 ・記憶メディアのフォーマット中は，このコマン
ドの設定はできません。

・日時設定，通信設定，言語設定，ID番号設定，
スレーブ機器のアドレス，USB IDは初期化さ
れません。

・XEコマンドの保存が行われたときに実行され
ます。

YT FTPクライアントの設定
設定 YT p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9

<ターミネータ>
p1　ロギング終了時に自動転送

ON，OFF

p2 予約
p3 FTPサーバ選択

プライマリFTPサーバ： PRIMARY

セカンダリFTPサーバ： SECONDARY

p4　サーバ名(最大64文字)
p5　ポート番号 0～65535

p6　ログイン名(最大32文字)
p7　パスワード名(最大32文字)
p8　PASVモード

ON，ON

p9　イニシャルパス(最大64文字)
クエリ

プライマリFTPサーバのクエリ：
YT ,,PRIMARY?

セカンダリFTPサーバのクエリ：
YT ,,SECONDARY?

例 セカンダリFTPサーバ名をymi，ポート番号を
21，ログイン名をabc，パスワード名を
XL100，PASVモードをOFF，イニシャルパス
を¥ftptest¥，ロギング終了時に測定データファ
イルを自動転送する設定にする。
YT ON,,SECONDARY,21,abc,XL100,OFF,

¥ftptest¥
解説 ･ p1のパラメータはプライマリFTPサーバ，セ

カンダリFTPサーバ共通です。
･ p2のパラメータは設定無効になります。
･ p7パラメータに関してクエリ応答は******と
なり，設定したパスワードは応答しません。

YG Webサーバ機能の設定
設定 YG p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 Webサーバ機能の使用/不使用
使用： USE

不使用： NOT

p2 モニタページの使用/不使用
使用： USE

不使用： NOT

p3 モニタページアクセス認証の使用/不使用
使用： USE

不使用： NOT

p4 オペレータページの使用/不使用
使用： USE

不使用： NOT

p5 オペレータページアクセス認証の使用/不使
用
使用： USE

不使用： NOT

クエリ YG?

例 Webサーバ機能を使用，モニタページ使用，モ
ニタページアクセス認証使用，オペレータペー
ジ使用，オペレータページアクセス認証使用に
設定する。
YG USE,USE,USE,USE,USE

解説 ・イーサネット，表示できるWebページの種類や
アクセス認証条件などの設定については，
「1.2 機能説明」の「Webサーバ」をご覧くだ
さい。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあとに有効になります。

YL Modbusマスタ機能の動作の設定
設定 YL p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 通信周期
100MS，200MS，500MS，1S，2S，5S，
10S，20S，30S，1MIN

p2 通信タイムアウト時間
100MS，200MS，500MS，1S，2S，5S，
10S，20S，30S，1MIN

p3 リトライ回数
OFF，1～5，10，20

クエリ YL?

例 通信周期を500ms，通信タイムアウト時間を
200ms，リトライ回数を2に設定する。
YL 500MS,200MS,2

解説 ・本機器のシリアルインタフェースのプロトコル
の設定が「マスタ」になっているときに有効で
す。シリアルインタフェースの設定について
は，「3章 シリアルインタフェース」をご覧く
ださい。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあと有効になります。

・インタフェース設定がLAN/RS-232または
LAN/RS-485に設定されているときに，通信周
期に5秒以下を指定した場合にはエラーとなり
ます。通信周期を5秒以上に設定してくださ
い。

YM Modbusマスタ機能のコマンドの設
定

コマンドを設定しない場合
設定 YM p1,p2<ターミネータ>

p1 登録番号 1～32

p2 コマンドの有無
OFF

クエリ YM[ p1]?

例 コマンド登録番号1にコマンドを設定しない。
YM 1,OFF

6.7　基本設定コマンド
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コマンドを設定する場合
設定 YM p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1 登録番号
1～32

p2 コマンドの有無
ON

p3 先頭チャネル番号
C01～C30(CO01～CO30に対応),
CO01～CO32

p4 終了チャネル番号
C01～C30(CO01～CO30に対応),
CO01～CO32

p5 スレーブ機器のアドレス(1～247)
p6 先頭のレジスタ番号

30001～39999，300001～365535

40001～49999，400001～465535

p7 レジスタに割り当てられたデータのタイプ
INT16，UINT16，INT32_B，
INT32_L，UINT32_B，UINT32_L，
FLOAT_B，FLOAT_L

クエリ YM[ p1]?

例 コマンド登録番号2に，「アドレス5のスレーブ
機器の，レジスタ30003(上位16ビット)，
30004(下位16ビット)に割り当てられた符号付
き32ビット整数型のデータを，本機器のC02に
読み込む」コマンドを登録する。
YM 2,ON,C02,C02,5,30003,INT32_B

解説 ・本機器のシリアルインタフェースのプロトコル
の設定が「マスタ」になっているときに有効で
す。シリアルインタフェースの設定について
は，「3章 シリアルインタフェース」をご覧く
ださい。

・このコマンドで変更した設定は，XEコマンド
で保存したあとに有効になります。

YU Eメールで送信する内容の設定
アラーム状態の変化を送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12<ターミネータ>
p1 送信内容 ALARM

p2 送信先1の有無 ON，OFF

p3 送信先2の有無 ON，OFF

p4　予約
p5 予約
p6 予約
p7 予約
p8 瞬時値データ付加の有無 ON，OFF

p9 送信元URL付加の有無 ON，OFF

p10 題名(最大32文字)
p11 ヘッダ1(最大64文字)
p12 ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に瞬時値データを付加して，送信元URL
は付加せずに送信する。題名は「ALM」とし，
ヘッダ1に「LP2」，ヘッダ2に「LP3」と表示
する。
YU ALARM,ON,OFF,,,,,ON,OFF,ALM,LP2,

LP3

解説 p11，p12にカタカナを入力する場合，通信デー
タ長は8ビットに設定してください。

定刻に送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12,p13,p14,p15,p16,p17

<ターミネータ>
p1 送信内容 TIME

p2 送信先1の有無 ON，OFF

p3 送信先1に送信するインターバル
1H，2H，3H，4H，6H，8H，12H，
24H

p4 送信先1に送信する時刻 HH:MM

p5 送信先2の有無 ON，OFF

p6 送信先2に送信するインターバル
1H，2H，3H，4H，6H，8H，12H，
24H

p7 送信先2に送信する時刻 HH:MM

p8 送信先1瞬時値データ付加の有無　ON，OFF

p9 送信元URL付加の有無 ON，OFF

p10 送信先1題名(最大32文字)
p11 送信先1ヘッダ1(最大64文字)
p12 送信先1ヘッダ2(最大64文字)
p13 送信先2瞬時値データ付加の有無　ON，OFF

p14 送信先2送信元URL付加の有無 ON，OFF

p15 送信先2題名(最大32文字)
p16 送信先2ヘッダ1(最大64文字)
p17 送信先2ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，毎日17時15分にEメールを送信す
る。瞬時値データは付加せずに，送信元URLを
付加する。題名は「GOOD」とし，ヘッダ1に
「LP2」，ヘッダ2に「LP3」と表示する。送信
先２には，毎日8時30分にEメールを送信する。
瞬時値データは付加し，送信先URLは付加しな
い。題名は「(XL100)MORNINGDATA」，ヘッ
ダ1に「XL100」，ヘッダ2に
「TEMPERATURE」と表示する。
YU TIME,ON,24H,17:15,ON,24H,08:30,

OFF,ON,GOOD,LP2,LP3,ON,OFF,

(XL100)MORNING,XL100,TEMPERATURE

解説 p11，p12，p16，p17にカタカナを入力する場
合，通信データ長は8ビットに設定してくださ
い。

システム通知を送信する場合
設定 YU p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12<ターミネータ>
p1 送信内容 SYSTEM

p2 送信先1の有無 ON，OFF

p3 送信先2の有無 ON，OFF

p4 予約
p5 予約
p6 予約
p7 予約
p8 瞬時値の付加 ON，OFF

p9 送信元URL付加の有無 ON，OFF

p10 題名(最大32文字)
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p11 ヘッダ1(最大64文字)
p12 ヘッダ2(最大64文字)

クエリ YU[ p1]?

例 送信先1に，送信元URLを付加してシステム通知
のEメールを送信する。題名は「SystemAlert」
としヘッダ1に「LP2」と表示する。
YU SYSTEM,ON,OFF,,,,,ON,ON,System

Alert,LP2

解説 p11，p12がカタカナの場合，通信データ長は8
ビットに設定してください。

YV Eメールの送信先アドレスの設定
設定 YV p1,p2<ターミネータ>

p1 送信先選択
送信先1：1

送信先2：2

p2 送信先のアドレス(最大10アドレス,最大
150文字)

クエリ YV[p1]?

例 送信先1を「Cont@good.co.jp」および
「Adm@good.co.jp」にする。
YV 1,Cont@good.co.jp,Adm@good.co.jp

解説 ・複数の送信先を設定するときは「,(カンマ)」で
区切ってください。

・ Eメールに関する設定については，「2.11 E
メール送信機能の設定」および「2.13  Eメール
送信のスタート/ストップ」をご覧ください。

YW Eメールの送信元アドレスの設定
設定 YW p1<ターミネータ>

p1 送信元アドレス(最大64文字)
クエリ YW?

例 送信元アドレスを「XL100」にする。
YW XL100

解説 Eメールに関する設定については，「2.11 Eメー
ル送信機能の設定」および「2.13  Eメール送信の
スタート/ストップ」をご覧ください。

YX EメールのSMTPサーバ名/Eメール
送信の設定

設定 YX p1,p2,p3<ターミネータ>
p1 SMTPサーバ名(最大64文字)
p2 ポート番号 0～65535

p3 Eメール送信
ON： ON

OFF： OFF

クエリ YX?

