
構成ハブ  ドキュメント



Chapter 1. はじめに

構成ハブ  フレームワークの紹介
Configuration Hubへようこそ。Configuration Hubは、Proficy  製品を  1 つの場所にまとめて設定し、どこ

からでもアクセスして設定できます。

次の図は、［iFIX］、［データベース］パネルが選択された状態でのConfiguration Hubの例です。

次の図は、Historian  で、［Historian  システム］パネルからサーバを選択した場合のConfiguration 

Hubの例です。
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次の図は、［Historian］、［コレクタ］パネルを選択したConfiguration Hubの例です。

利用可能な製品プラグイン
Configuration Hub  は、複数の  Proficy 製品を設定できるフレームワークです。現在  Configuration Hub 

では、iFIX  と  Historian の両方の「プラグイン」を  1 つまたは複数登録できます。登録後  Configuration 

Hub  を開くと、次の図のように、どのプラグイン  インスタンスを設定するかの選択肢が表示されます。
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インスタンスを選択すると、そのシステムへのログインを求められます。

共通パネル

共通パネル

Configuration Hub  IDE には、すべての製品とインスタンスに共通する  2 つのパネルと  1 つのツールバー

があります。これらのパネルは、ナビゲーション  パネルと詳細パネルです。これらのパネルは、ツール

バーからいつでも再度開くことができます。次の各節を参照してください：

• アプリケーション  バー  (on page 4)

• ナビゲーション  パネル  (on page 5)

• ［詳細］パネル  (on page 6)

アプリケーション  バー

Configuration Hub  は、IDE  の上部に常に共通のツールバーがあります。このツールバーからは、共通パ

ネル（［ナビゲーション］と［詳細］）を閉じたり開いたり、［ヘルプ］や［ログアウト］などのユー

ザ  アクションにアクセスしたりできます。

iFIX ノードを設定する際には、このツールバーに［保存］と［公開］ボタンも表示されます。
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項目 説明

このボタンを使って、ローカルに保存された変更を  iFIX サーバに

プッシュします。このボタンは  Historian には適用されず、Histori

an  のツールバーにも表示されません。

クリックすると、変更内容がローカルに保存されます。これらの変

更は、［公開］ボタンをクリックするまで  iFIX サーバにプッシュ

されません。このボタンは  Historian には適用されず、Historian  の

ツールバーにも表示されません。

クリックすると、オンライン  ヘルプにアクセスできます。

このボタンを使って、［ナビゲーション］や［詳細］のパネルを開

いたり閉じたりできます。

クリックして［ログアウト］を選択します。これにより現在のユー

ザ  セッションが終了し、別のプラグインを選択するための起動ペー

ジが表示されます。1  つのブラウザ  セッションでは、ユーザは一度

に  1 つのプラグインにしかログインできません。たとえば、ユーザ

は  iFIX ノードや  Historian ノードにログインできます。

ナビゲーション  パネル

［ナビゲーション］パネルには、現在ログインしている名前のプラグイン  インスタンスと、それに関連

する詳細情報が表示されます。例：
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• Historian では、［ナビゲーション］パネルに、ユーザが設定した［システム］が表示されます。

［システム］には［サーバの詳細］が表示されます。デフォルトでは、1  つのシステムが作成さ

れます。

• iFIX の場合、プラグイン名は  iFIX ノードのノード名となります。ノード名の下には、［接続］、

［モデル］、［データベース］のパネルが表示されます。

製品によっては、このインスタンスに異なるサブ  パネルが用意されており、それを開いて設定できま

す。

［詳細］パネル

［詳細］パネルは、IDE  で現在アクティブなパネルに反応して動作するコンパニオン  パネルです。

たとえば  iFIX データベース  パネルを設定している場合、［詳細］パネルには、現在選択されているタグ

のタグ  プロパティ  グリッドが表示されます。
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Historian の場合、［詳細］パネルには、現時点でのコレクタとサーバに関する様々な詳細が表示されま

す。このペインからもいくつかのアクションを実行できます。
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コンカレンシー管理

ブラウザ  ベースのツールの利点の一つは、複数のユーザが同時にシステムにアクセスできることで

す。Configuration Hubは、以下のような点を考慮した上で、一般的にこれをサポートしています。

一般的に

• あるプラグインでの作業は、別のプラグインでの作業と重複しないため、別のユーザがお互いの

作業を上書きすることはありません。

iFIX

• iFIX ノードは  1 つのアクティブなデータベースしか持たないため、実行中のデータベースへの公

開操作による変更は、すべてのブラウザ  セッションに反映されます。

• 任意のノードにおける非公開の変更は、そのノードにアクセスするすべてのブラウザ  セッション

に共通です。そのため、あるブラウザのユーザがタグを追加したり、タグをインポートしたり、

モデルを修正したり、モデルに追加したりすると、別のブラウザのセッションで同じノードを操

作しているユーザが見る内容に影響を与えます。たとえば、あるユーザが  1000 個のタグをデータ

ベースにインポートした場合、同じデータベース  パネルを見ている  2 番目のユーザには、実行中

の  iFIX SCADA システムにまだ公開されていないにもかかわらず、自分のパネルにそれらのタグが

表示されます。
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• ユーザが  iFIX で「保存」操作を必要とする変更を行っている最中に、他のソースからデータベー

スが変更された場合は、保存と更新を求めるメッセージが表示されます。

• 一般的に、複数のセッションから同時にインポートすることは避けるべきです。これはデータ  パ

ネルからサポートされていますが、同時に複数のインポートが行われると、パフォーマンスが大

幅に低下します。

Historian

• 公開操作による変更は、すべてのブラウザ  セッションに反映されます。

• ユーザが  Historian で「保存」操作を必要とする変更を行っている最中に、他のソースからアイテ

ムが変更された場合、ユーザには保存と更新を求めるメッセージが表示されます。

構成ハブのサーバ証明書

サーバ側の証明書は、実行中の  REST サービスと  Configuration Hub  Web サーバとの間の安全な接続を可

能にします。Configuration Hub  の  SSL 証明書の有効期限は  2 年間で、期限が切れたら再生成する必要が

あります。証明書を再生成する必要がある場合は、以下のステップで行います。

自己署名証明書：  Configuration Hub
以下のステップで、Configuration Hub  の自己署名証明書を更新します。

1. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダ内の証明書ファイルを削除す

るかバックアップします。

2. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub ディレクトリで、管理者としてコマンド  プロンプト

を開きます。

3. 次のコマンドを入力して、自己署名証明書を新規作成します。

restart_confighub.bat "C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub" "C:\Program Files 

 (x86)\GE\ConfigurationHub\Web" 5678 4890 htclab.ge.com

ここでは、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub は  Configuration Hub  インストール  ディ

レクトリ、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\Web は  Configuration Hub  niginx サーバ

のあるディレクトリ、5678  は  Configuration Hub  認証サービス  ポート（現在は使用されていませ

ん）、4890  は  Configuration Hub  サーバ  ポートです。

4. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダから  C:\Program Files 

(x86)\GE\ConfigurationHub\Web\conf フォルダに、server_cert.crt  と  server_cert.key ファイルを

コピーします。

5. コンピュータを再起動します。
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構成ハブと  iFIX の自己署名証明書
以下のステップで、iFIX  の自己署名証明書を更新します。

1. iFixConfigServiceCertTool.exe を管理者として開きます。このツールは、C:\Program Files 

(x86)\GE\iFIX\ フォルダにあります。iFIX  構成設定サービス証明書ツールが表示されます。

2. ［証明書を削除］をクリックし、［証明書バインディングを削除］をクリックします。

3. Windows のファイル  エクスプローラから、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL

\iFIX_OpcuaConfigService\pki ディレクトリにある証明書ファイルを削除またはバックアップしま

す。

4. iFIX 構成設定サービス証明書ツールで［証明書を作成］ボタンをクリックして、証明書を新規作

成します。

5. 新しい証明書のセットが作成されたら、iFIX  構成設定サービス証明書ツールで証明書のサムプリ

ントが異なることを確認します。同じである場合、新しい証明書は作成されていません。

6. iFIX_OpcuaConfigServer.crt と  iFIX_OpcuaConfigServer.key を、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX

\LOCAL\iFIX_OpcuaConfigService\pki から  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\web\conf にコピーし

ます。

7. コンピュータを再起動します。

構成ハブおよび  iFIX の外部証明書

以下のステップで、外部で発行されたサーバ証明書を  Configuration Hub  と  iFIX に設定します。

1. 秘密鍵、サーバ証明書、発行者の証明書を含む  CA バンドルを取得します。一般的に、秘密鍵は

ユーザまたは同じ組織内の他のユーザが生成し、サーバ証明書と  CA バンドルは証明書ベンダが提

供します。

2. 証明書と秘密鍵を他の形式（PFX  など）で受け取った場合は、入手方法または  PEM ファイルに変

換する方法をベンダに相談してください。Configuration Hub、nginx  で使用されている  Web サー

バは、証明書と鍵に  base-64 にエンコードした  PEM ファイルを使用しています。詳しくは、次の

リンクを参照してください。

http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_certificate

http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_certificate_key

3. テキスト  エディタで  PEM ファイルを開き、複数の証明書で記載されている箇所を探します。各

証明書は次の開始行：

-----BEGIN CERTIFICATE-----

と次の終了行で囲まれています：

-----END CERTIFICATE-----

http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_certificate
http://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_ssl_module.html#ssl_certificate_key
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4. この証明書  PEM ファイルで、サーバ証明書が最初に表示され、その後に  CA バンドルの  CA 証明

書が表示されることを確認します。

5. Configuration Hub  の場合は、ルート証明書、サーバ証明書、鍵ファイルを  C:\Program Files 

(x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダに、サーバ証明書と鍵ファイルを  C:\Program 

Files (x86)\GE\ConfigurationHub\Web\conf にコピーしてください。（Configuration Hub  で

は、nginx  サーバの証明書ファイルの名前は、server.crt  と  server.key です）。

Note:

名前が変更された場合、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\Web\conf

\nginx.conf フォルダ内のファイルも正しいファイル名に更新する必要があります。

6. iFIX を  Configuration Hub  で使用する場合は、ルート証明書、サーバ証明書、鍵ファイル

を  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL\iFX_OpcuaConfigService\pki フォルダに、サー

バ証明書と鍵ファイルを  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\web\conf フォルダにコピーし

ます。（iFIXでは、nginx  サーバの証明書ファイルは、iFIX_OpcuaConfigServer.crt  と 

iFIX_OpcuaConfigServer.key という名前になっています）。

Note:

名前が変更された場合、nginx.conf  ファイルはC:\Program Files (x86)\GE

\ConfigurationHub\Web\conf\nginx.conf フォルダも正しいファイル名に更新する必要が

あります。

7. iFIX の場合も、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL フォルダ内の  ifix_config_service.json ファ

イルを編集して正しい証明書ファイル名にします。このファイルでは、以下のフィールドを更新

する必要があります。

"rootCertificateName": "iFIX_OpcuaConfigRoot", 

"serverCertificateName": "iFIX_OpcuaConfigServer", 

"serverCertificatePassPhrase": "75D43CAAC1E440F08080D7E4A58AE941", 

"generateSSLCerts": true 

Important:

外部証明書を使用する場合、「generateSSLCerts」フィールドを  false に設定する必要がありま

す。

構成ハブ用クライアント証明書
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ブラウザとConfiguration Hubの安全な接続を確立するには、Configuration Hubの証明書をリモート  コ

ンピュータにコピーし、信頼済みルート  フォルダに追加する必要があります。クライアント側の証明書

は、クライアントの  ID をConfiguration Hubの  Web サーバに対して検証します。

構成ハブのルート証明書

構成ハブのルート証明書をインストールするには：

1. ConfigHubRootCA.crt ファイルをサーバ  コンピュータにコピーします。このファイルはデフォル

トで  C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダにあります。

2. ConfigHubRootCA.crt ファイルをコピー先のコンピュータに貼り付けます。

3. ConfigHubRootCA.crt をダブルクリックして証明書をインストールします。［証明書のインス

トール］画面が表示されます。

4. ［証明書のインストール］ボタンをクリックします。［証明書のインポート］画面が表示されま

す。

5. ローカル  コンピュータを選択し、［次へ］を選択します。続行するかどうかを確認するメッセー

ジが表示されます。

6. ［はい］をクリックします。［証明書ストア］画面が表示されます。

7. ［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択します。

8. ［参照］をクリックして、信頼するルート証明機関を選択し、［OK］をクリックします。

9. ［次へ］をクリックします。最終画面が表示されます。

10. ［完了］ボタンをクリックします。正常にインポートされたことを示すメッセージが表示されま

す。

11. ［OK］をクリックします。

12. ブラウザを再起動します。

iFIX OPC UA クライアント  ルート証明書

iFIX OPC UA クライアント  ルート証明書をインストールするには：

1. iFIX_OpcuaConfigRoot.crt ファイルをサーバ  コンピュータにコピーします。このファイルはデ

フォルトで  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL\iFIX_OpcuaConfigService\pki フォルダにあり

ます。

2. iFIX_OpcuaConfigRoot.crt ファイルをコピー先のコンピュータに貼り付けます。

3. iFIX_OpcuaConfigRoot.crt をダブルクリックして証明書をインストールします。［証明書のインス

トール］画面が表示されます。

4. ［証明書のインストール］ボタンをクリックします。［証明書のインポート］画面が表示されま

す。

5. ローカル  コンピュータを選択し、［次へ］を選択します。続行するかどうかを確認するメッセー

ジが表示されます。
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6. ［はい］をクリックします。［証明書ストア］画面が表示されます。

7. ［証明書をすべて次のストアに配置する］を選択します。

8. ［参照］をクリックして、信頼するルート証明機関を選択し、［OK］をクリックします。

9. ［次へ］をクリックします。最終画面が表示されます。

10. ［完了］ボタンをクリックします。正常にインポートされたことを示すメッセージが表示されま

す。

11. ［OK］をクリックします。

12. ブラウザを再起動します。

Chrome で自己署名証明書による  Historian との信頼関係を有効にする

Historian のインストール時に  Historian Web アプリケーションで使用する自己署名証明書が生成されま

す。自己署名証明書とは、信頼された機関によって署名されるのではなく、自身で署名される証明書の

ことです。そのため、自己署名証明書を使用しているサーバに接続すると、証明書ストアに永久に保存

されるまでブラウザに警告が表示されます。これらのステップでは、Google  Chrome で自己署名証明書

が信頼されるように設定する方法について説明します。

Chrome で自己署名証明書を使用して  Historian との信頼関係を有効にするには：

1. Google Chrome を使用して接続するサイトにアクセスします。証明書がコンピュータまたはブラ

ウザから信頼されていないことを知らせるメッセージが表示されます。

2. URL で［セキュリティ保護なし］を選択して［証明書］を選択します。［証明書］ウィンドウが

表示されます。
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3. ［証明書パス］タブを選択し、［ルート証明書］を選択します。

4. ［証明書を表示］を選択します。［証明書］ウィンドウが表示され、［全般］、［詳細］、［証

明書パス］の各セクションが表示されます。［詳細］を選択し、［ファイルにコピー］を選択し

ます。
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5. 画面の指示に従って証明書をローカル  ファイルに保存します。デフォルト  フォーマット［DER 

encoded binary X.509 (.CER)］を使用します。
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6. エクスポートした  .CER ファイルを右クリックし、［証明書のインストール］を選択します。［証

明書のインポート  ウィザード］ウィンドウが表示されます。

7. ローカル  コンピュータを選択し、［次へ］を選択します。

8. 信頼するルート証明機関を選択し、［OK］をクリックします。

Note:

ウィザードによるストアの自動選択を使用しないでください。
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［セキュリティ警告］ウィンドウが表示される場合があります。その場合は、［はい］を選択し

てメッセージを無視してください。証明書がインストールされます。

9. ブラウザを再起動してサーバに接続します。

10. 証明書で認証された  URL を開きます。エラー  メッセージが表示されなければ、証明書は正常にイ

ンポートされています。

Historian に対して  Chrome で発行者証明書をインポートする

外部の  UAA を使用する場合は、発行者証明書をインポートする必要があります。

1. UAA がインストールされているコンピュータから発行者証明書をコピーします。

2. 証明書管理ツールにアクセスします。［GE  オペレーション  ハブ証明書管理ツール］ページが表示

され、［サーバ証明書］セクションが表示されます。

3. ［外部の信頼］サブセクションで、［証明書ファイル］ボックスの横にある［選択］を選択しま

す。

4. 証明書ファイルに移動して選択し、［開く］を選択します。

5. ［インポート］を選択します。メッセージが表示され、証明書のインポートを確認するメッセー

ジが表示されます。

6. ［はい］を選択します。これで構成ハブを使用する準備が整いました。

Historian、セキュリティ、証明書の詳細については、Historian のオンライン  ドキュメントを参

照してください。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/
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既知の問題と制限事項
Configuration Hub  の使用時には以下の制限が適用されます。

• 複数のユーザが同じサーバにログインして変更を加えることができますが、ブラウザ  セッション

をユーザごとに分ける必要があります。

• 以下のブラウザのみが構成ハブと  iFIX で使用できることが確認されています。Google® 

Chrome、Chromium  ベースの  Microsoft® Edge、Mozilla®  Firefox、Apple®  Safari（MAC  OS 

のみ）。

Note:

MAC OS がシステム名を解決できない場合があります。この場合は、hosts  ファイルを更

新してください。また、MAC  OS では構成ハブのルート証明書を手動でインストールする

必要があります。

• 1 つのブラウザ  セッションでは、ユーザは一度に  1 つのプラグインにのみログインできます。た

とえば、iFIX  ノードや  Historian の場合などです。

• iFIX の場合、実行中の  SCADA ノードからのみ構成ハブを実行できます。ビュー  ノード　/iClients 

は  Configuration Hub  にログインできなくなります。

• Historian では、ミラー  グループにコンピュータが  1 台のみ残っている場合、それを削除すること

はできません。

• Configuration Hub  と  Historian ウェブ管理コンソールを同じコンピュータにインストールし、両

方に自己署名証明書を使用した場合、Configuration Hub  のログイン  ページは表示されません。こ

の問題を防ぐには、ドメイン  セキュリティ  ポリシーを無効にしてください。

1. 次の  URL にアクセスしてください：chrome://net-internals/#hsts

2. ［ドメイン  セキュリティ  ポリシー］セクションの［ドメイン  セキュリティ  ポリシーを削

除］フィールドで、構成ハブのドメイン名を入力し、［削除］を選択します。

• 英語以外の文字を含むコンピュータ名のコンピュータには構成ハブをインストールできません。

• 構成ハブでは、SCADA  ノードまたは  Historian サーバ  ノードに表示される数字のフォーマット

や文字列が表示されます。ブラウザの言語を変更しても、このデータの表示には影響がありませ

ん。

• 接続パネルでは、グループ  パラメータが地域番号のフォーマットに対応していません。

• クライアント  ID およびクライアント  シークレット  フィールドでは、英数字の値と次の記号のみ

がサポートされています。"-&gt;&lt;~!@#$%^&amp;*?|"



Chapter 2. iFIX Web 構成

概要

iFIX Web 構成の紹介

iFIX の場合、WorkSpace  の［アプリケーション］リボン  バーからConfiguration Hubを起動できます。

デスクトップ上のアイコンからConfiguration Hubを起動することもできますが、iFIX  プロジェクトが起

動していないとエラー  メッセージが表示されるためご注意ください。

［ナビゲーション］パネルを使って、任意の設定パネルを開くことができます。

［ナビゲーション］パネルは、IDE  のスペースを広く使うために閉じることができ、右上の共通ツール

バーから再び開くことができます。
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統合開発環境

統合開発環境（IDE）は、システムの構築で連携して動作する多数のパネルやツールのレイアウトを柔

軟に変更できる構成設定ツールです。IDE  の開発ツールとしては、Microsoft  Visual Studio や  Jupyter 

Notebook などがよく使われています。

Configuration Hub  Web テクノロジを活用して  Proficy 製品を設定するパネル  ベースの操作性が提供され

ます。これにより、設定の操作時に、最も使いやすく効率的な方法でパネルの移動、表示、終了、サイ

ズ変更を実行できます。

iFIX で構成ハブを使用するための前提条件

iFIX を  Configuration Hub  で使用するには、次の前提条件を満たす必要があります。

1. ブラウザから  Configuration Hub  にログインするには、セキュリティを有効にする必要がありま

す。

2. ログインしているユーザは、アプリケーション  デザイナー  グループに属しているか、アプリケー

ション  デザイナー  グループの  iFIX アプリケーション機能をすべて持っている必要があります。

（アプリケーション  デザイナー  グループには、以下の  iFIX アプリケーション機能があります。

• データベース  ﾌﾞﾛｯｸ  追加と削除

• データベース  マネージャ

• データベースの再ロード

• データベースの保存
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• タスクの切り替え

• OPC UA 設定ツール

• 実行モードで  Visual Basic エディタの起動

• WorkSpace - 開発モード

• WorkSpace - 実行モード

• WorkSpace - 実行モード  の終了

3. Configuration Hubへのログインには、ユーザのログイン名またはフルネームのいずれかを使用で

きます。

4. Configuration Hub  は、SCADA  を有効にして実行中の  iFIX プロジェクトを設定する場合にのみ使

用できます。

5. Configuration Hub  を使用するように構成された  iFIX ノードは、Configuration Hub  が  iFIX ととも

にインストールされていない場合、登録ツール（WorkSpace  の［アプリケーション］メニュー

にあります）を使用して登録する必要があります。詳しくは、「iFIX プラグイン登録ツール  (on 

page 27)」トピックを参照してください。

6. お客様の  Configuration Hub  に複数の  iFIX ノードが登録されている場合、Configuration Hub  への

ログイン時のドロップダウンにそのノードが表示されます。一度にログインできるのは  1 つのみ

のためご注意ください。

7. 複数のユーザが同じサーバにログインして、異なるブラウザ  セッションから変更を加えることが

できます。

8. iFIX でフェイルオーバーの拡張を使用している場合は、Configuration Hubにログインする前にメ

ンテナンス  モードにしておく必要があります。（メンテナンス  モードに入ると、SCADA  の同期

が一時的に停止し、SCADA  ペア間の同期が一時停止されます）。メンテナンス  モードが有効に

なった後、プライマリ  ノードのデータベースに変更を加えることができます。

9. Configuration Hub  サーバと  iFIX SCADA ノードの時刻を同期させる必要があります。

10. 現在、Configuration Hub  は  IGS の参照にのみ対応しています。データベース  パネルでの  OUA ド

ライバの参照には対応していません。

11. 構成ハブで動作が確認されている以下のブラウザを使用してください。Google® 

Chrome、Chromium  ベースの  Microsoft® Edge、Mozilla®  Firefox、Apple®  Safari（MAC  OS 

のみ）。

Note:

MAC OS がシステム名を解決できない場合があります。この場合は、hosts  ファイルを更

新してください。また、MAC  OS では構成ハブのルート証明書を手動でインストールする

必要があります。
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構成設定情報

ローカルおよびリモート  インストール

Configuration Hub  は、Configuration Hubと同じコンピュータのローカルと、リモートのプラグインの両

方で製品登録をサポートします。

たとえば、iFIX  のようにConfiguration Hubがサポートされている製品の  1 つをインストールする際に、

最初の  iFIX ノードと同じコンピュータにConfiguration Hubをインストールすることを選択できます。

同一ネットワーク内の異なるサーバに後から  iFIX や  Historian をインストールする場合、Configuration 

Hubを再度インストールする代わりに、最初にインストールしたConfiguration Hubを登録できます。こ

れにより、ブラウザからConfiguration Hubを一元的に開き、複数の製品インスタンスを確認、設定でき

るようになります。

iFIX - iFIX クライアントをインストールして既存のConfiguration Hubに登録する場合、インストール時に

［既存のConfiguration Hubで登録する］オプションを選択する必要があります。インストール後、いく

つかの追加手順を踏んでプロセスを完了させる必要があります。詳しくは、iFIX プラグイン登録ツール 

(on page 27)  を参照してください。

Historian - Historian のインストールから既存の構成ハブに登録するには、既存の構成ハブで登録する

チェック  ボックスを選択し、既存の構成ハブのクライアント  ID とシークレットを入力します。インス

トールが実行されます（ファイアウォールが適切なポートに開かれていることが前提です）。インス

トール後は、既存の構成ハブに登録する  (on page 22)  の節の指示に従って、適切な証明書交換を使用

してリモート接続を保護する必要があります。

既存の構成ハブに登録する

以下の情報では、既存のConfiguration Hubに登録するために必要な前提条件と、その手順について説明

します。また、一般的な構成をいくつか説明するサンプル図もあります。

既存の設定ハブに登録する前に  Configuration Hub

• Windows でユーザが追加されていることと、すべての  iFIX SCADA でセキュリティが有効になっ

ていることを確認します。

• リモート  コンピュータからConfiguration Hubの  Web サーバを表示できること（その逆も同様）

を確認します。コマンドラインから、ping  コマンドを使用します。ping ip（ip  は実際の  IP アド

レスに置き換えます）で、送信元または送信先のコンピュータに到達できるかどうかを確認しま

す。

• インストール時にファイアウォールの例外ルールで、Configuration Hubの  Web サーバと  iFIX プ

ラグインのポートを許可する必要があることにご注意ください。インストール時にこれを行わな
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かった場合は、これらのアプリケーションをファイアウォールのルールに手動で追加する必要が

あります。

• ドメインでConfiguration Hubを使用している場合は、ネットワークの  HOSTS ファイル

をConfiguration Hubサーバの名前、iFIX  SCADA サーバ、Historian  サーバ（該当する場合）で更

新する必要があります。

Tip:

• HOSTS ファイルは、C:\WINDOWS\system32\drivers\etc フォルダにあります。

• 権限によっては、このファイルを別のフォルダにコピーして編集し、編集が完了した後に

再び  etc フォルダにコピーする必要があります。

• メモ帳などのテキスト  エディタを使って  HOSTS ファイルを編集します。ファイルを保存

するときに、メモ帳が自動的に  .TXT ファイル拡張子を付けないようにするには、［ファ

イルの種類］フィールドで［すべてのファイル］を選択します。

• HOSTS ファイルの入力例は、以下のようになります。198.212.170.4 

SCADA01。SCADA1  が  iFIX SCADA サーバ  ノード名であり、iFIX  SCADA サーバがインス

トールされているコンピュータ名が  AREA1 の場合は、AREA1  の  HOSTS ファイルに次の

ような  2 つ目のラインを追加する必要があります。198.212.170.4  AREA1。

• コンピュータの  TCP/IP アドレスが不明な場合は、IPCONFIG  コマンドを  SCADA サーバ

で実行して取得します。

• HOSTS ファイルの内容は、お使いの  ネットワークの各ノードで同じであるべきです。

• iFIX SCADA サーバ  ノード名が、iFIX  がインストールされているコンピュータの名前と異

なる場合、各  HOSTS ファイルにこの名前を追加する必要があります。

• Historian の場合は、Web  クライアント  コンピュータの  HOSTS ファイルに完全修飾ドメ

イン名（FQDN）を使用して、構成ハブ  コンピュータに正しく接続できるようにする必

要があります。

登録ステップ

リモートの  SCADA サーバを既存の構成ハブに登録するには：

1. iFIX でセキュリティが有効になっていることを確認してください。

2. ConfigHubRootCA.crt 証明書をインストールします（構成ハブのコンピュータから）。  (on page 

12)

https://www.ge.com/digital/documentation/ifix/version65/index.html#configuring-security/proc_enable_disable_security.htm?Highlight=enable%20security
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3. ブラウザを再起動します。

4. （iFIX  WorkSpace リボン  > ［アプリケーション］タブから）登録ツールにアクセスし  (on page 

27)、構成ハブに登録します。構成ハブの初回インストール時に提供されたクライアント  ID と

クライアント  シークレットを使用します。

リモートの  Historian を既存の構成ハブに登録するには：

1. ConfigHubRootCA.crt 証明書をインストールします（構成ハブのコンピュータから）。  (on page 

12)

2. Historian のインストール  メディアを使用して  Historian の  Web ベース  クライアントをインストー

ルし、プロンプトが表示されたら、既存の構成ハブに登録します（構成ハブの初回インストール

時に提供されたクライアント  ID とクライアント  シークレットを使用）。Historian  は  iFIX ノード

にインストールすることも、別途インストールすることもできます。

ブラウザ  コンピュータでクライアント  Web ブラウザを保護するには：

1. ConfigHubRootCA.crt 証明書をインストールします（構成ハブのコンピュータから）。  (on page 

12)

2. OPCUAConfigRoot.crt をインストールします（各  SCADA から）。  (on page 12)

3. Chrome で自己署名証明書の信頼関係を有効にします（Historian  の場合）。  (on page 13)

4. ブラウザを再起動します。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_installing_webbased_clients.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_installing_webbased_clients.html
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例  1: 既存の構成ハブに他の  SCADA を接続する
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例  2: 既存の構成ハブに  Historian と他の  SCADA を接続する
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例  3: Historian に  iFIX SCADA と既存の構成ハブを接続する

iFIX プラグイン登録ツール

iFIX のインストール時に登録ツールがインストールされます。このツールを使うと、セットアップが変

更されたときに、iFIX  製品のプラグインをConfiguration Hubに登録（既存のConfiguration Hubの場合）

したり、再登録したりできます。

以下のセクションでは、登録ツールへのアクセス方法と利用可能なフィールドについて説明します。

登録ツールにアクセスする

iFIX WorkSpace の［アプリケーション］タブにある［構成ハブ］エリアから  Configuration Hub  登録ツー

ルにアクセスできます。［登録］をクリックすると、ツールが開きます。
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URLから直接アクセスすることもできます。

https://servername:port/confighub_register/index.html

例：

https://w2019:9444/confighub_register/index.html

起動すると、以下のようなログイン画面が表示されます。

認証のために  iFIX のユーザ名とパスワードを入力します。下図のように登録ツールが表示されます。
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既存の構成ハブで登録するには、ローカルの構成ハブのインストール時に入力したクライアント  ID とク

ライアント  シークレットを入力します。

登録ツールで使用できるフィールドの説明

Configuration Hub  登録ツールには以下のフィールドが表示されます。

フィールド 説明

サーバ名 Configuration Hub  Web サーバのサーバ名。ネッ

トワーク  ドメインを使用する場合は、完全なド

メイン名を入力してください。

変更するには、現在の有効な認証情報（クライ

アント  ID とシークレット）を提供する必要があ

ります。

サーバ  ポート 構成ハブ  Web サーバに関連するポートを表示し

ます。このフィールドを編集することはできま

せん。変更する必要がある場合は、「構成ハブ

のポート変更  (on page 566)」セクションの手

順を参照してください。

クライアント  ID Configuration Hub  Web サーバのクライアント 

ID を表示します。クライアント  ID とクライアン

ト  シークレットは、製品のインストール時に作

成されています。

クライアント  シークレット Configuration Hub  Web サーバに関連付けられた

クライアント  シークレットです。クライアント 
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フィールド 説明

ID とクライアント  シークレットは、製品のイン

ストール時に作成されています。

サーバ名の変更（更新）、登録解除、Configura

tion Hub  Web サーバの登録を行う場合は、クラ

イアント  シークレットを入力する必要がありま

す。

Note:

クライアント  ID やシークレットを忘れ

てしまうと、Configuration Hub  でプラ

グインの登録・解除ができなくなりま

す。この場合、プラグインを変更するに

は、Configuration Hub  を再インストー

ルし、すべてのプラグインを再度登録す

る必要があります。

認証サービスの詳細を表示する 選択すると、関連するフィールドが表示されま

す。

これらのフィールドには以下のものがありま

す。認証サービス  ホスト名、認証サービス  ポー

ト、HTTPS  を使用して認証サービスに接続

フィールド、認証サービス  クライアント  ID、

認証サービス  クライアント  シークレット、トー

クン  URL を取得、ユーザ  ログイン  URL、ユー

ザ承認  URL、トークン  パブリック  キー  URL、

トークン  イントロスペクション  URL、Bearer 

トークン取り消し  URL、リフレッシュ  トークン

取り消し  URL。

これらのフィールドを編集することはできませ

ん。これらのフィールドは情報提供のみを目的

としており、トラブルシューティングに役立て

ることができます。

プラグインの詳細を表示する 選択すると、関連するフィールドが表示されま

す。Configuration Hub  と  Configuration Hub  の

プラグインの  ID を表示します。
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フィールド 説明

これらのフィールドを編集することはできませ

ん。これらのフィールドは情報提供のみを目的

としており、トラブルシューティングに役立て

ることができます。

更新ボタン このウィザードで入力した変更を保存するに

は、このボタンをクリックします。変更内容を

保存するには、製品をインストールしたときに

入力したクライアント  ID とクライアント  シー

クレットの情報を入力する必要があります。

登録ボタン クリックすると、Configuration Hub  Web サーバ

が登録されます。このボタンは、Configuration 

Hub  Web サーバが未登録の状態である場合にの

み利用できます。

Configuration Hub  を登録するには、製品をイン

ストールしたときに入力したクライアント  ID と

クライアント  シークレットの情報が必要です。

登録解除ボタン クリックすると、Configuration Hub  Web サーバ

の登録が解除されます。このボタンは、Config

uration Hub  Web サーバが登録された状態である

場合にのみ使用できます。

Configuration Hub  の登録解除には、製品をイン

ストールしたときに入力したクライアント  ID と

クライアント  シークレットの情報が必要です。

構成ハブ  インストール後の  iFIX のポート変更

インストール後に  iFIX が使用するポートを変更する必要がある場合は、iFIX  フォルダにある 

iFIXConfighubSettingsUtility.exe utility ユーティリティを使用してリセットします。（デフォルトで

は、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX にあります）。この変更は、iFIX  が実行されていないときにのみ行

う必要があります。
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Note:

iFIX Web Config ポートの更新を予定している場合は、まず  ConfigHub で  iFIX プラグインの登録

を解除する必要があります。他のサービス  ポートが変更された場合は、登録解除／登録の必要

はありません。
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iFIX Web Config ポートが変更された場合、iFIX  WorkSpace の登録ボタンを使用して、Configuration 

Hubに再度  iFIX プラグインを登録する必要があります。詳しくは、「iFIX プラグイン登録ツール  (on 

page 27)」を参照してください。

iFIX Web Config と  OPCUA サービス  ポートを除き、他のサービス  ポートを変更した場合

は、iFixConfigServiceCertTool.exe ツール（下図参照）を実行して、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX に

ある変更されたポートに証明書をバインドする必要があります。このユーティリティは管理者のみが実

行できるため、ご注意ください。

ポートが変更された場合、iFIX  構成設定サービス証明書ツールでは、更新されたポートが［証明書のバ

インドが存在しません］と表示されます。例として、下図「Auth  Service Port 2」をご覧ください。［証

明書バインディングを作成］ボタンをクリックして、必要なポート  バインディングを追加します。
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バインディングが完了したら、ユーティリティを閉じて  iFIX を再起動します。変更されたポート

は、iFIX  で使用されます。

iFIX ウェブ構成設定にアクセスする

1. iFIX WorkSpace でアプリケーション  リボンを選択してConfiguration Hubをクリックするか、デス

クトップで
Configuration Hub

アイコン（ ）をクリックします。

Note:

デスクトップ  アイコンを使用する場合は、iFIX  が実行中で、iFIX  にログインしているこ

とを確認してください。

iFIX プラグインを使用する場合、ログイン  ページには、接続先の  iFIX SCADA で設定され

ている認証情報が必要です。Configuration Hubを使用するために必要なすべての権限を持

つには、このユーザは  アプリケーション  デザイナー  グループのメンバである必要があり

ます。

Configuration Hubサーバ選択画面が表示されます。

2. サーバ名を選択し（リストに複数のサーバが存在する場合）、［継続］をクリックします。

iFIX 認証画面が表示されます。

3. iFIX のユーザ名とパスワードを入力して、［サインイン］をクリックします。

認証に成功すると、Configuration Hubの画面が表示されます。

接続

接続の概要

［接続］では、収集して  iFIX に取り込むデータとの接続を確立します。現在使用能なオプション

は、OPC  UA と  IGS です。

ナビゲーション  パネルで［接続］を選択し、メイン  パネル上部にある［OPC  UA］または［IGS］を選

択します。

詳しくは、次を参照してください。
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• OPC UA の接続  (on page 36)

• IGS 接続  (on page 45)

OPC UA の接続

OPC UA の接続

iFIX には、OPC  UA サーバへの接続を可能にする  OPC UA クライアント  ドライバ  オプションがありま

す。Configuration Hubでこの機能を使用するには、稼働中の  iFIX SCADA ノードにこのオプションのライ

センスが付与されている必要があります。

Note:

現時点では、Configuration Hubは［データベース］パネルでの  OUA ドライバの参照をサポート

していません。

［新規作成］をクリックして、新しい接続を作成します。OPC  UA サーバの固有のサーバ名とエンドポ

イント  URL を入力します。接続をテストするには、［テスト］ボタンをクリックします。［作成］ボタ

ンをクリックすると、使用する接続が作成されます。

接続が作成されると、テーブルに表示されます。エントリの右側にある省略記号（...）をクリックする

と、サーバとのインタラクションができます。

ポップアップ  メニューから［参照］を選択すると、OPC  UA サーバで利用可能な階層を参照できます。

ここから、iFIX  データベースに入力する個々のタグを選択したり、より上位のオブジェクトを選択し

て、iFIX  モデル用の新しいオブジェクト  タイプを作成したりできます。たとえば、［オブジェクト］の

行を右クリックしてサブメニューを表示させ、［タイプを作成］を選択します。
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サーバ管理

