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イーサネット対応Ｉ／Ｏコントローラ 取り扱い説明書
■概要
概要
R B I O ‑ 3 E は、ネットワーク接続タイプの 1 0 c h リレーコントロールボードです。
ネットワークには、10base‑T ／ 100base‑TX による、イーサネットを使用します。
LAN 接続ですので、操作用 P C と、RBIO‑3E が離れていてもコントロールできます。
また、アプリケーションの製作を容易にするため、仮想 COM ポートドライバ（Windows
用） が標準添付されています。
Windows 以外の PC ではソケット通信を行う事で RBIO‑3E をコントロールする事がで
きます。
（仮想 C O M ポートドライバは、ハードウエアによるシリアル通信用 C O M ポートをソフ
ト的に実現する機能です。これにより RBIO‑3E を、LAN に接続している事を意識せず
に、シリアルコントロール用ソフトを用いてコントロールする事ができます）

■仕様
仕様
電源電圧
：9V 〜 12V
消費電流（全て標準電流 電源電圧 =9V/12V の順）
静止時
：85mA/65mA LAN 未接続、全ﾘﾚｰOFF
全ﾘﾚｰOFF
：125mA/100mA 100base‑TX LAN 接続
全ﾘﾚｰON
：300mA/350mA 100base‑TX LAN 接続
プロトコル
：TCP/IP、UDP、DHCP、HTTP、ICMP、TELNET
LANｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ
：RJ‑45ｲｰｻﾈｯﾄ 10base‑T 100base‑TX 自動センス
電源端子
：φ 2.1 センタ＋（プラス）
、AC アダプタ入力
出力
：10 組 / リレー接点 /NC,NO,COM の 3 線式
接点容量
：DC30V1A/AC125V0.5A
入力
：4 組 / 対 GND 接続接点入力 / 予備 5V 電源端子付き
専用端子
：ロボットアーム「MR‑999」用：5 関節、正転、逆転、停止
コマンド
：個別 I/O のコントロールコマンドおよびロボットアーム
「MR‑999」専用コマンド(ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ設定可能)

■必要な機器
本ボードを動作（確認動作）させるのに必要な機材は以下の通りです。
●電源 9V 〜 12V の安定化された 500mA 程度を供給できる事。
プラグはセンターが＋で 2.1 φの事（ワンダーキット製 WS‑09130P、WS‑12100P など）
●ネットワーク機能を持った Windows マシン（付属設定プログラム及び COM リダイレクタを使用す
る場合）またはLinux等のネットワーク対応マシン（Telnetによる設定及びソケット通信での操作
を行う場合）
● LAN の接続環境 （HUB 経由または、クロスケーブルによる直接接続）
＊注意：本基板の電源は最大 12V で、車のバッテリーでも動作可能です。しかし、車のバッ
テリーの様な供給能力の大きい電源から供給する場合は、
短絡事故等で火災になる場合があ
りますので、必ず途中にヒューズを挿入してご利用ください。
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■初めに

■おことわり

RBIO‑3EはLANに接続する、リレーコントロール

本器はネットワークに接続して利用する機器の

ボードです。
ボード上には高機能 LAN モジュールを搭載して

ため、ある程度のネットワークの知識を保有し
ている方を対象に説明書を構成しています。

おり、10base‑T 又は 100baseTX のイーサネット
を使って、ボード上のリレーをコントロールす

動作を行う上で、最小限必要な部分は、なるべ
く、記載していますが、ネットワークの構成が

る事ができます。
LAN モジュールには、Lantoronix 社の Xport を

各ユーザ毎に異なっているため、どうしても曖
昧または省略した説明になっている部分があり

採用しています。
ソフトウエア環境として、同社製、COM リダイ

ます。
また、各セクションが、ある程度オーバラップ

レクターが付属し、仮想のシリアルポートが提
供されます。

した設定項目を要求するため、同じような説明
が異なる項目に存在する場合があります。

これにより、従来RS‑232向けに作られた多くの
ソフトが、そまま LAN 上の RBIO コントロールに

■接続

使用する事ができます。
例えば、Windows に付属するハイパーターミナ
ルでも、RBIO‑2E のリレー動作を指示する事が
できます。
一方、ソケットを使った通信にも対応するた
め、Windows 以外の OS による、プラットフォー
ムに依存しないコントロールが可能です。
Windows、Linux等のソケットプログラミングに
よる高度な利用法や、Telnet による、端末から
の手軽な操作が行えます。
ソケット通信では、RBIO‑3E に対して透過的な
伝送路が確保されるため、TCP/IPより上層のプ
ロトコルを作成する必要がなく、コネクション
さえ確立させれば、文字データ（RBIO‑3E への
命令）を送るだけでリレーをコントロールでき
ます。

図１が接続図です。電源端子に用意したＡＣア
ダプタ等の電源を接続してください。
また、本器の LAN コネクタ（RJ45 ジャック）と
イーサネット HUB を UTP ケーブルで接続してく
ださい。
他に LAN 接続される機器が無く、PC と 1 対 1 で
接続する場合は、UTP ケーブルにクロスタイプ
を使用しても接続できます。

■簡易セットアップ＆動作試験
RBIO‑3E を出荷時状態から変更していない場合
はIPアドレスの設定のみで使用する事ができま
す。
出荷時設定を変更したい場合は、次項の詳細設
定を参照してください。

図１：ネットワーク、電源の接続

Ethernet‑HUB

ＲＢＩＯ−３Ｅ
基板

（＋）
＊プラグはセンター＋

（−）
ＵＴＰケーブル

ＳＴＯＰ

ＡＣアダプタ

ＮＧ ＯＫ

９Ｖ〜１２Ｖ
５００ｍＡ以上
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１：DHCP を使用している場合
DHCP を使用している場合は、そのまま、接続、
電源供給を行えば RBIO‑3E の利用準備は完了と

１の場合と 2‑a の場合、DHCP の割り当てた IP ア
ドレスを探す、あるいは、固定的に IP アドレス

なります。
後は、アクセスするためにIPアドレスを調べれ

を設定するのに二つの方法があります。
・本基板上に搭載されている Xport に付属する

ば完了します。
２：固定的に IP アドレスを割り当てる予定

Xport̲Installer を使用する。
・弊社製、RB3E̲SETUP プログラムを使用する。

DHCP を使わないで固定的な IP アドレスを割り
当てる予定の利用法では、次の二種類の状況が

どちらを使用してもIPアドレスの確認、変更は
可能ですが、弊社製RB3E̲SETUPプログラムの方

考えられます。
2‑a：固定IPアドレスを設定して運用するが、一

が操作が簡単ですので、最初の動作確認はこち
らをお勧めします。

部のアドレスは DHCP が管理している。
2‑b：固定 IP アドレスを設定して運用するが、

インストールの方法は最終のソフトウエアのイ
ンストールの項に、使用法はインストールの次

DHCPは一切使っていない（DHCPサーバを使って
いない）

の項にあります。
弊社製RB3E̲SETUP(.EXE)をダブルクリックで起

2‑b の状況の場合、RBIO‑3E 上の Xport に割り当
てられる IP が無いため、Xport 自体が仮の IP ア

動させ、検索のボタンをクリックする事で、全
ての RBIO‑3E がリストアップされます。

ドレスを 169.254.0.1 から 169.254.255.1 の範
囲から自動で割り当てます。

各行の先頭が割り当てられたIPアドレスを示し
ています。

これは、WindowsMe、2000、XP で DHCP サーバが
存在しない場合に仮設定される「LAN の自動構

このアドレスに対して試験を行います。
今仮に、IPアドレスが192.168.0.10と表示され

成」と同じ仕組みです。
ただし、固定的に IP を割り当てている LAN 環境

ていたとします。
・PING 試験

下では、殆どの場合、このアドレスは自分の
使っているネットワークアドレスと一致しない

PING はネットワーク機器が正常動作している
か、試験するツールの一つで、ネットワークを

ため、通常のIPプロトコルではアクセスでませ
ん。

扱える OS の殆どが実装しています。
WindowsマシンのMS‑DOSプロンプトからPING に

2‑b のケースの場合は、詳細設定の TELNET によ
る IP アドレスの設定をご覧のうえ、RBIO‑3E に

続き IPｱﾄﾞﾚｽをタイプします。
例：PING 192.168.0.10

固定的な IP アドレスを設定してください。

PING に続くアドレスは、自分の設置した RBIO‑
3E の IP アドレスです。

図 2：PING の実行画面
c:¥>ping 192.168.0.10
Pinging 192.168.0.10 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.0.10: bytes=32 time<1ms TTL=64
Ping statistics for 192.168.0.10:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli‑seconds:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
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図 2 の様に、Reply from に続いて time が表示さ

RBIO‑3E の STOP ボタンを押すと、「RBIO‑3 I/O

れていれば、RBIO‑3EのLAN部分は正常に接続＆
動作しています。

Control Ver1.0」のメッセージが画面に表示さ
れ、動作しているリレーがある場合は、全てOFF

もしPINGの応答が以下の様にならず、
「Request
timed out.」となる様な場合は、正常に接続で

になります。
コマンドで、全てのリレーを O F F にするには

きていません。
・TELNET による試験

「PCD@@」とタイプして Enter を押します。

W i n d o w s マシンの M S ‑ D O S プロンプトから
「TELNET」 に続き IPｱﾄﾞﾚｽと「14000」をタイプ
します。
例：TELNET 192.168.0.10 14000
TELNET が起動された後、画面に接続中．
．．や、
接続不能のメッセージが、何も表示
何も表示されなけれ
ば、正常です。
（正常接続しても、RBIO‑3Eからメッセージは出
ません）
「PC」とタイプして Enter を押してください。
PCとタイプした文字の表示がおかしなキャラク
タになる場合もそのまま Enter を押してくださ
い。
OK のメッセージが表示されれば、RBIO‑3E のコ
ントロール機能が正常動作しています。
一度正常に表示されると、以後タイプした文字
は正常に画面表示されます。
「PCDUU」とタイプして Enter を押すと、RBIO‑3E
のリレーが一つ飛ばしに ON します。

