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６章 スクリプト機能 詳細編 

6.1 概要 

本編は，GOT-A900シリーズで使用することができるスクリプト機能について説明しています。 
スクリプト機能は，GOTの表示をGOT独自のプログラム（以下，スクリプトと略す）で制御することがで
きる機能です。 
GOTの表示制御をGOT側のスクリプトで行うことにより，システム側（シーケンサCPU，マイコンなど）の
表示に関する負荷を大幅に軽減することができます。 
本編はスクリプト機能の仕様，プログラム例，トラブルシューティングについて説明しています。 
GT Designer2での設定方法については，下記を参照してください。 

 
 5.32節 スクリプト機能 

 

6.1.1 特長 

1111  システムの保守が容易 

スクリプト機能を使用することにより，システム側は機械制御のみのプログラムにすることができる
ため，システムの保守が容易になります。 

 

2222  GOT単体でさまざまな画面制御が可能 

スクリプト機能を使用することにより，GOT単体ではできなかった下記のような動作を実現すること
ができます。 
(1) 各種オブジェクト機能との連携 

 
(a) 1つのランプで複数のビットデバイスの状態を表現する。 

 
(b) 複数のビットデバイスが1つでもONならば特定の部品を表示し，すべてOFFなら消去する。 

 
(c) 数値入力と同時に，入力された数値表示枠の隣に“入力済み”を示す部品を貼り付ける。 

 
(d) 1つのタッチスイッチで，複数の状態に対応した複数の動作をさせる。 

 
(e) アラームリスト（システムアラーム）機能がエラーを検出するのと同時に，エラー対策画面
を自動的に表示する。 

 
(2) 複雑な算術演算の処理 

 
(a) ラダープログラムでは表現しにくかった多項式演算を1行でシンプルに表現する。 

ラダープログラム スクリプト

[w:D5]=([w:D1]-[w:D2])/100+([w:D3]-[w:D4])-100;  

 
(b) 四則演算はもちろん，三角関数，指数関数などの各種応用算術演算関数を自由に使用する。 
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(3) 応用分野は無限 

 
(a) 年月日の入力と日数の入力で，対象年月日を求める。 
2000年5月20日から345日後は？ → 2001年4月30日 

 
(b) 年月日の入力により，その日の曜日を求める。 
1961年2月21日は何曜日？ → 火曜日 

 

3333  簡単なプログラミング言語 

スクリプトはC言語に似た言語型プログラムですので，初級プログラミング知識で十分にプログラム
作成ができます。 

 

4444  プログラミングには市販エディタを使用可能 

使い慣れているテキストエディタ（Microsoft R Windows R 標準のメモ帳，ワードパットなど）でプロ
グラミングできますので，プログラムの生産性を向上させることができます。 

 

5555  スクリプト単位で実行条件を設定可能 

各スクリプトの実行トリガとして，さまざまな条件（常時，周期，ビット立上り／立下り，ビットON
中／OFF中，ビットON中周期／OFF中周期）が選択できますので，スクリプト実行のスケジューリング
を行うことができます。 

 

6666  充実したデバッグ機能 

スクリプトはC言語に似ているため，わずかな修正を加えるだけで汎用C言語コンパイラ，デバッガ
（Microsoft R Visual C++など）でシミュレーションが行えます。 
制御文を多用した複雑なスクリプトのデバッグ時に有効です。 
GOTを用いた実機デバッグ時は，システムモニタ機能が有効です。 
テスト機能，デバイスモニタ機能でスクリプトの条件分岐を確認することができます。また，GOT特
殊レジスタ(GS)をモニタすることにより，エラー情報や実行しているスクリプトを簡単に確認するこ
とができます。 

 

7777  作成したスクリプトの文法チェックが可能 

作成したスクリプトをGOTで実際に実行する前に，GT Designer2上で文法のチェックをすることがで
きますので，プログラミングの効率化が図れます。 

 

8  デジタル社製のスクリプト言語をコンバート可能 
デジタル社製パッケージ「GP-PRO／PBⅢ for Windows95(Ver3.0)」で作成したスクリプト言語（Dス
クリプト／グローバルDスクリプト）を変換し，GOTで動作させることができます。 

 

備 考備 考備 考備 考
 

 
(1) 実行条件の設定と文法チェック 

実行条件の設定および文法チェックは，GT Designer2でモニタ画面作成時に行
います。 
詳細は下記を参照してください。 

 
 5.32節 スクリプト機能 

 
(2) デジタル社製のスクリプト言語の変換 

デジタル社製スクリプト言語の変換はGT Converterで行います。 
変換できる内容および変換方法の詳細については，GT Converterのヘルプを参
照してください。 
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6.1.2 使用上の注意事項 

スクリプト機能を使用する上で知っておきたい注意事項を下記に示します。 
 

1111  スクリプト機能の使用範囲 

本機能は，GOTの表示制御を目的としていますので，厳密なタイミングを要求する機械制御には使用
しないでください。 
GOTからシーケンサに対するデータ変更は，常にシステム全体が安全側に働くようにシーケンスプロ
グラムでインタロック回路を構成してください。 

 

2222  スクリプト処理の中止 

下記のような場合，対象スクリプトの処理は中断されエラーとなります。 
 

・除算にて分母となる値が0となり，ゼロ割算となる場合 
 

・スクリプトのデータ形式に“16ビットBCD”および“32ビットBCD”を選択した場合で，モニタデバ
イスの値がBCDとして取扱えない場合 
例) [w:D0]＝[w:D1] ： D1の現在値が“0x991A”の場合 

 
・スクリプトのデータ形式に“16ビットBCD”および“32ビットBCD”を選択した場合で，演算結果が
BCD範囲外の場合 
例）16ビット時：0～9999以外 
  32ビット時：0～99999999以外 

 
・while文の書込み先デバイスにテンポラリワーク(TMP)を使用せず，シーケンサCPUのデバイスおよ
びGOT内部デバイス(GD)を使用した場合 

 
詳細については，下記を参照してください。 

 
・使用できるデータ範囲 

 
 6.2.3項 使用できるデータと表現方法 

 
・while文の詳細 

 
 6.2.2項 制御構造 

 
・スクリプト処理が中断した場合の対処方法 

 
 6.5節 トラブルシューティング 

 

3333  データ形式による処理結果の違い 

下記のような場合，意図しない処理結果になりますので注意してください。 
 

・スクリプトのデータ形式に“16ビットBCD”および“32ビットBCD”以外を選択時，選択したデータ
形式の範囲外となる定数を記述した場合 

 
・スクリプトのデータ形式に“16ビット符号なしBIN”や“32ビット符号なしBIN”を選択時，負の定
数を記述した場合 

 
・スクリプトのデータ形式に“実数”以外を選択時，小数点付きの定数を記述した場合 

 
データ形式の詳細については，下記を参照してください。 

 
 6.2.3項 使用できるデータと表現方法 
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4444  モニタデバイス記述時の注意事項 

モニタするシーケンサCPUのデバイスによっては，デバイス番号を特定の桁数で記述する必要があり
ます。 
特定の桁数で記述しないと誤動作する可能性がありますので注意してください。 
記述方法の詳細については，下記を参照してください。 

 
 6.2.3項 使用できるデータと表現方法 

 

5555  代入遅延に関する注意事項 

スクリプト機能は，1つのスクリプトが終了した時点で演算結果をシーケンサCPUに対して書き込みます。 
そのため，“例1”のような代入処理を行うと，書込み遅延が発生します。 
シーケンサCPUとの交信頻度をなるべく少なくし，モニタ処理に影響が発生しないようにするため，
“例2”“例3”のようなスクリプト記述を行ってください。 

