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1. 概要 

MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットは SD メモリカードから Linux をブートす

る機能を搭載しています。 

本書では Linux における C 言語インテリジェント機能ユニットの動作について説明します。 

本書は Linux 及び C 言語プログラミングに関する基礎的な知識と MELSEC iQ-R シリーズに関す

る知識を有する方を対象としています。本書に従うことで C 言語インテリジェント機能ユニッ

トにて Linux を起動させ、シーケンサ CPU との連携を行うプログラムを作成することができま

す。 

2. 対象者 

本書の読者としては、MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットを購入し、Linux 環境

を利用する方となります。 
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3. システム構成 

C 言語インテリジェント機能ユニットで Linux を起動するために必要な構成を以下に示します。 

 

 

 

No. 構成要素 説明 

1 電源ユニット - 

2 ベースユニット - 

3 CPU ユニット - 

4 C言語インテリジェント機能ユ

ニット 

シリアル No.の上 2 桁が 08 以降の RD55UP06-V、 

または RD55UP12-V をご使用ください。 

5 SD メモリカード Appendix G.使用可能な SD メモリカード参照 

6 Ethernet ハブ - 

7 Ethernet ケーブル 対応しているケーブルは C 言語インテリジェン

ト機能ユニットのマニュアル[SH081563]参照く

ださい。 

8 インターネット接続環境 ルータ等インターネットに直接アクセスできる

環境をご用意ください。 

9 SD メモリカードリーダライタ No.10 の PC に搭載されている場合は不要。 

10 Windows PC(Windows 10) 予め 10-1～4のソフトウェアをインストールして

ください。 

10-1 SSH クライアント 本 書 で は Putty を 使 用 し ま す 。
https://www.putty.org/ 

10-2 ディスクイメージ書込み

ツール 

本書では DD for Windows を使用します。 

https://www.si-

linux.co.jp/techinfo/index.php?DD%20for%20Windo

ws 

10-3 SFTP クライアント 本書では WinSCP を使用します。 

https://winscp.net/eng/index.php 

10-4 GX Works3 三菱電機から購入し、最新バージョンにアップ

デートしてください。 
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3.1. C 言語インテリジェント機能ユニットの設定 

(1) GX Works 3を使用して、C言語インテリジェント機能ユニットの IPアドレスを設定して

シーケンサへの書込みを実行してください。IPアドレスの設定については、「MELSEC iQ-

R C言語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュアル（応用編）[SH-081564]」

の「2.パラメータ設定」を参照願います。 

 

 

3.2. Linux 起動までの手順 

(1) Linux SD メモリカードイメージをダウンロードします。ご利用の C 言語インテリジェン

ト機能ユニット形名に対応したイメージをダウンロード願います。 

https://www.timesys.com/mitsubishi-CITL-linux-registration/ 

(2) ディスクイメージ書込みツールを使用して Linux SD メモリカードイメージを SD メモリ

カードに書込みます。 

 

(3) C 言語インテリジェント機能ユニットの SD メモリカードブート機能を有効にするための

手順を示します。 

① C 言語インテリジェント機能ユニットに(2)で作成した SD メモリカードを装着しま

す。 
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② シーケンサシステムの電源を ON します。 

③ C 言語インテリジェント機能ユニットの RUN LED と CARD RDY LED が緑色点灯す

るまで待ちます。 

④ シーケンサシステムの電源を OFF します。 

上記の操作①～④により、SD メモリカードのブート機能が有効になります。 

 

(4) シーケンサシステムの電源を ON します。 

(5) C 言語インテリジェント機能ユニットの RUN LED と CARD RDY LED が緑色点灯するまで

待ちます。 

(6) SSH クライアントを使用して C 言語インテリジェント機能ユニットにリモートログインし

てください。 

 

(7) SSH クライアントでログイン後、以下のメッセージが表示されると Linux が起動していま

す。 

 

3.3. Linux の終了手順 

(1) SSH クライアントから以下のコマンドを実行してください。 

 

root@rd55up06-v:~# sync 

root@rd55up06-v:~# poweroff 
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(2) ERR LED が赤色点灯したことを確認し、シーケンサシステムの電源を OFF してください。 

※Linux を終了した際に ERR LED が赤色点灯し、OS 起動異常(1989H エラー)が発生します。

これはユニットの異常ではなく、ユニットの動作仕様となります。Linux の起動状態につい

ては入出力信号 X0(ユニット READY)で確認してください。 

3.4. インターネット接続の設定 

(1) SSH クライアントで Linux にリモートログインします(3.3 章(2)参照)。 

(2) Linux のテキストエディタ(例:Nano)で”/etc/resolv.conf”を開いてください。 

(3) DNSサーバのアドレスを設定し、”/etc/resolv.conf”を保存してください。 

 

 

(4) 以下のコマンドで名前解決を管理しているサービスを再起動します。 

 

 

 

 

 

 

 

  

root@rd55up06-v:~# nano /etc/resolv.conf  

 

GNU nano 2.7.4           File: /etc/resolv.conf                

Modified   

 

nameserver 192.168.7.1 

nameserver 8.8.8.8 

nameserver 8.8.4.4 

nameserver 2001:4860:4860::8888 

nameserver 2001:4860:4860::8844 

nameserver 127.0.0.1 

 

 

例では DNS サーバアドレスを

192.168.7.1 を指定 

root@rd55up06-v:~# systemctl restart systemd-resolved.service 
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4. プログラムの開発(C 言語) 

4.1   開発環境のセットアップ 

(1) SSH クライアントで Linux にリモートログインします(3.2(6)参照)。 

(2) Linux のテキストエディタで”/etc/apt/source.list”を開き、以下を追加して保存してください。 

【追加項目(Debian Stretch のイメージを使用している場合)】 

deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main 

【追加項目(Debian Buster のイメージを使用している場合)】 

deb http://ftp.de.debian.org/debian buster main 

 

(3) “apt-get update”を実行し、パッケージリストの更新を行います。 

 

(4) “apt-get install”で開発用のパッケージをインストールします。 

【インストールするパッケージ】 

・autoconf 

・libtool 

・automake 

・build-essential 

・gdb 

 [ポイント] 

