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GOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズからGOT1000シリ-ズへの置換えのご案内と注意事項
GOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズ

三菱グラフィックオペレ-ションタ-ミナル(GOT)に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。
皆様にご愛顧いただいております GOT の旧シリ-ズであります GOT800，A77GOT，A64GOT シリ-ズにつきまして
は，
既に 1999 年 7 月発行のテクニカルニュ-ス PLC-D-358 および 2001 年 7 月発行のテクニカルニュ-ス PLC-D-406
にて生産中止のお知らせをさせていただいております。GOT800，A77GOT，A64GOT シリ-ズにつきましては既に
修理受付期間も終了しておりますので，機能・性能とも充実した新シリ-ズ GOT1000 シリ-ズへの置換えを是非
ご検討ください。
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1.お客様へのお願い
GOT本体の機種選択一覧では，各シリ-ズからGOT1000シリ-ズへの置換え時に，仕様上の制約がない，また
は少ない機種を推奨機種としております。お客様のシステムでのご使用状況によっては，推奨機種以外の
選択も可能となる場合もありますので，既存システムの仕様をご確認いただいた上で機種選択いただくよ
うお願いいたします。
2.GOT本体の機種選択
置換えするGOT本体の機種選定を行います。
各シリ-ズからGOT1000シリ-ズに置き換える場合，パネルカット寸法が異なりますので，アタッチメントを使
用してください。また，一部の機種では，対応するアタッチメントが存在しておりません。以下にGOT1000
シリ-ズへの置換え推奨機種(本体)とパネルカット互換性一覧を示します。
表2-1 GOT1000シリ-ズへの置換え推奨機種(本体)とパネルカットの互換性一覧
使用している
GOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズ
A870GOT-EWS
A870GOT-SWS
A870GOT-TWS
A8GT-70GOT-EW，
A8GT-70GOT-EB

A8GT-PWEL使用時
A8GT-PW24使用時

A870GOT
A8GT-70GOT-SW，
A8GT-70GOT-SB

A8GT-PWST使用時
A8GT-PW24使用時

A8GT-70GOT-TW，
A8GT-70GOT-TB

A8GT-PWTF使用時
A8GT-PW24使用時

A810GOT-CS
A810GOT

A8GT-10GOT-C

A8GT-PWTF使用時
A8GT-PW24使用時

A850GOT

A851GOT
A852GOT
A853GOT

A77GOT

A850GOT-LWD(-M3)，
RS-422接続時
A850GOT-LBD(-M3)
通信ユニット使用時
A850GOT-SWD(-M3)，
RS-422接続時
A850GOT-SBD(-M3)
通信ユニット使用時
A851GOT-LWD(-M3)，A851GOT-LBD(-M3) (*8)
A851GOT-SWD(-M3)，A851GOT-SBD(-M3) (*8)
A852GOT-LWD(-M3)，A852GOT-LBD(-M3)
A852GOT-SWD(-M3)，A852GOT-SBD(-M3)
A853GOT-LWD(-M3)，A853GOT-LBD(-M3)
A853GOT-SWD(-M3)，A853GOT-SBD(-M3)
A77GOT-CL，A77GOT-CL-S3，A77GOT-CL-S5
A77GOT-EL，A77GOT-EL-S3，A77GOT-EL-S5
A77GOT-L，A77GOT-L-S3，A77GOT-L-S5

A64GOT

A64GOT-L
A64GOT-LT21B

(*2)
(*2，*6)

移行を推奨する
GOT1000シリ-ズ
(*7)
GT1662-VNBA(*10)
GT1562-VNBA
GT1675-VNBA(*10)
GT1575-VNBA
GT1675M-VTBA
GT1575-VTBA
GT1662-VNBA(*10)
GT1562-VNBA
GT1662-VNBD(*10)
GT1562-VNBD
GT1675-VNBA(*10)
GT1575-VNBA
GT1675-VNBD(*10)
GT1575-VNBD
GT1675M-VTBA
GT1575-VTBA
GT1675M-VTBD
GT1575-VTBD
GT1675M-STBA(*1)
GT1575V-STBA(*1)
GT1675M-STBA(*1)
GT1575V-STBA(*1)
GT1675M-STBD(*1)
GT1575V-STBD(*1)
GT1550-QLBD(*2)
GT1550-QLBD(*9)
GT1555-QSBD(*2)
GT1555-QSBD(*9)
GT1550-QLBD(*3)
GT1555-QSBD(*3)
GT1550-QLBD(*4)
GT1555-QSBD(*4)
GT1550-QLBD(*5)
GT1555-QSBD(*5)
GT1662-VNBA(*10)
GT1562-VNBA
GT1662-VNBA(*10)
GT1562-VNBA
GT1662-VNBA(*10)
GT1562-VNBA
GT1550-QLBD
GT1550-QLBD

パネルカット
互換性
○：互換有
×：互換無
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

使用する
アタッチメント
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
GT15-70ATT-87
なし
なし
なし
なし
なし
なし
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-50ATT-85
GT15-60ATT-77
GT15-60ATT-77
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-87
GT15-60ATT-77
GT15-60ATT-77
なし
なし
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*1 A810GOTはCRT等表示機器出力専用GOTです。GOT1000シリ-ズにはCRT等への表示器機出力専用GOTはありません。
GOT1000シリ-ズへの置換え時は，ビデオ/RGB対応のGOT1000シリ-ズを使用し，RGB出力ユニットを接続して，ご使
用ください。
ビデオ/RGB対応のGOT1000シリ-ズ
GT1675M-VTBA
GT1675M-VTBD
GT1675M-STBA
GT1675M-STBD
GT1575V-STBA
GT1575V-STBD

GOT1000シリ-ズ用RGB出力ユニット
GT16M-ROUT

GT15V-75ROUT

*2
*3
*4
*5

置換え時には，RS-422シリアル通信ユニット(GT15-RS4-9S)を接続し，ご使用ください。
置換え時には，Aバス接続ユニット(GT15-ABUS(2)またはGT15-75ABUS(2)L)を接続し，ご使用ください。
置換え時には，CC-Link通信ユニット(GT15-J61BT13)を接続し，ご使用ください。
置換え時には，表示器本体のRS-232ポ-トで通信いただくか，RS-232シリアル通信ユニット(GT15-RS2-9P)をご使
用ください。
*6 GOT1000シリ-ズはMELSECNET/Bに対応しておりません。3.4節を参照ください。
*7 GOT1000シリ-ズは，前面部の色がすべてブラックです。前面部の色がアイボリ-ホワイトの機種はありませんので，
ご了承ください。
*8 置換え機種には，GT11バス接続専用機もあります。詳細は，2.1節を参照してください。
*9 Aバス接続時は，Aバス接続ユニット(GT15-ABUS(2)またはGT15-75ABUS(2)L)を接続し，ご使用ください。また，M
ELSECNET系通信ユニット接続時は3.1節を参照し，通信ユニットを選定してください。
*10 作画ソフトウェアGT Designer2 Version□は対応していません。GT Works3 Version1(Ver1.15R以降)をご使用く
ださい。

2.1 A851GOTからGOT1000シリーズへの置き換えに関する注意事項
A851GOTからGOT1000シリ-ズへの置き換えの場合，下記のGOT1000シリ-ズのバス専用機(GT11バス接続専用
機(GT1155-Q□BDA，GT1150-Q□BDA))へ置き換えを推奨します。
表2-2 GT11バス接続専用機(GT1150-QLBDA，GT1155-QSBDA)への置換え時，推奨置換え機種一覧表
使用しているGOT800シリ-ズ
A851GOT-LWD
A851GOT-LWD-M3
A851GOT-LBD
A851GOT-LBD-M3
A851GOT-SWD
A851GOT-SWD-M3
A851GOT-SBD
A851GOT-SBD-M3