例 SMTPサーバを「mhs.good.co.jp」，ポートを
「25」，Eメール送信ONに設定する。
YX mhs.good.co.jp,25,ON

解説 Eメールに関する設定については，「2.11 Eメー
ル送信機能の設定」および「2.13  Eメール送信の
スタート/ストップ」をご覧ください。

YZ ユーザ登録の設定
管理者の設定をする場合
設定 YZ p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 管理者 0

p2 登録
ON： ON

OFF： OFF

p3 管理者名(最大16文字)
p4 パスワード(最大6文字)

クエリ YZ [p1]?

例 管理者名をYMI，管理者登録をON，パスワード
をXL100に設定する。
YZ 0,ON,YMI,XL100

解説 ・管理者の登録をOFFにするときは、必ず利用者
登録ONの中で、イーサネットログイン、Web
閲覧、キーログインの設定がそれぞれ1つ以管
理者権限である必要があります。

・p4パラメータに関してクエリ応答は******と
なり，設定したパスワードは応答しません。

利用者の設定をする場合
設定 YZ p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7<ターミネータ>

p1 利用者 1～6

p2 登録
ON： ON

OFF： OFF

p3 管理者名(最大16文字)
p4 パスワード(最大6文字)
p5 イーサネットログイン登録

管理者権限： ADMIN

利用者権限： USER

p6 Web閲覧登録
管理者権限： ADMIN

利用者権限： USER

p7 キーログイン登録
管理者権限： ADMIN

利用者権限： USER

クエリ YZ [p1]?

例 利用者1を登録ON，ユーザ名をYMIUSER，登録
をON，パスワードをXL100，イーサネットログ
イン，Web閲覧を管理者権限、キーログインを
利用者権限に設定する。
YZ 1,ON,YMIUSER,XL100,ADMIN,ADMIN,

USER

解説 ・利用者がイーサネットログイン，Web閲覧，
キーログインのいずれかの設定が管理者権限
で、それを利用者権限にする場合または登録を
OFFにする場合は管理者が登録ONまたは他の
登録ONの利用者がその項目で管理者権限でな
いと設定できません。

・p４パラメータに関してクエリ応答は******と
なり，設定したパスワードは応答しません。
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WA PHSカードモデムの状態出力(クエ
リのみ)

設定 WA p1 <ターミネータ>
p1 PHSカードモデムの状態

未セット： 0

セット済み： 1

クエリ WA?

例 PHSカードモデムの状態を出力する。
WA?

解説 CFカードスロットにPHSカード以外はセットし
ないでください。

WB PHS用電話番号の設定
設定 WB p1,p2,p3,p4,p5<ターミネータ>

p1 国/地域番号 0～999

p2 市外局番 0～99999

p3 電話番号 0～99999999,#,*

p4 市外通話としてダイヤル
する： ON

しない： OFF

p5 市内通話としてダイヤル
する： ON

しない： OFF

クエリ WB ?

例 国番号を「81」，市外局番を「03」，電話番号
を「12345678」とし，市内通話としてダイヤ
ルする。
WB 81,03,12345678,OFF,ON

解説 ・p1のパラメータに関して，アクセスポイント
が日本国内の場合は81に設定してください。

WC PHS用ポートの設定
設定 WC p1,p2,p3,p4,p5 <ターミネータ>

p1 ボーレート[bps]
2400，4800，9600，19200，38400，
57600， 115200

p2 データ長(ビット数)
7，8

p3 パリティチェック
なし：NONE

奇数：ODD

偶数：EVEN

p4 ハンドシェイク
OFF： OFF:OFF

XON/XOFF：XON:XON

CS/RS： CS:RS

p5 ストップビット
1ビット：1

2ビット：2

クエリ WC?

例 ボーレートを「115200bps」，データ長を
「８」，パリティチェックなし，ハンドシェイ
クを「OFF」，ストップビットを「１」に設定
する。
WB 115200,8,NONE,OFF:OFF,1

WD PHS用タイムアウト，コマンド追
加の設定

設定 WD p1,p2<ターミネータ>
p1 接続タイマアウト[s] 1～250

p2 コマンド追加設定(16以内の英数字)
クエリ WD?

例 タイムアウトを20秒，コマンド追加なしにす
る。
WD 20

WE PHS用TCP/IP全般の設定
設定 WE p1,p2,p3,p4,p5 <ターミネータ>

p1 IPアドレスの自動取得
無効：OFF

有効：ON

p2 IPアドレス(xxx.xxx.xxx.xxx)
(xxxは0～255の整数)

p3 Slip
なし：OFF

あり：ON

p4 ソフトウェア圧縮
なし：OFF

あり：ON

p5 IPヘッダ圧縮
なし：OFF

あり：ON

クエリ WE?

例 IPアドレスの自動取得を有効，Slipを無効，ソフ
トウェア圧縮なし，IPヘッダ圧縮なしにする。
WE ON,,OFF,OFF,OFF

解説 p1がONのとき，p2の設定は無効です。

WF PHS用TCP/IPネームサーバの設定
設定 WF p1,p2,p3,p4,p5 <ターミネータ>

p1 IPアドレスの自動取得
無効：OFF

有効：ON

p2 プライマリDNS(xxx.xxx.xxx.xxx)
(xxxは0～255の整数)

p3 セカンダリDNS(xxx.xxx.xxx.xxx)
p4 プライマリWINS(xxx.xxx.xxx.xxx)
p5 セカンダリWINS(xxx.xxx.xxx.xxx)

クエリ WF?

例 IPアドレスの自動取得無効，プライマリDNSを
「123.123.123.123」，セカンダリDNSを
「123.123.123.123」， プライマリWINSを
「123.123.123.123」，セカンダリWINを
「123.123.123.123」に設定する。
WF OFF, 123.123.123.123,

123.123.123.123, 123.123.123.123,

123.123.123.123

解説 p1をONにした場合，p2，p3，p4，p5は無効で
す。
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WG PHS用セキュリティの設定
設定 WG p1,p2,p3,p4,p5,p6 <ターミネータ>

p1 データの暗号化
なし：OFF

あり：ON

p2 予約
p3 暗号化されてないパスワード(PAP)の使用

しない： OFF

する： ON

p4 チャレンジハンドシェイク認証プロトコル
の使用
しない： OFF

する： ON

p5 Microsoft Chapの使用
しない： OFF

する： ON

p6  Microsoft Chap V2の使用
しない： OFF

する： ON

クエリ WG?

例 データの暗号化あり、暗号化されていないパス
ワードを使用する，チャレンジハンドシェイク
認証プロトコルを使用する、Microsoft CHAPを
使用する，Microsoft CHAP V2を使用しない、
に設定をする。
WG ON,,ON,ON,ON,OFF

WH PHS用ログイン名，パスワードの
設定

設定 WH p1,p2 <ターミネータ>
p1 PHS用ログイン名(32文字以内)
p2 PHS用パスワード(32文字以内

クエリ WH?

例 PHS用ログイン名をYMI,パスワードを111に設
定する
WH YMI,111

解説 p2パラメータに関してクエリ応答は******とな
り，設定したパスワードは応答しません。

IU USB IDの設定
設定 IU p1<ターミネータ>

p1 USB ID番号 0～31

クエリ IU?

例 USB ID番号を10に設定する
IU 10

解説 XEコマンドの保存により有効化する。

XF 保存モードの設定
ファイル分割を分割なしに設定する場合
設定 XF p1,p2 <ターミネータ>

p1 メモリフル動作
停止： STOP

繰り返し： REPEAT

削除保存： DELETE

6.7　基本設定コマンド

p2 ファイル分割
分割なし： 0

クエリ XF?

例 メモリフル動作を停止，ファイル分割を分割な
しにする。
XF STOP,0

解説 データ保存設定のデータタイプが「ASCII」の時
に，メモリフル動作に「繰り返し」または「削除
保存」を設定した場合には，エラーとなります。

ファイル分割を分割に設定する場合
設定 XF p1,p2 ,p3 <ターミネータ>

p1 メモリフル動作
停止： STOP

繰り返し： REPEAT

削除保存： DELETE

p2 ファイル分割
分割： 1

p3 分割時間(m(分))
1～527040

クエリ XF?

例 メモリフル動作を停止，ファイル分割を分割（1
時間）にする。
XF STOP,1,60

解説 分割時間を設定する場合には，分割時間はサンプ
リング周期の倍数となるように設定してくださ
い。サンプリング周期の倍数になっていない場合
にはエラーとなります。

YY メール認証の設定
設定 YY p1,p2,p3,p4 <ターミネータ>

p1 メール認証
OFF： OFF

POP before SMTP：POP

p2 サーバ名（最大64文字）
p3 アカウント名（最大32文字）
p4 パスワード（最大32文字）

クエリ YY?

例 メール認証を行わない場合
YY OFF

解説 p4パラメータに関してクエリ応答は******とな
り，設定したパスワードは応答しません。
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6.8 出力コマンド(制御系)

BO バイト出力順序の設定
設定 BO p1<ターミネータ>

p1 バイトオーダ
MSB(上位バイト)から順に出力： 0

LSB(下位バイト)から順に出力： 1

クエリ BO?

例 上位バイトから出力する。
BO 0

解説 このコマンドは，バイナリ出力のときの数値デー
タのバイトオーダに作用します。

CS チェックサムの設定
設定 CS p1<ターミネータ>

p1 チェックサムの有無
なし：0

あり：1

クエリ CS?