本書では C 言語インテリジェント機能ユニット上でプログラムのビルドとデバッ

グを行うセルフ開発環境の構築を行います。ホスト PC でビルドを行うクロス開発

環境については、TimeSys 社の”TimeStorm”が利用可能です。 

“TimeStorm”についてはリネオソリューションズ株式会社へお問合せください。 

4.2   C 言語プログラムのビルド 

(1) Windows PC 上のテキストエディタで以下のプログラムを作成し、”Helloworld.c”で保存して

ください。 

Helloworld.c 

GNU nano 2.7.4           File: /etc/resolv.conf                

Modified   

 

deb http://httpredir.debian.org/debian stretch main 

deb http://ftp.de.debian.org/debian stretch main 

 

root@rd55up06-v:~# apt-get update 

 

root@rd55up06-v:~# apt-get install autoconf libtool automake 

build-essential gdb 

 

GNU nano 2.7.4           File: /etc/resolv.conf                

Modified   

 

deb http://httpredir.debian.org/debian buster main 

deb http://ftp.de.debian.org/debian buster main 

 

http://ftp.de.debian.org/debian
http://ftp.de.debian.org/debian
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#include <stdio.h> 

 

int main(void){ 

 printf("Hello World¥n"); 

 for(int i = 0; i < 10; i++) 

  printf("i=%d¥n", i); 

 return 0; 

} 

(2) SFTP クライアントを起動して、”Helloworld.c”を C 言語インテリジェント機能ユニット

の”/root”にコピーします。 

 

(3) 以下のビルドコマンドを実行します。 

 

(4) 以下のコマンドでプログラムを実行します。 

 

 【実行結果】 

4.3   C 言語プログラムのデバッグ 

GDB(GNU デバッガ)を使ってプログラムのデバッグを行います。詳細な使い方は GNU の WEB サ

イトでご確認ください。 

root@rd55up06-v:~# gcc Helloworld.c –o Helloworld 

 

root@rd55up06-v:~# ./Helloworld 

 

Hello World 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

i=6 

i=7 

i=8 

i=9 

root@rd55up06-v:~#  
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(1) デバッグを行う場合は以下のようにオプションをつけてビルドコマンドを実行します。 

 

 

(2) 以下のコマンドで gdb を実行します。 

 

【実行結果】 

 

(3) “b”コマンドで“main”関数にブレークポイントを設定します。 

 

 

 

(4) “run”コマンドでプログラムを実行します。 

プログラムが実行されると、ブレークポイントを設定した”main”関数の先頭行でストップ

します。 

 

(5)  “n”コマンドを実行するとステップ実行されます。 

root@rd55up06-v:~# gcc –g –O0 Helloworld.c –o Helloworld 

 

root@rd55up06-v:~# gdb Helloworld 

 

GNU gdb (Debian 7.12-6) 7.12.0.20161007-git 

Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc. 

License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later 

<http://gnu.org/licenses/gpl.html> 

This is free software: you are free to change and redistribute it. 

There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.  Type "show 

copying" 

and "show warranty" for details. 

This GDB was configured as "arm-linux-gnueabihf". 

Type "show configuration" for configuration details. 

For bug reporting instructions, please see: 

<http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>. 

Find the GDB manual and other documentation resources online at: 

<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>. 

For help, type "help". 

Type "apropos word" to search for commands related to "word"... 

Reading symbols from Helloworld...done. 

(gdb) 

 

(gdb) b main 

Breakpoint 1 at 0x602: file Helloworld.c, line 5. 

(gdb) run 

Starting program: /root/Helloworld  

 

Breakpoint 1, main () at Helloworld.c:5 

5               printf("Hello World¥n"); 
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(6) “u”コマンドを実行すると、ループを抜けるまで処理が実行されます。 

 

 

 

 

 

 

(7) “q”コマンドでデバッグを終了できます。 

 

  

(gdb) n 

Hello World 

6               for(int i = 0; i < 10; i++) 

(gdb) n 

7                       printf("i=%d¥n", i); 

(gdb) n 

i=0 

6               for(int i = 0; i < 10; i++) 

(gdb) n 

7                       printf("i=%d¥n", i); 

(gdb) n 

i=1 

6               for(int i = 0; i < 10; i++) 

 

(gdb) u 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

i=6 

i=7 

i=8 

i=9 

8               return 0; 

 

(gdb) q 

A debugging session is active. 

 

        Inferior 1 [process 7410] will be killed. 

 

Quit anyway? (y or n) y 

root@rd55up06-v:~# 
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5. CPU ユニットとの連携(C 言語) 

5.1   専用関数 

CPU ユニットと連携する手段として、”C 言語インテリジェント機能ユニット専用関数(以降、CITL

関数)”と”MELSEC iQ-R シリーズ通信関数(以降、MDR 関数)”の 2 つの専用関数が用意されていま

す。 

Linux で使用可能な関数は AppendixB を参照してください。 

5.2   シーケンサ CPU 連携用プログラムのビルド 

(1) プログラムの作成 

CITLFunc_Sample.c 

#include <stdio.h> 

#include "CITLFunc.h" 

 

#define TARGET_ADDR 16384 

 

/* Buffer Memory Access */ 

int main(void){ 

 short sRet = 0; 

 unsigned short usDataBuf_W = 0; /* Write Data */ 

 unsigned short usDataBuf_R = 0; /* Read Data */ 

 

 CITLAppInit(); 

  

 /* Write to Buffer Memory */ 

 usDataBuf_W = 0xFFFF; 

 sRet = CITL_ToBuf(TARGET_ADDR, 1, &usDataBuf_W, 0); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("CITL_ToBuf Failed(%d)¥n", sRet); 

  return -1; 

 } 

  

 /* Read from Buffer Memory */ 

 sRet = CITL_FromBuf(TARGET_ADDR, 1, &usDataBuf_R, 1); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("CITL_FromBuf Failed(%d)¥n", sRet); 

  return -1; 

 } 

  

 printf("Buffer data = %d¥n", usDataBuf_R); 

  

 return 0; 

} 

 

① CITL 関数及び MDR 関数を使用するプログラムの先頭には、ライブラリ関数のヘッダファ

イルをインクルードしてください。ヘッダファイルは専用サイトからダウンロードしてく

ださい。 

プログラム インクルードの必要なヘッダファイル 

CITL 関数を使用するプログラム #include “CITLFunc.h” 

MDR 関数を使用するプログラム #include “MDRFunc.h” 

 