■詳細設定
１、始めに
RBIO‑3E は LAN に関わる部分と、リレーコント
ローラ部分の二種類の側面を持っています。
接続する形態が L A N ではありますが、コント
ロール用に文字列を送れば所定の動作が得られ
る事は、他の RBIO ボードと共通しています。
コマンド等のリレー動作に関わる部分は、添付
CDの「RBIO‑1シリアルＩ／Ｏコントローラ取り
扱い説明書」
を参照してください。
特に、
Windows
環境で、COM リダイレクタをインストールした
場合、ソフト上からは、RBIO‑3E をシリアル接
続の機器として扱う事ができます。
信号の流れは、図3を参照してください。図3で、
RBIO‑3E 内の Xport が LAN との接続を受け持つ
モジュルーです。
XportとRBIO‑3Eのコントローラ間はシリアル信
号で接続されています。

図 3：RBIO‑3E での信号の流れ
Windows 用
COMﾎﾟｰﾄｱﾌﾟﾘ

Windows

COMﾎﾟｰﾄ
ﾘﾀﾞｲﾚｸﾀ

LAN

Xport
LANﾓｼﾞｭｰﾙ

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

RBIO‑3E

★ TELNET による操作は、RBIO‑3E の IP アドレスさえ分ければ、Windows 以外のコンピュータでも実
行できます（OS の種類と設定環境による）
★ Windows の TELNET で、タイプした文字が画面に表示されない場合で、上部にメニュー表示があ
るタイプを使っている場合は、メニューから「ターミナル」
「設定」と開いて基本設定の変更 BOX
内にあるターミナルオプションのローカルエコー項目にチェックを入れてください。
メニューの無いタイプの TELNET では、キーボードの CTRL ボタンを押しながら ] を押す事で
メニューモードになります。
メニューモード内で「set localecho」とタイプする事で設定できます。なお、このタイプのTELNET
を終了させるには、先のメニューモードから Q をタイプします。
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Windowsで、COMリダイレクタを使った場合の信

行われる機構です。

号の流れはシリアル→ LAN →シリアルになりま
す。

これは、構成上 LAN ボードは存在するが、動作
させる環境が整備されていない場合の非常手段

シリアルからでは無く、途中のLANに対して、直
接、LAN→シリアルのコントロールも可能です。

の意味合いが大きく、通常の使用形態では、あ
まり使われていません。

さて、両端がシリアルになっていますが、シリ
アルである以上通信条件の設定が必要になりま

XportにおいてもAuto IPの機構は実装されてい
ますが、一般に、LAN 環境が整っている場合、使

す。
この設定条件は、RBIO‑3E側のXportでは、RBIO‑

う事が無いと思われますので、割愛します。
１、のDHCPは、IPアドレスを自動で割り当てる

1 と同じく、9600bps、8bit、パリティー無し、
1 ストップビットとなっています。この設定は

仕組みです。
一方、固定割り当ては、人手により、重複しな

後述のソフトを使って変更可能です（RBIO‑3E
ではこの条件以外では通信できません）

い IP アドレスを決定して、設定する方法です。
ただし、DHCP では、LAN 内に、DHCP サーバーと

もう一方のWindows側、COMポートリダイレクタ
を使う場合の通信条件設定は、Windows のプロ

呼ばれる割り当てを管理する機器（又はソフ
ト）が必要になります。

パティー設定で行います。
仮想の伝送路（LAN）に対する通信条件の設定で

DHCPは多くのブロードバンドルーターの基本機
能に搭載されているため、既に利用している場

すので、任意のボーレートが使えますが、上記
の条件と一致させる事を推奨します。

合もあると思います。
DHCP が使える環境では、RBIO‑3E を LAN に接続

この追加説明書では、前半部分に、LAN 関係が、
後半部分にRBIO‑1とは異なる部分を説明してい

した時点で、自動的にIPアドレスが割り当てら
れます。

ます。
この追加説明書はRBIO‑1の取説と合わせてご覧

しかしDHCPを使う場合、接続されて始めてIPア
ドレスが割り当てられる特性があるため、RBIO‑

ください。
なお COM ポートリダイレクタの使い方は、ドラ

3Eに割り当てられたアドレスを知るための手段
が必要になります。

イバのインストールにあります。

さらに、接続、開放または RBIO‑3E の電源 ON/
OFF を行う場合はその都度、IP アドレスが DHCP

２、LAN 環境（LAN の動作モード）
＊この項は、一部、簡単設定と重複します。

で割り当てられるため、RBIO‑3E に設定される
IP アドレスが変化する可能性があります。

RBIO‑3E は LAN に接続して TCP/IP を使ってコン
トロールされます。

RBIO‑3E は PCの様に自ら外部に接続を開始する
機器ではなく、外部の機器が RBIO‑3E に接続し

全ての LAN に接続される機器には、各機器で異
なる、IP アドレスが必要になります。

て利用する機器です。
このため、アクセスするIPが変化されるとその

このIPアドレスを割り当てる事が、最初の作業
となります。

都度、RBIO‑3E に割り当てられた IP アドレスを
調査しなければなりません。

IP アドレスの割り当ては、LAN 管理者を置いて
いる場合は、管理者に依頼してください。

DHCPが入っている環境下でも、可能なら固定IP
を RBIO‑3E に設定する事をお勧めします。

割り当てる I P アドレスを R B I O ‑ 3 E の L A N モ
ジュールに登録する方法として、次の三つがあ

固定的に IP アドレスを割り当る場合や DHCP で

ります。
0：Auto IP

割り当てられた I P アドレスを知るために、
「XPort Installer」または「RB3E̲SETUP」を使

1:DHCP
2:固定で割り当て

用します。
上記二つのソフト以外にも Telnet で IP アドレ

Auto IP は、Windows において、LAN ボードを実
装しているにも関わらず、LAN 設定を行わない

スを指定する方法がありますので、必須ではあ
りませんが、GUI（グラフィック）を使った表示

場合に「自動構成」として、勝手に割り当てが
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のため、操作がしやすくなっています。

ています。

XPort Installer または RB3E̲SETUP のインス
トール方法は、C O M リダイレクターのインス

XPort Installer を使用する場合は、先に設定
項目を参照する様にしてください。

トールと共に後述のドライバのインストールを
参照してください。
補足：
１、DHCPの様な動的IP アドレス割り当ては、本
器の様な他の機器からアクセスするには、不向
きな機構ですが、以下の様に DHCP 環境でも、ア
クセスが容易な場合もあります。
・DHCP と DNS を連携させて運用している場合
この場合は名前でアクセスすれば、DNS が DHCP
で割り当てた IP アドレスを知らせるので毎回
IP アドレスが変化してもアクセスできます。
・DHCP に MAC 固定割り当てを登録する場合
一般に DHCP サーバには MAC アドレス（後述）を
指定したIPアドレス割り当て機能が搭載されて
います。この機能を利用する事で、毎回同じ IP
アドレスを DHCP が割り当てる様になります。
２、DHCPが自動でIPアドレスを割り当てる範囲
（スコープ）は設定する事ができます。
この自動割り当ての範囲外で自己のネットに割
り当て可能なIPアドレスであれば、DHCPが入っ
ている環境でも、自由に固定IPを割り当てる事
ができます。
３、Xport で DHCP を使う場合、IP アドレスとし
て 0.0.0.0 を設定する必要があります。
RB3E̲SETUP では、DHCP と固定の設定は、区別し
て扱っていますが、XPort Installer では、設
定IPアドレスを0.0.0.0にする事でDHCPを表し

■ Xport のアクセス法とセキュリ
ティーに付いての考え方
RBIO‑3Eに使用しているLANモジュール「Xport」
がデータを送受信する仕組みの概要と、意図し
ないアクセスから RBIO‑3E の操作を防ぐ方法で
す。なお、セキュリティーの設定では Telnet に
よるパラメータ設定が必要になります。
Xport は LAN 側からコントロールされるデータ
をシリアル信号に変換する働きを行っていま
す。RBIO‑3E は変換されたシリアル信号でコン
トローラと繋がっています。

LAN

シリアル
Xport
LANﾓｼﾞｭｰﾙ

ｺﾝﾄﾛｰﾗ

RBIO‑3E
Xport では、通常使用状態で、データ通信と設
定用に、5 つの TCP/IP、UDP ポートを使用しま
す。
（特殊な状況では、他のポート番号も使用し
ています）
それは 1 番、80 番、9999 番、30718 番（77FEh）
、
14000番〜14099番間のユーザーが選択した番号
です。

★ MAC アドレスに付いて
MACアドレスはイーサネットに接続する全ての機器に付けられた16進12桁の機器判別用の数値（16
進数）です。この数値は全ての機器で異なっています。
RBIO‑3E の LAN モジュールでは、コネクタ正面から見て右の側面に記載されています。
通常 MAC アドレスは 16 進数を 2 桁づつ区切って、−または：を付けて表示します。
00‑20‑4A‑xx‑xx‑xx の様に表示されています。
前から 6 桁分の 00‑20‑4A は RBIO‑3E で使用している LAN モジュール全てで同じ数値となります。
後半の xx‑xx‑xx の部分には、全ての LAN モジュールで異なった数値が入ります。
イーサネットでは、この数値を頼りに相手を探して通信を行っています。
★ポート番号は TCP/IP でサービスを区別するために付けられた 16 ビットの数値で 0 〜 65535 の値
になります。
若い番号では、予め使用するサービスと番号の関係が決められており、インターネットでは必ず使
用する Web（http）では 80 番と決められています。
このポート番号によりサービスを区別するため、同一ホストで異なったサービスが提供できます。
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9999番はTELNETで設定パラメータを変更する際