例 チェックサムを「あり」にする。
CS 1

解説 シリアル通信のときだけ使用できます。

IF ステータスフィルタの設定
設定 IF p1<ターミネータ>

p1 ステータスフィルタの値
0.0.0.0～255.255.255.255

クエリ IF?

例 ステータスフィルタの値を「1.0.4.0」にする。
IF 1.0.4.0

解説 詳しくは「7章 ステータス」をご覧ください。

CC イーサネット接続の切断
設定 CC p1<ターミネータ>

p1 接続の切断 0

例 イーサネット接続を切断する。
CC 0

解説 イーサネット通信のときだけ使用できます。

Note
BO/CS/IFコマンドの設定値初期化
・シリアル通信の場合
BO/CS/IFコマンドによる設定値は，本機器をリセットす
る，電源をOFF/ONする，XEコマンドを正常実行すると，
下記の初期値に戻ります。
・ バイト出力順序，チェックサム：「0」
・ ステータスフィルタ：「000.000.000.000」

本機器をリセットしたときは，再設定してください。
・イーサネット通信の場合
BO/IFコマンドによる設定値は，本機器との接続を切断す
ると初期値に戻ります。本機器と接続した後，再設定して
ください。

IA IPv4情報の出力(クエリのみ)
設定 IA p1,p2,p3<ターミネータ>

p1 IPアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p2 サブネットマスク
0.0.0.0～255.255.255.255

p3 デフォルトゲートウエイ
0.0.0.0～255.255.255.255

クエリ IA?

例 現在のIPv4情報の出力。
IA?

解説 IPアドレス設定のDHCPがONのときは自動取得し
たアドレスが出力され、DHCPがOFFのときは固
定で設定されたアドレスが出力されます。

IB IPv6情報の出力(クエリのみ)
設定 IB p1,p2,p3,p4,p5,p6<ターミネータ>

p1 デフォルトゲートウェイ
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%6

p2 グローバル
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%6

p3 リンクローカル
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%4

p4 6to4
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%6

p5 自動トンネル1
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%6

p6 自動トンネル2
OFF,xxxx::xxxx::xxxx::xxxx%6

クエリ IB?

例 現在のIPv6情報を出力する。
IB?

ID システムデータの出力(クエリのみ)
設定 ID p1,p2,p3,p4<ターミネータ>

p1 メーカ名 YOKOGAWA

p2 モデル名 XL100

p3 本体シリアル番号 16文字
p4 端子台シリアル番号 16文字
p5 ファームレビジョン Fx.xx

(x.xxは英数字)
クエリ ID?

解説 p4の端子台シリアル番号は，端子台ユニットが接
続されていないときには不定となります。

IT 端子台状態の出力(クエリのみ)
設定 IT p1<ターミネータ>

p1 端子台状態
8CHの端子台が接続されている場合 0

16CHの端子台が接続されている場合 1

端子台が接続されていない場合 3

クエリ IT?
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6.9 出力コマンド(設定/測定/デー
タ出力系)

FC 画面イメージデータの出力
設定 FC p1<ターミネータ>

p1 画面イメージデータの出力 GET

例 画面イメージデータを本機器から出力する。
FC GET

解説 本機器の画面に表示中の画像データを取り，BMP
形式で出力します。

FE 設定データの出力
設定 FE p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11<ターミネータ>
p1 出力データの種類

設定コマンドの設定データ： 0

小数点位置，単位の情報： 1

基本設定コマンドの設定データ： 2

予約： 3

予約： 4

p2 先頭チャネル番号
8ch実装： 01～08,
16ch実装： 01～16

<数値> 00(OFF)
p3 最終チャネル番号

8ch実装： 01～08,
16ch実装： 01～16

p4 先頭パルス測定チャネル番号:
PL01

p5 最終パルス測定チャネル番号
PL01

p6 先頭ロジック入力チャネル番号
DI01～DI02

p7 最終ロジック入力チャネル番号
DI01～DI02

p8 先頭演算チャネル番号
CA01～CA32

p9 最終演算チャネル番号
CA01～CA32

p10 先頭通信チャネル番号
CO01～CO32

p11 最終通信チャネル番号
CO01～CO32

例 チャネル01からチャネル12，パルスチャネルま
での小数点位置と単位の取得する。
FE 1,01,12,PL01,PL01

解説 ・先頭チャネル番号/最終チャネル番号の設定パ
ラメータは，最終チャネル番号≧先頭チャネル
番号になるように設定してください。

・ p1＝0，1，2のときに，p2，p3，p4，p5，
p6，p7，p8，p9，p10，p11の設定が有効に
なります。

FD 最新の測定/演算データの出力
設定 FD p1,p2,p3,p4,p5,p6,p7,p8,p9,p10,

p11,p12,p13<ターミネータ>
p1 出力データの種類

最新の測定/演算データをASCIIで
出力： 0

最新の測定/演算データをBINARYで
出力： 1

予約:： 4，5

p2 先頭チャネル番号
8ch実装： 01～08,
16ch実装： 01～16

p3 最終チャネル番号
8ch実装： 01～08,
16ch実装： 01～16

p4 先頭パルス測定チャネル番号:
PL01

p5 最終パルス測定チャネル番号
PL01

p6 先頭ロジック入力チャネル番号
DI01～DI02

p7 最終ロジック入力チャネル番号
DI01～DI02

p8 先頭演算チャネル番号
CA01～CA32

p9 最終演算チャネル番号
CA01～CA32

p10 先頭通信チャネル番号
CO01～CO32

p11 最終通信チャネル番号
CO01～CO32

p12 先頭拡張パルス測定チャネル番号
PX01

p13 最終拡張パルス測定チャネル番号
PX01

例 チャネル1～5，パルス測定データ，ロジック測
定データ1, 2の最新の測定と，チャネル1～5の
演算データをASCIIデータ形式で本機器から出力
する。
FD 0,01,05,PL01,PL01,DI01,DI02,CA01,

CA05,,

解説 ・最新の測定/演算データとは，FDコマンドを本
機器が受信したときの内部メモリにある最新の
測定/演算データを意味します。

・先頭チャネル番号/最終チャネル番号の設定パ
ラメータは，最終チャネル番号≧先頭チャネル
番号になるように設定してください。

・P4,P5にPL01が設定された場合には，以下の
動作となります。
・本体のスケーリング設定（パルス）がOFF
の場合
測定値が設定されているレンジの上限値を
超えた場合
・ASCII形式書式
+オーバー：O P01    c     +99999E+99
（cの部分は単位情報）
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・BINARY書式（符号なし16ビット整数）
+オーバー：FFFFH

・本体のスケーリング設定がONの場合
測定値が+30000（小数点除く）を超えた場
合には+オーバーを，-30000（小数点位置
除く）を超えた場合には-オーバーを返しま
す。
・ASCII形式書式
+オーバー：O P01    c     +99999E+99
（cの部分は単位情報）
-オーバー：O P01    c     -99999E-99
（cの部分は単位情報）

・BINARY書式（符号付16ビット整数）
+オーバー：7FFFH
-オーバー：8001H

・パラメータP12,13にPX01が設定された場合に
は，ASCII出力，BINARY出力とも応答の書式
は演算データとして応答します。

FL ログ，アラームサマリの出力
設定 FL p1,p2<ターミネータ>

p1 ログの種類
通信： COM

FTPクライアント： FTPC

エラーメッセージ： ERR

キーログイン： KEY

Web操作： WEB

Eメール： EMAIL

アラームサマリ： ALARM

　 予約： MSG

p2 ログの最大読み出し長
p1がCOMのとき： 1～200

p1がALARMのとき：1～120

p1が上記以外のとき：1～50

例 最新の10個のエラーメッセージログを出力しま
す。
FL ERR,10

解説 ・本機器に保存されたログ(記録)を出力します。
・ p2を省略すると，書き込まれているすべての
ログを出力します。

IS ステータス情報の出力
設定 IS p1<ターミネータ>

p1 ステータス情報の出力 0

例 ステータス情報を出力する。
IS 0

解説 出力するステータスは，ステータスフィルタ(IFコ
マンド)でマスクできます。

FU ユーザレベルの出力
設定 FU p1<ターミネータ>

p1 ユーザ情報の出力 0

例 ユーザ情報を出力する。
FU 0

解説 本機器に接続中のユーザの情報を出力します。
詳細については「6.2 レスポンスの書式」をご覧
ください。

ME 記憶メディアに保存されている
データの出力

設定 ME p1,p2,p3<ターミネータ>
p1 動作の種類

ファイルリストの出力： DIR

出力(1回目)： GET

出力(2回目以降)，1回目の出力動作
で出力しきれないときに，このパラ
メータを使用して，残りのデータを
出力します： NEXT

前回の出力の再送： RESEND

削除： DEL

DIRNEXT DIRを実行してファイルリストを
出力したあと，続きのファイルリストを出
力します。出力リスト数は，DIRで指定し
たp3の値です。全リストを出力したあとこ
のコマンドを実行すると，記憶メディアの
空き容量のみを出力します。

p2 パス名(最大150文字)
設定メモリの場合：

/SETMEMORY/ファイル名
内部メモリの場合：

/INTERNALMEMORY/ファイル名
CFメモリカードの場合：

/CFCARD/ファイル名
SDメモリカードの場合：

/SDCARD/ファイル名
p3 ファイルリストの最大出力数

1～100

省略すると，指定ディレクトリの全ファイ
ルリストを出力します。

例 ・CFメモリカードのすべてのファイルリストを
出力する
ME DIR,/CFCARD/

・CFメモリカードのファイルリストを，10ファ
イル分出力する
ME DIR,/CFCARD/,10

・CFメモリカードのディレクトリDATA0の下
のすべてのファイルリストを出力する
ME DIR,/CFCARD/DATA0/*.*

・CFメモリカードのDATA0というディレクト
リの下の表示データのファイルリストを出力
する
ME DIR,/CFCARD/DATA0/*.BMP

・CFメモリカードのDATA0というディレクト
リの下のファイル名72615100.DLOのデータ
を出力する。
ME GET,/CFCARD/DATA0/72615100.DLO