 
例1) シーケンサCPUのデバイスを使用する代入処理 

 
 

[w:D1]＝[w:D0];   //D1にD0を代入する。 

[w:D2]＝[w:D1];   //D2にD1を代入する。 

 
 

D0 100 100

200 100

300 200

D1

D2

スクリプト開始 スクリプト終了 
 

本スクリプトでは，D0値がD2へすぐに反映されず書込み遅延が発生します。 
再度，本スクリプトが処理されるまで，D2にはD0値が反映されません。 
なお，代入先デバイスにGOT内部デバイス（GD,GB）を使用しても結果は同じになります。 

 
例2) テンポラリワークを使用する代入処理 

 
 

[w:TMP0001]＝[w:D0];  //TMP0001にD0を代入する。 

[w:D1]＝[w:TMP0001];  //D1にTMP0001を代入する。 

[w:D2]＝[w:TMP0001];  //D2にTMP0001を代入する。 

 
 

D0 100 100

200 100

300 100

D1

D2

スクリプト開始 スクリプト終了  
 

スクリプト機能用のテンポラリワークを使用することにより，書込み遅延を防止することがで
きます。 
テンポラリワークの詳細については，下記を参照してください。 

 
 6.2.3項 使用できるデータと表現方法 
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例3) GOT内部デバイス（GD,GB）を使用する代入処理 

 
 

[w:GD1]＝[w:D0];   //GD1にD0を代入する。 

[w:D1]＝[w:GD1];   //D1にGD1を代入する。 

[w:D2]＝[w:GD1];   //D2にGD1を代入する。 

 
 

GOT内部デバイス（GD,GB）を使用した場合の処理タイミングはテンポラリワークと同様になり，
書込み遅延を防止することができます。 
代入遅延防止としてGOT内部デバイスを使用する場合は，GT Designer2のスクリプト設定で，GOT
内部デバイスの代入遅延解除を行ってください。 

 

Point
 

 
GOT内部デバイスを使用した場合 

GOT内部デバイス（GD,GB）の代入遅延解除を行った場合，GOT内部デバイス（GD,GB）
のある行ごとにリンクスキャンを行います。 
GOT内部デバイス（GD,GB）の使用箇所が多いと，GOTのモニタ処理が遅れる場合が
ありますのでご注意ください。 

 

6666  デジタル社製のスクリプト言語をコンバートする場合の注意事項 

デジタル社製のスクリプト言語内に記述されたLSデバイスは代入遅延のない仕様になっています。 
そのため，LSデバイスを用いた(5)の“例1”のようなデジタル社製のスクリプト言語をコンバートし
た場合，GOTでは動作が異なる場合があります。 
LSデバイスを使用したデジタル社製のスクリプト言語は(5)の“例2”のようにテンポラリワークを用
いて代入遅延の防止をしてください。 
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6.2 仕様 

スクリプト機能の仕様について説明します。 
 

6.2.1 種類 

スクリプト機能には下記の種類があります。 
 

1111  プロジェクトスクリプト機能 

GT Designer2で作成するプロジェクト全体に対して動作するスクリプトです。 
プロジェクトスクリプト機能は，GOTがオンライン処理中であれば常時実行可能です。 
各スクリプトに設定された実行条件の成立でスクリプトが実行されます。 
1プロジェクトに対して最大256スクリプト設定することができます。 

 

 

 
プロジェクトスクリプトの用途 

プロジェクトスクリプトはプロジェクト全体に対して動作しますので，下記のよ
うな場合に使用すると便利です。 
例）アラームリスト（システムアラーム）機能がエラーを検出するのと同時に，
エラー対策画面を自動的に表示する。 

 

Point
 

 
プロジェクトスクリプト設定時の注意事項 

プロジェクトスクリプトのモニタデバイスは，常時動作しています。 
そのため，モニタ点数が多くなるとモニタ画面の表示が遅くなりますので注意し
てください。 

 

2222  画面スクリプト機能 

GT Designer2で作成する各画面ごとに動作するスクリプトです。 
画面スクリプト機能は，GOTがオンライン処理中で対象画面表示中のみ実行可能です。 
各スクリプトに設定された実行条件の成立でスクリプトが実行されます。 
スクリプトの設定対象となる画面は，ベース画面／ウィンドウ画面（スーパーインポーズウィンドウ，
オーバーラップウィンドウ1，オーバーラップウィンドウ2）です。 
画面呼出し機能の呼出し画面もスクリプト処理の対象となります。 
ただし，部品表示機能で表示されている画面はスクリプト処理の対象外となります。 
1画面（画面呼出し機能の呼出し画面も含む）に対して最大256スクリプト設定することができます。 

 

Point
 

 
画面スクリプト設定時の注意事項 

画面スクリプトのモニタデバイスの点数が多くなると，モニタ画面の表示が遅く
なりますので注意してください。 
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6.2.2 制御構造 

スクリプト機能の制御構造について説明します。 
スクリプトは，下記に示すコマンド（制御文，演算子，関数など）を使用してプログラミングを行いま
す。 
if文，while文，switch文においてネスト（階層）記述するができます。 
また，return文を用いてスクリプトを終了させます。 

 
項 目 コマンド 内  容 

[文  例] if(条件式){式の集合} 

[機  能] 判断制御を行います。(条件式)の評価を行って，その結果が真（0以外）ならば{式
の集合}を実行します。 if 

[ポイント] if文は最も基本となる判断制御であり，ある値が来たら特定の処理をしたり，プロ
グラムの流れを変えたりするのに使用します。 

[文  例] if(条件式){式の集合1}else{式の集合2} 

[機  能] 判断制御をする。(条件式)の評価を行って，その結果が真（0以外）ならば{式の集
合1}を実行し，偽（0）ならば{式の集合2}を実行します。 if～else 

[ポイント] if文は最も基本となる判断制御であり，ある値が来たら特定の処理をしたり，プロ
グラムの流れを変えたりするのに使用します。 

[文  例] while(継続条件式){式の集合} 

[機  能] (継続条件式)の評価を行って，その結果が真（0以外）である間は，{式の集合}の実
行を繰り返します。 
“継続条件式”が偽（0）ならばwhile文から抜けます。 while 

[ポイント] ・while文はある処理を特定の目的まで行いたい場合に使用します。 
(例えば，タッチスイッチの入力待ちなど） 
継続条件式を常に真（0以外）にすると無限ループになります。 

・書込み先のデバイスにはテンポラリワークを使用する必要があります。 

[文  例] switch(項) 
{ 
case 定数:式の集合;break; 
case 定数:式の集合;break; 
default :式の集合; 
} 

[機  能] switch，case，break，defaultという4つの予約語を使用して制御文を作成します。 
下記の場合，case文およびdefault文に続く“式の集合”を実行します。 
・(項)の値が“定数”に一致した場合 
・case文に一致しない場合で，default文がある場合 
下記の場合，switch本体の{}から抜けます。 
・スクリプト内にbreak文がある場合 
・(項)に該当する“定数”を持ったcase文およびdefault文がない場合 
なお，break文およびdefault文は制御文の中になくても構いません。 

switch 
case 
default 
break 

[ポイント] switch文は，ある変数の値により，いくつも違った処理が必要なときに使用します。 

[文  例] return; 

