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•すべてのTeracomセンサーの1-Wireサポート。

•アナログ⼊⼒の設定可能な乗数、オフセット、および⼨法。

監視対象のすべてのパラメータとリレーのステータスは、組み込みデータロガーに定期的に保存できます。あらゆる警報状態の記録を整
理することも可能です。

•HTTPAPIコマンド。

•スタンドアロンのデータロガー

•環境の監視と制御

アナログ⼊⼒の2つは、電流ループ（0〜20mA）または電圧モードのいずれかで切り替えることができます。リレーは、リモート（SMSまた
はHTTP��APIコマンドを介して）またはローカルで（監視対象パラメーターのステータスから）アクティブ化できます。

•0〜10VDC範囲の最⼤4つのアナログ⼊⼒。

•XMLまたはJSONファイルの現在のステータスをリモートサーバーに定期的にHTTP�/��HTTPS投稿します。

•USB、SMS、およびHTTPAPIを介したセットアップ。

•最⼤5つの番号のSMSアラームアラート。

•SCADAシステム

TCG140-4は、4G��LTECat.1ユニバーサルI�/��Oモジュールです。��3Gおよび2Gワイヤレス通信もサポートし、LTE-FDD、DC-HSDPA、HSPA��
+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、EDGE、およびGPRSネットワークでのデータ接続を提供します。

•マルチバンド接続。

•MODBUSRTUセンサーのサポート。

ユニバーサルI�/��Oモジュールは、M2M通信を容易にするHTTPAPIをサポートしています。デバイスは、定期的にHTTP�/��HTTPSPostを
XML�/��JSONステータスファイルとともにリモートサーバーに送信します。答えとして、サーバーはリレーのアクティブ化または設定の変更
のためのコマンドを送信できます。

•NOおよびNC接点を備えた4つのリレー。

•USBまたはインターネットを介したファームウェアの更新。

TCG140-4は、Teracomのすべてのデジタルセンサーをサポートしています。

•最⼤2つの電流ループ（4-20mA）⼊⼒。

•最⼤5⼈の電⼦メール受信者に対する電⼦メールアラームアラート。

TCG140-4はSCADAシステムに簡単に統合できます。定期的なHTTP�/��HTTPS��Postは、クライアントサーバープラットフ
ォームに適しています。

•CSV形式のロガーデータを使⽤した定期的なHTTP�/��HTTPSPOSTをリモートサーバーに送信します。

このデバイスは、最短1分の記録時間で標準のデータロガーとして使⽤できます。ログに記録されたデータは、CSVファイル
として専⽤サーバーに定期的にアップロードできます。

このデバイスには、2つのデジタル⼊⼒、4つのアナログ⼊⼒、外部センサー⽤のデジタルインターフェイス、および4つのリレーがあります。

•最⼤70000レコードのデータロガー。

•MQTT3.1.1のサポート。

TCG140-4は、産業⽤⾃動化、データ取得システム、環境モニタリング、電気的および⾮電気的パラメータのローカル制御、ビルディン
グオートメーションなどに適しています。

2つのデジタル「ドライコンタクト」⼊⼒。••
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2.機能

3.アプリケーション

1.簡単な説明
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USBセットアップの動作温度：0〜40°C

EN��61000-3-3：2013��+��EN��61000-3-3：2013�/��A1：2019

4G��LTE：

標準：LTE-FDD、DC-HSDPA、HSPA��+、HSDPA、HSUPA、WCDMA、EDGE、GPRS

B2�/��B4�/��B5�/��B12�/��B13�/��B25�/��B26

B38�/��B39�/��B40�/��B41

3G：

3G：

•環境制限

EN��55024：2010��+��EN��55024：2010�/��A1：2015

動作電圧範囲（IEC62368-1に準拠した-15�/��+��20％を含む）：10〜28��VDC消費電流：0.37A��@��12VDC

バンド（TCG140-4nバリアント）：

B1�/��B2�/��B5�/��B8

バンド（TCG140-4gバリアント）：

2G：

保証期間：3年

重量：470��g

EN��62368-1：2014�/��AC：2017-03：2017、EN��62311：2008

B1�/��B8

•規格と認証

緑：RoHS

バンド（TCG140-4aバリアント）：

4G��LTE：

•��体格的特徴

SIMカードのサイズ：マイクロ

EN��301��489-19��V2.1.1、EN��301511��V12.5.1、EN��301��908-1��V11.1.1、EN��301��908-13��
V11.1.2、EN��301��908-2��V11.1.2、EN��303��413��V1.1.1

保管温度：-25〜60°C

バンド（TCG140-4eバリアント）：

B2�/��B4�/��B5

B1�/��B2�/��B5�/��B83G：

動作温度：-20〜55°C

B1�/��B2�/��B3�/��B4�/��B5�/��B7�/��B8�/��B12�/��B13�/��B18�/��B19�/��B20�/��B25�/��B26�/��B28�/

EN��61000-3-2：2014

•セルラーインターフェース

2G：

B2�/��B3�/��B5�/��B8

4G��LTE：

2G：

•��電源

取り付け：壁とDINレール

EMC：EN��55032：2015��+��EN��55032：2015�/��AC：2016-07��+��EN��55032：2015�/��A11：2020

•��保証

B3�/��B8

4G��LTE：

B1�/��B2�/��B3�/��B4�/��B5�/��B7�/��B8�/��B28�/��B66

3G：

⼨法：158��x��119��x��34��mm

安全性：EN��62368-1：2014��+��EN��62368-1：2014�/��AC1-3：2015��+��EN��62368-1：2014�/��A11：2017��+

B1�/��B3�/��B7�/��B8�/��B20�/��B28

周囲相対湿度：5〜85％（結露しないこと）

RFU：

サポートされていません

B2�/��B3�/��B5�/��B82G：

アンテナコネクタ：SMA-F

TCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉ 3ページ

4.仕様
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5.1。実装

5.インストール
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精度：±1％

•リレー出⼒

出⼒電圧：5.0±0.3��VDC最⼤出⼒電流
（両⽅のインターフェースの場合）：0.2A

このデバイスは、資格のある担当者がインストールする必要があります。インストールは、デバイスの取り付け、アンテナの接続、⼊⼒と出⼒の
接続、電⼒の供給、およびWebブラウザーを介した構成で構成されます。このデバイスは、屋外に直接設置しないでください。

モード（アナログ⼊⼒3および4）：電圧/電流（WEBインターフェース選択可能）

サンプリングレート：10ms

接続ラインの過電流保護には、定格3アンペアの外部ヒューズまたは短絡電流制限回路ブレーカーを使⽤する必要があり
ます。

注意！バッテリーを間違ったタイプと交換すると、爆発の危険があります。

最⼩パルス出⼒：定格負荷で0.1Hz

解像度：10ビット

分離：⾮分離

電流モード⽤の内蔵抵抗：410オーム

初期絶縁抵抗：100メガオーム（最⼩）@��500��VDC機械的耐久性：10��000000操作

•��リチウム電池

分離：⾮分離

タイプ：フォームC（NOおよびNC接点）

サンプリングレート：チャンネルあたり500ms（250サンプルの平均値）

•内部フラッシュメモリ

TCG140-4は、不燃性の表⾯の清潔で乾燥した場所に取り付ける必要があります。周囲温度が⾼いと予想される設置には、換気をお勧めし
ます。

⼊⼒範囲：0〜10��VDC、0〜10��mA

デジタルフィルタリング時間：30ms

•デジタルセンサーインターフェース（1-WireおよびRS-485）

注意！��SIMカードをカードスロットに取り付ける前に、PINコードが無効になっていることを確認してください。

注意：デバイスには、リレーの接点ラインに内部過電流保護機能がありません。

モード（アナログ⼊⼒1および2）：電圧

タイプ：ドライコンタクト

電気的耐久性：100000回@��3��A抵抗負荷接触抵抗：最⼤50ミリオーム（初期値）

タイプ：CR1220

タイプ：シングルエンド

•デジタル⼊⼒

耐久性：100��000サイクル（ロガーの任意の保存コマンドまたはフルスクロール（70000レコード））

⼊⼒インピーダンス：1メガオーム（最⼩）

接点電流定格：3��A��@��24��VDC、30��VAC（抵抗負荷）

•アナログ⼊⼒
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5.2。コネクタ
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コネクタ1

ピン5-リレー2付き

隣接する機器からの間隔を維持します。付録Cの図2に⽰すように、すべての側⾯に50��mmのスペースを確保します。これにより、換気と電
気的絶縁が実現します。

コネクタ3RS-485インターフェース

•電源を⼊れます。

ピン7‒NCリレー3

ピン2-リレー1付き

接続先またはその両⽅。

コネクタ5ピン1‒デジタル⼊⼒1

ワイヤが端⼦に正しく接続されていること、および端⼦が締められていることを確認してください。

コネクタ6

正しい配線⼿順は次のとおりです。

電⼒-2.1x5.5、中央正

ピン4‒NCリレー2

ピン3‒デジタル⼊⼒2

•端⼦に配線接続します。

コネクタ21-Wireインターフェース

ピン6‒リレー2なし

ピン8-リレー3付き

制御されたデバイスなしでTCG140-4をテストおよび設定することをお勧めします。

コネクタ4ミニUSB

2つのプラスチック製ダボ8x60mm（例WürthGmbH0912802��002）と2つのダボネジ6x70mm（例WürthGmbH015706��70）を使⽤
して、デバイスを壁に取り付けます。付録C、図を参照してください。機械的な詳細については1。

ピン1��‒��NCリレー1

ピン2‒グラウンド

DINレールの取り付けには、DIN-RAIL-MOUNT-KITを使⽤する必要があります。

不適切な配線と構成は、モジュールまたは機器に恒久的な損傷を引き起こす可能性があります

ピン3‒リレーなし1

注意！配線する前に電源を切ってください。

⼊⼒と出⼒の場所を以下に⽰します。

ピン4‒アナログ⼊⼒1

•電源がオフになっていることを確認してください。
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5.2.2。��1-Wireインターフェース

コネクタ2

5.2.1。電源接続

コネクタ3
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31線式データ

オレンジ

ピン9‒リレーなし3

接続されていません

51-Wire��+��VDD

ピン9‒アナログ⼊⼒4

TCG140-4は、アダプタSYS1308-2412-W2Eまたは同様のものによって供給されるように設計されており、過電圧カテゴリIIの条件での使⽤を
⽬的としています。電源装置は、⼆次回路の短絡および過負荷に耐える必要があります。

5

緑/⽩トレーサー

ホワイト/グリーン

ピン11-リレー4付き

ピンの説明

コネクタ8SIMカード

対応するUTPワイヤの⾊

接続されていません（左端）

6

⻘/⽩トレーサー

3

ピン6‒アナログ⼊⼒2

2��1-Wire��GND

ホワイト/オレンジ

2

7��+��VDD

ピン8‒グラウンド

4��1-Wire��GND

対応するUTPワイヤの⾊

茶⾊

4⾏B-

オレンジ

ブラウン/ホワイトトレーサー

使⽤中は、装置を電源から切り離しにくい位置に置かないでください。

ピンの説明

コネクタ7GSMアンテナ

61-Wire��+��VDD

ラインA��+

⻘い

1-Wireは、マキシム•インテグレーテッド•プロダクツ社の登録商標です。短い配線で複数のセンサーを接続するように設計されています。⻑距
離やノイズの多い環境には適していません。

ピン5‒グラウンド

TCG140-4に接続されているセンサー（1-WireまたはRS-485）の最⼤数は8つです。

緑

1

ホワイト/ブラウン

接続されていません

このデバイスは、すべてのTeracom1-Wireセンサーをサポートしています。接続されたセンサーが⾃動的に検出され、適切な⼨法が割り当てら
れます。

マルチセンサーシステムには「デイジーチェーン」（線形トポロジー）を使⽤することを強くお勧めします。

ピン10‒NCリレー4

8��GND 茶⾊

緑

ピン12‒リレーなし4

1��1-Wire��GND（左端）

接続されていません

ピン7‒アナログ⼊⼒3

オレンジ/ホワイトトレーサー
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5.2.3。��RS-485インターフェース

5.2.4。デジタル⼊⼒接続
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当社は、Teracom1-Wireセンサーでのみ適切な動作を保証します。