解説 ・p1がDIR，GET，DELのときに，p2の設定が
有効になります。

・ p1がDIRのときに，p3の設定が有効になりま
す。

・データ送信中にエラーが発生した場合，p1＝
RESENDで再送できます。

6.9　出力コマンド(設定/測定/データ出力系)
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6.11 保守/診断コマンド(イーサ
ネット通信で保守/診断サーバ
機能利用時に利用可)

close 他の機器のコネクションの切断
設定 close,p1,p2:p3<ターミネータ>

p1 本機器側ポート
0～65535

p2 パソコン側IPアドレス
0.0.0.0～255.255.255.255

p3 パソコン側ポート
0～65535

例
close,349,192.168.111.24:1054

E0

解説 このコマンドでは，サーバポートの切断はできま
せん。また，操作中の機器のポートの切断もでき
ません。quitコマンドを使用してください。

con コネクション情報の出力
設定 con<ターミネータ>
例

con
EA
00/00/00 12:34:56
Active connections
Proto Local Address Foreign Address
State
TCP 192.168.111. 24:34159
192.168.111. 24:1053 ESTABLISHED
TCP 0. 0. 0. 0:34155 0. 0. 0. 0: 0
LISTEN
TCP 0. 0. 0. 0:34159 0. 0. 0. 0: 0
LISTEN
TCP 0. 0. 0. 0:34150 0. 0. 0. 0: 0
LISTEN
EN

TCP：使用プロトコル
Local Address：本機器のソケットアドレス，

「IPアドレス:ポート番号」を表示
Foreign Address：接続先のソケットアドレ

ス，「IPアドレス:ポート番号」を表示
State：接続状況
ESTABLISHED：コネクション確立

eth イーサネット統計情報の出力
設定 eth<ターミネータ>
例

eth
EA
00/00/00 12:34:56
Ethernet Statistics
Name In Pkt In Err Out Pkt Out Err
lo0 0 0 0 0 0
mb0 74 0 64 0 0

EN

6.10 出力コマンド(RS-485特有コ
マンド系)

ESC O 機器のオープン
ESCは，ASCIIコードで表すと1BHとなります。
「付録1 ASCIIキャラクタコード」をご覧ください。
設定 ESC O p1<ターミネータ>

p1 機器のアドレス 01～99

例 アドレス01の機器をオープンにして，すべての
コマンドを有効にする。
ESC O 01

解説 ・通信をする機器のアドレスを指定します。
・オープンできる機器は1つだけです。
・ ESC Oを実行すると，すでにオープンされてい
た機器は，自動的にクローズされます。

・このコマンドを正常に受信すると，本機器は
データ「ESC O □□」を送信します。

・通常のコマンドは，ターミネータとしてCR＋
LFまたはLFのどちらかを使用できますが，こ
のコマンドに限り，CR＋LFしか使用できませ
ん。

ESC C 機器のクローズ
ESCは，ASCIIコードで表すと1BHとなります。
「付録1 ASCIIキャラクタコード」をご覧ください。
設定 ESC C p1<ターミネータ>

p1 機器のアドレス 01～99

例 アドレス01の機器をクローズにする。
ESC C 01

解説 ・現在通信をしている機器との接続を解除しま
す。

・このコマンドを正常に受信すると，本機器は
データ「ESC C □□」を送信します。

・通常のコマンドは，ターミネータとしてCR＋
LFまたはLFのどちらかを使用できますが，こ
のコマンドに限り，CR＋LFしか使用できませ
ん。
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help ヘルプの出力
設定 help [,p1]<ターミネータ>

p1 コマンド名
(close，con，eth，help，net，quit)

例
help
EA
con - echo connection information
eth - echo ethernet information
help - echo help
net - echo network status
quit - close this connection

EN

net ネットワーク統計情報の出力
設定 net<ターミネータ>
例

net
EA
05/12/08 15:37:12

Network Status

TCP6 Statistics:

--------------
Active Opens = 0
Passive Opens = 0
Connect Attempt Fails = 0
Reset Connections = 0
Current Connections = 0
Segments Received = 0
Segments Sent = 0
Segments Retransmitted = 0
Errors Received = 0
Sgmnts sent w/Reset Flag = 0
Cumulative Connections = 4
Time-Out Algorithm = 4
Time-Out Minimim = 300
Time-Out Maximum = 240000
Maximum Connections = Dynamic(-1)

TCP Statistics:

--------------
Active Opens = 0
Passive Opens = 59
Connect Attempt Fails = 0
Reset Connections = 4
Current Connections = 1
Segments Received = 910
Segments Sent = 1155
Segments Retransmitted = 1
Errors Received = 0
Sgmnts sent w/Reset Flag = 7
Cumulative Connections = 7
Time-Out Algorithm = 4
Time-Out Minimim = 300
Time-Out Maximum = 120000
Maximum Connections = Dynamic(-1)

UDP6 Statistics:

--------------
Datagrams Received = 0
No Ports = 0
Receive Errors = 0

6.11　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に利用可)

Datagrams Sent = 0
Number UDP entries = 1

UDP Statistics:

Datagrams Received = 3806
No Ports = 131684
Receive Errors = 0
Datagrams Sent = 77
Number UDP entries = 2

IP6 Statistics:

--------------
Packets Received = 0
Received Header Errors = 0
Received Address Errors = 0
Datagrams Forwarded = 0
Unknown Protocols Received = 0
Received Packets Discarded = 0
Received Packets Delivered = 0
Output Requests = 0
Routing Discards = 0
Discarded Output Packets = 0
Output Packet No Route = 0
Reassembly Required = 0
Reassembly Successful = 0
Reassembly Failures = 0
Datagrams Fragmented OK = 0
Datagrams Fragmented Fail = 0
Fragments Created = 0
DefaultTTL = 128
Datagrams All Frgs Not Rcvd = 120
Number of Interfaces = 5
Number of Addresses = 4
Number of Routes in Table = 0
Forwarding Enabled = 2

IP Statistics:

--------------
Packets Received = 272870
Received Header Errors = 0
Received Address Errors = 446
Datagrams Forwarded = 0
Unknown Protocols Received = 0
Received Packets Discarded = 0
Received Packets Delivered = 136402
Output Requests = 1236
Routing Discards = 0
Discarded Output Packets = 0
Output Packet No Route = 0
Reassembly Required = 0
Reassembly Successful =  0
Reassembly Failures = 0
Datagrams Fragmented OK = 0
Datagrams Fragmented Fail = 0
Fragments Created = 0
DefaultTTL = 128
Datagrams All Frgs Not Rcvd = 60
Number of Interfaces = 2
Number of Addresses = 2
Number of Routes in Table = 7
Forwarding Enabled = 2

ICMP6 Statistics Received Sent

           ---------------     ------     ------
Messages 0 87
Errors 0 0
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Destination Unreachable
0 0

Packet Too Big 0 0
Time Exceeded 0 0
Param Problem 0 0
Echo Request 0 0
Echo Reply 0 0
Membership Query 0 0
Membership report 0 29
Membership reduction

0 0
Router Solicitation 0 43
Router Advertisment 0 0
Neighbor Solicitation

0 15
Neighbor Advertisment

0 0
Redirect 0 0

ICMP Statistics Received Sent

Messages 2 4

Errors 0 1

Destination Unreachable

0 1

Time Exceeded 0 0

Parmeter Problems 0 0

Source Quenches 0 0

Redirects 0 0

Echos 2 0

Echo Replies 0 2

Timestamps 0 0

Timestamp Replies 0 0

Address Masks 0 0

Address Mask Replies

0 0

EN

解説
TCP6 Statistics：

このセクションではIPv6に関する「TCP(信
頼性のある,ストリーム通信を実現するため
の双方向通信プロトコル)」に関する統計値
が表示されます。

TCP Statistics：
このセクションではIPv4に関する「TCP(信
頼性のある,ストリーム通信を実現するため
の双方向通信プロトコル)」に関する統計値
が表示されます。

Active Opens：
アクティブ・オープンしたコネクションの
総数。外部にあるサーバ(待ち受け側)に対
して、XL100側から要求して、接続が確立
した回数です。