[機  能] スクリプトを終了させます。 return 

[ポイント] 1スクリプトに複数持つことができます。 

[文  例] ; 

制御文 

; 
[機  能] 単文の終了を表現します。単文の末尾に必要な記号です。 
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項  目 コマンド 内  容 

[文  例] if((関係演算式)&&(関係演算式)){･････} 

&& [機  能] 2つの(関係演算式)がいずれも真ならば1，いずれかが偽ならば0とします。 
（論理AND演算子） 

[文  例] if((関係演算式)||(関係演算式)){･････} 

|| 
[機  能] 両関係演算式のいずれかが真ならば1，いずれも偽ならば0とします。 

（論理OR演算子） 

[文  例] if(!(関係演算式)){･････} 

論理 

! 
[機  能] 関係演算式が0なら1，そうでなければ0とします。（論理否定演算子） 

[文  例] <項1> < <項2> 
< 

[機  能] <項2>より<項1>は小さい。（左不等演算子） 

[文  例] <項1> <= <項2> 
<= 

[機  能] <項2>より<項1>は小さいか等しい。（等価左不等演算子） 

[文  例] <項1> > <項2> 
> 

[機  能] <項2>より<項1>は大きい。（右不等演算子） 

[文  例] <項1> >= <項2> 
>= 

[機  能] <項2>より<項1>は大きいか等しい。（等価右不等演算子） 

[文  例] <項1> != <項2> 
!= 

[機  能] <項2>と<項1>は等しくない。（非等価演算子） 

[文  例] <項1> == <項2> 

関係 

== 
[機  能] <項2>と<項1>は等しい。（等価演算子） 

[文  例] <項> + <因子> 
+ 

[機  能] <項>に<因子>を加算します。（加算演算子） 

[文  例] <項> - <因子> 
- 

[機  能] <項>から<因子>を減算します。（減算演算子） 

[文  例] <項> * <因子> 
* 

[機  能] <項>に<因子>を乗算します。（乗算演算子） 

[文  例] <項> / <因子> 

[機  能] <項>を<因子>で割算します。（除算演算子） / 

[ポイント] <因子>が0の場合はスクリプトの動作は停止します。 

[文  例] <項> % <因子> 

[機  能] <項>を<因子>で割算した余りを求めます。（除余演算子） 

算術 

% 

[ポイント] <因子>が0の場合はスクリプトの動作は停止します。 

[文  例] <項> & <因子> 
& 

[機  能] <項>と<因子>の論理積(AND)を求めます。（ビット積算演算子） 

[文  例] <項> | <因子> 

演算子 

ビット 
デバイス 

| 
[機  能] <項>と<因子>の論理和(OR)を求めます。（ビット和演算子） 
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項  目 コマンド 内  容 

[文  例] ~ <ビット> 
~ 

[機  能] <ビット>の否定（反転）します。（補数演算子） 

[文  例] <項> ^ <因子> 
^ 

[機  能] <項>と<因子>の排他的論理和(XOR)を求めます。（ビット差演算子） 

[文  例] <項> << <因子> 
<< 

[機  能] <項>を<因子>分，左にシフトします。（左シフト演算子） 

[文  例] <項> >> <因子> 

ビット 
デバイス 

>> 
[機  能] <項>を<因子>分，右にシフトします。（右シフト演算子） 

[文  例] <デバイス> = <項> 
代入 = 

[機  能] <デバイス>に<項>を格納します。（代入演算子） 

[文  例] set(<ビットデバイス>) 
set 

[機  能] <ビットデバイス>をSETします。 

[文  例] rst(<ビットデバイス>) 
rst 

[機  能] <ビットデバイス>をRSTします。 

[文  例] alt(<ビットデバイス>) 

デバイス 
操作 

alt 
[機  能] <ビットデバイス>を反転します。 

[文  例] bmov(<ワードデバイス1>,<ワードデバイス2>,<整数>) 

bmov 
[機  能] <ワードデバイス1>から<整数>分を<ワードデバイス2>から<整数>分へ一括転送しま

す。 

[文  例] fmov(<ワードデバイス1>,<ワードデバイス2>,<整数>) 

演算子 

連続 
デバイス 
操作 

fmov 
[機  能] <ワードデバイス1>を<ワードデバイス2>から<整数>分転送します。 

[文  例] sin(<ワードデバイス or 定数>) 
sin 

[機  能] 指定した<ワードデバイス or 定数>のサインを計算します。（正弦） 

[文  例] cos(<ワードデバイス or 定数>) 
cos 

[機  能] 指定した<ワードデバイス or 定数>のコサインを計算します。（余弦） 

[文  例] tan(<ワードデバイス or 定数>) 
tan 

[機  能] 指定した<ワードデバイス or 定数>のタンジェントを計算します。（正接） 

[文  例] asin(<ワードデバイス or 定数>) 
asin 

[機  能] <ワードデバイス or 定数>のアークサインを計算します。（逆正弦） 

[文  例] acos(<ワードデバイス or 定数>) 
acos 

[機  能] <ワードデバイス or 定数>のアークコサインを計算します。（逆余弦） 

[文  例] atan(<ワードデバイス or 定数>) 
atan 

[機  能] <ワードデバイス or 定数>のアークタンジェントを計算します。（逆正接） 

[文  例] abs(<ワードデバイス or 定数>) 

関 数 
応用算術 
演算 

abs 
[機  能] <ワードデバイス or 定数>の絶対値を計算します。（絶対値） 
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項  目 コマンド 内  容 

[文  例] log(<ワードデバイス or 定数>) 
log 

[機  能] <ワードデバイス or 定数>の対数を計算します。（対数） 

[文  例] log10(<ワードデバイス or 定数>) 

log10 
[機  能] 

10を底とする<ワードデバイス or 定数>の対数（常用対数）を計算します。 
（常用対数） 

[文  例] exp(<ワードデバイス or 定数>) 
exp 

[機  能] eを底とする<ワードデバイス or 定数>の累乗を計算します。（指数） 

[文  例] ldexp(<ワードデバイス1 or 定数1>,<ワードデバイス2 or 定数2>) 

ldexp 
[機  能] 

<ワードデバイス1 or 定数1>×2の<ワードデバイス2 or 定数2>乗を計算します。 
（指数積載） 

[文  例] sqrt(<ワードデバイス or 定数>) 

関 数 
応用算術 
演算 

sqrt 
[機  能] <ワードデバイス or 定数>の平方根を計算します。（平方根） 

[文  例] 定数 

定数 [機  能] 定数（10進数／16進数／BCD／実数）を表します。 
定数の詳細は7.2.3項を参照してください。 

[文  例] [デバイス種:デバイス番号] デバイス 
および 
テンポラリワーク 

[機  能] シーケンサCPUのデバイス，GOTの内部デバイスおよびテンポラリワークを表します。 
デバイスとテンポラリワークの詳細は7.2.3項を参照してください。 

[文  例] //（コメント） 

その他 

コメント // 
[機  能] （コメント）にスクリプトに対するコメントを記述できます。 
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6.2.3 使用できるデータと表現方法 

1111  スクリプトのデータ形式 

スクリプト機能では下記7種類のデータ形式を選択できます。 
ただし，データ形式の選択はスクリプト単位で固定です。 
データ形式の選択はモニタ画面作成時にGT Designer2で行います。 

 
・16ビット符号付きBIN 
・16ビット符号なしBIN 
・32ビット符号付きBIN 
・32ビット符号なしBIN 
・16ビットBCD 
・32ビットBCD 
・32ビット実数 