ユーザーは適切なアドレス設定に注意する必要があります。

注意！バスの終了には特別な注意を払う必要があります。チェーンの最後のセンサーには、空きRJ-45ソケットに120オームのタ
ーミネーターが取り付けられている必要があります。ターミネーターはモジュールに付属しています。

RS-485インターフェースははるかに⻑い距離で機能しますが、ケーブルの全⻑を最⼤30mに保つことをお勧めします。

TCG140-4デジタル⼊⼒は「ドライコンタクト」としてのみ使⽤できます。

マルチセンサーシステムの場合、「デイジーチェーン接続」（線形トポロジ）を使⽤する必要があります。

RS-485は、Telecommunications��Industry��Association（TIA）およびElectronic��Industries��Alliance（EIA）によって定義
されたシリアル通信システムの標準です。この規格を実装することで、通信システムは⻑距離および電気的にノイズの多い（産
業⽤）環境で効果的に使⽤できます。

相互接続は、RJ-45コネクタを備えたUTP�/��FTPケーブルによって実現されます。⼀般的なイーサネット配線規格ANSI�/��TIA�/��
EIAT568Bが使⽤されています。

TCG140-4に接続されているセンサー（1-WireまたはRS-485）の最⼤数は8つです。

UTP�/��FTPケーブルのみを使⽤し、ケーブルの全⻑を最⼤30mに保つことを強くお勧めします。⻑距離での機能は実現していま
すが、上記の配線⻑以上でエラーのない動作を保証することはできません。��https://www.maximintegrated.com/en/
design/technical-documents/tutorials/1/148.htmlでマキシムの1-Wireのヒントを読むことをお勧めします。

LANネットワークには標準のパッチケーブルを使⽤することをお勧めします。

注意！デジタル⼊⼒はガルバニック絶縁されていません。

MODBUS��RTUプロトコルは、デバイスのアドレスが1〜247であることを指定します。
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5.2.5。アナログ⼊⼒接続
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外部抵抗を直列に追加することにより、DC10Vを超える電圧を監視することができます。��1メガオームごとに、電圧は5.893Vずつ拡

張されます。外部抵抗は1％以上の精度である必要があります。

現在のモード。

「ドライ接点」という⽤語は、この⼊⼒に、オープンドレインまたはリレー出⼒を備えたデバイス（ドア接点スイッチ、押しボタン、PIR

検出器など）を接続できることを意味します。

アナログ⼊⼒3および4には、⼊⼒と並列に410オームの抵抗を内部的に割り当てることができます。この場合、⼊⼒は0〜20mAの電流

ループセンサーとトランスミッターを直接受け⼊れることができます。

注意！アナログ⼊⼒はガルバニック絶縁されていません。

次の図は、アラームボタンをTCG140-4のデジタル⼊⼒に接続する⽅法を⽰しています。接点の⽚側は「デジタル⼊⼒」に接続され、

もう⼀⽅の側は接続されています

抵抗の切り替えは、ユーザーインターフェイスによって⾏われます。

TCG140-4のアナログ⼊⼒は、最⼤10VDCのDC電圧の監視に使⽤できます。これらは、このようなアナログ出⼒を備えたセンサーや送

信機に直接接続できます。

「GND」端⼦に接続します。

次の図は、0-10Vアナログセンサーがアナログ⼊⼒1に接続され、0-20mA電流ループトランスミッタがアナログ⼊⼒3に接続されてい

る⽅法を⽰しています。アナログ⼊⼒3は

すべてのアナログ⼊⼒の「乗数」、「オフセット」、および「⼨法」により、アナログ出⼒を備えたセンサーを監視し、測定されたパラ

メーターを直接確認することができます。

デジタル⼊⼒の最⼤ケーブル⻑は最⼤30メートルである必要があります。
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•��REL1-REL4��（緑）‒対応するリレーがアクティブになるとLEDがオンになります（NO

次の状態が表⽰されます。

すべてのリレーについて、通常開、通常閉、および共通の接点を使⽤できます。切り替え可能な電流/電圧が指定よ
りも⾼い負荷の場合は、外部リレーを使⽤する必要があります。

アナログ⼊⼒の最⼤ケーブル⻑は最⼤30メートルである必要があります。

連絡先はCOMに接続されています）;

機械式リレーがモーター、変圧器、リレーなどの誘導性負荷を切り替えると、接点が開くたびに電流がリレー接点
に流れます。時間が経つと、これによりリレー接点が摩耗し、寿命が短くなります。誘導負荷を切り替える場合は、リ
レー接点保護装置の使⽤をお勧めします。

•��SIG��（⾚）‒STAとともにデバイスのステータスを⽰します

リレー接点は内部で端⼦コネクタに直接接続されています。

•��STA��（⻩⾊）‒SIGとともにデバイスのステータスを⽰します。

LEDインジケータは、モジュールのステータスを⽰します。

注意！リレーの接点ラインには内部過電流保護はありません。

5.2.6。リレー接続

6.LEDインジケーター
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•ネットワークの検索‒初期化後、SIGはオフになり、STAが点滅します（フラッシュ期間

SIGは2秒間に2回点滅します‒信号強度は21〜40％です。

STAは2秒間に200mSで2回点滅します‒GSMおよび4G�/��3G�/��2G接続があります。

SIGは2秒間に3回点滅します‒信号強度は41〜60％です。
SIGは2秒間に4回点滅します‒信号強度は61〜80％です。

200ms）

同時に、SIGには5つの状態があります。

SIGはオンになっています‒信号強度は81〜100％です。

•モジュールの初期化‒電源を⼊れた後SIGとSTAが1秒間オンになった後、このターンの後

•ネットワークへの接続‒モバイルネットワークへの接続が成功すると、STAは接続のタイプを⽰し、SIGは信号
強度を⽰します。

SIGは2秒間に1回点滅します‒信号強度は0〜20％です。

さらに1秒間オフにします。

STAは2秒間に200msの間フラッシュします‒GSM接続のみがあります。

10ページTCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉
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TCG140-4の初期設定は、Windows7または新しいMicrosoftWindowsオペレーティングシステムを実⾏しているコンピューターを使⽤して⾏
われます。電源投⼊後、モジュールはUSBケーブルでコンピューターに接続する必要があります。��USBケーブルが接続されると、オペレーティン
グシステムは、デバイスとの通信⽤のドライバーのインストールを⾃動的に開始します。次のメッセージが表⽰されます。

STAは1秒間点滅します

-USBシリアルポートドライバー

‒永続的なハードウェアエラー。

•エラーメッセージ‒初期化後にエラーが発⽣した場合、SIGは消灯したままになり、STAが点滅してエラーの種類を⽰します。

-マイクロチップ複合デバイス

‒マスター電話番号が設定されていません。

次のドライバがインストールされます。

STAは2秒間に1秒間永続的に点滅します

何らかの理由でUSBシリアルポートドライバを⾃動的にインストールできない場合は、⼿動でインストールする必要があります。

7.USB経由の初期設定
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⼤容量記憶装置に保存される唯⼀のファイルは、「TConfig」と呼ばれるツールです。このツールは、TCG140-4とPC間の通信を
可能にします。��TConfigツールを起動すると、次のプログラムが表⽰されます。

すべてのパラメーター（センサー、⼊⼒、リレー）について、最⼤15⽂字の説明があります。説明は、「セットアップ-⼊⼒/出⼒」ペー
ジで変更できます。

監視ページには、TCG140-4の現在の⼊出⼒ステータスが表⽰されます。ページには5があります

ドライバーは、www.teracomsystems.comのTCG140-4製品ページからダウンロードできます。ドライバが正常にインストールさ
れると、デバイスは⼤容量記憶装置として認識され、次のウィンドウが画⾯に表⽰されます。

「スタート」ボタンを押すとブラウザが起動し、TCG140-4のモニタリングページが表⽰されます。

セクション‒「1-Wireセンサー」、「Modbusセンサー」、「デジタル⼊⼒」、「アナログ⼊⼒」、「リレー」。

7.1.1。センサーセクション

7.1。モニタリングページ
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デジタル⼊⼒は、モーションセンサー、ドア接点、リレー接点、アラーム出⼒などのディスクリートデバイスの状態を監視するために使
⽤できます。

[設定]->��[センサー]ページの「1-Wireセンサーの設定」セクションで設定できます。

検出されたすべての1-Wireセンサーは、「1-Wireセンサー」サブセクションに表⽰されます。センサーは

説明とステータステキストは、「セットアップ-⼊⼒/出⼒」で変更できます。

デュアルセンサー（湿度-温度）には2つのパラメーターがあります。

すべての⼊⼒のステータスは、テキストと⾊で表⽰されます。

TCG140-4は、最⼤8つのセンサーをサポートします。これらはランダムな⽐率で両⽅のインターフェースに接続でき、[設定]->��[セン
サー]ページの[センサー⽐率の設定]セクションで設定できます。デフォルトでは、MODBUSRTUセンサーの数は4です。

すべてのセンサーには、説明、値、ID、またはアドレス情報があります。説明の⻑さは最⼤15⽂字です。説明は、[設定]->��[条件]ページで
変更できます。

デジタル⼊⼒は10msごとにサンプリングされます。同じ値が3つの連続したサンプル（30ms）で読み取られた場合、⼊⼒ステータス
の変更は有効であると⾒なされます。

このページには2つのセンサーサブセクションがあります。1つは1-Wireセンサー⽤で、もう1つはMODBUSRTUセンサー⽤です。

すべてのMODBUSRTUセンサーは、「Modbusセンサー」サブセクションに⽰されています。センサーは、[設定]->��[センサー]ページ

の[ModbusRTUセンサー]セクションで追加および設定する必要があります。

7.1.2。デジタル⼊⼒セクション

7.1.3。アナログ⼊⼒セクション
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このセクションには、リレーの現在の状態が表⽰されます。各リレーは、監視対象パラメータのステータスからリモートまたはローカルでアク
ティブ化できます。ローカルでアクティブ化されたリレーの場合、ボタンではなく、制御パラメーターを説明するテキストが表⽰されます。

ローカルリレー起動のパルス持続時間とパラメータは、「設定->⼊⼒/出⼒->リレー出⼒」でリレーごとに個別に設定できます。

アナログ⼊⼒はより速くサンプリングされますが、新しい実際の値は0.5秒で変更されます。値の変化の間の250の読み取り値はすべて平均
化されます。

「マスター」には、SMSコマンドを使⽤してデバイス設定を変更する特別な権限があります。この番号は常にSMSアラームメッセージを受信
します。

残りの4⼈の受信者は、いずれかのパラメーターがアラーム状態の場合にSMSメッセージを受信できます。すべての番号のSMSメッセージを
受信するには、[アラーム通知]チェックボックスを有効にする必要があります。これらの4⼈の受信者は、SMSでパラメータの状態/値を要求す
ることもできます。

SMSは信頼できる通信ではないため、監視テクノロジとしてはお勧めしません。

「テストSMSの送信」ボタンを押すと、すべてのSMS受信者がテストSMSを受信します。

すべてのアナログ⼊⼒の「ユニット」、「乗算器」、「オフセット」は、「セットアップ->⼊⼒/出⼒」セクションで設定できます。

アナログ⼊⼒は、DC電圧源（アナログセンサー、バッテリー、電源、ソーラーパネルなど）の監視に使⽤できます。

すべてのコマンド、それらの構⽂、および回答は、「SMSによるセットアップ」で説明されています。

このセクションでは、SMSアラームの受信者を設定できます。

アナログ⼊⼒3および4は、0〜20mAの電流ループセンサー/トランスミッターの監視にも使⽤できます。モードは「設定->⼊⼒/出⼒」セクシ
ョンで変更できます。

7.2.1。��SMS
7.2。設定

7.1.4。リレー部
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7.2.2.2。��1-Wireセンサーのセットアップ

7.2.2。センサー

7.2.2.3。��MODBUSRTU通信のセットアップ

7.2.2.1。センサー⽐の設定

⾒つかったすべてのセンサーは、⼀意のID番号を参照して昇順で表⽰されます。

1線式センサーを特定の位置にロックすることが可能です。これを⾏うには、すべてのセンサーを1つずつ追加する必要があり
ます。追加するたびに、新しいスキャンを実⾏し、新しく検出されたセンサーをその位置にロックする必要があります。すべての
センサーがロックされている場合、「中央」のセンサーを1つ削除しても、リセット後に他のセンサーの位置は変更されません。
このオプションは、TCG140-4がHTTPAPIコマンドによって管理される監視および制御システムの⼀部として使⽤される場
合に⾮常に役⽴ちます。