このため、このポートにTCP/IPで接続した最初

に使用します。
30718 番（16 進数で 77FEh と表記される場合も

の段階で、パスワードを入力する仕様にする事
ができます。また、この方法とは別に、RBIO‑3E

ある）は、9999番を使うTELNET 以外の方法で設
定パラメータを直接変更する際に使用します。

上に搭載されているコントローラにも、パス
ワードを付ける事もできます。

（XPort InstallerとRB3E̲SETUP及びWebによる
設定で利用されています）

データポートのパスワードは、アクセスするプ
ログラムの制御ロジックが複雑化する可能性が

この 30718 番ポートは 9999 番を使う TELNET と
は、別の切り口として使用しているため、禁止

あります。その点、RBIO‑3E のコントローラに
搭載したパスワードは、制御命令の先頭にパス

してしまっても、設定動作が禁止される事以外
には、支障がありません。

ワードを付ける形式のため、コントロールソフ
トを製作する場合に複雑化を避ける事ができま

30718 番を禁止すると、「XPort Installer」及
び「RB3E̲SETUP」を使った設定と、Xport に搭

す。
データポートにパスワードを設定する場合は、

載された、Web を使う設定は動作できなくなり
ます。

XPort Installer を使用する必要があります。
RB3E̲SETUPプログラでは、データポートへの暗

9999番ポートはTelnetを使って設定を行う際に
使用されます。

証設定はできません（データポートのパスワー
ドを使っている状態でRB3E̲SETUPプログラムで

Telnetはログイン時に暗証を求める設定にする
事ができますので、運用時には、Telnet に暗証

設定を行うと、パスワードが解除されます）
ポートへの、パスワード設定法
・ ポートへの、
パスワード設定法

を掛ける事をお勧めします。
なお、1 番ポートは、IP アドレスを一時的に変

Xport Installer を起動して右側の選択項目の
最下行にある Ports をクリックした際に表示さ

更する際のアクセス先に利用されています。

れる｢...｣をクリックして、Port Collection
Editor を呼び出します。

80 番ポートは、一番なじみ深い、Web アクセス
で使用します。
Telnetからの設定では、Webアクセス（80番ポー
ト）
、設定用の 30718 番、さらに 9999 番を使っ
た、Telnet 自体!の接続も禁止する設定が可能
です。
全ての設定を禁止してしまうと、設定の変更が
できなくなりますので、Telnetは禁止しない設
定をお勧めします。（telnet 用の暗証は設定し
ましょう）
データの伝送は、先の設定で利用するポートと
は別に、ユーザが設定した 14000 番〜 14099 番
の間（出荷時は 14000 番、以後データポートと
記載します）を使用します。
このポートはTCP/IPからの通信を単純に中継し
ているだけです。
もし、悪意あるユーザーが、このポートに対し
てアクセスを行うと、最終的には RBIO‑3E 上の
リレーをコントロールされてしまう恐れがあり
ます。
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Port Collection Editorの設定項目の最終付近
にある Passive Connection 内にある Password
Reguired を False から Ture に変更し、その下の
Port Password に任意の暗証文字列を設定して
ください。
OKで設定を終了させると、暗証機構が有効にな
ります。
暗証文字列の認証は、専用のポートを使うので
はなく、データ通信用のポートを使って行われ
ます。
暗証機構が無い状態でデータポートに接続して
も、何らアクションはありません。
一方、暗証機構を入れた場合は、接続完了時に
｢Password ? ｣の文字列が送られてくる様にな
ります。
これに対し設定した暗証文字列を入力して、最
終に CR コード（Enter キー）を送る事により以
後の通信が可能な様になります。
文字入力が、約 10 秒途切れると、接続は強制切
断されます。
また、暗証文字列を間違えた場合も強制切断さ
れます。

暗証文字列が一致した場合は、通信が可能な状

１：頻繁（緊密）に制御が必要なため、専用の

態になります。
暗証文字列の一致、不一致は一切データポート

PC が常に制御を行う。
２：通常のコントロールだが、制御を行う PC は

側には知らされず、TCP/IPのコネクションの接
続状態が変化するだけです。

一台だけ。
３：通常のコントロールだが、制御を行う PC は

「Redirector」を使って、仮想 COM で通信を行う
場合は、先のPassword ?に対する暗証文字列の

複数台。
「頻繁に制御し、かつ、複数」がリストにありま

応答をシリアル通信プログラムに組み入れる必
要があります。

せんが、コントロールされる機器（RBIO‑3E）を
奪い合いになるため、事実上、不可能な構成で

また、接続の成否は COM ポートからは判断でき
ませんので、RBIO の動作を利用して、"PC" の文

す。
１と２の様な場合は、コントロールするPCが専

字列を送信して、RBIOから"OK"の文字列が返送
されてくるかを利用して調べる必要がありま

用、かつ一台だけのため、一度 RBIO‑3E と接続
（TCP コネクション）を行うと、接続を維持した

す。
もう一つのパスワード機構、RBIO‑3E 自体での

まま制御を行う事になります。
この場合は、接続の最初にパスワードの確認を

パスワードを設定する場合は、後半のRBIO‑1と
の相違点を参照してください。

行えば、以後、切断するまで、一台の PC が制御
権を持つ事になります。

・データポートに対するパスワードと R B I O ‑
3 E 自体のパスワードの住み分けに付いて

パスワードの確認も済んでいるため、RBIO‑3E
に対するコマンドも遅延する事なく、伝送する

（自身で制御ソフトを製作し、かつ、ポートに対

事ができます。
１、２番のケースではXportに実装されている、

するパスワードのハンドリングを製作可能な場
合を想定しています）

データポートのパスワードを利用するのが良い
と思われます。

RBIO‑3Eに搭載されているXportのデータポート
は一組の接続しか許可されません。

特に２番のケースでは、制御回数が頻繁でなけ
れば、制御が必要になった時点で接続して、終

(Webアクセスはメモリが許す限り、多数接続が
可能）

われば切断する様な使い方でも、問題無いケー
スもあります。

これは、異なる機器が一つの機器を同時にコン
トロールした場合の競合を避けるためで、コン

（パスワードのやり取りに必要な時間が遅延時
間として、問題にならない様な場合）

トロール可能な機器（接続できるソフト）は常
に最大１組となります。

３番のケースでは、制御権を持てるのが１台の
PCとの制約を回避するため、制御文字を送った

ここで、RBIO‑3E のコントロールの仕方を考え
る必要が生じます。

後、速やかに接続を切る必要があります。
もし、一台の PC が接続を維持させてしまうと、

Xport のデータポートパスワードを使用する場
合、TCP のコネクション接続開始時のパスワー

他の PC が接続できなくなるためです。
この場合、速やかな接続開始のため、データ

ドのやり取りから実際のデータを送れるまで、
１秒程度の時間が必要です。

ポートとのパスワードをやりとりする時間が無
視できなくなります。この様なケースでは

この時間は Xport がパスワードの一致判定にか
かる時間と推測されます。

RBIO‑3E に実装されているパスワード機構を使
用すると短時間で接続、切断が可能です。

このため、TCP 接続→ Password ?の受信待ち→
パスワードの送信→１秒程度の時間待ち→

TCP接続→RBIO‑3Eに制御コマンドを送る→TCP
接続を切る

RBIO‑3E に制御コマンドを送る→ TCP 接続を切
る、を頻繁に繰り返す場合、時間及び制御手順

RBIO‑3E 上に実装しているパスワードは、コマ
ンド列の前に付けて伝送する事で認証されま

が問題になる場合もあります。
さて、制御の仕方として、

す。
なお、データポートのパスワードを使用しない
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場合は、TCP接続からRBIO‑3Eに制御コマンドを