 

2222  使用できる定数と表現方法 

スクリプト機能で使用できる定数には下記の4種類があります。 
 

定  数 表 現 例 

10進数 124 

16進数 0xFF12，0x14AC67F1 

実数 32.124，3.2124e＋10 

BCD 344 

 
ただし，各スクリプトのデータ形式により，使用できる定数とデータ範囲が下記のように決定されま
す。 

 
データ形式 使用できる定数 使用できるデータ範囲 

10進数 -32768～32767 
16ビット符号付きBIN 

16進数 0～7FFF 

10進数 0～65535 
16ビット符号なしBIN 

16進数 0～FFFF 

10進数 -2147483648～2147483647 
32ビット符号付きBIN 

16進数 0～7FFFFFFF 

10進数 0～4294967295 
32ビット符号なしBIN 

16進数 0～FFFFFFFF 

BCD 0～9999 
16ビットBCD 

16進数 0～270F 

BCD 0～99999999 
32ビットBCD 

16進数 0～5F5E0FF 

実数 ――― 
32ビット実数 

16進数 0～FFFFFFFF 
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3333  使用できるデバイスと表現方法 

スクリプト機能で使用できるデバイスは他のモニタ機能と同様です。 
デバイスの種類および局番指定の有無によりデバイスの表現が下記のように変化します。 

 
デバイスの種類 文  例 表 現 例 

ワードデバイス [w:デバイス番号
＊2
] [w:D100] 

ビットデバイス [b:デバイス番号
＊2
] [b:X100] 

ワードデバイスの 
ビット指定 

[b:デバイス番号
＊2
.ビット位置] [b:D100.01] 

ビットデバイスの 
ワード指定 

[w:デバイス番号
＊2
] [w:X100] 

局番指定デバイス
＊1
 [ネットワークNo.-局番:w:デバイス番号

＊2
] [0-FF:w:D100] 

 
＊1：QCPU，QnACPU，ACPUを使用する場合で，ネットワークNo.および局番を省略すると，自局（0-FF）のデバイスをモニタし

ます。 
＊2：モニタするシーケンサCPUのデバイスによっては，デバイス番号を下記の桁数で記述する必要があります。 

 
記載桁数（桁） 使用する 

シーケンサCPU 
デバイス名 

ワード指定 ビット指定 
表 現 例 備  考 

.. ―― 2 [b:..2303] オムロン社製 
シーケンサ 

LR,AR,HR,WR ―― 2 [b:HR207] 

チャンネル+リレー形式なのでリレー
部分を2桁で記述する。 

B 6 7 
[w:B000003] 
[b:MB02343] 

ファイル番号3桁，エレメント番号3桁，
ビット位置1桁で記述する。 

N,TP,TA,CP,CA 6 ―― [w:N007255] 

Allen-Bradley 
社製シーケンサ 

TT,TN,CU,CD,CN ―― 6 [b:TT004255] 

ファイル番号3桁，エレメント番号3桁
で記述する。 

SIEMENS社製 
シーケンサ 

D ―― 9 [w:D000100000] 
Data Block(DB)4桁，Data Word(DW)5
桁で記述する。 

 

備 考備 考備 考備 考
 

 
GOTでモニタできるデバイス 

GOTでモニタできるデバイスは，モニタ先のシーケンサCPUにより異なります。 
 

 2.7項 設定できるデバイス 
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4444  使用できるテンポラリワークと表現方法 

テンポラリワークは，初期値なしのグローバル変数（Double Word型）で，最大1024点まで使用でき
ます。 
指定するデバイスの種類によりテンポラリワークの表現が下記のように変化します。 

 
デバイスの種類 文  例 表 現 例 

ワードデバイス [w:テンポラリワーク番号] [w:TMP0001] 

ビットデバイス [b:テンポラリワーク番号.ビット位置] [b:TMP1023.01] 

 
テンポラリワークは，下記のような場合に使用します。 

 
例1) シーケンサCPUに対する代入処理の書込み遅延の防止（6.1.2項参照） 
例2) while文の書込先デバイス（7.2.2項参照） 
例3) 演算用の変数 

D1へD0＋1の値を代入し，D2へD1＋1の値を代入する場合 
 

 

[w:TMP0001]＝[w:D0]+1;  //TMP0001にD0+1を代入する。 

[w:D1]＝[w:TMP0001];   //D1にTMP0001を代入する。 

[w:D2]＝[w:TMP0001]+1;  //D2にTMP0001+1を代入する。 

 

 

Point
 

 
テンポラリワークについて 

テンポラリワークは32ビットのグローバル変数です。 
なお，下記のような場合は正しい値を読み出さない場合があります。 

 
・テンポラリワークに値を書き込んだスクリプトと，データ形式が異なるスクリ
プトで値を読み出す。 
（例）スクリプトA（データ形式：16ビット符号なし） 

［w:TMP0000］= 0x1234; 
スクリプトB（データ形式：32ビット符号なし） 
［w:GD0000］=［w:TMP0000］ 

 
・テンポラリワークに値を書き込んだスクリプトと，表現（ワードデバイス／ビ
ットデバイス）が異なるスクリプトで値を読み出す。 
（例）スクリプトC（データ形式：16ビット符号なし） 

［w:TMP0000］= 0x3; 
if(［b:TMP0000.b0］== ON｛･･･ 

 
1つのテンポラリワークへの値の書込み／読出しは同一のデータ形式，表現で行
うようにしてください。 
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5555  ビットデバイスの表現方法（システムデファイン） 

ビットデバイスは下記のような表現を行うことができます。 
(1) ビットデバイスの関係演算を行う場合 

通常，デバイス値を“1”“0”で表現しますが，“ON”“OFF”で表現することもできます。 
 

 

if([b:X100]==1){[w:D0]=100;}  //X100がONならば，D0は100 

 

↓ 

 

if([b:X100]==ON){[w:D0]=100;}  //X100がONならば，D0は100 

 

 
(2) ビットデバイスの代入処理を行う場合 

通常，set文，rst文を使用するか，“1”“0”を代入して表現しますが，“ON”“OFF”を代入して
表現することもできます。 

 
 

set([b:X100]);   //X100はONする。 

 
 

 

[b:X100]=1;   //X100はONする。 

 

↓ 

 

[b:X100]=ON;   //X100はONする。 

 

 

6666  デバイスおよび定数の置換え方法（ユーザデファイン） 

スクリプトで使用するデバイスおよび定数を，任意の文字列に置き換えることができます。 
ユーザデファインの設定は，GT Designer2のスクリプトシンボル設定で行います。 
設定方法の詳細は，下記を参照してください。 

 
 5.32節 スクリプト機能 

 
 

例) GT Designer2で“X100”を“LS1-ERROR”に置き換える場合 
 

 

if(LS1-ERROR==1){[w:D0]=100}; //X100(LS1-ERROR)がONならば，D0は100 

 

 



6- 15                                          6- 15 

 

7777  デバイスのオフセット指定 

デバイスのオフセット指定が可能です。 
デバイスのオフセット指定は，画面スクリプトでのみ可能です。 

 
(1) 書式 

 
例）D200の値が5の場合，D105に48の値を格納します。 

  
[w:D100[w:D200]]=48;

オフセットデバイス
基準デバイス

 

 
 

(2) 使用できるデバイス 
 

(a) 基準デバイス 
シーケンサCPUのデバイス，GOT内部デバイス，ゲートウェイデバイス，テンポラリワーク
が指定できます。 
ワードデバイスのみ使用可能です。（ビットデバイスのワード指定は使用不可能） 