1-WireセンサーとMODBUSRTUセンサーの⽐率はここで設定できます。デフォルトでは4：4です。

セクションの右側には、MODBUSRTUインターフェースをスキャンするためのツールがあります。スキャン時間を最適化する
には、適切なセンサータイムアウトとアドレスセグメントを設定する必要があります。この後、
ページ下部の「保存」ボタンを押す必要があります。

TCG140-4は、RS-485インターフェースを介したMODBUSRTUをサポートします。このインターフェースに接続されているす
べてのセンサーは、同じ通信設定で動作する必要があります。

接続された1-Wireセンサーの検出は、電源投⼊後または「スキャン」ボタンによって⾏われます。

デフォルトでは、TCG140-4はMODBUS��RTU設定の標準（19200、E、1）で動作します。
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7.2.2.4。��MODBUSRTUセンサー

通信設定

7.2.2.5。センサーセットアップツール

7.2.2.5.1。

TCG140-4は、応答タイムアウトが10〜500msのMODBUSRTUセンサーをサポートします。
新しいセンサーのデフォルトの応答タイムアウトは100msです。センサーの製造元が保証する最⼩応答時間を使⽤する
ことをお勧めします。すべてのセンサーに対して選択された応答タイムアウトの合計が、システムの最⼤応答タイムアウ
トを形成します。

ポーリング時間は、同じセンサーの2つの連続した読み取り間の時間です。選択したポーリング時間によって、システムの
反応時間が決まります。デフォルトでは1秒です。

重要：最⼤応答タイムアウトは、ポーリング時間より短くすることはできません。

ツールのリンクは、ModbusRTUセンサーの段落の下部にあります。センサー通信設定の変更や、レジスターからの情報
の読み取りに使⽤できます。

⽣データの以降の処理はすべて、次の形式で⾏われます。

このセクションは、⼀般的なMODBUSRTU通信のセットアップに似ています。唯⼀の新しいフィールドはセンサーア
ドレスです。

•データ型float、16ビット符号なし整数および16ビット符号付き整数の浮動⼩数点。

浮動⼩数点形式は24ビット仮数です。

TCG140-4は、TeracomおよびサードパーティのMODBUSRTUセンサーをサポートします。

このセクションでの設定の変更は記憶されておらず、TCG140-4の⼀般的な設定は変更されません。

•データ型32ビット符号なし整数および32ビット符号付き整数の場合は浮動⼩数点または整数。

すべてのセンサーについて、適切なMODBUS��RTUアドレス、レジスタアドレス、データ順序、およびデータタイプを設定
する必要があります。すべての変更を保存する必要があります。��「Rawvalue」列の設定に問題がない場合は、正しい
データが表⽰されます。

浮動⼩数点形式は24ビット仮数です。

整数形式の場合、乗数とオフセットを使⽤した計算は切り捨てられます。
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7.2.2.5.3。

7.2.2.5.2。

センサーレジスタチェック

センサー通信レジスター設定
ツールのこの部分は、センサーの通信レジスタのステータスを確認および変更するために使⽤されます。

ツールのこの部分は、⼀般的なセンサーレジスタチェックに使⽤されます。
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7.2.3。⼊出⼒

7.2.3.3。アナログ⼊⼒

7.2.3.2。デジタル⼊⼒

7.2.3.1。センサー

および電⼦メールアラート。

MU��+��OF

センサーごとに、説明、最⼤15個の記号を設定できます。これらの説明は、監視ページ、条件ページ、XML�/��JSONデータ、SMS、
および電⼦メールアラートに表⽰されます。

⼀部のセンサーでは、フィールド「Unit」、「Multiplier」、および「Offset」を使⽤して、⽣の値を意味のある単位に変換で
きます。スケーリングされた値は、次のように計算されます。

アナログ⼊⼒ごとに、説明、最⼤15個の記号を設定できます。これらの説明は、監視ページ、条件ページ、XML�/��JSONデータ、
SMS、および電⼦メールアラートに表⽰されます。

すべてのデジタル⼊⼒に対して、最⼤15個の記号と状態、最⼤15個の記号を設定できます。

*

これらの説明は、監視ページ、条件ページ、XML�/��JSONデータ、SMS、

SV��[Un]��=��RVこ
こで、SV��‒スケ
ーリングされた（表⽰された）値。��
Un��‒ユニット;��RV��‒センサーからの⽣
の値。��MU��‒乗数;��OF��‒オフセット。
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SV��[Un]��=��RVこ
こで、SV��‒スケー

リングされた（表⽰された）値。��Un��‒
ユニット;��RV��‒ソースからの⽣の電圧。��
MU��‒乗数;��OF��‒オフセット。

同じ値がデータシートに書き込まれます。

*

例：湿度セ
ンサーHIH-4000-003の場合、次のデータ（データシートから）が利⽤可能です。

OF��=��MU2

番⽬のポイントについても同じ結果を計算できます。

VOUT��=��0.826 0％RHで

OF��=��MU��*（0��‒��VOUT2）+��RH2��=��31.745��*（0-3.198）+��75.3��=��-101.52��+��75.3��=��-26.22

31.745��‒��26.22��=��26.22��‒��26.22��=��0％RH

このセンサーの場合、式は次のようになります。

75.3％RHで

SV��=��RV *

VOUT��=��3.198

すべてのアナログ⼊⼒について、フィールド「Unit」、「Multiplier」、および「Offset」を使⽤して、⽣の電圧/電流を意味のある
⼯学単位に変換できます。スケーリングされた値は、次のように計算されます。

⽣の値は、センサーの出⼒の電圧です。実際には、電圧ではなく相対湿度（スケーリング値）を知る必要があります。乗数とオ
フセットを計算するには、2つの関係で⼗分です。それらがわかれば、動作範囲内のすべての電圧に対応する相対湿度を計算
できます。

*

31.745��‒��26.22

乗数（MU）は、このセンサーのΔY/ΔXとして計算されます。ΔRH％/ΔV：MU��=（75.3-0）/

（3.198-0.826）=��75.3�/��2.372��=��31.745％RH�/��V

MU��+��OF

オフセットは、既知の乗数とポイントの1つの関係から計算されます。

VOUT��=��0.826��V（0％RH）を確認します。

SV��=��0.826

*（0��‒��VOUT1）+��RH1��=��31.745��*（0-0.826）+��0��=��31.745��*（-0.826）=��-26.22
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7.2.3.4。リレー出⼒

上記のセクションのすべての変更は、「保存」ボタンを押すことで保存されます。

ローカルアクティベーションの場合、さまざまなソースのアラーム条件が使⽤されます。これらは、「設定->条件」セク
ションで設定されます。リレーにパラメータを割り当てるには、次の選択肢があります。

すべてのリレーは、SMS�/��HTTP��APIによってリモートでアクティブ化することも、監視対象パラメーターのステータスからローカルでアクテ
ィブ化することもできます。この設定は、[アクティブ化元]ドロップダウンメニューから⾏います。可能なオプションは次のとおりです。

•アラーム。リレーは、任意のアラーム状態でアクティブになります。

•アナログ⼊⼒？。リレーは、指定されたアナログ⼊⼒によって測定された値と、「設定->条件」で指定された範囲
のルールからアクティブになります。疑問符は1から4までの数字をマスクします。

•ローカルアクティベーション。

パルス幅はリレーごとに異なる場合があります。分解能は0.1秒、最⼤パルス値は3600秒です。

>条件」。疑問符は1から8までの数字をマスクします。

•デジタル⼊⼒？。リレーは、指定されたデジタル⼊⼒の状態に従います。疑問符は1から2までの数字をマスクし
ます。

許可された番号またはHTTPAPIコマンドの送信。

リレーごとに、説明を最⼤15⽂字まで設定できます。これらの説明は、監視ページ、XML�/��JSONデータ、SMSおよび電
⼦メールアラートに表⽰されます。

•��S？��‒「S」は「Sensor1-Wire」の略です。リレーは、指定された1-Wireセンサーから測定された値と「セットア
ップ-」で指定された範囲のルールからアクティブになります。

•��SMS�/��HTTP-このオプションを選択すると、SMSによってリレー出⼒をアクティブ化できます。
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7.2.4.1。センサーとアナログ⼊⼒

7.2.4。条件

「最⼩」と「最⼤」は、監視対象パラメータの動作範囲の境界を⽰します。��The

値が（Min��+��Hys）より⾼くなるか（Max��‒��Hys）より低くなると、観測されたパラメーターの範囲に戻ることが考慮されま
す。ヒステリシス（「Hys」）は、値がトリガーポイントを中⼼に変動するときに過度にトリガーされるのを防ぐために使⽤さ
れます。

すべてのセンサーについて、2種類のフィールドが表⽰されます。1つはトリガー条件（「最⼩」、「最⼤」、「⾼さ」）⽤
で、もう1つは必要なアクション⽤です。

このセクションは、センサー、アナログ、およびデジタル⼊⼒のトリガーおよびアラート条件のパラメーター化に使⽤されま
す。

「最⼤」トリガー条件は、値がトリガー設定値を超えたときに発⽣します。��「最⼩」トリガー条件は、値がトリガー設定値よ
りも低い場合に発⽣します。どちらの場合も、監視対象のパラメータが範囲外になります。
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TST100は、1-Wireセンサーの最初の位置に割り当てられています。

温度が19.5°C（19.0��+��0.5）に達すると、範囲内（トリガー状態）になり、Relay1が⾮アクティブになります。ヒーターが
オフになっています。

Relay1の場合、Sensor1からのローカルアクティベーションが設定されます。

温度が下がり、19°Cに達すると範囲外になります（トリガーおよびアラート条件）。リレーが作動し（ヒーターがオンに
なり）、電⼦メールが送信されます。

例：

Sensor1には、次のパラメーターが設定されています。最⼩=��19、最⼤=��100、およびHys��=��0.5。

TCG140-4、TST100、および適切なヒーターを使⽤して、室温を制御します。必要な最低温度は19°Cです。初期温度は
17℃です。

モジュールの電源を⼊れると、監視対象の温度が範囲外であるため、Relay1がすぐにアクティブになります。これにより、
ヒーターがオンになります。気温が⾼くなっています。

TCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉ 22ページ

Machine Translated by Google



TCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉ 23ページ

すべてのセンサーとすべてのアナログ⼊⼒に対してグローバルに、「通知遅延」パラメーターがあります。短いアラーム状態の
フィルターとして⾮常に便利です。

グローバルにすべてのデジタル⼊⼒に対して、「通知を返す」チェックボックスがあります。このオプションを選択すると、パラ
メータが範囲内に戻ったときにも通知が表⽰されます。

グローバルにすべてのセンサーとすべてのアナログ⼊⼒に対して、「通知を返す」チェックボックスがあります。このオプション
を選択すると、パラメータが範囲内に戻ったときにも通知が表⽰されます。

⼊⼒がアラーム状態になると、アラートの4つの独⽴した⽅法が可能になります‒電⼦メール、SMS、投稿（XML�/��JSONファイ
ルを使⽤したHTTP投稿）およびMQTT公開。各アラーム通知⽅法は、チェックボックスによってアクティブになります。

すべてのデジタル⼊⼒について、アラーム状態を選択する必要があります。テキストは「⼊⼒/出⼒」ページですでに設定され
ています。

すべてのセンサーまたはアナログ⼊⼒について、アラーム状態が発⽣した場合のアラートには、電⼦メール、SMS、および投稿
（XML�/��JSONファイルを使⽤したHTTP投稿）の3つの独⽴した⽅法があります。各アラーム通知⽅法は、チェックボックスに
よってアクティブになります。

「最⼤」値は、周囲のトリガー/アラート状態を回避するために、必要な温度から⼗分に離れて設定されます。

グローバルにすべてのデジタル⼊⼒に対して、「通知遅延」パラメーターがあります。短いアラーム状態のフィルターとして役
⽴ちます。

7.2.4.2。デジタル⼊⼒
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⼊⼒がアラーム状態のとき、「監視ページ」で適切な⼊⼒が⾚で表⽰されます。