ライブラリ関数用のヘッダファイ

ルをインクルードします。 
 

初期化関数を実行します。 
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【ヘッダファイルのダウンロード先】 

https://www.timesys.com/mitsubishi-CITL-linux-registration/ 

② CITL 関数及び MDR 関数の実行前には、必ず一度だけ以下の初期化関数を実行してくださ

い。関数実行によりシーケンサ CPU 連携に必要なモジュールがメモリ上にロードされます。

関数未実行の場合、専用関数を実行することはできません。 

プログラム 実行の必要な関数 

CITL 関数を使用するプログラム CITLAppInit() 

MDR 関数を使用するプログラム mdrAppInit() 

③ ビルド 

ビルドする場合は、以下のように”/usr/lib/citl”のと”/usr/lib”ライブラリをリンクしてビルド

を実行してください。 

gcc <FILENAME> -Wall -L"/usr/lib/citl" -L”/usr/lib” -lCommManager -lECHLP_PRJ -lECMPL 

-lVxCITLFunc -lVxMDRFunc -lVxMDRFuncW -lVxInteliDed -lVxWorksSysDrv -lVxMRbfOS 

-lVxMRbfDrv -lINFO_PRJ -lCTRL_PRJ -lBASE_PRJ -lTAG_PRJ -lv2lin-0.1 -ldl -lpthread -

lLinuxEmu -lrt -o <OUTFILE> 

<FILENAME> ビルド対象となるソースコード名(***.c, ***.cpp) 

<OUTFILE> 出力対象となる実行ファイル名(拡張子は未指定) 
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5.3   シーケンサ CPU との連携例 

シーケンサ CPU と連携するためのプログラム例を示します。各機能の詳細は「MELSEC iQ-R C 言

語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュアル（応用編）[SH-081564]」の「1.1.プログラ

ム関連機能」を参照願います。 

(1) C 言語インテリジェント機能ユニットへのバッファメモリアクセス 

CITL_ToBuf/CITL_FromBuf 関数を使用して C 言語インテリジェント機能ユニットのバッ

ファメモリにアクセスできます。 

【プログラム例】 

以下の例では、C 言語インテリジェント機能ユニットのバッファメモリアドレス”16384”へ

の値書込みと読出しを行います。 

CITL_Sample.c 

#include <stdio.h> 

#include "CITLFunc.h" 

 

#define TARGET_ADDR 16384 

 

/* Buffer Memory Access */ 

int main(void){ 

 short sRet = 0; 

 unsigned short usDataBuf_W = 0; /* Write Data */ 

 unsigned short usDataBuf_R = 0; /* Read Data */ 

 

 CITLAppInit(); 

  

 /* Write to Buffer Memory */ 

 usDataBuf_W = 0xFFFF; 

 sRet = CITL_ToBuf(TARGET_ADDR, 1, &usDataBuf_W, 0); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("CITL_ToBuf Failed(%d)¥n", sRet); 

  return -1;  

 } 

  

 /* Read from Buffer Memory */ 

 sRet = CITL_FromBuf(TARGET_ADDR, 1, &usDataBuf_R, 1); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("CITL_FromBuf Failed(%d)¥n", sRet); 

  return -1; 

 } 

  

 printf("Buffer data = %d¥n", usDataBuf_R); 

  

 return 0; 

} 

 

  

バッファメモリの値を読み出しま

す。 

バッファメモリに 0xFFFFを書き

込みます。 
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(2) シーケンサ CPU へのデバイスメモリアクセス 

MDR 関数を使用してシーケンサ CPU のデバイスメモリにアクセスできます。 

【プログラム例】 

以下の例では、シーケンサ CPU の D0 デバイスへの値書込みと読出しを行います。 

MDR_Sample.c 

#include <stdio.h> 

#include "MDRFunc.h" 

 

#define COMM_CH   12 /* Communication 

Channel(iQ-R Bus Access) */ 

#define COMM_TIMEOUT 100 /* Communication Timeout */ 

 

int main(void){ 

 short sRet = 0; 

 long lPath = 0; 

 long lSize = 0;  

 short sData_W = 0; 

 short sData_R = 0; 

  

 mdrAppInit(); 

  

 /* Communication Channel Open */ 

 sRet = mdrOpen(COMM_CH, -1, &lPath, COMM_TIMEOUT); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("mdrOpen Failed %d¥n", sRet); 

  return -1; 

 } 

  

 /* Write Data to D0 */ 

 lSize = 2; 

 sData_W = 0xFFFF; 

 sRet = mdrSend(lPath, 4, 0, 0, 0, 0, DevD, 0, &lSize, 

&sData_W); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("mdrSend Failed %d¥n", sRet); 

  mdrClose(lPath); 

  return -1; 

 } 

  

 /* Read Data from D0 */ 

 sRet = mdrReceive(lPath, 4, 0, 0, 0, 0, DevD, 0, &lSize, 

&sData_R); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("mdrReceive Failed %d¥n", sRet); 

  mdrClose(lPath); 

  return -1; 

 } 

  

 printf("D0 = %d¥n", sData_R); 

  

 sRet = mdrClose(lPath); 

 if(sRet != 0){ 

  printf("mdrClose Failed %d¥n", sRet); 

  return -1; 

 } 

  

通信回線（チャネル）のオープ

ン。 
 

D0 へ 0xFFFF を書き込みま

す。 
 

D0の値を読み出します。 

通信回線（チャネル）のクローズ 
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 return 0; 

} 

 

(3) シーケンサ CPU からのユーザプログラム実行 

専用命令(G(P).CEXECUTE)を使用して、CITL_EntryDedicatedInstFunc 関数で登録したルーチ

ン（ユーザプログラム）をシーケンサ CPU から実行することができます。 

【シーケンサ側のプログラム例】 

MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)[SH-081975]の「13 C 言語イ

ンテリジェント機能ユニット用命令」を参照願います。 

【プログラム例】 

以下の例では、シーケンサ CPU の専用命令(G(P).CEXECUTE)実行時に C 言語インテリジェ

ント機能ユニットのバッファメモリアドレス”16384”の値を加算する関数”func”を呼び出し

ます。バッファメモリ値が 3 を超えた場合にはプログラムを終了します。 

CITLDed_Sample.c 

#include <stdio.h> 

#include "CITLFunc.h" 

 

#define TARGET_ADDR 16384 

#define COUNT_MAX 5 

 

 

unsigned short gData = 0; /* Count Data */ 

 

/* Called Function from CPU module */ 

void func(unsigned short* pusReqData, unsigned short* pusReqSize, 

unsigned short* pusAnsData, unsigned short* pusAnsSize){ 

 short sRet = 0; 

  

 sRet = CITL_ToBuf(TARGET_ADDR, 1, &gData, 0); 

 printf("CITL_ToBuf Executed sRet = %d¥n", sRet); 

 gData++; 

  

 return ;  

} 

 

int main(void){ 

 short sRet = 0; 

  

 CITLAppInit(); 

  

 /* Entry function */ 

 sRet = 

CITL_EntryDedicatedInstFunc((CITL_CEXECUTEFUNCPTR)func); 

 printf("CITL_EntryDedicatedInstFunc Executed sRet 

= %d¥n", sRet); 

 if(sRet != 0){ 

  return -1; 

 } 

  

 /* if gData exceeds COUNT_MAX, this program is finished. 