 
(b) オフセットデバイス 

シーケンサCPUのデバイス，GOT内部デバイス，ゲートウェイデバイス，テンポラリワーク
が指定できます。 
ワードデバイスのみ使用可能です。（ビットデバイスのワード指定は使用可能＊） 

＊ デバイスは16の倍数で設定してください。 
 

(3) 使用例 
動作モードによって，パラメータを切り換える 
・D10 ：動作モード切換え用  ・D100～D109：パラメータの値格納用 
・GD500：基準デバイス  ・TMP100  ：オフセットデバイス 

 
(a) スクリプト1（パラメータの値を指定します。） 

 [w:GD500]=10; //動作モード1のパラメータ値 
 [w:GD501]=11; 
 [w:GD502]=12; 
     ： 
 [w:GD600]=20; //動作モード2のパラメータ値 
 [w:GD601]=21; 
 [w:GD602]=22; 
     ： 
 [w:GD700]=30; //動作モード3のパラメータ値 
 [w:GD701]=31; 
 [w:GD702]=32; 
     ： 

 
(b) スクリプト2（動作モード切換え用のデバイス値により，オフセット値を決定します。） 

switch( [w: D10] ){ 
 case1:[w:TMP100]=0;break;   //D10の値が1の場合オフセット値が0 
 case2:[w:TMP100]=100;break; //D10の値が2の場合オフセット値が100 
 case3:[w:TMP100]=200;break; //D10の値が3の場合オフセット値が200 
} 

 
(c) スクリプト3（オフセット値により，パラメータを書込みます。） 

bmov([w:GD500[w:TMP100]],[w:D100],10); //「GD500＋TMP100の値」のデバイスの値を，D100～D109に書込
む 

 
＊ スクリプト(b)，(c)の処理を，同時または1つのスクリプトで実行した場合，オフセット切換えの遅延動作に
より正しく動作しません。 
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(4) 注意事項 
(a) GT Designer2 Version1 00A版以降の基本機能OSを，GOTにインストールして使用してく

ださい。 
GOTにインストールされている基本機能OSが古い場合，スクリプトエラーとなりスクリプト
が停止します。 

（スクリプトエラーデータ（  6.5.2項 GOTでスクリプト実行時のエラーを処置方法）
に「-10」が格納されます。） 

 
(b) 基準デバイスにシーケンサCPUのデバイスを使用すると，オフセットデバイスの値を変更

しても，遅延が発生し正しく動作しない場合があります。 
オフセットが正しく動作しない場合は，テンポラリワークまたはGOT内部デバイスを使用す
るようにしてください。 
GOT内部デバイスを使用する場合は，「内部デバイス(GD/GB)代入遅延解除」をチェックして
ください。（  5.32節 スクリプト機能） 
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6.2.4 スクリプトの実行 

スクリプト機能を実行について説明します。 
 

1111  実行条件 

スクリプト機能は，実行条件が成立したスクリプトを実行し，シーケンサCPUに対して結果を書込み
ます。 
実行条件の設定は，GT Designer2でモニタ画面作成時に行います。 

 
実行条件には下記の種類があります。 
・常時 
・ビット立上り／立下り 
・ビットON中／OFF中 
・ビットON中周期／OFF中周期 
・周期（1s単位） 

 

2222  実行単位 

スクリプト機能は，1つのスクリプトごとに実行していきます。 
複数のスクリプトの実行条件が成立しても同時に処理されることはありません。 
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3333  実行順序 

スクリプト機能は，下記のような順番で実行されます。 
 

機能種別順 設定画面順 画面呼出し機能の階層順 GT Designer2で設定した実行順 最大実行数 実行順序 

スクリプトA ① 

スクリプトB  
プロジェクト 
スクリプト機能 

―― ―― 

 

256 

 

スクリプトA ② 

スクリプトB  ベース 

 
 

スクリプトA  

スクリプトB  
呼出し画面 
1段目 

 
 

 
  

スクリプトA  

スクリプトB  

ベース 

呼出し画面 
16段目 

 

256 

 

スクリプトA ③ 

スクリプトB  
スーパーインポーズ 
ウィンドウ 

 
 

スクリプトA  

スクリプトB  
呼出し画面 
1段目 

 
 

 
  

スクリプトA  

スクリプトB  

スーパーインポーズ 
ウィンドウ 

呼出し画面 
16段目 

 

256 

 

スクリプトA ④ 

スクリプトB  
オーバーラップ 
ウィンドウ1 

 
 

スクリプトA  

スクリプトB  
呼出し画面 
1段目 

 
 

 
  

スクリプトA  

スクリプトB  

画面 
スクリプト機能 

オーバーラップ 
ウィンドウ1 

呼出し画面 
16段目 

 

256 
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機能種別順 設定画面順 画面呼出し機能の階層順 GT Designer2で設定した実行順 最大実行数 実行順序 

スクリプトA ⑤ 

スクリプトB  オーバーラップウィンドウ2 

 
 

スクリプトA  

スクリプトB  
呼出し画面 
1段目 

 
 

 
  

スクリプトA  

スクリプトB  

画面 
スクリプト機能 

オーバーラップ 
ウィンドウ2 

呼出し画面 
16段目 

 

256 

 

 

4444  実行状態 

スクリプト機能は，スクリプトの状態により下記のような処理を行います。 
 

スクリプトの状態 処理内容 

順番待ち 
・実行順序に従い，処理される順番を待ちます。 
・順番が回ってきたら“実行待ち”状態になります。 

実行待ち 
・実行条件により処理が変化します。 
成 立：対象スクリプトが“実行”状態になります。 
不成立：対象スクリプトが“順番待ち”状態になり,次のスクリプトが“実行待ち”状態になります。 

実  行 

・スクリプトが終了したらシーケンサCPUに対して処理結果の書込みを行い対象スクリプトが“順番待
ち”状態になります。 
また，次のスクリプトが“実行待ち”状態になります。 

・エラーが発生した場合，対象スクリプトは“停止”状態になり，次のスクリプトが“実行待ち”状
態になります。 

・画面スクリプト機能使用時で，画面切換えが発生した場合は，対象画面に設定されたスクリプトが
すべて“実行”されてから，次のスクリプトが“実行待ち”状態になります。 

停  止 ・エラー履歴クリアが行われるまで“停止”状態を維持します。 
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6.3 実行までの設定と手順 

スクリプト機能を実行するまでの設定と手順を下記に示します。 
 

開　　始

終　　了

市販テキストエディタでスクリプトを作成／編集する。

GT Designer2でプロジェクトデータに作成したスクリプトを
読み込んでデータ形式，トリガ種別などの設定を行う。

GT Designer2で読み込んだスクリプトの文法チェックを行う。

GT Designer2でパソコンからGOTへプロジェクトデータの
ダウンロードを行う。

Yes

文法は正しいか？

モニタを開始し，システムモニタ機能を使用してスクリプト
の動作状態を確認する。

動作は正常か？

No

Yes

No

6.4項参照・・・

5.32節参照・・・

5.32節参照・・・

GT Designer2
オペレーティング
マニュアル

・・・

6.5.2項参照・・・

制御文を多用した複雑なスクリプトを作成した場合は，必要
に応じて汎用Cコンパイラによる動作シミュレーションを行う。 6.5.1項参照・・・
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6.4 プログラム例 