上の図では、低から⾼、および⾼から低の遅延が0.1秒に設定されています。

モジュールの⼀般的なステータスに関する情報はここにあります。

デジタル⼊⼒変更の場合、低から⾼、⾼から低の2つの遅延があります。これらの遅延は、30msの標準遅
延に追加されます。それらは0.1秒の解像度を持ち、デフォルトでは

ここで可能な唯⼀の設定は、「ローミング中のデータ」チェックボックスです。デフォルトでは、ローミングでのデータ転送の追加
料⾦を回避するために無効になっています。

零。

いくつかの⼀般的な設定のページ。

他のオペレーターのカードを使⽤している場合は、「ローミング中のデータ」を有効にする必要があります。そうしないと、すべてのデータ
サービス（電⼦メール、HTTP��Post、NTPなど）を使⽤できなくなります。

これらのオプションは、追加のフィルタリングに使⽤できます。

7.2.5.1。システムステータス

7.2.5。システム
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7.2.5.3。モバイルネットワーク接続のリセット

7.2.5.4。⼀般的な設定

7.2.5.2。データ接続の設定

デフォルトでは、⾃動再起動は無効になっています。

現在の位置では、可能な限り最⾼の発電サービスが使⽤されます。

ホスト名、システム名、システムの場所、およびシステムの連絡先はXML�/��JSONファイルで送信され、デバイスの柔軟な識別に使
⽤できます。これらのパラメータは、電⼦メールの本⽂に含めることもできます。

温度と圧⼒の単位は、好ましいものに変更することができます。

⾃動再起動は1⽇1回⾏われます。

ネットワークは、モバイルサービスの種類（2G、3G、または4G��LTE）を決定します。デフォルトでは、AUTOです‒

このセクションは、いくつかの⼀般的な設定⽤です。

書き込みモードは、WEBインターフェイスとSMSの配置を変更します。

信号強度が低いエリアや、モバイルネットワークが頻繁にドロップ/ブロックするエリアでは、ネットワーク接続の⾃動再起
動を使⽤できます。これにより、デバイスとの接続が完全に失われるのを防ぐことができます。

この設定は、携帯電話会社ごとに異なる場合があります。デフォルトでは、APN（アクセスポイント名）は「インターネット」です。
⼀部の携帯電話会社は、ユーザー名とパスワードも必要とする場合があります。

右側のチェックボックスは、「監視ページ」に表⽰される内容を定義します。デフォルトでは、これらはすべて有効になっています。
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7.2.6。��NTP

7.2.5.5。デバイスの再起動

クロック同期は、セット「期間」で⾏われます。試⾏が成功しなかった場合、次の同期は「⾒つからない場合」の時間になります。

「保存して同期」ボタンを押すと、時刻の同期が開始されます。⻘いボックスの「ステータス」の情報は、タイムサーバーとインターネ
ットの可⽤性に⾮常に役⽴ちます。

HTTP��Postが有効になっている場合、現在のシステム時刻はXML�/��JSONファイルで送信されます。

モジュールの内部RTC（リアルタイムクロック）は、⼿動または⾃動で設定できます。

デフォルトでは、NTP同期が有効になっており、サーバー‒��time.google.com:123、タイムゾーン00.00、期間は12時間です。

⾃動クロック同期の場合、モジュールはNTP（Network��Time��Protocol）をサポートし、⾃動同期に必要なすべてのパラメーターが
このセクションで使⽤できます。

設定とサービスは、NTPテストセクションで利⽤可能なツールを使⽤して確認できます。

このセクションには、デバイスを再起動して⼯場出荷時のデフォルト設定にリセットするためのボタンがあります。
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7.3。サービス

7.3.1.1。��SMTPセットアップ

7.3.1。��SMTP

7.3.1.2。アラームの宛先

プロバイダーが提供する、電⼦メールサーバー設定で使⽤されるSSL、TLS、およびSTARTTLSという⽤語に注意してください。��
Gmailの⼀部のプロバイダーはTLSの代わりにSSLを使⽤し、STARTTLSの代わりにTLSを使⽤します。これにより、ポート番号と
の不⼀致が発⽣する可能性があります。たとえば、Gmailの適切な設定は次のとおりです。

メールサーバーのアドレスは、ホスト名（smtp.gmail.com）またはIPアドレスのいずれかで設定できます。

•ポート465のTLSまたは

電⼦メールは、暗号化された接続の有無にかかわらず送信できます。

暗号化されていないデフォルトのSMTPポートは25です。ほとんどすべてのISPは、ハッカーの攻撃を避けるためにこのポートをブロックしています。詳細に

ついては、ISPにお問い合わせください。

•ポート587のSTARTTLS。

このページは、電⼦メールアラートと受信者のアドレスの有効なSMTP設定を⼊⼒するために使⽤されます。

送信者の電⼦メール、ユーザー名、およびパスワードは、標準の認証の詳細です。ほとんどのSMTPサーバーでは、送信者の電⼦メ
ールとユーザー名は同じです。

ほとんどのパブリック電⼦メールサーバーからの暗号化接続でサポートされている唯⼀の⽅法はTLSです。��TCG140-4は、多く
の暗号スイートを備えたTLS��1.0、TLS��1.1、およびTLS1.2をサポートします。これにより、ほぼすべてのパブリックサーバーで正常
に動作することが保証されます。

最⼤5⼈のメール受信者を設定できます。チェックボックスを使⽤すると、すべての受信者を個別にアクティブ化できます。

フィードバック付きのサーバー設定テスト⽤のボタンがあります。このテストでは、電⼦メールの送信者と受信者は同じです。
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7.3.1.3。メールの詳細

7.3.2。ログ

ロガーは、時間、アラーム、時間とアラームの3つのモードで動作します。モードは、ロガーのメモリでレコードを開始するものを指
定します。

件名、本⽂ヘッダー、本⽂、および本⽂フッターはカスタマイズできます。このカスタマイズでは、キーのセットが使⽤されま
す。それらはすべてページに記載されています。

ロギング期間は、2つのレコード間の時間を決定します。ロギング期間を短縮することで解像度が向上するだけでなく、過去の記
録期間も短縮されることを覚えておいてください。

時間モードでは、「ロギング期間」に定期的に記録が作成されます。アラームモードでは、任意のアラーム状態で記録が作成さ
れます。��Time＆Alarmモードでは、レコードの両⽅の条件が混在して使⽤されます。
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例：

ロガーを9:00に同期するには、アップロードの時間が09：00、12：00、15：00、18：00、21：00、24：00、03：00、06：00になる
ことを意味します。��19:31にロガーを有効にした後の最初のアップロードは、21：00になります。

「CSV投稿を強制する」ボタンは、前回の定期的なアップロードから現在までに記録された情報のアップロードを開
始します。

•WEBインターフェースの「フルログのダウンロード」を使⽤したフルログファイルのダウンロード。

現在の設定は次のとおりです。

•現在の時刻=��09：12

•ロガーレコード同期=有効。

•最後に送信されなかったレコードを専⽤のHTTPサーバーに定期的にアップロードします。

識別ヘッダーは、すべてのCSVファイルの先頭にホスト名、システム名、システムの場所、およびシステムの連絡先を追加し
ます。このオプションは、CSVファイルのみを使⽤するシステムのレポートを識別するのに役⽴ちます。

レコードは、HTTP�/��HTTPSPostを使⽤してCSVファイル形式でアップロードできます。

•分に同期=��00;

CSV投稿の期間は、メニューから1〜24時間で選択できます。このサービスを有効にする場合は、リアルタイムクロック
（NTPサービス）に注意してください。

デフォルトでは、ロガーは無効になっています。

ロガーの詳細については、データロガーのセクションをご覧ください。

CSV投稿の「サーバー」はドメインまたはIPアドレスにすることができますが、DNS設定に注意してください。

•ロギング期間=��15分。

ロガーレコードは、1時間の特定の分と同期できます。同期は、電気、⽔道、ガスメーターなどを監視するときに⾮常に便
利です。ロギング期間を選択できます

設定により、HH：00、HH：15、HH：30、およびHH：45で1時間あたり4レコードが決定されます。

ドロップダウンメニューから1〜60分。��「分に同期」フィールドは決定します

「同期時間」とは、CSV投稿の期間が同期される1⽇の瞬間です。

デバイスの電源がオンになっています。

1時間ごとのどの分が同期に使⽤されます。任意の分を選択できますが、デフォルト値の00を使⽤することをお勧めし
ます。

最初のレコードは、電源投⼊直後の09:12になります。次のレコードは09：15、09：30、09：45、10：00、10：15などにな
ります。

例：
現在の時刻は19：31、CSV投稿期間は3時間、同期時刻は9:00です。

ロガーレコードに到達する⽅法は2つあります。
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7.3.3。��XML�/��JSONファイルのHTTPPost

「期間」は1分から48時間の間に設定できます。このパラメータは、コマンドによってリモートで変更できます。��「期間」は、制御ソフトウェア
がTCG140-4から最新の情報を受信する時刻を決定するため、⼀部のパラメーターを変更できます。��「期間」が短いほど、システムはリアル
タイム操作に近くなります。⼀⽅、「期間」が短いほど、モバイルネットワークを介したデータトラフィックは⾼くなります。

「キー」フィールドはユーザー定義です。その値はXML�/��JSONファイルで利⽤可能であり、デバイスの識別に使⽤できます。

HTTPサーバーは、ドメイン名またはIPアドレスのいずれかでアドレス指定できます。

「任意のアラームで接続」チェックボックスが選択されている場合、HTTPPostはすべてのアラームで送信されます。

「応答の処理」が有効になっている場合、TCG140-4は、HTTP�/��HTTPSPostの応答としてリモートサーバーから送信されたコマンドを実⾏
します。

HTTP�/��HTTPS��Postの詳細については、HTTPAPIセクションを参照してください。

HTTP��Postは、HTTP�/��HTTPSリクエスト（Postメソッド）によってXML�/��JSONファイルをサーバーに定期的にアップロードするために使
⽤されます。このファイルには、監視対象のすべてのパラメータの現在のステータスと追加のシステム情報が含まれています。ファイル形式は
ドロップダウンメニューから選択します。
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7.4.1。��MQTTの⼀般的な設定

7.4.2。��MQTTセンサーのトピック

7.4。��MQTT

デバイスはMQTT3.1.1をサポートします。このページはMQTT設定⽤です。
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7.4.4。��MQTTデジタル⼊⼒トピック

7.5。��GSMジオロケーション

7.4.3。��MQTTアナログ⼊⼒トピック

GSMジオロケーションは、GPSを使⽤せずに位置を特定する⽅法です。モバイルネットワークからの情報のみが使⽤されます。情
報はサードパーティのオペレーターに送信され、サードパーティのオペレーターがデバイスの座標をある程度正確に返します。

GPSに⽐べて測位は不正確ですが、屋内でも機能します。これは、GPS信号がない場所で動作する⼩包、冷蔵陳列ケース、
冷蔵庫、機械および装置の追跡に特に適しています。

TCG120-4は、Google、Quectel、およびUnwiredLabsのオペレーターをサポートしています。サービスはオペレーターに登録す
る必要があります。
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7.6.1。復元する

7.6.2。��FWアップデート

7.6。管理

この後、このファイルを使⽤して、多くのデバイスで同じ設定を復元できます。これは、モジュールのバッチに同様の設定を乗算する場合に⾮常に便利です。

33ページ

TCG140-4は、すべてのユーザー設定のバックアップと復元をサポートしています。すべての設定はXMLバックアップファイルに保存されます。
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TCG140-4は、WEBインターフェイスを介したファームウェアアップデートをサポートしています。

www.teracomsystems.comから最新のファームウェアをダウンロードし、ファイルを選択して、「アップロード」ボタンを押
します。

注意！アップデート中は電源を切らないでください。電源を切ると、デバイスが損傷します。
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8.SMSによるセットアップ