OPC UA サーバの接続は、［詳細］パネルで編集できます。［接続］パネルでサーバ構成を選択すると、

［詳細］パネルにサーバの接続情報が表示されます。

［エンドポイント  URL］フィールドには、OPC  UA サーバとの接続に使用されるホスト名または  IP アド

レスとポートが入力されます。例：opc.tcp://MyServer:51400/この  URL のフォーマット（コンピュータ

名、IP  アドレス、完全修飾ドメイン名）は、OPC  UA サーバで定義されます。

認証タイプは［匿名］または［ユーザ名／パスワード］に設定できます。最高レベルのセキュリティを

確保するには、［ユーザ名／パスワード］の選択をおすすめします。［匿名］では、データのアクセス

やログの記録に対する保護はありません。
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［ユーザ名／パスワード］オプションを選択する場合、OPC  UA サーバに接続するためのユーザ名とパ

スワードを入力します。

サーバの詳細を編集すると、ツールバーの［保存］ボタンが有効になり、［接続］パネルに保存すべき

変更があることが示されます。［保存］ボタンをクリックすると、サーバ接続に加えられた変更は、iFIX 

ノードに変更内容が公開されるまで持続されます。

接続パネルでは、サーバ接続の編集に加えて、サーバ接続の下にグループを作成したり、削除したりで

きます。OPC  UA サーバ接続が作成されると、デフォルトのグループが作成されます。

サーバ接続の下のグループでは、公開間隔やサンプリング間隔を設定できます。OPC  UA サーバから

データを要求するアプリケーションは、グループ名を使ってグループ内のアイテムにアクセスします。

グループ名は、アンダースコア（_）やハイフン（-）を含む  19 文字までの英数字が使用できます。

接続テスト

OPC UA サーバ接続の［詳細］パネルに［接続テスト］機能が用意されています。［接続テスト］機能

は、ツールバーのボタン   から起動します。

テストでは、［接続の詳細］パネルにあるエンドポイント  URL への接続を試行します。接続に成功する

と、テストのステータスが表示され、エンド  ポイントの  URL フィールドにチェック  マークが表示されま

す。接続に失敗すると同じフィールドが赤色で強調表示され、失敗理由が示されます。

次の図は、テストが成功したことを示しています。
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ポリシーの参照

OPC UA サーバには、特定のセキュリティ  モードとポリシーが設定されています。サーバ接続の［詳

細］パネルには、ポリシーを参照するためのツールバー  ボタンが用意されています 。

この機能を実行すると、サーバで設定された［セキュリティ］モードとポリシーが参照され、［詳細］

パネルの各フィールドに入力されます。

この接続に適用する［セキュリティ  モデル］と［セキュリティ  ポリシー］を選択しま

す：Basic128Rsa15、Basic256、Basic256Sha256、Aes128_Sha256_RsaOaep、または

Aes256_Sha256_RsaPss。
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Note:

［セキュリティ  モード］と［セキュリティ  ポリシー］で何が該当するのかわからない、または

単に接続をテストする場合は、［なし］を選択してください。ただし、後でこの設定を変更し

て、接続に適切なセキュリティが有効になっていることを確認してください。

Note:

［なし］以外のセキュリティ  ポリシーで接続するためには、iFIX  クライアントと通信先の  OPC 

UA サーバの間で証明書が適切に信頼されていることを確認する必要があります。iFIX  の  OPC 

UA ツールの使い方は、iFIX  のヘルプを参照してください。
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冗長化設定

OPC UA サーバでこの機能が有効になっている場合、OPC  UA サーバ接続の冗長化設定を指定できます。

選択した  OPC UA サーバ接続タブの［詳細］パネルをスクロールすると、下図のように冗長化設定が表

示されます。［コールド］、［ウォーム］、［ホット］のいずれかの冗長化を設定できます。

OPC Foundation によると：コールド冗長化では、初期サーバの故障後、OPC  UA クライアントはバック

アップ  サーバに再接続する必要があります。ウォーム冗長化では、クライアントが複数のサーバに接続

できますが、データ値を提供するのは  1 つのサーバのみです。ホット冗長化では、サブスクリプション

は複数のサーバに作成されますが、一度に  1 つのサーバのみがアクティブで、クライアントにデータを

提供します。

バックアップ  サーバ（エンドポイント  URL）は最大  3 台まで設定可能です。

OPC UA 用  iFIX タグを参照および作成

OPC UA サーバ接続は、参照してアドレス領域を移動し、コンテンツを選択して動作中の  iFIX データ

ベースにタグを作成できます。

OPC UA サーバ接続の参照は、サーバ接続行を選択した際のコンテキスト  メニューで行います。
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タグ作成プロセスの最初のステップでは、OPC  UA サーバのデバイスを参照し、参照コンテンツからタ

グを選択します。親ノードのショートカット  メニューを使用すると、一括で子タグを選択して作成でき

ます。

次に、タグをステージングして  iFIX データベースに作成するタグを準備します。

ステージング環境では、タグ名の変更、iFIX  ブロック  タイプの選択（デフォルトではステージングで

マッピングされる）、Historian  収集用のタグの選択ができます。
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OPC UA サーバ  デバイスを参照して、一度に  1 つ以上のタグを自動的に生成できます。

OPC UA 用タイプを参照および作成

OPC UA サーバの参照からタグを作成するプロセスと同様に、同じ参照操作でモデル  タイプの定義を作

成することもできます。OPC  UA サーバの参照から、オブジェクト定義を選択し、そこからオブジェク

ト  タイプを作成できます。

オブジェクトを選択すると、ショートカット  メニューにタイプ作成のオプションが表示されます。
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このメニュー項目を選択すると、タイプ名を入力するポップアップが表示されます。［新しいオブジェ

クト  タイプ］のポップアップには、選択した  OPC UA 用オブジェクトのクラス名が表示されます。
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［作成］をクリックすると、モデルにタイプが作成されます。また、オブジェクトのタグが変数として

作成され、値がタイプのデフォルト  テンプレートに入力されます。

IGS 接続

IGS 接続

概要

Configuration Hubで  IGS 機能を使用するには、次の  IGS のライセンスが必要です。産業用ゲートウェ

イ  サーバ  - Basic または  100。また、構成  API サービスの［IGS  Settings］（IGS  設定）の［有効］と

［Enable  HTTP］（HTTP  を有効化）のフィールドが［はい］になっていることを確認してください。
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IGS 設定を有効にする手順

1. Windows のシステム  トレイにある  IGS サーバのアイコンを選択します。

2. 右クリックして［設定］を選択します。［Industrial  Gateway OPC Server Settings］（産業用

ゲートウェイ  OPC サーバ設定）ダイアログ  ボックスが表示されます。

3. ［Configuration  API Service］（構成  API サービス）タブを選択します。

4. ［有効］と［HTTP  を有効化］フィールドを［はい］に設定します。

5. IGS ドライバを再起動します。

6. IGS にユーザ名とパスワードが設定されている場合は、iFIX  インストール  フォルダ内の 

iFIXConfighubSettingsUtility.exe をダブルクリックします。
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7. ［IGS  credentials］（IGS  認証情報）タブを選択し、IGS  サーバのユーザ名とパスワード（下図の

フィールドに表示）を入力して［適用］をクリックします。

Tip:

IGS のトラブルシューティングが必要な場合は、IGS  のログ  ファイル（igs-browse-config.log）

が  C:Program Files (x86)\\iFIX\ フォルダにデフォルトで入っているため、そちらをご覧くださ

い。

これで、IGS  でチャネル／デバイスを設定できるようになりました（サーバの詳細を表示するにはデバ

イスを追加する必要があります）。これによりConfiguration Hubでは、設定したチャネル／デバイスが

表示されるはずです。

設定例

以下の例では、IGS  の［設定］にアクセスする方法を示しています。
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IGS ドライバの設定画面です。

IGS の前提条件

IGS ドライバの前提条件は次のとおりです。
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• IGS バージョン  7.6 以降にのみ対応します。

• ライセンスは  IGS 用であることが必要です。産業用ゲートウェイ  サーバ  - Basic または  100。

• ［IGS  アドミニストレータ］の［構成  API サービス］で、［有効］と［HTTPを有効］の両方が

［はい］に設定されている必要があります。

• IGS がユーザ名とパスワードを必要とする場合は、iFIX  インストール  フォルダ内の 

iFIXConfighubSettingsUtility.exe を使用して  IGS の認証情報を入力します。

IGS 用の参照ツリーを開始する

アクティブな  IGS プロジェクトがある場合、表に表示されます。

［参照］を選択すると、IGS  サーバで利用可能なチャネルとデバイスの階層を参照できます。

IGS のチャネルとデバイスを参照

接続パネルの  IGS タブに、設定されたチャネルが表で表示されます。チャネルを展開して、そのチャネ

ルの下に設定されたデバイスを確認できます。デバイスを選択すると、メニューに参照コマンドが表示

されます。

新規パネルにデバイスの設定コンテンツが入力されます。パネルには選択したチャネル／デバイスが表

示され、デバイスに設定されたタグ/タグ  グループが表示されます。タグ  グループを展開すると、さら

に上位の階層に移動できます。
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IGS のタグのブラウズと作成

IGS ブラウズ  パネルには、IGS  チャネルまたはデバイスのコンテンツが表示されます。個々のタグやタ

グ  グループを選択して、iFIX  タグとして作成できます。タグ  グループの右クリック  メニューには、その

タグ  グループにあるすべてのタグを選択できる一括選択オプションが用意されています。タグを選択し

て［ステージ  タグ］オプションをクリックすると、タグ作成プロセスの次のステップに向けてタグがス

テージングされます。

ステージング環境では、iFIX  ブロック  タイプの選択（ステージング時にマッピングされるデフォルト）

と、タグの  Historian コレクション  オプションの選択が可能です。さらに、プレフィックスを追加した

り、タグ名の階層レベルを減らしたりすることもできます。
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IGS のタイプのブラウズと作成

IGS デバイスのブラウズからタグを作成するプロセスと同様に、同じブラウズ操作からモデル  タイプ定

義を作成することもできます。タグ  グループを選択してオブジェクト  タイプを作成できます。

タグ  グループを選択して右クリックすると、メニューにタイプを作成するオプションが表示されます。

このメニュー項目を選択すると、タイプ名を入力するポップアップが表示されます。［新しいオブジェ

クト  タイプ］ポップアップには、選択したタグ  グループ名が表示されます。

［作成］をクリックすると、モデルにタイプが作成されます。また、タグ  グループのタグが変数として

作成され、値がタイプのデフォルト  テンプレートに入力されます。
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フェイルオーバーの拡張に関する特別な注意事項

フェイルオーバーの拡張を使用している場合は、Configuration Hubにログインする前にメンテナンス 

モードにしておく必要があります。メンテナンス  モードでは、フェイルオーバーの拡張ペアの  2 つの 

SCADA ノード間の同期を一時的に停止できます。これにより、SAC  プログラムの実行中に、iFIX  データ

ベースにグループやタグを追加したり変更したりできます。メンテナンス  モードに入ると、SCADA  の

同期が一時的に停止し、SCADA  ペア間の同期が一時停止されます。メンテナンス  モードが有効になっ

た後、プライマリ  ノードのデータベースに変更を加えることができます。

Configuration Hub  では、設定しているプライマリ  ノードがメンテナンス  モードになっていない

と、変更ができません。また、セカンダリ  ノードでの設定は一切できません（ログインできませ

ん）。Configuration Hub  のフェイルオーバー  ペアへの変更は、すべてプライマリ  ノードで行う必要があ

ります。

設定を変更して公開するたびに、データは設定に再ロードされ、ドライバは再起動されます。これは、

ライブ  システム上で変更を行う場合に知っておくべき重要なことです。Configuration Hub  で変更した後

に  iFIX を再起動する必要はありません。ただし、メンテナンス  モードを終了した後、設定変更を反映さ

せるためには、セカンダリのミッション制御からドライバを停止して再起動する必要があります。
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サーバやグループを削除する

iFIX SCADA のフェイルオーバーの拡張ペアに  OPC UA Driver が設定されている場合、プライマリの 

Configuration Hub  UIでサーバやグループの削除操作を行っても、メンテナンス  モードの同期が行われる

とセカンダリでは削除されないため注意が必要です。セカンダリ  SCADA は、サーバやグループがセカン

ダリにあるため、データの取得を継続します。セカンダリ  SCADAでは、Configuration Hub  を実行でき

ないため、回避策として、セカンダリ  SCADA からサーバとグループ  ファイルを手動で削除してくださ

い。

サーバとグループの設定ファイルは、それぞれ  PDB_iFixUaClient フォルダ内の［サーバ］フォルダと

［グループ］フォルダにあります。サーバやグループごとに、それぞれのファイルが用意されていま

す。それぞれのフォルダで、プライマリ  ノードの内容とセカンダリ  ノードの内容を比較します。セカン

ダリにはあってもプライマリにはないファイルがある場合、そのファイルをテキスト  エディタで開き、

プライマリから削除されたサーバやグループであることを確認します。その場合は、セカンダリからそ

のファイルを削除します。

それ以外の操作では、次の同期が期待どおりに行われます。すなわち、サーバの作成、ドライバ  タグの

削除や更新、グループの更新などが同期されます。

証明書管理の注意点

iFIX SCADAがフェイルオーバーの拡張ペアの一部であり、SCADA  上で  OPC UA Driver を有効にしている

場合、各物理的  SCADA は設定された  OPC UA Server と個別に信頼関係を確立する必要があります。両

方の  SCADA がそれぞれの証明書を使ってリモートの  OPC UA サーバと通信できるようになったら、iFIX 

SCADA を  フェイル  オーバーペアとして立ち上げることができます。まずは個別に通信できるかどうか

を確認してください。

特別な  I/O アドレス

iFIX には、OPC  UA クライアントの冗長構成に非常に役立つ特別な  I/O アドレスがありま

す。ConnectionStatus  アドレスと  EndpointUrl アドレスの使用と、（論理）サーバの全体的な接続状態

と、データ用に現在使用しているエンドポイントを確認できます。

モデル

モデルの概要

iFIX モデルでは、システム内の資産のブループリントやテンプレートを作成し、タイプの定義から生成

されたインスタンスを迅速かつ容易に作成・管理できます。

iFIX のモデルは、次のコンポーネントで構成されています。
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• ｵﾌﾞｼﾞｪｸﾄ  ﾀｲﾌﾟ: オブジェクト  タイプとは、ブループリントのことです。ブループリントは、工場

内にあるミキサー、炉、ポンプなど、複製する具体的なもので、すべてのミキサー、炉、ポンプ

に共通の構造（共通の変数と含まれるタイプ）を持ちます。オブジェクト  タイプには、「変数」

「含まれるタイプ」「テンプレート」があります。

• 変数  - 温度、圧力、流量など、特定のタイプのすべてのオブジェクトに共通する個々のタグや測

定値です。［変数］は、システム内のデバイスから  IGS やOPC UA クライアントなどの  iFIX ドラ

イバを介して取得した値を保持するタグを表します。

• テンプレート: ［テンプレート］は、オブジェクト  タイプからオブジェクト  インスタンスへの  1 

つ以上の変換機能を提供します。変数が共通で、サブセットは独自のものである  2 つの異なるタ

イプのポンプがある場合、1  つのポンプ  タイプに対して  2 つのテンプレートを作成することにな

ります。

• 代替名  - ［代替名］を使用すると、タイプ定義をパラメトリックにして、タイプとテンプレート

から作成されたオブジェクト  インスタンスが一意になるよう修正できます。

• 含まれるタイプ  - ［含まれるタイプ］を使用すると、一緒にインスタンス化される資産の階層的

なブループリントを作成できます。

• オブジェクト  インスタンス  - オブジェクト  タイプから作成されるインスタンスです。インスタ

ンスはアプリケーション内の資産を表し、変数は  iFIX タグとして作成されるか（直接変数）、既

存の  iFIX タグを指すか（間接変数）、タイプに合わせて固定されるか（静的変数）のいずれかで

す。

モデル  パネル

［モデル］パネルは、モデルをナビゲートしたり、操作を行ったりする場所です。モデルを設定するに

は、ナビゲーション  パネルの  iFIX ノードの下にある［モデル］エントリをクリックします。メイン  パネ

ルに［タイプ］と［インスタンス］の表が表示されます。
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Note:

なお、パネルはフローティング状態ではなく、必ずドッキングした状態で操作を行ってくださ

い。
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［詳細］パネルには、［モデル］パネルで選択した内容に関する追加情報が表示されます。［オブジェ

クト］タイプでは、変数と含まれるタイプが展開されて表示され、含まれるタイプはさらに展開して含

まれる階層をナビゲートできます。また、特定の親テンプレートに対して作成されるテンプレートの階

層も確認できます。同様に、オブジェクト・インスタンス・ツリーでは、インスタンスを含む階層への

ナビゲーションを実行できます。

［モデル］パネルでは、次のような方法でモデルを設定できます。

• タイプを作成

• タイプを編集（別のパネルで）

• タイプからオブジェクトのインスタンスを作成

Warning:

［モデル］パネルで、オブジェクト・インスタンスまたはオブジェクト・インスタンス下の変数

を選択すると、［詳細］パネルにプロパティが配置されます。インスタンスや変数のプロパティ

に変更が加えられると、その変更はモデル  ツリーの選択変更で保存されます。

タイプ作成

オブジェクト  タイプは、iFIX  SCADA のオブジェクト  インスタンスや変数を作成および管理するための

強力な仕組みです。タイプ  テンプレートと併用することで、複数のオブジェクト  インスタンスを一か所

で生成および更新できます。

タイプを作成するには、モデル  パネルの右上にある［新規作成］ボタンをクリックします。タイプ名と

説明の入力を求められます。
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タイプを作成または編集すると、そのタイプが別の  IDE パネルに表示されます。現在、タイプ編集パネ

ルは  1 つのみであるため、複数のタイプを編集するとき、タイプ編集パネルは編集のために現在選択し

ているタイプに置き換えられます。

タイプを作成して保存すると、モデル  パネルでタイプの編集、削除、複製、エクスポート、タイプのイ

ンスタンスの作成などの管理ができるようになります。

これは、グリッド内のタイプの行にあるコンテキスト  メニュー、またはショートカット  メニューからア

クセスできます。タイプの行をダブル  クリックすると、タイプ編集パネルが表示されます。

Note:

タイプを保存すると、すべての更新は自動的にタイプの既存オブジェクト  インスタンスにプッ

シュされます。そのタイプに関連するインスタンスの数によっては、更新に長い時間がかかるこ

とがあります。そのため、保存に時間がかかることがあります。
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タイプ変数

タイプ変数

タイプを設定する際、最も重要なコンポーネントは、資産タイプの特性や測定値を定義する変数のリス

トです。

タイプ編集パネルでは、［新規作成］ボタンで新しい変数を追加できます。［タイプ］モードでは、タ

グの種類など、簡単なタグの詳細を設定できます。［テンプレート］モードに切り替えると、変数の詳

細の大部分を設定できます。

iFIX モデルでは、変数設定のために次のタグ  タイプをサポートしています。

• ダイレクト変数  (on page 58)  - 直接変数はインスタンス化すると、iFIX  データベースのタグに

なります。

• 間接変数  (on page 58)  - 間接変数はタグ  データベース内の既存の  iFIX タグを参照できます。こ

れは、既存のフラット  タグ  データベースの上にモデル構造を作成するのに便利です。

• 静的変数  (on page 59)  - 静的変数は変数の静的な値を保存します。これらの変数は  iFIX タグと

して作成されたものではなく、オブジェクト  インスタンスを介して値を受け取り、ランタイム中

に値を変更することはありません。

［詳細］パネル

［詳細］パネルには、［タイプ］変数のプロパティが表示されます。テンプレート  モードで［タイプ］

変数のプロパティ値を設定または変更すると、その変更を保存したときに、このタイプのテンプレート

から作成される、または作成されたオブジェクト  インスタンスに反映されます。

ダイレクト変数

ダイレクト変数は、iFIX  ドライバに直接伝えられる変数です。ダイレクト変数は、オブジェクト  インス

タンスの作成時に  iFIX データベースに  iFIX タグとして作成されます。オブジェクト  テンプレート  モー

ドでは、変数のプロパティを設定できます。

現在、モデル変数は、iFIX  システムで使用可能なタグ  タイプのサブセットに対応しています。このサブ

セットには以下が含まれます。

• 対応する数値タイプ  - AI、AA、AR、AO、DA、DT、DC、TM

• 対応するBoolean - DI、DA、DR、DO、BL

• 対応するテキスト  タイプ  - TX

間接変数
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間接変数を使用すると、既存のフラットなタグ  データベースの上にモデルを構築できます。タイプの間

接変数を作成する際、テンプレートごとに、［詳細］パネルでタグや代替名を指定して、オブジェクト 

インスタンスの作成時にタグ参照を生成できます。

［テンプレート  タグ名］プロパティに代替名値を使用することで、オブジェクト  インスタンスごとに変

数名を動的に変更できます。

［詳細］パネル

静的変数

静的変数とは、オブジェクト  タイプやインスタンスの静的なデータを保持するための変数です。これら

はモデルのインスタンス  レベルでのみ設定される読み取り専用の変数で、iFIX  タグは作成されません。

静的変数は、iFIX  の画像で参照および使用できます。静的変数の例としては、資産のシリアル番号など

が挙げられます。
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テンプレートの概要

テンプレートは、オブジェクト  タイプからどのようにオブジェクト  インスタンスを作成するかを説明し

ます。すべてのタイプはデフォルトのテンプレートで作成され、動作には少なくとも  1 つのテンプレー

トが必要です。類似していて大部分の変数が重複しているが、いくつかの例外があるアセット定義が多

数ある場合、複数のテンプレートを作成すると便利です。

タイプとテンプレート構成の切り替え

オブジェクト  タイプを編集する際、設定パネルには  2 つのモードがあります。デフォルトでは、タイプ

を［オブジェクト  タイプ］モードで開きます。このモードでは、変数を追加したり、変数タイプやデー

タ  タイプを変更したりできます。Contained  タイプの子エイリアスの設定もこのモードで行います。

タイプ  レベルで設定された変数と  Contained タイプは、そのタイプの設定されたすべてのテンプレート

に反映されます。タイプ変数や  Contained タイプのプロパティを設定するには、［オブジェクト  テンプ

レート］モードに切り替える必要があります。
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直接変数のタグ  ブロック  タイプは、オブジェクト  テンプレート  モードのとき、かつそのタイプのイン

スタンスを作成してモデルを公開する前にのみ指定できます。公開した後で、タイプ／テンプレートの

インスタンスが存在する場合、変数のタグ  ブロック  タイプは変更できなくなります。

デフォルト  テンプレート

タイプには常時少なくとも  1 つのテンプレートが含まれている必要があります。デフォルトでは、タイ

プを作成すると、デフォルトのテンプレートが作成されます。タイプから生成されるオブジェクト  イン

スタンスのわずかな差異を考慮する必要がない場合は、テンプレートでさらに何かを設定する必要はあ

りません。

テンプレート管理

概要

テンプレートの管理は、タイプ編集パネルの［テンプレート］ドロップダウンから行います。
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テンプレートに格納されているもの

各テンプレートには、タイプ内の他のテンプレートとは異なる、タイプに関するいくつかの詳細情報が

保存されています。具体的に、テンプレート保存される内容は次のとおりです。

• 代替名  - テンプレートごとに固有のものです。

• 変数を除外する／含める  - テンプレート  レベルで、そのテンプレートからインスタンスを作成す

る際に、どの変数を含めるか、または除外するかを選択できます。

• 変数のプロパティ変更  - IO アドレスやアラームの条件など、テンプレート  モードで行ったすべて

のプロパティ変更がテンプレートに保存されます。新しいテンプレートを作成した場合、それら

は異なっている可能性があります。

• ［含まれるタイプ］テンプレートの指定  - テンプレートごとに、［含まれるタイプ］の各エイリア

スについて、そのテンプレートからインスタンスを作成する際に使用するテンプレートを指定で

きます。

変数

IO アドレスやアラームの条件など、テンプレート  モードで行ったすべてのプロパティ変更がテンプレー

トに保存されます。新しいテンプレートを作成した場合、それらは異なっている可能性があります。
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代替名

代替名は、テンプレートを介して変数のプロパティ定義にプレースホルダを作成するメカニズムを提供

します。オブジェクトのインスタンス間で変数プロパティの値を変化させる必要がある場合、代替名に

よってプレースホルダを定義し、インスタンスごとに一意の値を提供できます。たとえば、変数の  I/O 

アドレスが変数テンプレートで定義されている場合、特定のタグの  I/O アドレスを提供すると、すべて

のインスタンスで同じ値になります。その代わり、I/O アドレス値の一部または全部で代替名を使用する

と、この値をインスタンスごとに異なる形で置換できます。

代替名は、テンプレート定義の一部として定義および管理ができます。テンプレート変数のプロパティ

で代替名を使用するには、プロパティ内で中括弧で囲まれた代替名を使用します。数値型のプロパティ

は全値を代替する必要がありますが、文字列の値は一部を代替したり、複数の代替を使用したりできま

す。代替名は現在のところ、列挙型プロパティには使用できません。
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たとえば、「This  is the serial number Ō{Asset_Number} of this Ō{Asset_Name}」のように変数の説明プ

ロパティを代替名で定義できます。ここで、Asset_NumberとAsset_Nameは代替名であり、その値はオ

ブジェクト  インスタンスごとに提供されます。

Note:

現在、モデルで使用される代替名字列内の数式はサポートされていません。

含まれるタイプ

［含まれるタイプ］は、資産のコンテインメントを定義し、複数レベルのインスタンスを作るために使

用できる階層関係を提供するほか、iFIX  ピクチャ定義でモデルの消費時にこの階層を利用できます。

［含まれるタイプ］は、他の既存のタイプ定義を参照し、親タイプの下に編成されます。たとえば、ポ

ンプのアセット  タイプ定義にシャフト  タイプを含めることができます。これを実現するには、ポンプと

シャフトのタイプ定義を別々に作成し、ポンプ  タイプ定義で、［含まれるタイプ］タブに、エイリアス

名を提供し、ドロップダウンからシャフト  タイプを選択して、新しいコンテインメントを追加するオプ

ションがあります。

エイリアス

親タイプの下に含まれるタイプを含める場合は、含まれるタイプの別名を指定する必要があります。親

タイプがインスタンス化されると、エイリアスが含まれるタイプは、親タイプのインスタンスの下にエ

イリアス名を持つインスタンスとして自動的に作成されます。エイリアシングは、同じ種類の複数の

コンテインメントを区別できます。1  つの親タイプの下に複数のエイリアスを含めることができます。

また、含まれるタイプには他のタイプを含めることができ、階層を構成できます。たとえば、ポンプに

は、インボード用とアウトボード用の  2 つのベアリング  ユニットがあります。ベアリング  タイプは、ポ

ンプに含まれるタイプとして、Bearing_Inboard、Bearing_Outboard  という別名で追加できます。

オブジェクトを作成

新しいオブジェクトを作成すると、名前、説明、タイプ、テンプレートを入力するダイアログ  ボックス

が表示されます。
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代替名の値

オブジェクト  インスタンスが作成されたテンプレートの代替名値は、［モデル］パネルで［オブジェク

ト  インスタンス］を選択することで、［詳細］パネルで編集できます。

モデルのインポートおよびエクスポート

概要

モデルは、Configuration Hub  の外で作業するためにエクスポートまたはインポートできます。モデルの

エクスポートには互換性があり、オペレーション  ハブにインポートできます。

モデルをインポートまたはエクスポートするには、モデル  ツールバーの最初の  2 つのボタンを使用しま

す。
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モデルのインポート

モデルをインポートするには、インポート  ボタン（ ）をクリックします。モデルのインポート  ダイア

ログ  ボックスが表示され、ファイルの選択やインポートする内容を指定できます。

モデルのエクスポート

モデルをエクスポートするには、エクスポート  ボタン（ ）をクリックします。モデルのエクスポート 

ダイアログ  ボックスが表示され、以下の設定ができます。

iFIX のモデル  タグ
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概要

モデル定義のタグは、iFIX  Workspace からも表示できます。これらには、モデルで定義された間接変数

や静的変数、モデルに関連する情報を示す定義済みのタグが含まれています。iFIX  エクスプレッション 

ビルダでタグを表示すると、間接変数と静的変数が  iFIX タグと一緒に表示され、あらかじめ定義された

モデル情報タグも表示されます。その値は、他の  iFIX タグと同様に、WorkSpace  内のアニメーション

（データ  リンクなど）で使用できます。

タグ 説明

MODEL>INFO>FILENAME モデルのロード元のモデル  ファイルの完全な

ファイル名とパスです。

MODEL>INFO>MODEL_VERSION 公開済みのモデルのバージョンです。

MODEL>INFO>PUBLISH_TIME 最後に公開された時刻です。

MODEL>INFO>PUBLISH_USER 最後に公開を行った  iFIX ユーザです。
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モデル  タグを表示したエクスプレッション  ビルダの例

例に関する注記

前図の  A_OBJECTNAME および  A_FULL_OBJECTNAME フィールドには、定義済みのモデル情報タグの

値がありません。iFIX  タグがモデル内の変数に関連付けられていない場合、これらのフィールドの値は

表示されません。

iFIX データベースに存在するタグを参照したとき、エクスプレッション  ビルダでは  A_OBJECTNAME と 

A_FULL_OBJECTNAME フィールドは表示されません。これらのフィールドは間接変数または静的変数を

参照するときにのみ表示されます。ただし、このフィールドはどの  iFIX データベースのタグにも手動で
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入力できます。そのタグが現在公開されているモデルの変数に関連付けられている場合、所有するオブ

ジェクトの名前が表示されます。

データベース

データベースの概要

データベースの概要

［データベース］パネルは  iFIX Database Manager と同様の機能を備えていますが、インターフェース

は全く異なります。Web  ベースのグリッド  オブジェクトに慣れ親しんだ人なら、そのインターフェース

はネイティブで直感的なはずです。Configuration Hub  のデータベースには、作業を行うオフラインのス

トレージがあります。

［データベース］パネルをクリックして、iFIX  SCADA ノードで稼働しているデータベースに接続しま

す。全てのタグはオフラインのデータベースに表示されます。iFIX  タグを  Web コンテナで簡単に並べ替

え、フィルタ、インタラクションできます。

完了したら、実行中の  iFIX ノードに変更内容を公開できます。データベースのフィルタリング可能なス

テータス列には、各タグの公開ステータスが表示されます。公開するたびにログ  ファイルが生成され、

操作に関する情報が表示されます。

現在アクティブな  iFIX データベースは、Configuration Hub  に表示されるもので、すべての操作が行わ

れるものです。これは、何人のユーザが同じデータベースに接続して設定していても同じです。データ

ベースへの変更は、公開済みでも非公開でも、ユーザやブラウザ  セッションを超えて共有されます。

• グリッド機能  (on page 69)

• 検索、フィルタ、並べ替え、列の並べ替え  (on page 70)

• データベース  ツールバー  (on page 72)

• データベース列の選択  (on page 74)

• データベースの［詳細］パネル  (on page 74)

グリッド機能

データベース  グリッドには、iFIX  のデータを簡単かつ効率的に扱うための多くの優れた機能が備わって

います。グリッドには、接続しているノードの現在アクティブな  iFIX データベースが常に表示され、設

定されます。グリッドの例を以下の図に示します。
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アクティブなデータベースがどこかで変更されると、グリッドがその旨を通知し、更新を求めてきま

す。他の場所からの変更が同時に行われていて常に最新の情報ではないと思われる場合は、ツールバー

の更新アイコンから最新の更新情報を再取得できます。データベース  グリッド  パネルは、［詳細］パネ

ルと密接に連携しています。

このパネルで作業する際には、［詳細］パネルが開いていることを確認してください。グリッド内でタ

グ行が選択されるとタグの詳細が表示され、［詳細］パネルで編集できます。

検索、フィルタ、並べ替え、列の並べ替え

次のセクションでは、この機能について詳しく説明します。

検索中

データベース  グリッドを使用する際には、主に  2 つの検索方法があります。入力されたテキストをグ

リッド全体から検索するグローバル検索および特定の列を検索する列検索があり、複数の検索パラメー

タが用意されています。特に大規模なデータセットの場合、これらの検索オプションを使用すること

で、作業するタグやデータを素早く見つけることができます。
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フィルタ

また、各列にグリッドの現在のコンテンツでフィルタの設定する機能もあります。たとえば、特定のタ

グ  タイプ、ステータス、IO  ドライバなど、あらゆるインスタンスを迅速かつ簡単に検索できます。
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ソート

並べ替えは、任意の列の見出しをクリックし、昇順と降順をトグルすることで簡単に行えます。より詳

細な並べ替えを行うには、シフト  キーを押しながら  1 つ以上の列を選択して並べ替え条件を設定できま

す。

列の順序変更とサイズ変更
タグ名は左の位置に固定されていますが、その他のデータベース  グリッドの列は、列の見出しをマウス

でドラッグ＆ドロップして並べ替えることができます。任意の列を、作業中のデータに最適なサイズに

変更できます。

データベース  ツールバー

データベースの［詳細］画面のツールバーには、以下のアイコンがあります。
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これらのアイコンの詳細については、次の表を参照してください。

項目 説明

ドロップダウンをクリックすると、別のデータ

ベースに切り替わります。

このボタンをクリックするとメニューが表示さ

れ、新しいデータベースの作成、別の名前での

データベースの保存、データベースのインポー

トまたはエクスポートなどを実行できます。

グリッド  ビューを更新する場合に使用します。

ここをクリックすると、現在グリッドに適用さ

れているすべてのフィルタが解除されます。

1 つまたは複数のタグを選択してこのボタンを

クリックすると、タグが削除されます。

タグを選択してこのボタンをクリックすると、

現在選択されている既存のタグが複製されま

す。新しい名前を入力するよう求めるプロンプ

トが表示されます。

［新規作成］ボタンをクリックすると、データ

ベースに新しいタグが追加されます。

設定アイコンを使って、データベース  ビューに

表示する列を選択します。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 74

データベース列の選択

［データベース］パネルには、デフォルトで以下の列が表示されます。

• タグ名（固定で常に表示されます）

• ステータス  - タグの公開ステータス（［公開済み］、［非公開］、［変更済み］）を表示

• タイプ  - ブロック  タイプの略語を表示（AI、AA、MDI  など）

• 説明  - タグの説明

• I/O ドライバ  - タグに設定されたドライバ

• I/O アドレス  - タグの  IO アドレス

その他の列は、データベース  ツールバーの右端にある歯車の設定アイコンをクリックしたときに表示さ

れる列の選択ツールを使って、グリッドに表示できます。

データベースの［詳細］パネル

データベース  タグの編集は、データベース  パネルで特定のタグを選択した後、［詳細］パネルで行いま

す。
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データベースの［詳細］パネルは、名前と値がエリアごとにグループ化されたプロパティ行で構成され

ています。これらのエリアは拡張したり折りたたんだりできます。グリッドの上部には、わかりやすく

するためにタグの名前が表示され、表示または設定するタグのプロパティをフィルタリングして見つけ

るための検索ボックスがあります。「フィールド」と「ビュー」の列はサイズ変更可能です。

［詳細］パネルには、表示または編集する値のタイプに応じて、さまざまなタイプのプロパティがあり

ます。ドロップダウン  リストの列挙値、テキスト編集ボックス、数値の編集ボックスなどがあります。

グリッド内の他のプロパティの値に応じて、一部のプロパティは読み取り専用となります。

タグに変更を加えると、公開された状態が「変更あり」に変わり、公開後にアクティブなデータベース

に適用されます。

データベース管理

データベース管理
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データベース  パネルからデータベースの操作を管理できます。これには、データベースの追加、コ

ピー、インポート、エクスポートが含まれます。

新しいデータベース

新しいデータベースを作成すると、新しいデータベース名（8  文字以内）の入力を求められます。新し

いデータベースの作成を選択すると、現在アクティブなデータベースは、この新しい空のデータベース

に切り替わります。

データベースを切り替える

ツールバーのドロップダウンで、現在アクティブな  iFIX データベースを素早く切り替えることができま

す。

データベースとして保存

［名前を付けて保存］コマンドで、既存のアクティブなデータベースを取得して、新しく指定したデー

タベースとして保存できます。また、この操作によってアクティブなデータベースが新しくコピーされ

たデータベースに切り替わります。
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データベースのインポートまたはエクスポート

「データベースをインポートする  (on page 78)」または「データベースのエクスポート  (on page 

77)」を参照してください。

データベースのエクスポート

データベース  パネルでは、省略記号（...）アイコンをクリックしたり、ツールバーのデータベース  セレ

クタの横にあるドロップダウンを使用したりすることで、データベースを  CSV 形式でインポートおよび

エクスポートできます。

［エクスポート］オプションを選択すると、［iFIX  データベースのエクスポート］ダイアログ  ボックス

が表示されます。ここで目的のオプションを選択して［エクスポート］をクリックします。

エクスポートされたファイルは、指定されたダウンロード  フォルダに「export.csv」という名前で、ブ

ラウザを通じて自動的にダウンロードされます。

エクスポートするファイルのサイズが大きい場合、エクスポートの進捗状況を進捗バーで確認できま

す。
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エクスポートが完了すると、ログ  ファイルのリンクをクリックしてログ  ファイルをダウンロードするこ