基本動作の一部機能のみです。

送る間の時間待ちは必要ありません。
もちろん、両方のパスワード機構を同時に使用

RB3E̲SETUPプログラムを使用して設定を行う場
合、殆どの設定を、RBIO‑3E が動作できる設定

してもかまいません。

に初期化できます。RB3E̲SETUP プログラムは、
RBIO‑3E の動作設定に特化した設定プログラム

その他
データポートのパスワードをONにしている状態

となっています。
一方、Xport Instllor は Xport の全機能を設定

で、COM Redirector 経由、Windows 付属のハイ
パーターミナルを使用している場合の注意

するための汎用設定プログラムです。この説明
書では、RBIO‑3E を動作させる際に必要なパラ

パスワード文字列の不一致や、タイムアウトで
の認証失敗で TCP/IP 側が切断された状態でも、

メータの変更に限定しています。
Xport Instllorでは、
設定が多枝にわたるため、

COM ポートに接続している、ハイパーターミナ
ルでは接続が維持されている状態と判断されま

設定内容の解説は、本説明書では行いません。
付属CD内にはXportの説明の全てが入っていま

す。
（ハイパーターミナルにTCPコネクションの
有無を伝える機構が無いため）

すので、色々な機能を試す場合はそちらを参照
してください。

この状態は RS232 で通信中のモデムケーブルを
引き抜いたのと同じで、通信はできませんがハ

Telnet を使った設定は Xport Instllor と同じ
く、汎用の設定が可能で、しかも Windows プラ

イパーターミナルは接続していると判断してい
ます。

トフォームに限定する事なく、設定が行えま
す。

この状態でキーボードから文字を入力した場
合、送信先が無いため、内部のバッファーに文

しかし T e l n e t を使った設定では R B I O ‑ 3 E
（Xport）の IP アドレスが予め判っていないと、

字が溜まった状態となります。
一度、ハイパーターミナルの切断(D)、をクリッ

設定を行う事ができません（Telnetからアクセ
スする先が分らない）

クしても、内部のバッファーに文字が溜まった
状態に変化はありません。

Telnetしか利用できない環境で設定作業を行う
場合で、RBIO‑3E の IP アドレスが判明していな

再度接続のため、
電話(C)での接続時にPassword
?が送られて来ますが、キー入力で溜まった文

い場合や、アクセスできないIPアドレスに初期
化されている様な場合は、「IP アドレスが判ら

字をこの時点で送り出してしまいます。
正常なパスワードを入力しても、前に溜まって

なくなった場合の対処法」
を参照してください。
特殊設定を試す場合や、RB3E̲SETUPプログラム

いた文字が先にパスワードとして送られてし
まっているため、認証に失敗してしまいます。

で設定できない機能を使う場合を除き、RBIO‑
3Eを使うだけの場合は、RB3E̲SETUPプログラム

正常なパスワードを入力しているのに、通信で
きない場合は、一度ハイパーターミナルを終了

を利用した設定をお勧めします。
（設定の仕方によっては、RBIO‑3Eを操作できな

させた後、再度ハイパーターミナルを起動させ
てください。

くなる可能性があります。本書説明以外の設定
／操作に付いては、自己責任でお願いします。

■ Xport の設定

また、CD 内の Xport 説明書に記載されている事
柄が、本器で全て動作可能かは保障できませ

・R B I O ‑ 3 E に搭載されている L A N ユニット

ん）

"Xport" の設定について
動作モードの設定を行うには、
Xport Instllor、

● R B 3 E ̲ S E T U P プログラムによる設定
１、ソフトをインストールする

RB3E̲SETUP プログラム又は Telnet を使用しま
す。

ドライバインストールのパートを参考にしてCD
内の"RB3E̲SETUP"を適当なフォルダにコピーし

RBIO‑3E に搭載している LAN ユニット、Xport は
高機能のユニットで、多くの動作モードを持っ

てください。
RB3E̲SETUP(.EXE)はインストールが必要ないソ

ています。しかしRBIO‑3Eで使用しているのは、

フトですので、そのまま適当なフォルダにコ
ピーすれば動作準備は完了です。
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スタートメニューへの登録等が面倒な方はイン

そのまま DHCP で運用する場合は IP アドレスを

ストーラ付きのバージョンも同時に収録してい
ますので、RB3E̲SETUP̲SETUP(.EXE)を起動させ

手動設定する必要はありません。

て、指示に従ってください。

"RB3E̲SETUP" を起動してください。
起動すると、下図 4 の様な表示になります。

２、IP アドレスの設定
RBIO‑3E の IP アドレスを設定します。

ツールバーにある虫眼鏡を模したアイコン「検
索」をクリックしてください。

RBIO‑3E を LAN（HUB)に接続して、9V 〜 12V の電
源を供給してください。

検索が開始され、終了すると、下図5の様に、同
一 LAN に設置されている全ての RBIO‑3E 上の

DHCPが使える環境下では、接続完了の時点でIP
アドレスが割り当てられているはずです。

Xport が一覧表示されます。

図 4：RB3E̲SETUP 起動画
面

図 5：検索完了時の画面
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DHCPで運用する場合は"IP Address"の項目に表

固定割り当てにチェックを入れた後、IP の BOX

示されているアドレスをメモしてください。
しかし、複数台の RBIO‑3E を設置している場合

にドット形式（数値 .数値.数値.数値の入力形
式）で記入してください。

は、個々の機器を特定する必要があります。
IP Address の次の項目に "Hardware Address"

サブネットは、ドット形式ではなく、マスク長
で記入する方式です。サブネットマスク長の項

の項目があります。ここに表示された数値（★
MAC アドレスに付いてを参照）と RBIO‑3E 上の

目を▲▼を使って設定してください。下の BOX
に対応するドット形式のサブネットマスクが表

Xport 横に記載されている数値を照合して機器
を特定してください。

示されます（ドット形式の表示は直接変更でき
ません）

DHCP で運用する場合はIP Addredss の項目を参
照後、"RB3E̲SETUP" を終了させてください。

ゲートウエーアドレスが必要な場合は、ドット
形式（数値 . 数値 . 数値 . 数値の入力形式）で記

ただし DHCP で運用する場合は、接続毎または
RBIO‑3Eの電源投入毎にIP Adressの項目を確認

入してください。
TELNETにパスワードを設定する場合は、Telnet

する作業が必要になります（LAN 構成を変更し
ていない場合は毎回同じ設定になる確率が高い

パスワードの BOX に４文字までの任意の文字を
入れてください。この BOX が空の場合、TELNET

です）
固定的にIPアドレスを設定（変更）する場合は、

のパスワードは解除されます。
「設定実行」をク
リックすれば、各項目が設定されます。

認識されている行をマウスでクリックすれば、
ツールバーの「設定」アイコンが有効になりま

固定 IP アドレスから DHCP に戻す場合。

すので、それをクリックしてください。
下図様な設定ボックスが表示されます。

IP Address 内の固定割り当てラジオボタンに
チェックを入れて設定実行してください。

上部の IP Address の項目内の DHCP と固定割り
当てのラジオボタンのチェック状態は、現在の

３、データポート関係

設定を示しています。
DHCPにチェックが入っている場合は、下のBOXに

RBIO‑3E が使用するポート番号と、動作の仕様
は、全て出荷時の状態に設定されます。

ある IP がグレーに表示され、変更できません。

出荷時の状態は RBIO‑3E が動作できる設定と
なっており、Xport の初期状態とは異なってい
ます。
出荷時設定では、データアクセスのポート番号
を 14000 に固定しています。
Xport の仕様上は、この番号を 14000 〜 14099 の
間で任意の番号に設定できます。
通常は全て14000で問題ありませんが、NATを利
用するアクセスルーターを利用してInternetか
ら RBIO‑3E にアクセスする様な場合、各プライ
ベートIPに対するポート番号を一意的に決定す
る必要があるため、各ポートで異なる番号が要
求されます。
（WAN 側のポート番号とLAN 側のポート番号を統
一する必要が無いルーターもあります）
RB3E̲SETUP では、この番号を 14000 から変更で
きませんので、別番号に設定する必要がある場
合は "XPort Installer" を使用してください。
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４、セキュリティー関係
以上の様に、TELNETのパスワードはIP設定と同
時に行う事ができます。
なお、データポート用のパスワードは解除され
ます。
RB3E̲SETUPでは、ポート毎のパスワードは必ず
解除されますので、設定する必要がある場合は
"XPort Installer" を使用してください。

● X p o r t I n s t l l o r を使った設定
１、ソフトをインストールする
ドライバインストールのインストール法のパー
トを参考にしてCD内の"XPort Installer"をイ
ンストールしてください。
仮想 C O M ポートドライバ、" L a n t r o n i x
Redirector" は設定時には不要ですが、同時に

インストールを済ませてしまってもかまいませ
ん。
Xport Instllor は Windows 用の .NET
.NET（
（ﾄﾞｯﾄ
フレームワークを必須とします。
ﾈ ｯ ﾄ ） フレームワークを必須
.NETフレームワークがインストールされていな
い環境では、XPort Installer をインストール
する事はできません
（最終段階でエラーになります）
.NET フレームワークを導入する方法は、XPort
Installerのインストール法に併記しています。
２、IP アドレスの設定
RBIO‑3E の IP アドレスを設定します。
RBIO‑3E を LAN（HUB)に接続して、9V 〜 12V の電
源を供給してください。
DHCPが使える環境下では、接続完了の時点でIP

図 6：起動直後の XportInstllor

図 7：検索完了
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アドレスが割り当てられているはずです。

してください。

そのまま DHCP で運用する場合は IP アドレスを
設定する必要はありません。

例 192.168.10.7
OKをクリックすれば、IPアドレスが設定されま

"XPort Installer" を起動してください。

す。
固定 IP アドレスから DHCP に戻す場合。

図 6 が起動直後の XPort Installer 画面です。
ツールバーにある虫眼鏡を模したアイコン

Xport では 0.0.0.0かそれ以外のアドレスかで、
DHCP 使用の有無を区別しています。

「Search」をクリックしてください。
図 7 の様に、同一 LAN に設置されている全ての

IP Address の設定 box に 0.0.0.0 を設定すると
DHCP 許可モードになります。

RBIO‑3E 上の Xport が表示されます。
DHCPで運用する場合は"IP Address"の項目に表

＊ DHCP を使っている方に注意
Xport で DHCP を使っている場合で、XPort In‑

示されているアドレスをメモしてください。
しかし、複数台の RBIO‑3E を設置している場合

staller を起動し、Assign IP をクリックした
際、DHCPを使う事を表す0.0.0.0では無く、DHCP

は、個々の機器を特定する必要があります。
IP Address の次の項目に "Hardware Address"