権利：

コマンド：set��sms��user��u2：+359885999888

TCG140-4は、パラメータ変更、ステータスレポート、および無線でのファームウェア更新のためのSMSコマンドをサポートして
います。コマンドは、「SMSセットアップ」セクションで使⽤可能な電話番号からのものである場合にのみ実⾏されます。コマンド
には異なる権限（マスター/ユーザー）が必要です。

display sms users

マスター

どこ

回答：u1：+��359885887766、u2：+��359885999888、u3、u4

コマンド：SMSユーザーを表⽰する

例

例

•新しいマスター番号を設定する

あなたは新しいマスターです！

回答：u1、u2：+��359885999888、u3、u4

例

ここで、
<number>は国際形式の携帯電話番号です

•電⼦メールユーザーの設定-このメッセージは、電⼦メールユーザーを追加/削除するために使⽤されます

e1：mail1@teracomsystems.com

マスター、ユーザー

構⽂：

•��SMSユーザー番号の設定-このメッセージは、SMSユーザーを追加/削除するために使⽤されます

答え：

権利：

構⽂：

set master <number>

構⽂：

set email user <user>：<email>

u1：+��359885887766、u2、u3、u4

例

<user>は、e1、e2、e3、e4、またはe5にすることができます

コマンド：set��sms��user��u1：

<number>は国際形式の携帯電話番号です

set sms user <user>：<number>

回答：m：+��359885885885、u1：+��359885887766、u2：+��359885999888、u3、u4

コマンド：set��email��user��e1：mail1@teracomsystems.com
回答：コマ
ンド：メールユーザーe2：mail2@teracomsystems.comを設定します

<user>は、u1、u2、u3、またはu4にすることができます

•��SMSユーザー番号を表⽰する

権利：

以下は、サポートされているSMSコマンドのリストです。アンダースコア⽂字「 」は、1つのスペース⽂字に置き換える必要があること
に注意してください。

コマンド：set��master��+359885885885

マスター

コマンド：set��sms��user��u1：+��359885887766

権利：

答え：

構⽂：

マスター

<email>-
有効なメールアドレス
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コマンド：メールe2を表⽰

例

答え：

どこ

答え：

マスター、ユーザー

回答：
06.01.2021,16：09：06,4G��=��y、ss��=��80％、fw��=��1.00

s12、s21、s22、s31、s32、s41、s42、s51、s52、s61、s62、s71、s72、
s81、s82

権利：

答え：

構⽂：

答え：

例

どこ

•システムのステータス-デバイスの主なパラメータを要求します

およびセンサー

コマンド：status��di1

構⽂：set <relay>��=��<state> [option]

status <param>

•電⼦メールユーザーの表⽰-このメッセージは、ユーザーの電⼦メールを要求するために使⽤されます

e1：mail1@teracomsystems.com

ステータスシステム

構⽂：

答え：

構⽂：

e2：mail2@teracomsystems.com

<状態>はオン、オフです

コマンド：ステータスシステム

<param>は、di1、di2、ai1、ai2、ai3、ai4、r1、r2、r3、r4、s11、のいずれかです。

•リレーを設定する-このメッセージは、選択したリレー出⼒のオン/オフを切り替えるために使⽤されます

例

r1��=オン、r2��=オフ、r3��=オフ、r4��=オフ

•パラメータのステータス-デジタル⼊⼒（di）、アナログ⼊⼒（ai）、リレー（r）のステータスを要求します

display email <user>

答え：

例

マスター、ユーザー

コマンド：set��r1��=��off

e2：mail2@teracomsystems.com

回答：r1��=��off、r2��=��off、r3��=��off、r4��=��off

ここで、

<relay>はr1、r2、r3、またはr4です。

権利：

権利：

答え：

コマンド：set��r1��=��off、r2��=��on、r3��=��on、r4��=��on

コマンド：メールユーザーe2を設定します：

<user>は、e1、e2、e3、e4、またはe5のいずれかになります。

コマンド：ステータスs22

[オプション]��-w

マスター、ユーザー

e2：

コマンド：メールe1を表⽰

マスター、ユーザー

権利：

コマンド：set��r1��=��on
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答え：

コマンド：set��pl1��=��on、pl2��=��on、pl3��=��on、pl4��=��on

構⽂：

答えなし

権利：

ここで、

<link>はリモートサーバーのアドレス（ドメインまたはIP）です。

purl��=��www.teracomsystems.com：8801�/��posttest.php、

例

答え：

purl2��=��www.teracomsystems.com：8802�/��posttest.php、post��=��on、

マスター

答えなし

答え：

<パルスリレー>はpl1、pl2、pl3またはpl4です

構⽂：

回答：
post��=��on、period��=��00:01:00

purl��=��www.teracomsystems.com：8801�/��posttest.php、post��=��on、

答えなし

構⽂：

マスター、ユーザー

post��=��on、period��=��00：01：00

コマンド：set��pl1��=��on

例

r1��=オフ、r2��=オン、r3��=オン、r4��=オン

<状態>はオンです

マスター

マスター、ユーザー

•秒単位の投稿期間‒��XML�/��JSONHTTP投稿期間を秒単位で設定します

期間=��00：01：00

コマンド：set��r2��=��off、r4��=��off��-w

答え：

set <パルスリレー>��=��<状態> [オプション]

コマンド：status��purl2

r1��=��on、r2��=��off、r3��=��off、r4��=��on

コマンド：set��purl��=��www.teracomsystems.com：8801�/��posttest.php

答え：

期間=��00：01：00

•リレーのパルスを設定-このメッセージは、選択したリレー出⼒をパルスするために使⽤されます

コマンド：set��pl1��=��on、pl4��=��on��-w

set purl=��<link>またはset purl2=��<link>

status purlまたはstatus purl2

set pper=��<値>

[オプション]��‒w

権利：

答えなし

r1��=��on、r2��=��on、r3��=��on、r4��=��on

コマンド：set��purl2��=��www.teracomsystems.com：8802�/��posttest.php

•投稿URL‒��XML�/��JSONHTTP投稿のURLを設定します

例

purl2��=��www.teracomsystems.com：8802�/��posttest.php、

答え：

答え：

コマンド：set��r1��=��on��-w

•ステータスURL‒��XML�/��JSONHTTPPostのステータスURL

権利：

答え：

構⽂：

コマンド：set��pl1��=��on��-w

答え：

答え：

コマンド：status��purl

どこ

権利：
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post��=��off、period��=��00：02：00

コマンド：set��post��=��on

どこ

構⽂：

set mqtt=��off

set mqtt=��on

構⽂：

set post=��on

マスター

権利：

構⽂：

•��MQTT期間‒MQTT公開期間を設定します

回答：post��=��off、period��=��00:05:00

答え：

コマンド：set��mqtt��=��on

例

例

<value>は、00：01：00から48:00:00までの数値です。

set mper=��<時間>

権利：

権利：

ここで、

<value>は60〜172800（秒）の数値です。

•投稿‒��XML�/��JSONHTTP投稿をオンに設定します

•��MQTTオン‒MQTTをオンに設定します

マスター

mqtt��=��on、mdata��=��json、period��=��00:05:00

答え：

post��=��on、period��=��00：02：00

例

<time>
は00:01:00から48:00:00（hh：mm：ss）の間です。

構⽂：

構⽂：

例

構⽂：

マスター

post��=��offを設定します

マスター

権利：

マスター

•投稿期間（hh：mm：ss�）‒��XML�/��JSON��HTTP投稿期間をhh：mm：ssに設定します

答え：

答え：

コマンド：set��post��=��off

コマンド：set��mqtt��=��off

例

例

例

コマンド：set��pper��=��120

マスター

set pperh=��<値>

権利：

•ポストオフ‒��XML�/��JSONHTTPポストオフを設定します

•��MQTTオフ‒MQTTをオフに設定します

権利：

回答：mqtt��=��off、mdata��=��json、period��=��00:05:00

コマンド：set��pper��=��00:05:00

post��=��off、period��=��00：02：00
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•��MQTTデータ‒MQTTデータ形式を設定します

答え：

コマンド：set��mdata��=��plain

どこ

例

構⽂：

例

どこ

権利：

構⽂：

set mdata=��<format>

マスター

構⽂：

回答：mqtt��=��on、murl��=��www.teracomsystems.com、port��=��8883

コマンド：set��ts��=��time.google.com：123

<port>はMQTTポートです

コマンド：set��tz��=��+��03：00

回答：mqtt��=��on、mdata��=��plain、period��=��00:05:00

コマンド：再起動

<link>はリモートサーバーのアドレス（ドメインまたはIP）です

マスター

コマンド：set��mper��=��00:05:00

マスター

•タイムサーバーを設定する

権利：

回答：ts��=��time.google.com：123、tz��=��+��02：00

マスター

mqtt��=オン、murl��=��www.teracomsystems.com、ポート=��1883

•��MQTTサーバー‒MQTTサーバーを設定します

デバイスが再起動しています！

例

set ts=��url：port

mqtt��=��on、mdata��=��json、period��=��00:05:00

マスター

<format>
は「json」または「plain」です。

構⽂：

権利：

構⽂：restart

set murl=��<リンク>

権利：

•��MQTTポート‒MQTTポートを設定します

•タイムゾーンを設定する

例

回答：ts��=��time.google.com：123、tz��=��+��03：00

答え：

コマンド：set��murl��=��www.teracomsystems.com

例

答え：

set tz=±hh：mm

例

set mport=��<port>

マスター

権利：

構⽂：

•再起動‒デバイスを再起動します

権利：

コマンド：set��mport��=��8883
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マスター

update <URL>

test sms

ファイルが破損しているか、バージョンが間違っています！

set��mncr��=��<status>、hh：mm：ss

答え：

コマンド：set��mncr��=��off

答え：

回答1：ファームウェアをダウンロードしています...

マスター

回答：メールが送信されています！

コマンド：set��mncr��=��on、10：00：00

コマンド：SMSのテスト

接続切断！

権利：

答え：

回答：サー
バーに接続できません！

どこ

権利：

mncr��=��off、10：00：00

権利：

答え：

•テストメールの送信‒メールユーザーにテストメールを送信するためのメッセージ

これはテストSMSです！

回答2：

回答：mncr��=��on、10：00：00

構⽂：

応答タイムアウト！

test email

ここで、

<URL>はパブリックサーバーへの有効なURLであり、更新（.cod）ファイルを指します

構⽂：

答え：

構⽂：

答え：

権利：

権利：

•テストSMSの送信‒許可されたユーザーにテストSMSを送信するためのメッセージ

ファームウェアファイルをダウンロードしました。更新中...

答え：

例：モバイルネットワーク接続のリセットを無効にする

•更新‒無線でデバイスを更新するためのメッセージ（LTE�/��WCDMA�/��GPRSが必要）

マスター

例

例

ソケットエラー！

ダウンロードタイムアウト！

<ステータス>-「オン」または「オフ」

•センサー通知遅延を設定します

マスター

答え：

構⽂：

構⽂：

マスター

さまざまな状況で、次の回答も可能です。

パーツの設定=��xxxx

コマンド：更新www.teracomsystems.com/docs/TCG140-4-v1.000-PS.cod

•モバイルネットワーク接続のリセットを設定する

コマンド：テストメール

例：モバイルネットワーク接続のリセットを有効にして時間を設定する

例

4G�/��3G�/��2Gが接続されていません！
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n

例：コマンド：
set��ls11��=��n25.0、x35.0、y1.0

例：

「マックス」の略

マスター

コマンド：set��ls11��=��n31.0

TCG140-4は、クライアントモード‒��HTTP�/��HTTPSPostをサポートします。これにより、デバイスはHTTPプロトコルを実⾏するすべての
SCADAソフトウェアと互換性があります。

「Hys」の値。

答え：

センサーのパラメーター;有効な値1または2。

どこ

制限「最⼤」のbbbb値

センサー1パラメーター1（温度）のセット：

このサービスがアクティブな場合、モジュールは定期的にHTTPPostをサーバーに送信します。投稿には、監視対象パラメーターの現在のステー
タスを含むXMLまたはJSONファイルが含まれています。

それ以外の場合、デバイスは応答の直後に接続を終了します。

デルセン=��5

にと

って

cccc

回答：ls12��=��n45.0、x60.0、y1.0

ポストは、SNMPトラップの例えとして、アラーム状態でも送信できます。

構⽂：

制限「最⼩」のaaaa値。

回答：ls11��=��n25.0、x35.0、y1.0

HTTPは、リモート監視および制御SCADAシステムの実装に⾮常に⼈気のあるプロトコルです。これらのシステムは、クライアントサーバーテク
ノロジーに基づいて構築されています。