Passive Opens：
パッシブ・オープンしたコネクションの総
数。XL100がサーバ側として、外部からの
接続要求を受け入れた回数です。

Connect Attempt Fails：
接続要求が失敗した回数です。

Reset Connections：
途中で接続が拒否された回数です。

Current Connections：
現在アクティブなTCPコネクションの総数
です。

Segments Receive：
受信したセグメントの総数です。

Segments Sent：
送信したセグメントの総数です。

Segments Retransmitted：
相手から受信確認が戻ってこない時に再送
信したセグメントの総数です。

Errors Received：
受信したエラーがあるセグメントの総数で
す。

Sgmnts sent w/Reset Flag：
送信したリセットフラグがあるセグメント
の総数です。

Cumulative Connections：
累積コネクション数です。

Time-Out Algorithm：
タイマアウトアルゴリズムの種類です。

Time-Out Minimim：
再送信時のタイムアウト最小値です。

Time-Out Maximum：
再送信時のタイムアウト最大値です。

Maximum Connections：
最大コネクション数です。

UDP6 Statistics：
ここではIPv6に関する「UDP(信頼性のな
い、データグラム型通信プロトコル)」に関
する統計値が表示されます。

UDP Statistics：
ここではIPv4に関する「UDP(信頼性のな
い、データグラム型通信プロトコル)」に関
する統計値が表示されます。

Datagrams Received：
受信したUDPパケットの総数です。

No Ports：
受信したが,そのUDPパケットを待っている
サービス(プログラム)がなかったパケット
の総数です。

Receive Errors：
エラーやそのほかの理由により,上位のサー
ビスにまで届けることができなかったUDP
パケットの総数です。

Datagrams Sent：
送信したUDPパケットの総数です。

Number UDP entries：
UDPリスナテーブルにあるエントリーの総
数です。

IP6 Statistics：
このセクションでは、IPv6プロトコルに関
する各種統計値が表示される。

IP4 Statistics：
このセクションでは、IPv4プロトコルに関
する各種統計値が表示される。

6.11　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に利用可)
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Packets Received：
全ネットワーク・インターフェイスから受
信したIPパケットの総数です。

Received Header Errors：
IPヘッダ中にチェックサム・エラーやバー
ジョン番号の間違いなど、何らかのエラー
があったので、破棄されたIPパケットの総
数です。

Received Address Errors：
あて先IPアドレスが不正(0.0.0.0あてなど)
で破棄されたIPパケットの総数です

Datagrams Forwarded：
ルータとして動作しているマシンにおい
て、フォワードされた(別のインターフェイ
スへルーティングされた)IPパケットの総数
です。

Unknown Protocols Received：
IPヘッダ中に記述されている上位プロトコ
ルが未定義(不正な番号)であったIPパケット
の総数です。

Received Packets Discarded：
バッファ領域不足や(OS組み込みの)ファイ
アウォール機能などにより、受信したが、
上位プロトコルへは渡されずに破棄された
り、受信が拒否されたりしたIPパケットの
総数です。

Received Packets Delivered：
ICMPやTCP、UDPなど、上位のプロトコ
ル・スタックへ送られたIPパケットの総数
です。

Output Requests：
外部へ向けて送信されたIPパケットの総数
です。

Routing Discards：
ルーティング・テーブルの設定ミスなどの
理由により、ルーティングができないので
破棄されたIPパケットの総数です。

Discarded Output Packets：
バッファ領域不足や(OS組み込みの)ファイ
アウォール機能によるブロックなどによ
り、送信されずに破棄されたり、送信が拒
否されたりしたIPパケットの総数です。

Output Packet No Route：
あて先が未定義などの理由により、ルー
ティングできずに破棄されたIPパケットの
総数です。

Reassembly Required：
受信したフラグメント・パケット(フラグメ
ント化された、不完全なIPパケット)の総数
です。

Reassembly Successful：
フラグメントの再構成が成功した回数。つ
まりフラグメントの再構成によって完成し
たIPパケットの総数です。

Reassembly Failures：
タイムアウト(ある時間内に全フラグメント
が揃わなかった)やリソース不足などの理由
により、フラグメントの再構成が失敗した
回数です。

Datagrams Fragmented OK：
送信時にフラグメント化された送信IPパ
ケットの総数。

Datagrams Fragmented Fail：
フラグメント化に失敗した送信IPパケット
の総数です。

Fragments Created：
送信IPパケットをフラグメント化して、作
成されたフラグメント・パケットの総数で
す。

DefaultTTL：
送信IPパケットのデフォルトTTL(Time To
Live)の数値です。

Datagrams All Frgs Not Rcvd：
受信したフラグメントパケットを全て受信
できなかったIPパケット数です。

Number of Interfaces：
インタフェースの数です。

Number of Addresses：
本機器と関連したアドレスの数です。

Number of Routes in Table：
本機器のルーティングテーブル(パケットの
配送先の経路情報)がもっているルートの数
です。

Forwarding Enabled：
IPフォワーディングの許可状態

ICMP6 Statistics：
このセクションでは、IPv6のICMP6プロト
コルに関する統計値が表示されます。

ICMP Statistics：
このセクションでは、ICMPプロトコルに関
する統計値が表示されます。

Messages：
送受信したICMPパケットの総数です。

Errors：
コードが正しくないとかチェック・サムが
不正など、エラーのあるICMPパケットの総
数です。

Destination Unreachable：
あて先へ送信することができなかったとい
うICMPメッセージ・パケットの総数です。

Packet Too Big：
パケットが大きすぎたICMPメッセージ・パ
ケットの総数です。

Time Exceeded：
最大ホップ数を決めるTTL(Time To Live)
値が、ルーティングの途中で0になってし
まったというICMPメッセージ・パケットの
総数です。

6.11　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に利用可)
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Parameter Problems：
ICMPメッセージのパラメータが不正である
ICMPメッセージ・パケットの総数です。

Source Quenches：
受信側のリソースが尽きた／尽きそうなの
で、送信を抑制してもらうために出すICMP
メッセージ・パケットの総数です。

Echos：
「ICMP Echo(pingの送信側から送るコマン
ド)」というICMPメッセージ・パケットの
総数です。

Echo Replies：
「ICMP Echo Reply(pingの応答側から返す
コマンド)」というICMPメッセージ・パ
ケットの総数です。

Timestamps：
「Timestamp要求」のICMPメッセージ・パ
ケットの総数です。

Timestamp Replies：
「Timestamp要求」に対する応答のICMP
メッセージ・パケットの総数です。

Address Masks：
「アドレス・マスク要求」のICMPメッセー
ジ・パケットの総数です。

Address Mask Replies：
「アドレス・マスク要求」に対する応答の
ICMPメッセージ・パケットの総数です。

Redirects：
「Redirect(より適切なルートがほかにある
のでリダイレクトせよ)」というICMPメッ
セージ・パケットの総数です。

Membership Query：
「グループ構成員の問いあわせ」の
ICMPV6メッセージ・パケットの総数で
す。

Membership report：
「グループ構成員(Membership)の問いあわ
せ」のICMPV6メッセージ・パケットに対
する「グループ構成員(Membership)レポー
ト」のICMPV6メッセージ・パケットの総
数です。

Membership reduction：
「グループ構成員(Membership)削除」の
ICMPV6メッセージ・パケットの総数で
す。

Router Solicitation：
ICMPV6のRouter Solicitationメッセージ・
パケットの総数です。

Router Advertisement：
ICMPV6のRouter Advertisementメッセー
ジ・パケットの総数です。

Neighbor Solicitation：
ICMPV6のNeighbor Solicitationメッセー
ジ・パケットの総数です。

Neighbor Advertisement：
ICMPV6のNeighbor Advertisementメッ
セージ・パケットの総数です。

6.11　保守/診断コマンド(イーサネット通信で保守/診断サーバ機能利用時に利用可)

quit 操作中の機器のコネクションの切
断

設定 quit<ターミネータ>
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第7章 ステータス

7.1 ステータス情報とフィルタ

本機器のステータス情報とフィルタは，下図のようになっています。

ステータス情報 

フィルタ 

状態レジスタ 

4バイト 

4 3 2 1

4 3 2 1

・フィルタはIFコマンドで設定できます。
・次ページで示す要因が起きると，その要因に対応する状態レジスタのビットに「1」が

立ちます。状態レジスタとフィルタの論理積がステータス情報になります。
・ステータス情報はISコマンドで出力されます。ステータス情報1，2は出力されるとク

リアされます。ステータス情報3，4は出力されてもクリアされず，その要因が起きて
いる間，そのビットに「1」が立っています。

・複数の通信接続をしている場合，フィルタを個別に設定できます。したがって，それぞ
れの接続ごとにステータス情報を保持することができます。
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7.2 ステータス情報のビット構成

ISコマンドによるステータス情報の出力要求に対して，下記のような4つのグループのス
テータス情報が出力されます。出力フォーマットについては，「6.2 レスポンスの書式」
にある「ASCII出力応答書式」をご覧ください。

ステータス情報1

ビット 名前 説明

0 － －

1 メディアアクセス終了 表示/マニュアルサンプル/画面イメージの各データファイルを，
内部メモリまたは外部記憶メディアに保存終了したときに「1」
が立ちます。
設定のセーブ/ロードが正常に終了した時に「1」が立ちます。

2 － －

3 － －

4 － －

5 － －

6 － －

7 － －

ステータス情報2

ビット 名前 説明

0 測定抜け 測定処理が間に合わなかったときに「1」が立ちます。

1 小数点/単位情報の変更 小数点/単位情報が変更されたときに「1」が立ちます。

2 コマンドエラー コマンドの文法にエラーがあったときに「1」が立ちます。

3 実行時エラー コマンドの実行時にエラーがあったときに「1」が立ちます。

4 － －

5 － －

6 － －

7 － －

ステータス情報3

ビット 名前 説明

0 － －

1 － －

2 メモリエンド 内部メモリまたは外部記憶メディアの空きが少なくなっている間
だけ「1」が立ちます。

3 － －

4 － －

5 － －

6 － －

7 － －
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ステータス情報4

ビット 名前 説明

0 基本設定中 基本設定中だけ「1」が立ちます。

1 メモリサンプル中 内部メモリに書き込みしている間だけ「1」が立ちます。

2 ロギング(待機中) ロギング(待機)中の間だけ「1」が立ちます。

3 アラーム発生中 アラームが発生している間だけ「1」が立ちます。

4 メディアアクセス中 表示/マニュアルサンプル/画面イメージの各データファイルを，
外部記憶メディアに保存しているときに「1」が立ちます。

5 Eメールスタート中 Eメール送信がスタートしている間だけ「1」が立ちます。

6 － －

7 － －

7.2　ステータス情報のビット構成
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第8章 エラーメッセージ

8.1 設定関連のエラーメッセージ

XL100のエラーコードとメッセージ，およびその対処方法について記載しています。通信
コマンドに対するエラー応答は，英語で表示されます。

設定エラー

コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

1 システムエラー。 当社サービス網にご連絡ください。
System error.