で一時的に供給されている IP アドレスが設定
BOX に表示されてしまいます。

の項目があります。ここに表示された数値（★
MAC アドレスに付いてを参照）と RBIO‑3E 上の

もしこのまま OK をクリックしてしまうと DHCP
が供給した IP アドレスを固定的な IP 番号とし

Xport 横に記載されている数値を照合して機器
を特定してください。

て Xport 内部に記録され、以後 DHCP に割り当て
を依頼せずに、勝手にこのアドレスを使用して

DHCPで運用する場合で、出荷時から設定を変更
していない場合は IP Addredss の項目を控えて

しまいます。
当然 DHCP が割り当てる IP アドレスは DHCP が管

から"XPort Installer"を終了させてください。
なお、続けて設定を行う場合は、終了せずに設

理しているアドレスであり、このアドレスを固
定的に割り当てると不都合が生じます。

定の変更を行います。
DHCP で運用する場合は、接続毎または RBIO‑3E

XPort Installerを起動し、Assign IPをクリッ
クした場合で、引き続き DHCP を使用する場合

の電源投入毎に IP Adress の項目を確認する作
業が必要になります。

は、OK ではなく Cancel をクリックして Assign
IP を抜ける様にしてください。

固定的にIPアドレスを設定する場合は、認識さ
れている行をマウスでクリックした後、上部の

その他の設定

Assign IP アイコンをクリックしてください。
下図 8 の様な、Assign Address の設定が表示さ

１、LAN アドレス関係
Xport 設定で、Subnet の項目が出荷時のまま

れます。

0.0.0.0 であれば、IP のクラス割り当てに従っ
た、サブネットが設定されます。

下側の IP Address to assign:(decimal dot
notation)に設定したい IP アドレスをドット形

もし、RBIO‑3E を LAN 内からしか使わない場合
は、0.0.0.0 のままでも問題ありません。

式（数値 . 数値 . 数値 . 数値の入力形式）で記入

しかし、RBIO‑3E をルータ経由でコントロール
する場合は G a t e w a y の項目と

図 8：IP アドレスの設定画面

Subnet の項目を適時設定する必
要があります。
Subnet はネットワークのサイズ
を決定する数値で IP アドレスと
同じくドット形式で記入します。
例 255.255.255.0
Gateway の項目はデフォルトの
ゲートウエイアドレス（一般に
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はルーターのアドレス）をIPと同じくドット形

様になっている必要があります。

式で記入します。
例 192.168.10.1

Pin 1=CTS,Pin 3=RTS
次に、"XPort Installer" の表示画面右側の最

２、データポート関係

下段の項目 Ports をクリックしてください。
(Collection)の右に ... と表示されたボタンが

RBIO‑3E にアクセスする際に使用するポート番
号と、動作の仕様を設定します。

出ますので、このボタンをクリックしてくださ
い。

（この項目は、出荷時のまま変更していなけれ
ば、操作の必要はありません）

次ページの図？の様な、Port Collection Edi‑
tor が開きますので、図 10 と同じになる様に設

"XPort Installer"右側の表示下よりにあるOEM
Configurable Pinsの項目でPin1と3が下図9の

定を変更してください。
特に Serial Contorl の設定項目が図 10 の様に

図 9：動作モードの設定

なっていないと、RBIO‑3E と通信できませんの
でご注意ください。
ただしLocal Portの設定
だけは 14000 〜 14099 の
間で任意の番号に設定で
きます。
通常は全て 14000 で問題
ありませんが、NAT を利
用するアクセスルーター
を利用して Internet か
ら RBIO‑3E にアクセスす
る様な場合、各プライ
ベート I P に対するポー
ト番号を一意的に決定す
る必要があるため、各
ポートで異なる番号が要
求されます。
（W A N 側のポート番号と
LAN 側のポート番号を統
一する必要が無いルー
ターもあります）
セキュリティーを設定す
る場合は次の項目に進ん
でください。
セキュリティー設定の必
要が無い場合は、OK で終
了させてください。
最初の画面に戻りますの
で、UPDATE アイコンをク
リックすれば、設定が
Xportに書き込まれます。
書き込み中は W a i t i n g
for reboot... のメッ
セージが表示されます。
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図 10：ポートの設定
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３、セキュリティー関係

をクリックするとポート番号を問い合わせる

Port Collection Editor 画面の Passive Con‑
nection の項目内の Password Required の項を

BOX が開きます。Port の項目が 9999 になってい
る事を確認して OK をクリックしてください。

Trueとすると、設定したデータポートにアクセ
スする際にパスワードを要求される様になりま

● T e l n e t による設定

す。
パスワードの文字（列）は Port Password の項
に設定します。
なお、パスワードを使用しない設定（出荷時の
設定）は Password Required の項目を False と
してください。
設定が終われば、OK で終了させてください。
データポート以外のセキュリティーは "XPort
Installer"では設定できず、Telnetを使用する
必要があります。
キャラクタベースのインターフェースとなるた
め、少々操作が面倒ですが、手順の通りに設定
を進めてください。
"XPort Installer" からはTelnet を簡単に起動
できます。
起動は"XPort Installer"上のTelnetアイコン

Telnetは"XPort Installer"上のTelnetアイコ
ンをクリックして起動出来る他、IPアドレスを
指定して起動する事ができます。
WindowsではDOSプロンプト上またはタスクバー
のスタートボタンからファイル名を指定して実
行を呼び出して、TELNET xx.xx.xx.xx 9999 と
タイプする事で起動できます。
Linux 等のマシンでも TELNETは殆ど実装されて
いるため、Windoes マシン以外でも設定を変更
する事が可能です。
Xportの設定を行う場合のTELNET起動ではIPア
ドレスの後ろにポート番号9999を付けなければ
なりません。
接続されると、何行かのメッセージが表示され
ます（図 12）
Telnet のパスワードを設定していない場合は、

図 11：Telnet の実行を開始する

図12：telnet接続完了時の初期画面
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Press Enter to go into Setup Mode
が表示されますので、5秒以内にEnterキーを押
してください。
5 秒以上何も行わないと接続が強制切断されま
す。
パスワードを設定している場合は Password:が
表示されますので、設定したパスワードをタイ
プしてください。 パスワードが一致すると
Press Enter to go into Setup Mode
が表示されますので Enter キーで設定モードに

入る事ができます。
パスワードの入力中もキーの入力間隔を５秒以
上空けると切断されてしまいます。
途中で切断された場合は接続からやり直してく
ださい。
同時に Telnet で接続できるのは、１組だけで
す。
２台のPCで同時に一つのXportを設定しようと
しても、２つめの接続は受付られません。

図 13：Xport からの初期メッセージ

Xport からは、多くの初期メッセージが表示されますが、殆どの部分は、スクロールして上部に消
えて行きます。
出荷時から変更していなければ、設定を行う必要があるのは、項目0の「 0 Server configuration」
だけです。
0 をタイプして Enter キーをタイプしてください。
IP Address : (000)
が表示されます。(000）には設定されている IP アドレスが入ります。
DHCP に設定する場合は 0 を、固定 IP アドレスに設定する場合は、IP アドレスの先頭番号を入
力して Enter を押します。
IP アドレスの設定が右に移動し
IP Address : (000) 0.(000)
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となりますので、DHCP なら 0、固定なら、二番目の IPｱﾄﾞﾚｽを入力します。この操作を４桁目まで
繰り返します。

上の状態は、IP アドレスを 0.0.0.0（DHCP 有効）に、ゲートウエーをデフォルト状態(N)に、ネッ
トマスクをデフォルト状態(N)に、TELNET パスワードを無し(N)に、DHCP に登録する機器名を無し
に設定した場合の画面です。変更する場合はYをタイプする事で新たな項目を入力する行が表示さ
れます。
ポート設定を出荷時状態から変更している（変更したい）場合は１をタイプしてください。
下の状態は、RBIO‑3E が動作する場合の設定値です。
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項目６は、セキュリティー関連の設定です。下の画面は項目６を設定した後の表示です。

SNMP はネット経由のマネージメント関連の設定です。デフォルトは N ですが、禁止する場合は Y に
セットします。
Disable Telnet Setup は TELNET を使った設定を禁止する項目です。ここを Y に変えると TELNET に
よる設定が出来なくなります。
＊＊＊＊注意
注意＊＊＊＊
注意
Disable Telnet Setup を Y にセットすると、通常の方法では解除できなくなります。
にしないで下さい。
絶対に Y にしないで
Disable TFTP Firmware Update はファームウエアのアップデートを禁止する場合に Y を設定しま
す。また Disable Port 77FEh は各種設定の受付ポートを禁止状態にします。
各種設定等が終わって、実運用を開始する際にはどちらも Y に設定してください。
Enable Enhanced Password を Y にする事で TELNET に拡張パスワードを掛ける事ができます。
通常のTELNETパスワードはRBIO̲SETUPで設定できますが、拡張パスワードはTELNETからしか設定
できません。拡張パスワードでは１６文字までの暗証文字を使用できます。
注意：拡張パスワードには4 文字以上の文字列を設定してください。また、通常のTELNET パスワー
ド（最大４文字）を上書きするのではなく、別の場所に記録されます。拡張パスワードが設定され
ている間は、拡張パスワードが優先されますが、通常のパスワードが消去された訳ではなく、拡張
パスワードを N に設定すると復活します。
Disable Web Server は Web サーバ機能を禁止します。
Xport には、初期状態でパラメータを設定するWeb サーバ機能があります。通常状態では、Web サー
バ機能が動作していると、第３者がパラメータの設定を変更できてしまいます。
しかし、Web サーバは、77FEh ポートを使用して設定を変更しますので、Disable Port 77FEh を Y
に設定すると Web サーバからの設定動作も禁止になります。
全ての設定が完了して終了する時点で、9 をタイプすれば、Xport に設定が反映されます。
この場合、Xport が再起動するため、10 秒程度の時間を待った後、アクセスしてください。
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■ I P アドレスが判らなくなった
場合の対処法
異なるネットに接続されていたRBIO‑3EをIPア
ドレスを変更ぜずに違うネットに接続した場合
や、を DHCP で運用しているのに、ネット内に
DHCP サーバーが存在しない様な場合は "XPort
Installer" を使用して、アイコン「Search」を
クリックしてもリスト内に該当する Xport が表
示されなくなります。
また RBIO̲SETUP では発見は可能ですが、ネッ
トワークアドレスが異なる場合には、設定を行
う事ができません。
これは、Xport の IP アドレスが、接続した LAN
から通常の方法ではアクセスでないため、発生
します。
対処は次の手順に従ってください。
この手順には、Windows の DOS モードあるいは
Linux 等で使用されている ARP コマンドを使用
します。
（Linux ではコマンド名は arp)
この ARP コマンドは IP アドレスと MAC アドレス
のペアを記録する機構、arp を管理するツール
です。
ただし Windows95 の ARP コマンドにはバグがあ
るため、LAN内に設定に使用するWindowsマシン
以外に、他にアクセスできる PC やルータ等、IP
アドレスを持つ機器が一つ以上存在しないと実
行する事ができません。
ここでは Windows マシンを使っての設定で進め
ますが、Linux 等に置いても同じ方法を取る事
ができます。（表記法やレスポンスの表示は異
なります）