*/ 

 while(1){ 

  if(gData > COUNT_MAX){ 

シーケンサ CPU の専用命令

(G(P).CEXECUTE)実行時に

ルーチン”func”が実行されま

す。 

ルーチン”func”を登録 
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   break;  

  } 

 } 

 return 0; 

 

}  

 

[ポイント] 

Linux では CITL_EntryDedicatedInstFunc 関数を実行後にユーザプログラムを

終了した場合、登録したルーチンは実行されません。登録するルーチンを継続して実

行したい場合は、CITL_EntryDedicatedInstFunc関数実行後にユーザプログラム

が終了しないよう待機処理を入れてください。 

 

 

  

待機処理を追加し、プログラム

を終了しないようにしてください 
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6. プログラムの開発(Python) 

6.1   開発環境のセットアップ 

(1) 開発環境は Linux イメージにセットアップ済みです。以下のコマンドでセットアップ

済みの Python バージョンを確認できます。 

(Debian stretch のイメージを使用している場合) 

(Debian Buster のイメージを使用している場合) 

 

6.2   Python プログラムの実行 

(1) Windows PC 上のテキストエディタで以下のプログラムを作成し、”Helloworld.py”で保

存してください。 

Helloworld.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import pdb 

 

def main(): 

 

    #pdb.settrace() 

    print("Hello World!\n") 

    for i in range(10): 

        print("i={}".format(i)) 

     

    return 

     

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

 

(2) SFTP クライアントを起動して、”Helloworld.py”を C 言語インテリジェント機能ユニッ

トの”/root”にコピーします。 

root@rd55up06-v:~# python3 -–version 

Python 3.5.3 

 

root@rd55up06-v:~# python3 -–version 

Python 3.7.3 
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(3) 以下のコマンドでプログラムを実行します。 

(Debian stretch のイメージを使用している場合) 

(Debian stretch のイメージを使用している場合) 

 

【実行結果】 

 
 

6.3   Python プログラムのデバッグ 

(1) デバッグを行う場合は pdb.set_trace()をコメントアウトします。Pdb モジュールをイン

ポートし、ステップ実行を開始したい場所に pdb.set_trace()を追加することで、ステッ

プ実行が可能となります。 

Helloworld.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import pdb 

 

def main(): 

 

    pdb.set_trace() 

    print("Hello World!\n") 

    for i in range(10):  

デバッグのために pdbをイン

ポート 

ステップ実行を開始したい場

所に pdb.set_trace()を追

加 

root@rd55up06-v:~# python3 Helloworld.py Python 3.5.3 

 

root@rd55up06-v:~# python3 Helloworld.py  

Hello World! 

 

i=0 

i=1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

i=6 

i=7 

i=8 

i=9 

root@rd55up06-v:~# python3 Helloworld.py Python 3.7.3 
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        print("i={}".format(i)) 

     

    return 

     

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

 

(2) Python プログラムを実行すると、pdb.set_trace()を追加した箇所で停止します。 

 

 

 

 

 

(3) “n”コマンドで次の行を実行できます。 

 

 

 

 

(4) “c”コマンドで次のブレークポイントまで実行できます。 

 
  

root@rd55up06-v:~# python3 Helloworld.py  

> /root/Helloworld.py(8)main() 

-> print("Hello World!¥n") 

(Pdb) --KeyboardInterrupt-- 

> /root/Helloworld.py(8)main() 

-> print("Hello World!¥n") 

 (Pdb) n 

Hello World! 

 

> /root/Helloworld.py(9)main() 

-> for i in range(10): 

(Pdb) n 

> /root/Helloworld.py(10)main() 

-> print("i={}".format(i)) 

(Pdb) n 

i=0 

> /root/Helloworld.py(9)main() 

-> for i in range(10): 

(Pdb)  

> /root/Helloworld.py(9)main() 

-> for i in range(10): 

(Pdb) c 

i=1 

i=2 

i=3 

i=4 

i=5 

i=6 

i=7 

i=8 

i=9 
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7. CPU ユニットとの連携(Python) 

7.1   専用関数 

CPU ユニットと連携する手段として、”C 言語インテリジェント機能ユニット専用関数(以降、

CITL 関数)”と”MELSEC iQ-R シリーズ通信関数(以降、MDR 関数)”の 2 つの専用関数が用意さ

れています。 

仕様は C 言語と同じです。Linux で使用可能な関数は付録 2 を参照してください。 

 

7.2   シーケンサ CPU 連携用プログラムの作成 

(1) プログラムの作成 

CITLFunc_Sample.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import time 

 

from CITL_LinuxPy import * 

 

# Buffer Memory Access 

def main(): 

    # Init CITL Function 

    CITLAppInit() 

 

    ulTargetAddr = 16284 

    usDataBuf_W = [0xFFFF] 

 

    # Write to Buffer Memory 

    sRet = CITL_ToBuf(ulTargetAddr, 1, usDataBuf_W, 0) 

    if sRet != 0: 

        print("CITL_ToBuf Failed({})\n".format(sRet)) 

        return -1 

 

    # Read from Buffer Memory 

    usDataBuf_R = [] 

    sRet = CITL_FromBuf(ulTargetAddr, 1, usDataBuf_R, 1) 

    if sRet != 0: 

        print("CITL_FromBuf Failed({})\n".format(sRet)) 

        return -1 

 

    print("Buffer data = {}\n".format(usDataBuf_R)) 

    return 0 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

 

  