表2-3記載の機能制限付で置換えを
推奨するGT11バス接続専用機
GT1150-QLBDA
GT1150-QLBDA
GT1150-QLBDA
GT1150-QLBDA
GT1155-QSBDA
GT1155-QSBDA
GT1155-QSBDA
GT1155-QSBDA

備考
5.7型STNモノクロ Aバス接続
5.7型STNモノクロ Aバス接続
5.7型STNモノクロ Aバス接続
5.7型STNモノクロ Aバス接続
5.7型STNカラ- Aバス接続
5.7型STNカラ- Aバス接続
5.7型STNカラ- Aバス接続
5.7型STNカラ- Aバス接続

ただし，GT11バス接続専用機では下記の機能に対応していないため，下記の機能を使用する場合はGT155□
(+通信ユニット)への置き換えを推奨します。
表2-3 GT11バス接続専用機(GT1150-QLBDA，GT1155-QSBDA)で制限される機能一覧表
項目
局番切換え

モニタできるアクセス範
囲
印字関連機能
外部入出力機能
(操作パネル)
かな漢字変換機能
複数台接続

機能概略
オブジェクトのモニタ先のネッ
トワ-クユニット局番を切り換
える機能
GOTがモニタできるアクセス範
囲
レポ-ト機能，コメント印字，ハ
-ドコピ-等印字に関する機能
操作パネル，テンキ-パネル，押
しボタンスイッチ等外部の入出
力機器を接続する機能
アスキ-入力時ひらがなを漢字
に変換する機能
GOT複数台接続時

GT11バス接続専用機での対応
対応不可

代替案
GT155□採用をご検討ください。

自局(0-FF)のみモニタ可能

GT155□採用をご検討ください。

対応不可
(プリンタが接続不可)
対応不可

GT155□採用をご検討ください。

対応不可

GT155□採用をご検討ください。

対応不可

GT155□採用をご検討ください。

GT155□採用をご検討ください。
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3.通信ユニット・オプション
3.1 置換え機種一覧
各シリ-ズの通信ユニット，オプションはGOT1000シリ-ズでは使用することはできません。GOT1000シリズへの置換え時はGOT1000シリ-ズ用のユニットをご使用ください。
表3-1 通信ユニット・オプション置換え機種一覧
通信方式／オプション
Aバス接続

RS-232接続

RS-422接続

GOT800，A77GOT用
ユニット形名
A7GT-BUSS(小型CON)
(*11)
A7GT-BUS(大型CON)

(*11)

A7GT-BUS2S(小型CON)

(*11)

A7GT-BUS2(大型CON)

(*11)

A8GT-RS2

A8GT-RS4

GOT1000用
ユニット形名
GT15-75ABUSL
GT15-ABUS
GT15-75ABUSL
GT15-ABUS
GT15-75ABUS2L
GT15-ABUS2
GT15-75ABUS2L
GT15-ABUS2
GT15-RS2-9P
GOT本体内蔵イン
タフェ-ス(*14)
GT15-RS4-9S
GT15-RS2T4-9P

ケ-ブル互換性
(詳細は4章参照)
互換性あり
互換性あり
異なる
異なる
互換性あり
互換性あり
異なる
異なる
互換性あり
互換性あり
異なる
異なる

GT16-C02R4-9S
MELSECNET/10

A7GT-J71LP23
A7GT-J71BR13

(*11)
(*11)

GT15-J71LP23-25
GT15-J71BR13

MELSECNET/B

A7GT-J71AP23
A7GT-J71AR23
A7GT-J71AT23B

(*11)
(*11)
(*11)

CC-Link

A8GT-J61BT13

(*11)

GT15-J71LP23-25
GT15-J71BR13
GT15-J71LP23-25
GT15-J71BR13
GT15-J61BT13

A8GT-J61BT15

(*11)

MELSECNET(Ⅱ)

外部入出力インタフェス
テンキ-パネル
プリンタインタフェ-ス

A8GT-70KBF
A8GT-50KBF
A8GT-TK
A7GT-TK
A8GT-70PRF

A8GT-50PRF

メモリカ-ドインタフェス

A7GT-MIF

メモリカ-ド

Q1MEM-64/128/256/512/1M/2MS

異なる
互換性あり
互換性あり
互換性あり
互換性あり
異なる
異なる

互換性あり

GT15-DIO(*12)
該当なし
該当なし
GT15-PRN
GT15-RS2-9P
GOT本体内蔵イン
タフェ-ス(*14)

異なる
異なる

GT15-PRN
GT15-RS2-9P
GOT本体内蔵イン
タフェ-ス(*14)

異なる
異なる

備考
薄型モデル(*13)
薄型モデル(*13)
薄型モデル(*13)
薄型モデル(*13)
9ピンコネクタタイプ
9ピンコネクタタイプ
※GOT本体内蔵インタフェ-ス
(*14)に接続して使用可
9ピンコネクタタイプ
※GT16のみ使用可
MELSECNET/H ユ ニ ッ ト を
MELSECNET/10モ-ドで使用
※3.4節を参照
ネットワ-クの変更が必要
※3.3節，3.4節を参照

CC-Link ver.2ユニットに変更
が必要
CC-Link ver.2ユニットに変更
が必要
※3.3節を参照
3.3節を参照
3.3節を参照
PictBridge対応プリンタ(*15)
シリアルプリンタ(*15)

異なる
PictBridge対応プリンタ(*15)
シリアルプリンタ(*15)

異なる

GOT本体内蔵CFカドインタフェ-ス

-

GT05-MEM-□MC
GT05-MEM-□GC

-

GOT本体にCFカ-ドインタフェスを標準装備
メモリカ-ド(SRAM)は使用不可
GOT1000シリ-ズではSRAMカ-ド
使用不可
CFカ-ドへ切替要

*11 GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズ用通信ユニットにはロ-タリ-スイッチ等のハ-ドウェアでの設定スイッチが付い
ています。GOT1000シリ-ズ用通信ユニットにはロ-タリ-スイッチ等はなくソフトウェアでの設定スイッチのため，
作画ソフトウェアまたはユ-ティリティ画面で設定します。詳細内容は，Aバス接続ユニットは3.2節，
MELSECNET/10ユニットは3.4.2項(2)，MELSECNET(Ⅱ)およびMELSECNET/Bの各ユニットは，3.4.2(1)項を参照くだ
さい。
*12 外部電源電圧／外部接続コネクタ形状等の仕様が変更になります。詳細は，外部入出力ユニット(GT15-DIO)取扱
説明書(IB-0800334)を参照ください。
*13 外部入出力，音声，プリンタ，ビデオ／RGB入出力機能などのユニットと併用する場合，次のユニットをご使
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用ください。薄型モデルは，他のユニットとの組み合わせに制限があります。
GT15-ABUS(Aバス接続1ch)，GT15-ABUS2(Aバス接続2ch)
*14 モニタ画面デ-タなどをパソコンから本体内蔵RS-232インタフェ-スを使用してGOT本体にダウンロ-ドする場合，
ケ-ブルの差し替えが必要になります。
ケ-ブルを差し替えずに使用したい場合，GT15-RS4-9Sをご使用ください。
但し，次の1点の検討事項が発生します。
① 通信ユニット取り付け状態でのGOTの厚み(6章のE寸法)が，13mm増加。
*15 プリンタインタフェ-スユニットがセントロニクス準拠(A8GT-70PRF，-50PRF)からUSB インタフェ-ス(GT15-PRN)
またはRS-232インタフェ-ス(GT15-RS2-9PまたはGOT本体内蔵インタフェ-ス)へ変更になりますので，プリンタ機
種の変更をお願いします。GOT1000シリ-ズで対応しているプリンタ機種(動作確認機種)は，MELFANSwebのテクニ
カルニュ-ス GOT-D-0001「GOT1000シリ-ズ動作確認機器一覧」を参照してください。