入ります。DOS モードは英語でも日本語でも可
能です。
2‑2、Windows95 ではおまじないが必要です。
Windows95 を使用している場合は次の手順を実
行してください。他のバージョンの Windows や
Linux 等では不要ですので 2‑3 へ進んでくださ
い。
まず、自身のPC以外にLANに接続された機器（ど
れでも良い）に対して PING を実行します。
例えば、その機器のアドレスが 192.168.0.1 と
すると
>PING 192.168.0.1
４行の応答メッセージが時間を伴って表示され
れば、OK です。
次にPINGの結果がarpテーブルに登録されたか
確認します。
>ARP ‑a
Interface: xx.xx.xx.xx
Internet Address
Type
192.168.0.1
dynamic

Physical Address
xx‑xx‑xx‑xx‑xx‑xx

実際には、192.168.0.1 の場所には、先の PING
で指定した IP アドレスが入ります。
xx にも数値が入ってります。
１行以上のアドレスが表示されてもかまいませ
ん。
ARP ‑a の結果がNO ARP Entries Found となっ
ていなければ
いなければ結構です
いなければ
これを確認して 2‑3 へ進んでください。
2‑3、ターゲットアドレスの登録

１、準備
対象となる、RBIO‑3E上のXportに張られている
シールから MAC アドレスをメモします。
（00‑20‑4A‑xx‑xx‑xx
る 16 進数）

2‑1、Windows マシンを起動して、DOS モードに

xxは実際に記入されてい

使用可能な IP アドレスを決定します。
最終的にDHCPを使用する場合でも、一時的に固
定 IP アドレスを割り当てる必要があります。
RBIO‑3Eは通常通りLAN及び電源に接続してくだ

先に調べた Xport のアドレスを ARP コマンドを
使って登録します。
例として、IPアドレスを192.168.0.7 MACアド
レスが 00‑20‑4A‑80‑05‑6C とすると、
>ARP ‑s 192.168.0.7 00‑20‑4a‑80‑05‑6c
とタイプします（英文字は大小関係ありませ
ん：ただし Windows の場合）
これでIPアドレスとMACの関係が登録されまし

さい。

た。
確認は、

２、設定操作

>ARP ‑a
とタイプした場合、192.168.0.7

00‑20‑4A‑

21

80‑05‑6C

static

と表示される行があれば OK です。
（適時、自分の登録した数値と読み替えてくだ
さい）

を行うとクリアされてしまいます。
Telnetを使った設定方法は前の項、
「Xportの設
定」内の「Telnet による設定」を参照してくだ
さい。

2‑4、仮アクセス
T E L N E T を使用して、登録した I P アドレスを
Xport に仮設定します。
TELNET を使用して先の設定アドレスのポート 1
番にアクセスを行います。ポート番号の１
１を忘
れないようにしてください。
>TELNET 192.168.0.7 1
この接続は必ず失敗
失敗しますが、この時点で仮IP
失敗
アドレス（例では192.168.0.7）が Xport に設定
されます。
2‑5、本設定
さらにTELNETを使用して、先の仮アドレスにア
クセスします。
>TELNET 192.168.0.7 9999
接続ポートは１ではなく9999になっているのに
注意してください。
今度は接続に成功し、何行かのメッセージが表
示されます。
Telnet のパスワードを設定していない場合は、
Press Enter to go into Setup Mode
が表示されますので、5秒以内にEnterキーを叩
いてください。
5 秒以上何も行わないと接続が強制切断されま
す。
パスワードを設定している場合は Password:が
表示されますので、設定したパスワードをタイ
プしてください。 パスワードが一致すると
Press Enter to go into Setup Mode
が表示されますので Enter キーで設定モードに
入る事ができます。
パスワードの入力中もキーの入力間隔を５秒以
上空けると切断されてしまいます。
途中で切断された場合は TELNET 192.168.0.7

■ COM Redirector を経由しない
直接コントロールする方法
で、直接コントロールする方法
で、
R B I O ‑ 3 E に搭載している X p o r t は、C O M
Redirectorを経由する以外にも、直接ソケット
通信を行う事でコントロールが可能です。
例えば、手動でコントロールするための、コン
ソールとしては、TELNETがそのまま使用できま
す。
W i n d o w s のハイパーターミナル→ C O M
Redirector → LAN → RBIO‑3E の流れは、
TELNET → LAN → RBIO‑3E の流れに置き換え可能
です。
TELNET は Windows 他、Linux 等でも利用可能で
す。
接続先のポートは、設定時のデータポート番号
です。
この番号は 14000 から 14099 の範囲で任意に設
定可能ですが、出荷時は14000になっています。
ここでは、出荷時設定から変更していないとし
て、14000 で説明します。
また、RBIO‑3E の IP アドレスを 192.168.0.3 と
します。IP アドレスとポート番号は適時、読み
替えて下さい。
windows から TELNET する場合は、次の３種のや
り方がありますが、全て同じ状態になります。
１：DOS 窓に入力する。
２：スタートメニューのファイル名を指定して
実行の BOX に入力する。
３：インターネットエクスプローラのアドレス
欄に入力する（http://...の代わりにtelnet:/
/ アドレス:ポート番号と入力）
「TELNET 192.168.0.3 14000」とタイプして、
Enter を押すと接続が開始されます。

9999 からやり直してください。
この部分の動作は本書の「Telnet による設定」 （小文字でも可能）
RBIO‑3E の IP アドレスを間違えたり、アクセス
の項と同じ動作です。
不能な状態の場合は、
接続中：xxx.xxx.xxx.xxx...
仮設定した IP アドレスは、電源を切断するか
と表示したままとなります（何れタイムアウト
"XPort Installer" を使用して、"Search"

22

して TELNET が終了します）

ドライバ、ドキュメントを CD で添付していま

接続できた場合は、上記文字列が消されるた
め、画面上には何も表示されません。

す。
また、共立電子産業より、RBIO‑3E の設定に特

また、ポート番号を間違えた場合や、既に接続
中の端末が存在する場合は、すぐにTELNETが終

化した設定プログラム及び取り扱い説明書を添
付しています。

了してしまいます。
PC とタイプして Enter を押せば、RBIO‑3E から

付属CDをエクスプローラ等で開いてみてくださ
い。

の応答が画面に表示されます。
（OKまたはRBIO‑3Eにパスワードを設定している
場合は NG の応答)
後は、RBIO‑1の説明書記載のコマンドを入力し
て、リレーが動作するか試してください。
もしタイプした文字が変なキャラクタで表示さ
れる場合は、"PC" と Enter を数回タイプしてみ
てください。

トップに二つのフォルダがあります。
LANTONIX...Xport の製造メーカの提供分
RBIO... 共立電子産業の提供分
がそれぞれ収められています。
●共立電子産業製、
R B I O ‑ 3 E セットアップ
●共立電子産業製、R
プログラム「
プログラム
「RBIO̲SETUP 」のインストール。
RBIO フォルダを開くと、

TELNETを終了させるには、上部にメニューがあ

RBIO̲SETUP.EXE
RBIO̲SETUP̲SETUP.EXE

る場合はそちらから、メニューが表示されてい
ない場合は、キーボードから CTRL‑]（CTRL ボタ

RBIO‑1.PDF
RBIO‑3E.PDF

ンを押しながら]ボタンを押す）をタイプして、 （. E X E 等の拡張子はエクスプローラの設定に
メニューモードに入り、QをタイプしてEnterを
よっては、表示されません）
押せば終了します。

なお、RBIO‑3E.PDF はこの説明書自身です。
また、RBIO‑1.PDF は RBIO‑1 の取り扱い説明書

Linux でも同様にコントロールできます。
コンソールから、telnet 192.168.0.3 14000

で、RBIO‑3E を実際に操作する際のコマンド等
が記載されていますので、この説明書と共に、

(TELNET は小文字の telnet です）
で接続できます。

参照してください。
さて、RBIO̲SETUPをインストールする方法です

終了方法は、Windows と同じです。

が、二種類のやり方があります。
１、コンピュータに精通された方

ソケットを使う。
ソケットプログラムを作成できる方は、TCP の

RBIO̲SETUP.EXEを適当なフォルダにコピーして
ください。

14000 番ポートに接続するプログラムを作成す
る事で、RBIO‑3E を、プログラム制御できます。

このプログラムはインストールを必要とせず、
.EXE さえコピーすれば、動作します。

TCP で14000 に対して作成したコネクションは、
RBIO‑3E に対して透過的に伝送されます。

レジストリは登録しませんので、不要になった
場合はそのまま削除してください。

RBIO‑3Eの操作命令は、コネクションに対して、
文字列として送信してください。

２、インストールプログラムでインストールし
たい方

また、RBIO‑3E からの応答もそのまま受け取る
事ができます。

RBIO̲SETUP̲SETUP.EXEをダプルクリックして実
行させてください。

■ソフトウエアのインストールと
設定
RBIO‑3Eには、搭載されているXportの製造メー
カである Lantonix 社から供給される、ソフト、

インストーラが起動しますので、その指示に
従ってください。
インストール後、設定すべき事項はありませ
ん。
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● L a n t o n i x 社製ソフトとドライバのインス
トール。
＊注意