HTTP��Post期間は、サーバーが適切なHTTPコマンドを使⽤して変更できます。これにより、コミュニケーションが⾮常に柔軟になります。

回答：ls11��=��n31.0、x35.0、y1.0

lspt��=��naaaa、xbbbb、yccccを設定します

バツ

ここで、

xxxx��‒通知遅延（秒単位）（0〜3600）

「Hys」の略

例：コマンド：
set��ls12��=��n45.0、x60.0、y1.0

HTTPおよびHTTPSプロトコルがサポートされています。

コマンド：set��part��=��5

センサー番号;有効な値1、2、3、または4。

すべてのHTTPPostで、サーバーはHTTPプロトコルに従って応答を返します。��「回答の処理」が有効になっている場合にのみ、TCG140-4は回
答に含まれるコマンドを実⾏します。

Y

•センサー制限を設定します

「最⼩」の略

センサー1パラメーター2（湿度）のセット：

権利：

この通信で⾮常に重要なパラメータは、HTTPPost期間です。より短い期間で、デバイスはより多くのデータトラフィックを⽣成しますが、これに
より、デバイスを「リアルタイム」に近づけるための情報と可能性が維持されます。

9.プロトコルとAPI

9.2。��XML�/��JSONファイルのHTTPPost

9.1。��HTTP��API
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9.2.1。コマンド

9.2.2。典型的なコミュニケーションセッション

どこ：

yyyはコマンドです。

•デバイスは、XML�/��JSONデータを含むHTTPPostリクエスト（1）をリモートサーバーに送信します

xxxはパラメータです。

例：

ポスト期間またはアラーム状態のいずれか。

•サーバーはHTTP応答（2）を返します。これには、メッセージ本⽂に「setr1��=��on」コマンドが短いテキストとして
含まれています。

set��r1��=��on��‒リレー1をオンにします。

•デバイスは、更新されたXML�/��JSONデータを含む新しいHTTPPostリクエスト（3）を送信します。
「setr1��=��on」コマンドの実⾏を確認します。

set��FIN��‒セッションを終了します。

コマンドの完全なリストは、9.4で⼊⼿できます。

TCG140-4のコマンドは、HTTPPostリクエストの回答の本⽂で送信されます。コマンドの構造は次のとおりです。

yyy��=��xxxを設定します

以下は、TCG140-4とリモートサーバー間の⼀般的な通信セッションです。
有効な回答」：
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•サーバーは、メッセージ本⽂に「setFIN」を含む新しいHTTP応答（4）を返します。これは、保留中のコマンドがな
く、セッションを閉じることができることを⽰しています。

⼀般的な監視アプリケーションを以下に⽰します。

•次のHTTPPost期間に、TCG140-4は新しいHTTP��Postリクエスト（5）をサーバーに送信します。

XML�/��JASON��HTTP��Postサービスは、以下の⼿順に従ってテストできます。

•��PHPをサポートするWEBサーバーにpost.phpファイルをコピーします。サーバーはインターネットからの可視性を備えて
いる必要があります。��UniServerとXAMPは、Windowsで最も⼈気のあるWEBサーバーです。

•サーバーは「setFIN」（6）で応答します‒保留中のコマンドはなく、

•post.phpのような次のコードを保存します。

セッションを閉じることができます。

？>

if（$��_��SERVER��['REQUEST_METHOD']��==��'POST'）{

}
else��

{echo��"PHPスクリプトが機能しています！";

<？php��
define（�"FILENAME"、��'status.xml'）;��
define（�"FOLDER"、��''）;��define
（�"SEPARATOR"、��''）;��define
（�"STR_SUCCESS"、��'set��FIN'）;��define
（�"STR_ERROR"、��'エラー'）;

$��datePrefix��=��date（�'YmdHis'、strtotime（�'now'））;��$��
pathname��=��FOLDER.SEPARATOR。$��datePrefix�.'_��'。FILENAME;��$��postdata��
=��file_get_contents（�"php：//��input"）;��$��handle��=��fopen（$��pathname、��
'w��+'）;��$��content��=��var_export（$��postdata、true）;��fwrite（$��handle、substr
（$��content、1、strlen（$��content）-2））;��fclose（$��handle）;��echo（（$��
handle��===��false）？STR_ERROR：STR_SUCCESS）。��"\��r��\��n";

}
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•「HTTPPostのテスト」ボタンをクリックします。

•www.yourserverURL.com�/��post.phpへのXML�/��JSONHTTPPostサービスをアクティブ化します。

センサーの通知遅延

アナログ⼊⼒の通知遅延

20210601103318_status.xml。

•スクリプトが正しく機能していることを確認するには、WEBブラウザにURL（たとえば、www.yourserverURL.com�/��post.php）
を⼊⼒します。すべて問題がなければ、「PHPスクリプトが機能しています！」というWEBページが表⽰されます。が表⽰さ
れます。

•HTTPPostを受信して処理すると、ボタンの近くに「OK」と表⽰されます。これに伴い、��post.phpが配置されているのと同じデ
ィレクトリにXML�/��JSONファイルが作成されます。ファイル名には時間情報が含まれます。例えば��-

TCG140-4は、次のHTTPコマンドをサポートしています（⼤⽂字と⼩⽂字が区別されます）。

9.3。��HTTPAPIコマンドのリスト

r1��=��off＆r2��=��off＆r3��=��off＆r4��=��off��‒すべてのリレーをオフにします

アナログ⼊⼒の最⼩値を10.0に設定します（f
はそれぞれの⼊⼒に対して1、2、3、または4です）

センサーの最⼤値を40.0に設定します

（それぞれのセンサーのpは1、2、3、4、5、6、7、または8です）

デルセン=��xxxx

（nはそれぞれのリレーで1、2、3、または4です）

rn��=��xxx

アナログ⼊⼒の最⼤値を20.0に設定します（f
はそれぞれの⼊⼒に対して1、2、3、または4です）

sx42��=��40.0は、センサー4、パラメーター2の最⼩値を設定します

rn��=��pl
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（nはそれぞれのリレーで1、2、3、または4です）

r2��=��on��‒リレー2をオンにします

センサーのそれぞれのパラメーターのtは1または2です）

リレーnをオン（xxx��=オン）またはオフ（xxx��=オフ）にします

r1��=��tg＆r4��=��tg��‒リレー1と4を切り替えます

アナログ⼊⼒のHysを1.0に設定します（f
はそれぞれの⼊⼒に対して1、2、3、または4です）

vxf��=��20.0

sn12��=��30.0は、センサー1、パラメーター2の最⼩値を設定します

r1��=��on＆r2��=��on＆r3��=��on＆r4��=��on��‒すべてのリレーをオンにします

r1��=��pl＆r2��=��pl＆r3��=��pl＆r4��=��pl

センサーの最⼩値を30.0に設定します

（それぞれのセンサーのpは1、2、3、4、5、6、7、または8です）

snpt��=��30.0

指⽰

トグルリレーn

delanl��=��xxxx

vn1��=��10.0は、アナログ⼊⼒1の最⼩値を設定します

センサーのそれぞれのパラメーターのtは1または2です）

rn��=��tg

sypt��=��2.0

vx2��=��20.0は、アナログ⼊⼒2の最⼤値を設定します

説明

r2��=��tg��‒リレー2を切り替えます

センサーのHysを2.0に設定します

（それぞれのセンサーのpは1、2、3、4、5、6、7、または8です）

vnf��=��10.0
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5��=��1.0

vy4��=��1.0は、アナログ⼊⼒4のHysを設定します

パルスリレーn

sy81��=��2.0は、センサー8、パラメーター1のHysを設定します。

（nはそれぞれのリレーで1、2、3、または4です）

（xxxxは0から3600の間です）

sxpt��=��40.0

r3��=��pl��‒リレー3をパルスします

r4��=��off��‒リレー4をオフにします

センサーのそれぞれのパラメーターのtは1または2です）

（xxxxは0から3600の間です）
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mdata��=��x

（xxxxは0から3600の間です）

MQTTのユーザー名認証。ここで、xxxxは

ddd1��=��xxxx

purl��=��212.25.45.120：30181�/��xampp�/��test�/��power.php

MQTT公開⽤のポート。yyyyはポートです。

mpass��=��xxxx

セッションを終了します

（xxxxは0から3600の間です）

XML�/��JSON��HTTP��Postキー‒xxxは最⼤17⽂字です

pper��=��x

mper��=��x

purl2��=��yyy

murl��=��212.25.45.120

pper��=��120＆save��‒投稿期間を120秒に設定して保存します

pper��=��600��‒投稿期間を600秒に設定します

muser��=��xxxx

MQTT公開期間（秒単位）（xは60〜
172800）

purl��=��212.25.45.120：30181�/��xampp�/��test�/��power.php

ddd2��=��xxxx

MQTTのパスワード認証。ここで、xxxxはパスワードです。

以前のすべての変更（リレーの変更を除く）をフラッシュメモリに保
存します。

終わり

HHTP投稿⽤のデータ形式XML�/��JSON��‒��0��XML、1サーバー1へのXML�/��
JSONHTTP投稿⽤のJSONURL。yyyはphpファイルへのフルパスです。

（xxxxは0から3600の間です）

mmode��=��x

dda1��=��xxxx

mport��=��1883

deldig��=��xxxx

保存する

mport��=��yyyy

TCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉

MQTTPublishのデータ形式JSON�/プレーンテキスト‒��0��JSON、
1プレーンテキストPublishプロトコル。xは安全でない場合は0、
TLS�/��SSLの場合は1です。

dk��=��xxx

XML�/��JSON��HTTP��POST期間（秒単位）（xは60〜
172800）

dataf��=��x��

purl��=��yyy

MQTT公開のURL。yyyはパスです。

（xxxxは0から3600の間です）

murl��=��yyy

すべての保存はFLASHサイクル（耐久性）を反映しているため、このコ
マンドは⾮常に慎重に使⽤する必要があります。

（xxxxは0から3600の間です）

dda2��=��xxxx

サーバー2へのXML�/��JSON��HTTPPostのURL。yyyはphpファイルへの
フルパスです。

ユーザー名

mper��=��600��‒MQTT公開期間を600秒に設定します

デジタル⼊⼒の低遅延から⾼遅延1

JSONファイルの構造については、付録Bを参照してください。

デジタル⼊⼒2の⾼遅延から低遅延

デジタル⼊⼒の通知遅延

デジタル⼊⼒の⾼遅延から低遅延1

乗算コマンドは、「＆」と連結して送信されます。
コマンドは、XML�/��JSONまたはCSVHTTP投稿の回答で送信されます。��「回答の処理」が有効になっている
場合に実⾏されます。

デジタル⼊⼒2の低遅延から⾼遅延

XMLファイルの構造については、付録Aを参照してください。

9.4。ファイル構造
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このツールはhttp：//device.ip.address/teracom485.htmで⼊⼿できます。

9.5.1。通信パラメータ

9.5.2。��Teracomセンサー更新ツール

9.5.2.1センサー設定

9.5.2.2センサーFWの更新

9.5。��MODBUS��RTU

•ボーレート‒��2400、4800、9600、19200、38400、または57600。

センサーの現在のFWバージョンについて通知しますが、センサーが

•データビット‒��8;

TCG140-4は、センサーFW更新ツールをサポートしています。

•ストップビット‒1または2;

•パリティ‒奇数または偶数。

バスで⼀⼈で。

注意！��MODBUS��RTUセンサーに変更を加えるには、RS-485上で単独で使⽤する必要があります

⼯場出荷時のデフォルトの通信パラメータとして、デバイスはMODBUSRTUの標準パラメータを使⽤します。

バス。

FWの更新を⼿配するには、最初に適切なファイルをセンサーにアップロードし、その後、「更新」ボタンを押す必要がありま

す。

•ボーレート‒��19200;

•データビット‒��8;

このツールは、現在のMODBUSRTU通信パラメーターで動作します。

•ストップビット‒��1;

MODBUS��RTUの場合、TCG140-4は次の通信パラメータをサポートします。

•パリティ‒偶数;

衝突を回避するには、TCG140-4とセンサーを⼯場出荷時のデフォルトのMODBUSRTU通信パラメーターで設定すること

をお勧めします。これにより、スムーズな操作が保証されます。

TCG140-4のデフォルトのMODBUSRTU通信パラメータは8.5.1で説明されています。通信パラメータ。

変更を加える前に、センサー設定をスキャンすることを強くお勧めします。この
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9.6。��MQTT