ライブラリ関数用モジュール

をインポートしてください。 

初期化関数を実行してくださ

い。 
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① CITL 関数及び MDR 関数を使用するプログラムの先頭には、ライブラリ関数のモ

ジュールをインポートしてください。 

 

プログラム インポートの必要なモジュール 

CITL 関数を使用するプログラム from CITL_LinuxPy import * 

MDR 関数を使用するプログラム 

 

② CITL 関数及び MDR 関数の実行前には、必ず一度だけ以下の初期化関数を実行して

ください。関数実行によりシーケンサ CPU 連携に必要なモジュールがメモリ上に

ロードされます。関数未実行の場合、専用関数を実行することはできません。 

プログラム 実行の必要な関数 

CITL 関数を使用するプログラム CITLAppInit() 

MDR 関数を使用するプログラム mdrAppInit() 
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7.3   シーケンサ CPU との連携例 

シーケンサ CPU と連携するためのプログラム例を示します。各機能の詳細は「MELSEC iQ-R C 言

語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュアル（応用編）[SH-081564]」の「1.1.プログラ

ム関連機能」を参照願います。 

 

(1) C 言語インテリジェント機能ユニットへのバッファメモリアクセス 

CITL_ToBuf/CITL_FromBuf 関数を使用して C 言語インテリジェント機能ユニットの

バッファメモリにアクセスできます。 

【プログラム例】 

以下の例では、C 言語インテリジェント機能ユニットのバッファメモリアドレス”16384”

への値書込みと読出しを行います。 

CITLFunc_Sample.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import time 

 

from CITL_LinuxPy import * 

 

# Buffer Memory Access 

def main(): 

    # Init CITL Function 

    CITLAppInit() 

 

    ulTargetAddr = 16284 

    usDataBuf_W = [0xFFFF] 

 

    # Write to Buffer Memory 

    sRet = CITL_ToBuf(ulTargetAddr, 1, usDataBuf_W, 0) 

    if sRet != 0: 

        print("CITL_ToBuf Failed({})\n".format(sRet)) 

        return -1 

 

    # Read from Buffer Memory 

    usDataBuf_R = [] 

    sRet = CITL_FromBuf(ulTargetAddr, 1, usDataBuf_R, 1) 

    if sRet != 0: 

        print("CITL_FromBuf Failed({})\n".format(sRet)) 

        return -1 

 

    print("Buffer data = {}\n".format(usDataBuf_R)) 

    return 0 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 

 

 

 
  

バッファメモリの値を読み出しま

す。 

バッファメモリに 0xFFFFを書

き込みます。 
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(2) シーケンサ CPU へのデバイスメモリアクセス 

MDR 関数を使用してシーケンサ CPU のデバイスメモリにアクセスできます。 

【プログラム例】 

以下の例では、シーケンサ CPU の D0 デバイスへの値書込みと読出しを行います。 

MDRFunc_Sample.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import time 

 

from CITL_LinuxPy import * 

 

 

def main(): 

    lPath = [] 

 

    # Init MDR Function 

    mdrAppInit() 

 

    # Communication Channel Open 

    sCommCh = 12 

    lCommTimeout = 100 

    sRet = mdrOpen(sCommCh, -1, lPath, lCommTimeout) 

    if sRet != 0: 

        print("mdrOpen Failed {}\n".format(sRet))  

        return -1 

 

    # Write Data to D0 

    lSize = [2] 

    sData_W = [0xFFFF] 

    DevD = 13 

    sRet = mdrSend(lPath[0], 4, 0, 0, 0, 0, DevD, 0, lSize, sData_W) 

    if sRet != 0: 

        print("mdrSend Failed {}\n".format(sRet))  

        return -1 

         

    # Read Data from D0 

    lSize = [2] 

    sData_R = [] 

    sRet = mdrReceive(lPath[0], 4, 0, 0, 0, 0, DevD, 0, lSize, sData_R) 

    if sRet != 0: 

        print("mdrReceive Failed {}\n".format(sRet)) 

        return -1 

     

    print("D0 = {}\n".format(sData_R)) 

 

    # Close Channel 

    sRet = mdrClose(lPath[0]) 

    if sRet != 0: 

        print("mdrClose Failed {}\n".format(sRet)) 

        return -1 

通信回線（チャネル）のオープ

ン。 
 

D0へ 0xFFFFを書き込みま

す。 
 

D0の値を読み出します。 

通信回線（チャネル）のクローズ 
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    return 0 

 

 

if __name__ == '__main__': 

    main() 
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(3) シーケンサ CPU からのユーザプログラム実行 

専用命令(G(P).CEXECUTE)を使用して、CITL_EntryDedicatedInstFunc 関数で登録した

ルーチン（ユーザプログラム）をシーケンサ CPU から実行することができます。 

 

【シーケンサ側のプログラム例】 

MELSEC iQ-R プログラミングマニュアル(ユニット専用命令編)[SH-081975]の「13 C 言

語インテリジェント機能ユニット用命令」を参照願います。 

 

【プログラム例】 

以下の例では、シーケンサ CPU の専用命令(G(P).CEXECUTE)実行時に C 言語インテリ

ジェント機能ユニットのバッファメモリアドレス”16384”の値を加算する関数”func”を

呼び出します。バッファメモリ値が 5 を超えた場合にはプログラムを終了します。 

CITLDed_Sample.py 

#!/usr/bin/env python3 

import sys 

import time 

 

from CITL_LinuxPy import * 

 

# Global Counter 

gusDataBuf_W =[0] 

 

# Called Function from CPU module 

def func(pusReqData, pusReqSize, pusAnsData, pusAnsSize):  

 

    ulTargetAddr = 16284 

    sRet = CITL_ToBuf(ulTargetAddr, 1, gusDataBuf_W, 0) 

    print("CITL_ToBuf Executed sRet ={}\n".format(sRet)); 

    gusDataBuf_W[0]+=1 

 

    return 

 

 

 

def main(): 

    CountMax = 5 

     

    # Init CITL Function 

    CITLAppInit() 

 

    # Entry function 

    sRet = CITL_EntryDedicatedInstFunc(func) 

 

    # If gusDataBuf_W[0] exceeds CountMax, this program is finished 

    while(1): 

        if gusDataBuf_W[0] > CountMax: 

            break 

        time.sleep(1) 