フォルダ内にある

同社製ソフト、Xport Installer をインストー
ルするためには、MICROSOFT 社製の .NET フレー

ルクリックして起動させてください。

ムワークが先にインストールされていなければ
なりません。

起動すると下の様な画面が表示されます。
Xport Installer の上でマウスをクリックする

.NET フレームワークは、MICROSOFT 社の Web サ
イトから無償でダウンロードする事ができま

とインストーラが起動します。
確認メッセージに「OK」をクリックすると、イ

す。
スタートメニューから「Windows Update」の項

ンストールウイザードが始まります。
通常は質問項目に対して「NEXT」をクリックす

目クリック。表示されたページから、
「更新をス
キャンする」を選択、
「更新の確認とインストー

る事でインストールが完了します。
続けて、仮想COM ポートドライバ（COM ポートリ

ル」をクリックすれば、利用可能な更新が表示
されますので、Microsoft .NET Frameworkが選

ダイレクタ）をインストールする場合は、Comm
port Redirector の上でマウスをクリックして

択されている事を確認後、「今すぐインストー
ル」に進んでください。

ください。
著作権の表示画面で Continue をクリックする

Xport Installer 他、LANTONIX 社ソフトのイン

と、インストーラ画面になります。
通常は、
「NEXT」をクリックすれば、インストー

ストールを行います。
LANTRONIX のフォルダを開いてください。
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ルが完了します。

Launch.exe

アイコンをダブ

最終画面で、finish をクリックすれば Windows

な COM ポートを作成するドライバです。

が再起動します。
もし、再起動しない場合は、手動で再起動を

Comm port Redirectorが動作している環境では、
仮想COMポートへのアクセスは、LANアクセスに

行ってください。

変換され RBIO‑3E 上の Xport に届けられます。
仮想 COM ポートを使用する事により、本来は存

・仮想 C O M ポートドライバ、C o m m
Redirector の設定

port

在しない、新たな COM ポートが windows 上に出
現します。

Comm port Redirector は、Windows 上に仮想的

この COM ポートは、実機上の COM ポート（ハー

ドウエア）と互換性があ
り、多くのソフトでハード
的なCOMポートと区別する
事なく、利用できます。
スタートボタンから
Lantronix Redirector →
Configurationを選択する
と、上の様な設定画面が起
動します。
画面例は既に仮想COMポー
トを COM8 に設定した場合
の例ですが、最初は
Redirect とその下のボッ
クスには何も表示されて
いません。
新しい仮想COMを作る場合
は、Com Setup をクリック
する事で左の様な設定が
表示されます。
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必要な個数分、C O M 番号のチェックボックに

してください。

チェックを入れてください。
仮想COM番号は、Windowsが使用している分はグ

OKで最初の画面に戻りますが、今度は記入した
IPアドレスとポート番号の組がボックスに表示

レーになって、選択できない様になっています
が、一部の特殊なデバイス（内蔵の FAX モデム

されます。
このIPアドレスとポート番号の組は、一つの仮

など）では、使用可能な番号に含められてしま
う場合があります。

想 COM ポート番号に対して、複数設定する事が
できます。

使っている可能性のある番号を仮想 COM に割り
当て無いようにしてください。

前ページの画面例では、
[IP] 192.168.0.140:3000

OK を押すと元の画面に戻ります。
今度は Redirect のボックスに先ほど設定した

[IP] 192.168.0.143:3000
[IP] 192.168.0.142:3000

COM 番号が表示されるはずです。
表示されない場合や複数指定で、希望する番号

の３つの値が表示されいます。
実際に使用されるのは、最初に接続が成功した

を選択する場合は、▼をクリックしてリストか
ら選んでください。

IP アドレス（とポートの組）です。
仮想 COM に接続を開始した時点（仮想 COM に対

COM 番号を選択した後、RBIO‑3E（Xport）の IP
アドレスを設定します。

して OPEN を実行）で、このボックスに記述され
ている順番に接続が試みられます。

Add Ip をクリックしてください。

ただし、接続する IP アドレスに RBIO‑3E が存在
しない場合に、接続をあきらめる
までの時間の初期設定は、相当長
くなっています。
使用可能なアドレスが下の方にあ
る場合、接続されるまで、ある程度
の時間が必要です。
接続を試みる順番は上から下に向
かってですが、リストの並び順は
変更可能です。
移動させたいリストをクリック後、
Move Up で上に、Move Down で下に
移動します。
削除する場合は Remove をクリック
します。
設定を完了させるには Save ボタン

上画面の設定ボックスが表示されます。
最初は Host、TCPPort 共空白になっていますの

を押してください。
設定を反映させるには、再起動が必要とのメッ

で、HOST の場所に仮想 COM 番号と結び付けたい
RBIO‑3EのIPアドレスを、TCPPortにデータポー

セージが表示されますので、OKでクリックして
ください。

トの番号を記入します。
＊注意
データポートの番号は XPort Installer でセッ
トした番号から 1 1 0 0 0 を引いた値
を引いた値をセットし

★Advancedのボタンはキープアライブタイマー
の設定です。
この値は仮想COMだけでは無く、Windowsが使用

ます。通常 14000 〜 14099 の設定が可能ですか
ら、セットする値は 3000 〜 3099 になります。

する全ての LAN 関係で共通になります。
通常は、さわらない方が無難です。

R B I O ̲ S E T U P を使った設定では、この番号が
14000 に固定されるため、記入する値は 3000 と

初期値は過去に Windows の設定を変更していな
い場合は 7200000 ミリ秒（7200 秒）です。
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■ＲＢＩＯ−１との相違点と補足

トに接続した場合と、仮想 COM 経由では異なっ

１、通信条件

ています。
時間を短縮するため、送信から結果の受信まで

RBIO‑1と同じ条件です（RBIO‑1取り扱い説明書
ページ 3 参照）
以下の設定を行ってください。
伝送速度 9600bps
ビット長 8bit
パリティー 無し(NONE)
フロー制御 RS・CS
行末処理 CR のみ送信
なお、マニュアル上のエコーモードとは、仮想
COMドライバを経由し、ターミナル等を使って、
人間が直接操作する場合のキー入力に対する画
面表示の動作項目です。
通常のターミナルでは、キー操作は、相手の機
械に送信されるだけで、自分の画面上には表示
されません。このエコーモードはTELNETを使っ
ての操作にも当てはまります。
RBIO共通の仕様として、受信したキャラクタを
送信元に送り返す操作を行わないため、キー入
力が画面に表示されません。そこで、ターミナ
ルまたはTELNETの設定をローカルエコーに変更
します。
ローカルエコーは、キー入力した文字が相手に
送信すると共に、自身の画面にも出力されま
す。

の時間をぎりぎりまで詰めている場合、仮想
COM ドライバを経由すると、タイムアウトと判
断される事があります。
LAN、直結両方に対応するソフトを製作する場
合、タイムアウトの処理は少し長い目で行って
ください。
３、仮想 COM 経由で Windows のハイパーターミ
ナルで操作する場合
仮想 COM ポートの番号を「モデムの接続」の項
目に設定する以外は通常の COM ポートの設定と
同じです。
操作開始時に ENTER キーを押して、ゴミデータ
を取り除いてください。
その際 ERROR が表示される場合もありますが、
次の指令から正常に動作します。
"PC" と ENTER を押して OK が表示されれば、正常
動作中です。
（ただし、RBIO‑3Eにパスワードを設定していな
い場合）

■暗証
（ パ ス ワ ー ド ） の使用法
■暗証（
暗証文字列を設定すると、全ての RBIO‑3E に対

２、RBIO‑1 と ‑3E を同じソフトでコントロール

する命令の先頭に暗証文字列を付けないと、指
令を受付ない様になります。

する場合
RBIO‑1 を接続する COM ポートと RBIO‑3E を接続

暗証は、特殊モード、P指令で登録した、暗証文
字列を各命令の先頭に記述します（最大 15 文

する仮想COMポートは、通常の使用においては、
番号の違い位しか相違はありません。

字）
今、登録した暗証文字列が "1234" とすると、通

しかしながら、次の２点を考慮する必要があり
ます。

常、リレー 2 を O N させる命令「P C R 2 1 ｣ は、
「1234PCR21」と記述します。PCR21 の前に付け

2‑1:タイミング
RBIO‑1をPCに装備されているCOMポートに接続

た 1234 が暗証文字です。
続けてコマンドを送る様な場合、例えばリレー

した場合に比べ、仮想 COM 接続の方が、データ
の遅延が多くなります。

0,1,2 を ONさせる為の指令「PCR01R02R03」は先
頭に暗証文字列を付けて「1234PCR01R02R03」と

Windows では、シリアルのキャラクター送受信
と言っても、１キャラク毎にシリアル用のデバ

記述します。
暗証文字列は行の先頭に必要ですが、行が続く

イスとやり取りする訳ではなく、ある程度のサ
イズになるまで、文字を溜め込んだ後、まとめ

場合は、個々の指令に付ける必要はありませ
ん。

てデバイスとやり取りを行っています。
実際にコマンド（+終端キャラクタ）を送信した

暗証文字列が不一致になった場合

後、結果を受け取るまでの時間は、直接COMポー

行の先頭に付けられた、暗証文字列は RBIO‑3E
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内部に記録されている暗証と比較されますが、 （0x0D と 0x0A）が付きません。
暗証の部分で不一致が発生した場合、ERROR で
は無く、"NG" が返送されます。
例：暗証文字列は前と同じ "1234"
1235
5PCR00 →NGと応答する→暗証部分の不一致
1234PX
XR00 → ERROR と応答する→指令文字の間
違い
暗証のみの行、前例と同じ暗証文字とすると
「1234」だけの行は、何も返答が帰ってきませ