スクリプトのプログラム例について説明します。 
 

6.4.1 インタロック機能付きタッチスイッチ 

1111  動作内容 

準備 スイッチと 運転/停止 スイッチがONすると， 運転中 ランプが点灯します。 

また， 運転中 ランプに連動してシステムの動作を制御させます。 
 

画面イメージ 各部品の動作内容 

 

運転中 ランプ ：システムの運転状態を表示します。 

 

準備 スイッチ ： 運転/停止 スイッチのインタロックとして 

 動作します。 
 

運転/停止 スイッチ：システムの動作状態（運転／停止）を切り

換えます。 

 

2222  モニタ画面の設定内容 
 

部品名 オブジェクト種別 設定項目 設定内容 

モニタデバイス M0001 
準備 スイッチ タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットALT 

モニタデバイス M0002 運転/停止  

スイッチ 
タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットALT 

運転中 ランプ ランプ表示機能（ビット） モニタデバイス 
M0003 

（システム動作制御用デバイス） 

 

3333  プログラム例 
 

項  目 内  容 

データ形式 16ビット符号付きBIN 

トリガ種別 常  時 

スクリプト 

 
if ([b:M0001]&&[b:M0002]==1) //準備スイッチと運転／停止スイッチが両方ONしたら 
{ 
set([b:M0003]); //運転中ランプを点灯すると共にシステムの運転を開始します。 
} 
else{ //そうでなければ 
  rst([b:M0003]); //運転中ランプを消灯すると共にシステムを停止します。 
} 
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6.4.2 複数条件により表示内容が変化するランプ 

1111  動作内容 

各ラインの動作制御をタッチスイッチで行うと共に，3ライン分の制御状態を1つのランプ表示で表現
します。 

 
画面イメージ 各部品の動作内容 

 

制御状態 ランプ   ：各ラインの動作状態により，ランプ色と

コメントを変化させて表示する。 

ライン1 スイッチ   ：ライン1の動作制御を行う。 

ライン2 スイッチ   ：ライン2の動作制御を行う。 

ライン3 スイッチ   ：ライン3の動作制御を行う。 

全ライン停止 スイッチ：全ラインを停止状態にする。 

 

2222  モニタ画面の設定内容 
 

部品名 オブジェクト種別 設定項目 設定内容 

モニタデバイス D10 

表示範囲：$V==0 ランプ色：182 
文字  ：全ライン停止 

表示範囲：$V==1 ランプ色：3 
文字  ：ライン1運転中 

表示範囲：$V==2 ランプ色：224 
文字  ：ライン2運転中 

表示範囲：$V==3 ランプ色：227 
文字  ：ライン3運転中 

表示範囲：$V==4 ランプ色：28 
文字  ：ライン1･2運転中 

表示範囲：$V==5 ランプ色：31 
文字  ：ライン1･3運転中 

表示範囲：$V==6 ランプ色：252 
文字  ：ライン2･3運転中 

制御状態 ランプ ランプ表示機能（ワード） 
表示方法（ワード） 

表示範囲：$V==7 ランプ色：162 
文字  ：ライン1･2･3運転中 

モニタデバイス X1 
ライン1 スイッチ タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットALT 

モニタデバイス X2 
ライン2 スイッチ タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットALT 

モニタデバイス X3 
ライン3 スイッチ タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットALT 

モニタデバイス X0 
強制停止 スイッチ タッチスイッチ機能（ビット） 

動作設定 ビットSET 
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3333  プログラム例 
 

項  目 内  容 

データ形式 16ビット符号付きBIN 

トリガ種別 常  時 

スクリプト 

 
if(([b:X1]==OFF)&&([b:X2]==OFF)&&([b:X3]==OFF)) //ライン1,2,3がすべてOFFなら 
{[w:D10]=0;}    //D10に0を格納します。 
 
if(([b:X1]==ON)&&([b:X2]==OFF)&&([b:X3]==OFF)) //ライン1がONで，ライン2,3がOFFなら 
{[w:D10]=1;}    //D10に1を格納します。 
 
if(([b:X1]==OFF)&&([b:X2]==ON)&&([b:X3]==OFF)) //ライン2がONで，ライン1,3がOFFなら 
{[w:D10]=2;}    //D10に2を格納します。 
 
if(([b:X1]==OFF)&&([b:X2]==OFF)&&([b:X3]==ON)) //ライン3がONで，ライン1,2がOFFなら 
{[w:D10]=3;}    //D10に3を格納します。 
 
if(([b:X1]==ON)&&([b:X2]==ON)&&([b:X3]==OFF)) //ライン1,2がONで，ライン3がOFFなら 
{[w:D10]=4;}    //D10に4を格納します。 
 
if(([b:X1]==ON)&&([b:X2]==OFF)&&([b:X3]==ON)) //ライン1,3がONで，ライン2がOFFなら 
{[w:D10]=5;}    //D10に5を格納します。 
 
if(([b:X1]==OFF)&&([b:X2]==ON)&&([b:X3]==ON)) //ライン2,3がONで，ライン1がOFFなら 
{[w:D10]=6;}    //D10に6を格納します。 
 
if(([b:X1]==ON)&&([b:X2]==ON)&&([b:X3]==ON)) //ライン1,2,3がONなら 
{[w:D10]=7;}    //D10に7を格納します。 
 
if ([b:X0]==ON)    //全ライン停止がONしたら 
{ 
 rst([b:X1]);    //ライン1をOFFします。 
 rst([b:X2]);    //ライン2をOFFします。 
 rst([b:X3]);    //ライン3をOFFします。 
 rst([b:X0]);    //全ライン停止をOFFします。 
} 
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6.4.3 時間制限機能付きパスワード入力画面 

1111  動作内容 

パスワード入力画面が表示されて10秒以内に正しいパスワードの入力が行われない場合は前の画面
に戻ります。 

 
画面イメージ 各部品の動作内容 

画面切換え 10秒後戻る

管理者画面（ベース画面5）を表示

管理者 スイッチ付きの画面（ベース画面3）

パスワード一致

 

管理者 ボタン    ：パスワード入力画面（ベース画面4）に遷

移する。 
 

パスワード 入力   ：  1 ～  0 スイッチで入力されたパス

ワードを表示する。 
 

 1 ～  0 スイッチ  ：数値を入力する。 

 

クリア スイッチ   ：入力した数値をクリアする。 

 

確定 スイッチ    ：入力した数値を確定する。 

 

2222  モニタ画面の設定内容 
 

部品名 オブジェクト種別 設定項目 設定内容 

管理者 ボタン タッチスイッチ機能 動作設定 ベース画面切換え4 

パスワード 入力 数値入力機能 モニタデバイス D10 

 1 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0031H] 

 2 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0032H] 

 3 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0033H] 

 4 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0034H] 

 5 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0035H] 

 6 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0036H] 

 7 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0037H] 

 8 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0038H] 
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部品名 オブジェクト種別 設定項目 設定内容 

 9 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0039H] 

 0 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0030H] 

クリア スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[0088H] 

確定 スイッチ タッチスイッチ機能 動作設定 キーコード[000DH] 

 

3333  プログラム例 
 

項  目 内  容 

データ形式 16ビット符号付きBIN 

トリガ種別 常  時 

スクリプト 

 
if([b:GS1.01]==ON){   //パスワード入力画面に切り換わったときのみ 
   [w:TMP0001]=[w:GS7];  //GS7をTMP0001に代入する 
} 
 
if([w:D10]==3238){   //正しいパスワードが入力されたら 
   [w:D0]=5;   //管理者画面（ベース画面5）に切り換える。 
   [w:D10]=0;   //パスワードをクリアする 
} 
 
if([w:GS7]-[w:TMP0001]>=10){  //パスワード入力画面に切換え後，10秒以上経過したら 
   [w:D0]=3;   //管理者スイッチ付き画面（ベース画面3）に戻す 
} 
 