 

    return 

シーケンサ CPUの専用命令

(G(P).CEXECUTE)実行時に

ルーチン”func”が実行されま

す。 

ルーチン”func”を登録 

待機処理を追加し、プログラム

を終了しないようにしてください 
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if __name__ == '__main__': 

    main() 
 
 

[ポイント] 

Linux では CITL_EntryDedicatedInstFunc 関数を実行後にユーザプログラムを終了した

場合、登録したルーチンは実行されません。登録するルーチンを継続して実行したい

場合は、CITL_EntryDedicatedInstFunc 関数実行後にユーザプログラムが終了しないよ

う待機処理を入れてください。 
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8. 注意事項 

8.1   オープンソースライセンスについて 

Linux で利用可能なソフトウェアコンポーネントの多くはオープンソースソフトウェアとなります。利用時には

各ソフトウェアのライセンスを理解の上、ご利用願います。特に GPL(GNU Public License)のソフトウェアの

場合に、利用形態によってはソースコードの公開義務が発生する場合がございます。 

 

8.2   使用許諾について 

本 Linux イメージは、ダウンロード時に表示される EULA(End Users License Agreement)を一読いただき、承

諾いただいた場合のみ利用が可能となります。 
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Appendix A 機能一覧 

C 言語インテリジェント機能ユニット(RD55UP06-V/RD55UP12-V)にて Linux を起動した場合に使用で

きる機能を以下に示します。 

各機能の詳細は「MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュアル（応用編）

[SH-081564]」を参照してください。 

機能  対応 補足 

プログラム関連

機能 

デバイスアクセス機能 ○  

ラベル交信機能 ×  

CPU ユニットからのユーザプログラム実行

機能 

○  

CPU ユニットへの割込み機能 ×  

データ解析機能 ◎ Python で対応 

CPU ユニットからのデータ解析・統計解析実

行機能 

× CPU ユニットから FB・専用

命令を実行すると 2802 エ

ラーとなります。 

Ethernet 通信機能 FTP 機能 ◎ SFTP で対応 

Telnet 機能 ◎ SSH で対応 

RAS 機能 プログラム監視(WDT)機能 ×  

エラー履歴機能 ○  

イベント履歴機能 ○  

自己診断機能 × VxWorks を起動して対応 

初期化機能 ◎ SD メモリカードイメージ

の再書込みで対応 

セキュリティ機

能 

個体情報読出し機能 ◎ MAC アドレスで対応 

ファイルアクセス制限機能 ◎ Linux の標準機能で対応 

サービス・アカウント設定機能 ◎ Linux の標準機能で対応 

IP フィルタ機能 ◎ iptables で対応 

時刻同期機能 ○  

収集機能 ×  

オンラインユニット交換機能 × Linux は SD メモリカード装

着必須のため、オンライン

交換は未対応。 

ファームウェアアップデート機能 ◎ SD メモリカードイメージ

の更新で対応 

◎：Linux や OSS の優れた機能で対応可能 ○：VxWorks 同等の機能あり ×：機能なし 
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Appendix B 関数一覧 

C 言語インテリジェント機能ユニット(RD55UP06-V/RD55UP12-V)にて Linux を起動した場合に使用で

きる関数を以下に示します。 

各関数の仕様は「MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニット プログラミングマニュアル[SH-

081565]」を参照願います。 

 

(1) C 言語インテリジェント機能ユニット専用関数 

関数名 対応 関数名 対応 

CITLAppInit ● CITL_SetCollectData × 

CITL_ChangeFileSecurity × CITL_SetLEDStatus ○ 

CITL_ClearError ○ CITL_SetSyncTimeStatus × 

CITL_DisableYInt × CITL_ShutdownRom × 

CITL_EnableYInt × CITL_StartCollectData × 

CITL_EntryDedicatedInstFunc ○ CITL_StartWDT × 

CITL_EntryTimerEvent × CITL_StopCollectData × 

CITL_EntryWDTInt × CITL_StopWDT × 

CITL_EntryYInt × CITL_SyncTime × 

CITL_FromBuf ○ CITL_SysClkRateGet × 

CITL_GetCollectData × CITL_SysClkRateSet × 

CITL_GetCounterMicros × CITL_ToBuf ○ 

CITL_GetCounterMillis × CITL_UnmountMemoryCard × 

CITL_GetErrInfo ○ CITL_WaitCollectDataRecvEvent × 

CITL_GetFileSecurity × CITL_WaitSwitchEvent × 

CITL_GetIDInfo ○ CITL_WaitTimerEvent × 

CITL_GetLEDStatus ○ CITL_WaitYEvent × 

CITL_GetSerialNo ○ CITL_X_In_Bit ○ 

CITL_GetSwitchStatus × CITL_X_In_Word ○ 

CITL_GetTime × CITL_X_Out_Bit ○ 

CITL_GetUnitStatus × CITL_X_Out_Word ○ 

CITL_MountMemoryCard × CITL_Y_In_Bit ○ 

CITL_RegistEventLog ○ CITL_Y_In_Word ○ 

CITL_ResetWDT × － － 

●新規対応 ○対応 ×未対応 

 

(2) ISR 用 C 言語インテリジェント機能ユニット専用関数 

Linux では使用できません。 

 

(3) MELSEC iQ-R シリーズ通信関数 

関数名 対応 関数名 対応 

mdrAppInit ● mdrRandR ○ 

mdrClose ○ mdrRandRLabel × 

mdrControl × mdrRandW ○ 

mdrDevRst ○ mdrRandWLabel × 

mdrDevSet ○ mdrReceive ○ 

mdrGetLabelInfo × mdrSend ○ 

mdrInit ○ mdrTypeRead ○ 

mdrOpen ○ － － 

●新規対応 ○対応 ×未対応 

 

 

(4) データ解析関数 

Linux では使用できません。 
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(5) 統計解析関数 

Linux では使用できません。  
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Appendix C 新規関数仕様 

(1) CITLAppInit 関数 

 

CITLAppInit                                    

CITL 関数の実行に必要なモジュールのロードと初期化を行います。 

■形式 

short CITLAppInit(void) 

■引数 

  なし 

■説明 

・CITL 関数の実行に必要なモジュールのロードと初期化を行います。 

・モジュールのロードと初期化が完了するまで本関数は終了しません。 

■戻り値 

戻り値 内容 

0(0000H) 正常終了 

0(0000H)以外 異常終了 

 