とで、エクスポートの結果を確認できます。

モデルの指定／除外

現在アクティブなデータベースをエクスポートすると、データベース内のタグに紐づけられた、関連す

るモデル  アーティファクトをエクスポートできます。たとえば、データベース内の多くのタグがモデル 

オブジェクト  インスタンスの作成によって生成された場合、［モデル］ボックスをオンにすることで関

連するタイプとテンプレートの詳細がエクスポートされます。この機能は、データベースを別のノード

やプロジェクトに移動するためにエクスポートする際に最も有効です。

［モデル］チェック  ボックスをオフにすると、以前のバージョンと同様に、タグとその詳細のみがエク

スポートされます。

後方互換性

以前のバージョンの  iFIX のデータベースのエクスポートは、新しいデータベース  マネージャにインポー

トされます。データベース  パネルからエクスポートして旧バージョンの  iFIX にインポートすることもで

きますが、モデルの関連付けをエクスポートするように選択した場合、それらの部分はインポートされ

ず、エラーが発生します。

データベースをインポートする

構成ハブは  UTF-8 でエンコードされたファイルのみをサポートしていることに注意してください。iFIX 

データベース  マネージャでは  ANSI エンコーディングを使用しています。構成ハブのモデルまたはデー

タベース  パネルにファイルをインポートする前に、CSV  ファイルのエンコーディングが  UTF-8 になって

いることを確認してください。確認するには、Windows  のメモ帳で  CSV ファイルを開き、UTF-8  エン

コーディングを選択した状態で［名前を付けて保存］を実行し、ファイルを  CSV として保存します。同

様に、構成ハブから  iFIX データベース  マネージャにファイルをインポートする場合は、ANSI  エンコー

ディングとして保存してからデータベース  マネージャにファイルをインポートしてください。

1. Configuration Hubのデータベース  パネルで、エリプシス（...）アイコンをクリックして、ショー

トカット  メニューを開きます。

2. ［インポート］ボタンをクリックします。
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［iFIX  データベースをインポート］ダイアログ  ボックスが表示されます。

3. ［ファイルを選択］をクリックして、インポートするファイルを選択します。

4. ［インポート］ボタンをクリックします。

タグ管理

タグを追加する

ツールバーからは、［新規作成］ボタンが主なアクションとなります。この［新規作成］ボタンを押す

と、iFIX  のデータベースに新しいタグを作成できます。新しいタグを作成する際には、タグのタイプを

選択する必要があります。許可されていない文字を使用した場合や、タグの長さ（256）が長すぎる場合

は、ダイアログ  ボックスにエラーが表示されます。
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タグを編集する

タグを編集するには、データベース  グリッドでタグを選択すると、［詳細］パネルのプロパティ  グリッ

ドが表示されます。変更するプロパティ（I/O アドレスなど）を、プロパティにスクロールするか、検索

して探します。プロパティに変更を加えると、［データベース］パネルは未保存の状態になります。タ

グや複数のタグに必要な変更を加えたら、必ず［保存］ボタンをクリックして、変更内容を保存してく

ださい。変更を保存していない状態でパネルを終了すると、保存を促すメッセージが表示されますが、

［保存］ボタンを使って変更を保存せずにブラウザを閉じると、変更内容が失われます。

削除または一括削除タグ
［データベース］パネルからタグを削除するには、いくつかの方法があります。

• 行を選択して削除キーを押す。

• ツールバーの［削除］アイコンを押す。

• 行を右クリックして［削除］を選択すると、そのタグがリストから削除され、パネルは未保存の

状態になります。

• 1 列目のチェック  ボックスで複数のタグを選択すると、一括して削除できます。

削除した内容を保存しない場合は、パネルを閉じて保存しないことを選択してください。

タグを複製する

［データベース］パネルでは、ツールバーや行の右クリックでタグを選択し、複製できます。複製でき

るタグは一度に  1 つのみです。複製されたタグの新しい名前を入力するプロンプトが表示されます。
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検証

異なるタグ  タイプの特定のプロパティは、入力フォーマットが特定のタイプであることを必要としま

す。［詳細］パネルでは、指定されたプロパティに対して許容できない値を誤って入力した場合に強調

表示されます。一部のプロパティは、他のプロパティに基づいて無効になることがあります。これは、

セルが赤の斜線と下線で表示され、無効なプロパティにカーソルを合わせるとポップヒントが表示され

ます。

通常、［詳細］パネルを離れて別のタグを選択する際に、プロパティを無効な状態のままにしておくこ

とはできません。元に戻るか、そのままにして無効なプロパティの状態を修正するように促されます。

メッセージの例を次の図に示します。
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カスタム  エディタ

特定のタグ  タイプの一部のプロパティ  エリアは、詳細パネルのフィールド／値のペア  プロパティにフ

ラット化されると、理解や編集が難しくなります。このような場合、［データベースの詳細］パネルに

はカスタマイズされたエディタが用意されていることが多いため、フィールドを編集する余地がありま

す。例：

• AA ブロックの［アラーム  オプション］。

• PA ブロックの［入力定義］。

• SQD ブロックの［データ定義］。

• PG ブロックの［プログラム  ステートメント］。

カスタマイズされたエディタは、グループ／エリアのヘッダに表示され、開くための起動ボタンが用意

されています。次の例では、［アラーム  オプション］見出しの起動ボタンを示しています。

AA タグの［アラーム  オプション］を開くダイアログ  ボックスの例を示します。
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これは詳細画面で表示される内容と同じですが、表示領域が大きくなっています。カスタム  ダイアログ 

ボックスで行った変更は、閉じると［詳細］パネルのプロパティに反映されます。

タグ  プロパティ

タグ  プロパティ

次の表は、Configuration Hub  アプリケーションで使用できるすべてのタグ  タイプ（ブロック  タイプ）に

ついて説明しています。

Note:

iFIX のデータベースには、AA（アナログ  アラーム）、AI（アナログ入力）などのブロック  タイ

プがあります。このヘルプ  ドキュメントでは、「タグ」という用語を使用する場合、あらゆる

ブロック  タイプを指しています。

ﾀｸﾞ  ﾀｲﾌﾟ 説明

AA タグ  (on page 90) アナログ  アラーム（AA）タグは、I/O ドライ

バ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバからアナロ

グ  データを送受信し、アラーム制御を行いま

す。このタグの使用と、アラームを中断し、各

アラームに限界値や優先度を設定できます。ま

た、アラームの生成を指定の時間間隔遅らせ、

アラーム発生時には接点を閉じ、自動的にア
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ﾀｸﾞ  ﾀｲﾌﾟ 説明

ラームの再発行と確認応答を行うこともできま

す。

AI タグ  (on page 116) アナログ入力（AI）タグは、SAC（スキャン、

アラーム、制御）プログラムがタグをスキャン

するたびに、I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC 

UA サーバからアナログデータを送受信します。

AO タグ  (on page 136) アナログ出力（AO）タグは、上流のタグ、オ

ペレータ、プログラム  ブロック、スクリプト、

またはその初期値フィールドから値を受け取る

たびに、I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA 

サーバにアナログ  シグナルを送信します。

AR タグ  (on page 153) アナログ  レジスタ（AR）タグは、プロセス機器

との間で、アナログ値を送受信します。iFIX  は

タグを参照する画像が開いているときにのみタ

グを処理するため、最小限のメモリを使用して 

1 つのタグで入力容量と出力容量の両方を提供

します。

BB タグ  (on page 168) ON-OFF 制御（BB）タグは、受け取ったアナロ

グ値またはオペレータの入力をもとに、2  つの

デジタル出力の開閉を制御します。

BL タグ  (on page 181) Boolean（BL）タグは、複数の入力から  1 つの 

true または  false の出力を計算します。

CA タグ  (on page 194) 汎用演算（CA）タグは、上流のタグから渡さ

れた値と、最大  7 つの他の定数やタグ値に対し

て、簡単な数学的計算を行います。

Note:

計算の精度は  15 桁です。16  桁目で丸

め誤差が生じる可能性があります。

DA タグ  (on page 211) デジタル  アラーム（DA）タグは、I/O ドライ

バ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバからデジタル 

データ（1  または  0）を送受信し、アラーム制

御を行います。このタグの使用と、アラームを
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一時停止し、アラーム条件とアラーム優先度を

定義できます。また、アラームの生成を指定の

時間間隔遅らせ、アラーム発生時には接点を閉

じ、自動的にアラームの再発行と確認応答を行

うこともできます。

DC タグ  (on page 228) 装置制御（DC）タグは、ユーザが定義した特定

の条件に基づいて工場のデジタル機器の開閉を

調整します。このタグは、フィードバック  シグ

ナルで機器の状態を確認することで、機器を時

限的に操作できます。

DI タグ  (on page 241) デジタル入力（DI）タグは、SAC（スキャン、

アラーム、制御）プログラムがタグをスキャン

するたびに、I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC 

UA サーバからデジタル  データ（1  または  0）を

送受信します。

DO タグ  (on page 255) デジタル出力（DO）タグは、上流のタグ、オ

ペレータ、プログラム  ブロック、スクリプト、

またはその初期値フィールドから値を受信する

たびに、I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA 

サーバにデジタル値（1  または  0）を送信しま

す。

新しい値がハードウェアに送信されるたびに、i

FIX  はデジタル出力タグを処理するため、一般

的にラッチされているように動作します。デジ

タル出力タグを単独のタグとして構成した場

合、値が変化するたびにデジタル値を出力しま

す。

DR タグ  (on page 265) デジタル  レジスタ（DR）タグは、プロセス 

ハードウェアにデジタル値を送受信するタグで

す。iFIX  はタグを参照する画像が開いていると

きにのみタグを処理するため、最小限のメモリ

を使用して  1 つのタグで入力容量と出力容量の

両方を提供します。
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DT タグ  (on page 275) デッド  タイム（DT）タグは、入力された値を

チェーンの次のタグに転送するのを遅らせるこ

とができます。

ETR タグ  (on page 284) 拡張トレンド（ETR）タグは、上流のタグから

最大  600 個の値を収集します。このタグを使用

することで、複数のトレンド  タグを連鎖させる

ことなく、1  つのタグで最大  10 分相当のデー

タ（スキャン周期  1 秒と仮定）をトレンドにで

きます。また、異なるスキャン周期と平均圧縮

ファクタを組み合わせることで、数時間または

数日のリアルタイム  データを保存することがで

きます。

チェーンの上流にある  1 次タグによって、拡張

トレンド  タグのスキャン周期が決定します。タ

グは値を受け取ると、そのデータを保存し、す

ぐに次の下流のタグに渡します。タグによって

収集されたデータは、iFIX  WorkSpace のチャー

トを使用して表示できます。

Note:

プロセス  データベースには、トレンド 

タグもあります。このタグは最大  80 個

の値をトレンドにします。80  個を超え

る値のトレンドが必要な場合は、拡張ト

レンド  タグを使用してください。

EV タグ  (on page 294) イベント  アクション（EV）タグは、IF-THEN-

ELSE 論理を使用して、前のタグの値またはア

ラーム状態をテストします。テスト式の結果に

基づき、タグを使用してデジタル  タグを開く、

タグをオンにする、スキャンをオフにできま

す。

FN タグ  (on page 304) ファンアウト（FN）タグは、受信した値を次の

タグと最大  4 つの追加タグに送信します。次の

タグとしてリストされたタグは、その値をすぐ
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に受け取ります。追加された送信先のタグは、i

FIX  がそれらのタグを次回スキャンした時に値

を受け取ります。送信先のタグが手動モードの

場合、即時更新されます。

HS タグ  (on page 311) ヒストグラム（HS）タグは、ある一定の期間に

値が発生する頻度を記録します。

LL タグ  (on page 321) 進み遅れ（LL）タグで、進み遅れ理論の補償戦

略の利点を組み合わせて、プロセス  ダイナミク

スをシミュレートできます。

Tip:

進み遅れ理論を十分に理解されていない

方には、このタグの使用をおすすめでき

ません。単に時間を遅らせるのみであれ

ば、デッド  タイム  タグを使用してくだ

さい。

進み遅れの公式を次に示します。

出力  =C3［C1（入力  - 前の出力）+（入力  * ス

キャン周期）+  C2（前の出力）］

C1、C2、（1  次タグの）スキャン周期は秒単位

です。K  は、タグの［定数］フィールドで定義

された定数です。

MDI タグ  (on page 331) マルチステート  デジタル入力（MDI）タグ

は、1、2、3  個の関連するデジタル入力を監視

します。タグは、SAC（スキャン、アラーム、

制御）プログラムがタグをスキャンするたび

に、I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サー
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バから受信したデジタル値に基づいて、生の入

力値（0  ～  7）を生成します。

PA タグ  (on page 344) パレト（PA）タグは、最大  8 つの入力を許可

し、それらのパーセンテージを計算します。

PG タグ  (on page 353) プログラム（PG）タグは、短いプログラムの

実行時にプロセスの自動化を促進し、バッチ制

御を支援する力強い方法です。プログラム命令

文で使用できるコマンドのリストについては、

「iFIX データベース  リファレンス」を参照して

ください。

PID タグ  (on page 363) PID タグは、ユーザ定義の設定点から偏差を返

す際に制御される変数（アナログ入力値）を変

更して、クローズしたループ内でバランスを維

持します。その偏差（測定値と目標値の差）が

できる限りゼロに近づくように、偏差の補正値

を出力します。

エラーに応答する際、PID  タグでは、適切な制

御出力シグナルを算出し、エラーをゼロに減ら

すよう試みます。PID  タグによる調整は、比例

バンド、リセット、レートなどに加えて、設定

点と測定値間の偏差を算出します。

RB タグ  (on page 379) 比率バイアス（RB）タグは、定数を加えたり

（バイアス）、定数を掛けたり（比率）するこ

とで、受信シグナルを変更できます。タグは、

シグナルからオフセットを差し引くことで定数

を算出します。

出力値  ＝  比率（入力値  - オフセット）＋  バイア

ス

注記：

Note:

これは、y  = mx + b の変形です。

https://www.ge.com/digital/documentation/ifix/version65/Subsystems/DBMAN/content/dbmanprogram_block_commands.htm
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RM タグ  (on page 389) ランプ（RM）タグは、ターゲットの出力値を

減少または増加させます。タグには最大  3 段階

のランプ値があります。各ランプ  ステージで

は、ターゲット値とランプ値を指定できます。

また、最初の  2 つのステージでは、保持時間が

設けられています。各スキャン  サイクルにお

いて、ランプ  タグはその出力値を次ブロック 

フィールドで指定されたタグに送信します。

SC タグ  (on page 404) 統計制御（SC）タグは、XBARBAR  の平均値か

らの平均オフセットとその偏差率を計算し、そ

れに基づいて他のタグの値を調整します。

SD タグ  (on page 413) 統計データ（SD）タグは、他のブロックやオペ

レータからの入力データをもとに、統計計算を

行います。

SQD タグ  (on page 430) SQL データ（SQD）タグは、SQL  トリガ  タグが

実行されたときに読み書きするデータを特定し

ます。SQL  データ  タグは、iFIX  のプロセス  デー

タベースとユーザのリレーショナル  データベー

ス間でデータを相互に転送します。

SQT タグ  (on page 438) SQL トリガ（SQT）タグによって、iFIX  で  SQL 

コマンドが実行されます。

SS タグ  (on page 455) シグナル  セレクト（SS）タグを使用すると、最

大  6 つの入力をサンプリングし、ユーザが選択

したモードに従って入力を操作し、その結果を

次のタグに送信できます。

TM タグ  (on page 469) タイマ（TM）タグは、値を増加または減少させ

ることによって、タイマ  カウンタとして機能し

ます。

TR タグ  (on page 481) トレンド（TR）タグは、一定期間にわたって

最大  80 個の値を収集します。このタグを  iFIX 

WorkSpace のチャートに接続することでトレン

ドを把握できます。
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トレンド  タグのスキャン周期は、チェーンの上

流にある  1 次タグにより決定されます。タグが

値を受け取ると、データを保存し、これをわず

かなデッド  タイム（転送遅延）で直ちに下流の

タグに渡します。

TT タグ  (on page 491) 積算（TT）タグは、上流のタグから渡された値

の浮動小数型の合計値を保持します。

TX タグ  (on page 499) テキスト（TX）タグは、プロセス  ハードウェア

や  OPC サーバからテキスト送受信します。タグ

はテキストを受信すると、タグのアラーム  エリ

アに割り当てられたすべての有効なアラーム送

信先にデータを送信します。

AA タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは
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サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合
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は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み
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例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ
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まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

スケールの有効化 このタグのスケールのオンとオフを切り替えで

きます。

スケールをオンにすると、入力センサーからの

受信データは、指定されたデータ範囲に変換さ

れます。

Note:

リニア  スケールとシグナル  コンディ

ションは同時に適用できません。リニア 

スケールを選択すると、シグナル  コン

ディションは「なし」に設定されます。

例

スケールを使えば、華氏温度の受信データを摂

氏に変換して出力できます。

Clamping をスケール このタグの  Clamping のオンとオフを切り替え

できます。

オンにすると、タグが受信する任意の値は未加

工範囲に制限されます。タグが送信する任意の

値はスケール範囲に制限されます。

Note:

必要がない限り、Clamping  をオンにし

ないでください。Clamping  はデータの

送受信を制限するため、タグによっては

データが欠落する可能性があります。

未加工低 タグの受信値の下限を指定できます。通常、こ

の値はデータ受信元のハードウェアの仕様に対

応します。
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有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

未加工高 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

下限または上限を使用 ［エンジニアリング  ユニット］フィールドで指

定した範囲をタグの出力値として使用できるよ

うにします。

通常、EGU  値は予想される動作範囲（タグの

最小スケール値と最大スケール値）を反映しま

す。ただし、EGU  値は、アラームのような他の

エリアの動作に影響を与えます。最小スケール

値と最大スケール値の値を  EGU 値とは別の値に

設定することにより、アラーム生成時の条件を

さらに細かく管理できるようになります。
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Note:

このタグをチャートに使用する場合は、

［EGU  を使用］を選択してください。

このオプションを選択すると、チャート

の軸がセンサーの範囲全体ではなく期待

される範囲内に対応するため、チャート

の期待される範囲内の変更を容易に表示

できるようになります。チャートの範囲

が小さくなると、値の変更がよりわかり

やすくなります。

最小スケール値 タグからの送信値の下限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

最大スケール値 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕
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様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

ｱﾗｰﾑ設定

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。
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アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

リモート確認タグ アラームの確認応答に使用するタグとフィー

ルド名の組み合わせを指定できます。タグと

フィールド名の組み合わせの値が  0 から  0 よ

り大きい値に変化すると、ブロックによってア

ラームの確認応答が行われます。

有効な入力値

タグ  フィールド  フォーマットの浮動小数型タグ

とフィールド名（F_CV）の組み合わせ。

リモート確認応答エントリとして  A_CV フィー

ルドを使用することはできません。アナログ 

アラーム  タグが例外イベント依存の場合、iFIX 

WorkSpace からアラームを確認するとタグの処

理が直ちに開始されます。［リモート  アラーム

確認］フィールドでアラームを確認しても、ス

キャン、アラーム、制御（SAC）プログラムで

アナログ  アラーム  タグの処理は開始されませ

ん。

アラーム停止タグ アラーム処理を制御するタグとフィールド名の

組み合わせを定義することで、インテリジェン

トなアラームを実現します。タグとフィールド

名の組み合わせの値が  0 の場合、アナログ  ア
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ラーム  ブロックによってアラームが処理されま

す。この値が  0 以外（正負いずれでも）になる

と、タグによってアラーム処理が停止され、ア

ラーム停止メッセージが生成されます。

有効な入力値

ブロック  フィールド  フォーマットの浮動小数型

タグとフィールド名（F_CV）の組み合わせ。

Note:

複数のアナログ  アラーム  ブロックに対

して同じタグとフィールド名の組み合

わせを指定すると、1  つ以上のアラーム 

エリア内でアラームを停止できます。こ

れはオプションの機能です。

目標値 タグの最適な値を指定します。タグの現在値が

目標値と比較して偏差アラームの値以上に開く

と、偏差アラームが発生します。

有効な入力値

tag.field フォーマット、または上限と下限

（EGU）内の数値の浮動小数型タグとフィール

ド名（F_CV）の組み合わせ。デフォルトでは、

このフィールドは空白です。

Note:

［目標値］フィールドは必須ではなく、

偏差アラームでのみ使用できます。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。
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High High アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

HIHI アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

HIHI cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

HIHI cc-モード ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

HIHI 遅延時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

HIHI 再アラーム時間 アラームを再発行するまでタグが待機する

時間数を入力できます。ブロックに時間依存

スキャン周期がある場合は、00:00:00:00  ～ 

03:00:00:00 の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式

で、日、時間、分、秒を入力してください。

例外ベースの処理の場合は、フィールドを無効

にするデフォルト値の  00:00:00:00 を使用しま

す。

High アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。
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HI アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

HI cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

HI cc-モード ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

HI 遅延時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

HI 再アラーム時間 アラームを再発行するまでタグが待機する

時間数を入力できます。ブロックに時間依存

スキャン周期がある場合は、00:00:00:00  ～ 

03:00:00:00 の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式

で、日、時間、分、秒を入力してください。

例外ベースの処理の場合は、フィールドを無効

にするデフォルト値の  00:00:00:00 を使用しま

す。

Low アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

LO アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

LO cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。
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LO cc-モード ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

LO 遅延時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

LO 再アラーム時間 アラームを再発行するまでタグが待機する

時間数を入力できます。ブロックに時間依存

スキャン周期がある場合は、00:00:00:00  ～ 

03:00:00:00 の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式

で、日、時間、分、秒を入力してください。

例外ベースの処理の場合は、フィールドを無効

にするデフォルト値の  00:00:00:00 を使用しま

す。

Low Low アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

LOLO アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

LOLO cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

LOLO cc-モード ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

LOLO 遅延時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 
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の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

LOLO 再アラーム時間 アラームを再発行するまでタグが待機する

時間数を入力できます。ブロックに時間依存

スキャン周期がある場合は、00:00:00:00  ～ 

03:00:00:00 の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式

で、日、時間、分、秒を入力してください。

例外ベースの処理の場合は、フィールドを無効

にするデフォルト値の  00:00:00:00 を使用しま

す。

変化率 アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

ROC アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

ROC cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

ROC cc-モード ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

ROC 遅延時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

ROC 再アラーム時間 アラームを再発行するまでタグが待機する

時間数を入力できます。ブロックに時間依存
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スキャン周期がある場合は、00:00:00:00  ～ 

03:00:00:00 の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式

で、日、時間、分、秒を入力してください。

例外ベースの処理の場合は、フィールドを無効

にするデフォルト値の  00:00:00:00 を使用しま

す。

DEV アラーム限度 アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

DEV アラーム優先度 INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。

DEV cc-tag アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

DEV 遅延時間 ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

DEV 再アラーム時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

その他のアラーム優先度 アラーム  タイプのしきい値を入力できます。ブ

ロック値がこのしきい値を超えると、アラーム

が生成されます。

その他の  cc-tag INFO、LO

LO、LOW、MEDIUM、HIGH、HIHI、CRITI

CAL  のいずれかを入力してアラーム  タイプの優

先度を定義できます。
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その他の  cc-モード アラームが発生したときにクローズする、デジ

タル  タグの名前を入力できます。

その他の遅延時間 ［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］のいずれかを入力して、デジタ

ル接点を開くタイミングを定義できます。

その他の再アラーム時間 アラームを生成するまでタグが待機する時間数

を入力できます。ブロックに時間依存スキャン

周期がある場合は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 

の範囲内かつ  dd:hh:mm:ss の形式で、日、時

間、分、秒を入力してください。例外ベースの

処理の場合は、フィールドを無効にするデフォ

ルト値の  00:00:00:00 を使用します。

デッドバンド アラームを再発行せずに、タグが受け入れる最

大変動を入力できます。デッドバンドの範囲内

で変化する限り、ブロックはアラームを一度し

か発行しないため、不要なアラームがなくなり

ます。アラームが一度デッドバンドを下回って

からアラーム制限を超えると、ブロックはもう 

1 つアラームを生成します。

有効な入力値

EGU 範囲内の数値。

例

あるタグの  HI アラーム  リミットに  80、デッド

バンドに  5 を設定したとします。このタグの現

在値が  80 を超えると  HI アラームが一度生成さ

れますが、その後は現在値が  75 ～  85 の範囲で

変動する限り  HI アラームは再発行されません。

定数接点出力 このオプションを選択すると、書き込み中の値

が変更されていない場合でも、スキャンのたび

にタグによる接点の書き込みが許可されます。

それ以外の場合は、値が変更されており、変更

された値を  PLC に書き込む必要があるときの

み、AA  タグが定義された接点タグに書き込も
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うとします。書き込みは  1 度しか行われないた

め、失敗した場合は、タグが新しい値を書き込

むまで書き込みは再試行されません。

Note:

接点には、「Acknowledge」、「Re

turn」、「All  Clear」、「Never」の  4 

つのモードがあり、接点がクリアされる

タイミングを制御します。「Never」の

接点モードは接点をリセットしないた

め、［連続出力］オプションはこの接点

モードでサポートされていません。

COMM アラーム抑制 このオプションを選択すると、元のアラーム

条件を  COMM アラームと分離し、AA  タグを 

COMM アラームの前と同じ状態に戻します。た

とえば、COMM  アラームの前に、AA  タグがア

クティブなアラームですでに確認されている場

合、通信の復旧後にはこの状態に戻ります。

このオプションを選択しない場合、AA  タグは 

1 度に  1 つのアラームを処理します。結果と

して、COMM  アラームの確認により、PLC  の 

ACK ビットが書き込まれ、元のアラーム条件が

すでに確認されている場合は再度アラームが発

生する場合があります。

一時停止中のイベントとして このオプションを選択すると、イベント  メッ

セージ処理（一時停止モード）を有効に設定で

きます。この場合、アラーム処理を無効にする

一時停止動作が適用されます。タグが一時停止

モードの場合、アラーム状態は  OK に設定され

ます。アラームはアラーム  メッセージのみとな

るため、アラーム概要には表示されません。ア

ラーム処理は継続され、それぞれのアラーム状

態の遷移はアラーム  ログ  ツールに記録されます
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が、アラーム概要には表示されません。アラー

ム状態の接点（タグ）は処理されません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。
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タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。
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有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。
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コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ
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クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

スムージング タグの一次デジタルフィルターを有効にして、

受信シグナルからのノイズを低減します。I/O 

ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA サーバ

の前の出力の一部、および新しい入力の一部を

次の式で追加することで、タグは受信シグナル

をフィルタリングします。

Output = (S/16)X1 + ((16-S)/16)X2

ここで、

• s は、［値］フィールドに入力された平

滑化値です。

• X1 = 初期値または前回の出力値

• X2 = I/O ドライバまたはサーバからの新

しい入力

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。
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Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

AI タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例
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AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。
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CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。
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H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。
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フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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フィールド 説明

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。
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フィールド 説明

スケールの有効化 このタグのスケールのオンとオフを切り替えで

きます。

スケールをオンにすると、入力センサーからの

受信データは、指定されたデータ範囲に変換さ

れます。

Note:

リニア  スケールとシグナル  コンディ

ションは同時に適用できません。リニア 

スケールを選択すると、シグナル  コン

ディションは「なし」に設定されます。

例

スケールを使えば、華氏温度の受信データを摂

氏に変換して出力できます。

Clamping をスケール このタグの  Clamping のオンとオフを切り替え

できます。

オンにすると、タグが受信する任意の値は未加

工範囲に制限されます。タグが送信する任意の

値はスケール範囲に制限されます。

Note:

必要がない限り、Clamping  をオンにし

ないでください。Clamping  はデータの

送受信を制限するため、タグによっては

データが欠落する可能性があります。

未加工低 タグの受信値の下限を指定できます。通常、こ

の値はデータ受信元のハードウェアの仕様に対

応します。

有効な入力値
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• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

未加工高 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

下限または上限を使用 ［エンジニアリング  ユニット］フィールドで指

定した範囲をタグの出力値として使用できるよ

うにします。

通常、EGU  値は予想される動作範囲（タグの

最小スケール値と最大スケール値）を反映しま

す。ただし、EGU  値は、アラームのような他の

エリアの動作に影響を与えます。最小スケール

値と最大スケール値の値を  EGU 値とは別の値に

設定することにより、アラーム生成時の条件を

さらに細かく管理できるようになります。
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Note:

このタグをチャートに使用する場合は、

［EGU  を使用］を選択してください。

このオプションを選択すると、チャート

の軸がセンサーの範囲全体ではなく期待

される範囲内に対応するため、チャート

の期待される範囲内の変更を容易に表示

できるようになります。チャートの範囲

が小さくなると、値の変更がよりわかり

やすくなります。

最小スケール値 タグからの送信値の下限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

最大スケール値 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕
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様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。
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アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに
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フィールド 説明

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

アラーム制限

フィールド 説明

Low Low このタグが異常とみなす、非常に低い値を指定

します。タグ値の現在値が設定値を下回ったと

き、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリア

で指定した非常に低い値を入力してください。

例

たとえば  -5 ℃で冷却水が完全に凍結する場

合、LOLO  リミットは  -2 ℃程度が適当かもしれ

ません。

Low このタグが警告を発する、低い値を指定しま

す。タグ値の現在値が設定値を下回ったとき、

タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリ

アで指定した低い値を入力してください。異常

値に近づいていることを警告するために、この

フィールドには［LOLO  アラーム］よりも少し

高い値を設定してください。

例
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フィールド 説明

たとえば  35 ℃で冷却水に氷の結晶ができはじめ

るとすると、LO  リミットは  40 ℃程度が適当か

もしれません。

High このタグが警告を発する、高い値を指定しま

す。タグの現在値がこの設定値を上回ったと

き、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリ

アで指定した高い値を入力してください。異常

値に近づいていることを警告するために、この

フィールドには［HIHI］よりも少し低い値を設

定してください。

例

たとえば、ベアリングの耐久温度が  80 ℃の場

合、HI  リミットは  75 ℃程度が適当かもしれま

せん。

High High このタグが異常とみなす、非常に高い値を指定

します。タグの現在値がこの設定値を上回った

とき、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリア

で指定した非常に高い値を入力してください。

例

たとえば、ベアリングの温度が  90 ℃になるとプ

ロセスが誤動作する場合、HIHI  リミットは  85 
℃程度が適当かもしれません。

変化率 タグの変化率アラームのリミット値を入力しま

す。1  回のスキャン周期の間に、現在値がこの

フィールドの設定値以上に変化した場合、タグ

は変化率アラームを生成します。

有効な入力値
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スキャン周期ごとにチェックするため、［エン

ジニアリング  ユニット（EGU）］エリアで指定

した上／下限値の範囲に収まる値を入力してく

ださい。このアラームを生成しない場合には、0 

を指定します。

例

たとえば、モータの回転数が前回と比較して  20 

RPM 以上増加または減少したときにアラームを

生成する場合、このフィールド  20 を指定しま

す。

デッドバンド アラームを再発行せずに、タグが受け入れる最

大変動を入力できます。デッドバンドの範囲内

で変化する限り、タグはアラームを  1 度しか

発行しないため、不要なアラームがなくなりま

す。アラームがデッド  バンドを下回り、さらに

アラームの条件を超えると、タグは別のアラー

ムを発生させます。

有効な入力値

EGU 範囲内の数値。

例

あるタグの  HI アラーム  リミットに  80、デッド

バンドに  5 を設定したとします。このタグの現

在値が  80 を超えると  HI アラームが一度生成さ

れますが、その後は現在値が  75 ～  85 の範囲で

変動する限り  HI アラームは再発行されません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。
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［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 132

フィールド 説明

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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フィールド 説明

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

スムージング タグの一次デジタルフィルターを有効にして、

受信シグナルからのノイズを低減します。I/O 
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フィールド 説明

ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA サーバ

の前の出力の一部、および新しい入力の一部を

次の式で追加することで、タグは受信シグナル

をフィルタリングします。

Output = (S/16)X1 + ((16-S)/16)X2

ここで、

• s は、［値］フィールドに入力された平

滑化値です。

• X1 = 初期値または前回の出力値

• X2 = I/O ドライバまたはサーバからの新

しい入力

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。
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フィールド 説明

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

AO タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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フィールド 説明

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。
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フィールド 説明

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合
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フィールド 説明

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。
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フィールド 説明

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。
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フィールド 説明

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

スケールの有効化 このタグのスケールのオンとオフを切り替えで

きます。

スケールをオンにすると、入力センサーからの

受信データは、指定されたデータ範囲に変換さ

れます。

Note:

リニア  スケールとシグナル  コンディ

ションは同時に適用できません。リニア 

スケールを選択すると、シグナル  コン

ディションは「なし」に設定されます。

例
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フィールド 説明

スケールを使えば、華氏温度の受信データを摂

氏に変換して出力できます。

Clamping をスケール このタグの  Clamping のオンとオフを切り替え

できます。

オンにすると、タグが受信する任意の値は未加

工範囲に制限されます。タグが送信する任意の

値はスケール範囲に制限されます。

Note:

必要がない限り、Clamping  をオンにし

ないでください。Clamping  はデータの

送受信を制限するため、タグによっては

データが欠落する可能性があります。

未加工低 タグの受信値の下限を指定できます。通常、こ

の値はデータ受信元のハードウェアの仕様に対

応します。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

未加工高 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。

有効な入力値
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フィールド 説明

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

下限または上限を使用 ［エンジニアリング  ユニット］フィールドで指

定した範囲をタグの出力値として使用できるよ

うにします。

通常、EGU  値は予想される動作範囲（タグの

最小スケール値と最大スケール値）を反映しま

す。ただし、EGU  値は、アラームのような他の

エリアの動作に影響を与えます。最小スケール

値と最大スケール値の値を  EGU 値とは別の値に

設定することにより、アラーム生成時の条件を

さらに細かく管理できるようになります。

Note:

このタグをチャートに使用する場合は、

［EGU  を使用］を選択してください。

このオプションを選択すると、チャート

の軸がセンサーの範囲全体ではなく期待

される範囲内に対応するため、チャート

の期待される範囲内の変更を容易に表示

できるようになります。チャートの範囲

が小さくなると、値の変更がよりわかり

やすくなります。

最小スケール値 タグからの送信値の下限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。
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フィールド 説明

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

最大スケール値 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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フィールド 説明

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を

必要としない点で異なります。イベント  メッ

セージは、特定されたタグのアラーム送信先と

同じ宛先に送信されますが、アラーム概要オブ

ジェクトには表示されません。

イベント  メッセージを生成できるタグは、アナ

ログ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、

デジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タ

グのいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ
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イル（ディスクまたはプリンタ）への出

力が大量になることがあります。イベン

ト  メッセージは、例外イベント依存ま

たはワン  ショットのチェーン、あるい

はスタンドアロンの出力ブロックで使用

することをおすすめします。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合
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は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。
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タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。
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無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

反転出力 連続する出力において、許容できる最大の変化

率を指定します。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲に収まる値

を入力してください。この機能を無効にするに

は、0  を指定します。

初期値 SAC プログラムがプロセス  ハードウェアに送信

する値を指定します。この値は、SAC  が  このブ

ロックを最初に処理するとき使用されます。初

期値が指定されていない場合、SAC  は初期設定

が完了するまで値を出力しません。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲内の値。
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オペレータの下限値 このタグが、別のタグまたはオペレータから受

け取る値の下限値を指定します。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲内の値。デ

フォルトでは  EGU の下限値が設定されます。

オペレータの上限値 このタグが、別のタグまたはオペレータから受

け取る値の上限値を指定します。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲内の値。デ

フォルトでは  EGU の上限値が設定されます。

変化ﾘﾐｯﾄ 連続する出力において、許容できる最大の変化

率を指定します。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲に収まる値

を入力してください。この機能を無効にするに

は、0  を指定します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。
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Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

AR タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例
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AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。
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CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 156

フィールド 説明

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限
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値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情
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報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

スケールの有効化 このタグのスケールのオンとオフを切り替えで

きます。

スケールをオンにすると、入力センサーからの

受信データは、指定されたデータ範囲に変換さ

れます。
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Note:

リニア  スケールとシグナル  コンディ

ションは同時に適用できません。リニア 

スケールを選択すると、シグナル  コン

ディションは「なし」に設定されます。

例

スケールを使えば、華氏温度の受信データを摂

氏に変換して出力できます。

Clamping をスケール このタグの  Clamping のオンとオフを切り替え

できます。

オンにすると、タグが受信する任意の値は未加

工範囲に制限されます。タグが送信する任意の

値はスケール範囲に制限されます。

Note:

必要がない限り、Clamping  をオンにし

ないでください。Clamping  はデータの

送受信を制限するため、タグによっては

データが欠落する可能性があります。

未加工低 タグの受信値の下限を指定できます。通常、こ

の値はデータ受信元のハードウェアの仕様に対

応します。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

未加工高 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

下限または上限を使用 ［エンジニアリング  ユニット］フィールドで指

定した範囲をタグの出力値として使用できるよ

うにします。

通常、EGU  値は予想される動作範囲（タグの

最小スケール値と最大スケール値）を反映しま

す。ただし、EGU  値は、アラームのような他の

エリアの動作に影響を与えます。最小スケール

値と最大スケール値の値を  EGU 値とは別の値に

設定することにより、アラーム生成時の条件を

さらに細かく管理できるようになります。

Note:

このタグをチャートに使用する場合は、

［EGU  を使用］を選択してください。

このオプションを選択すると、チャート

の軸がセンサーの範囲全体ではなく期待

される範囲内に対応するため、チャート
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の期待される範囲内の変更を容易に表示

できるようになります。チャートの範囲

が小さくなると、値の変更がよりわかり

やすくなります。

最小スケール値 タグからの送信値の下限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

最大スケール値 タグからの送信値の上限を指定できます。通

常、この値はデータ受信元のハードウェアの仕

様に対応します。このフィールドは、［EGU  を

使用］が無効の場合のみ有効です。

有効な入力値

• 標準の整数

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）
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• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

このフィールドに変更を加えても、次の

タグ  スキャンが終わるまではデータに

反映されません。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。
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収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。
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コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を

必要としない点で異なります。また、イベント 

メッセージは、アラームの転送先と同じ宛先に

送信されますが、アラーム概要オブジェクトに

は表示されません。

イベント  メッセージを生成できるのは、アナロ

グ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、デ

ジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タグ

のいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ

イル（ディスクまたはプリンタ）への出

力が大量になることがあります。イベン

ト  メッセージは、例外イベント依存ま
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たはワン  ショットのチェーン、あるい

はスタンドアロンの出力ブロックで使用

することをおすすめします。

I/O アドレス  タイプ ブロックの開始アドレスの数値フォーマットを

指定します。

有効な入力値

Hex、Octal、または  Decimal

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

BB タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

高接点を有効にする 高接点データ  フィールドを有効または無効にし

ます。

高接点ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ブロックの  I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC 

UA サーバを指定します。ブロックを工場  フロ

アのプロセス  ハードウェアと通信させるために

は、選択されたドライバまたはサーバが必要で

す。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UAサー

バを選択する前に、インストールして、SCU  の

ドライバに追加しておく必要があります。
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高接点ドライバ  I/O アドレス プロセス  ハードウェアでブロック  データの保

存先および出力の送信先を入力できます。ON-

OFF 制御ブロックでは、［上回った場合オンに

する］と［下回った場合オフにする］の値に基

づいてオープンとクローズにさせるデジタル  タ

グのアドレスを指定します。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバの

マニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

ブロックに、同じ  I/O アドレスを割り当

てないようにしてください。これを行う

と、例外イベント依存のブロックは値を

失うことがあります。

高接点ﾊｰﾄﾞｳｪｱ  ｵﾌﾟｼｮﾝ ブロックをプラント  フロアのプロセス  ハード

ウェアと通信させるために、特定のデバイス制

御アドレス  フォーマットを選択できます。

有効な入力値

ほとんどの場合、プロセス  ハードウェアの

フィールドは空白のままにします。必要に応じ

て、お使いの  I/O ドライバのマニュアルで該当

するハードウェア  コードを参照してください。

高接点  - 上回った場合ｵﾝにする 高接点データで設定するアナログ値の最大値を

指定できます。アナログ値が指定した値を上回

ると、高接点の  I/O アドレスが終了します。

有効な入力値

アナログ入力の上限と下限（EGU）に従い、こ

の値を表す数値を入力してください。
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高接点  - 下回った場合オンにする 高接点データのアナログ値の最低値を指定でき

ます。上流ブロックから渡されたアナログ値が

ここで指定した値を下回ると、高接点の  I/O ア

ドレスにオープン（0）が送られます。

有効な入力値

アナログ入力の上限と下限（EGU）に従った、

適切な数値。

低接点を有効にする 低接点データ  フィールドを有効または無効にし

ます。

有効な入力値

チェック  ボックスを選択すると、低接点データ

フィールドを使用でき、2  つ目のデジタル  I/O 

に出力します。チェック  ボックスをオフにする

と、それらが抑制され、アナログ入力を  1 つの

デジタル出力のベースとして使用できます。

低接点ﾄﾞﾗｲﾊﾞ ブロックの  I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC 

UA サーバを指定します。ブロックを工場  フロ

アのプロセス  ハードウェアと通信させるために

は、選択されたドライバまたはサーバが必要で

す。

I/O ドライバまたは  OPC サーバを選択する前

に、I/O ドライバまたは  OPC サーバをインス

トールして、SCU  のドライバに追加しておく必

要があります。

低接点  I/O ｱﾄﾞﾚｽ プロセス  ハードウェアでブロック  データの保

存先および出力の送信先を入力できます。ON-

OFF 制御タグでは、［下回った場合オンにす

る］と［上回った場合オフにする］の値に基づ

いてオープンまたはクローズにするデジタル  タ

グのアドレスを指定します。

有効な入力値
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ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバの

マニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

ブロックに、同じ  I/O アドレスを割り当

てないようにしてください。これを行う

と、例外イベント依存のブロックは値を

失うことがあります。

低接触ﾊｰﾄﾞｳｪｱ  ｵﾌﾟｼｮﾝ ブロックをプラント  フロアのプロセス  ハード

ウェアと通信させるために、特定のデバイス制

御アドレス  フォーマットを選択できます。

有効な入力値

ほとんどの場合、プロセス  ハードウェアの

フィールドは空白のままにします。必要に応じ

て、お使いの  I/O ドライバのマニュアルで該当

するハードウェア  コードを参照してください。

低接点  - 上回った場合ｵﾝにする 低接点データで設定するアナログ値の最大値を

指定できます。アナログ値が指定した値を上回

ると、低接点の  I/O アドレスがオープンになり

ます。

有効な入力値

アナログ入力の上限と下限（EGU）に従い、こ

の値を表す数値を入力してください。

低接点  - 下回った場合オンにする 低接点データで設定するアナログ値の最小値を

指定できます。上流ブロックから渡されたアナ

ログ値が  ここで指定した値を下回ると、低接点

の  I/O アドレスにクローズ（1）が送られます。

有効な入力値

アナログ入力の上限と下限（EGU）に従い、こ

の値を表す数値を入力してください。
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制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。
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フィールド 説明

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例
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フィールド 説明

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。
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フィールド 説明

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。
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フィールド 説明

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

単発処理 4 つの接点データ  フィールドをアクティブにす

る頻度を指定できます。選択すると、ON-OFF 

制御タグは、タグが実行されるたびにではな

く、状態が変化したときにのみ、高接点および

低接点にオープンまたはクローズ  コマンドを送

信します。このチェック  ボックスをオフにする

と、各スキャン周期ごとにコマンドを送信しま

す。

反転出力 タグの出力値を反転させます。たとえば、I  / O 

ドライバがクローズを論理  0、オープンを論理  1 

として出力する場合は、このチェック  ボックス

をオンにします。
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フィールド 説明

これに対して、通常どおりに接点のクローズを

論理  1、オープンを論理  0 として出力する場合

は、このチェック  ボックスはオフのままにしま

す。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。
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フィールド 説明

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

BL タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。
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フィールド 説明

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

入力

フィールド 説明

入力  A このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  B このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ
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フィールド 説明

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  C このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  D このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  E このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値
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フィールド 説明

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  F このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  G このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

入力  H このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ
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フィールド 説明

出力式 この論理演算ブロックの論理式を指定します。

この式の評価結果が  true の場合には、次ブロッ

クに  1 が送られます。false  の場合には、次タグ

に  0 が送られます。

有効な入力値

定義された各［入力］フィールドに対応する文

字（A  ～  H）を使用して、論理式を入力してく

ださい。ここでは、同じ入力値を  2 回以上使用

できます。

例

（C+(A+B)）

制限とスケーリング

フィールド 説明

オープン  タグ このタグが受信した論理  1 値に対する説明ラベ

ルを指定できます。iFIX  WorkSpace のこのラベ

ルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）な

どに表示されます。オペレータが解釈しやすい

テキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

閉、オン。

タグを閉じる このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例
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フィールド 説明

オープン、オフ

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラーム制限

フィールド 説明

Low Low このタグが異常とみなす、非常に低い値を指定

します。タグ値の現在値が設定値を下回ったと

き、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリア

で指定した非常に低い値を入力してください。

例

たとえば  -5 ℃で冷却水が完全に凍結する場

合、LOLO  リミットは  -2 ℃程度が適当かもしれ

ません。

Low このタグが警告を発する、低い値を指定しま

す。タグ値の現在値が設定値を下回ったとき、

タグはアラームを生成します。

有効な入力値
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フィールド 説明

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリ

アで指定した低い値を入力してください。異常

値に近づいていることを警告するために、この

フィールドには［LOLO  アラーム］よりも少し

高い値を設定してください。

例

たとえば  35 ℃で冷却水に氷の結晶ができはじめ

るとすると、LO  リミットは  40 ℃程度が適当か

もしれません。

High このタグが警告を発する、高い値を指定しま

す。タグの現在値がこの設定値を上回ったと

き、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリ

アで指定した高い値を入力してください。異常

値に近づいていることを警告するために、この

フィールドには［HIHI］よりも少し低い値を設

定してください。

例

たとえば、ベアリングの耐久温度が  80 ℃の場

合、HI  リミットは  75 ℃程度が適当かもしれま

せん。

High High このタグが異常とみなす、非常に高い値を指定

します。タグの現在値がこの設定値を上回った

とき、タグはアラームを生成します。

有効な入力値

［エンジニアリング  ユニット（EGU）］エリア

で指定した非常に高い値を入力してください。

例

たとえば、ベアリングの温度が  90 ℃になるとプ

ロセスが誤動作する場合、HIHI  リミットは  85 
℃程度が適当かもしれません。
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フィールド 説明

変化率 タグの変化率アラームのリミット値を入力しま

す。1  回のスキャン周期の間に、現在値がこの

フィールドの設定値以上に変化した場合、タグ

は変化率アラームを生成します。

有効な入力値

スキャン周期ごとにチェックするため、［エン

ジニアリング  ユニット（EGU）］エリアで指定

した上／下限値の範囲に収まる値を入力してく

ださい。このアラームを生成しない場合には、0 

を指定します。

例

たとえば、モータの回転数が前回と比較して  20 

RPM 以上増加または減少したときにアラームを

生成する場合、このフィールド  20 を指定しま

す。

デッドバンド アラームを再発行せずに、タグが受け入れる最

大変動を入力できます。デッドバンドの範囲内

で変化する限り、タグはアラームを  1 度しか

発行しないため、不要なアラームがなくなりま

す。アラームがデッド  バンドを下回り、さらに

アラームの条件を超えると、タグは別のアラー

ムを発生させます。

有効な入力値

EGU 範囲内の数値。

例

あるタグの  HI アラーム  リミットに  80、デッド

バンドに  5 を設定したとします。このタグの現

在値が  80 を超えると  HI アラームが一度生成さ

れますが、その後は現在値が  75 ～  85 の範囲で

変動する限り  HI アラームは再発行されません。
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Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 190

フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。
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電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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フィールド 説明

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値
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フィールド 説明

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

例外イベントに依存 このブロックが例外イベント依存処理を行うよ

うにします。

スキャン周期 SAC プログラムが、このタグとそれにチェーン

されたブロックを処理する時間間隔を指定しま

す。

有効な入力値
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フィールド 説明

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

CA タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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フィールド 説明

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

入力

フィールド 説明

入力  A 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例
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フィールド 説明

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  B 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  C 計算タグへの入力を指定できます。
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フィールド 説明

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  D 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：
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フィールド 説明

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  E 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。
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フィールド 説明

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  F 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。
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フィールド 説明

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  G 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。
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フィールド 説明

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

入力  H 計算タグへの入力を指定できます。

有効な入力値

入力エントリを使用して式を定義するには、次

を入力してください：

• 定数（浮動小数点数）。

• 汎用演算ブロック自体を含むタグ名（タ

グの現在値を表す）。たとえば、「AI1」

と指定すると  AI1.F_CV を参照します。

Note:

フィールド名を入力せずにタグ名を入力

すると、iFIX  はデフォルトのフィールド

名「F_CV」を自動的に入力します。

タグとフィールドの組み合わせは指定された

フィールドの値を表します。たとえば、タグの

設定点にアクセスするには「PID1.F_TV1」と入

力します。

Note:

［入力］フィールドの［A］には、常に

上流ブロックの出力値が使用されます。

例



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 203

フィールド 説明

統計データ・ブロック［XBARBAR］の値を入

力するには、「SD1.F_XBB」と入力します。ブ

ロックとフィールド名の間のピリオドに注意し

てください。

出力式 汎用演算ブロックの式を指定します。

有効な入力値

定義した入力フィールドに対応する入力文字

（A  ～  H）を使用した式。同じ入力文字を  2 回

以上使用できます。

Note:

演算オーバーフロー（  >1038）、演算

アンダーフロー（  < 10-37）、または  0 

での除算は、上流ブロックで「演算エ

ラー」の状態になります。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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フィールド 説明

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。
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アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。
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フィールド 説明

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。
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フィールド 説明

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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フィールド 説明

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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フィールド 説明

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。
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フィールド 説明

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

DA タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。
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CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 215

フィールド 説明

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値
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スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

制限とスケーリング

フィールド 説明

オープン  タグ このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

タグを閉じる このタグが受信した論理  1 値に対する説明ラベ

ルを指定できます。iFIX  WorkSpace のこのラベ

ルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）な

どに表示されます。オペレータが解釈しやすい

テキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

閉、オン。
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フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在
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のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

アラーム  タイプ タグからアラームを発生させる条件の種類を指

定できます。生成されたアラームは、［アラー

ム  エリア］に指定されたすべての宛先に送信さ

れます。

有効な入力値

Open, Close, COS, None

接点タグ ［アラーム  タイプ］エリアで指定したアラーム

が発生した際に、デジタル  アラーム  ブロックが

閉じるデジタル  ブロックの名前を指定します。

有効な入力値

手動モードになっている、デジタル出力ブロッ

クまたはデジタル入力ブロック。

接点モード ［接点名］フィールドに入力したデジタル  タグ

を開くタイミングを指定します。
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有効な入力値

［確認応答］、［正常復帰］、［すべてクリ

ア］、［なし］

定数接点出力 このオプションを選択すると、書き込み中の値

が変更されていない場合でも、スキャンのたび

にタグによる接点の書き込みが許可されます。

それ以外の場合は、値が変更されており、変更

された値を  PLC に書き込む必要があるときの

み、DA  タグが定義された接点タグに書き込も

うとします。書き込みは  1 度しか行われないた

め、失敗した場合は、タグが新しい値を書き込

むまで書き込みは再試行されません。

Note:

接点には、「Acknowledge」、「Re

turn」、「All  Clear」、「Never」の  4 

つのモードがあり、接点がクリアされる

タイミングを制御します。「Never」の

接点モードは接点をリセットしないた

め、［連続出力］オプションはこの接点

モードでサポートされていません。

リモート確認タグ リモート  サイトからのアラームの確認応答に使

用するタグとフィールド名の組み合わせを指定

します。タグとフィールドの値が  0 から  0 より

大きい値に変化すると、デジタル  アラーム  タグ

によってアラームの確認応答が行われます。

有効な入力値

tag.field フォーマットの浮動小数型ブロックと

フィールド名の組み合わせ。

Note:

デジタル  アラーム  タグが例外イベント

依存処理を使用している場合、オペレー

タ  ディスプレイからアラームを確認す
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ると、直ちにブロックの処理が開始され

ます。［リモート確認タグ］フィールド

でアラームを確認しても、SAC  による

デジタル  アラーム  タグの処理は開始さ

れません。

アラーム停止タグ このタグでアラーム処理を制御するタグと

フィールド名の組み合わせを定義することで、

インテリジェントなアラームを実現します。タ

グとフィールドの値がゼロの場合、デジタル  ア

ラーム  タグはアラームを処理します。この値

が  0 以外（正負いずれでも）になると、デジタ

ル  アラーム  タグによってアラームが停止され、

有効になっているアラーム転送先に対して停止

メッセージが生成されます。

有効な入力値

タグ  フィールド  フォーマットの浮動小数型タグ

とフィールド名（F_CV）の組み合わせ。

Note:

複数のデジタル  アラーム  ブロックに対

して同じブロックとフィールド名の組

み合わせを指定すると、1  つ以上のア

ラーム  エリア内でアラームを停止でき

ます。これはオプションの機能です。

遅延時間 アラームを生成するまでデジタル  アラーム  タグ

が待機する時間数を指定します。指定した遅延

時間を越えてアラーム状態が継続した場合、タ

グによってアラームが生成されます。

有効な入力値

時間依存処理では、dd:hh:mm:ss  の形式で時間

（日、時、分、秒）を入力します。有効な範囲

は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 です。
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例外イベント依存処理の場合は、デフォルト値

の  00:00:00:00 を使用します。これにより、待

機が無効になります。

Note:

［遅延時間］フィールドの設定値は、

「状態の変化」（COS）アラームには

適用されません。

再アラーム時間 アラームを再発行するまでデジタル  アラーム  タ

グが待機する時間間隔を指定します。指定した

時間だけアラーム状態が継続した場合、タグに

よってアラームが再発行されます。また、対応

する接点は、クローズされます。

有効な入力値

時間依存処理では、dd:hh:mm:ss  の形式で時間

（日、時、分、秒）を入力します。有効な範囲

は、00:00:00:00  ～  03:00:00:00 です。

例外イベント依存処理の場合は、デフォルト値

の  00:00:00:00 を使用します。これにより、待

機が無効になります。

COMM アラーム抑制 このオプションを選択すると、元のアラーム

条件を  COMM アラームと分離し、DA  タグを 

COMM アラームの前と同じ状態に戻します。た

とえば、COMM  アラームの前に、DA  タグがア

クティブなアラームですでに確認されている場

合、通信の復旧後にはこの状態に戻ります。

このオプションを選択しない場合、DA  タグは 

1 度に  1 つのアラームを処理します。結果と

して、COMM  アラームの確認により、PLC  の 

ACK ビットが書き込まれ、元のアラーム条件が

すでに確認されている場合は再度アラームが発

生する場合があります。
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一時停止中のイベントとして このオプションを選択すると、イベント  メッ

セージ処理（一時停止モード）を有効に設定で

きます。この場合、アラーム処理を無効にする

一時停止動作が適用されます。タグが一時停止

モードの場合、アラーム状態は  OK に設定され

ます。アラームはアラーム  メッセージのみとな

るため、アラーム概要には表示されません。ア

ラーム処理は継続され、それぞれのアラーム状

態の遷移はアラーム  ログ  ツールに記録されます

が、アラーム概要には表示されません。アラー

ム状態の接点（タグ）は処理されません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値
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収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基
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本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要
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としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

反転出力 タグの値が  0 の場合、1  を出力するように出力

値を反転させます。このオプションを使用する
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フィールド 説明

と、0  を送信して接点をクローズ、1  を送信し

て接点をオープンできます。

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。
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フィールド 説明

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

DC タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例
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フィールド 説明

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

装置制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

フィールド 説明

ステップ  0 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  1 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。
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ステップ  2 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  3 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  4 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  5 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。
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ステップ  6 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  7 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  8 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

ステップ  9 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。
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ステップ  10 コマンド 装置制御ブロックごとにコマンドと引数を表示

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値

リスト  ボックスには最大  12 行のプログラム  ス

テートメントを含めることができ、各行には  34 

文字までの英数字を使用できます。

IO ｱﾄﾞﾚｽ

フィールド 説明

入力ﾄﾞﾗｲﾊﾞ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバまたは  OPC サーバを選択する前

に、I/O ドライバまたは  OPC サーバをインス

トールして、SCU  のドライバに追加しておく必

要があります。

入力アドレス  1 ～  16 装置制御ブロックが監視するデジタル入力ポイ

ントのアドレスを指定します。

有効な入力値

入力アドレス用の最大  16 個のハードウェア入力

ビット。I/O アドレスの指定方法について詳し

くは、お使いの  OPC、OPC  UA、I/O ドライバ

のマニュアルを参照してください。

Note:

すべての入力アドレスと出力アドレスで

ハードウェア  オプションを揃える必要

があります。ただし、入力と出力のハー
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ドウェア  オプションは同一である必要

はありません。

入力ﾊｰﾄﾞｳｪｱ  ｵﾌﾟｼｮﾝ ブロックをプラント  フロアのプロセス  ハード

ウェアと通信させるために、特定のデバイス制

御アドレス  フォーマットを選択できます。

有効な入力値

ほとんどの場合、プロセス  ハードウェアの

フィールドは空白のままにします。お使いの  I/O 

ドライバ、OPC、OPC  UA のマニュアルを参照

し、必要に応じて該当するハードウェア  コード

を確認してください。

出力ﾄﾞﾗｲﾊﾞ タグの  I/O ドライバ、OPC  UA、または  OPC 

サーバを選択します。ブロックを工場  フロアの

プロセス  ハードウェアと通信させるためには、

選択されたドライバまたはサーバが必要です。

I/O ドライバ、OPC  UA サーバまたはOPC サー

バを選択する前に、これらをインストールして 

SCU で利用可能なドライバに追加しておく必要

があります。

出力アドレス  1 ～  8 装置制御ブロックが監視するデジタル出力ポイ

ントのアドレスを指定します。

有効な入力値

出力アドレス用の最大  8 個のハードウェア出力

ビット。I/O アドレスの指定方法について詳し

くは、お使いの  OPC、OPC  UA、I/O ドライバ

のマニュアルを参照してください。

Note:

すべての入力アドレスと出力アドレスで

ハードウェア  オプションを揃える必要

があります。ただし、入力と出力のハー
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ドウェア  オプションは同一である必要

はありません。

出力ﾊｰﾄﾞｳｪｱ  ｵﾌﾟｼｮﾝ タグがプラント  フロアのプロセス  ハードウェア

との通信に使用する、特定の装置制御アドレス 

フォーマットを選択します。

有効な入力値

ほとんどの場合、プロセス  ハードウェアの

フィールドは空白のままにします。お使いの  I/O 

ドライバ、OPC、OPC  UA のマニュアルを参照

し、必要に応じて該当するハードウェア  コード

を確認してください。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように
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設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。
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収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。
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［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 238
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アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 239
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初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

初期値 SAC プログラムの初回起動時の、ハードウェア

上のデジタル  タグのステータスを制御します。

有効な入力値

有効な接点パターン。

例

［初期値］フィールドには、たとえば次のよう

な接点パターンを入力します。

OOCCXXXX

このエントリは、07  と  06 の出力アドレス 

フィールドで設定したデジタル  タグをオープン

にし、05  と  04 のフィールドをクローズし、03 

と  00 のフィールドを現在の状態のままにしま

す。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ
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フィールド 説明

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 スキャン、アラーム、制御（SAC）プログラム

が、ブロックとそのブロックにチェーンされた

タグを処理する時間間隔を指定します。

有効な入力値
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• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

DI タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。
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CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合
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は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値
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スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

制限とスケーリング

フィールド 説明

オープン  タグ このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

タグを閉じる このタグが受信した論理  1 値に対する説明ラベ

ルを指定できます。iFIX  WorkSpace のこのラベ

ルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）な

どに表示されます。オペレータが解釈しやすい

テキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

閉、オン。
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アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を

必要としない点で異なります。イベント  メッ

セージは、特定されたタグのアラーム送信先と

同じ宛先に送信されますが、アラーム概要オブ

ジェクトには表示されません。
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イベント  メッセージを生成できるのは、アナロ

グ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、デ

ジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タグ

のいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ

イル（ディスクまたはプリンタ）への出

力が大量になることがあります。イベン

ト  メッセージは、例外イベント依存ま

たはワン  ショットのチェーン、あるい

はスタンドアロンの出力ブロックで使用

することをおすすめします。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。
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Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

アラーム  タイプ タグからアラームを発生させる条件の種類を指

定できます。生成されたアラームは、［アラー

ム  エリア］に指定されたすべての宛先に送信さ

れます。

有効な入力値

Open, Close, COS, None

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値
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入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。
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フィールド 説明

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。
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フィールド 説明

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。
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拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

反転出力 タグの値が  0 の場合、1  を出力するように出力

値を反転させます。このオプションを使用する

と、0  を送信して接点をクローズ、1  を送信し

て接点をオープンできます。

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する
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フィールド 説明

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。
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フィールド 説明

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

DO タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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フィールド 説明

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは
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フィールド 説明

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合
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フィールド 説明

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

制限とスケーリング

フィールド 説明

オープン  タグ このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

タグを閉じる このタグが受信した論理  1 値に対する説明ラベ

ルを指定できます。iFIX  WorkSpace のこのラベ

ルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）な

どに表示されます。オペレータが解釈しやすい

テキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

閉、オン。
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アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を

必要としない点で異なります。イベント  メッ

セージは、特定されたタグのアラーム送信先と

同じ宛先に送信されますが、アラーム概要オブ

ジェクトには表示されません。

イベント  メッセージを生成できるタグは、アナ

ログ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、

デジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タ

グのいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ

イル（ディスクまたはプリンタ）への出

力が大量になることがあります。イベン

ト  メッセージは、例外イベント依存ま

たはワン  ショットのチェーン、あるい

はスタンドアロンの出力ブロックで使用

することをおすすめします。
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Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。
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フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。
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電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

反転出力 タグの値が  0 の場合、1  を出力するように出力

値を反転させます。このオプションを使用する

と、0  を送信して接点をクローズ、1  を送信し

て接点をオープンできます。

異なる場合は書き込む 現在の値と異なる場合のみ、値を書き込みま

す。

初期値 スキャン、アラーム、制御（SAC）プログラム

によるタグの初回処理時に処理ハードウェアに

送信される値を指定します。初期値が指定され

ていない場合、SAC  は初期設定が完了するまで

値を出力しません。

有効な入力値

EGU の上限値および下限値の範囲内の値。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定
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しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに
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関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

DR タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。
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~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値
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ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値
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お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

制限とスケーリング

フィールド 説明

オープン  タグ このタグが受信した論理  0 の値に対する説明ラ

ベルを入力できます。iFIX  WorkSpace のこのラ

ベルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）

などに表示されます。オペレータが解釈しやす

いテキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

オープン、オフ

タグを閉じる このタグが受信した論理  1 値に対する説明ラベ

ルを指定できます。iFIX  WorkSpace のこのラベ

ルは、オペレータ表示画面（データ  リンク）な

どに表示されます。オペレータが解釈しやすい

テキストを指定してください。

有効な入力値

A ラベルは16 文字までの文字列。

例

閉、オン。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す
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るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合
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は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。
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タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。
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無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力可能 I/O ドライバ、OPC  サーバ、または  OPC UA 

サーバに出力できるようにタグを構成できま

す。タグは自動モードの場合、［エンジニアリ

ング単位（EGU）］エリアの［上限値］、［下

限値］、［シグナル  コンディション］フィール

ドの入力値に従って値を変換し、その出力値を

送信します。

反転出力 タグの値が  0 の場合、1  を出力するように出力

値を反転させます。このオプションを使用する

と、0  を送信して接点をクローズ、1  を送信し

て接点をオープンできます。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を
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必要としない点で異なります。イベント  メッ

セージは、特定されたタグのアラーム送信先と

同じ宛先に送信されますが、アラーム概要オブ

ジェクトには表示されません。

イベント  メッセージを生成できるのは、アナロ

グ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、デ

ジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タグ

のいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ

イル（ディスクまたはプリンタ）への

出力が大量になることがあります。例外

イベント依存チェーン、ワン  ショット 

チェーン、スタンドアロンの出力タグで

イベント  メッセージを有効にすること

をおすすめします。

IO アドレス  タイプ ［I/O アドレス］フィールドが使用するベース

数値システムを入力します。

有効な入力値

10 進、16  進、8  進。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ
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アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。
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アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

DT タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。
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フィールド 説明

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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フィールド 説明

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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フィールド 説明

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。
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Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。
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フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。
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電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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フィールド 説明

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

デッド  タイム チェーンの上流タグから渡された入力値を次タ

グに転送する前に、遅延する時間を秒単位で指

定します。

有効な入力値

1 ～  59 * scan_time（最大  255 秒までの値で 

scan_time は上流ブロックのスキャン周期）。

例

たとえば、アナログ入力タグにデッド  タイム  ブ

ロックをチェーンするとします。このアナログ

入力のスキャン周期が  2 秒の場合、［デッド  タ

イム］フィールドには、1  ～  118 秒（59  x 2）

を指定できます。

デッド  タイムを長くする場合は、上流ブロック

のスキャン周期を変更するか、複数のデッド  タ

イム  ブロックをチェーンさせてください。たと

えば、上記の例で、アナログ入力ブロックのス

キャン周期を  10 秒に変更すると、1  ～  255 秒の

デッド  タイムを入力できます。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。
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フィールド 説明

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

ETR タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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フィールド 説明

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 286

フィールド 説明

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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フィールド 説明

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ
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フィールド 説明

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。
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毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。
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コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。
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無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

バッファ  クリア  ステータス ブロックがオン  スキャンになるたびに、ブロッ

クのデータ  バッファをクリアします。

有効な入力値

データ  バッファをクリアする場合はこのチェッ

ク  ボックスをオンにします。クリアするとこの

機能は使えません。

入力ﾀｸﾞ 拡張トレンド  タグが格納するタグとフィールド

の名前を指定します。このフィールドを空白に

すると、拡張トレンド  ブロックは上流ブロック

から渡される値を格納します。

有効な入力値

tag.field（F_CV）フォーマットのブロックと

フィールド名の組み合わせ。
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Note:

拡張トレンド  ブロックをチェーンす

るには、拡張トレンド  タグの名前と

フィールド  F_INP を入力します。

平均圧縮ファクタ フィールドに入力されたサンプル数を収集し

て、それらを平均化し、トレンド履歴に最大 

600 の平均を格納することで、トレンド履歴に

格納されるデータ量を指定します。

有効な入力値

収集するサンプル数を表す、1  ～  255 の値。

例

スキャン周期が  10 秒で、平均圧縮ファクタとし

て  5 を入力した場合、拡張トレンド  タグによっ

て、5  個のサンプルの  600 の平均のトレンド履

歴が作成されます。つまり、タグは  3000 回の

スキャン周期のトレンド履歴（5  x 600）、また

は  500 分（3  万秒）のトレンド履歴を表すよう

になります。

Note:

このフィールドを使用しても、［次］タ

グ  フィールドから下流のタグに渡され

る値に影響が及んだり遅延することはあ

りません。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値
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フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値
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80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

EV タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

ｲﾍﾞﾝﾄ定義

フィールド 説明

条件  1 の場合 前のタグのテスト式に基づいて、THEN  操作ま

たは  ELSE 操作の実行を制御します。前のタグ

が論理  TRUE の条件を満たしている場合、THEN 

操作が実行されます。条件を満たしていない場

合は  ELSE 操作が実行されます。

Note:

コマンドはロックされます。つまり、

タグに前回の操作が記録され、条件が変
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わった場合のみ新しい操作が実行されま

す。

有効な入力値

次の形式で式を入力してください。

Value または  Alarm オペレータの条件

例

値  = 83.2

Note:

各  IF フィールドには  1 つの  VALUE ま

たは  1 つの  ALARM を使用できます。IF 

ステートメント入力する際には、VAL

UE/ALARM、オペレータ、条件の各項

目の間にスペースを空けてください。

次に IF フィールドのテスト式が  TRUE の場合に発生

する操作を指定します。この操作は条件が変更

された場合のみ実行されます。

有効な入力値

次の形式で式を入力してください。

コマンド  タグ

例

RUN PROG1

Note:

既存のタグの名前を入力する必要があり

ます。iFIX  では、イベント  アクション 

ブロックがオン  スキャンになるまで、

指定したタグが存在しないことは通知

されません。存在しないタグを指定する
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と、ノードのアクティブなアラーム送信

先すべてにアラームが送信されます。

その他 IF フィールドのテスト式が  FALSE の場合に発生

する操作を指定します。この操作は条件が変更

された場合のみ実行されます。

有効な入力値

次の形式で式を入力してください。

コマンド  タグ

例

CLOSE DO3

Note:

既存のタグの名前を入力する必要があり

ます。iFIX  では、イベント  アクション 

ブロックがオン  スキャンになるまで、

指定したタグが存在しないことは通知

されません。存在しないタグを指定する

と、ノードのアクティブなアラーム送信

先すべてにアラームが送信されます。

条件  2 の場合 前のタグのテスト式に基づいて、THEN  操作

または  ELSE 操作の実行を制御します。前のブ

ロックが論理  TRUE の条件を満たしている場

合、THEN  操作が実行されます。条件を満たし

ていない場合は  ELSE 操作が実行されます。

Note:

コマンドはロックされます。つまり、

タグに前回の操作が記録され、条件が変

わった場合のみ新しい操作が実行されま

す。

有効な入力値
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次の形式で式を入力してください。

Value または  Alarm オペレータの条件

例

値  = 83.2

Note:

各  IF フィールドには  1 つの  VALUE ま

たは  1 つの  ALARM を使用できます。IF 

ステートメント入力する際には、VAL

UE/ALARM、オペレータ、条件の各項

目の間にスペースを空けてください。

次に IF フィールドのテスト式が  TRUE の場合に発生

する操作を指定します。この操作は条件が変更

された場合のみ実行されます。

有効な入力値

次の形式で式を入力してください。

コマンド  タグ

例

RUN PROG1

Note:

既存のタグの名前を入力する必要があり

ます。iFIX  では、イベント  アクション 

ブロックがオン  スキャンになるまで、

指定したブロックが存在しないことが通

知されません。存在しないブロックを指

定すると、ノードのアクティブなアラー

ム転送先すべてにアラームが送信されま

す。

その他 IF フィールドのテスト式が  FALSE の場合に発生

する操作を指定します。この操作は条件が変更

された場合のみ実行されます。
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有効な入力値

次の形式で式を入力してください。

コマンド  タグ

例

CLOSE DO3

Note:

既存のタグの名前を入力する必要があり

ます。iFIX  では、イベント  アクション 

ブロックがオン  スキャンになるまで、

指定したタグが存在しないことは通知

されません。存在しないタグを指定する

と、ノードのアクティブなアラーム送信

先すべてにアラームが送信されます。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例
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1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。
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［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま
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す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。
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有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。
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有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

FN タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。
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フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 307

フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 308

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力エリア  A、B、C、D マルチ接写タグの送信先を指定します。

有効な入力値

タグ名（F_CV  は自動的に追加されます）または

［<タグ>.<フィールド>］形式の特定のタグと

フィールド名のペア。

例

マルチ複写タグの値を、PID  タグの［設定値］

フィールドと、ランプ  タグの［目標値］フィー

ルドに転送するには、［転送先］フィールドに

それぞれ  PID1.F_TV1 と  RM1.F_TV1 を入力しま

す。

Tip:

セカンダリ  タグに値を送ることによっ

て、そのタグをオン  スキャンにするこ

とはありません。上流のプライマリ  タ

グがオン  スキャンになっていることを

確認してください。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する
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には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。
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詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

HS タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ
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まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。
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毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。
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コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。
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無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

自動クリア  ステータス 度数分布タグが度数分布チャートをクリアする

タイミングを指定します。

有効な入力値

このチェック  ボックスをオンにすると、上流タ

グがオン  スキャンになるたびに、タグによって

表示がクリアされます。チェーンがオフになっ

てからオン  スキャンに戻った場合、ブロックが

［グループ］フィールドの値に従って新しい値

を生成するまで、度数分布チャートは表示され

ません。

チェック  ボックスをオフにすると、上流タグが

オフ  スキャンになっても古い値が保持されま

す。チェーンがオフになってからオン  スキャ

ンに戻った場合、古い値が表示されます。ただ

し、これはグループ値に達した場合のみ発生し

ます。

間隔 度数分布グラフの  X 軸の間隔を指定します。
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有効な入力値

EGU 範囲内の数値。

Tip:

インターバルの値を入力する前に上限と

下限（EGU）を入力します。最初にイ

ンターバルの値を入力すると、上限と下

限を入力した際にインターバルの値がタ

グによって自動的に再調整されます。

グループのサイズ 以下を指定できます。

• 度数分布が関連するチャートを更新する

頻度。グループの値にチェーンのスキャ

ン周期を掛けることで、タグは更新期間

を計算します。たとえば、グループの値

として  10 を入力し、5  秒ごとにアナログ

入力タグをスキャンすると、度数分布は 

50 秒ごとに更新されます。

• 度数分布に表示される発生数と表示バー

の最大高さ。

Note:

入力値によっては、度数分布タグの工業

単位の範囲外になることがあります。こ

の場合、度数分布に値が登録されますが

表示はされません。指定したグループ制

限中に指定した工業単位範囲内に収まる

受信値だけが度数分布に表示されます。

有効な入力値

1 ～  1000 の時間（秒）。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 320

フィールド 説明

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連
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付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

LL タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ
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まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例
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1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。
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［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま
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す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スケール  ファクタ 進み遅れ曲線を修正するスケール  ファクタを指

定します。計算の実行前にこの定数が入力に適

用される場合があります。

有効な入力値
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フィールド 説明

-100.00 ～  +100.00 の値。この機能を無効にす

るには  1 を入力します。

進み時間定数 進み時間定数を指定します。

有効な入力値

0.00 ～  +100.00 分の値。この機能を無効にする

には  0 を入力します。

iFIX は、計算においてチェーンのスキャン周期

を考慮します。このスキャン周期は、入力の

変化から導き出されるオフセットの大きさを制

御します。このオフセットは、遅れ時間定数に

従って遅延します。

遅れ時間定数 タグの出力が入力に近づく速度を制御する、遅

れ時間定数を指定します。進み時間とは別に、

大きい遅れ時間は出力を非常に緩やかに変化さ

せ、小さい遅れ時間は入力をより正確に追跡し

ます。

有効な入力値

0.00 ～  +100.00 分の値。遅れ時間を使用しない

場合は  0 を入力します。

Note:

遅れ時間と進み時間が等しい場合は、互

いを打ち消し合います。つまり、進みは

遅れの逆数になります。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値
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フィールド 説明

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値
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80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

MDI タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。
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I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。
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有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

ドライバ  1 ～  2 を有効にする 2 つ目、または  3 つ目のデジタル入力値の有効

または無効を切り替えます。

Note:

チェック  ボックスをオンにした場合

は、該当するフィールドにドライバ

名、I/O アドレス、指定したドライバの

オプションを入力します。

ドライバ  1 ～  2 このタグの  I/O ドライバ、OPC  UA サーバまた

は  OPC サーバを選択できます。タグをプラント 

フロアのプロセス  ハードウェアと通信させるに

は、選択されたドライバまたはサーバが必要で

す。

I/O ドライバ、OPC  UA サーバまたは  OPC サー

バを選択する前に、これらをインストールして 

SCU で利用可能なドライバに追加しておく必要

があります。

I/O アドレス  1 ～  2 プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。ON-OFF 制御

タグでは、［上回った場合オンにする］と［下

回った場合オフにする］の値に基づいてオープ

ンとクローズにさせるデジタル  タグのアドレス

を指定します。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバの

マニュアルを参照してください。
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CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のブロックは値を失う

ことがあります。

H/W オプション  1 ～  2 タグがプラント  フロアのプロセス  ハードウェア

との通信に使用する、特定の装置制御アドレス 

フォーマットを選択します。

有効な入力値

ほとんどの場合、プロセス  ハードウェアの

フィールドは空白のままにします。必要に応じ

て、お使いの  I/O ドライバのマニュアルで該当

するハードウェア  コードを参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。
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フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

装置の状態

フィールド 説明

アラーム  0 ～  7 を有効にする 8 個のアナログ値それぞれに対して、アラーム

処理を有効または無効にします。タグがアラー

ム欄にチェックされたいずれかの状態になる

と、CFN（Change  from Normal）アラームが

発生します。

Note:

マルチステート  デジタル入力タグは、

アラーム  ステータスとアラームなしス

テータスの間で遷移があった場合のみア

ラームを生成します。異なるアラーム 

ステータス間で遷移しても、新しいア

ラームは生成されません。
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値  0（000）

値  1（001）

値  2（010）

値  3（011）

値  4（100）

値  5（101）

値  6（110）

値  7（111）

8 個のアナログ値それぞれに対する説明ラベル

を入力します。

有効な入力値

最大  9 文字の英数字

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、
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デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

再アラーム タグの再アラーム  ステータスを有効または無効

にします。

有効な入力値

［再アラーム］チェック  ボックスをオンにし

て、アラーム状態が移行するたびに新しいア

ラーム  メッセージを生成します。アラームの状

態が変化するたびに新しいアラーム  メッセージ

を生成しない場合は、このチェック  ボックスを

オフにします。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに
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対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例
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タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。
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圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。
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無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま
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フィールド 説明

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。
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アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

PA タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま
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せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

入力定義

フィールド 説明

入力  1 ～  8 識別子 入力値を識別する  ID を  2 文字までの英数字で指

定します。デフォルトの  ID は、A  ～  H です。

入力  1 ～  8 タグ アナログ値をサポートする  1 次タグや  2 次タ

グ（アナログ入力タグや積算タグなど）、この
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フィールドへのオペレータ  エントリを入力に使

用できます。

他のタグから値を受け取るように  Pareto タグを

設定するには、入力列にタグとフィールド名の

組み合わせを入力します（例：AI1.F_CV）。こ

のブロックがオフスキャンのときは、入力値は 

0 として処理されます。

また、0  以上の数値定数を使用するように設定

することもできます。負の数値は  0 として処理

されます。

入力  1 ～  8 記述子 入力値を説明するテキストを  30 文字までの英数

字で指定します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。
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収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。
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［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。
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アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

表示フォーマット オペレータ表示画面で小数点の右側に表示され

る、小数部の桁数を指定します。

有効な入力値

小数部の  0 ～  6 の数値。
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Note:

iFIX WorkSpace では、小数部と整数部

合わせて  15 桁まで表示フィールドに表

示できます

.

