Modbus/TCP マスタ&スレーブ プロトコルドライバ

RSI-MODBUS
⚫ INtime®に導入できる Modbus/TCP プロトコルドライバ
⚫ PC 標準 Ethernet ポートを介して通信
⚫ Modbus/TCP 対応機器同士をメーカ問わずに相互接続
⚫ Modbus/TCP マスタ機能＆スレーブ機能の両対応
Modbus/TCP マスタ機能

Modbus/TCP スレーブ機能

INtime® C/C++ ア プ リ ケ ー シ ョ ン か ら 、 複 数 の 外 部
Modbus/TCP スレーブユニットに対するリード/ライトアク
セスを可能とします。アプリケーションは Modbus/TCP マス
タ API を使ったプログラミングで目的の外部スレーブユニッ
トに接続後、リード/ライトを要求できます。

外部 Modbus/TCP マスタ装置のリード/ライトアクセスに応
じることを可能とします。バックグラウンド動作するスレー
ブサービス RSL モジュールが外部マスタ装置からのリード/
ライト要求を解釈してアプリケーションメモリ領域の書換え
/取得返却を自動処理するのでプログラミングは不要です。

図１ Modbus/TCP マスタ機能構成

図 2 Modbus/TCP スレーブ機能構成
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スレーブサービス RSL 機能
Modbus/TCP スレーブ機能の使用時はスレーブサービス RSL
ファイルを使用します。

Modbus/TCP アプリケーション I/F
INtime® C/C++アプリケーションから Modbus/TCP マスタ機
能を利用する場合やスレーブサービス RSL 機能用メモリ空間への

スレーブサービス RSL 機能は、Modbus/TCP スレーブの仮想
Modbus バッファメモリとして INtime のメモリ空間を使用し、
Modbus/TCP マスタ装置からのデータ読込・書込要求に対応し
ています。この INtime メモリ空間を使用した INtime® C/C++

アクセスを行う場合は API 関数を組み込んで使用します。
表１ Modbus/TCP API 一覧(一部抜粋)
マスタ機能用

MBInit

マスタ機能を初期化

MBOpen

指定スレーブとの接続をオープン

アプリケーションを作成する場合は、スレーブ用 API 関数を組み

MBClose

指定スレーブとの接続をクローズ

込んで使用します。

MBReadCoil

コイルの状態(ON/OFF)を読み出し

MBReadInput

入力の状態(ON/OFF)を読み出し

MBReadHoldRegister

保持レジスタの値を読み出し

MBReadInputRegister

入力レジスタの値を読み出し

MBWriteCoil

コイルに状態(ON/OFF)を書き込み

MBWriteRegister

保持レジスタに値を書き込み

MBWriteCoils

複数コイルに状態(ON/OFF)を書き込み

MBWriteRegisters

複数保持レジスタに値を書き込み

オートリフレッシュ I/O サービス機能
接続 Modbus 機器に対し I/O アドレスマッピングを作成し、自
動的に入出力実行を行うサービスです。入出力更新周期は接続
する機器毎に設定します。

スレーブ共有メモリアクセス用

MBSOpen

スレーブ用共有メモリとの接続を確立

MBSClose

スレーブ共有メモリとの接続を切断

対し同期的にデータ取得、更新を行うのに対し、オートリフレッシュ

MBSReadCoil

スレーブ用共有メモリのコイル読出し

MBSReadRegister

スレーブ用共有メモリの保持レジスタ読出し

I/O サービス機能は接続機器と非同期的に I/O 情報更新を行い、

MBSWriteCoil

スレーブ用共有メモリのコイルへ書込み

各機器の I/O データを格納するメモリアドレス空間を提供します。

MBSWriteRegister

スレーブ用共有メモリのレジスタへ書込み

MBSWriteCoils

スレーブ用共有メモリの複数コイル書込み

MBSWriteRegisters

スレーブ用共有メモリの複数レジスタ書込み

RSI-MODBUS マスタ機能 API では、接続 Modbus 機器に

図 3 オートリフレッシュ I/O サービス機能

RSI-MODBUS 製品仕様
プラットフォーム

PC/AT 互換機

CPU

Intel® Core , Atom , Xeon

ネットワークアダプタ

標準 LAN または増設 LAN カード
下記の URL をご参照ください。
https://www.mnc.co.jp/INtime/i_NIClist.htm

Windows

Windows 7 , Windows 8/8.1
Windows 10 , それぞれ 32/64 ビット

INtime

オートリフレッシュコンフィグレータ

INtime® for Windows version 5.2 以上
INtime® dRTOS (計画中)

開発環境

Microsoft Visual Studio
2008/2010/2012/2015/2017/2019

Modbus 接続機器情報と

最大接続数

64 コネクション

共に参照するレジスタ情
報を定義し、仮想的なメモ

通信ポート番号範囲

デフォルト:502(1～65535)

MODBUS コマンド

01:ReadCoils
02:Read discrete inputs
03:Read holding registers
04:Read input resisters
05:Write single coil
06:Write single holding resister
15:WriteCoils
16:WriteRegisters
100ms/API (参考値)

リアドレスにマップしま
す。オートリフレッシュ
I/O サービスは設定、定義
により接続機器の I/O 情
報を更新します。

処理性能

※Core i5-8500 3.00GHz テスト機より WAGO 750®モジュールに対する 10 ワード
読込(MBReadHoldRegister)の平均応答時間

製品付属品

セットアップ CD-ROM 1 枚
収録内容：開発ライブラリ、実行バイナリ、取扱説明書など
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