 

Point
 
本プログラム例について 

本プログラム例には，GOT特殊レジスタ(GS)が使用されています。 
GOT特殊レジスタ(GS)は，GOTの内部情報や通信状況，スクリプトのエラー情報な
どが格納されています。 
GOT特殊レジスタ(GS)をスクリプト機能とうまく連携させることにより，多彩な動
作を実現できます。 
GOT特殊レジスタ(GS)の詳細については，下記を参照してください。 

 
 2.7.1項 GOTの内部デバイス 
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6.5 トラブルシューティング 

スクリプト機能は，エラーによるエラーメッセージの表示などは行いません。 
エラーの発生したスクリプトを停止状態にすることにより，他のスクリプトおよび各種モニタ機能の停
止を防いでいます。 
そのため，下記の内容を参照して各スクリプトのデバッグを確実に行ってください。 

 

6.5.1 汎用C言語コンパイラ，デバッガでのシミュレーション 

スクリプトはC言語に似ているため，わずかな修正を加えるだけで汎用C言語コンパイラ，デバッガ
（Microsoft R Visual C++など）でシミュレーションが行えます。 
制御文を多用した複雑なスクリプトのデバッグ時に有効です。 
汎用C言語コンパイラ，デバッガでシミュレーションを行う場合の手順を下記に示します。 

 
ファイルの拡張子変更 

text1.txt → text1.c 

 GOT用に作成したスクリプトファイル（拡張子
“.txt”）を，C言語ソースファイル（拡張子
“.c”）に変更します。 

↓  
main，includeの追加記述 

追加記述 → 
追加記述 → 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
追加記述 → 

#include<stdio.h> 
main(){ 
  [w:TMP0001]=0; 
  while([w:TMP0000]<[w:D100]){ 
 if(!(([w:TMP0000]-1900)%4)){ 
   [w:TMP0001]=[w:TMP0001]+1; 
 
      ・・・（省略）・・・ 
 
  [w:TMP0010]=[w:TMP0002]+[w:TMP0003] 
 +[w:TMP0004]-1; 
  [w:D200] = [w:TMP0010]%7; 
} 

 C言語ソースファイルを市販テキストエディ
タで開き，“main(){}”でフレームを作成しま
す。 
また，“#include<stdio.h>”を先頭に記述し
ます。 

↓  
デバイス（変数）記述方法の変更 

 
 
記述変更 → 
記述変更 → 
記述変更 → 
記述変更 → 
 
 
 
記述変更 → 
記述変更 → 
記述変更 → 
 

#include<stdio.h> 
main(){ 
  _wTMP0001__=0; 
  while(_wTMP0000__<_wD100__){ 
 if(!((_wTMP0000__-1900)%4)){ 
   _wTMP0001__=_wTMP0001__+1; 
 
      ・・・（省略）・・・ 
 
  _wTMP0010__=_wTMP0002__+_wTMP0003__ 
 +_wTMP0004__-1; 
  _wD200__ = _wTMP0010__%7; 
} 

 デバイス（変数）の記述方法をスクリプト機
能用からC言語用に変更します。 
C言語用の変数に変更するときは，下記のよう
な定義で変更すると，スムーズにGOT用スクリ
プトに戻すことができます。 
 
定義1 “[w:”→“_w” 
定義2 “[b:”→“_b” 
定義3 “ ] ”→“__” 
 
変更は市販テキストエディタの一括置換機能
などを使用すると便利です。 

↓ 
（次ページへ） 
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（前ページより） 

↓ 
 

変数の定義（auto変数宣言）  C言語では，使用する変数を事前に定義する必
要があります。 
スクリプト機能では，1スクリプトにデータ形
式を1つしか選択できないため，C言語の変数
型はすべて同じにする必要があります。 
変数はスクリプトのデータ形式を意識して下
記のように割り当ててください。 

 
 スクリプトのデータ形式 変数型 

 16ビット符号付きBIN short 

 16ビット符号なしBIN unsigned short 

 32ビット符号付きBIN long 

 32ビット符号なしBIN unsigned long 

 32ビット実数 float 

 32ビットBCD／16ビットBCD＊ ――― 

 
記述変更 → 
追加   → 
追加   → 
追加   → 
追加   → 
 

#include<stdio.h> 
void main(void){ 
  unsigned short  _wTMP0000__; 
  unsigned short  _wTMP0001__; 
  unsigned short  _wTMP0002__; 
  unsigned short  _wD100__; 
 
      ・・・（省略）・・・ 
 
  _wTMP0001__=0; 
  while(_wTMP0000__<_wD100__){ 
 if(!((_wTMP0000__-1900)%4)){ 
   _wTMP0001__=_wTMP0001__+1; 
 
      ・・・（省略）・・・ 
 
  _wTMP0010__=_wTMP0002__+_wTMP0003__ 
 +_wTMP0004__-1; 
  _wD200__ = _wTMP0010__%7; 
} 

 
＊:スクリプトのデータ形式で“32ビットBCD／16ビットBCD”
を選択する場合は，汎用C言語コンパイラ，デバッガでのシ
ミュレーションはできません。 

↓  
シミュレーションの実施 

 

 汎用C言語コンパイラ，デバッガでシミュレー
ションを実施してください。 
（左記はMicrosoft R Developer Studioを使用
した場合の例です。） 
ステップ実行，変数ウォッチなど，デバッガ
ならではの機能が利用できます。 
 
デバッグが完了したら， ～ までの手順
を逆に行い，GOT用のスクリプトファイルに戻
します。 

 

 

Point
 

 
(1) スクリプトのデータ形式で“32ビットBCD／16ビットBCD”を選択する場合は，
汎用C言語コンパイラ，デバッガでのシミュレーションはできません。 

(2) set,rst,alt,bmov,fmov文はスクリプト機能専用のため，汎用C言語コンパイ
ラ，デバッガでのシミュレーションはできません。 
set,rst文は，1もしくは0の代入を代用するようにしてください。 

(3) GOTのシステムデファイン（ON，OFF記述）をそのまま使用する場合は，C言語
ソースファイルにデファインの追加記述をする必要があります。 

(4) GOTでスクリプトを実行時に発生する代入遅延が，汎用C言語コンパイラ，デ
バッガでシミュレーション時は発生しません。そのため，代入遅延が発生す
ることを考慮した上でシミュレーションを行ってください。 

(5) 上記内容を応用すれば，C言語でプログラムを新規作成して，デバッグした後
にGOT用のスクリプトとして使用することもできます。 
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6.5.2 GOTでスクリプト実行時のエラーと処置方法 

1111  エラーの確認方法 

スクリプト機能のエラー情報は，GOT特殊レジスタ(GS)に格納されます。 
格納された情報をGOTのシステムモニタ機能や各種オブジェクト機能（数値表示，ランプ表示など）
を使用して確認してください。 

 
・GOT特殊レジスタの詳細 

 
 2.7.1項 GOTの内部デバイス 

 
・システムモニタ機能の詳細 

 
 GOT-A900シリーズオペレーティングマニュアル（GT Works2 Version1/GT Designer2 Version1
対応 拡張機能・オプション機能編） 