11.ファームウェアの更新

10.データロガー

ログファイルの最初の⾏は常にヘッダーです。ヘッダーを含むすべての⾏は、レコードIDとタイムスタンプで始まります。

yyyy.mm.dd、hh：mm：ssの形式のレコードのタイムスタンプ。

リレーの状態。

"イベント"

アラー
ム状態

パワーダウン状態後;

電源投⼊後;

無線でのファームウェアアップデート（4GLTE�/��3G�/��2G接続が必要）については、以下の⼿順に従ってください。

新しいレコードは、SCVファイルとして‒��1、2、3、4の専⽤HTTPサーバーに定期的にアップロードできます。

時間

"悪い"
"パワーダウン"

ヘッダーレコード⽤。

WEBインターフェースを介したファームウェアの更新については、7.4.2を参照してください。��FWアップデート。

ほとんどの場合、データロガーは53000レコードを保持できます。これは、1分ごとのレコードで36⽇間で⼗分です。

ID

時間

⼊⼒値リレーア
ラーム状態は、す
べての⼊⼒の状態を⽰します。「1」はアクティブなアラームを意味します。

レコード数は、説明の⻑さと使⽤される⽂字の種類によって異なります。

⼊⼒値

"始める"

定期的な記録のため;

ログの1⾏（レコード）の構造は次のとおりです。

ID

次のタイプのレコードが利⽤可能です：「時間」

問題のある記録のために。

6、8、12、または24時間。セミコロンは区切り⽂字として使⽤されます。

順番に‒センサー、アナログ⼊⼒、デジタル⼊⼒。

リレー

"再起動"

すべての⾏（レコード）に32ビットの⼀意の番号。

最悪の場合（UTF-8の最上位からの⽂字を含む15バイトの記述）、レコード数は約37000です。この数は、1分ごとのレコードで25⽇間で⼗分
です。

アラーム状態によって開始された記録の場合。

リセット状態後;

TCG140-4は、WEBインターフェイスおよび無線によるファームウェアアップデートをサポートしています。

ロガーはフラッシュメモリの循環バッファを利⽤します。ロガーが循環バッファーを完全にスクロールすると、新しいデータが最も古いデータ
を上書きします。このようにして、フラッシュメモリは常に完全なログを保存します。完全なログのコピーをダウンロードできます。

"タイプ"

レコードの種類

レコードの種類

ログファイルの例：

TCG140-4_R1.5��‒��2021年12⽉

MQTTは、クライアントサーバーのパブリッシュ/サブスクライブメッセージングトランスポートプロトコルです。軽量でオープン、シン
プルで、実装しやすいように設計されています。��MQTTは、⾃動⾞、製造、電気通信、⽯油、ガスなど、さまざまな業界で使⽤されていま
す。

46ページ

MQTTの詳細については、www.mqtt.orgをご覧ください。

1131904;��06.01.2021,01：02：24;��Time;��18.250�;;��18.438�;;��18.125�;;��18.500�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.375�;;��11.352;��0.066;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��0;��1;
1131905;��06.01.2021,01：02：25;時間;��18.250�;;��18.375�;;��18.125�;;��18.500�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.375�;;��11.352;��0.066;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��0;��1;

1�/°C;��S12;��S21�/°C;��S22;��S31�/°C;��S32;��S41�/°C;��S42;��S51�/°C;��S52;��S61�/°C;��S62;��S71�/°C;��S72;��S81�/°C;��S82;��A1�/��V;��A2�/��V;��D1;��D2;

1131906;��06.01.2021,01：02：26;��Time;��18.250�;;��18.375�;;��18.125�;;��18.500�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.313�;;��11.352;��0.066;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��0;��1;

1131902;��06.01.2021,01：02：23;��Time;��18.250�;;��18.375�;;��18.125�;;��18.500�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.375�;;��18.375�;;��11.352;��0.065;��1;��0;��1;��0;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��1;��0;

1131907;��06.01.2021,01：02：27;時間;��18.250�;;��18.375�;;��18.125�;;��18.438�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.313�;;��11.352;��0.066;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��0;��1;

1131903;��06.01.2021,01：02：23;イベント;��18.250�;;��18.438�;;��18.125�;;��18.500�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.375�;;��11.352;��0.066;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1;��0;��0;��1;

1131908;��06.01.2021,01：02：27;イベント;��18.250�;;��18.375�;;��18.125�;;��18.438�;;��18.188�;;��18.125�;;��18.313�;;��18.313�;;��2.198;��9.092;��0;��1;��0;��1;��1;�;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��1�;;��0;��0;��0;��1;

1131901;��06.01.2021,01：02：23;タイプ;��S11�/°C;��S12;��S21�/°C;��S22;��S31�/°C;��S32;��S41�/°C;��S42;��S51�/°C;��S52;��S61�/°C;��S62;��S71�/°C;��S72;��S81�/°C;��S82;��A1�/��V;��A2�/��V;��D1;��D2;��R1;��R2;��S1
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注意！マスターだけがこのメッセージを送信できます。

電池が飲み込まれたり、体のどこかに置かれた可能性があると思われる場合は、直ちに医師の診察を受けてください。

ファームウェアがダウンロードされ、検証されます。ダウンロードには約3分かかります。ファイルが正しい場合、マスターは確認のSMSメ
ッセージを受信します。更新⼿順は約2分かかります。ファームウェアの更新が完了すると（約5分）、TCG140-4が再起動します。

注意！アップデート中は電源を切らないでください。電源を切ると、デバイスが損傷します。

この装置は、⾼度2000メートルまでの汚染度2環境での使⽤を⽬的としています。モジュールがシステムの⼀部である場合、シス
テムの他の要素はEMC要件に準拠し、同じ周囲条件での使⽤を⽬的としている必要があります。

TCG140-4は、次の⼿順で⼯場出荷時のデフォルト設定に戻すことができます。

この装置は、医療、⼈命救助の⽬的、またはその故障が重傷または⼈命の損失を引き起こす可能性のある⽬的で使⽤してはなりません。

この製品には、コイン/ボタン電池が含まれています。バッテリーを摂取しないでください、化学⽕傷の危険。

•電源をオフにします。

•パブリックHTTPサーバーに更新ファイル（.cod拡張⼦）をアップロードします。

•リセットボタンを押したままにして、電源をオンにします。

•ファームウェアアップデートコマンドを送信します（SMSメッセージの構⽂は8.セットアップで説明されています）

コイン/ボタン電池を飲み込むと、わずか2時間で重度の⽕傷を負い、死亡する可能性があります。

•STAおよびSIGLEDがオンになります。

SMS経由）。

•リセットボタンを放します。

新品および使⽤済みの電池は⼦供から遠ざけてください。

バッテリーコンパートメントがしっかりと閉まらない場合は、製品の使⽤を中⽌し、⼦供から遠ざけてください。

モジュールはデフォルト設定を復元します。

12.⼯場出荷時のデフォルト設定

13.環境情報

14.安全性
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デバイスのサービスまたは修理が完了したとき、または年に1回、安全チェックを実⾏して、この製品が適切な動作状態にあることを
確認する必要があります。乾いた布でのみデバイスを清掃してください。液体クリーナーやエアゾールクリーナーは使⽤しないでください。磁
気/静的洗浄装置（ダストリムーバー）またはその他の研磨剤を使⽤して装置を洗浄しないでください。

感電や⽕災の危険を避けるために、この製品を液体、⾬、または湿気にさらさないでください。

•TCG140-4

•4つのスペーサー/バンパー

製品が製品仕様から逸脱した条件下で使⽤された場合、Teracomは製品の正常な動作を保証しません。

⽕災の危険性を減らすために、デバイスのデジタルおよびアナログ⼊⼒とリレー出⼒の配線には、断⾯積が0.5mm²以上の柔軟なより線のみ
を使⽤する必要があります。

ボックスには次のものが含まれます。

•��クイックスタートガイド

隣接するデバイスに推奨される空きスペースが確保されていない場合、モジュールが過熱（損傷）する危険性があります。外付け部品との接合
部には、取り付け後のケーブルの取り付け/取り外しのためのスペースが必要です。

•RS-485ターミネーター

花瓶などの液体で満たされたオブジェクトは、このデバイスに配置しないでください。

•マルチバンドアンテナ-698〜960および1710〜2690MHz

16.パッケージの内容

15.メンテナンス
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付録A

<description>��S1：TST1xx��</��description>��
<id>��2867895F07000058��</��id>��<type>��1W��
</��type>��<addr>��1Wire��</��addr>��<item1>

<value>��24.2��</��value>��
<unit>°C��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��19.0��</��min>��
<max>��100.0��</��max>��
<hys>��0.5��</��hys>��<�/��

item1>��<item2>

<モニター>��
<DeviceInfo>��

<DeviceName>��TCG140-4��</��DeviceName>��
<HostName>��TCG140-4��</��HostName>��<ID>��
862632040544279��</��ID>��<FwVer>��TCG140-4-
v1.000��</��FwVer>��<MnfInfo��>��
www.teracomsystems.com��</��MnfInfo>��<SysContact>��
info@teracomsystems.com��</��SysContact>��<SysName>��
TCG140-4��</��SysName>��<SysLocation>��Location��</��
SysLocation>��</��DeviceInfo>

<description>��S2��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��1W��</��type>��<addr>��1Wire��
</��addr>��<item1>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys��>��---��</��hys>��</��

item2>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys��>��---��</��hys>��</��

item1>��<item2>��<value>��
---��</��value>��<unit>��---��</��

unit>��<alarm>��0��</��
alarm>��<min>��---��<�/��
min>��<max>��---��</��
max>��<hys>��---��</��
hys>��</��item2>

</��S2>

<S>

</��S1>

<S1>

<S3>��
<description>��S3��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��1W��</��type>��<addr>��1Wire��
</��addr>��<item1>��<value>��---��</��
value>��<unit��>��---��</��unit>

<S2>

XMLファイル（status.xml）の構造：
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<value>��25.0��</��value>��
<unit>°C��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��-40.0��</��min>��
<max>��85.0��</��max>��
<hys>��8.5��</��hys>��</��

item1>��<item2>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys��>��---��</��hys>��</��

item2>

<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys>��---��</��hys>��</��

item1>��<item2>��<value>-��
-</��value>��<unit>��---��</��

unit>��<alarm>��0��</��
alarm>��<min>��---��</��
min>��<max>��---��</��
max>��<hys>��---��<�/��
hys>��</��item2>

<value>��34.8��</��value>��
<unit>％RH��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��0.0��</��min>��
<max>��100.0��</��max>��
<hys>��10.0��</��hys>��<�/��

item2>��</��S5>��<S6>

</��S4>

</��S3>

<description>��S6��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��MB��</��type>��<addr>��0��</��
addr>��<item1>

<S5>

<S4>��
<description>��S4��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��1W��</��type>��<addr>��1Wire��
</��addr>��<item1>��<value>��---��</��
value>��<unit��>��---��</��unit>��<alarm>��

0��</��alarm>��<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��<hys>��---��
</��hys>��</��item1>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>

<description>��S5��</��description>��
<id>��3300000000000000��</��id>��
<type>��MB��</��type>��<addr>��3��</��
addr>��<item1>

<item2>
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<description>��S8��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��MB��</��type>��<addr>��0��</��
addr>��<item1>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys��>��---��</��hys>��</��

item1>��<item2>

<S7>��
<description>��S7��</��description>��
<id>��0000000000000000��</��id>��
<type>��MB��</��type>��<addr>��0��</��
addr>��<item1>��<value>��---��</��
value>��<unit��>��---��</��unit>��<alarm>��

0��</��alarm>��<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��<hys>��---��
</��hys>��</��item1>��<item2>��
<value>��---��</��value>��<unit>��
---��</��unit>��<alarm>��0��</��
alarm>��<min>��---��</��min>��

<max>��---��</��max��>��<hys>��---��</��
hys>��</��item2>

<AI>

<value>��---��</��value>��
<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys��>��---��</��hys>��</��

item2>

<AI1>
<description>アナログ⼊⼒1��</��description>��
<value>��0.000��</��value>��<unit>��V��</��unit>��
<multiplier>��1.000��</��multiplier>��<offset>��0.0000��
</��offset>��<alarm>��0��</��alarm>��<min>��0.000��</��
min>��<max>��10.000��</��max>��<hys>��1.000��</��hys>