3.2 設定方法が変更になるユニット
下記一覧に記載したGOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズの通信ユニットは，ロ-タリスイッチ等ハ-ドウェア
での設定が必要ですが，GOT1000シリ-ズの通信ユニットにはロ-タリスイッチ等はなく，作画ソフトウェ
アまたはユ-ティリティ画面での設定となっておりますので，置換えの際には，下記の設定手段にて設定
いただきますようお願いいたします。
表3-2 設定方法が変更になるユニット及び変更後の設定手段一覧
GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズ通信ユニット
型名
ハ-ドウェアによる設定項目
A7GT-BUS
(1) I/Oスロットスイッチ
(2) 増設段数スイッチ
A7GT-BUS2
A7GT-BUSS
A7GT-BUS2S
CC-Link接続ユニット
A8GT-J61BT13 (1) モ-ドスイッチ：
A8GT-J61BT15
(A8GT-J61BT13のみ)
オンライン／オフライン
(2) 局番スイッチ：10の位，1の位
(3) ボ-レ-ト設定スイッチ：
(4) 条件設定スイッチ：
デ-タリンク異常局の入力デ-タ状態，
占有局数
品名
バス接続ユニット

GOT1000シリ-ズ通信ユニット
型名
設定手段
作 画 ソ フ ト (GT
GT15-75ABUS(2)L
Designer2 等 ) ま
GT15-ABUS(2)
たは，GOT本体の
ユ-ティリティ画
面にて設定をお
GT15-J61BT13
願いします。

3.3 後継機種のない通信ユニット，オプション
下記一覧に記載したGOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズの通信ユニット，オプションは，GOT1000シリ-ズに
対応した代替機種はありません。GOT1000シリ-ズへの置き換えが困難な場合は十分な数量の予備品を確
保いただくようお願いいたします。
表3-3 後継機種のない通信ユニット・オプション一覧とその代案
分類
通信ユニット

品名
MELSECNET(Ⅱ)通信ユニット
MELSECNET/B通信ユニット

オプション

形名
A7GT-J71AP23
A7GT-J71AR23
A7GT-J71AT23B

CC-Link(リモ-トデバイス局)通信
ユニット

A8GT-J61BT15

テンキ-パネル

A8GT-TK
A7GT-TK

代案
MELSECNET/H ネ ッ ト ワ - ク シ ス テ ム
(GOT1000 シ リ - ズ 通 信 ユ ニ ッ ト
GT15-J71BR13 ／ GT15-J71LP23-25) へ の 変
更をご検討ください。(4.4節)
CC-Link(インテリジェントデバイス局)通
信ユニット(GOT1000シリ-ズ通信ユニット
GT15-J61BT13)への置換えをご検討くださ
い。(*16)
代替機種はありません。
(*17)

*16 ・使用局数に差があります。(リモートデバイス局：2/4局占有，インテリジェントデバイス局：1/4局占有)，
シーケンサ側のCC-Link局設定(リモートデバイス局→インテリジェントデバイス局)などのパラメータ変
更が必要です。
・最大接続台数が，32台から26台と減少します。26台を超える台数を接続されている場合，マスタ局を増や
し対応いただきますようご検討をお願いします。
・リモ-ト専用コマンド9種類(イニシャル設定コマンド，連続リ-ドコマンド，ランダムリ-ドコマンド，連
続ライトコマンド，ランダムライトコマンド，モニタ登録コマンド，モニタ要求コマンド，常時書込み登
録コマンド，常時書込み要求コマンド)には，対応しておりません。リモ-ト専用コマンドをご使用の方で，
ご不明点のある方は支社までご相談ください。
*17 手持ちのA8GT-TKをGOT1000でご使用するためのケ-ブル(GT15-C03HTB)がありますので，三菱電機システム
サ-ビス(株)(URL http://www.melsc.co.jp/)にお問い合わせください。
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MELSECNET(Ⅱ)，MELSECNET/Bネットワ-クに接続されたGOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズをGOT1000シ
リ-ズへ置き換え
GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズ，A64GOTシリ-ズを含むネットワ-クにMELSECNET(Ⅱ)，MELSECNET/Bをご
採用いただいている場合，下記のいずれかの方法で，置き換えをご検討ください。
・システム全体のネットワ-クをMELSECNET/Hへ変更しGOT1000シリ-ズへの置き換え
・システム全体のネットワ-クを変更せず，シ-ケンサ-GOT間の接続形態を変更し，GOT1000シリ-ズへ
の置き換え

3.4.1 システム全体のネットワ-クをMELSECNET/Hへ変更しGOT1000シリ-ズへの置き換え
GOT1000シリ-ズには，以下のMELSECNET/H通信ユニットをご使用ください。
形名
GT15-J71LP23-25
GT15-J71BR13

仕様
光ル-プユニット
同軸バスユニット

システム全体をMELSECNET/Hへの置き換える場合の詳細は，MELSEC-A/QnA(大型)シリ-ズからQシリ-ズ
への置換えの手引き(ネットワ-クユニット編)(L-08047)を参照ください。
3.4.2

システム全体のネットワ-クを変更せず，シ-ケンサ-GOT間の接続形態を変更し，GOT1000シリズへの置き換え

(1) 既存のシ-ケンサに空きスロットがある場合
シ-ケンサに MELSECNET(Ⅱ)，MELSECNET/B，MELSECNET/10 以外の通信ユニットを追加し，シ-ケンサ
-GOT 間の接続形態を変更してください。
GOT の接続形態を変更し，シ-ケンサを経由してネットワ-クにアクセスする例
MELSECNET(Ⅱ)同軸ループ
または，MELSECNET(Ⅱ)光ループ
または，MELSECNET/B

MELSECNET(Ⅱ)，/B，/10
以外の通信方式

図3-1 空きスロットのあるシ-ケンサに通信ユニット増設し
GOTとシ-ケンサを接続する置換え構成例
以下の2点の制約事項があります。
(a) GOTの接続する局により，局番設定の変更が発生します。
・マスタ局へ接続の場合，局番をすべて「自局」(0-FF)に変更してください。
・ロ-カル局へ接続の場合：局番変更は必要ありません。
(b) サイクリックデバイスを「自局書込み」で使用している場合，GOTの書込みエリアが使用
不可となるため，書き込みデバイスの変更と書き込みデバイス変更に伴うラダ-等の変更
が必要となります。
表3-4 置き換えるGOTとシ-ケンサ間の通信方式，通信ユニット形名一例と接続するシ-ケンサ一覧表
置換え通信方式

GOTの代表通信ユニット形名

Aバス接続

GT15-ABUS，GT15-75ABUSL

RS-232接続

本体のRS-232ポ-ト，GT15-RS2-9P

RS-422接続

GT15-RS4-9S，GT15-RS2T4-9P

接続するシ-ケンサ
A小型シリ-ズ
QnA(S)シリ-ズ
Qシリ-ズ
A小型シリ-ズ
QnA(S)シリ-ズ
Qシリ-ズ
A小型シリ-ズ
QnA(S)シリ-ズ
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(2) 既存シ-ケンサに空きスロットがない場合
ネ ッ ト ワ - ク に シ - ケ ン サ を 追 加 し て く だ さ い 。 追 加 し た シ - ケ ン サ に MELSECNET( Ⅱ ) ，
MELSECNET/B，MELSECNET/10以外の通信ユニットを追加して，シ-ケンサ-GOT間の接続形態を変
更してください。
ネットワ-クにシ-ケンサを追加して，ネットワ-クにアクセスする例
MELSECNET(Ⅱ)同軸ループ
または，MELSECNET(Ⅱ)光ループ
または，MELSECNET/B