(2) mdrAppInit 関数 

 

mdrAppInit                                    

MDR 関数の実行に必要なモジュールのロードと初期化を行います。 

■形式 

short mdrAppInit(void) 

■引数 

  なし 

■説明 

・mdr 関数の実行に必要なモジュールのロードと初期化を行います。 

・モジュールのロードと初期化が完了するまで本関数は終了しません。 

■戻り値 

戻り値 内容 

0(0000H) 正常終了 

0(0000H)以外 異常終了 
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Appendix D アクセス可能範囲 

C 言語インテリジェント機能ユニット(RD55UP06-V/RD55UP12-V)の管理 CPU にアクセスできます。 

詳細は「MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットプログラミングマニュアル[SH-081565]」

の「1.3 章アクセス範囲」を参照してください。 
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Appendix E 入出力信号 

C 言語インテリジェント機能ユニット(RD55UP06-V/RD55UP12-V)にて Linux を起動した場合に使用可

能な XY 信号を以下に示します。 

各入出力信号の詳細は「MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュアル（応

用編）[SH-081564]」を参照ください。 

 

(1) 入力信号 

デバイス No. 信号名称 対応 

X0 ユニット READY※ ○ 

X1 SD メモリカード装着状態 ○ 

X2 標準 ROM シャットダウン状態 × 

X3 ユーザスクリプト実行状態 × 

XF ERR LED 状態 ○ 

X10 ユーザ使用可能エリア 0 ○ 

X11 ユーザ使用可能エリア 1 ○ 

X12 ユーザ使用可能エリア 2 ○ 

X13 ユーザ使用可能エリア 3 ○ 

X14 ユーザ使用可能エリア 4 ○ 

X15 ユーザ使用可能エリア 5 ○ 

X16 ユーザ使用可能エリア 6 ○ 

X17 ユーザ使用可能エリア 7 ○ 

X18 ユーザ使用可能エリア 8 ○ 

X19 ユーザ使用可能エリア 9 ○ 

X1A ユーザ使用可能エリア 10 ○ 

X1B ユーザ使用可能エリア 11 ○ 

X1C ユーザ使用可能エリア 12 ○ 

X1D ユーザ使用可能エリア 13 ○ 

X1E ユーザ使用可能エリア 14 ○ 

X1F ユーザ使用可能エリア 15 ○ 

○：使用可能 ×：使用不可 

※Linux をシャットダウンした場合にも OFF となります。 
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(2) 出力信号 

デバイス No. 信号名称 対応 

YF エラークリア要求 ○ 

Y10 ユーザ使用可能エリア 0 ○ 

Y11 ユーザ使用可能エリア 1 ○ 

Y12 ユーザ使用可能エリア 2 ○ 

Y13 ユーザ使用可能エリア 3 ○ 

Y14 ユーザ使用可能エリア 4 ○ 

Y15 ユーザ使用可能エリア 5 ○ 

Y16 ユーザ使用可能エリア 6 ○ 

Y17 ユーザ使用可能エリア 7 ○ 

Y18 ユーザ使用可能エリア 8 ○ 

Y19 ユーザ使用可能エリア 9 ○ 

Y1A ユーザ使用可能エリア 10 ○ 

Y1B ユーザ使用可能エリア 11 ○ 

Y1C ユーザ使用可能エリア 12 ○ 

Y1D ユーザ使用可能エリア 13 ○ 

Y1E ユーザ使用可能エリア 14 ○ 

Y1F ユーザ使用可能エリア 15 ○ 

○：使用可能 ×：使用不可 
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Appendix F バッファメモリ 

C 言語インテリジェント機能ユニットにて Linux を起動した場合に使用可能なバッファメモリを以下

に示します。 

各バッファメモリの詳細は「MELSEC iQ-R C 言語インテリジェント機能ユニットユーザーズマニュア

ル（応用編）[SH-081564]」を参照ください。 

(1) RD55UP06-V の場合 

アドレス 10 進(16 進) 用途 名称 対応 

0 (0H) ユニット状態エリア RUN LED 状態 ○ 

1 (1H) ERR LED 状態 ○ 

2 (2H) CARD RDY LED 状態 ○ 

3 (3H) USER LED 状態 ○ 

4～19 (4H～13H) システムエリア ○ 

20 (14H) ユニット動作状態 ○ 

21～46 (15H～2EH) システムエリア ○ 

47～54 (2FH～36H) CH1 用ネットワーク接続状

態エリア 

IP アドレス(文字列表記) ○ 

55～56 (37H～38H) IP アドレス ○ 

57～58 (39H～3AH) サブネットマスク ○ 

59～60 (3BH～3CH) デフォルトゲートウェイ ○ 

61～69(3DH～45H) システムエリア ○ 

70 CH1 用共通設定状態エリア CH1 の使用有無 × 

71～72 (47H～48H) IP アドレス × 

73～74 (49H～4AH) サブネットマスク × 

75～76 (4BH～4CH) デフォルトゲートウェイ × 

77～80(4DH～50H) システムエリア ○ 

81～88(51H～58H) CH2 用ネットワーク接続状

態エリア 

IP アドレス(文字列表記) × 

89～90(59H～5AH) IP アドレス × 

91～92(5BH～5CH) サブネットマスク × 

93～94(5DH～5EH) デフォルトゲートウェイ × 

95～103(5FH～67H) システムエリア ○ 

104(68H) CH2 用共通設定状態エリア CH2 の使用有無 × 

105～106(69H～6AH) IP アドレス × 

107～108(6BH～6CH) サブネットマスク × 

109～110(6DH～6EH) デフォルトゲートウェイ × 

111～139(6FH～8BH) システムエリア ○ 

140 (8CH) 現在エラーエリア エラーコード ○ 

141 (8DH) システムエリア ○ 

142～147 (8EH～93H) 時刻 ○ 

148～149 (94H～95H) システムエリア ○ 

150 (96H) エラーログエリア エラー発生回数 ○ 

151 (97H) エラーログ書込みポインタ ○ 

152  (98H) エラーログエリア 1 ○ 

153 (99H) ○ 

154～159 (9AH～9FH) ○ 

160～161 (A0H～A1H) ○ 

162～311 (A2H～137H) エラーログ 2～16 ○ 

312～799 (138H～31FH) システムエリア ○ 

600 起動中の OS 

(0:VxWorks, 1:RD55UP06-V 用 Debian Linux, 2:RD55UP12-V 用
Debian Linux) 