ソート順 オペレータ画面に表示される入力値の順序を指

定します。オペレータは、A_SORT  フィールド

を表示するデータ  リンクを使ってソート順を変

更できます。

有効な入力値

［降順］、［昇順］、または［なし］。デフォ

ルトのソート順は［降順］です。データベース 

マネージャでは次のようにデータがソートされ

ます。

• 1. 句読点などの特殊文字（ASCII  値が基

準）

• 2. 数字（数値が基準）

• 3. 文字（アルファベット順）

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する
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には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。
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詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの
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再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

PG タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

装置制御ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

フィールド 説明

PGM ステートメント  0 ～  19 プログラム  タグのコマンドとパラメータを指定

します。［参照（...）］ボタンを使用して、有

効なコマンドの一覧から選択することもできま

す。

有効な入力値
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リスト  ボックスでは、最大  20 行のプログラム 

ステートメントを入力でき、各行には  44 文字ま

での英数字を入力できます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ
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れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。
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収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。
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コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ
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アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。
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アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、このタグとそれにチェーン

されたタグを処理する時間間隔を指定します。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値
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スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

PID タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。
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無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）
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Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

EGU タグ エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃。

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

出力の下限 PID ブロックの出力の下限値を表示します。
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有効な入力値

制御される変数（アナログ出力または他の 

PID ブロック）が取り得る最低値を［下限値］

フィールドに指定します。

このエントリは  PID ブロックの下限値とは

異なることがあります。さらに、I/O ドライ

バ、OPC  UA サーバ、または  OPC サーバでも

工業単位の範囲に対して特定の制限を加える

ことができます。必要に応じて、I/O ドライ

バ、OPC  UA サーバ、または  OPC サーバのマ

ニュアルを参照して詳細を確認してください。

出力の上限 PID ブロックの出力の上限値を表示します。

有効な入力値

制御される変数（アナログ出力または他の 

PID ブロック）が取り得る最高値を［上限値］

フィールドに指定します。

このエントリは  PID ブロックの上限値とは

異なることがあります。さらに、I/O ドライ

バ、OPC  UA サーバ、または  OPC サーバでも

工業単位の範囲に対して特定の制限を加える

ことができます。必要に応じて、I/O ドライ

バ、OPC  UA サーバ、または  OPC サーバのマ

ニュアルを参照して詳細を確認してください。

出力  EGU タグ PCT や  DEG など、制限のラベルを［単位］

フィールドに入力します。

定数とアルゴリズムの調整

フィールド 説明

比例バンド 微調整のための定数を入力します。この定数

は、比例ゲインの逆数に  100% をかけたものに

等しくなります。

有効な入力値
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1.00 ～  10,000.00% の値。この値は、制御装置

の出力を範囲全体にまで拡張する入力偏差の範

囲です。制御装置出力の変化は比例バンドと反

比例します。

積分時間 積分時間定数を入力します。

有効な入力値

0.000 ～  99.000 分/回の値。

大容量の制御システムの場合、リセット  チュー

ニング  パラメータによって、偏差が小さくて偏

差率が速い場合でも、PID  の出力値を一時的に

変更できます。測定値の変化率が安定すると、

リセット値は  PID アルゴリズムで内部的に  0 に

調節されます。リセット時間を減らすと、設定

点のオーバーシュートを最小限にする方向に作

用しますが、その結果、設定点に到達するまで

に時間がかかります。

Note:

小容量のプロセス  ループにリセット微

調整パラメータを適用すると、PID  出力

の変動幅を増長させ、プロセス制御装置

に被害を与える原因となる可能性があり

ます。

微分時間 微分時間定数を分/回で入力します。

有効な入力値

0 ～  20 分の値。1  分よりも小さな値は小数とし

て入力します。

例

15 秒のレートを表すには  .25（分）の値を入力

します。タグは自動的にループのスキャン周期

に合わせて内部的に調整します。
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Tip:

レート値は、急激に変化する制御装置の

出力への「抑制力」として機能します。

通常、この値は  0 から  1 の間です。こ

れにより、オーバーシュートを最小限に

抑え、ループを安定させることができま

す。これよりも高い値は、ループの不安

定の原因になります。

α レート  ファクタ アルゴリズムを微調整するデリバティブ  モード 

フィルタを指定します。この値は、アルゴリズ

ムに適用されるデリバティブ  フィルタの量を指

定します。この  α 値は、出力信号のデリバティ

ブ部分のフィルタ処理を行う、1  次の遅れ係数

です。

有効な入力値

0.0 ～  0.125 の範囲の値。デフォルト値は  0.0 

で、これはこの機能を無効にします。

β レート  ファクタ アルゴリズムを微調整する比例動作定数を指定

します。この値は、比例係数に対する乗数とし

て作用します。

有効な入力値

0.0 ～  1.0 の範囲の値。デフォルト値は  1.0 で、

これは通常の比例動作になります。0.0  の値を

設定すると、この機能は無効になります。

γ リセット  ファクタ アルゴリズムを微調整するデリバティブ動作定

数を指定します。この値は、アルゴリズムのデ

リバティブ部分の動作を指定します。したがっ

て、このフィールドの値は、アルゴリズムで行

われるデリバティブ動作の量を制限できます。

有効な入力値

0.0 ～  1.0 の範囲の値。デフォルト値は  1.0 で、

これは通常のデリバティブ動作になります。0.0 
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の値を設定すると、この機能は無効になりま

す。

ｾｯﾄﾎﾟｲﾝﾄの制限とｵﾌﾟｼｮﾝ

フィールド 説明

デッドバンド値 アラームを再発行せずに、タグが受け入れる最

大変動を入力できます。デッドバンドの範囲内

で変化する限り、タグはアラームを  1 度しか

発行しないため、不要なアラームがなくなりま

す。アラームがデッド  バンドを下回り、さらに

アラームの条件を超えると、タグは別のアラー

ムを発生させます。

有効な入力値

EGU 範囲内の数値。

例

あるタグの  HI アラーム  リミットに  80、デッド

バンドに  5 を設定したとします。このタグの現

在値が  80 を超えると  HI アラームが一度生成さ

れますが、その後は現在値が  75 ～  85 の範囲で

変動する限り  HI アラームは再発行されません。

偏差値 設定したポイントと測定値（アナログ入力タ

グ）の差がこのフィールドの入力値よりも大き

くなると、アラームを生成します。偏差とは、

次に示すように、設定したポイント値とプロセ

ス変数との間の差を言います。

偏差＝設定したポイント値  - プロセス変数

有効な入力値

工業単位で適切な数値を入力します。偏差ア

ラームを無効にするには  0 を使用します。

ｷﾞｬｯﾌﾟ･ｱｸｼｮﾝ PID アルゴリズムに更新のデッド  バンドを提供

することによって、制御装置のエラーを補いま

す。ギャップ  アクション値は、設定点値からの



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 371

フィールド 説明

偏差がこのデッド  バンドの範囲内に収まる場合

に、PID  タグが調整値をプロセスに送出しない

ようにします。

有効な入力値

デッド  バンドの範囲を示す値を入力します。変

化がこの範囲内にあれば、偏差は  0（ゼロ）に

設定されます。

低設定点クランプ PID 設定点で許容できる最低値を指定します。

設定点に対するすべての変更が、低クランプと

高クランプの値の範囲内に納まっている必要が

あります。オペレータが入力する設定点値に加

えて、カスケード、ランプ、その他の制御ルー

プ戦略から派生する設定点にもこの制限が適用

されます。

有効な入力値

設定点の最小値。

高設定点クランプ PID 設定点で許容できる最高値を指定します。

設定点に対するすべての変更が、高クランプと

低クランプの値の範囲内に納まっている必要が

あります。オペレータが入力する設定点値に加

えて、カスケード、ランプ、その他の制御ルー

プ戦略から派生する設定点にもこの制限が適用

されます。

有効な入力値

設定点の最大値。

設定点タグ 制御される変数がとる値を指定します。

有効な入力値

空白（オペレータがデータ  リンクから固定値を

入力するため、この設定点はローカル設定点）

または  tag.field 形式のアナログ入力タグ。(F_

CV). アナログ入力タグからの設定点を制御する

ことで、PID  ブロックはスキャン、アラーム、
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制御（SAC）プログラムを通じて現在値を取得

します。この設定点はリモート設定点と呼ばれ

ます。

データ  リンク（TV1  フィールドを使用）を通

じて設定点が表示される場合、設定点値の右側

に  L または  R のいずれかが表示されることで、

ローカルまたはリモートどちらの設定点である

かがわかります。

また、オペレータが手動で値を変更した場合で

も、データベースの保存、再読み込み時には設

定点値フィールドの入力内容が有効になりま

す。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。
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Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。
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収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。
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［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。
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アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

出力の反転 タグの出力を反転させます。

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい
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はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

転送ステータス 自動モードと手動モードの間で遷移していると

きの、PID  タグの動作を制御できます。

有効な入力値

• 追跡  - タグが手動モードのときの出力の

位置を追跡します。自動モードに戻る

と、PID  タグは現在と以前の偏差を使用

して出力を計算します。

• バランス  - PID タグが手動モードから自動

モードに切り替わるときに、SAC  プログ

ラムがスムーズに移行できるようにしま

す。目標値をプロセスの測定値に一致す

るようにバランスを取ることによって、

プロセスからエラーが取り除かれます。

• なし  - この移行オプションを無効にしま

す。これがデフォルトです。

ﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸ  ﾀｸﾞ 自動モードと手動モードの間で遷移していると

きの、PID  タグの動作を制御できます。

有効な入力値

• 追跡  - タグが手動モードのときの出力の

位置を追跡します。自動モードに戻る

と、PID  タグは現在と以前の偏差を使用

して出力を計算します。

• バランス  - PID タグが手動モードから自動

モードに切り替わるときに、SAC  プログ

ラムがスムーズに移行できるようにしま

す。目標値をプロセスの測定値に一致す

るようにバランスを取ることによって、

プロセスからエラーが取り除かれます。

• なし  - この移行オプションを無効にしま

す。これがデフォルトです。
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微分時間

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ
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フィールド 説明

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

RB タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値
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フィールド 説明

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。
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フィールド 説明

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。
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フィールド 説明

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例
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フィールド 説明

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

比率値 上流ブロックの値に組み込み定数名を掛けま

す。

有効な入力値

入力信号に掛け合わせる比率を数値で入力して

ください。デフォルト値は  1 です。

バイアス値 比率バイアス式のバイアス定数を指定します。

バイアスでは、エンジニアリング  ユニット  スパ

ンの半分以下または半分以上までの値を調整で

きます。

有効な入力値

入力信号に追加する値を表す、数値定数または

［<タグ>.<フィールド>］形式のタグとフィー

ルド名のペア。

Note:

バイアス定数の範囲は、エンジニアリン

グ  ユニット範囲の関数です。したがっ

て、バイアスに入力信号と同じ  EGU 範

囲を使用する場合は、比率バイアスの 

EGU フィールドに上流ブロックの  EGU 

範囲を入力してください。

オフセット値 上流タグの入力信号から差し引く値を指定しま

す。

有効な入力値
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フィールド 説明

数値定数、または［<タグ>.<フィールド>］形

式のタグとフィールド名のペア。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。
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Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。
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フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。
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電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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フィールド 説明

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値
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フィールド 説明

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

RM タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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フィールド 説明

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。
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フィールド 説明

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。
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フィールド 説明

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

オペレータの下限値 データ  リンクへのオペレータ入力またはプログ

ラム  タグの  SETTARG コマンドから受け取るこ

とができる、目標値の下限を指定します。

有効な入力値

EGU フィールドの上限値および下限値の範囲内

の値。このフィールドに  EGU の下限値を指定す

ることもできます。

オペレータの上限値 データ  リンクへのオペレータ入力またはプログ

ラム  タグの  SETTARG コマンドから受け取るこ

とができる、目標値の上限を指定します。

有効な入力値
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フィールド 説明

EGU フィールドの上限値および下限値の範囲内

の値。このフィールドに  EGU の上限値を指定す

ることもできます。

スキャン周期 SAC プログラムが、このタグとそれにチェーン

されたタグを処理する時間間隔を指定します。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 395

フィールド 説明

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

ﾗﾝﾌﾟ定義

フィールド 説明

目標値  1 タグが到達すべき目標値を指定できます。

有効な入力値

値または、タグとフィールド名（他のブロック

の現在値を使用する場合）。

Note:

プログラム  タグを使ってランプ  タグ

の目標値を設定できます。1  番目の目

標値を設定するには、SETTARG  コマ

ンドを使用します。2  番目と  3 番目の

目標値を設定するには、それぞれ  SET

TARG2、SETTARG3  コマンドを使用し

てください。ランプ  タグの  EGU 範囲外

に目標値がある場合、iFIX  はブロックの

操作リミットの上限と下限に収まる値を

クランプします。

ランプ  レート  1 各段階の目標値に達するまでに、現在の値が変

更される速度を指定できます。

有効な入力値

時間当たりの値。0.00  を指定すると、このラン

プ段階は実行されません。

例

毎秒  1 ずつ増加させるには、このフィールドに 

3600（毎時）を指定します。ランプ  レートの精

度（小数点以下の桁数）は、EGU  範囲に一致し

ます。
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待機時間  1 ランプ  タグが目標値に到達後、次の段階に移行

するまでの待機時間を指定できます。

有効な入力値

時間当たりの値。デフォルトの待機時間は 

0.000 です。最大待機時間は  1000 時間です。

例

1 時間待機するには  1.000 を指定します。

Note:

プログラム  タグを使って、ランプ  ブ

ロックの待機時間を設定できます。1  番

目のステージのランプ  タイムを設定す

るには  SETTIME を使用し、2  番目のス

テージのランプ  タイムを設定するには 

SETTIME2 を使用します。

目標値  2 タグが到達すべき目標値を指定できます。

有効な入力値

値または、タグとフィールド名（他のブロック

の現在値を使用する場合）。

Note:

プログラム  タグを使ってランプ  タグ

の目標値を設定できます。1  番目の目

標値を設定するには、SETTARG  コマ

ンドを使用します。2  番目と  3 番目の

目標値を設定するには、それぞれ  SET

TARG2、SETTARG3  コマンドを使用し

てください。ランプ  タグの  EGU 範囲外

に目標値がある場合、iFIX  はブロックの

操作リミットの上限と下限に収まる値を

クランプします。
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フィールド 説明

ランプ  レート  2 各段階の目標値に達するまでに、現在の値が変

更される速度を指定できます。

有効な入力値

時間当たりの値。0.00  を指定すると、このラン

プ段階は実行されません。

例

毎秒  1 ずつ増加させるには、このフィールドに 

3600（毎時）を指定します。ランプ  レートの精

度（小数点以下の桁数）は、EGU  範囲に一致し

ます。

待機時間  2 ランプ  タグが目標値に到達後、次の段階に移行

するまでの待機時間を指定できます。

有効な入力値

時間当たりの値。デフォルトの待機時間は 

0.000 です。最大待機時間は  1000 時間です。

例

1 時間待機するには  1.000 を指定します。

Note:

プログラム  タグを使って、ランプ  ブ

ロックの待機時間を設定できます。1  番

目のステージのランプ  タイムを設定す

るには  SETTIME を使用し、2  番目のス

テージのランプ  タイムを設定するには 

SETTIME2 を使用します。

目標値  3 タグが到達すべき目標値を指定できます。

有効な入力値

数値または、ブロックとフィールド名（他のタ

グの現在値を使用する場合）を入力してくださ

い。
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フィールド 説明

Note:

プログラム  タグを使ってランプ  タグ

の目標値を設定できます。1  番目の目

標値を設定するには、SETTARG  コマ

ンドを使用します。2  番目と  3 番目の

目標値を設定するには、それぞれ  SET

TARG2、SETTARG3  コマンドを使用し

てください。ランプ  タグの  EGU 範囲外

に目標値がある場合、iFIX  はブロックの

操作リミットの上限と下限に収まる値を

クランプします。

ランプ  レート  3 各段階の目標値に達するまでに、現在の値が変

更される速度を指定できます。

有効な入力値

時間当たりの値。0.00  を指定すると、このラン

プ段階は実行されません。

例

毎秒  1 ずつ増加させるには、このフィールドに 

3600（毎時）を指定します。ランプ  レートの精

度（小数点以下の桁数）は、EGU  範囲に一致し

ます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 399

フィールド 説明

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。
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フィールド 説明

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。
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有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。
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フィールド 説明

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。
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フィールド 説明

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。
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フィールド 説明

有効な入力値

80 文字までの文字列。

SC タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例
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AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

SC の詳細と定数

フィールド 説明

ブロックに追加 統計制御ブロックの調整値を指定したタグに渡

します。タグはこの調整値を次に追加できま

す。

• アナログ出力ブロックの現在値

• PID ブロックの目標値。

• ランプ  ブロックの目標値。

有効な入力値

tag.field フォーマットのタグとフィールド名の

組み合わせ。

ステータスの再計算 値が調整され、遅延時間が経過した後で、上流

の統計データタグの上方および下方管理限界値

を再計算します。

有効な入力値

チェック  ボックスをオンにすると制限値が再計

算されます。チェック  ボックスをオフにする
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と、以前に設定した制御リミットが維持されま

す。

アラーム抑制 統計データ  タグが新しいグループのセットを処

理するまで、アラームの生成を抑制します。

有効な入力値

アラームを抑制する場合はチェック  ボックス

をオンにします。アラームを生成する場合は

チェック  ボックスをオフにします。

メッセージの追跡 タグが値を調整するたびに、統計制御ブロック

のアクティブなアラーム転送先にメッセージを

送信します。

有効な入力値

メッセージを送信する場合はチェック  ボックス

をオンにします。メッセージを抑制する場合は

チェック  ボックスをオフにします。

計算された調整値を表示 計算された最新の調整値を  iFIX WorkSpace に表

示します。

有効な入力値

block.A_CV をエントリとして使用して、デー

タ  リンクから調整値を表示する場合はチェック 

ボックスをオンにします。これを表示しない場

合はチェック  ボックスをオフにします。

Note:

［調整計算を表示］オプションを有効に

すると、計算された調整値をピクチャに

表示できます。これらの値を使用して、

より正確に微調整パラメータを調整でき

ます。ブロックが下流ブロックに送信す

る値だけを表示させる場合は、A_SENT 

をデータ  リンクで使用します。
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スロープ定数 上流の統計データ  タグにある、プロットされた 

XBAR 値のスロープに、指定した値を乗算しま

す。スロープ定数は浮動小数点スケール  ファク

タです。

有効な入力値

-99,999.0 ～  900,000.0 の範囲の値。

偏差定数 XBARBAR からの  XBAR 値の平均偏差を指定し

た値で乗算します。偏差定数は浮動小数点ス

ケール  ファクタです。

有効な入力値

適切な浮動小数点。

遅延時間 統計制御タグの休止期間を指定します。この期

間は、調整値を受け取ってからプロセスが休止

している期間のことです。この間、スキャン、

アラーム、制御（SAC）プログラムは、上流の

統計データ  タグのアラームを抑制し、統計制御

タグはそれ以上の調整を行いません。

有効な入力値

1 ～  32767（秒）の時間。

Tip:

上流ブロックが少なくとも  1 つのフル

セットのデータ  グループを読み込む時

間を設定してください。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す
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るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。
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有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。
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［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。
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• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。
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フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 413

フィールド 説明

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

SD タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。
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使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

制限とスケーリング

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）
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• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ
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まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

トリガ･タグ 統計データ  ブロックが［入力タグ］フィールド

で指定したブロックのサンプリングを開始する

タイミングを制御する、デジタル  タグを指定し

ます。デジタル  タグがオープンからクローズに

移行すると、統計データ  タグは入力タグをサン

プリングします。

有効な入力値

1 または  0 を返すブロック  フィールド（F_CV 

フィールド）の名前。

入力スコア この統計データ  タグの入力ソースを指定できま

す。

有効な入力値

• アナログ  アラーム、アナログ入力、アナ

ログ出力、または汎用演算タグの名前。

• 空白、オペレータまたは  Easy Database 

Access プログラムからの入力値を示しま

す。

グループ この統計データ  タグの入力ソースを指定できま

す。

有効な入力値

アナログ  アラーム、アナログ入力、アナログ出

力、または汎用演算タグの名前。

空白、オペレータまたは  Easy Database Access 

プログラムからの入力値を示します。

サンプル数/グループ： 統計データ  タグが収集する、1  グループあたり

のサンプル数を指定します。

有効な入力値
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有効な範囲は  1 ～  25 で、0  を指定すると完全な

四角形に、100  を指定すると完全な楕円になり

ます。

Note:

［サンプル数/グループ］フィールド

は、iFIX  WorkSpace のデータ  リンクで

変更できます。サンプル数を変更した

ら、統計データ  タグをいったんオフ  ス

キャンにして変更内容を有効にし、再度

オン  スキャンにして新しい値で再開し

ます。

待ち時間 統計データ  タグが、あるグループの最後のサン

プルを収集してから、次のグループの最初のサ

ンプルを収集するまでに待機する時間（秒）を

指定します。

有効な入力値

0 ～  32767 秒の値。

Note:

待ち時間は、タグが自動モードの場合の

み有効です。

CTL リミット計算モード 制御、警告、仕様の各リミット値の計算モード

を指定します。

有効な入力値

• 起動時  - 起動後に、XBAR、R、S  チャー

トの各リミット値は再計算されません。

この選択肢がデフォルトです。オペレー

タは  WorkSpace のデータ  リンクを通し

て、いつでもこれらのリミット値を変更

できます。
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• 常時  - 各リミット値は、移動平均法に

よって更新されます。オペレータからの

入力値は、グループが更新されるときに

上書きされてしまいます。

• なし  - XBAR、R、S  チャートの各リミッ

トは、デフォルトを基準にして計算され

ます。起動前、起動後に関わらず、オペ

レータはいつでも値を入力できます。ブ

ロックによってこれらの値が上書きされ

ることはありません。

Note:

リミット値を手動で入力する場合、そ

の入力値は、ブロックが自動計算するも

のになるべく近い値でなければなりませ

ん。そうでなければ、統計アラームとコ

ントロール  チャートの信頼性が損なわ

れます。

XBB 計算モード XBARBAR、SBAR、RBAR  の計算モードを指定

します。

有効な入力値

• 起動時  - 起動後には、アラーム制

限、XBARBAR、RBAR、SBAR  の各値は

再計算されません。この選択肢がデフォ

ルトです。オペレータは  WorkSpace の

データ  リンクを通して、いつでもこれら

の値を変更できます。

• 常時  - アラーム制限の値は、移動平均法

によって更新されます。オペレータから

の入力値は、グループが更新されるとき

に上書きされます。

• なし  - アラーム制限、XBAR、R、S  の値

は、デフォルトを基準にして計算され

ます。起動前、起動後に関わらず、オペ
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レータはいつでも値を入力できます。タ

グによってこれらの値が上書きされるこ

とはありません。

Note:

リミット値を手動で入力する場合、そ

の入力値は、ブロックが自動計算するも

のになるべく近い値でなければなりませ

ん。そうでなければ、統計アラームとコ

ントロール  チャートの信頼性が損なわ

れます。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン
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をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。
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Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 423

フィールド 説明

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

XBAR の  N ﾎﾟｲﾝﾄ制御ﾘﾐｯﾄ  ｱﾗｰﾑ 指定したグループ数の  XBAR の値が  制御リミッ

ト（±  3 Sigma）をオーバーしたときに、ア

ラームを生成します。

制御ﾘﾐｯﾄ  ｱﾗｰﾑのｸﾞﾙｰﾌﾟ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

XBAR の  N ﾎﾟｲﾝﾄ警告ﾘﾐｯﾄ  ｱﾗｰﾑ 指定したグループ数の  XBAR の値が警告リミッ

ト（±  2 Sigma: 警告リミット  = 2/3 x 制御リ

ミット）をオーバーしたときに、アラームを生

成します。

警告ﾘﾐｯﾄ  ｱﾗｰﾑのｸﾞﾙｰﾌﾟ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

XBAR の  N ポイント仕様リミット 指定したグループ数が制御リミットの範囲外に

なった場合、アラームを発生させます。指定し

たグループ数が制御リミットの範囲外になった

場合、アラームを発生させます。

仕様リミット  アラームのグループ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

RBAR の  N ポイント  アラーム 指定したグループ数の  R（範囲）の値が  R 制御

リミットをオーバーしたときに、アラームを生

成します。

RBAR アラームのグループ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

SBAR の  N ポイント  アラーム 指定されたグループ数が標準偏差の制御リミッ

トを超えたときにアラームを生成します。
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SBAR アラームのグループ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

ﾗﾝのﾄﾚﾝﾄﾞ  ｱﾗｰﾑ 指定されたグループ数が標準偏差の制御リミッ

トを超えたときにアラームを生成します。

トレンド  アラームのグループ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

ラン  アラームの長さ 指定した数の、連続して  XBARBAR を上回る、

または連続して  XBARBAR を下回る  XBAR の値

が見つかったときに、アラームを生成します。

長さアラームのグループ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

Nﾎﾟｲﾝﾄ･ｸﾘﾃｨｶﾙ･ﾗﾝ  - XBAR 平均と一連のサンプルが交差する回数が、指定

した数よりも小さいときに、アラームを生成し

ます。

ｸﾘﾃｨｶﾙ  ﾗﾝ  ｱﾗｰﾑのｸﾞﾙｰﾌﾟ数 ［グループ］列に適切なグループ数を入力する

と、タグはアラーム  エリアにアラームを送信で

きます。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。
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収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。
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コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 427

フィールド 説明

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ
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アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。
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アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

SQD タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。
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フィールド 説明

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

ﾃﾞｰﾀの定義

フィールド 説明

タグ  1 ～  20 リレーショナル  データベースや  iFIX プロセ

ス  データベースのデータを格納するタグと

フィールド名のペアを最大  20 個入力しま

す。Tag.Field  の方向（In  または  Out）に応じ

て、SQL  システム  タスクは、タグとフィールド

の値を読み込んでリレーショナル  データベース

に書き込むか、リレーショナル  データベースか

ら選択された値を読み込んで、指定されたタグ

とフィールドに書き込みます。

フィールド  エントリには、タグで利用可能な

任意の  ASCII（A_）または浮動小数点（F_）

フィールドを指定できます。また、このフィー
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フィールド 説明

ルドには、SQL  のキーワードを指定することも

できます。

方向  1 ～  20 最大  20 個のタグとフィールド名のペアに対し

て、プロセス  データベースとリレーショナル 

データベースとの間のデータ転送の方向を指定

します。有効な入力値：

• IN - リレーショナル  データベースから

データを受け取り、ブロック  フィールド

に格納します。OUT  -ブロック  フィール

ドのデータをリレーショナル  データベー

スに送ります。

• 単一の  SQL コマンドは両方向で使用でき

ます。

Note:

ほとんどの  SQL コマンドは、リレー

ショナル  データベースの値を削除、選

択、更新、または挿入します。リレー

ショナル  データベースから値を選択

する場合、タグは各データ  ポイントの

［方向］フィールドの値を  In に設定し

ます。タグは、行の挿入や更新の際、

または「where」節を持つ  SELECT コマ

ンドの中で、プロセス  データの値をリ

レーショナル  データベースに送信しま

す。この場合、タグは各データ  ポイン

トの［方向］フィールドの値を  Out に

設定します。

リセット  ステータス  タグ  1 - 20 SQL トリガとデータ  タグ  チェーンが実行され

るたびに、プロセス  データベースの数値または

テキスト  データをクリアできます。このフィー

ルドでは、SQL  Trigger タグが実行されるたび

に、SQL  Data タグによって取得される実際の
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フィールド 説明

データの監視をより適切に制御できます。有効

な入力値：

• なし  - タグがフィールドをリセットする

のを防ぎます。

• 空白  - フィールド内のテキスト  データを

削除します。一般的に、この設定はタグ

の［説明］フィールドからテキストを取

得するときに使用されます。

• ゼロ  - 指定されたタグとフィールドに数

値のゼロを書き込みます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。
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フィールド 説明

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。
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フィールド 説明

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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フィールド 説明

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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フィールド 説明

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。
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フィールド 説明

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

SQT タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

SQL 定義と日付ﾌｨﾙﾀ

フィールド 説明

SQL コマンド名 SQL トリガ  タグの実行時に  SQL システム  タス

クが使用する  SQL コマンド  エイリアスを指定し

ます。SQL  コマンドは、SQL  ライブラリ  テーブ

ルに格納されます。表の各行は、SQL  コマンド

とエイリアスで構成されています。Database  ID 

フィールドが指定されている場合、そのデータ

ベース  ID は  SQL コマンドの  SQL LIB と  SQL 名

の検索に使用され、このブロック内に設定され

たデータベース  ID は  SQL データベースの  DATA 

部分にのみ使用され、SQL  LIB 部分には使用さ

れません。

有効な入力値

8 文字までのエイリアス。小文字は自動的に大

文字になります。

データベース  ID この  SQT ブロックが使用するリレーショナル 

データベース（データ  ソース）を指定します。

ここでデータベース  ID を指定すると、SQL  コ

マンドの  SQL LIB および  SQL 名を検索し、SQL 

LIB の場所に関連するブロック設定を上書きす

るために使用されます。

イベント開始日付 SQL トリガ  タグを実行する日付を指定します。

有効な入力値
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• 1 ～  31 - タグを開始するカレンダ日付を

指定します。

• 日、月、火、水、木、金、土  - タグをト

リガする曜日を指定します。

• すべて  - ［イベント時刻］または［イベ

ント  タグ］フィールドに基づいてブロッ

クを実行します。

• なし  - 時間とタグに基づくイベントをす

べて無効にします。

Note:

このフィールドの設定値が［終了日付］

よりも遅い場合、このブロックは週や

月の終わりを通り越して次の週や月まで

トリガをかけ続けます。また、［開始日

付］フィールドに「すべて」や「なし」

を指定する場合、［終了日付］フィー

ルドは常に「なし」でなければなりませ

ん。

イベント終了日付 SQL トリガ  タグが停止する日付を指定します。

このフィールドを設定するときは、次のガイド

ラインを参考にしてください。

• ［開始日付］が［終了日付］よりも遅い

場合、このタグは週や月の終わりを通り

越して次の週や月までトリガをかけ続け

ます。

• 終了時刻や周期を指定しない場合、この

タグは開始時刻に  1 回実行します。

• 周期を指定して終了時刻を指定しなかっ

た場合、タグでは暗黙的な終了時刻の 

24:00:00（午前  0 時）が使用されます。

有効な入力値
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フィールド 説明

• 1 ～  31 - タグが停止するカレンダ日付を

指定します。

• 日、月、火、水、木、金、土  - タグが停

止する曜日を指定します。

• なし  - これを指定すると、タグは開始日

付と同じ日に停止します。

例外ｲﾍﾞﾝﾄに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、このタグとそれにチェーン

されたタグを処理する時間間隔を指定します。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。
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時間とﾌﾞﾛｯｸ  ｲﾍﾞﾝﾄ

フィールド 説明

イベント開始時刻 SQL トリガ  タグが実行される時刻を、00:00:00 

～  23:59:59 の範囲内で指定します。［開始時

刻］フィールドを定義する場合は次のガイドラ

インを参考にしてください。

• ［開始時刻］フィールドを空白のままに

した場合、SQL  トリガ  タグは日付や時刻

に基づいて実行されません。

• 終了時刻を指定せずに開始時刻を指定し

た場合、［開始日付］と［終了日付］

フィールドで指定された日付範囲内の毎

日、指定された時刻に  1 回ブロックがト

リガをかけます。

• 開始時刻と終了時刻を指定して［イベン

ト周期］を指定しない場合、このブロッ

クはスキャン周期に基づいてトリガをか

けます。

イベント終了時刻 SQL トリガ  タグが停止する時刻を、00:00:00 

～  23:59:59 の範囲で指定します。［開始時刻］

フィールドを定義する場合は次のガイドライン

を参考にしてください。

• 終了時刻を指定しない場合、このタグは

午前  0 時に自動的に停止します。

• ［開始時刻］と［イベント周期］を定義

し、［終了時刻］を定義しない場合、タ

グは［開始日付］および［終了日付］

フィールドの日付範囲内で毎日  1 回実行

されます。タグは、［終了時刻］を  1 日

の終わりと想定します。

ｲﾍﾞﾝﾄ周期 SQL トリガ  タグが開始時刻に達した後にトリガ

をかける頻度を、00:00:00  ～  23:59:59 の範囲で

指定します。周期を設定するときは、次のガイ

ドラインを参考にしてください。
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• このタグのスキャン周期よりも短い時間

を指定すると、このタグはスキャンされ

るたびにトリガをかけます。それ以外の

場合は、周期の時間に従ってタグはトリ

ガをかけます。

• 開始時刻と終了時刻を指定した場合、タ

グは開始時刻に  1 回と、その後、終了時

刻になるまで指定したイベント周期でト

リガをかけ続けます。その後、「開始日

付」と「終了日付」フィールドで指定さ

れた日付範囲内であれば、再び開始時刻

に達するまでタグは停止します。

• 一度始まった周期は、［開始日付］およ

び［終了日付］フィールドで指定された

範囲外の日付に及んだ場合は、常に終了

します。

ｲﾍﾞﾝﾄ･ﾀｸﾞ SQL トリガ  タグをアクティベートするタグ名と

フィールド名のペアを指定します。指定したイ

ベント  タグの値が  0 から  0 以外の値に変更され

たとき、0  以外の値から  0 に変更されたとき、

または単に値が変更されたときにトリガするよ

うにタグを設定できます。

有効な入力値

• ASCII フィールド（A_）を指定する場合

には、［値の変化］イベント  タイプに

よってのみタグをトリガできます。

• 浮動小数型フィールド（F_）を指定す

る場合には、［値の変化］、［High  => 

Low］、［Low  => High］のいずれのイ

ベント  タイプでもタグをトリガできま

す。最小値は  0、最大値は  0 以外と定義

されているため、アナログ  タグを使用で

きます。
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• イベント  タグとタイプによってタグをト

リガするには、現在の日または日付が、

［開始日付］および［終了日付］フィー

ルドで指定された日付範囲内にある必要

があります。

確認タグ 制御装置が  SQL トリガ  タグの動作を確認するに

は、アナログ  タグまたはデジタル  タグ（最小値

は  0、最大値は  0 以外）のフィールドを指定し

ます。制御装置は、このフィールドに入力され

たタグとフィールドの値を調べることによって

これを行います。これによって、制御装置側で

はメモリ上に保持していた前のデータを消去し

て、新しいデータを収集することができます。

さらに、このフィールドを［イベント  タグ］

フィールドおよび［イベント  タイプ］フィール

ドと組み合わせて使用して、デバイスと  SQL ト

リガ  タグ間の同期を確立できます。

Important:

確認タグに指定するブロック  フィール

ドは、浮動小数点タイプ（F_）でなけれ

ばなりません。またこれは、イベント 

タイプが［High  => Low］または［Low 

=> High］のときにのみ使用可能です。

例

制御装置が値を設定する場合は、プロセス  デー

タベースのすべての値を保持し、変更する確認

タグの値を待機します。値を設定すると、制御

装置は  SQL トリガ  タグをトリガします。これに

より、SQL  システム  タスクは下流の  SQL デー

タ  ブロックを処理し、確認タグに  0 以外の値を

書き込みます。これに応じて、制御装置は設定

した値をクリアし、処理を再開します。
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確認タグをリセットするようにハードウェアを

設定していない場合は、EVENT  タグが  SQT を

トリガしてデフォルトの位置に戻すと、確認タ

グは  0 にリセットされます。

イベント種別 ［イベント  タグ］フィールドと組み合わせて 

SQL トリガ  タグを開始するイベントのタイプを

指定します。次の中から選択してください。

• 値の変化  - ［イベント  タグ］フィールド

の値が変化すると、タグを開始します。

このイベント  タイプを使用するには、

イベント  タグとして任意の  ASCII フィー

ルド（A_）または浮動小数型フィールド

（F_）を指定します。たとえば、「A_

CUALM」です。

• Low => High ‐ イベント  タグ  フィールド

の値が  0 から  0 以外になると、タグが開

始されます。このイベント  タイプを使用

するには、イベント  タグとして浮動小数

型フィールド（F_）を入力します。例：

F_CV.