ネットワークに
接続するシーケ
ンサを増設し、表
示器を接続する。

図3-2 ネットワ-クに接続するシ-ケンサを追加し
GOTとシ-ケンサを接続する置換え構成例参照
3.5

MELSECNET/10(PC間光ル-プ／PC間同軸バス)ネットワ-クに接続されたGOT800，A77GOTシリ-ズを
GOT1000シリ-ズへの置き換え
3.4.1 項記載の MELSECNET/H 通信ユニットを使用し，MELSECNET 通信ユニットを MELSECNET/10 モ-ドに
設定のうえ，MELSECNET/10 ネットワ-クに接続してご使用ください。

MELSECNET/H

MELSECNET/10

MELSECNET/10 モード

GOT-A900 ＋

GOT1000 ＋

MELSECNET/10 ユニット

MELSECNET/H ユニット
(MELSECNET/10 モードで接続)

図3-3 接続するネットワ-クを変更する置換え構成例参照
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4.ケ-ブル
4.1 バス接続ケ-ブル
4.1.1 現在ご使用中のケ-ブルの活用
下記GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズ用バス接続ケ-ブルは，ケ-ブルの両端に専用フェライトコア(※)
を取り付けることにより，GOT1000シリーズでもそのままご使用いただくことができます。
表4-1 既設GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズケ-ブルで活用可能なケ-ブル一覧
Aバス接続ケ-ブル品名
大型CPU増設ケ-ブル
小型CPU増設ケ-ブル
GOT間接続ケ-ブル
小型CPU長距離接続ケ-ブル
GOT間長距離接続ケ-ブル
A0J2HCPU接続ケ-ブル

ケ-ブル形名
A8GT-C□NB
A370C□B-S1
A1SC□(N)B

ケ-ブル長
1.2～5m
1.2，2.5m
0.5～5m

A8GT-C□EXSS(-1)
A8GT-C□BS
A9GT-J2C□B

10.6～30.6m
10～30m
1m

フェライトコア形名(※)
GT15-AFC

発売時期
発売中

※フェライトコアは，三菱電機システムサ-ビス(株)(URL http://www.melsc.co.jp/)より，ご購入く
ださい。(GT15-AFCは，フェライトコア2個入りで，ケ-ブル1本分になります。)
下記，GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズケ-ブルは，使用できません。表の代替ケ-ブルにあるGOT1000シ
リ-ズ用バス接続ケ-ブルに置き換えてご使用ください。
表4-2 既設GOT800シリ-ズ，A77GOTシリ-ズケ-ブルで活用不可のケ-ブル一覧
Aバス接続ケ-ブル品名
Aバス接続 大 型 CPU 増 設
ケ-ブル
ケ-ブル

小 型 CPU 増 設
ケ-ブル
A0J2HCPU 接 続
ケ-ブル

ケ-ブル形名(組合せ)
AC□B
AC□B+A7GT-CNB-BUS-1
AC □ B+A7GT-CNB+A8GT-C □
EXSS-1/-C□EXSS

ケ-ブル長
0.6～5m
0.6～5m+0.3m
0.6 ～ 5m+10 ～
30.6m

AC□B-R

1.2～5m

代替ケ-ブル形名
GT15-C□NB
GT15-C□NB
GT15-AC□
B+A7GT-CNB+GT15-C□
EXSS-1
GT15-C□NB

備考
-

元のケ-ブルは，ラ
イトアングルケ-ブ
ルですが，相当品が
ありませんので，通
常のケ-ブルへの置
換えになります。
同上

AC□B-R+A7GT-CNB-BUS-1

1.2～5m+0.3m

GT15-C□NB

AC□B-R+A7GT-CNB+A8GT-C
□EXSS-1/-C□EXSS

1.2 ～ 5m+10 ～
30.6m

A7GT-C□EXS(-1)
A7GT-C□B
A370C□B
A370C□B+A7GT-CNB-BUS-1

10～30m
10～30m
1.2～2.5m
1.2～2.5m+0.3m

GT15-AC□
B+A7GT-CNB+GT15-C□
EXSS-1
GT15-C□EXSS-1
GT15-C□BS
GT15-A370C□B
GT15-A370C□B-S1

-

A1SC□NB+A7GT-CNB-BUS-1

0.5～5m+0.3m

GT15-A1SC□B

-

A0J2C04B

0.4m

GT15-J2C10B

0.4m の 相 当 品 が あ
りませんので，1m品
への置換えになり
ます。

-

4.1.2 複数台バス接続時のGOTの置換え
GOT800シリ-ズをバス接続にて複数台接続している場合，1台のみをGOT1000シリ-ズに置き換えること
は出来ません。全てをGOT1000シリ-ズに置換え必要があります。
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4.2 RS-232ケ-ブル
GOT800シリーズ用シリアル通信ユニット(RS-232)とGOT1000シリーズのシリアル通信ポ-ト(RS-232)のコ
ネクタは，同じタイプ(9ピンDサブ(オス)インチネジ止めタイプ)でピンアサインも同じです。
RS-232ケーブルは，そのまま流用できます。
また，GOT1000シリーズは，当社製GOT1000シリーズ用ケ-ブル(一部，GOT1000シリーズ接続マニュアル記
載のお客様作成ケ-ブル)で接続できます。
4.3 RS-422ケ-ブル
GOT800シリ-ズでご使用中の当社製ケ-ブル(AC□R4，A7GT-AC□R4)は，表示器側のコネクタがGOT1000シ
リ-ズとは異なりますので，GOT1000用ケ-ブルに置き換えてご使用をお願いいたします。
GOT1000シリ-ズには，当社製GOT1000用ケ-ブル(一部，GOT1000シリーズ接続マニュアル記載のお客様作
成ケ-ブル)にて接続できます。
4.4 ネットワ-クケ-ブル(MELSECNET/10，CC-Link)
各シリ-ズのネットワ-クケ-ブルはGOT1000シリ-ズでも使用することができます。
4.5 その他のケ-ブル
表4-3 その他の既設ケ-ブルの対応一覧
ケ-ブルの種類
プリンタケ-ブル
CRT接続ケ-ブル

対応
インタフェ-スが異なるため(GOT1000はUSBまたはRS-232，GOT800シリ-ズは，セントロニクス準拠)であり，
GOT800シリ-ズ用のケ-ブルをGOT1000シリ-ズで使用することは出来ません。
GOT800シリ-ズのケ-ブル(形名：AC□VG)は，GOT1000でも使用可能です。

三菱グラフィックオペレ-ションタ-ミナル テクニカルニュース No.GOT-D-0018-G

10/25

5.