 
GOT特殊レジスタ(GS)のスクリプト機能に関連する項目には下記の種類があります。 

 
アドレス 項 目 名 内  容 

GS14 スクリプト共通情報（読出し専用） 

エラー発生を示す情報が格納されます。 
GS14.00：エラー発生時にONします。 
GS14.07：BCDエラー発生時にONします。 
GS14.08：ゼロ割算エラー発生時にONします。 
GS14.12：通信エラー発生時（範囲外デバイスに対するアクセスも含む）に

ONします。 

GS15 スクリプトエラーポインタ 

スクリプトエラーデータ（GS16～47）の格納されるアドレスを示すポイン
タ値（16～46）が格納されます。（デフォルト：-1） 
エラーデータを格納するたびに下記のようにポインタ値が変化します。 
“-1”→“16”→“18”→“20”→・・・→“46”→“16” 

ポインタ値は，スクリプトエラーデータ（GS16～47）の下記アドレスを示
しています。 
例1）GS15が16の場合，GS16,17にエラーデータを格納する。 
例2）GS15が46の場合，GS46,47にエラーデータを格納する。 

GS16～47＊ スクリプトエラーデータ 

エラーの発生したスクリプトのスクリプトNo.およびエラーコードが格納
エリアの上位アドレスから順番に格納されます。 
1回のエラーでスクリプトNo.とエラーコードで2ワード分ずつ，履歴として
格納していきます。 
ただし，15回以上エラーが発生した場合は上位アドレスから順番に上書き
されます。 

GS48 スクリプト実行ポインタ 

スクリプト実行No.（GS49～79）の格納されるアドレスを示すポインタ値（49
～79）が格納されます。（デフォルト：-1） 
実行No.を格納するたびに下記のようにポインタ値が変化します。 
“-1”→“49”→“50”→“51”→・・・→“79”→“49” 

ポインタ値は，スクリプト実行No.（GS49～79）の下記アドレスを示してい
ます。 
例1）GS48が49の場合，GS49に実行No.を格納する。 
例2）GS48が79の場合，GS79に実行No.を格納する。 

GS49～79 スクリプト実行No. 実行したスクリプトのスクリプトNo.が履歴として格納されます。 

GS384 スクリプト共通情報（書込み専用） 
GS384.0をONするとスクリプトエラーデータ（GS16～47）のクリアを行いま
す。 

＊ 発生するエラーによっては、スクリプトNo.が“0”になる場合があります。 
  スクリプト機能のエラーについては，下記を参照してください。 
 
  本項 2222  エラーコード一覧 
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アドレス 項 目 名 内  容 

1スクリプトの監視時間を秒単位で設定します。 
スクリプト開始から設定時間が経過しても終了しない場合は，スクリプト
処理を中断します。（エラーコード：15） 
初期設定は“0”に設定されておりますが10秒として処理します。 

設定例 監視時間 

0（デフォルト） 10秒 

1 1秒 

10 10秒 

11 11秒 

GS385 スクリプト監視時間 

  

下記の条件が成立した場合の初回動作の内容を設定します。 
・画面スクリプト機能を使用する。 
・実行条件（トリガ種別）を“ビット立上り／立下り”に選択する。 
・スクリプトが存在する画面への画面切換えが発生する。 

設定例 トリガ種別 トリガのビット値 初回動作 

ビット立上り ON 
0 

ビット立下り OFF 
する 

ビット立上り ON 
0以外 

ビット立下り OFF 
しない 

GS386 画面スクリプト初回動作 
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2222  エラーコード一覧 
 
エラーコード エラー内容 処置方法 

1＊ プロジェクトスクリプト機能の初期化に失敗した。 
・スクリプトのモニタデバイス点数を減らす。 
・プロジェクトスクリプト機能の実行数を減らす。 

2＊ 画面スクリプト機能（ベース）の初期化に失敗した。 
・スクリプトおよびベース画面のモニタデバイス点数を減
らす。 

・画面スクリプト機能（ベース）の実行数を減らす。 

3＊ 
画面スクリプト機能（スーパーインポーズウィンドウ）の
初期化に失敗した。 

・スクリプトおよびスーパーインポーズウィンドウ画面の
モニタデバイス点数を減らす。 

・画面スクリプト機能（スーパーインポーズウィンドウ）
の実行数を減らす。 

4＊ 
画面スクリプト機能（オーバーラップウィンドウ1）の初
期化に失敗した。 

・スクリプトおよびオーバーラップウィンドウ画面1のモ
ニタデバイス点数を減らす。 

・画面スクリプト機能（オーバーラップウィンドウ1）の
実行数を減らす。 

5＊ 
画面スクリプト機能（オーバーラップウィンドウ2）の初
期化に失敗した。 

・スクリプトおよびオーバーラップウィンドウ画面2のモ
ニタデバイス点数を減らす。 

・画面スクリプト機能（オーバーラップウィンドウ2）の
実行数を減らす。 

6 
演算結果がスクリプトのデータ形式により定められた使
用できるデータ範囲外の値になった。 

・対象スクリプトのデータ範囲外になったデバイスに対す
る処理を見直し，スクリプトを修正する。 

7＊ 
スクリプトの実行数が制限数以上になった。 
そのため，実行されなかったスクリプトが存在した。 

・1プロジェクトのスクリプト実行数を256以下に設定し直
す。 

・1画面のスクリプト実行数を256以下に設定し直す。 

8 
スクリプトのデータ形式に“16ビットBCD”および“32ビ
ットBCD”を選択時，モニタデバイスの値がBCDとして取扱
えなかった。 

・モニタしたいデバイスが正しいか確認する。 
・BCDとして取り扱えなかったデバイスに対する処理を見
直し，スクリプトおよびシーケンスプログラムを修正す
る。 

9 
スクリプトのデータ形式に“16ビットBCD”および“32ビ
ットBCD”を選択時，演算結果がBCDのデータ範囲外になっ
た。 

・BCDのデータ範囲外となったデバイスに対する処理を見
直す。 

10 除算にて分母となる値が0となりゼロ割算となった。 
・対象スクリプトのゼロ割り算になった要因を見直し，ス
クリプトを修正する。 

11＊ デバイスに対する書込みに失敗した。 ・対象スクリプトのデバイス記述を見直す。 

12 
デバイス書込みを行うための内部エリアの確保に失敗し
た。 

・対象スクリプト内の書込みデバイス点数を減らす。 

13 
While文内にテンポラリワーク以外のデバイス記述があ
る。 

・While文内の書込みデバイスをテンポラリワークに置き
換える。 

14 式が複雑過ぎて処理できなかった。 ・対象スクリプト内の演算式を簡略化または分割する。 

15 
スクリプト監視時間を経過したがスクリプトが終了しな
かった。 

・対象スクリプトが無限ループに陥っていないか確認す
る。 

・スクリプト監視時間(GS385)の値を大きくする。 

GOTの内部デバイスにアクセスしようとしたが，エラー（指
定デバイス範囲外，BCD変換エラー）が発生した。 

・GOT内部デバイスに対する処理を見直し，スクリプトや
シーケンスプログラムを見直す。 

・対象スクリプトの記述を見直す。 
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ゲートウェイデバイスにアクセスしようとしたが，アクセ
スできなかった。 

・ゲートウェイ機能の拡張機能OSがGOTにインストールさ
れているか確認する。 

・ケーブルを確認する。 

＊ GOT特殊レジスタ(GS)には，スクリプトNo.“0”が格納されます。 
 