復帰文字を入力の終了に使用する言語で、読み
取りを行う場合は注意してください。
・P C A コマンド
PCA コマンドはリレーの動作状態を報告させる
コマンドですが、リレー番号として A 及び B を
記述できる様にしました。
リレー番号に A を記述した場合、全リレーを一

ん。
暗証の文字数不足、例えば「123」は NG が返送

括の文字列として、結果を返送します。
例：PCAA

されます。

0000000000
OK

Sパラメータ3番を変更して、エラー時のデバッ
グを ON している場合

返送される文字は、先頭がリレー番号 9、順に
8,7,6... で最終がリレー番号 0 です。

暗証部分で発生する不一致は、応答が「NG」と
なるだけで、エラー情報は表示されません。暗

0 が OFF、1 が ON を表すのは、他の PCA コマンド
と同じです。

証番号が一致した後の、指令文字部分のエラー
が発生した場合のみデバッグ情報を表示しま

また、PCAA コマンドは、PCA コマンドで個別に
全 て の リ レ ー を 指 定 し た 、

す。
なおデバッグ表示の文字列内に、暗証文字自体

PCA9A8A7A6A5A4A3A2A1A0と同じ結果になります。

も含まれ、エラー位置も暗証文字分を含めて数
える必要があります。

PCABコマンドはPCAAと同じく、全てのリレー動
作状態を一括で返送しますが、結果は２文字の

前の例と同じ暗証として、
「1234PXR00」を送る
と、応答として

ASCII キャラクタで表されます。
例：PCAB

「ERROR/06/1234PXR00/31/32/33/34/50/58/52/
30/30」が返送されて来ます。

@@
OK

（６文字目、X の文字がエラー）

この例は全てのリレーが OFF の場合です。
返送される ASCII 文字はリレー 9..5 とリレー

■ RBIO‑3E に対する命令
（ コマ ン
に対する命令（
の追加
ド）の追加
ド）
・P D コマンド
PC コマンドと同じ働きをする PD コマンドを追
加しました。
動作はPCコマンドと同じですが、実行した結果
の OK を返送しません。
例:PCT0010 (ﾘﾚｰ番号 0 を 1 秒間 ON）は PDT0010
と送れば、動作は同じですがOKは送り返されて
来ません。
PCA コマンドでの注意
PCAn(n はリレー番号0 〜9 及び A,B)のOK を返送
しないコマンドPDAnを使用した場合、結果の文
字列はコマンドの通り返送されますが、OKが返
送されないため、結果文字の最後に改行コード
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4..0の動作状態をバイナリと見なして、キャラ
クタ「@」にバイナリ加算した文字になります。
これは、直接のリレー ON/OFF 指示、PCD コマン
ドで使う指定文字と同じです。
文字と、動作リレーの対応は「RBIO‑1」取り扱
い説明書の巻末（16 ページ）にある PCD コマン
ド用対応コード表を参照してください。
R B I O ‑ 2 U と R B I O ‑ 3 E で追加された機能
RBIO‑1 での入力検査は、コマンドを送信して、
結果を受け取るポーリング形式でした。
一方、RBIO‑2U/3Eでは従来のポーリング形式に
加え、端子の状態変化があった時点で送信を行
う、リアルタイム形式が可能な様になっていま
す。
変化時に送信される内容は、先頭から I の文字

CR コード、LF コードです。
入力番号の 0 〜 3 は ASCII コードの数字 0x30 〜

トップレベルに帰るためのキーとしました。
S をタイプした時点で数値 = 数値の入力を期待
する状態になりますが、数値や = をタイプせず

0x33 です。
入力の変化は秒50回の割りで検査されます。変

に Enter をタイプする事により、エラーとする
事ができます（従来と同じ）
。従来はエラー状態

化検出で送信すべき状態になった際、RTS 線で
送信が禁止されている場合は、送信データは破

からトップレベルに復帰させるのは、基板上の
STOP ボタンのみでしたが、RBIO‑3E では、Enter

棄されます。
しかしながらRBIO‑3Eに搭載したXportでは、仮

キーをタイプする事により、トップレベルに帰
る事ができます。

想COMから送られるRTS制御の信号を無視して、
自分のバッファー内に受信データを溜め込む仕

操作を誤った場合、数回 Enter キーを押す事で
変更をキャンセルして、トップレベルに戻る事

様となっています。
入力のリアルタイム検査は、実時間での入力状

ができます。

態を知るための機能です。
入力端子での状態と、実際にソフトが読み取っ

Q の動作
トップレベルで Q をタイプすると、ターミナル

た状態に、時間差が生じない様、受信バッ
ファーはこまめにチェックする様なプログラム

に特殊設定状態に入っている事を示す文字列
「RBIO‑3E Special mode」を表示します。

（0x49）
、入力番号'0'..'3'、結果H='H'・L='L'、

の構成が望まれます。
リアルタイム形式を使用するには、特殊モー
ドで S6 パラメータを 1 に設定してください。

■ RBIO‑3E での特殊モードの追加
／変更
１、特殊モード動作変更
特殊モードは、動作を変更する機能です。
動作モードは S スイッチと呼ばれるメモリに
記録されます。
詳しくは RBIO‑1 の取り扱い説明書 9 ペー
ジ以降を参照してください。
RBIO‑3Eでは特殊モードの動作を拡張しました。
従来、特殊モードの受付開始時の赤、緑両方の
点灯状態を、トップレベルと呼ぶ事にし、S ス
イッチの内容変更以外に、新たに、操作コマン
ドを追加しました。
Sスイッチの内容変更が「S」で開始されるため、
Sをタイプした時点で、従来と同じSスイッチの
変更になります。
一方、トップレベルで S 以外の文字、Q 及び P を
タイプする事で違った動作になります。
Q 又はq
q：画面に特殊モードに入った旨を表示す
るメッセージを返送します。
P 又は p ：暗証文字列を設定します。
S スイッチ設定時の仕様変更
従来の Sｽｲｯﾁでは無視されていた Enter キーを

P の動作
P に続き、暗証文字列をタイプする事で暗証を
設定する事ができます。
P をタイプした時点で LED は緑のみの表示とな
り、続く文字を暗証文字として取り込みます。
設定可能な文字数は１５文字までです。
バックスペースと復帰（0x0d：CR コード）及び
改行（0X0A：LF コード）を除く、CTRL で入力す
る特殊文字も暗証文字とみなされます。
Enter キーは暗証文字入力を中止して、トップ
レベルに戻ります。
暗証文字列をRBIO‑3Eに記録する場合は、Pに続
く暗証文字列を入力後、STOPボタンを押してく
ださい。
記録完了でトップレベルに戻ります。
暗証を使用しない場合は P の後の暗証文字列を
一切入力しない状態で STOP ボタンを押す事で、
暗証文字列が空になり、暗証機能が働かなくな
ります。
注意：暗証文字列の入力中のキー入力は、他の
S スイッチ設定と同じく、RBIO‑3E ではエコー
バックしましせん。
設定に使用するTELNETの仕様でローカルエコー
バックされている場合は、タイプした文字が、
画面に表示される事になります。
さもない場合は、キー入力に対する、一切の表
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示が行われませんので、キー入力を間違えない

S1=B

様、タイプしてください。

S1=C 全二重通信でコマンドの終端はＣＲと
ＬＦとし、受信後０．５ｍＳ待ってＲＴＳを

使用禁止（終端が認識できなくなる）

２、S スイッチ変更時の数値範囲
RBIO‑1 では S= の右に入るパラメータの範

ＯＦＦ
S1=D 全二重通信でコマンドの終端をＬＦの

囲が 0 〜 9 でしたが、RBIO‑2U/3E では 0 〜
9 に加え、A 〜 F が指定できる様に変更され

みとし、受信後０．５ｍＳ待ってＲＴＳをＯ
ＦＦ

ました。
A 〜 F は英大文字で指定してください。

S1=E 全二重通信でコマンドの終端はＣＲの
みとし、受信後０．５ｍＳ待ってＲＴＳ

ABCDEF は OK ですが abcdef はエラーになり
ます。

をＯＦＦ
S1=F 使用禁止（終端が認識できなくなる）

３、パラメータの内変更（上位互換）
S1 終端文字列の扱い（S1=0 〜 S1=7 は変更な

４、パラメータの追加
入力の形式
S6

し、S1=8 〜 S1=F が追加分）
S1=0 コマンドの終端はＣＲとＬＦの両方を

S6=0:通常状態
S6=1:リアルタイム入力

認識する（初期値）
S1=1 コマンドの終端をＬＦのみとする
S1=2
S1=3

コマンドの終端はＣＲのみとする
使用禁止（終端が認識できなくなる）

S1=4 コマンドの終端はＣＲとＬＦとし、受
信後０．５ｍＳ待ってＲＴＳをＯＦＦ
S1=5 コマンドの終端をＬＦのみとし、受信
後０．５ｍＳ待ってＲＴＳをＯＦＦ
S1=6 コマンドの終端はＣＲのみとし、受信
後０．５ｍＳ待ってＲＴＳをＯＦＦ
S1=7
S1=8

使用禁止（終端が認識できなくなる）
全二重通信でコマンドの終端はＣＲと

ＬＦの両方を認識する
S1=9 全二重通信でコマンドの終端をＬＦの
みとする
S1=A 全二重通信でコマンドの終端はＣＲの
みとする

＊当マニュアルの補足等は下記ＵＲＬにて公開します
http://keic.jp/3301/

本製品のお問い合わせは
〒 556‑0004 大阪市浪速区日本橋西２−５−１
共立電子産業株式会社、ケイシーズ担当までお願いします
TEL (06)6644‑0021
FAX (06)6644‑0824
Email:keiseeds@kyohritsu.com
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