製品取付け間隔
GOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズからGOT1000シリ-ズに置き換えた場合，製品取付け間隔がGOT800，A77GOT，
A64GOTシリ-ズより大きくなる機種，接続形態があります。以下にその注意点について記載します。
なお，製品取付け間隔の必要寸法についてはカタログの外形寸法の製品取付け間隔を参照してください。
また，GOT1000シリ-ズに置換え時，マルチチャンネル機能をご使用される場合，E寸法をGT15本体取扱説明
書をご参照の上，ご確認ください。

5.1 GOT800，A77GOTシリ-ズ
製品取付け間隔(図中A～F寸法)のうちGOT800，A77GOTシリ-ズより大きくなるのは，A851GOTバス接続，
A852GOT CC-Link接続時のF寸法のみです。下記に一覧を示します。
なお，マルチチャンネル機能使用時は装着する通信ユニットの厚みを考慮して頂く必要があります。
詳細は，GOT1000シリ-ズ接続マニュアル記載のマルチチャンネルの章をご参照ください。
表5-1 バス接続，CC-Link接続時の奥行き寸法(F寸法)一覧
使用しているGOT800シリ-ズ
GOT形名
A851GOT
A852GOT

接続形態

A851GOT-LWD(-M3)，A851GOT-LBD(-M3)
A851GOT-SWD(-M3)，A851GOT-SBD(-M3)
A852GOT-LWD(-M3)，A852GOT-LBD(-M3)
A852GOT-SWD(-M3)，A852GOT-SBD(-M3)

F寸法

Aバス接続

62

CC-Link接続

69

GOT形名
GT1550-QLBD
GT1555-QSBD
GT1550-QLBD
GT1555-QSBD

(単位：mm)
代替機種
通信インタフェ-スユ
ニット形名

F寸法

GT15-ABUS(2)
GT15-75ABUS(2)L

77

GT15-J61BT13

77

5.2 A64GOTシリ-ズ
製品取付け間隔の比較表を表5-2に示します。
A64GOTでは，一部の定義がない寸法があり，またE寸法，F寸法は，置換え機種のほうが大きいため，置
き換え時ご確認いただく必要があります。
表5-2 A64GOTとGT1550-QLBDの取り付け寸法比較表
形名
A64GOT-L／-LT21B
GT1550-QLBD
(MELSECNET/Hユニット装着時)

(単位：mm)

A寸法
定義なし

B寸法
定義なし

C寸法
定義なし

D寸法
定義なし

E寸法
51.5

F寸法
73.5

65

80

50

50

100

77
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6.ケ-ブルの引き出し方向，PC(CF)カ-ド装着方向
GOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズとGOT1000ではケ-ブルの引き出し方向や位置，PC(CF)カ-ド装着方向に違
いがあります。
下記にGOT800，A77GOT，A64GOTシリ-ズとGOT1000シリ-ズの違いを示しますので，制御盤に取り付ける場合
は，下記を参考に配線などを行ってください。
6.1 ケ-ブルの引き出し方向および位置
(1) GOT800シリ-ズ：右側に端子台があります。
A870GOT

A85□GOT

(2) A77GOTシリ-ズ，A64GOTシリ-ズ：A77GOTは下側に端子台が，A64GOTは左側にあります。
＜GOT裏面＞

A77GOT

A64GOT
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(3) GOT1000シリ-ズ：下側に端子台があります。

6.2 CFカ-ド装着方向
(1) GOT800シリ-ズ：左側から挿抜します。

(2) A77GOTシリ-ズ：裏面方向から挿抜します。

メモリカ-ド
A77GOT裏面
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(3) GOT1000シリ-ズ本体(GT155□，GT115□以外)：裏面方向から挿抜します。
GT15シリ-ズ
GT16シリ-ズ

CFカード
表面

製品取付け時は，CFカ-ドの着脱を考慮し，
奥行きは100mm以上確保してください。
(4) GT155□，GT115□の場合：側面方向から挿抜します。

CFカード
表面
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7. モニタ画面デ-タ
7.1 モニタ画面デ-タの流用
GOT800シリ-ズ用デ-タ，A77GOT, A64GOTシリ-ズ用デ-タ，A77GOT-S5用デ-タからのモニタ画面デ-タ流用
の流れ

GOT800シリーズ
手元にデータがある場合

手元にデータがない場合

A77GOT, A64GOTシリーズ
手元にデータがある場合

A77GOT-S5
手元にデータがない場合
（表 示器からアッ プロード ）

（表 示器からアッ プロード ）

SW2□-AGOTP
プロジェクトデータを
アップロードする。

SW3NIW-A8GOTP
あるいは，
データ転送ツール
プロジェクトデータを
アップロードする。

GT Converter2 Version□
GOT800データをGOT1000に変換する。

GT Designer2 Version2 または GT Works3 Version1
GOT1000プロジェクトデータを編集する。

SW3NIW-A8GOTP
他データの読込みで
AGOTPデータをGOT800
データに変換する。
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7.1.1 GOT800シリ-ズからGOT1000シリ-ズへのモニタ画面デ-タの変換方法
GOT800シリ-ズで使用していたモニタ画面デ-タは，デ-タ変換ソフトウェア(GT Converter2 Version2
またはGT Converter2 Version3)を使ってGOT1000シリ-ズのデ-タに変更することで，GOT1000シリ-ズ
でもプロジェクトデータなどを流用することが可能です。
デ-タ変換ソフトウェアは，下記のGOT1000シリ-ズ用作画ソフトウェアに同梱されています。
①GT Converter2 Version2
・GT Works2 Version2(SW2D5C-GTWK2)
・GT Designer2 Version2(SW2D5C-GTD2)
②GT Converter2 Version3
・GT Works3 Version1(SW1DNC-GTWK3)
(1) GOT800シリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にあるとき
GT Converter2 Version□にて GOT800 用デ-タを GOT1000 用デ-タに直接変換します。
変換後のファイルを編集したいときには，GT Designer2 Version□または GT Works3 Version1 で
変換後のデ-タを開いて修正します。
【GT Converter2 Version□の操作】
① GT Converter2 Version□を起動します。
② 変換したいモニタ画面デ-タのプロジェクトファイルを選択して，変換を開始します。
③ 変換が完了したら，ファイル名をつけて保存します。
※変換後のファイル形式は，“*.GTE”ファイルではなく，“*.G1”ファイルで保存されま
す。
※GT Converter2 Version□の操作は，下記のマニュアルを参照してください。
①GT Converter2 Version2
・GT Converter2 Version2 操作マニュアル(SH-080512)
②GT Converter2 Version3
・GT Converter2 Version3 操作マニュアル(SH-080848)
【GOT1000シリーズ用作画ソフトウェアでの編集】
(a) GT Designer2 Version□での編集
①GT Designer2 Version□を起動します。
②『プロジェクト』-『開く』を選択します。
③『ファイルを開く』ダイアログの『ファイルの種類』で『GOT1000 Binary Files(*G1)』を
選択します。
④編集したいファイルを選択して，『開く』をクリックします。
⑤任意の編集を実施して，『名前をつけて保存』することで，GOT1000シリ-ズ用のモニタ画
面デ-タ(GTEファイル) が作成されます。

※詳細は，GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル(SH-080509)を参考にしてください。
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(b) GT Designer3 Version1での編集
①GT Designer3 Version1を起動します。
②『プロジェクト選択』のダイアログから『開く』を選択します。
③『プロジェクトを開く』ダイアログで，他形式『GT Designer2/G1形式ファイルを開く』
ボタンをクリックします。
④『ファイルを開く』ダイアログの『ファイルの種類』で『GOT1000 Binary Files(*G1)』
を選択します。
編集したいファイルを選択して，『開く』をクリックします。
⑤任意の編集を実施して，『名前をつけて保存』することで，GOT1000シリ-ズ用のモニタ画
面デ-タが作成されます。