2 日付、時刻設定が間違っています。 －
Incorrect date or time setting.

3 設定できないチャネルを選択しています。 －
A disabled channel is selected.

4 ファンクション，パラメータの設定が間違っています。 －
Incorrect function parameter.

5 入力した数値が設定範囲を超えています。 正しい数値を入力します。
The input numerical value exceeds the set range.

6 入力した文字列が正しくありません。 正しい文字列を入力します。
Incorrect input character string.

7 文字列長を超えて設定しています。 正しい文字列長にします。
Too many characters.

8 入力したモードが正しくありません。 －
Incorrect input mode.

9 入力したレンジコードが正しくありません。 －
Incorrect input range code.

21 スキップ設定チャネルにアラームを設定しています。 －
Cannot set an alarm for a skipped channel.

22 スパン設定の上限値と下限値が同じ値です。 －
The upper and lower span limits are equal.

23 スケール設定の上限値と下限値が同じ値です。 －
The upper and lower scale limits are equal.

40 グループ設定文字列の記述が間違っています。 －
Incorrect group set character string.

41 指定された入力チャネルがありません。 －
There is no specified input channel.

42 設定可能なチャネル数を超えています。 －
Exceeded the number of channels which can be set.

61 演算式で指定されたチャネルがありません。 －
There is no channel specified by the MATH expression.

62 演算式の文法が間違っています。 －
MATH expression grammar is incorrect.

63 演算式の前後関係が間違っています。 －
MATH expression sequence is incorrect.

64 演算の上限値と下限値が同じ値です。 －
MATH upper and lower span values are equal.

70 演算定数の記述が間違っています。 －
The range of the MATH constant is exceeded.

71 演算定数の設定範囲を超えています。 －
Set range of the MATH constant is exceeded.

81 オールスペースまたは'quit'は指定できません。 －
All space or 'quit' string cannot be specified.

83 ユーザIDとパスワードの組合せが，他のユーザか過去の設定と －
重複しています。
Duplicate used combination of user ID and password.
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コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

85 ログインのパスワードが間違っています。 －
The login password is incorrect.

86 キーロック解除のパスワードが間違っています。 －
The key-lock release password is incorrect.

87 キーロックされています。 －
This key is locked.

88 指定のファンクションはキーロックされています。 －
This function is locked.

89 ログアウト中です。FUNCキーでログインしてください。 －
Press [FUNC] key to login.

90 セットアップモードに入る権限がありません。 －
No permission to enter to the SETUP mode.

91 パスワードが間違っています。 －
Password is incorrect.

92 ESCキーでオペレーションモードにもどってください。 ESCキーを押します。
Press [ESC] key to change to the operation mode.

93 スペースを含む文字列またはオールスペースは設定できません。 Webのユーザ名/パスワードには，スペース
String including space or all space cannot be specified. を使えません。

94 複数のアドレスは設定できません。 送信元アドレスは1つだけです。
More than one address cannot be specified.

100 IPアドレスがクラスA，B，Cのいずれにも属しません。 －
IP address doesn't belong to class A, B, or C.

101 IPアドレスをマスクした結果が全て0または1です。 －
The result of the masked IP address is all 0s or 1s.

102 サブネットマスクの設定が正しくありません。 －
SUBNET mask is incorrect.

103 デフォルトゲートウェイのアドレスがIPアドレスと一致しません。 －
The net part of default gateway is not equal to that of IP address.

104 MANUALセーブではFTPクライアントの指定はできません。 －
FTP client failed because the memory mode is 'manual'.

実行時のエラー

コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

150 メモリサンプル中なので変更/実行できません。 －
This action is not possible because sampling is in progress.

151 メモリサンプル中または演算中のため実行できません。 －
This action is not possible during sampling or calculating.

152 メディアセーブ中なので変更/実行できません。 データの保存が終了するまで待ちます。
This action is not possible because saving is in progress.

153 メディアフォーマット中なので実行できません。 フォーマットが終了するまで待ちます。
This action is not possible because formatting is in progress.

155 メモリサンプル停止中にはメッセージ書き込みできません。 －
The message is not written while sampling is stopped.

160 指定のデータはロードできません。内部メモリの設定を変更して －
ください。
Cannot load the specified data. Change the memory setting.

8.1　設定関連のエラーメッセージ
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8.2 動作関連のエラーメッセージ

XL100のエラーコードとメッセージ，およびその対処方法について記載しています。通信
コマンドに対するエラー応答は，英語で表示されます。

外部記憶メディア操作関連のエラー

コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

200 メディアにエラーを検出したので中断しました。 外部記憶メディアを確認します。
Operation aborted because an error was found in media.

201 メディアの空き容量が不足しています。 外部記憶メディアを取り替えます。
Not enough free space on media.

202 メディアが書き込み禁止になっています。 外部記憶メディアを書き込み可にします。
Media is read-only.

210 メディアが挿入されていません。 外部記憶メディアを挿入します。
Media has not been inserted.

211 メディアが壊れているかフォーマットされていません。 外部記憶メディアを交換またはフォーマット
Media is damaged or not formatted. します。

212 フォーマットエラー。 再フォーマットします。
Format error.

213 ファイルが書き込み禁止になっています。 ファイルを変更または書き込み可にする。
The file is read-only.

214 ファイルもしくはディレクトリがありません。 －
There is no file or directory.

215 作成可能なファイル数を超えました。 外部記憶メディアを取り替えます。
Exceeded the allowable number of files. 不要なファイルを削除します。

216 ファイル名もしくはディレクトリ名が正しくありません。 －
The file or directory name is incorrect.

217 本機器では扱えないファイルです。 他のファイルを指定します。
Unknown file type.

218 同じディレクトリがあります。 ディレクトリ名を変えるか削除してくださ
Directory exists. Delete the directory or change directory name. い。

219 ファイルもしくはディレクトリ操作が不適当です。 2階層以上のディレクトリを消去しようとし
Invalid file or directory operation. ました。

220 指定のファイルは既にアクセス中です。 しばらく待って操作してください。
The file is already in use. Try again later. 他のアクセスが終了するまで待ちます。

221 保存周期内に保存することができませんでした。測定を中止します。 推奨メディアを使用していただくか，サンプ
Could not save within the save interval. Aborting the measurement. リング周期の設定を長くしてください。

230 設定ファイルがありません。 他のファイルを指定します。
There is no setting file.

231 設定ファイルの内容に異常がありました。 他のファイルを指定します。
Abnormal setting exists in file.

レビュー表示関連のエラー

コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

232 データがありません。 レビュー表示をするときに表示されます。
There is no available data. 他のファイルを指定します。

233 指定されたレビューデータは存在しません。 レビュー表示画面のときに表示されます。
The specified review data do not exist.

234 指定されたチャネルは表示グループに割り付けられていません。 －
The specified channel is not assigned to the display group.

235 レビューファイル読み込み中にエラーが発生しました。 データタイプがBINARYであるか確認してく
An error occurerd while loading the review file. ださい。
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Eメール，Webサーバ関連のエラー

コード メッセージ(日本語/英語) 説明/対処方法

260 アドレスが設定されていないかイーサネットが機能していません。 本機器のIPアドレスが設定されていません。
IP address is not set or ethernet function is not available. IPアドレスを確認してください。

261 SMTPサーバが見つかりません。 SMTPサーバを名前で設定している場合に起
SMTP server is not found. こります。

・DNSの設定を確認してください。
・SMTPサーバ名を確認してください。

262 メールの送信を開始できません。 ・本機器のホスト名が正しくありません。ホ
Cannot initiate E-mail transmission. 　スト名を確認してください。

・SMTPサーバのポート番号の設定が間違っ
　ています。ポート番号を確認してください。

263 送信元アドレスがサーバに拒否されました。 送信元アドレスを確認してください。
Sender's address rejected by the server.

264 送信先アドレスに不適切なアドレスが含まれています。 送信先アドレスを確認してください。
Some recipients' addresses are invalid.

265 メールの送信の手続きにエラーが発生しました。 Eメール送信途中でネットワークに異常(接続
SMTP protocol error. ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネット

ワーク機器のダウンなど)が発生すると，起
こることがあります。

266 イーサネットケーブルが接続されていません。 ケーブルの接続を確認してください。
Ethernet cable is not connected.

267 SMTPサーバにコネクションできませんでした。 ・SMTPサーバがネットワークに接続してい
Could not connect to SMTP server. 　るか確認してください。

・SMTPサーバ名をIPアドレスで設定してい
　る場合は，IPアドレスが正しいか確認して
   ください。

268 メール送信要求に失敗しました。 当社サービス網にご連絡ください。
E-mail transmission request failed.