• High => Low - イベント  タグ  フィールド

の値が  0 以外から  0 になると、タグが開

始されます。このイベント  タイプを使用

するには、イベント  タグとして浮動小数

型フィールド（F_）を入力します。たと

えば、「F_CV」です。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す
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るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値
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INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例
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1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。
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［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま
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す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい
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はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。
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前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

テーブル  モード SQL データ  タグの  SELECT モードを指定しま

す。次の中から選択してください。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 454

フィールド 説明

• 単一行  - SQL データ  ブロックは、SELECT 

コマンドから  １行のみを受け取ります。

• 複数行  - SQL データ  ブロックは、SELECT 

コマンドから複数の行を受け取り、個々

のブロックに値を書き込みます。

• 配列モード  - SQL データ  ブロックは、S

ELECT  コマンドから複数の行を受け取

り、レジスタ  ブロックに値を書き込みま

す。レジスタ  ブロックは、SELECT  コマ

ンドから返される各列につき  1 つずつ設

定します。

コマンド  タイプ 以下のいずれかを選択します。

• SQL コマンド  - コマンド  タイプが  SQL コ

マンドのときに選択します。これを選択

したときは、［基本］タブの［SQL  名］

フィールドに  SQL コマンド名を指定して

ください。

• プロシージャ  - コマンド  タイプが  SQL コ

マンドのときに選択します。これを選択

したときは、［基本］タブの［SQL  名］

フィールドに  SQL コマンド名を指定して

ください。

バックアップ  データ リレーショナル  データベースに問題が発生した

場合に、プロセス  データをバック  アップするよ

うに  SQL トリガ  タグを有効化します。

Note:

SQL ソフトウェア  オプションでは、

サーバとの接続がいつ再確立されるかが

予測できないため、SELECT  コマンドの

リクエストはバックアップの対象となっ

ていません。SELECT  コマンドは値をプ

ロセス  データベースに挿入するため、

挿入のプロセスは接続が再確立されるた
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フィールド 説明

びにではなく、制御された予測可能な方

法で実行される必要があります。

行 SELECT モードに応じて、次のように指定しま

す。

• 単一行  - 複数行が返される場合、結果

データを抽出する開始行を指定します。

• 複数行  - 結果データを抽出する開始行を

指定します。

• 配列モード  - 返される行数を指定しま

す。

Col SELECT コマンドで設定された列の数を指定し

ます。

SS タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン
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フィールド 説明

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。
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フィールド 説明

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。

シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。
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フィールド 説明

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。

スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。

制限と入力

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、タグが値

を  15 に制限します。10  の値を出力するには、

下限値を  10 以下にする必要があります。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、下

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。
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フィールド 説明

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  150 で上限値が  100 の場合、タグが

値を  100 に制限します。150  の値を出力するに

は、150  以上の上限値を入力する必要がありま

す。

演算タグで  1.236 の出力値を生成するには、上

限フィールドに  3 桁以上の小数桁を指定してく

ださい。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例
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フィールド 説明

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

スケールの有効化 このタグのスケールのオンとオフを切り替えで

きます。

スケールをオンにすると、入力センサーからの

受信データは、指定されたデータ範囲に変換さ

れます。

Note:

リニア  スケールとシグナル  コンディ

ションは同時に適用できません。リニア 

スケールを選択すると、シグナル  コン

ディションは「なし」に設定されます。

例

スケールを使えば、華氏温度の受信データを摂

氏に変換して出力できます。

入力  1 ～  6 シグナル  セレクト  タグが入力データを受け取る

場所を指定します。シグナル  セレクト  タグの入

力には、任意の  EGU レンジを指定できます。た

だし、入力の値が指定された  EGU の範囲外であ

る場合、タグはそれを最高または最低の許容値

にクランプします。

有効な入力値

［<タグ>.<フィールド>］形式のタグとフィー

ルド名のペア、または数値定数。名前付きブ

ロックは、シグナル  セレクト  タグと同じデー
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フィールド 説明

タベースに存在する必要があります。入力項目

には、ゼロ（0）が含まれることもあります。

［選択モード］フィールドで［低］を選択した

場合、シグナル  セレクト  タグは、すべての［入

力］フィールドに入力された値の中で最も低い

値であれば、ゼロのエントリを処理します。

Note:

入力  1 は常にアップストリーム  タグ

で、アップストリーム  ブロックの［次

ブロック］フィールドを介してシグナル 

セレクトタグに結び付けられます。

選択モード シグナル  セレクト  タグが入力値を使って出力

値を計算する方法を指定できます。iFIX  Work

Space の変更可能なデータリンク、プログラム 

ブロックからの  SETSEL コマンド、または  Easy 

Database Access プログラムで、選択された

モードフィールドを変更できます。次の中から

選択してください。

• 入力  1 ～  6 - 指定された入力値をそのまま

出力します。

• 平均  - すべての入力値の平均を出力しま

す。

• 良好  - 最初の良好な入力を出力します。

良好な値とは、タグの  EGU の範囲内の値

です。

• 高  - 入力値の中で最も高い値を出力しま

す。

• 低  - 入力値の中で最も低い値を出力しま

す。

• 合計  - すべての入力値の合計を出力しま

す。

注記
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フィールド 説明

• レシピをロードする場合は、通常入力値 

5 が指定され、レシピのロード時に次の

タグに渡される特定の入力値から値を求

めます。

• 選択モードが［平均］または［合計］

で、いくつかの入力が不正またはオフ  ス

キャンになっている場合、シグナル  セ

レクト  タグは、これらの入力値を無視

し、残りの入力値について合計を計算し

ます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。
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フィールド 説明

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。
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フィールド 説明

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：
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フィールド 説明

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。
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フィールド 説明

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。
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フィールド 説明

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

TM タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。
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全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。
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フィールド 説明

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

タイマとセットアップのオプション

フィールド 説明

タイミング方向 タイマ  タグの値を増加または減少できます。増

加がデフォルトの方向です。

目標値 アラームが有効な場合に以下のイベントをトリ

ガする値を指定します。

• アラームを生成します。

• ［アラーム  タグ］フィールドに入力があ

る場合は、指定したデジタル  ブロックを

閉じます。

• カウントを継続します。

Note:

アラームが無効の場合、ブロックはこの

値に達するとカウントを続けます。

有効な入力値

tag.field 形式のタグとフィールドのペア、ま

たは  ddd:hh:mm:ss 形式の  365:23:59:59 まで

の数値を指定します。デフォルトの目標値は 

365:00:00:00 です。

ddd:hh:mm:ss の形式で数値を入力すると、タグ

は入力された値を表示する際に、内部使用のた

めに時間を秒に変換します。同様に、タイマ  タ

グは、タグとフィールドのペアの値を、内部使

用のために秒に変換します。この機能により、
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フィールド 説明

タイマ  タグは、他のタグがどのように値を保存

しているかに関わらず、他のタグの値を使用で

きます。

初期設定値 タグの初期値を指定します。このフィールド

は、タグがリセットされたときの値も制御しま

す。

有効な入力値

tag.field 形式のタグとフィールドのペア、ま

たは  ddd:hh:mm:ss 形式の  365:23:59:59 ま

での数値を指定します。デフォルトの目標値

は、000:00:00:00  です。

Note:

［初期設定値］フィールドにタグ名

（tag.field）を使用する場合は、［起動

時にクリア］チェック  ボックスをオン

にする必要があります。

起動時にｸﾘｱ データベースの保存時にタイマ  タグで最後に

保存された値を保持するか、データベースの再

ロード時（システムの起動時やデータベースの

再ロード  コマンドを使用したとき）に値をゼロ

にリセットするどうかを指定します。

• 最後に保存した値を保持する場合は、

［起動時にクリア］のチェック  ボックス

をオフにします。

• カウンタを特定の値にリセットする場合

は、［起動時にクリア］チェック  ボック

スをオンにして、［初期設定値］フィー

ルドに値を指定します。

• カウンタをゼロにリセットする場合は、

［起動時にクリア］チェック  ボックスを

オンにして、［初期設定値］フィールド

を空白にします。
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フィールド 説明

• ［初期設定値］フィールドにタグを使用

する場合は、［初期設定値］フィールド

にタグ名を指定し、［起動時にクリア］

チェック  ボックスをオンにします。

ﾘｾｯﾄ･ﾀｸﾞ タイマ  ブロックをリセットするタイミングを

制御するタグを指定します。ここで指定したブ

ロックの値が  0 から  1 に変化したとき、タイマ 

タグは［初期設定値］フィールドの値にリセッ

トされ、すべてのアラームがクリアされます。

有効な入力値

以下のいずれかのタグ  タイプ。

• デジタル  アラーム

• デジタル入力

• デジタル出力

• ブール型

Note:

上流のブロックをオフ  スキャンにする

と、タイマ  タグが停止します。上流の

ブロックが再びスキャンに置かれると、

［起動時にクリア］フィールドで定義さ

れたとおりにタイマ  タグが再起動しま

す。

保持タグ 一時停止タグの値がゼロから  1 になったときに

タイマ  タグのカウントを一時的に停止するオプ

ションのデジタル  タグを指定します。値が  1 か

ら0に変わると、タグはカウントを再開します。

有効な入力値

F_CV フィールドを持つタグ名です。
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アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

優先度 このタグのアラームの優先度を指定できます。

アラームの優先度が  SCADA ノードのアラーム

優先度以上の場合、iFIX  はそのノードに指定さ

れたすべてのアラーム転送先にこのアラームを

送ります。アラームの優先度が  SCADA ノード

のアラーム優先度より小さい場合は、アラーム

は自動的に確認応答およびﾌｨﾙﾀｰ処理され、ア

ラーム転送先には送られません。しかし、現在
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フィールド 説明

のアラームやラッチ  アラームを表示するように

設定されているデータ  リンクには、アラームが

表示されます。

有効な入力値

INFO（情報）、LO

LO、LOW（低）、MEDIUM（中）、HIGH（高）、HIHI、CRITI

CAL（危険）のいずれかを選択してください。

Note:

タグ  アラームを受け取るには、システ

ム構成設定ユーティリティ（SCU）で有

効になっている各アラーム  サービスに

対し、適切なアラーム  エリアを割り当

てる必要があります。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

アラーム接点モード ［アラーム設定］フィールドに指定したデジタ

ル  タグを、オープンするタイミングを指定しま

す。次の中から選択してください。

• 確認応答  - オペレータがアラームに確認

応答すると、デジタル  タグが開きます。

このモードはデフォルトです。

• 正常復帰  - アラームが解除されるとデジ

タル  タグが開きます。

• すべてクリア  - アラームが確認され、ク

リアされたときに、アラーム  タグは開き

ます。

• なし  - デジタル  タグは開きません。

アラーム接点タグ タイマ  タグが［目標値］フィールドで指定され

た値に達すると閉じるデジタル  タグを指定でき
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フィールド 説明

ます。デジタル  タグがアラームを制御してい

る場合は、タグが閉じると外部ホーンが鳴りま

す。デジタル  タグがデジタル接点を制御する場

合は、接点が閉じます。

有効な入力値

次の名前：

• デジタル出力タグ

• デジタル入力タグ

• デジタル  アラーム  タグ（マニュアル 

モード時）

Note:

アラームを無効にすると、このフィール

ドでアラートが生成されなくなります。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例
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フィールド 説明

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。
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フィールド 説明

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま
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フィールド 説明

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。
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フィールド 説明

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 481

フィールド 説明

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

次の  Blk 処理 スキャン、アラーム、制御（SAC）プログラム

がチェ―ン内の次のタグを処理するタイミング

を指定します。次の中から選択してください。

• 常時  - タイマ  ブロックが目標値に達す

るのを待たずに、タグを処理するよう 

SAC（スキャン、アラーム、制御）プロ

グラムに指示します。［常に］がデフォ

ルトの状態です。

• 時刻  - タイマ  タグが目標値に達する

と、SAC  にタグの処理を指示します。

TR タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合
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フィールド 説明

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。
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制限とｵﾌﾟｼｮﾝ

フィールド 説明

下限 タグの最小値を入力できます。

有効な入力値

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、タ

グの出力が  10 で下限値が  15 の場合、ブロック

が値を  15 に制限します。10  の値を出力するに

は、下限値を  10 以下にする必要があります。

汎用演算ブロックで  1.236 の出力値を生成する

ためには、下限値に  3 桁以上の小数桁を指定し

てください。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

上限 タグの最大値を入力できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

このフィールドには、以下の  3 種類の形式で上

限値を設定できます。

• 標準の整数。

• 拡張  10 進表記（範囲：-9999999  ～ 

9999999）

• 指数表記（範囲：+/-3.4E-38 ～  +/-3.4E

+38）

• （範囲：符号付き整数の場合  -32768 

～  32767、符号なし整数の場合  0 ～ 

65535、3BCD  の場合  0 ～  999、12  桁  2 

進数の場合  0 ～  4095）

Note:

I/O ドライバによっては、エンジニアリ

ング  ユニット範囲に対して、ある制限

値を設けていることがあります。詳細情

報は、お使いの  I/O ドライバのマニュア

ルを参照してください。

計算タグまたはシグナル  セレクト  タグでは、ブ

ロックの出力が  150 で、上限値が  100 の場合、

ブロックが値を  100 に制限します。150  の値を

出力するには、150  以上の上限値を入力する必

要があります。

汎用演算ブロックで  1.236 の出力値を生成する

ためには、上限値に  3 桁以上の小数桁を指定し

てください。

指数表記を使用している場合は、最大  6 桁の精

度付き小数点を設定できます。範囲は正または

負に設定できます。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値
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フィールド 説明

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 

ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

バッファ  クリア  ステータス ブロックがオン  スキャンになるたびに、ブロッ

クのデータ  バッファをクリアします。

入力 トレンド  ブロックが格納するタグとフィールド

の名前を指定します。このフィールドを空白に

すると、トレンド  ブロックは上流のブロックか

ら渡される値を格納します。

有効な入力値

tag.field（F_CV）形式のタグとフィールド名の

ペアです。

Note:

トレンド  タグをチェーンするには、ト

レンド  ブロックの名前に続けて  F_INP 

フィールドを入力します。

圧縮ファクタ フィールドに入力されたサンプルの数を収集

し、その平均値を出して最大  80 個の平均値を保

存することで、トレンド履歴に保存するデータ

量を増やします。

有効な入力値

1 ～  255 の値。

例
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フィールド 説明

スキャン周期が  10 秒で、［平均圧縮］フィール

ドに「5」と入力した場合、トレンド  タグは  5 

つのサンプルの  80 個の平均値のトレンド履歴を

作成します。したがって、このブロックは、ス

キャン周期  400 回分（5  x 80）のデータ、また

は  66.66 分（4000  秒）のトレンド履歴を表すこ

とになります。

Note:

このフィールドを使用しても、［次ブ

ロック］フィールドから下流ブロックへ

のデータの転送が遅延することはありま

せん。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。
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フィールド 説明

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。
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フィールド 説明

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。
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フィールド 説明

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値
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フィールド 説明

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ

のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値
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フィールド 説明

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

TT タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値

タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大
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フィールド 説明

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。

アラーム  オプション

フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。
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Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。

有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。
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フィールド 説明

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。



構成ハブ  ドキュメント  | 2 - iFIX Web 構成  | 495

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり
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ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。

拡張オプション

フィールド 説明

表示フォーマット オペレータ表示画面で小数点の右側に表示され

る、小数部の桁数を指定します。

有効な入力値

小数部の有効桁数を  0 ～  15 の数値で入力して

ください。

Note:

Proficy iFIX WorkSpace では、表示

フィールドは小数部と整数部の合計で 

15 桁まで可能です。

単位 エンジニアリング  ユニット範囲の説明文を入力

できます。

有効な入力値

33 文字までの文字列。

例

K/㎡、リッタ/分、℃

Note:

この入力値は、iFIX  における変数の計算

または機能に何ら影響を与えません。つ

まりこれは、厳密にエンジニアリング 
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ユニットを識別するための表示ラベルと

して使用されます。

メッセージ  レート チェーンのスキャン周期と測定される量の間の

タイミングの違いを考慮して、タグに補正係数

を計算させます。特に、単位時間とチェーンの

スキャン周期が異なる場合、このフィールドは

必須です。

有効な入力値

HH:MM:SS の時間形式

例

Totalizer タグを使用してタンク内のガロンの総

数を計算していて、タンクへの流れ（ガロン/

分）を測定するアナログ  ブロックがあるとしま

す。

アナログ  タグのスキャン周期が  5 秒で、毎分 

50 ガロンの流れを読み取っている場合、1  分以

内に、毎分  50 ガロンの  12 個の値が  Totalizer 

ブロックに送信されます。各スキャン周期で流

量の測定値が毎回  60（リッタ/分）であるとす

ると、積算ブロックには  1分間に  60（リッタ/

分）の値が計  6 回送られることになります。こ

の結果、1  分間にタンクに注入された液体の合

計量は  360 リッタとなって誤ってしまいます。

• #inputs/period = period/scan time

• corrected total/period = raw total/# inputs

このような場合、［期間］フィールドに

「01:00:600」と指定すれば、その期間におけ

る入力件数がスキャン周期から計算され、入

力値をこの件数で割った結果（60/6  =）が各

スキャン周期で積算されます。このフィールド

に、00:00:00  を指定すれば、ブロックがスキャ
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ンされるたびに、上流ブロックの値が単純に積

算されます。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

前のブロック 前（上流）のタグを表示します。

有効な入力値

なし。このフィールドは読み取り専用です。

次ブロック データベース  チェーンにある次のタグ名を表

示します。［参照］ボタンをクリックしてこの

フィールドのタグを選択できます。

Note:

統計データ  タグでは、［次のブロッ

ク］フィールドで、下流の統計制御タグ
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のタグ名を指定します。他のタグ  タイ

プは有効ではありません。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

TX タグ

このタグには以下の詳細が含まれています。

全般

フィールド 説明

タグ名 タグ名を入力できます。このタグ名はほかのタ

グ、表示画面、またはほかのプログラムによっ

て参照されます。

各タグ名はデータベース内で一意である必要が

あります。タグ名を変更する必要がある場合

は、タグをコピーして名前を変更してくださ

い。

有効な入力値
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タグ名は英数字で開始し、特殊文字を含めて 

256 文字まで指定できます。ただし、数字以外

の文字が  1 文字以上含まれていなければなりま

せん。iFIX  のデータベースでは、タグ名にシン

グル引用符（'  '）の指定はサポートされていま

せん。

使用可能な特殊文字は、ハイフン（-）、アン

ダースコア（_）、スラッシュ（/）、感嘆符

（!）、パイプ記号（|）、シャープ（#）、大

カッコ（[]）、パーセント（%）、ドル記号

（$）です。

無効な入力値

タグ名に次の特殊文字は使用できません。

~ ` + ^ ：?  " * = { } ., ; ? @

例

AI1、CA_10、DI#、4PID、'TEST'

説明 タグに関する任意の説明文を入力できます。

有効な入力値

最大  256 文字のテキスト文字列で、ブロック

とその機能を説明できます。この文字列は各ア

ラーム  メッセージに追加され、オペレータ表示

画面上でも見ることができます。

タイプ タグのタイプ。表示のみのフィールド。

現在値 データベースに登録されているタグの現在値で

す。表示のみのフィールド。更新されている値

がある場合は、［更新］ボタンをクリックする

と更新されます。
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I/O アドレス

フィールド 説明

I/O ドライバ このタグの  I/O ドライバ、OPC  サーバまたは 

OPC UA サーバを選択できます。タグをプラン

ト  フロアのプロセス  ハードウェアと通信させる

には、選択されたドライバまたはサーバが必要

です。

I/O ドライバ、OPC  サーバまたは  OPC UA サー

バを選択する前に、選択されたドライバまたは

サーバをインストールして、SCU  のドライバ  リ

ストに追加しておく必要があります。

I/O アドレス プロセス  ハードウェアでこのタグの保存先およ

び出力の送信先を入力できます。

有効な入力値

ドライバによって異なります。適切な入出力ア

ドレスや設定方法については、I/O ドライバま

たはサーバのマニュアルを参照してください。

CAUTION:

例外イベント依存処理と時間依存処理の

タグに、同じ  I/O アドレスを割り当てな

いようにしてください。これを行うと、

例外イベント依存のタグは、値を失うこ

とがあります。

CAUTION:

Configuration Hub  現在、公開前の  I/O 

アドレスの検証は行っていません。無効

な  IO アドレスをタグに入力したり、モ

デルや置換を介して無効な  I/O アドレス

を生成したりすると、公開が  IO アドレ

スをアクティブ  データベースに設定で

きず、無効な  IO アドレスが削除される

ことがあります。
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シグナル  コンディション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

H/W オプション プロセス  ハードウェアからの入力値の範囲を、

タグの  EGU 範囲にどのように対応させるかを選

択できます。

Note:

シグナル  コンディションとリニア  ス

ケールは同時に適用できません。シグナ

ル  コンディションの値を選択する場合

は、リニア  スケールが選択されていな

いことを確認してください。

有効な入力値

お使いのドライバまたはサーバによります。詳

細情報は、ドライバまたはサーバのマニュアル

を参照してください。

例外イベントに依存 このタグが例外イベント依存処理を行うように

します。
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スキャン周期 SAC プログラムが、タグとそれにチェーンされ

ているタグ（ブロック）を処理する頻度を指定

できます。

有効な入力値

• 0（ワン  ショット処理）

• 0.05 ～  0.95 - 0.05 秒刻み（1  秒未満）

• 1 ～  60 - 1 秒刻み

• 1 ～  60M - 1 分刻み

• 1 ～  24H - 1 時間刻み

例

0.15 と指定すると  15 秒間隔でスキャンされま

す。5  と指定すると  5 秒間隔、10M  と指定する

と  10 分間隔、16H  と指定すると  16 時間間隔で

スキャンされます。

フェーズ時間： SAC プログラムが、このタグをスキャンする

時間をどのくらいずらすかを指定できます。タ

グのスキャン周期が  1 秒または  1 秒未満の場

合、SAC  は、iFIX  の起動またはデータベースの

再ロード時のフェーズ時間で、最初のスキャン

をオフセットします。タグのスキャン周期が  1 

分以上の場合には、SAC  は午前  0 時で最初のス

キャンをオフセットします。

有効な入力値

スキャン周期により異なります。スキャン周期

が時間単位の場合、フェーズは  <時>:<分> であ

る必要があります。スキャン周期が分単位の場

合、フェーズは  <分>:<秒> である必要がありま

す。スキャン周期が秒単位の場合、フェーズは 

<秒> である必要があります。スキャン周期が  1 

秒未満の場合、フェーズは  <1 秒以下> である必

要があります。
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フィールド 説明

アラーム  エリア このタグが生成するアラームやメッセージは、

ここで指定されたアラーム  エリアに表示され

ます。リスト  ボックスの項目をダブルクリック

し、［参照］ボタンでアラーム  エリアを選択す

るか、フィールドにアラーム  エリア名を入力し

ます。

有効な入力値

ALL、または  15 個までのアラーム  エリア名を入

力してください。

アラームの有効化 このタグのアラーム処理を有効または無効にす

るかを指定します。

アラーム処理を有効にすると、タグがアラーム

を生成します。生成されたアラームは、オペ

レータ表示画面のオブジェクトにアラーム条件

を表示して、他のタグがアラームを検知できる

ようにします。

Note:

タグのアラームを無効にすると、その

チェーン全体に影響を与えます。また、

デジタル  アラーム  タグとアナログ  ア

ラーム  タグで［アラーム停止タグ］

フィールドを有効にした場合、ここでの

設定は意味を持ちません。

イベントを有効にする このタグのイベント  メッセージを有効にするか

無効にするかを指定できます。イベント  メッ

セージはアラームに似ていますが、確認応答を

必要としない点で異なります。また、イベント 

メッセージは、アラームの転送先と同じ宛先に

送信されますが、アラーム概要オブジェクトに

は表示されません。
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イベント  メッセージを生成できるタグは、アナ

ログ出力、アナログ  レジスタ、デジタル出力、

デジタル  レジスタ、デジタル入力、テキスト  タ

グのいずれかです。

Note:

時間依存のスキャン周期を持つチェーン

でイベント  メッセージを使用するとき

は、注意が必要です。このチェーンのス

キャン周期が短い場合、アラーム  ファ

イル（ディスクまたはプリンタ）への出

力が大量になることがあります。イベン

ト  メッセージは、例外イベント依存ま

たはワン  ショットのチェーン、あるい

はスタンドアロンの出力ブロックで使用

することをおすすめします。

シェルブの有効化 このチェック  ボックスを選択して、タグのア

ラーム棚上を有効にします。

棚上ポリシー ドロップダウン  リストからアラーム棚上ポリ

シーを選択します。

Historian

フィールド 説明

タグの説明 Historian がタグの収集時に使用するタグの説明

を入力できます。

収集 Proficy Historian コレクタによるタグの収集を

設定するかどうかを選択できます。

［有効］を選択すると、コレクタによるタグの

収集が可能になります。

収集間隔 収集間隔（Proficy  Historian コレクタがこのタ

グのデータを読み取る時間間隔）を設定できま

す。
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有効な入力値

入力単位は  100 ms です。デフォルト値は  5000 

です。

例

1500 は  100ms 単位であるため有効です。1545 

は  100ms 単位でないため無効です。

収集オフセット 収集間隔と組み合わせて、タグからデータを収

集するスケジュールを設定します。

有効な入力値

収集間隔を超えない数値。値は秒単位です。

例

タグのデータを毎時  30 分過ぎ

（12:30、1:30、2:30  など）に収集する場合

は、入力値は収集間隔を  1 時間、オフセットを 

30 分とします。

毎日午前  8 時に収集する場合は、収集間隔を  1 

日、オフセットを  8 時間とします。

タイムスタンプ精度 ［タイムスタンプ精度］または  GE Historian コ

レクタのタイムスタンプの精度を選択できま

す。

ミリ秒または秒を選択します。

コレクタ圧縮 タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。

［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

コレクタ  デッドバンド タグの圧縮を設定するかどうかを選択します。

圧縮は、最新報告値を中心とするデッドバンド

に収まる値の増分を無視することで、受信デー

タに平滑化フィルタを適用します。
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［無効］を選択すると、タグの圧縮は不可にな

ります。

圧縮タイプ ［コレクタ  デッドバンド］フィールドのデッド

バンド値を絶対値にするかパーセントにするか

を選択できます。

［絶対］を選択すると、コレクタ  デッドバンド

値が絶対値に設定されます。

［パーセント］を選択すると、コレクタ  デッド

バンド値がエンジニアリング  ユニット（［基

本］タブで指定）のパーセントに設定されま

す。

圧縮タイムアウト（ミリ秒） コレクタがタグのサンプルをアーカイバに送信

する最大時間間隔を示します。

タイムアウト値を超えると、タグはタイムアウ

トの発生時点ではなく、次に予定されている収

集間隔時に値を格納します。

コレクタ圧縮タイムアウト値は、収集間隔を単

位とし、それより細かくしないでください。

有効な入力値

数値。

電子署名

フィールド 説明

タイプ 電子署名のタイプ：

• このタグに電子署名が必要ない場合は

［なし］を選択します。

• このタグに対するデータ入力またはア

ラーム確認に操作署名が必要な場合は、

［操作署名のみ］を選択します。
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フィールド 説明

• このタグに対するデータ入力やアラーム

確認に、操作署名と承認署名の両方が必

要な場合は、［操作署名と承認署名］を

選択します。

ユーザを記憶 このチェック  ボックスをオンにすると、オペ

レータが同様の操作を繰り返して行う場合に、

パスワードのみの入力で操作署名が完了しま

す。このオプションは操作署名にのみ適用さ

れ、承認署名には適用されません。

アラーム確認を免除 このタグにデータを入力する際に電子署名が必

要であっても、アラーム確認に電子署名を必要

としない場合は、このチェック  ボックスをオン

にします。

無署名の書き込み このタグで、無署名の書き込みを許可または拒

否する場合に選択します。

無署名の書き込みは、スクリプト、レシピのダ

ウンロード、外部のデータ  ソースなどから行う

ことができます。

無署名の書き込みが拒否されると、タグがそれ

を拒否したことを示すメッセージが出力されま

す。このオプションはデフォルトです。

コメントが必要です このオプションを選択すると、操作署名コメン

ト  セクションのコメントが強制されます。つま

り、実行時には［電子署名］セクションの［操

作コメント］へのコメントの入力が必要になり

ます。［承認署名］セクションへのコメントは

任意です。

［電子署名］設定が使用可能な各タグの構成設

定に［操作署名コメントが必要］ボックスが表

示されます。デフォルトでは、このチェック 

ボックスはオフになっています。
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拡張オプション

フィールド 説明

スタートアップ  モード このタグのスタートアップ  モード（自動／手

動）を指定できます。自動モードでは、タグは 

I/O ドライバ、OPC  サーバ、OPC  UA サーバか

らデータを受け取ります。手動モードでは、タ

グはオペレータ、スクリプト、レシピ、あるい

はプログラム  ブロックからデータを受け取りま

す。

初期スキャン このタグの初期状態をオン  スキャンにするかオ

フ  スキャンにするかを設定できます。

［オン  スキャン］をクリックすると、SAC  プロ

グラムが起動されたとき、あるいはデータベー

スがロードされたらすぐに、このタグはオン  ス

キャンになります。［オフ  スキャン］をクリッ

クすると、プログラム  ブロック、イベント  アク

ション  タグ、スクリプト、データ  リンクのオペ

レータ入力、または  Easy Database Access プロ

グラムによるスキャンにタグを配置します。

セキュリティ  エリア 最大  3 つのセキュリティ  エリアを指定して、オ

ペレータによるタグへのアクセスを制限できま

す。データベース  マネージャまたは  iFIX WorkS

pace で書き込み保護されたタグの値を変更する

には、オペレータがそのタグのセキュリティ  エ

リアにアクセスする必要があります。

有効な入力値

フィールドごとに  1 つのセキュリティ  エリア名

があり、［ALL］を指定すると、すべてのエリ

アが選択されます。セキュリティ  エリアを指定

しないときは、［なし］を入力します。iFIX  に

は、デフォルトで  A～P のセキュリティ  エリア

が割り当てられています。
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フィールド 説明

Note:

データベース  タグの読み取りアクセス

は、セキュリティ  エリアに関係なく、

すべてのユーザが行えます。これによ

り、ユーザが特定のセキュリティ  エリ

アに書き込めない場合でも、そのエリア

からデータを取り出すことができます。

［メッセージ長］ タグが入出力するテキストの長さを指定しま

す。

有効な入力値

1 ～  80 個の文字列。

アラーム  フィールド  1 このタグに関連付けるテキストを入力します。

通常、アラーム  フィールドには、タグに関連

付けたピクチャ  ファイルのパスを指定します。

詳しくは、電子マニュアルの「アラームとメッ

セージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

アラーム  フィールド  2 このタグに関連付ける詳細なテキストを入力し

ます。通常、アラーム  フィールドには、タグに

関連付けたピクチャ  ファイルのパスを指定しま

す。詳しくは、電子マニュアルの「アラームと

メッセージを実行」を参照してください。

有効な入力値

80 文字までの文字列。

保存と公開

Configuration Hub  で  iFIX ノードを構成する際、共通ツールバーの左上に［公開］と［保存］という  2 つ

のボタンが表示されます。
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［保存］ボタンはキューに入れられる特定のパネル  アクションに反応し、［保存］がクリックされるま

で未公開リストには適用されません。たとえば、データベース  パネルで行った変更は、適用する前に保

存する必要があります。変更した内容を保存しない場合は、パネルを閉じて保存されないよう選択しま

す。未保存の変更がある場合、パネル  タブにアスタリスク（*）が表示されます。［保存］はタイプの編

集時にも使用されますが、［モデル］タブの操作の大半は保存しなくても適用されます。

iFIX ノードのConfiguration Hubに変更を加えても、変更内容が公開されるまで実行中のシステムは更新

されません。公開されるまで、変更内容は構成するノードの別のディレクトリに保存されます。実行中

のシステムに変更を適用する準備ができたら、［公開］ボタンをクリックして変更をサーバにプッシュ

します。

Note:

公開時には進捗バーがすぐに更新されず、完了までに時間がかかることがあります。アクティ

ブな  iFIX ノードに公開されるタグの数によっては、公開操作に時間がかかる場合があります。

「完了」と表示されるまでお待ちください。

各パネルの未公開の変更内容は、パネルの対応するグリッドにあるステータス列で確認できます。構成

されたアイテムは、公開済み、未公開、変更済みのいずれかの状態になります。

公開すると、続行するかどうかのプロンプトが表示され、公開の進捗状況を確認できます。1  つのブラ

ウザ  セッションからの公開中に、他のブラウザ  セッションから公開することはできません。公開が完了

すると、公開の結果をログ  ファイルとしてダウンロードして確認できます。

Note:

一度に実行する公開操作は  1 つのみにしておくことをおすすめします。
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公開は、ナビゲーション  パネルから開くことができる  3 つのパネルに対応する  3 つの段階に分かれてい

ます。接続性の変更が最初に公開され、続いてモデルの変更、最後にデータベースの変更が公開されま

す。ログ  ファイルではこの順序で結果が報告され、未公開の更新、修正された更新、削除された更新の

各結果のセクションがあります。

公開では、システムやその他の要因により、公開が完全に失敗（SCADA  との接続が失われた場合な

ど）、成功、または完了したがエラーが発生のいずれかになります。部分的に成功した場合、何が完全

に公開されなかったかを判断するにはログ  ファイルが最適なソースとなります。



Chapter 3. Historian Web 構成設定

概要

構成ハブと  Historian の概要
Historian システムは、タグ、アラーム、イベントに関連するデータを収集、保存、取得する  Historian 

サーバのネットワークです。

構成ハブ  アプリケーションでは、Historian  システムとそのコンポーネントを管理できます。
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構成ハブ使用利点：