※詳細は，GT Designer3 Version1 画面マニュアル(共通編) (SH-080836)を参考にしてく
ださい。
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(2) GOT800シリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にないとき
GOT800 シリ-ズの本体からのデータをアップロードしたあと，(1)のデ-タ変換を実施します。
GOT 本体からのデ-タのアップロ-ドは，GOT800 シリ-ズ用の作画ソフトウエア SW3NIW-A8GOTP，また
はデ-タ転送ツ-ル(Data Transfer)を使用することでアップロ-ドが可能です。
※GOT800シリ-ズ用作画ソフトウエアSW3NIW-A8GOTPの動作環境はWindows3.1 およびWindows95 です。
※デ-タ転送ツ-ル(Data Transfer)の対応するOSは，下記です。
・Windows 2000 Professional
・Windows XP Professional/Home Edition
・Windows Vista Ultimate/Enterprise/Business/Home Premium/Home Basic
・Windows7 Ultimate/Enterprise/Professonal/Home Premium/Starter
※SW3NIW-A8GOTPは，弊社ホ-ムペ-ジ MELFANSWebよりダウンロ-ド可能です。
データ転送ツールは，GT Works2 Version2およびGT Works3 Version1に同梱，または弊社ホ-ムペ
-ジ MELFANSWebよりダウンロード可能です。
【A8GOTPでのデ-タのアップロ-ドの方法】
SW3NIW-A8GOTP 形作画設定ソフトウェアパッケージオペレ-ティングマニュアル(デ-タ転送・デ
バック・ドキュメント作成編)(IB-68914)を参照してください。
【デ-タ転送ツ-ル(Data Transfer)でのアップロ-ドの方法】
①デ-タ転送ツ-ル起動画面
GOT800シリ-ズを選択し，[GOT読出]ボタンをクリックしてください。

②GOT読出画面
読出先を指定し，[GOT読出]ボタンをクリックし，読出しを実行してください。

③読出し後，GT Converter2でGOT1000に変換してください。→7.1.1項(1)参照
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7.1.2 A77GOT→GOT1000シリ-ズへの変換方法
A77GOT シ リ - ズ で 使 用 し て い た モ ニ タ 画 面 デ - タ は ， GOT800 シ リ - ズ 用 の 作 画 ソ フ ト ウ エ ア
SW3NIW-A8GOTPにて，一旦，GOT800シリ-ズのデ-タに置き換した後，デ-タ変換ソフト(GT Converter2
Version□)を使ってGOT1000シリ-ズ用のデ-タに変更することが可能です。
(1) A77GOTシリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にあるとき
A77GOT 用のモニタ画面デ-タを，GOT800 シリ-ズ用の作画ソフト SW3NIW-A8GOTP で GOT800 シリズ用のデ-タに変換後，GOT Converter2 Version□で GOT1000 シリ-ズ用のデ-タに再変換してくだ
さい。
①GOT用の画面デ-タを準備してください。
②W3NIW-A8GOTPで，GOT800シリ-ズ用のデ-タに変換します。
A8GOTPにて[プロジェクト]-[他デ-タの読込み]-[AGOTPデ-タ]を選択します。
GOT800のデ-タとして読み込まれます。

③[プロジェクト]-[名前をつけて保存]により，デ-タを保存します。
④GT Converter2 Version□でGOT1000に変換してください。→7.1.1(1) 参照
(2) A77GOTシリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にないとき
A77GOT 本体より，モニタ画面デ-タをアップロ-ドしてから，デ-タの変換を実施します。
ただし，アップロ-ドが可能なのは以下の条件をともに満たす場合です。
・GOT本体がA77GOT-S5であること
・デ-タ中に含まれるGOTタイプが「A77GOT-S5」であること
A77GOT-S5 以外の機種は，表示器本体からの読み出しは出来ません。パソコン，FD などに保管して
あるデ-タから置き換えていただくか，GOT1000 用に新たに画面デ-タを作成ください。
A77GOT か ら モ ニ タ 画 面 デ - タ の ア ッ プ ロ - ド を 実 施 す る に は ， A77GOT 用 の 作 画 ソ フ ト
(SW2SRX-AGOTP/SW2IVD-AGOTP/SW2NX-AGOTP)が必要です。
①A77GOT-S5からモニタ画面デ-タをアップロ-ドして保存します。
②SW3NIW-A8GOTPで，GOT800シリ-ズ用のデ-タに変換した後，GT Converter2 Version□でGOT1000
に変換してください。→ 7.1.2 (1)参照
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7.1.3 A64GOT→GOT1000シリ-ズへの変換方法
A77GOT用デ-タの場合”と，同様操作にて置き換えます。
(1) A64GOTシリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にあるとき
A77GOT と同じ手順で変換してください。 →7.1.2 (1)参照
(2) A64GOTシリ-ズのモニタ画面デ-タが手元にないとき
A64GOT は，表示器本体からの読み出しは出来ません。パソコン，FD などに保管してあるデ-タか
ら置き換えていただくか，GOT1000 用に新たに画面デ-タを作成ください。
7.1.4 デ-タ変換に際しての注意事項
A77GOT，A64GOTのデ-タを流用する場合，SW□□□-AGOTPで保存したときの状態で部品デ-タが保存さ
れていない場合(部品ファイルをほかのドライブに変更した場合，または部品ファイルのディレクトリ
を変更した場合)は，部品デ-タを読み込みませんので注意してください。
部品ファイルをほかのドライブに変更したり，部品ファイルのディレクトリを変更している場合は，
SW□□□-AGOTPで下記の操作を行ってください。
① 作画ソフトに開く従来品GOTデ-タを読み出す
② 部品ファイルを読み出す
③ 保存する
③で保存された従来品デ-タを本操作で指定してください。
7.1.5 デ-タ転送ツ-ルとGOT800の通信で使用可能なUSBシリアルアダプタ
デ-タ転送ツ-ルでGOT800シリ-ズと画面デ-タなどを，ダウンロ-ド／アップロ-ドできることを確認し
ています。
(接続可能品)
メ-カ
ダイヤトレンド(株)
プラネックスコミュニケ-ションズ(株)

ケ-ブル型名
AC30R2-9SS
AC30R2-9P

機

種

DIFC-U2(USB/RS-232Cコンバ-タ)
URS-04(USB/シリアルアダプタ)

ケ-ブルピン
9ﾋﾟﾝ(ﾒｽ)-9ﾋﾟﾝ(ﾒｽ), AGOT用
9ﾋﾟﾝ(ﾒｽ)-25ﾋﾟﾝ(ｵｽ), AGOT用

USBシリアルアダプタは下記のパ-ソナルコンピュ-タで動作確認をしております。
・Apricot CX
※Windows Vista/Windows7には対応しておりません。Windows Vista/Windows7においてはRS-232ケブルをご使用ください。
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7.2 モニタ画面デ-タの互換性
7.2.1 デ-タ互換一覧
GOT800，A77GOT，A64GOTシリーズの作画デ-タをGOT1000シリ-ズの作画デ-タに変換する場合，制約が
つく機能や，一部変換できない機能があります。なお，A77GOT，A64GOTについては，一度GOT800シリズ用作画ソフトウェア(SW3NIW-A8GOTP)を使用してGOT800のモニタ画面デ-タに変換した後，GT
Converter2 Version□でGOT1000シリ-ズ用の作画デ-タに変換する必要があります。
GOT1000シリ-ズへの作画デ-タの変換可否については下記表を参照してください。
表7-1 GOT1000シリ-ズへの作画デ-タの変換可否一覧
◎：使用可能，○：使用可能(一部設定変更が必要な場合有り)，
△：変換不可だが再設定で使用可能，×：使用不可，-：機能なし
機