269 Eメール送信中に通信エラーが発生しました。 Eメール送信途中でネットワークに異常(接続
E-mail transfer error. ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネッ

トワーク機器のダウンなど)が発生すると，
起こることがあります。

270 POP認証に失敗しました。 POPサーバの認証に失敗しました。
POP authentication failed. サーバ名，アカウント名，パスワードを確認

してください。

275 現在の画面はWeb上に出力できません。 設定画面はWebに出すことはできません。
The current image cannot be output to the Web. このメッセージはWeb画面に表示されま

す。

276 現在画像データ作成中のためWeb上のキー操作はできません。 少し待ってから操作を行います。
Image data currently being created.  Unable to perform key operation. このメッセージはWeb画面に表示されま

す。

277 画面をWeb上に出力できませんでした。画像作成に失敗しました。 このメッセージはWeb画面に表示されま
Could not output screen to Web. す。

8.2　動作関連のエラーメッセージ
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FTPクライアント関連のエラー
詳細コードは画面のエラーメッセージには表示されません。本機器のFTPログ画面あるい
は通信によるFTPログ出力で見ることができます。

コード メッセージ(日本語/英語)

280 アドレスが設定されていないかFTPが機能していません。
IP address is not set or FTP function is not available.

コード280のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

HOSTADDR
本機器のIPアドレスが設定されていません。
IPアドレスを確認してください。

DORMANT
内部処理エラーです。

LINK
データリンクが切れています。
ケーブルの接続を確認してください。

281 不適当なFTPメールボックス操作が行われました。
FTP mail box operation error.

コード281のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

MAIL
内部処理エラーです。

STATUS
内部処理エラーです。

TIMEOUT
内部処理エラーです。

PRIORITY
内部処理エラーです。

NVRAM
内部処理エラーです。

282 FTPコントロールコネクションにエラーが発生しました。
FTP control connection error.

コード282のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

HOSTNAME
DNS照会(ホスト名に対するIPアドレスの検索)に失敗しました。

 DNSの設定と転送先のホスト名の設定を確認してください。*1

TCPIP
内部処理エラーです。

UNREACH
制御用接続のサーバとの接続に失敗しました。
アドレスの設定とサーバの既起動を確認してください。

OOBINLINE
内部処理エラーです。

NAME
内部処理エラーです。

CTRL
制御用接続が存在しません。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

IAC
TELNETシーケンスの応答に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

ECHO
制御用接続での送信に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

REPLY
制御用接続での受信に失敗しました。
サーバが接続を切断せず，時間内に応答することを確認してください。

SERVER
サーバがサービスを提供できる状態ではありません。
サーバがサービスを提供できる状態にあることを確認してください。

8.2　動作関連のエラーメッセージ
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コード メッセージ(日本語/英語)

283 FTPコマンドが受理されませんでした。
FTP command was not accepted.

コード283のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

USER
ユーザ名の照合に失敗しました。
ユーザ名の設定を確認してください。

PASS
パスワードの照合に失敗しました。
パスワードの設定を確認してください。

ACCT
アカウントの照合に失敗しました。
アカウントの設定を確認してください。

TYPE
転送タイプの変更に失敗しました。
サーバがバイナリモードをサポートしていることを確認してください。

CWD
ディレクトリの変更に失敗しました。
イニシャルパスの設定を確認してください。

PORT
転送用接続の設定に失敗しました。
セキュリティ機能が働いていないか確認してください。

PASV
転送用接続の設定に失敗しました。
サーバにPASVコマンドが実装されていることを確認してください。

SCAN
転送用接続の設定の読み込みに失敗しました。

 サーバのPASVコマンドが妥当な応答を返していることを確認してください。

284 FTPのデータ転送手続きに失敗しました。
FTP transfer setting error.

コード284のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

MODE
内部処理エラーです。

LOCAL
内部処理エラーです。

REMOTE
転送先のファイル名の指定に不備がありました。
ファイルを作成・上書きする権限があることを確認してください。

ABORT
サーバ側からファイル転送の中断を要求されました。
中断を要求した訳をサーバ側に確認してください。

285 FTPデータコネクションにエラーが発生しました。
FTP data connection error.

コード285のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

SOCKET
転送用接続のソケットの作成に失敗しました。*

BIND
転送用接続の命名に失敗しました。*

CONNECT
転送用接続の接続に失敗しました。*

LISTEN
転送用接続の受付に失敗しました。*

ACCEPT
転送用接続の受理に失敗しました。*

SOCKNAME
内部処理エラーです。*

RECV
転送用接続のデータの受信に失敗しました。*

SEND
転送用接続のデータの送信に失敗しました。*

8.2　動作関連のエラーメッセージ
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コード メッセージ(日本語/英語)

286 FTPがファイルアクセスに失敗しました。
FTP file transfer error.

コード286のあとに表示される文字列(詳細コード)によって，さらに内容が細分化されます。

文字列と内容

READ
内部処理エラーです。

WRITE
内部処理エラーです。

* 転送途中でネットワークに異常(接続ケーブルの不具合，アドレスの重複，ネットワーク機器の
ダウンなど)が発生すると，起きることがあります。

Note
転送先のサーバが規定の時間以上無応答のままでいると転送は失敗します。

8.2　動作関連のエラーメッセージ
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8.3 通信固有のエラーメッセージ

XL100のエラーコードとメッセージ，およびその対処方法について記載しています。通信
コマンドに対するエラー応答は，英語で表示されます。

設定/基本設定/出力の通信コマンド，または設定データロード時のエラー

コード メッセージ(日本語/英語)

300 コマンド文字列が長すぎます。
Command is too long.

301 サブデリミタで区切られたコマンド数が多すぎます。
Too many number of commands delimited with ';'.

302 登録されていないコマンドです。
This command has not been defined.

303 サブデリミタを使用できないコマンドです。
Data request command can not be enumerated with sub-delimiter.

350 指定のコマンドは現在のユーザレベルでは使用できません。
Command is not permitted to the current user level.

351 指定のコマンドが実行できるモードになっていません。
This command cannot be specified in the current mode.

352 装着していないオプションに関するコマンドのため実行できません。
The option is not installed.

353 指定のコマンドが実行できる設定になっていません。
This command cannot be specified in the current setting.

354 メモリサンプル中または演算中のため実行できません。
This command is not available during sampling or calculating.

設定/基本設定/出力の通信コマンドでのメモリアクセスエラー
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。XL100の表示画面
には表示されません。

コード メッセージ(日本語/英語)

360 Output interface must be chosen from Ethernet or RS by using 'XO' command.
　メモリ出力は，イーサネットまたはRSの一方のみ指定可能です。
　「XO」コマンドを使ってメモリ出力先を変更してください。

362 There are no data to send 'NEXT' or 'RESEND'.
　データ送信を行う前に，「NEXT」まは「RESEND」は指定できません。

363 All data have already been transferred.
　全てのデータを送信し終えたあとで，「NEXT」を指定することはできません。

保守/診断通信コマンドのエラー
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。XL100の表示画面
には表示されません。

コード メッセージ(英語/日本語)

390 Command error.
　不正なコマンドです。

391 Delimiter error.
　不正なデリミタです。

392 Parameter error.
　不正なパラメータです。

393 No permission.
　コマンドの実行権がありません。管理者レベルで接続し直してください。

394 No such connection.
　指定されたコネクションがありません。アドレスを正しく入力し直してください。

395 Use 'quit' to close this connection.
　このコネクションを切断するためには，「quit」コマンドを使用してください。
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コード メッセージ(英語/日本語)

396 Failed to disconnect.
　コネクションの切断に失敗しました。

通信のその他のメッセージ
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。XL100の表示画面
には表示されません。

コード メッセージ(英語/日本語)

400 Input username.
　XL本体に登録されている通信ユーザ名を入れてください。

401 Input password.
　パスワードを入れてください。

402 Select username from 'admin' or 'user'.
　「admin」か「user」で，接続するユーザレベルを指定してください。

403 Login incorrect, try again!
　ログインに失敗しました。再度ユーザ名から入力してください。

404 No more login at the specified level is acceptable.
　同時に接続可能な数(管理者：1，ユーザ：2まで)を超えて接続しようとしています。
　異なるレベルで接続するか，「quit」で抜けてください。

410 Login successful. (The special user level)
　管理者レベルで接続しました。

411 Login successful. (The general user level)
　ユーザレベルで接続しました。

420 Connection has been lost.
　回線が切断されました。

421 The number of simultaneous connection has been exceeded.
　同時に使用できるのは最大３コネクションです。

422 Communication has timed-out.
　通信がタイムアウトしたのでコネクションを切断しました。

ModBusマスタ時のエラーログ
英語のエラーメッセージが通信インタフェースを介して返送されます。XL100の表示画面
には表示されません。

コード メッセージ(英語/日本語)

700 Data could not be received within communication loop time.
　通信周期内でデータを取得することができませんでした。

701 Connection to some slave is suspended.
　スレーブ機器の通信を一時中断しています。

702 Connection to slave(s) has recovered.
　中断していたスレーブ機器すべて正常復帰しました。

8.3　通信固有のエラーメッセージ
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付録

付録1 ASCIIキャラクタコード

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A

B

C

D

E

F

0

LF
(改行)

CR
(復帰)

1

ESC

2

SP
(空白)

！

＃

％

＆

（

）

＊

＋

－

．

／

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

：

=

?