</��S7>

</��S8>

<max>��---��</��max>��
<hys>��---��</��hys>��

</��item1>��<item2>��
<value>��---��</��value>��

<unit>��---��</��unit>��
<alarm>��0��</��alarm>��
<min>��---��</��min>��
<max>��---��</��max>��
<hys>��---��</��hys>��</��
item2>

<S8>

</��S>

</��S6>
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<DI>
<DI1>

<description>リレー1��</��description>��
<value>��OFF��</��value>��<valuebin>��0��</��
valuebin>��<pulseWidth>��0.1��</��
pulseWidth>��<control>��0��</��control>��
</��R1>��<R2>

<description>デジタル⼊⼒1��</��description>��
<value>��OPEN��</��value>��<valuebin>��1��</��
valuebin>��<alarmState>��CLOSED��</��
alarmState>��<alarm>��0��</��alarm>

</��DI1>

<description>リレー2��</��description>��
<value>��OFF��</��value>��<valuebin>��0��</��
valuebin>��<pulseWidth>��0.2��</��
pulseWidth>��<control>��0��</��control>��
</��R2>��<R3>��<description��>リレー3��</��

description>

<DI2>
<description>デジタル⼊⼒2��</��description>��
<value>��OPEN��</��value>��<valuebin>��1��</��
valuebin>��<alarmState>��CLOSED��</��
alarmState>��<alarm>��0��</��alarm>

</��AI1>��
<AI2>��

<description>アナログ⼊⼒2��</��description>��
<value>��0.000��</��value>��<unit>��V��</��unit>��
<multiplier>��1.000��</��multiplier>��<offset>��
0.0000��</��offset>��<��alarm>��0��</��alarm>��<min>��
0.000��</��min>��<max>��10.000��</��max>��<hys>��
1.000��</��hys>��</��AI2>��<AI3>��<description>アナロ
グ⼊⼒3��</��description>��<value��>��0.000��</��
value>��<unit>��V��</��unit>��<multiplier>��1.000��</��
multiplier>��<offset>��0.0000��</��offset>��<alarm>��

0��</��alarm>��<min>��0.000��</��min>��<max>��10.000��</��
max>��<hys>��1.000��</��hys>��</��AI3>

</��DI2>

<AI4>

</��DI>

<description>アナログ⼊⼒4��</��description>��
<value>��0.000��</��value>��<unit>��V��</��unit>��
<multiplier>��1.000��</��multiplier>��<offset>��
0.0000��</��offset>��<alarm>��0��</��alarm>��<min>��
0.000��</��min>��<max>��10.000��</��max>��<hys>��
1.000��</��hys>��</��AI4>��</��AI>

<R>
<R1>
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<value>��OFF��</��value>��
<valuebin>��0��</��valuebin>��
<pulseWidth>��0.3��</��pulseWidth>��
<control>��0��</��control>��</��R3>��<R4>��

<description>リレー4��</��description>��<value��
>��OFF��</��value>��<valuebin>��0��</��valuebin>��

<pulseWidth>��0.4��</��pulseWidth>��<control>��
0��</��control>��</��R4>��</��R>��<HTTPPush>��
<Key�/>��<PushPeriod>��300��<�/��PushPeriod>��
</��HTTPSush>��<MQTT>��<Period>��300��</��
Period>��</��MQTT>��<signalpercent>��67��</��

signalpercent>��<hwerr>��</��hwerr>��<Alarmed>��0��
</��Alarmed>��<Scannig>スキャン<�/��Scannig>

<Date>��16.02.2021��</��Date>��
<Time>��14:19:12��</��Time>��</��

Time>��<NetworkInfo>��<Name>��A1��
BG��A1��BG��</��Name>

<MCC>��284��</��MCC>��
<MNC>��01��</��MNC>��
<LAC>��28201��</��LAC>��
<CID>��46743��</��CID>��
<SQ>��-71��</��SQ>��</��SC>��

<Latitude>��43.835283��<�/��
Latitude>��<Longitude>��25.965967��</��
Longitude>��</��NetworkInfo>��</��Monitor>

<時間>

<SC>

<alarm>��1��</��alarm>は、トリガー条件があることを意味します。

どこ：

<value>��---��</��value>および<unit>��---��</��unit>は、この位置に1-Wireセンサーがないことを意味します。
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付録B

{{
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JSONファイル（status.json）構造：

「モニター」：{

}}、

"S3"：
{"description"：��"S3"、��
"id"：��"0000000000000000"、��
"type"：��"1W"、��"addr"：��"1Wire"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、

}、��
"S"：

{"S1"：{"description"：��"S1：
TST1xx"、��"id"：��

"2867895F07000058"、��"type"：��
"1W"、��"addr"：��"1Wire"、��
"item1"：��{"value"：��"24.0"、��

"unit"：��"°C"、��"alarm"：��"0"、��
"min"：��"19.0"、��"max"：��
"100.0"、��"hys"：��"0.5"}�、��
"item2"：{"value"：��"---"、��
"unit"：��"---"、��"alarm"：��"0"、��
"min"：��"---"、��"max"：��"-��-"、"��

hys��"："��---��"

"DeviceName"：��"TCG140-4"、��
"HostName"：��"TCG140-4"、��"ID"：��
"862632040544279"、��"FwVer"：��
"TCG140-4-v1.000"、��"MnfInfo"：��

"www.teracomsystems�.com��"、"��SysContact��"："��
info@teracomsystems.com��"、"��SysName��"："��TCG140-4��
"、"��SysLocation��"："��Location��"

}}、

"機器情報"：��{

"S2"：
{"description"：��"S2"、��
"id"：��"0000000000000000"、��
"type"：��"1W"、��"addr"：��"1Wire"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、"��unit��
"："��---��"、"��alarm��"："��0��"、"��min��

"："��---��"、"��max��"："��---��"、"��hys��
"："��---��"}�、��"item2"：{"value"：��
"---"、��"unit"：��"---"、��"alarm"：��
"0"、��"min"：��"---"、��"max"：��"-��
-"、"��hys��"："��---��"
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}、��"item2"：
{"value"：��"---"、��

"unit"：��"---"、��
"alarm"：��"0"、��

"min"：��"---"、��
"max"：��"��---��"、"��

hys��"："��---��"

}

}}、

}、

"S4"：

{"description"：��"S4"、��
"id"：��"0000000000000000"、��

"type"：��"1W"、��"addr"：��"1Wire"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、"��unit��

"："��---��"、"��alarm��"："��0��"、"��min��
"："��---��"、"��max��"："��---��"、"��hys��
"："��---��"}�、��"item2"：{"value"：��

"---"、��"unit"：��"---"、��"alarm"：��
"0"、��"min"：��"---"、��"max"：��"-��

-"、"��hys��"："��---��"

"S6"：

{"description"：��"S6"、��
"id"：��"0000000000000000"、��

"type"：��"MB"、��"addr"：��"0"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、"ユニット��

"："��---��"、"アラーム��"："��0��"、

}}、��

"S5"：

{"description"：��"S5"、��
"id"：��"3300000000000000"、��

"type"：��"MB"、��"addr"：��"3"、��
"item1"：{"value"：��"��25.1��"、"単位��

"："°C��"、"アラーム��"："��0��"、"最⼩��
"："��-4.0��"、"最⼤��"："��85.0��"、"��
hys��"："��8.5��"

"unit"：��"---"、��

"alarm"：��"0"、��
"min"：��"---"、��

"max"：��"---"、��

"hys"：��"---"

}、��"item2"：
{"value"：��"34.6"、��

"unit"：��"％RH"、��
"alarm"：��"0"、��

"min"：��"0.0"、��

"max"：��"100.0"、��

"hys��"："��10.0��"
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}、��"item2"：
{"value"：��"---"、��
"unit"：��"---"、��

"alarm"：��"0"、��

"min"：��"---"、��
"max"：��"��---��"、"��

hys��"："��---��"

}

}}、

}

"S7"：
{"description"：��"S7"、��
"id"：��"0000000000000000"、��

"type"：��"MB"、��"addr"：��"0"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、"��unit��
"："��---��"、"��alarm��"："��0��"、"��min��

"："��---��"、"��max��"："��---��"、"��hys��
"："��---��"}�、��"item2"：{"value"：��
"---"、��"unit"：��"---"、��"alarm"：��
"0"、��"min"：��"---"、��"max"：��"-��
-"、"��hys��"："��---��"

}、��"AI"：
{"AI1"：

{"description"：��"アナログ⼊⼒1"、��
"value"：��"0.000"、��"unit"：��"V"、��
"multiplier"：��"1.000"、��"offset"：��

"0.0000"、��"alarm"：��"0"、��"min"：��
"0.000"、��"max"：��"2.000"、

}}、

"min"：��"---"、��
"max"：��"---"、��
"hys"：��"---"

"S8"：
{"description"：��"S8"、��
"id"：��"0000000000000000"、��
"type"：��"MB"、��"addr"：��"0"、��
"item1"：{"value"：��"---��"、"��unit��
"："��---��"、"��alarm��"："��0��"、"��min��

"："��---��"、"��max��"："��---��"、"��hys��
"："��---��"}�、��"item2"：{"value"：��
"---"、��"unit"：��"---"、��"alarm"：��
"0"、��"min"：��"---"、��"max"：��"-��
-"、"��hys��"："��---��"
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"から"：��{

}}、��
"R"：

{"R1"：
{"description"：��"Relay��1"、��
"value"：��"OFF"、��"valuebin"：��
"0"、��"pulseWidth"：��"0.1"、��
"control"：��「0」

}}、

"R3"：{

"DI2"：
{"description"：��"Digital��Input��2"、��
"value"：��"OPEN"、��"valuebin"：��"1"、��
"alarmState"：��"CLOSED"、��"alarm"：��
"0"

}、

}、��"AI2"：
{"description"：��"Analog��Input��2"、��
"value"：��"0.000"、��"unit"：��"V"、��
"multiplier"：��"1.000"、��"offset"：��
"0.0000"、��"��alarm��"："��0��"、"��min��"："��
0.000��"、"��max��"："��2.000��"、"��hys��"："��
0.010��"}、"��AI3��"：{"��description��"："��
Analog��Input��3��"、"��value��"��：��"0.000"、��
"単位"：��"V"、��"乗数"：��"1.000"、��"オフ
セット"：��"0.0000"、��"アラーム"：��"0"、��

"最⼩"：��"0.000"、��"最⼤"：��"��2.000��"、"��
hys��"："��0.010��"}、"��AI4��"：{"��description��

"："��Analog��Input��4��"、"��value��"："��
0.000��"、"��unit��"："��V��"、"��multiplier��
"："��1.000��"�、��"offset"：��"0.0000"、��
"alarm"：��"0"、��"min"：��"0.000"、��
"max"：��"10.000"、��"hys"：��"1.000"

}、

"DI1"：
{"description"：��"Digital��Input��1"、��
"value"：��"OPEN"、��"valuebin"：��"1"、��
"alarmState"：��"CLOSED"、��"alarm"：��
"0"

「hys」：「0.010」

}、��"R2"：
{"description"：��"Relay��2"、��
"value"：��"OFF"、��"valuebin"：��
"0"、��"pulseWidth"：��"0.2"、��
"control"：��"0"
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"HTTPPush"：{

}

"鍵"：��""、

"SC"：{

"PushPeriod"：��"300"

}、

「MCC」：「284」、

「MNC」：「01」、

「MQTT」：{

「LAC」：「28201」、

"CID"：��"46596"、

「期間」：「300」

"description"：��"Relay��3"、��
"value"：��"OFF"、��"valuebin"：��

"0"、��"pulseWidth"：��"0.3"、��

"control"：��"0"

}、��"signalpercent"：��"67"、��
"hwerr"：��""、��"Alarmed"：��

"0"、��"Scannig"：��"Scan"、��

"Time"：{"Date"：��
"16.02.2021"、��"Time��"："��

14:39:55��"

}、��"R4"：

{"description"：��"Relay��4"、��
"value"：��"OFF"、��"valuebin"：��

"0"、��"pulseWidth"：��"0.4"、��

"control"：��"0"

「SQ」：「-71」

}、

}}、

"NetworkInfo"：{

}、
「緯度」：43.835283、「経度」：��

25.965967}}

}

"名前"：��"A1��BG��A1��BG"、
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付録C

図1

図2
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