GOT1000シリ-ズでの
変換後の使用可否
GOT800 A77GOT A64GOT
◎
○※1
○

能

数値表示

デ-タ
表示機能

アスキ-表示

◎

○※1

○

文字列表示

-

○※1

◎

コメント表示

◎

-

-

時計表示

◎

○※1

◎

アラ-ムリスト表示

◎

○※1

-

アラ-ム履歴表示
レベル表示
ランプ表示
パネルメ-タ

◎
◎
◎
◎

◎
-

◎
-

部品表示

◎

◎

◎

移動(部品移動)
軌跡(部品移動)
エラ-警告表示
数値

◎
◎
-

◎
◎
△
○

◎
◎
△
○

アスキ-

-

○

○

◎

-

-

スクロ-ル

◎

○

○

一括
重書き

帯グラフ
円グラフ

◎
◎
◎
-

△
×
◎
◎
×
△

△
◎
◎
△
-

散布グラフ

-

△

△

ブロック
デ-タ表示

デ-タリスト表示
トレンド
グラフ
折れ線グラフ
グラフ
表示機能

デ-タ
入力機能

棒グラフ

ノ-マル
累積

スプライングラフ

-

×

-

数値入力

◎

○※1

◎

アスキ-入力

◎

○※1

◎

備

考(注意事項)

1/4角文字は1倍に変換されるため，表示サイズを0.5倍に
再設定する必要があります。
※1:他のオブジェクト(例：トレンドグラフなど)と重ね
ている場合，本オブジェクトのレイヤ-を「前面」に
設定してください。
アスキ-表示に変換されます。
※1:他のオブジェクト(例：トレンドグラフなど)と重ね
ている場合，本オブジェクトのレイヤ-を「前面」に
設定してください。
※1:他のオブジェクト(例：トレンドグラフなど)と重ね
ている場合，本オブジェクトのレイヤ-を「前面」に
設定してください。
※1:他のオブジェクト(例：トレンドグラフなど)と重ね
ている場合，本オブジェクトのレイヤ-を「前面」に
設定してください。
部品番号を変更しない部品表示設定のみ使用不可。
(実質的にあり得ない設定)
アラ-ムリスト表示機能で再設定が必要です。
複数の数値表示，アスキ-表示に変換されます。
1/4角文字は1倍に変換されるため，表示サイズを0.5倍に
再設定する必要があります。
1グラフにつき8本まで変換されます。
9～16本のグラフは，新たにグラフの設定が必要です。
折れ線グラフ機能の周期トリガで再設定が必要です。
GOT1000シリ-ズには本機能はありません。＊
GOT1000シリ-ズには本機能はありません。
統計グラフで再設定が必要です。
統計グラフで再設定が必要です。
GOT800シリ-ズには本機能がありませんので，A77GOT，
A64GOTシリ-ズのデ-タを変換する場合，GT Desinger2で
再設定が必要です。
GOT1000シリ-ズには本機能はありません。
※1:他のオブジェクト(例：トレンドグラフなど)と重ね
ている場合，本オブジェクトのレイヤ-を「前面」に
設定してください。
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表7-1 GOT1000シリ-ズへの作画デ-タの変換可否一覧 (つづき)
◎：使用可能，○：使用可能(一部設定変更が必要な場合有り)，
△：変換不可だが再設定で使用可能，×：使用不可，-：該当機能なし
機
タッチ
スイッチ機
能

能

SET/RST
反転
スイッチ

レポ-ト機能
システム情報
操作パネル機能
アナウンス機能
状態監視機能

GOT1000シリ-ズでの
変換後の使用可否
GOT800 A77GOT A64GOT
○※2
◎
◎
○※2
◎
◎
○※2
◎
◎
◎
△
◎
◎
◎
△※3
△※3
△
◎
-

備

考(注意事項)

※2:動作を重複して設定しているときは再設定が必要
です。

タイムアクション機能

-

△

-

スナップショット機能，ハ-ドコピ-機能

◎

△※4

-

パスワ-ド

◎

◎

-

A77GOTで設定している場合，再設定が必要です。
※3:再設定が必要です。
アラ-ム履歴表示機能で再設定し，代用可能です。
GOT800シリ-ズには本機能がありませんので，A77GOT，
A64GOTシリ-ズのデ-タを変換する場合，GT Desinger2で
再設定が必要です。
※4:メモリカ-ドデ-タをパソコンで表示したり，印刷す
ることが可能です。(GOT本体では対応せず)
-

直線，連続直線，長方形，
多角形，円，円弧
塗り込み長方形，塗り込み

◎

◎

◎

-

○

○

○

楕円

○

○

○

グラフィック

◎

◎

◎

テキスト

◎

○

-

外字
コメントデ-タ
部品デ-タ
特殊キ画面切換え

○
◎
◎
◎

△
○
◎
△※5
◎

△
○
◎
△※5
◎

プリンタ機種指定

○

○

-

バックライトOFF時間設定
ファンクションキ-，
GOT本体の 矢印キ-(カ-ソルキ-)，
ス イ ッ チ リタ-ンキ-，
機能
システムプロテクトスイッチ，
非常停止ボタン

○

○

-

塗り込みパタ-ン2は，パタ-ン1に変換されます。
32ドット以下の楕円は32ドットに変換されます。
GOT1000作画にてサイズ変更が必要です。
他のオブジェクト(例：トレンドグラフ)と重ねている
場合，文字は必ずオブジェクトより背面となります。
GOT1000シリ-ズは，文字表示が高速のためグラフィック
文字に変換されています。
ただし，反転属性のデ-タは正転に変換されるため，背
景に塗り込み長方形を描画して文字属性を黒に変更す
る必要があります。
シンボル部品で代替可能です。
コメント番号0は別番号に移動して使用します。
※5:再設定が必要です。
PictBridge対応プリンタおよびシリアルプリンタをサ
ポ-トしています。(NECプリンタ(PC-PRプリンタ)は使用
不可)
GOT1000シリ-ズ本体で設定できます。

-

×

×

図形
デ-タ

文字
デ-タ

GOTの画面上にタッチスイッチとして作成するか，外部
入出力インタフェ-スユニットを使用してスイッチを作
成する必要があります。
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7.2.2 GOT800シリ-ズとGOT1000シリ-ズのモニタ画面デ-タの互換性
(1) 互換性に関する注意事項
GOT800 シリ-ズから GOT1000 シリ-ズにデ-タを変換した場合，基本的に上位互換となっていますが，
一部の機能においてシ-ケンスプログラムや作画デ-タなどの変更が必要になります。
シ-ケンスプログラムや作画デ-タの変更が必要な機能を下記に示します。
表7-2 シ-ケンスプログラムや作画デ-タの変更が必要な機能一覧
項
部品表示

目

内

容

「描画モ-ド」-「XOR表示」を設定している場合，重ね
た図形をグル-プ化した部品の表示が下記のように異な
ります。
GOT800シリ-ズ ：グル-プ化した図形をまとめて一度に
XORして表示します。
GOT1000シリ-ズ：グル-プ化した図形を重ねた順に1個
づつXORで表示します。
GOT800シリ-ズで「描画モ-ド」-「XOR表示」を設定して
いる場合，パタ-ン種8(塗り潰し)で線色とパタ-ン色を
同じにすると，GOT1000シリ-ズでは部品の外側が1ドッ
ト小さく表示されます。
GOT800シリ-ズ(16色の機種)で「描画モ-ド」-「XOR表示」
を設定している場合，変換したデ-タをGOT1000シリ-ズ
(16色の機種)で表示すると，重なった部分の色が暗い色
合いになります。(GOT1000シリ-ズの65536色の機種に表
示色を合わせています。)
<例>
使用するGOT
GOT800 (16色)
GOT1000 (16色)
GOT1000 (65536
色)