● 
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601 Linux イメージ メジャーバージョン      例：Ver.1.11.01 の場合 1 ● 

602 Linux イメージ マイナーバージョン(1)   例：Ver.1.11.01 の場合 11 ● 

603 Linux イメージ マイナーバージョン(2)   例：Ver.1.11.01 の場合 1 ● 

800 (320H) データ収集状態エリア データ欠測状態 × 

801 (321H) データ収集状態 × 

802～803 (322H～323H) システムエリア ○ 

900 (384H) ファームウェアアップデート

履歴格納エリア 

ファームウェアアップデート異常終了発

生有無 

× 

901～909 (385H～38DH) システムエリア × 

910 (38EH) 最新のファームウェアアップデート情報 × 

911 (38FH) × 

912 (390H) × 

913 (391H) × 

914 (392H) × 

915 (393H) × 

916 (394H) × 

917 (395H) × 

918 (396H) × 

919 (397H) 最新のファームウェアアップデート結果 × 

920 (398H) × 

921 (399H) ファームウェアアップデート

履歴格納エリア 

前回のファームウェアアップデート情報 × 

922 (39AH) × 

923 (39BH) × 

924 (39CH) × 

925 (39DH) × 

926 (39EH) × 

927 (39FH) × 

928 (3A0H) × 

929 (3A1H) × 

930 (3A2H) 前回のファームウェアアップデート結果 × 

931 (3A3H) × 

932～16383 

(3A4H～3FFFH) 

システムエリア ○ 

16384～2097151 

(4000H～1FFFFFH) 

ユーザエリア ○ 

○：使用可能 ●：新規追加 ×：使用不可 
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(2) RD55UP12-V の場合 

アドレス 10 進(16 進) 用途 名称 対応 

0 (0H) ユニット状態エリア RUN LED 状態 ○ 

1 (1H) ERR LED 状態 ○ 

2 (2H) CARD RDY LED 状態 ○ 

3 (3H) USER LED 状態 ○ 

4～19 (4H～13H) システムエリア ○ 

20 (14H) ユニット動作状態 ○ 

21～46 (15H～2EH) システムエリア ○ 

47～54 (2FH～36H) CH1 用ネットワーク接続状

態エリア 

IP アドレス(文字列表記) ○ 

55～56 (37H～38H) IP アドレス ○ 

57～58 (39H～3AH) サブネットマスク ○ 

59～60 (3BH～3CH) デフォルトゲートウェイ ○ 

61～69 (3DH～45H) システムエリア ○ 

70 (46H) CH1 用共通設定状態エリア CH1 の使用有無 × 

71～72 (47H～48H) IP アドレス × 

73～74 (49H～4AH) サブネットマスク × 

75～76 (4BH～4CH) デフォルトゲートウェイ × 

77～80 (4DH～50H) システムエリア  ○ 

81～88 (51H～58H) CH2 用ネットワーク接続状

態エリア 

IP アドレス(文字列表記) ○ 

89～90 (59H～5AH) IP アドレス ○ 

91～92 (5BH～5CH) サブネットマスク ○ 

93～94 (5DH～5EH) デフォルトゲートウェイ ○ 

104 (68H) CH2 用共通設定状態エリア CH2 の使用有無 × 

105～106 (69H～6AH) IP アドレス × 

107～108 (6BH～6CH) サブネットマスク × 

109～110 (6DH～6EH) デフォルトゲートウェイ × 

111～139 (6FH～8BH) システムエリア ○ 

140 (8CH) 現在エラーエリア エラーコード ○ 

141 (8DH) システムエリア ○ 

142～147 (8EH～93H) 時刻 ○ 

148～149 (94H～95H) システムエリア ○ 

150 (96H) エラーログエリア エラー発生回数 ○ 

151 (97H) エラーログ書込みポインタ ○ 

152  (98H) エラーログエリア 1 ○ 

153 (99H) ○ 

154～159 (9AH～9FH) ○ 

160～161 (A0H～A1H) ○ 

162～311 (A2H～137H) エラーログ 2～16 ○ 

312～799 (138H～31FH) システムエリア ○ 

600 起動中の OS 

(0:VxWorks, 1:RD55UP06-V 用 Debian Linux, 2:RD55UP12-V 用
Debian Linux) 

● 

601 Linux イメージ メジャーバージョン      例：Ver.1.11.01 の場合 1 ● 

602 Linux イメージ マイナーバージョン(1)   例：Ver.1.11.01 の場合 11 ● 

603 Linux イメージ マイナーバージョン(2)   例：Ver.1.11.01 の場合 1 ● 

800 (320H) データ収集状態エリア データ欠測状態 × 

801 (321H) データ収集状態 × 

802～803 (322H～323H) システムエリア ○ 

900 (384H) ファームウェアアップデート

履歴格納エリア 

ファームウェアアップデート異常終了発

生有無 

× 

901～909 (385H～38DH) システムエリア × 
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910 (38EH) 最新のファームウェアアップデート情報 × 

911 (38FH) × 

912 (390H) × 

913 (391H) × 

914 (392H) × 

915 (393H) × 

916 (394H) × 

917 (395H) × 

918 (396H) × 

919 (397H) 最新のファームウェアアップデート結果 × 

920 (398H) × 

921 (399H) ファームウェアアップデート

履歴格納エリア 

前回のファームウェアアップデート情報 × 

922 (39AH) × 

923 (39BH) × 

924 (39CH) × 

925 (39DH) × 

926 (39EH) × 

927 (39FH) × 

928 (3A0H) × 

929 (3A1H) × 

930 (3A2H) 前回のファームウェアアップデート結果 × 

931 (3A3H) × 

932～16383 

(3A4H～3FFFH) 

システムエリア ○ 

16384～2097151 

(4000H～1FFFFFH) 

ユーザエリア ○ 

○：使用可能 ●：新規追加 ×：使用不可 
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Appendix G 使用可能な SD メモリカード 

SD メモリカードは 4GB 以上の三菱電機製 SD メモリカードを使用してください。 

品名 内容 

NZ1MEM-4GBSD SD メモリカード(4GB) 

NZ1MEM-8GBSD SD メモリカード(8GB) 

NZ1MEM-16GBSD SD メモリカード(16GB) 

 
 

 
 
 