4

@

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

5

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

[

¥

]

°

_

6

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

7

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

{

}

̃

8 9 A

ヲ

ァ

ィ

ゥ

ェ

ォ

ャ

ュ

ョ

ッ

B

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

コ

サ

シ

ス

セ

ソ

C

タ

チ

ツ

テ

ト

ナ

ニ

ヌ

ネ

ノ

ハ

ヒ

フ

ヘ

ホ

マ

D

ミ

ム

メ

モ

ヤ

ユ

ヨ

ラ

リ

ル

レ

ロ

ワ

ン

E F

上位4ビット

下
位
4
ビ
ッ
ト

o

Note
カタカナは，言語が日本語かつタグ名，グループ名またはEメールのヘッダの入力の時に入力可能
です。

・「¥」はFTPクライアントのイニシャルパスのパラメータ入力でのみ使用可能です。
表示言語が日本語以外の場合「\(バックスラッシュ)」になります。

・「:」はSNTPサーバ，SMTPサーバ，FTPサーバのサーバ名のパラメータ入力での
み使用可能です。
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付録2 ログイン処理

イーサネットインタフェースで通信をするときで，設定/測定サーバ，保守/診断サーバの
各機能を使用するときは，パソコンから本機器にログインします。下図に示すログイン完
了までの処理を正常に終えれば，5章のコマンドが利用可能になります。
本機器のイーサネットログイン機能を使用している場合

E1 403

E1 403

Yes

No

No

No

No No

No

E1 404

E1 421

通信接続

通信切断

E1 422

通信切断

E1 420

通信切断 ログイン完了

3巡以内?*2

3巡以内?*3

5秒待ち

E1 401

E0　　

E1 400

"quit"入力?

照合一致?

許容数*3内?

2分以内?

接続数*1内?

2分以内?

ユーザ名

パスワード

巡回カウントアップ

1

1

1

1

終了

開始 判定

遷移

コード
(コードとメッセージについては「8章 エラーメッセージ」を参照)

XL100からの応答(メッセージ省略)
レスポンスの書式については6.2節を参照。

ユーザからの入力

*1 最大同時接続数(2.1節参照)を超えて接続できません。
*2 誤ったパスワードでログインしようとする操作を4回連続して行うと，通信は切断されます(ロ

グインのリトライは3回までです)。
*3 パスワードが正しくても，管理者または利用者レベルの同時使用許可数(2.1節参照)超えてログ

インしようとする操作を4回連続して行うと，通信は切断されます。



付-3IM XL120C

1

2

3

4

5

6

7

付

索

8

付
録

本機器のイーサネットログイン機能を使用していない場合

「admin」または「user」でログインします。
・ユーザ名「admin」で本機器にアクセスすると，管理者としてログインできます。
・ユーザ名「user」で本機器にアクセスすると，利用者としてログインできます。

E1 403

Yes

No

No

No

No No

No

E1 404

E1 421

通信接続

通信切断

E1 422

通信切断

E1 420

通信切断 ログイン完了

3巡以内?

3巡以内?

E0       

E1 402

"quit"入力?

照合一致?

許容数内?

接続数内?

2分以内?

ユーザ名

巡回カウントアップ

1

1

1

1

付録2　ログイン処理
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付録3 データ出力フロー

CFメモリカードのディレクトリDATA0に属しているファイルのリストを10ファイル分ずつ出
力する例

ME DIR,/CFCARD/DATA0/,10

NO

START

YES

END

コマンド送信

ファイルリストの

続きはあるか

レスポンス受信

ME DIR,/DATA0/,10

*

コマンド送信

レスポンス受信

* 出力されたファイルリスト数が，

    ME DIRコマンドで指定したファ

    イルリスト最大出力数(この例で

    は10)より少ないときに，ファイ

    ルリストの続きはないと判断で

    きます。

1回目のファイルリストの出力コマンド。
このときに，出力するファイルリストの数を指定する。

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

続きのファイルリ
ストを出力させる。

EA
・・・・・・
・・・・・・
xxxKbyte free
EN

ファイルリスト

EA
・・・・・・
・・・・・・
xxxKbyte free
EN

ファイルリスト
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CFメモリカードのディレクトリDATA0に属しているファイル10101000.DLOの出力の例

ME GET,/CFCARD/DATA0/10101000.DLO

NO

START

YES

END

コマンド送信

データの

続きはあるか

レスポンス受信

BINARYヘッダ

BINARYデータ

BINARYフッタ

ME NEXT

*

コマンド送信

BINARYヘッダ

BINARYデータ

BINARYフッタ

レスポンス受信

*　BINARYヘッダのフラグのbit0が

　  0：データの続きがある

　  1：データ送信は完了

ファイル名をフルパスで指定し，出力させる。

コマンドの説明

送信するコマンド

受信したレスポンスデータ

続きのデータを
出力させる。

付録3　データ出力フロー
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付録４ タイムゾーンとXGコマンドのパラメータ

XGコマンドによるタイムゾーンの設定で，パラメータとタイムゾーンの関係について以下記
載しています。

XGのパラメータ 

p1 p2 

-1200 0 (GMT-12:00　国際日付変更線　西側

-1100 0 (GMT-11:00)　ミッドウェー島，サモア

-1000 0 (GMT-10:00)　ハワイ

-0900 0 (GMT-09:00)　アラスカ

-0800 0 (GMT-08:00)　太平洋標準時(米国およびカナダ);ティファナ

-0700 0 (GMT-07:00)　アリゾナ

 1 (GMT-07:00)　チワワ，ラパス，マサトラン

 2 (GMT-07:00)　山地標準時(米国およびカナダ)

-0600 0 (GMT-06:00)　グアダラハラ，メキシコシティ，モンテレー

 1 (GMT-06:00)　サスカチュワン

 2 (GMT-06:00)　中央アメリカ

 3 (GMT-06:00)　中部標準時(米国およびカナダ)

-0500 0 (GMT-05:00)　インディアナ東部

 1 (GMT-05:00)　ボゴタ，リマ，キト

-0400 0 (GMT-05:00)　東部標準時(米国およびカナダ)

 1 (GMT-04:00)　カラカス，ラパス

 2 (GMT-04:00)　サンティアゴ

 3 (GMT-04:00)　大西洋標準時(カナダ)

-0330 0 (GMT-03:30)　ニューファンドランド

-0300 0 (GMT-03:00)　グリーンランド

 1 (GMT-03:00)　ブエノスアイレス，ジョージタウン

 2 (GMT-03:00)　ブラジリア

-0200 0 (GMT-02:00)　中央大西洋

-0100 0 (GMT-01:00)　アゾレス諸島

 1 (GMT-01:00)　カーボベルデ諸島

0000 0 (GMT)　カサブランカ，モンロビア

 1 (GMT)　グリニッジ標準時:ダブリン，エジンバラ，リスボン，ロンドン

0100 0 (GMT+01:00)　アムステルダム，ベルリン，ベルン，ローマ，ストックホルム，

 1 (GMT+01:00)　サラエボ，スコピエ，ワルシャワ，ザグレブ

 2 (GMT+01:00)　ブリュッセル，コペンハーゲン，マドリード，パリ

 3 (GMT+01:00)　ベオグラード，ブラチスラバ，ブダペスト，リュブリャナ，プラハ

 4 (GMT+01:00)　西中央アフリカ

タイムゾーン
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0200 0 (GMT+02:00)　アテネ，ベイルート，イスタンブール，ミンスク

 1 (GMT+02:00)　エルサレム

 2 (GMT+02:00)　カイロ

 3 (GMT+02:00)　ハラーレ，プレトリア

 4 (GMT+02:00)　ブカレスト

 5 (GMT+02:00)　ヘルシンキ，キエフ，リガ，スコピエ，ソフィア，タリン，

0300 0 (GMT+03:00)　クウェート，リヤド

 1 (GMT+03:00)　ナイロビ

 2 (GMT+03:00)　バグダット

 3 (GMT+03:00)　モスクワ，サンクト，ペテルスブルグ，ボルゴグラード

 4 (GMT+03:00)　テヘラン

0400 0 (GMT+04:00)　アブダビ，マスカット

 1 (GMT+04:00)　バク，トビリシ，エレバン

0430 0 (GMT+04:30)　カブール

0500 0 (GMT+05:00)　イスラマバード，カラチ，タシケント

 1 (GMT+05:00)　エカテリンバーグ

0530 0 (GMT+05:30)　チェンナイ，コルカタ，ムンバイ，ニューデリー

0545 0 (GMT+05:45)　カトマンズ

0600 0 (GMT+06:00)　アスタナ，ダッカ

 1 (GMT+06:00)　アルマティ，ノボシビルスク

 2 (GMT+06:00)　スリ・ジャヤワルダナパラ

0630 0 (GMT+06:30)　ラングーン

0700 0 (GMT+07:00)　クラスノヤルスク

 1 (GMT+07:00)　バンコク，ハノイ，ジャカルタ

0800 0 (GMT+08:00)　イルクーツク，ウランバートル

 1 (GMT+08:00)　クアラルンプール，シンガポール

 2 (GMT+08:00)　パース

 3 (GMT+08:00)　台北

 4 (GMT+08:00)　北京，重慶，香港，ウルムチ

0900 0 (GMT+09:00)　ソウル

 1 (GMT+09:00)　ヤクーツク

 2 (GMT+09:00)　大阪，札幌，東京

0930 0 (GMT+09:30)　アデレード

 1 (GMT+09:30)　ダーウィン

付録4　タイムゾーンとXGコマンドのパラメータ
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1000 0 (GMT+10:00)　ウラジオストク

 1 (GMT+10:00)　キャンベラ，メルボルン，シドニー

 2 (GMT+10:00)　グアム，ポートモレスビー

 3 (GMT+10:00)　ブリスベン

 4 (GMT+10:00)　ホバート

1100 0 (GMT+11:00)　ガダン，ソロモン諸島，ニューカレドニア

1200 0 (GMT+12:00)　オークランド，ウェリントン

 1 (GMT+12:00)　フィジー，カムチャツカ，マーシャル諸島

1300 0 (GMT+13:00)　ヌクアロファ

0900 2 デフォルト：表示言語が日本語の場合にはGMT+9:00

  その他の言語の場合にはGMT

付録4　タイムゾーンとXGコマンドのパラメータ
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