部品移動

図形の
色

部品の
色

青
青
青

白
白
白

重なっ
た部分
の色
黄
暗黄
黄

GOT800シリ-ズの「部品移動」機能で「部品指定方法」
の「間接」を設定している場合，デバイス値が負の数値
や，表示範囲外になった時，使用するGOTによって表示
が異なります。
GOT800シリ-ズ ：部品を表示しません。
GOT1000シリ-ズ：部品を表示します。

GOT800シリ-ズからGOT1000シリ-ズに移行する場合の処
置方法
システム環境の補助設定で，グル-プ化した図形をまと
めて一度にXOR表示するように設定が必要です。

重なった部分の色が暗い色合いになっても良い場合は，
設定を変更する必要はありません。
重なった部分の色を暗い色合いにしたくない場合は，部
品の色を暗い色合いに設定してください。
(部品の色，重なった部分の色のどちらかが，必ず暗い
色合いになります。)
<左記例の場合>
重なっ
図形の
部品の
使用するGOT
た部分
色
色
の色

GOT1000(16色)

青

暗白

黄

「部品移動」機能で「間接」を設定していなければ問題
ありません。
また，「間接」を設定していても，デバイス値が負の数
値や「表示範囲」外にならなければ問題ありません。
デバイス値が負の数値になる場合や，「表示範囲」外に
なる場合，部品番号を「0」にして「表示範囲」外を設
定してください。(「表示部品」の番号を「0」にするこ
とで部品は表示しなくなります。)
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表7-2 シ-ケンスプログラムや作画デ-タの変更が必要な機能一覧(つづき)
項

目

タッチスイッチ

システム情報
「変更前，変更後
値」

システム情報
「自動スクリ-ンセ
-ブ無効信号(b0)，
強制スクリ-ンセブ信号(b1)

内

容

タッチスイッチの動作を重複して設定している時の優
先順位が，使用するGOTにより異なります。
GOT800シリ-ズ ：ワ-ドSET → ビットSET
GOT1000シリ-ズ：ビットSET → ワ-ドSET
16ビット符号付きBINの数値入力にて，マイナス値を入
力すると，システム情報の変更前値，変更後値の値が
使用するGOTによって異なります。
例：数値入力する前値：「-1」
数値入力値
：「-2」
＜GOT800シリ-ズのシステム情報＞
変更前値「0X0000FFFF」
変更後値「0X0000FFFE」
＜GOT1000シリ-ズのシステム情報＞
変更前値「0XFFFFFFFF」
変更後値「0XFFFFFFFE」
GOT1000シリ-ズは，b1(強制スクリ-ンセ-ブ信号：強制
的にスクリ-ンセ-ブする信号)の動作をb0(自動スクリ
-ンセ-ブ無効信号：スクリ-ンセ-ブを無効にする信
号)より優先しました。
そのため，b0，b1が両方ONしている場合，使用するGOT
によって動作が異なります。
＜b0,b1両方がONした場合の動作＞
GOT800シリ-ズ
スクリ-ンセ-ブで表示が消え，同時にバックライト
も消灯します。
GOT1000シリ-ズ
表示は消えず，バックライトも消灯しません。

GOT800シリ-ズからGOT1000シリ-ズに移行する場合の
処置方法
タッチスイッチの動作順序変更を変更する必要があり
ます。

16ビット符号付きBINの数値入力にて，マイナス値を入
力しなければ問題ありません。
また，シ-ケンスプログラムでシステム情報の変更前値
を16ビットとして参照している場合は，問題ありませ
ん。
シ-ケンスプログラムでシステム情報の変更前値を32
ビットで参照している場合は，下位16ビットを取り出
して参照してください。

強制スクリ-ンセ-ブ信号(b1)と自動スクリ-ンセ-ブ無
効信号(b0)を使用して，バックライトON/OFFをしてい
る場合，シ-ケンスプログラム等を変更する必要があり
ます。

7.2.3 A77GOT,A64GOTシリ-ズとGOT1000シリ-ズのモニタ画面デ-タの互換性
A77GOT，A64GOTのデ-タをGOT1000シリ-ズへ変換する場合，一度GOT800シリ-ズのデ-タに変換した後，
GT Converter2 Version□にて，GOT1000シリ-ズのデ-タに変換します。
GOT800シリ-ズのデ-タを介すため，デ-タの互換性はGOT800シリ-ズの互換性に準じます。
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7.3 新たに設定が必要となる機能
表7-3 新たに設定が必要となる機能
項目

機能

共通設定

接続機器設定

プリンタ

プリンタ機能

オブジェクト

レポ-ト機能

音声

音声機能

お客様での作業
FA機器との接続に使用するI/FのCH №，ドライバ，通信ボ-レ-ト等を新たに設定する
必要があります。
設定方法の詳細は，下記マニュアルを参照してください。
・GT Designer2 Version2 画面設計マニュアル(SH-080509)の3.7節 通信インタフェスの設定(接続機器設定)
・GOT1000シリ-ズ接続マニュアル GT Works3対応(SH-080838～SH-080841)
作 画 ソ フ ト ウ ェ ア GT Designer2 Version2(Ver2.25B 以 降 ) ま た は GT
PictBridge対応 Works3 Version1(Ver1.00A以降)が必要となります。プリンタユニット
プリンタ
(GT15-PRN)が別途必要となります。また，拡張機能OS「プリンタ」また
は「プリンタ(PictBridge)」をGOTにインスト-ルする必要があります。
作画ソフトウェアGT Works3 Version1(Ver1.15R以降)が必要となりま
シリアル
す。また，拡張機能OS「プリンタ(シリアル)」をGOTにインスト-ルする
プリンタ
必要があります。
レポ-ト機能を使用する場合，上記のプリンタ項目への対応と，拡張機能OS(レポ-ト)を
GOTにインスト-ルする必要があります。
音声機能を使用する場合，音声出力ユニット(GT15-SOUT)が別途必要となります。また，
拡張機能OS(音声出力)をGOTにインスト-ルする必要があります。

7.3.1 プリンタ
GOT800，A77GOT シリ-ズでプリンタをご使用の場合は，下記の点にご注意ください。
(1) プリンタの種類
GOT800 シリ-ズ，A77GOT シリ-ズは，パラレルプリンタのみサポ-トしています。GOT1000 シリ-ズで
は PictBridge 対応プリンタおよびシリアルプリンタをサポ-トしています。したがって，GOT800 シ
リ-ズ，A77GOT シリ-ズから GOT1000 シリ-ズへ置き換えの際には，プリンタの変更が必要です。
GOT1000 シリ-ズで対応しているプリンタ機種(動作確認機種)は，MELFANSweb のテクニカルニュ-ス
GOT-D-0001「GOT1000 シリ-ズ動作確認機器一覧」を参照ください。
(2) 必要となるユニット
(a) PictBridge 対応プリンタの場合
プリンタユニット GT15-PRN が別途必要となります。
(b) シリアルプリンタの場合
オプションユニットは不要です。GOT 本体の RS-232 インタフェ-スに接続します。
(3) レポ-ト機能
PictBridge 対応プリンタ使用時は，レポ-ト形式に「ロギング改頁」をサポ-トします。
シリアルプリンタ使用時は，レポート形式に「リアルタイム連続」をサポートします。
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改 定 内 容

・初版発行
・記載内容を追加および誤記を修正した。
・記載内容および誤記を修正した。
・GT16シリ-ズを追加した。
・誤記を修正した。
・「2. GOT本体の機種選定」の内容を修正した。
・「3. 通信ユニット・オプション」のプリンタの項目にシ
リアルプリンタの記載を追加しました。
・「4.1.2 複数台バス接続時のGOTの置き換え」の記載を見
直しました。
・「7. モニタ画面データ」の内容を修正した。
・「4.1.1 現在ご使用中のケーブルの活用」の誤記を修正し
た。