• 複数の  Historian システムを管理できる単一のアプリケーション：構成ハブ  を使用し

て、Historian  システムを作成および管理できます。さらに、コレクタ、データ  ストア、タグを

管理できます。

• 水平方向のスケーラビリティ：複数のソフトウェア  エンティティを接続して単一の論理ユニッ

トとして動作させることで、Historian  システムのストレージ容量を増やすことができます。こ

れにより、Historian  システムのパフォーマンスが向上します。ストレージ容量は、購入した 

Historian ライセンスの数によって異なります。

• 高可用性：Historian システムにミラー  ロケーションを作成して、サーバの高可用性を実現できま

す。いずれかのサーバが利用できなくなっても、ミラー  ロケーションの残りのサーバからデータ

を取得できます。

• 設定のしやすさ：ユーザ  フレンドリなインターフェースを使って必要な情報を提供すること

で、Historian  システムで使用されるすべてのコレクタを簡単にインストールできます。

Historian システムの種類

• スタンドアロン：スタンドアロンの  Historian システムでは、Historian  サーバは  1 台のみです。

このタイプのシステムは、小規模な  Historian のセットアップに適しています。

• 水平方向に拡張可能：水平方向に拡張可能な  Historian システムでは、複数の  Historian サーバが

あり、すべてのサーバが相互に接続されています。このタイプのシステムは、システムを水平方

向にスケール  アウトさせるために使用されます。たとえば、Historian  システムに  500,000 個の

タグがある場合、さまざまなサーバにタグを分散させることで、パフォーマンスを向上させるこ

とができます。

Historian システムのコンポーネント：Historian システムでは、以下のコンポーネントが使用されます。

このリストは完全なものではありません。完全なリストについては、Historian のドキュメントを参照し

てください。

• サーバ:  サーバとは、Historian  がインストールされているコンピュータのことです。ロケーショ

ンと  1 つまたは複数のデータ  ストアが含まれています。スタンドアロンの  Historian システムに

は  1 台のサーバしかありませんが、水平方向に拡張可能なシステムには複数のサーバがありま

す。

• データ  ストア：必要に応じてタグを保存、整理、管理するために使用される、タグの論理的な集

合体です。データ  ストアの主な用途は、データ収集間隔ごとにタグを分別することです。たとえ

ば、ネーム  プレートやスタティック  タグ（値がほとんど変化しないもの）をあるデータ  ストア

に入れ、プロセス  タグを別のデータ  ストアに入れることができます。これにより、クエリのパ

フォーマンスを向上させることができます。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/index.html
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• ロケーション：これらは、データ  ストアが作成される仮想エンティティです。ストレージとして

使用されます。水平方向に拡張可能な  Historian システムでは、以下のタイプのロケーションが使

用されます。

◦ 分散型ロケーション：このロケーションは、Historian  ミラー  プライマリ  サーバをインス

トールしたとき、または  Historian 分散型／ミラー  ノードをインストールしてプライマリ 

サーバに追加したときに自動的に作成されます。このロケーションを変更または削除した

り、別のロケーションを作成したりすることはできません。

◦ ミラー  ロケーション：このロケーションは、データ  ストアに収集されたデータをレプ

リケートするために使用されます。ミラー  ロケーションを作成する際には、1  台以上の

サーバをグループに追加してから、レプリケートするデータ  ストアを作成します。たとえ

ば、100  個のタグのデータを収集するデータ  ストアを作成し、高可用性を確保するとしま

す。その場合は、ミラー  ロケーションを作成し、2  台以上のサーバをミラー  ロケーション

に追加してから、データ  ストアを作成する必要があります。そうすると、データ  ストアで

取得したデータは、ミラー  ロケーションのすべてのサーバに保存されます。1  台のサーバ

がダウンしても、グループ内の他のサーバからデータを取得できます。

• タグ:  データを保存するためのパラメータです（例：温度、圧力、トルク）。

• コレクタ:  データ  ソースからデータを収集し、それを  Historian や、Predix  Time Series や  Azure 

IoT ハブなどの別の宛先に送信するアプリケーションです。

• データ  アーカイバ：すべてのデータをタグ名とタイムスタンプでインデックス化し、その結果

を  .iha ファイルに保存するサービスです。

• クライアント:  Historian API を使用してアーカイブ  ファイルからデータを取得するアプリケー

ションです。

制限事項

• ミラー  ロケーションに  1 台のコンピュータしか残っていない場合、それを削除することはできま

せん。

• コメントの追加、デバッグ  モードの有効化、データ収集の一時停止、データ収集の再開、オフラ

イン  コレクタのインスタンスの変更、削除はできません。また、ネットワーク  メッセージを圧縮

することもできません。ただし、コマンド  プロンプトでコレクタ  マネージャ  ユーティリティを使

用して、コレクタ  インスタンスを追加または削除することはできます。

• 構成ハブ  と  ウェブ管理コンソール  を同じコンピュータにインストールし、両方に自己署名証明書

を使用すると、構成ハブのログイン  ページが表示されません。この問題を防ぐには、ドメイン  セ

キュリティ  ポリシーを無効にしてください。

1. 次の  URL にアクセスしてください：chrome://net-internals/#hsts

2. ［ドメイン  セキュリティ  ポリシー］セクションの［ドメイン  セキュリティ  ポリシーを削

除］フィールドで、構成ハブのドメイン名を入力し、［削除］を選択します。

• 構成ハブ  は、クラスタ化された  Historian 環境ではサポートされていません。
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Historian の構成ハブへアクセスする

Historian ウェブベース  クライアントをインストールします。

1.
デスクトップにある

構成ハブ
のアイコン（ ）をダブルクリックします。

構成ハブのログインページが表示されます。

2. アクセスする構成ハブのノードを選択し、［継続］を選択します。

UAA のログイン画面が表示されます。

3. 認証情報を入力してログインします。

Note:

デフォルトでは、ユーザ名は<ホスト名>.admin、パスワードは、ウェブベース  クライア

ントのインストール時にユーザ  アカウントと認証サービスページのアドミン  クライアン

ト  シークレットフィールドに入力した値となっています。

構成ハブのアプリケーションが表示され、以下のセクションが表示されます。

• ［ナビゲーション］セクション：追加したシステムの一覧と、各システムのホスト名が表

示されます。また、Enterprise  Historian のインストール時に追加されたデフォルトのシス

テムが表示されます。［ナビゲーション］セクションでは：

◦ スタンドアロンのシステムは で示されます。

◦ 水平方向に拡張可能なシステムは で示されます。

◦ デフォルトのシステムは で示されます。

• メイン  セクション：選択したシステムのプロパティやコレクタを含みます。
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• ［詳細］セクション：メイン  セクションで選択した項目の詳細が表示されます。システム

を選択すると、システムの説明を表示し、［詳細］セクションでデータ  ストアやミラー  ロ

ケーションを追加できます。
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構成ハブと  Historian の概要
このトピックでは、構成ハブを使用して  Historian システムをセットアップし、使用するための大まかな

手順を説明します。

スタンドアロンの  Historian システムをセットアップするには：

1. シングル  サーバの  Historian をインストールします。

2. Historian システムを追加します  (on page 527)。

3. 1 つまたは複数のデータ  ストアを追加します  (on page 534)。

4. 使用するコレクタ  インスタンスを追加します  (on page 538)。

5. コレクタを起動します  (on page 551)。

6. コレクタでデータを収集するタグを指定します。これは  Historian アドミニストレータまたはオフ

ライン設定を使用して実行できます。

水平方向にスケーラブルな  Historian システムを設定するには：

1. Historian のプライマリ  サーバをインストールします。これを行うと、プライマリ  サーバの分散型

ロケーションが作成されます。

2. Historian システムを追加します  (on page 527)。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_single_server_historian.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_primary_server.html
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3. システムに追加する各コンピュータに  Historian 分散型サーバをインストールします。

4. 分散型サーバをシステムに追加します  (on page 528)。これを行うと、分散型ロケーションが自

動的に作成されます。

5. 高可用性が必要な場合は、システムにミラー  ロケーションを追加します  (on page 530)。

6. システムの各ロケーションに  1 つ以上のデータ  ストアを追加します  (on page 534)。1  つまたは

複数のデータ  ストアを高可用性にする場合は、それらのデータ  ストアをミラー  ロケーションに追

加します  (on page 531)。

7. 使用するコレクタ  インスタンスを追加します  (on page 538)。

8. コレクタを起動します  (on page 551)。

9. コレクタでデータを収集するタグを指定します。これは  Historian アドミニストレータまたはオフ

ライン設定を使用して実行できます。

これらの初期ステップを実行した後、データが収集され、Historian  サーバに保存されます。これで、

データを取得して分析できるようになります。

Historian と構成ハブの共通タスク

タスク 手順

［ナビゲーション］や［詳細］の表示／非表示

を切り替えます。
1. ページの右上で、 を選択します。

2. 表示させるセクションのチェック  ボック

スを選択します。

メイン  セクションのテーブルの中から項目を検

索します。
1. メイン  セクションで、 を選択しま

す。

2. 検索する項目が含まれる列に、検索条件

を入力します。

メイン  セクションのテーブルにある項目をフィ

ルタリングします。
1. メイン  セクションで、 を選択しま

す。

2. フィルタリングする項目を含む列

で、項目のチェック  ボックスを選択

し、［OK］を選択します。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_node.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
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タスク 手順

メイン  セクションにある列の表示／非表示を切

り替えます。

Note:

一部の列を非表示にすることはできませ

ん（［コレクタの名前］列など）。

1. メイン  セクションの右上で、 を選択

します。

テーブル設定ウィンドウが表示されま

す。

2. ［列を表示］列のチェック  ボックスを選

択して、［適用］を選択します。

列を並び替えます。

Note:

一部の列の並び替えはできません。

1. メイン  セクションの右上で、 を選択

します。

テーブル設定ウィンドウが表示されま

す。

2. ［順序を変更］フィールドの矢印ボタン

を使い、［適用］を選択します。

ページを更新します。 1. 手動で更新するには、メイン  セクション

の右上にある を選択します。

2. 自動で更新するには、 の隣にあるド

ロップダウン  リスト  ボックスで、ページ

を自動的に更新する時間間隔を選択しま

す。

データ  ミラーリングについて

Historian では、保存されたデータを複数のノードでミラーリングすることで、高いデータ信頼性を実現

しています。また、データ  ミラーリングでは、任意のノードで発生するすべての挿入、更新、削除の操

作が同時に行われます。データ  ミラーリングは、データの連続読み書き機能を提供します。

データ  ミラーリングの一般的な使用方法では、1  台のサーバがプライマリ  サーバとして機能し、クライ

アントがそれに接続します。すべての通信はクライアント  マネージャを介して行われ、各クライアント 

マネージャは他を認識しています。ミラーは、単一のドメインに設定する必要があります。

ミラー  ノードの構成設定
次の図は、典型的な単一ミラー  ノードの構成設定を理解するのに役立ちます。
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Historian システムの管理

システムへアクセスする

1. Historian の構成ハブへアクセスする  (on page 516).

2. ［ナビゲーション］セクションで、アクセスするシステムを選択します。

［System  Properties］（システム  プロパティ）セクションが表示され、以下の情報が表示され

ます。

Table  1. コレクタの合計数と利用率

フィールド 説明

Total Collectors（コレクタの合計数） 各状態（実行中、停止など）のコレクタの合

計数をプロットしたグラフです。

Write Cache Hit Ratio（ライト  キャッシュ 

ヒット率）

合計書き込み数におけるライト  キャッシュ 

ヒット率のパーセント表示です。システムレ
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フィールド 説明

ベルでは、この値はシステムの各サーバに対

応する値の平均として計算されます。

これはシステムがどれだけ効率的にデータを

収集しているかを示す指標です。一般的に、

この値は  95～99.99% の範囲であることが望

ましいとされます。しかし、データが広範

囲に渡って急激に変化している場合、現在の

値と最近キャッシュされた値が異なるため、

ヒット率は大きく低下します。より定期的な

サンプリングを行うことで、ヒット率を高め

ることができます。また、アウトオブオーダ

のデータはヒット率を下げます。

アーカイブの圧縮 アーカイブ  データ圧縮の現状の効果です。

システムレベルでは、この値はシステムの各

サーバに対応する値の平均として計算されま

す。

値がゼロの場合、アーカイブ圧縮が有効で

ないか、オフになっていることを示します。

データ圧縮の効果を高めるには、［タグ］セ

クションで個々のタグのアーカイブ圧縮デッ

ドバンドの値を増やして圧縮を有効にしま

す。

アーカイブ圧縮の効果を計算する際、Histo

rian  はデータ  ソースのタグだけでなく、内

部システムのタグもカウントします。その

ため、非常に少ない数のタグを扱う場合や、

データ  ソースのタグの圧縮を無効にしてい

る場合は、このフィールドがゼロ以外の値

を示すことがあります。しかし、現実的な数

のタグを使用した場合、システム  タグが全

タグに占める割合は非常に小さくなるため、

アーカイブ圧縮がシステム全体に与える影響

を計算する際に大きな誤差が生じることはあ

りません。
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フィールド 説明

Write thread usage（書き込みスレッドの使

用率）

システムが現在使用している書き込みスレッ

ドの割合です。システムレベルでは、この値

はシステムの各サーバに対応する値の平均と

して計算されます。

Read thread usage（読み取りスレッドの使

用率）

システムが現在使用している読み取りスレッ

ドの割合です。システムレベルでは、この値

はシステムの各サーバに対応する値の平均と

して計算されます。

OUT OF ORDER WRITE RATE（アウト  オブ 

オーダ書き込みレート）

1 分あたりのアウト  オブ  オーダ  イベントの

数です。システムレベルで、この値はシステ

ムの各サーバに対応する値の合計として計算

されます。

CONSUMPTION RATE（消費レート） アーカイブ  ディスク容量の消費割合です。

システムレベルで、この値はシステムの各

サーバに対応する値の合計として計算されま

す。

値が高すぎる場合は、選択したタグやデー

タ  ポイントのポーリング  レートを遅くした

り、データのフィルタリングを強化したりし

て値を下げることができます（圧縮デッドバ

ンドを拡張して圧縮率を高めます）。

FAILED WRITES RATE（書き込み失敗レー

ト）

1 分あたりの書き込みに失敗したサンプル数

です。システムレベルで、この値はシステム

の各サーバに対応する値の合計として計算さ

れます。

失敗したサンプル数は、システムの不具合や

オフライン  アーカイブの問題を示す指標で

あるため、この値はゼロにする必要がありま

す。ゼロ以外の値が確認された場合は、問題

の原因を調査し、対策を実施してください。

また、サンプルの書き込みに失敗した場

合、Historian  もメッセージを生成します。

このメッセージは、タグに関連付けられた
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フィールド 説明

書き込みの連続した失敗に対して、タグご

とに  1 回だけ表示されることに注意してく

ださい。たとえば、このフィールドに表示さ

れている数は  20 だが、それらがすべて  1 つ

の  Historian タグに関連している場合、対象

の  Historian タグが再び機能するまで、メッ

セージは  1 回しか受け取れません。

Table  2. Alarms and Events（アラームとイベント）

フィールド 説明

ALARM RATE（アラーム  レート） Historian がアラームやイベント  データを受

信する周期です。このデータは、アラームに

加えイベントのデータをアーカイブしている

場合にのみ表示されます。

Table  3. ライセンス

フィールド 説明

HISTORIAN TAGS（Historian  タグ） ソフトウェア  キーとライセンスによって、

この  Historian のインストールに許可されて

いるタグの数です。

Note:

このフィールドに  100 個のタグが表

示され、ライセンス  ユーザ数が  1 ク

ライアントの場合は、デモ  モードで

動作しており、ライセンス  キーが正

しくインストールされていない可能

性があります。

USERS（ユーザ） 現在システムにログインし、アクセスしてい

るユーザの数です。

DATA STORES（データ  ストア） システムのデータ  ストアの数です。
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Table  4. グラフ

名前 説明

Read Sample Rate（読み取りサンプル  レー

ト）

システムの全サーバの平均読み取りサンプル 

レートの傾向を、1  分あたりのサンプル数を

用いて表したものです。グラフの右上にある

ドロップダウン  リスト  ボックスを選択する

と、期間を変更できます。

Receive Rate（受信レート） 最近の  1 分あたりのサンプル受信レートの

傾向を表したものです。グラフの右上にある

ドロップダウン  リスト  ボックスを選択する

と、期間を変更できます。
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［サーバ］サブセクションには、システム内の分散型／ミラー  サーバのリストと、ステータス、

各サーバのロケーション数、その他いくつかの詳細情報が表示されます。

Tip:

［LOCATIONS］（ロケーション）列の値を選択すると、ロケーション数、サーバ内の

分散型とミラー  ロケーションのリストが表示されます。行を選択すると、［詳細］セク

ションにも同じ情報が表示されます。 を選択すると、表で列の追加、削除、固定がで

きます。
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［ロケーション］サブセクションには、システム内の分散型ロケーションとミラー  ロケーション

のリストが表示されます。このサブセクションは、水平方向に拡張可能なシステムの場合にのみ

表示されます。各ロケーションでは、サーバ  コンピュータ名やデータ  ストアのリストにアクセス

できます。同様に各ミラー  ロケーションでは、グループ内のサーバ  コンピュータやデータ  ストア

の数にアクセスできます。さらに、システムのデフォルトのロケーションとデータ  ストアが表示

されます。これらのデフォルト設定は変更できます。

Tip:

これらの番号を選択すると、グループ内のサーバ  コンピュータとデータ  ストアのリスト

がそれぞれ表示されます。行を選択すると、［詳細］セクションにも同じ情報が表示され

ます。

システムを追加する

追加するコンピュータに  Historian をインストールします。スタンドアロンのシステムを作成する場合

は、シングルサーバの  Historian をインストールします。水平方向に拡張可能なシステムを構築する場合

は、Historian プライマリ  サーバをインストールします。

構成ハブを使って  Historian システムを管理する場合は、構成ハブに追加する必要があります。

構成ハブに初めてアクセスすると、デフォルトの  Historian システムが利用できます。分散環境では、

このシステムのプライマリ  サーバは、ウェブベース  クライアントのインストールの際に入力した構成ハ

ブの詳細が属するコンピュータです。このトピックでは、他のシステムを追加する方法について説明し

ます。

Note:

Historian システムの追加は、ログインしたユーザに固有のものです。

1. アクセス  構成ハブ.

2. ［ナビゲーション］
セクションで［ ］を選択します。

［Add  System］（システムの追加）ウィンドウが表示されます。

3. 次の表のように値を入力してください。

フィールド 説明

SYSTEM NAME（システム名） Historian システムの名前を入力します。こ

の名前はユーザに一意でなければなりませ

ん。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_single_server_historian.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_primary_server.html
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フィールド 説明

HISTORIAN SERVER（Historian  サーバ） 追加するシステムのホスト名または  IP アド

レスを入力してください。この名前はユーザ

に一意でなければなりません。

説明 システムの説明を入力します。

Set as Default System（デフォルト  システ

ムに設定）

このシステムをデフォルトに設定する場合

は、このチェック  ボックスを選択します。

選択すると、構成ハブにアクセスしたとき

に、このシステムがデフォルトで表示されま

す（つまり、このシステムが選択され、関連

するすべての情報がメイン  セクションに表

示されます）。デフォルトのシステムはユー

ザによって異なります。

4. ［追加］を選択します。

Historian システムが追加され、［ナビゲーション］セクションに表示されます。

• 必要に応じて、他のデータ  ストアを追加します  (on page 534)。

• 水平方向に拡張可能なシステムを構築する場合は、追加したコンピュータがプライマリ  サーバと

して機能します。分散型サーバとして使用するコンピュータには、Historian 分散ノードをインス

トールしてから、システムに追加する  (on page 528)必要があります。

分散型コンピュータ、ミラー  コンピュータを追加する

1. 分散型サーバとして追加するコンピュータにHistorian 分散型サーバをインストールします。

2. システムを追加します  (on page 527)。システムの追加時に指定したサーバが、そのシステムの

プライマリ  サーバとして機能します。

水平方向に拡張可能な  Historian システムを構築するには、まずプライマリ  サーバを追加し、次に  1 台

以上の分散型コンピュータやミラー  コンピュータを追加してプライマリ  サーバを水平方向にスケールア

ウトさせ、パフォーマンスを向上させる必要があります。

1. 分散型サーバを追加するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2.
メイン 

 
セクションの

［サーバ］
サブセクションで、 を選択します。

［サーバ  コンピュータの追加］ウィンドウが表示されます。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_node.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_node.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_installing_historian_mirror_node.html
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3. 追加するコンピュータのホスト名または  IP アドレスを入力し、［追加］を選択します。

分散型サーバがシステムに追加されます。サーバに分散型ロケーションが追加されます。このロ

ケーションを変更や削除することはできません。

サーバの  1 つまたは複数のデータ  ストアで高可用性を確保するには、ミラー  ロケーションを作成  (on 

page 530)してから、データ  ストアを追加します  (on page 534)。そうでない場合は、分散型ロケー

ションにデータ  ストアを追加します  (on page 534)。

分散型コンピュータを削除する

• コンピュータのデータ  ストアを削除します（ウェブ管理コンソールを使用します）。

• ミラー  ロケーションにコンピュータが追加されている場合は、そのロケーションからコンピュー

タを削除します  (on page 532)。

1. 分散型コンピュータを削除するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. メイン  セクションの［サーバ］サブセクションで、削除するコンピュータを選択します。

［詳細］セクションにコンピュータの詳細が表示されます。

3. ［詳細］

セクションで を選択し、

［削除］

を選択します。分散型コンピュータをシステムから削除するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されま

す。

4. ［削除］を選択します。

コンピュータがシステムから削除されます。

デフォルトのロケーションを設定する

デフォルトのロケーションを設定すると、データ  ストアの追加  (on page 534)時にロケーションを指定

しなかった場合、そのデータ  ストアはデフォルトのロケーションに追加されます。デフォルトでは、プ

ライマリ  サーバの分散型ロケーションが使用されます。ただし、別のデフォルトのロケーションを設定

することができます。デフォルトのロケーションを設定する場合、以下の条件があります。

• システムに設定できるデフォルトのロケーションは  1 つだけです。

• デフォルトのロケーションは削除できません。

• 分散型ロケーションやミラー  ロケーションのいずれかをデフォルトとして設定できます。

1. デフォルトのロケーションを設定するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［ロケーション］を選択します。

［デフォルトのロケーション］の下に、現在のデフォルトのロケーションが表示されます。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_wac_datastoreDelete.html
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3. ［デフォルトのロケーション］
の隣りにある を選択します。［デフォルトのロケーション］ウィンドウが表示されます。［ロケーション］ボックスには、シ

ステム内のすべての分散型およびミラー  ロケーションのリストが表示されます。

4. デフォルトに設定するロケーションを選択して、［デフォルトに設定］を選択します。

ロケーションがデフォルトに設定されます。

ミラー  ロケーションの作成

ミラー  グループを作成するシステムに、1 台以上の分散型サーバを追加  (on page 528)します。

1 つまたは複数のデータ  ストアの可用性を向上するには、ミラー  グループ（ミラー  ロケーションとも

呼ばれる）を作成して、そこにサーバを追加する必要があります。そうすると、ミラー  ロケーションの

データ  ストアのデータが複製されます。そのため、1  台のサーバがダウンしても、ミラー  ロケーション

にある他のサーバからデータを取り出すことができ、高可用性を実現できます。

ミラー  ロケーションの作成には以下の条件があります。

• ミラー  ロケーションに少なくとも  2 台のサーバを追加する必要があります。追加できるサーバの

最大数は、Historian  のライセンスによって異なります。

• ミラー  ロケーションの追加は、水平方向に拡張可能な  Historian システムでのみ可能です。

• ミラー  ロケーションを作成した後でも、ミラー  ロケーションの名前を変更したり、ミラーロケー

ションからコンピュータを削除したり、コンピュータを追加したりすることができます。ただ

し、グループ内に  1 台しかコンピュータが残っていない場合は、削除できません。

1. ミラー  ロケーションを追加するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. メイン  セクションの［ロケーション］サブセクションで、［ミラー  ロケーション］の下にある

［ ］を選択します。
［ミラー  ロケーションを追加］ウィンドウが表示されます。

3. 次の表にあるような値を提供してください。

フィールド 説明

ミラー  ロケーション名 ミラー  ロケーションの名前を入力します。

名前は、システムで一意でなければなりませ

ん。

サーバ  コンピュータ ミラー  グループに追加するサーバを選択し

ます。このボックスには、システム内のすべ

てのサーバのリストが表示されます。1  つの
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フィールド 説明

ミラー  ロケーションには、少なくとも  2 台

のサーバを追加できます。

4. ［追加］を選択します。

ミラー  ロケーションが作成されます。

ミラー  ロケーションにデータストアを追加します  (on page 534)。

ミラー  ロケーション名を変更

1. 名前を変更するミラー  ロケーションがあるシステムにアクセス  (on page 521)します。

2. メイン  セクション内の［ロケーション］サブ  セクションで、［ミラー  ロケーション］から、名前

を変更するロケーションを選択します。

ミラー  ロケーションの詳細が［詳細］セクションに表示されます。

3.
ミラー 

 
ロケーションの現在の名前の横に表示される を選択します。

4. ミラー  ロケーションの新しい名前を入力して、Enter  を押します。

ミラー  ロケーションの名前が変更されます。

ミラー  ロケーションにコンピュータを追加する

コンピュータがすでに登録されているミラー  ロケーションにコンピュータを追加し、既存のコンピュー

タのアーカイブと構成情報を新しいコンピュータにコピーする場合は、以下の手順を実行します。

1. アーカイブ  ファイルと構成設定ファイルを、ミラー  ロケーション内の既存のコンピュータから、

追加したコンピュータにコピーします。

2. <machine name>_Config.ihc  の構成設定ファイルの名前を変更します。

1. コンピュータを追加するミラー  ロケーションのあるシステムにアクセス  (on page 521)します。

2. メイン  セクション内の［ロケーション］サブ  セクションで、［ミラー  ロケーション］から、コン

ピュータを追加するミラー  ロケーションを選択します。

ミラー  ロケーションのコンピュータとデータ  ストアの一覧が［詳細］セクションに表示されま

す。

3. ［詳細］
セクションで、

［サーバ  コンピュータ］
の横に表示される を選択します。

コンピュータを追加：［<ミラー  ロケーション>］ウィンドウが表示されます。［サーバ  コン

ピュータ］ボックスに、システム内でミラー  ロケーションに追加されていないコンピュータの一

覧が表示されます。
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4. ［サーバ  コンピュータ］ボックスで、ミラー  ロケーションに追加するコンピュータを選択

し、［追加］を選択します。

ミラー  ロケーションにコンピュータが追加されます。

ミラー  ロケーションからコンピュータを削除する

ミラー  ロケーションに  1 台のコンピュータしかない場合、それを削除することはできません。

1. コンピュータを削除するミラー  ロケーションのあるシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. メイン  セクション内の［ロケーション］サブ  セクションで、［ミラー  ロケーション］から、コン

ピュータから削除するミラー  ロケーションを選択します。

ミラー  ロケーションのコンピュータとデータ  ストアの一覧が［詳細］セクションに表示されま

す。

3. ［詳細］
セクションの

［サーバ  コンピュータ］
で、削除するコンピュータの横にある を選択

します。

ミラー  ロケーションからコンピュータを削除するかどうかを問い合わせるメッセージが表示され

ます。

4. ［削除］を選択します。

ミラー  ロケーションからコンピュータが削除されます。

ミラー  ロケーションを削除

ミラー  ロケーションのデータ  ストアをすべて削除します。ミラー  ロケーションはデータ  ストアを格納

している場合、削除できません。

1. 削除するミラー  ロケーションがあるシステムにアクセス  (on page 521)します。

2. メイン  セクション内の［ロケーション］サブ  セクションで、［ミラー  ロケーション］から削除す

るミラー  グループの行を選択します。

［詳細］セクションに、ミラー  グループの詳細が表示されます。

3. ［詳細］

セクションで を選択し、

［削除］

を選択します。ミラー  ロケーションを削除するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

4. ［削除］を選択します。

ミラー  ロケーションが削除されます。

Historian システムを変更する

システムの以下の内容を変更できます。
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• 名前

• 説明

1. アクセス  構成ハブ.

2. ［ナビゲーション］セクションで、変更する  Historian システムを選択します。

3.

メインセクションの右上で を選択し、

［編集］

を選択します。［システムを編集］ウィンドウが表示されます。

4. 次の表のように値を修正します。［HISTORIAN  SERVER］（Historian  サーバ）ボックスが入力

され、無効になります。

フィールド 説明

SYSTEM NAME（システム名） Historian システムの名前を入力します。こ

の値はユーザに一意でなければなりません。

説明 システムの説明を入力します。

5. ［保存］を選択します。

Historian システムの名前と説明が変更されます。

デフォルトのシステムを設定する

あるシステムをデフォルトに設定すると、構成ハブにログインしたときに、そのシステムがデフォルト

で表示されます。システムをデフォルトに設定する場合、以下の条件があります。

• 構成ハブでは、デフォルトのシステムは  1 つだけです。

• デフォルトのシステムは削除できません。

1. デフォルトに設定するシステムにアクセスします。

2.

メインセクションの右上で を選択し、

［Set  Default System］

（デフォルト 

 

システムを設定）を選択します。

システムがデフォルトに設定され、 で示されます。

Historian システムを削除する

構成ハブを使用して管理する必要がなくなった場合は、Historian  システムを削除できます。ただし、デ

フォルトに設定されているシステムは削除できません。
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1. アクセス  構成ハブ.

2. ［ナビゲーション］セクションで、削除する  Historian システムを選択します。

3.

メインセクションの右上で を選択し、

［削除］

を選択します。Historian システムを削除するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

Note:

デフォルトの  Historian システムでは、［削除］ボタンは無効になっています。

4. ［削除］を選択します。

Historian システムが削除されます。

データ  ストアの管理

データ  ストアを追加する

分散型サーバにデータ  ストアを追加する場合は、分散型サーバをシステムに追加  (on page 528)し

ます。データ  ストアの高可用性を確保する場合は、システムにミラー  ロケーションを追加  (on page 

534)します。

1. データ  ストアを追加するロケーションを含むシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. メインセクションの［ロケーション］サブセクションで、データ  ストアを追加するロケーション

を含む行で［Add  Datastore］（データ  ストアの追加）を選択します。分散型ロケーションとミ

ラー  ロケーションを選択できます。

［Add  Datastore: <location name>］（データ  ストアの追加：<ロケーション名>）ウィンドウが

表示されます。

Note:

または、行を選択した後、［詳細］セクションの［Data  Stores］（データ  ストア）の横

にある を選択します。

3. ［DATASTORE  NAME］（データ  ストア名）ボックスに、データ  ストアの名前を入力します。

名前はシステムで一意でなければなりません。

4. ［説明］ボックスに、データ  ストアの説明を入力します。

5. データ  ストアをデフォルトで設定する場合は、［Set  as default data store for the System］（シ

ステムのデフォルトのデータ  ストアとして設定）チェック  ボックスを選択します。

6. ［追加］を選択します。

データ  ストアがロケーションに追加されます。
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データ  ストアにデータを保存するタグを指定します。

デフォルトのデータ  ストアを設定する

デフォルトのデータ  ストアを設定する場合、タグの追加時にデータ  ストアを指定しないと、そのタグは

デフォルトのデータ  ストアに追加されます。

1. デフォルトのデータ  ストアを設定するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［ロケーション］を選択します。

［デフォルト  データ  ストア］の下に、現在のデフォルトのデータ  ストアが表示されます。

3. ［デフォルト  データ  ストア］
の隣りにある を選択します。［デフォルト  データ  ストア］ウィンドウが表示され、システムのデータ  ストアのリストが表示さ

れます。

4. デフォルトに設定するデータ  ストアを選択して、［デフォルトに設定］を選択します。

データ  ストアがデフォルトに設定されます。

コレクタ  インスタンスの管理

構成ハブを使用したコレクタ  インスタンスの管理について
コレクタは様々なソースからデータを収集し、Historian  に送信するために使用されます。コレクタのリ

ストとその使い方については、Historian のドキュメントを参照してください。

コレクタと  リモート管理エージェント  をインストールすると、以下のアーティファクトが利用できるよ

うになります。

• 実行可能ファイル：これらのファイルは、コレクタ  インスタンスを追加するために必要です。

• リモート  コレクタ管理  エージェント：コレクタをリモートで管理  (on page 550)する機能を提

供します。

その後、コレクタ  インスタンスを追加できます。ここでは、構成ハブ  を使用してコレクタ  インスタン

スを追加  (on page 538)する方法を説明します。また、RemoteCollectorConfigurator ユーティリティを

使ってコレクタ  インスタンスを追加することもできます。このユーティリティでは、ウェブベース  クラ

イアントをインストールする必要がありません。

Note:

構成ハブを使用する際、コメントの追加、デバッグ  モードの有効化、データ収集の一時停止、

データ収集の再開、オフライン  コレクタのインスタンスの変更、削除はできません。また、

ネットワーク  メッセージを圧縮することもできません。ただし、コマンド  プロンプトでコレク

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_configuring_collector_and_tag_properties.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_about_historian_data_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_install_collector_instance.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_install_collector_instance.html
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タ  マネージャ  ユーティリティを使用して、コレクタ  インスタンスを追加または削除することは

できます。

Azure IoT ハブへのデータ送信について
Azure IoT ハブ  にデータを送信する場合、以下の条件があります。

• Azure IoT ハブ  のデータは最大  7 日間保存され、その後ハブから削除されます。そのため、7  日以

内にデータを消費する必要があります。必要に応じて、関連する  Azure ストレージに保存できま

す。その後、Azure  の機能やストリーミング分析を使ってデータを分析できます。

• Azure IoT ハブ  に送信されるデータは、UTF-8  エンコーディングの  JSON 形式です。メッセージ 

サイズを小さくし、タグのプロパティの繰り返しを避けるため、タグ値は  KairosDB データ  ポイ

ント形式になっています。[{"<tag name>":"Cloud_GCYSS3X2E.Simulation00001","<time stamp, tag 

value, and quality>":[[1586260104000,132560.203125000,3]]}

Azure IoT ハブ  にデータを送信するコレクタ  インスタンスを追加する前に、以下の手順を実行する必要

があります。

1. Azure IoT ハブ  のアカウントを設定します。

Note:

要件に応じて適切な  Azure IoT ハブ  を選択するには、以下を参照してください。  https://

docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling

2. Azure IoT ハブ  でデバイスを作成します。これらのデバイスにコレクタから受け取ったデータが保

存されます。コレクタ  インスタンスごとに  1 つのデバイスを作成することをおすすめします。

コレクタ  インスタンスの詳細にアクセスする

1. 表示する詳細があるコレクタ  インスタンスに接続されているシステムにアクセスします  (on page 

521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムに接続されているコレクタのリストが表示され、以下の列が表示されます。

列 説明

COLLECTOR NAME（コレクタの名前） コレクタ  インスタンスの名前です。この列

のリンクを選択すると、コレクタ  インスタ

ンスの詳細が表示されます。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_add_offline_collector.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_delete_offline_collector.html
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-quotas-throttling
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列 説明

COMPRESSION（圧縮） コレクタ圧縮の効果です。値が小さい場合

は、圧縮デッドバンドを大きくして少ない値

を通過させることで、圧縮の効果を高めるこ

とができます。

CONFIGURATION（構成設定） コレクタのタグ設定のソースです。以下のい

ずれかの値を含みます。

• HISTORIAN：Historian アドミニスト

レータを使用してタグが設定されてい

ることを示します。

• OFFLINE（オフライン）：オフライ

ン構成設定ファイルを使用してタグが

設定されていることを示します。

MACHINE（コンピュータ） コレクタがインストールされているコン

ピュータの名前です。

OUT OF ORDER（アウトオブオーダ） コレクタのアウトオブオーダ  サンプルの合

計数です。

OVERRUNS（オーバーラン） 収集されなかったデータ  イベントの合計数

です。通常の動作や正常な状態では、この値

は常にゼロでなければなりません。この値が

ゼロでない場合は、データが失われているこ

とを示すため、収集間隔を長くしてシステム

のピーク  ロードを軽減する措置をとる必要

があります。

REDUNDANCY（冗長化） コレクタの冗長化が有効であるかどうかを示

します。冗長化により、ソフトウェアやハー

ドウェア故障によるデータの損失の可能性が

低くします。詳細については、Historian  マ

ニュアルの「コレクタの冗長化」を参照して

ください。

REPORT RATE（レポート収集レート） コレクタがデータを送信する際の平均収集

レートです。これはコレクタの負荷を示す一

般的なインジケータです。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_collectorRedundancy.html
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列 説明

状態 コレクタの状態です。以下のいずれかの値を

含みます。

• 開始済み

• 停止

• 実行中

• 一時停止

TAG COUNT（タグ数） コレクタがデータを収集するタグの数です。

VERSION（バージョン） コレクタのバージョン番号です。

Note:

表に列を追加したり、並べ替えたり、削除したりできます。手順については、「Historian 

と構成ハブの共通タスク  (on page 519)」を参照してください。

3. アクセスする詳細があるコレクタを含む行を選択します。

メイン  セクションにはコレクタの詳細が表示され、［詳細］セクションには概要が表示されま

す。

Note:

［詳細］セクションが表示されない場合は、ページの右上で を選択し、［詳細］を選

択します。

コレクタ  インスタンスを追加する

• コレクタをインストールします。

• iFIX コレクタの場合、iFIX  が  Windows サービス  モードで動作していることを確認してください。

• コレクタのインストール先が  Azure IoT ハブ  デバイスの場合は、デバイスが動作していることを

確認してください。

コレクタの使用を開始する前に、コレクタのインスタンスを追加する必要があります。同じコレクタの

複数のインスタンスや、コレクタをインストールした複数のコレクタのインスタンスを追加できます。

コレクタの複数のインスタンスを追加するには、このトピックで説明した手順をもう一度実行します。

このトピックでは、構成ハブを使用してコレクタ  インスタンスを追加する方法について説明します。ま

た、RemoteCollectorConfigurator  ユーティリティを使ってコレクタ  インスタンスを追加することもで

きます。このユーティリティでは、ウェブベース  クライアントをインストールする必要がありません。
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1. コレクタ  インスタンスを追加するシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システム内のコレクタのリストが表示されます。

3. Select 
メソッド

［Add  Collector Instance: <system name>］（コレクタ  インスタンスの追加：<システム名>）

ウィンドウが表示され、［Collector  Selection］（コレクタの選択）セクションが表示されま

す。［MACHINE  NAME］（コンピュータ名）フィールドには、コレクタをインストールしたコ

ンピュータのリストが表示されます。

4. ［MACHINE  NAME］（コンピュータ名）フィールドで、コレクタ  インスタンスを追加するコン

ピュータを選択します。

5. ［コレクタ  タイプ］フィールドで、追加するインスタンスのコレクタ  タイプを選択し、［Get 

Details］（詳細を取得）を選択します。

［INSTALLATION  DRIVE］（インストール  ドライブ）と［DATA  DIRECTORY］（データ  ディ

レクトリ）フィールドが無効になり、データが入力されます。

6. ［次へ］を選択します。

［Source  Configuration］（ソースの構成設定）セクションが表示されます。OPC  コレクタの

場合、ソースの構成設定は自動的に入力されます。また、［File  Collector］（ファイル  コレク

タ）を選択した場合は、［Destination  Configuration］（送信先の構成設定）セクションが表

示されます。その場合は、ステップ  8 に進んでください。

7. ［HISTORIAN  SOURCE SERVER］（Historian  ソース  サーバ）フィールドに、コレクタがデータ

を収集するソース  サーバのコンピュータ名を入力します。必要に応じて、［ユーザ名］と［パス

ワード］フィールドに値を入力し、サーバに接続します。

クラウド  コレクタの場合は、別のフィールドのセットが表示されます。その場合は、入力可能な

フィールドに値を入力してください。

8. ［次へ］を選択します。

［Destination  Configuration］（送信先の構成設定）セクションが表示されます。
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9. ［送信先の選択］フィールドで、コレクタがデータを送信する先を選択します。デフォルトで

は、［Historian  サーバ］が選択されています。

10. 選択した送信先に応じて、入力可能なフィールド  (on page 542)に値を入力し、［次へ］を選択

します。

［Collector  Initiation］（コレクタの開始）セクションが表示されます。［コレクタ名］フィー

ルドが無効になり、入力されます。

11. ［RUNNING  MODE］（実行モード）フィールドで、以下のいずれかを選択します。

• Service - Local System Account（サービス  - ローカル  システムのアカウント）：ローカ

ル  ユーザ（現在ログインしているユーザ）の認証情報を使用して、コレクタを  Windows 

サービスとして実行する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択す

ると、［ユーザ名］と［パスワード］フィールドが無効になります。

• Service Under Specific User Account（特定のユーザ  アカウントのサービス）：特定の

ユーザ  アカウントを使用して、コレクタを  Windows サービスとして実行する場合は、こ

のオプションを選択します。このオプションを選択した場合、［ユーザ名］と［パスワー

ド］フィールドに値を入力する必要があります。

最初の  2 つのオプションを選択すると、コンピュータを起動した場合、または  iFIX コレクタの場

合、iFIX  を起動すると常にコレクタが自動的に起動するように設定することもできます。

12. ［追加］を選択します。

コレクタ  インスタンスが追加され、コレクタのリストに表示されます。以下のコレクタの各イン

スタンスにショートカットが作成され、コマンド  プロンプトで開くことができます。

• この  iFIX コレクタ

• この  iFIX アラームとイベント  コレクタ

• この  OPC クラシック  アラームとイベント  コレクタ

• この  OPC クラシック  DA コレクタ

• この  OPC クラシック  HDA コレクタ

コレクタを使用してデータを収集するタグを指定します。［Destination  Configuration］（送信先の

構成設定）フィールドの［画面構成の選択］で、

• ［Historian  構成設定］を選択した場合は、Historian アドミニストレータにアクセスして、タグ

の構成設定を管理します。詳しくは「タグの構成設定」を参照してください。

• ［Offline  Configuration］（オフライン構成設定）を選択した場合は、コレクタのオフライン

構成設定ファイルを変更します。デフォルトでは、このファイルは以下のロケーションにありま

す。<Historian のインストール  フォルダ>\GE Digital\<コレクタの名前>詳しくは「オフ

ライン構成設定用  XML ファイルの作成」を参照してください。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_configuring_collector_and_tag_properties.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_hgs_configuring_collector_and_tag_properties.html
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コレクタ  インスタンスを変更する

変更するインスタンスのコレクタを停止  (on page 553)します。

このトピックでは、構成ハブ  を使用してコレクタ  インスタンスを変更する方法について説明します。ま

た、RemoteCollectorConfigurator  ユーティリティを使ってコレクタ  インスタンスを変更することもで

きます。このユーティリティでは、ウェブベース  クライアント  をインストールする必要がありません。

詳細は、Historian  のドキュメントを参照してください。

1. 変更するコレクタ  インスタンスがあるシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システム内のコレクタのリストが表示されます。

3. ［コレクタ名］列で、変更するコレクタ  インスタンスに対応するリンクを選択します。

コレクタの詳細が表示されます。

4.  

を選択し、

［編集］

を選択します。5. コレクタの送信先に応じて、利用可能なフィールド  (on page 542)に値を入力します。

6. ［保存］を選択します。変更した内容がコレクタの再起動が必要な場合は、［保存して再起

動］を選択します。通常は、［インスタンス設定］セクションで値を変更する際に必要となりま

す。

Note:

バージョン  9.0 より前のコレクタの場合。

• ［インスタンス設定］セクションの詳細を変更することはできません。

• コレクタの種類など一部の詳細が表示されないことがあります。

Historian アドミニストレータ  を使用して、コレクタのプロパティを再設定します。詳細は、Historian 

のドキュメントを参照してください。

コレクタ  インスタンスにコメントを追加する

このトピックでは、コレクタ  インスタンスにコメントを追加する方法について説明します。

Note:

• コメントの修正や削除はできません。

• オフラインのコレクタにコメントは追加できません。
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1. コメントを追加するコレクタ  インスタンスにアクセスします  (on page 536)。

コレクタの詳細が［詳細］セクションに表示され、コメントのリストも表示されます。

2. ［詳細］セクションで、［コメント］の下のテキスト  ボックスにコメントを入力し、［コメント

を追加］を選択します。

コメントがコレクタ  インスタンスに追加されます。

コレクタ  インスタンスのコメントにアクセスする

1. アクセスするコメントのコレクタ  インスタンスにアクセスする  (on page 536)

コレクタの詳細が［詳細］セクションに表示され、コメントのリストも表示されます。

2. コメントを検索する場合は、［検索］ボックスに検索条件を入力します。また、［FROM］ボッ

クスと［TO］ボックスで値を選択することにより、日付と時間の範囲に基づいてコメントをフィ

ルタリングすることもできます。

コメントは、検索条件に基づいてフィルタリングされます。

コレクタ  インスタンス  フィールド

このトピックではコレクタ  インスタンス  フィールドについて説明します。これらのフィールドはコレク

タの複写先に基づいて分類されています。

複写先：Historian サーバ

フィールド 説明

複写先サーバ コレクタのデータ送信先となる  Historian サーバ

のコンピュータ名。

ﾕｰｻﾞ名 Historian サーバにアクセスするためのユーザ

名。

パスワード Historian サーバにアクセスするためのパスワー

ド。

複写先：Predix Time Series

フィールド 説明

クラウドの複写先アドレス データ送信先の  Predix Time Series インスタン

スが公開しているデータ  ストリーミング  エン

ドポイントの  URL。通常は「wss://」から始ま

ります。この値は、コレクタのインターフェー

ス名とデフォルト  タグのプレフィックスの一部
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フィールド 説明

として使用されます。この  URL は  Predix Time 

Series の管理者が提供できます。

ID 発行者 コレクタが自身を認証し、Predix  Time Series 

にストリーミングするために必要な認証情報を

取得するための認証エンドポイントの  URL。

つまり、これは  Predix Time Series への接続

に使用する  UAA インスタンスの発行者  ID で

す。通常は「https://」で始まり、「/oauth/to

ken」で終わります。

クライアント  ID Predix Time Series とやりとりする際のコレク

タを指定します。これは、多くの認証方式にお

けるユーザ名に相当します。クライアントは 

ID 発行者で区別できる  UAA インスタンス内に

存在する必要があります。また、システムでは 

timeseries.zone.{ZoneId}.ingest  権限と  time

series.zone.{ZoneId}.query  権限に、指定され

た  Predix ゾーン  ID のクライアントへのアクセ

ス権を付与する必要があります。Predix  Time 

Series 管理者がこの情報を提供します。

クライアント  シークレット コレクタを認証するためのシークレット。これ

は、多くの認証方式におけるパスワードに相当

します。

ゾーン  ID コレクタのデータ送信先となるインスタンスの

一意の識別子。

プロキシ 認証処理とデータ送信の両方に使用するプロキ

シ  サーバの  URL を指定します。ネットワーク外

の  Web リソースにアクセスするためにプロキシ 

サーバが使用されているネットワーク上でコレ

クタが実行されている場合は、プロキシ  サーバ

の設定を行う必要があります。ただし、安全な

接続を確立する際に  Windows が使用するプロキ

シ  サーバには影響しません。そのため、コレク

タ  サービスを実行する  Windows ユーザ  アカウ

ントのプロキシ設定を行う必要があります。
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フィールド 説明

プロキシ  ユーザ名 プロキシ  サーバに接続するためのユーザ名。

プロキシ  パスワード プロキシ  サーバに接続するためのパスワード。

データポイント属性 コレクタに収集させる、データポイントに関連

する属性またはパラメータ。属性を指定するに

は［属性の追加］を選択します。コレクタ  イ

ンスタンスごとに最大  5 つの属性を追加できま

す。

画面構成の選択 データを収集するタグを指定するための構成設

定の種類。次の中から選択してください。

• Historian の構成設定: Historian アドミニ

ストレータを使用してタグを手動で追加

する場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると［His

torian  サーバの構成設定］フィールドが

表示されます。

• オフライン構成設定：タグを手動で追

加するのではなく、オフライン構成設

定ファイルを使用してタグ名を指定する

場合はこのオプションを選択します。デ

フォルトでは、このファイルは次の場所

にあります。<Historian のインストー

ル  フォルダ>\GE Digital\<コレクタ

名>

Historian サーバの構成設定 Historian アドミニストレータ  にアクセスして

コレクタのタグを手動で追加するコンピュータ

のホスト名。このフィールドは［画面構成の選

択］フィールドで［Historian  構成設定］を選

択した場合のみ表示されます。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
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複写先:  Azure IoT ハブ

フィールド 説明

デバイスの接続文字列 データ送信先の  Azure IoT デバイスを指定しま

す。次の形式で値を入力してください：Host

Name=<値>;DeviceId=<値>;SharedAccessKey=<値>

トランスポート  プロトコル Azure IoT ハブ  へのデータ送信に使用するプロ

トコル。次の中から選択してください。

• HTTP

• MQTT

• AMQP

• MQTT_OVER_WEBSOCKETS

• AMQP_OVER_WEBSOCKETS

どのプロトコルを使用するかについては、プロ

トコルとポート番号  (on page 548)  を参照して

ください。

プロキシ 認証処理とデータ送信の両方に使用するプロキ

シ  サーバの  URL を指定します。ネットワーク外

の  Web リソースにアクセスするためにプロキシ 

サーバが使用されているネットワーク上でコレ

クタが実行されている場合は、プロキシ  サーバ

の設定を行う必要があります。ただし、安全な

接続を確立する際に  Windows が使用するプロキ

シ  サーバには影響しません。そのため、コレク

タ  サービスを実行する  Windows ユーザ  アカウ

ントのプロキシ設定を行う必要があります。

プロキシ  ユーザ名 プロキシ  サーバに接続するためのユーザ名。

プロキシ  パスワード プロキシ  サーバに接続するためのパスワード。

画面構成の選択 データを収集するタグを指定するための構成設

定の種類。次の中から選択してください。

• Historian の構成設定: Historian アドミニ

ストレータを使用してタグを手動で追加

する場合は、このオプションを選択しま

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
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フィールド 説明

す。このオプションを選択すると［His

torian  サーバの構成設定］フィールドが

表示されます。

• オフライン構成設定：タグを手動で追

加するのではなく、オフライン構成設

定ファイルを使用してタグ名を指定する

場合はこのオプションを選択します。デ

フォルトでは、このファイルは次の場所

にあります。<Historian のインストー

ル  フォルダ>\GE Digital\<コレクタ

名>

Historian サーバの構成設定 Historian アドミニストレータ  にアクセスして

コレクタのタグを手動で追加するコンピュータ

のホスト名。このフィールドは［画面構成の選

択］フィールドで［Historian  構成設定］を選

択した場合のみ表示されます。

複写先：MQTT

フィールド 説明

ホスト  アドレス コレクタのデータ送信先となる  MQTT ブローカ

のホスト名。値は必須です。

ポート MQTT ブローカのポート番号。

クライアント  ID MQTT クライアントの名前。値は必須

で、MQTT  ブローカごとに一意でなければなり

ません。

トピック コレクタがデータをパブリッシュする  MQTT ト

ピック。値は必須です。

自動更新 認証トークンの有効期限が切れたときに、自動

的に更新するかどうかを指定します。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
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フィールド 説明

• このスイッチをオフにした場合、トーク

ンの有効期限が切れ次第、手動でトーク

ンを提供する必要があります。

• スイッチをオンにした場合、必要な証明

書の詳細を提供する必要があります。

ﾕｰｻﾞ名 MQTT ブローカに接続するためのユーザ名を入

力します。

パスワード MQTT ブローカに接続するためのパスワードを

入力します。

CA サーバ  ルート  ファイル MQTT ブローカへの接続に使用する  CA サーバ 

ルート  ファイルのパスを入力します。

クライアント証明書 MQTT ブローカへの接続に使用するクライアン

ト証明書のパスを入力します。

秘密鍵ファイル MQTT ブローカへの接続に使用する秘密鍵ファ

イルのパスを入力します。

公開鍵ファイル MQTT ブローカへの接続に使用する公開鍵ファ

イルのパスを入力します。

画面構成の選択 データを収集するタグを指定するための構成設

定の種類。次の中から選択してください。

• Historian の構成設定: Historian アドミニ

ストレータを使用してタグを手動で追加

する場合は、このオプションを選択しま

す。このオプションを選択すると［His

torian  サーバの構成設定］フィールドが

表示されます。

• オフライン構成設定：タグを手動で追

加するのではなく、オフライン構成設

定ファイルを使用してタグ名を指定する

場合はこのオプションを選択します。デ

フォルトでは、このファイルは次の場所

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_tagsConfiguring.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_hgs_offline_configuration_for_collectors.html
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フィールド 説明

にあります。<Historian のインストー

ル  フォルダ>\GE Digital\<コレクタ

名>

Historian サーバの構成設定 Historian アドミニストレータ  にアクセスして

コレクタのタグを手動で追加するコンピュータ

のホスト名。このフィールドは［画面構成の選

択］フィールドで［Historian  構成設定］を選

択した場合のみ表示されます。

プロトコルとポート番号

次の表は、Azure IoT ハブ  にデータを送信するために利用可能なプロトコルのリスト、プロトコルを選択

する際のガイドライン、各プロトコルが使用するポート番号を示しています。

プロトコル 使用する状況 ポート番号

HTTP 送信するデータが大きくない場

合や、他のプロトコルで使用す

るデフォルト  ポートが利用でき

ない場合は、このプロトコルを

使用します。

80

MQTT MQTT は  AMQP に比べて軽量

であり、広く利用されていま

す。低帯域でデータを送信する

場合や、同じ接続を使用して複

数の機器に接続しない場合は、

このプロトコルを使用してくだ

さい。

8883

AMQP AMQP は他のプロトコルに比べ

てより高い信頼性を備えていま

す。データを一括して送信する

ため、MQTT  に比べてネット

ワーク  トラフィックが少なくて

済みます。複数のコレクタから

大量のデータを頻繁に送信する

5763
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プロトコル 使用する状況 ポート番号

場合は、このプロトコルを使用

します。

Web ソケット経由の  MQTT MQTT は  AMQP に比べて軽量

であり、広く利用されていま

す。さらに、Web  ソケットを

使用する通信は、より信頼性が

高く、安全です。低帯域で安全

にデータを送信するには、この

プロトコルを使用します。

443

Web ソケット経由の  AMQP AMQP は他のプロトコルに比べ

てより高い信頼性を備えていま

す。データを一括して送信する

ため、MQTT  に比べてネット

ワーク  トラフィックが少なく

て済みます。さらに、Web  ソ

ケットを使用する通信は、より

信頼性が高く、安全です。複数

のコレクタから大量のデータを

頻繁にかつ安全に送信する必要

がある場合は、このプロトコル

を使用します。
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コレクタ  インスタンスを削除する

削除するインスタンスのコレクタを停止します  (on page 553)。

コレクタ  インスタンスを使用してデータを収集する必要がなくなった場合、そのインスタンスを削除で

きます。コレクタ  インスタンスを削除すると、コレクタの  Windows サービス、レジストリ  フォルダ、

バッファ  ファイルも削除されます。

このトピックでは、構成ハブを使用してコレクタ  インスタンスを削除する方法について説明します。ま

た、RemoteCollectorConfigurator  ユーティリティを使ってコレクタ  インスタンスを削除することもで

きます。このユーティリティでは、ウェブベース  クライアントをインストールする必要がありません。

1. 削除するコレクタ  インスタンスがあるシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システム内のコレクタのリストが表示されます。
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3. ［コレクタ名］列で、削除するコレクタ  インスタンスに対応するリンクを選択します。

コレクタの詳細が表示されます。

4.

を選択し、

［削除］

を選択します。コレクタ  インスタンスを削除するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

5. タグも削除する場合は、［Delete  associated tags as well］（関連するタグも削除する）チェッ

ク  ボックスを選択します。

6. ［削除］を選択します。

コレクタ  インスタンスが削除されます。

コレクタの管理

コレクタのリモートでのインストールと管理について
多くの  Historian ユーザは、データ  ソースやサーバからデータを収集するためにコレクタを使用していま

す。一般的に、これらのコレクタは地理的に分散しているため、アクセスするのは困難であり、費用対

効果も高くありません。この問題を解決するために、Historian  はリモート  コレクタ管理エージェント

を提供しており、これを使ってリモートでコレクタを管理できます。

リモート  コレクタ管理エージェントを使用することの利点は次のとおりです。

• コレクタ  コンピュータに物理的にアクセスしてコレクタを管理する必要がありません。

• セキュリティが有効化されます。つまり、iH  Security Admins、iH  Tag Admins、iH  Collector 

Admins セキュリティ  グループのメンバーのみが、コレクタをリモートで管理できます。

• 旧バージョンのコレクタ（V5.5  以降）でも動作します。

機能

• コレクタ  インスタンスを追加、変更、または削除します。

• コレクタを起動  (on page 551)、停止  (on page 553)、または再起動  (on page 553)します。

• コレクタのデータ収集を一時停止  (on page 554)または再開  (on page 554)します。

• コレクタのバッファ  ファイルを削除  (on page 555)または移動  (on page 555)します。

• コレクタの送信先サーバを変更します  (on page 556)。

Workflow

次の図は、コレクタ  インスタンス作成時のリモート  コレクタ管理のワークフローを示しています。コレ

クタのインスタンスが作成されると、設定された送信先にデータが送信されます。緑の線は、最初の  1 

回限りのステップを示しています。赤い線は、コレクタをリモートで管理するために毎回行う手順を示

しています。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_modify_collector_instance_rcm.html
https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/t_delete_collector_instance_rcm.html
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制限事項

• リモート管理エージェントをインストールした後、新しいコレクタをインストールする場合は、

手動で最初の起動を行う必要があります。これは、コレクタとリモート  コレクタ管理エージェン

トの間の接続を確立するためです。次回からは、リモートでコレクタの管理ができるようになり

ます。

コレクタを起動する

以下のいずれかのオプションを使用して、コレクタを実行できます。

• Service - Local System Account（サービス  - ローカル  システムのアカウント）：ローカル  ユー

ザ（現在ログインしているユーザ）の認証情報を使用して、コレクタを  Windows サービスと

して起動する場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、［ユーザ

名］と［パスワード］フィールドが無効になります。

• Service Under Specific User Account（特定のユーザ  アカウントのサービス）：特定のユーザ  ア

カウントを使用して、コレクタを  Windows サービスとして起動する場合は、このオプションを選

択します。このオプションを選択した場合、［ユーザ名］と［パスワード］フィールドに値を入

力する必要があります。
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1. 起動するコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 起動するコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［起動］を選択します。

［Start:  <collector name>］（起動：<コレクタ名>）ウィンドウが表示されます。

5. 次の表にあるような値を提供してください。

フィールド 説明

実行モード 次の中から選択してください。

• Service - Local System Accoun

t（サービス  - ローカル  システムの

アカウント）：ローカル  ユーザ（現

在ログインしているユーザ）の認証

情報を使用して、コレクタを  Win

dows サービスとして起動する場合

は、このオプションを選択します。こ

のオプションを選択すると、［ユーザ

名］と［パスワード］フィールドが無

効になります。

• Service Under Specific User Ac

count（特定のユーザ  アカウントの

サービス）：特定のユーザ  アカウン

トを使用して、コレクタを  Windows 

サービスとして起動する場合は、こ

のオプションを選択します。このオ

プションを選択した場合、［ユーザ

名］と［パスワード］フィールドに値

を入力する必要があります。

ユーザ名 コレクタを実行できる  Windows ユーザの

ユーザ名を入力してください。実行モー

ドで［Service  Under Specific User Ac

count］（特定のユーザ  アカウントのサービ

ス）を選択している場合は、値が必要です。

パスワード コレクタを実行できる  Windows ユーザの

パスワードを入力してください。実行モー
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フィールド 説明

ドで［Service  Under Specific User Ac

count］（特定のユーザ  アカウントのサービ

ス）を選択している場合は、値が必要です。

6. ［起動］を選択します。

コレクタが起動し、データ収集が開始されます。［コレクタ］セクションのコレクタのステータ

スが［起動中］に変わり、次に［実行中］に変わります。ただし、接続に失敗した場合は、ス

テータスが［不明］に変わります。

Note:

自動更新が有効でない場合は、手動でコレクタを更新してください。

コレクタを停止する

コレクタを停止すると、コレクタはデータの収集を停止し、送信先との接続が解除されます。ただし、

コレクタを送信先に接続したままにしておく場合は、代わりにデータ収集を停止  (on page 554)できま

す。

1. 停止するコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 停止するコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［停止］を選択します。

［Stop:  <collector name>］（停止：<コレクタ名>）ウィンドウが表示されま

す。［COLLECTOR  MACHINE］（コレクタ  コンピュータ）と［CURRENT  RUNNING 

MODE］（現在の実行モード）フィールドが入力され、無効になります。

5. コレクタが  Windows サービス  モードで動作している場合は、［停止］を選択します。コレクタ

がコマンドライン  モードで実行されている場合は、［ユーザ名］と［パスワード］フィールドに

値を入力して、［停止］を選択します。

コレクタが停止し、データ収集が中断します。［コレクタ］セクションのコレクタのステータス

が［停止］に変わります。

コレクタを再起動する

コレクタを再起動すると、停止後に再び起動できます。コレクタを再起動できるのは、対象のコレクタ

が実行中の場合のみです。
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1. 再起動するコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 再起動するコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［再起動］を選択します。

［Restart:  <collector name>］（再起動：<コレクタ名>）ウィンドウが表示されます。

5. コレクタが  Windows サービス  モードで動作している場合は、［再起動］を選択します。コレク

タがコマンドライン  モードで実行されている場合は、［ユーザ名］と［パスワード］フィールド

に値を入力して、［再起動］を選択します。

コレクタが再起動し、データ収集が再開します。

データ収集を一時停止

データ収集を一時停止すると、コレクタはデータ収集を停止します。しかし、コレクタは送信先に接続

されたままとなっています。送信先からコレクタを切断する場合は、コレクタを停止  (on page 553)し

ます。

Note:

オフライン  コレクタのデータ収集を一時停止することはできません。

1. データ収集を一時停止するコレクタにリンクしているシステムにアクセス  (on page 521)しま

す。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 一時停止するデータ収集があるコレクタを含む行を選択します。

4. ［実行］を選択し、［データ収集を一時停止］を選択します。

データ収集を一時停止するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

5. ［一時停止］を選択します。

データ収集が一時停止して、コレクタが停止します。

コレクタのデータ収集を再開する

1. 再開するデータ収集があるコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 

521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 再開するデータ収集があるコレクタを含む行を選択します。

4. ［実行］を選択し、［Resume  Data Collection］（データ収集を再開）を選択します。



構成ハブ  ドキュメント  | 3 - Historian Web 構成設定  | 555

データ収集を再開するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

5. ［再開］を選択します。

コレクタが起動し、データ収集が再開されます。

コレクタのバッファ  ファイルを削除する

バッファ  ファイルを削除するとコレクタは停止し、バッファ  ファイルが削除された後に再起動します。

1. バッファ  ファイルを消去するコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 

521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. クリアするバッファ  ファイルがあるコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［バッファをクリア］を選択します。

バッファ  ファイルを消去するかどうかを問い合わせるメッセージが表示されます。

5. ［クリア］を選択します。

［Clear  Buffer: <collector name>］（バッファをクリア：<コレクタの名前>）ウィンドウが表示

されます。

6. コレクタが  Windows サービス  モードで動作している場合は、［クリア］を選択します。コレ

クタが特定のユーザ  アカウントのコマンドライン  モードで実行されている場合は、［ユーザ

名］と［パスワード］フィールドに値を入力して、［クリア］を選択します。

コレクタのバッファ  ファイルが削除されます。

コレクタのバッファ  ファイルを移動する

バッファ  ファイルは、同じドライブ内の新しいフォルダに移動することをおすすめします。ネットワー

ク共有ドライブのフォルダにファイルを移動することはできません。

バッファ  ファイルを移動するとコレクタは停止し、バッファ  ファイルが移動した後に再起動します。

1. 別のフォルダに移動するバッファ  ファイルがあるコレクタに接続されているシステムにアクセス

します  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 移動するバッファ  ファイルがあるコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［Move  Buffer］（バッファを移動）を選択します。

［Move  Buffer: <collector name>］（バッファを移動：<コレクタ名>）ウィンドウが表示され

ます。［CURRENT  LOCATION］（現在のロケーション）、［COLLECTOR  MACHINE］（コレ

クタ  コンピュータ）、［RUNNING  MODE］（実行モード）の各フィールドが入力され、無効

になります。
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5. ［TARGET  LOCATION］（ターゲットのロケーション）ボックスに、バッファ  ファイルの移動先

となるフォルダのパスを入力します。

6. コレクタがコマンドライン  モードで実行されている場合は、［ユーザ名］と［パスワー

ド］フィールドに値を入力して、［Move  Buffer］（バッファを移動）を選択します。

バッファ  ファイルが移動し、コレクタが起動します。

コレクタの送信先サーバを変更する

1. コレクタがデータを送信する新しい送信先サーバに  Historian がインストールされていることを確

認します。

2. 送信先サーバを変更するコレクタが起動していることを確認します。

1. 停止するコレクタに接続されているシステムにアクセスします  (on page 521)。

2. ［コレクタ］を選択します。

システムにリンクしているコレクタの一覧が表示されます。

3. 変更する送信先サーバがあるコレクタを含む行を選択します。

4. ［操作］を選択し、［Change  Destination Server］（送信先サーバの変更）を選択します。

［Change  Destination Server: <collector name>］（送信先サーバの変更：<コレクタの名

前>）ウィンドウが表示されます。［COLLECTOR  MACHINE］（コレクタ  コンピュー

タ）、［CURRENT  RUNNING MODE］（現在の実行モード）、［CURRENT  DESTINATION 

SERVER］（現在の送信先サーバ）の各フィールドが入力され、無効になります。

5. ［NEW  RUNNING MODE］（新規実行モード）のフィールドで、以下のいずれかを選択します。

• Service Under Local System Account（ローカル  システムのアカウントのサービ

ス）：ローカル  ユーザ（現在ログインしているユーザ）の認証情報を使用して、コレクタ

を  Windows サービスとして起動する場合は、このオプションを選択します。このオプショ

ンを選択すると、［ユーザ名］と［パスワード］フィールドが無効になります。

• Service Under Specific User Account（特定のユーザ  アカウントのサービス）  特定のユー

ザ  アカウントを使用して、コレクタを  Windows サービスとして起動する場合は、この

オプションを選択します。このオプションを選択した場合、［ユーザ名］と［パスワー

ド］フィールドに値を入力する必要があります。

6. ［NEW  DESTINATION SERVER］（新規送信先サーバ）  フィールドに、コレクタがデータを送信

する新しい送信先サーバのコンピュータ名を入力します。

7. ［ユーザ名］と［パスワード］フィールドに、新しい送信先サーバにアクセスするための認証情

報を入力します。

8. ［Change  Server］（サーバを変更）を選択します。

コレクタの送信先サーバが変更され、コレクタが停止します。
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1. 構成ハブを使用してコレクタ  インスタンスを変更し、コレクタのネットワーク  メッセージの圧縮

を更新します。

2. Historian アドミニストレータを使用して、コレクタのプロパティを再設定します。

3. コレクタを再起動します  (on page 553)。

https://www.ge.com/digital/documentation/historian/version90/c_collectorsConfigureCollectors.html


Chapter 4. 設定

ユーザの切り替え

1.
ツールバーの右上にある［ユーザ］ボタンを確認します。

2. ［ログアウト］を選択します。

3. 新しいユーザ名で再度ログインします。

レイアウトを変更

次の方法でConfiguration Hubのレイアウトを修正できます。

• 分割バーを使用してパネルのサイズを変更する。

• タブを開く、または閉じる。

• パネルを開く、または閉じる。

• ブラウザのウィンドウをサイズ変更し、開いているすべてのパネルのサイズを変更する。

ホスト名の変更

本項では、Configuration Hub  サーバまたは  iFIX サーバ（Configuration Hub  サーバが  iFIX サーバのロー

カルである場合は両方）のホスト名を変更する必要がある場合のステップを説明します。iFIX  プラグイ

ンは、証明書が有効な場合にのみ、Configuration Hub  でアクセスできることに注意してください。ホス

ト名が（Configuration Hub  または  iFIX のいずれかで）変更され、証明書を更新しなかった場合、証明書

が有効でなくなるため、Configuration Hub  で  iFIX プラグインにアクセスできない可能性があります。以

下のステップで、証明書を更新します。

Configuration Hub  サーバのホスト名変更による自己署名証明書作成のステップ

Configuration Hub  のインストール時に、自己署名証明書が作成され、C:\Program Files (x86)\GE

\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダに保存されます。Configuration Hub  nginx サーバ証明書は  C:

\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\Web\conf ディレクトリに保存されます。Configuration Hub 

のインストール後に  Web サーバ名を変更する場合、自己署名証明書を更新する必要があります。

以下のステップで、Configuration Hub  の自己署名証明書を更新します。
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1. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダ内の証明書ファイルを削除す

るかバックアップします。

2. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki ディレクトリで、管理者としてコマン

ド  プロンプトを開きます。

3. 次のコマンドを入力して、自己署名証明書を新規作成します。

restart_confighub.bat "C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub" "C:\Program Files 

 (x86)\GE\ConfigurationHub\Web" 5678 4890 htclab.ge.com

ここでは、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub は  Configuration Hub  インストール  ディ

レクトリ、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\Web は  Configuration Hub  niginx サーバ

のあるディレクトリ、5678  は  Configuration Hub  認証サービス  ポート（現在は使用されていませ

ん）、4890  は  Configuration Hub  サーバ  ポートです。

4. C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub\ConfigHubPki フォルダから  C:\Program Files 

(x86)\GE\ConfigurationHub\Web\conf フォルダに、server_cert.crt  と  server_cert.key ファイルを

コピーします。

5. コンピュータを再起動します。

iFIX サーバのホスト名変更に伴う自己署名証明書の作成ステップ

iFIX 側では、インストール中に自己署名証明書が作成され、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL

\iFIX_OpcuaConfigService\pki フォルダに保存されます。iFIX  nginx サーバ証明書は  C:\Program Files 

(x86)\GE\iFIX\web\conf ディレクトリに保存されています。ホスト名が変更された場合は、iFIX  証明書

も更新する必要があります。

以下のステップで、iFIX  の自己署名証明書を更新します。
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1. iFixConfigServiceCertTool.exe を管理者として開きます。このツールは、C:\Program Files 

(x86)\GE\iFIX\ フォルダにあります。下図のような  iFIX 構成設定サービス証明書ツールが表示さ

れます。
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2. ［証明書を削除］をクリックし、［証明書バインディングを削除］をクリックします。証明書

ツールは以下のように表示されます。
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3. Windows のファイル  エクスプローラから、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL

\iFIX_OpcuaConfigService\pki ディレクトリにある証明書ファイルを削除またはバックアップしま

す。

4. iFIX 構成設定サービス証明書ツールで［証明書を作成］ボタンをクリックして、証明書を新規作

成します。ツールは以下の画像のように表示されます。
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5. 新しい証明書のセットが作成されたら、iFIX  構成設定サービス証明書ツールで証明書のサムプリ

ントが異なることを確認します。同じである場合、新しい証明書は作成されていません。次の図

は、作成前と後の表示例です。

ホスト名の変更前、ユーティリティからの証明書サムプリントは以下のように表示されます。

新規証明書の作成後、サムプリントは以下のように表示されます。

6. iFIX_OpcuaConfigServer.crt と  iFIX_OpcuaConfigServer.key を、C:\Program Files (x86)\GE\iFIX

\LOCAL\iFIX_OpcuaConfigService\pki から  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\web\conf にコピーし

ます。

7. コンピュータを再起動します。

構成ハブのポート変更

インストール後に  Configuration Hub  Web サーバが使用するポートを変更する必要がある場合

は、ConfigHubSettingsUtility.exe  ユーティリティを使用してリセットできます。このユーティリティ

は  Configuration Hub  フォルダ（デフォルトでは、C:\Program Files (x86)\GE\ConfigurationHub）にあ

ります。
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Note:

Configuration Hub  Web サーバである  ConfigHub サーバ  ポート番号の更新を予定している場合

は、すべてのプラグインを更新して  ConfigHub サーバ  ポート変更を更新する必要があります。

そうでない場合、プラグインはConfiguration Hubと通信できません。インストール後に  iFIX 

プラグインを更新するには、iFIX  WorkSpace にある登録ツールを使用します。詳細情報につ

いては、「iFIX プラグイン登録ツール  (on page 27)」を参照してください。インストール後に 

Historian プラグインを更新するには、C:\Program Files\GE Digital\Historian Confif フォルダにあ

る  Web_Clients_Configuration_Tool.exe ツールを使用します。
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ログ  ファイル

ログ  ファイルをインストール

iFIX でインストールした場合、そのインストールの構成ハブ部分のログは  iFIX 6.5_ConfigHubMSI.log と

いう名前になります。このログは  Windows フォルダに表示され、インストール中に発生した問題のトラ

ブルシューティングに使用できます。

構成ハブのログファイル

デフォルトでは、Configuration Hubのログは次の場所に保存されます：C:\Program Files (x86)\GE

\ConfigurationHub\Logs（デフォルト）。

Historian のログ  ファイル

Historian の場合、ログはデフォルトで次のフォルダに保存されます：C:\Proficy Historian Data。

iFIX のログ  ファイル

iFIXの場合、関連ログは  C:\Program Files (x86)\GE]iFIX\LOCAL\Logs フォルダ（デフォルト）にありま

す。これらのファイルの名前は次のとおりです。

ログ名 説明

ifix_auth_service.log iFIX 認証サービスのログ  ファイルです。

ifix_config_service.log iFIX OPCUA Config Service のログファイルで

す。

ifix_config_service_cert.log 自己署名証明書作成ユーティリティのログ  ファ

イルです。このログ  ファイルは、iFIX  の起動ご

とに自動的に上書きされます。

ifix_confighub_facade_service.log iFIX ConfigHub Facade サービスのログ  ファイ

ルです。

ifix_model_editor_service.log モデル  エディタ  サービスのログ  ファイルで

す。

ifix_model_service.log iFIX にモデル情報を公開するために使用される 

iFIX モデル  サービスです。

ifix_tag_service.log iFIX タグ  サービスのログ  ファイルです。

IGS のログ  ファイル
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IGS の場合、igs-browse-config.log というログ  ファイルが  C:\Program Files (x86)\GE\iFIX\LOCAL フォル

ダ（デフォルト）にあります。
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