
教えてMELSEC  iQ-F!!教えてMELSEC  iQ-F!!

MELSEC iQ-Fシリーズお問合わせ例のご紹介!MELSEC iQ-Fシリーズお問合わせ例のご紹介!
電話技術相談窓口に、よくお問合わせいただく内容をご紹介します。

本資料に掲載の価格に消費税は含まれておりません。

EthernetポートやSDメモリカードスロットが標準搭載になり、内蔵機能が進化した
MELSEC iQ‐Fシリーズ。セキュリティ面も強化されていますか？

EthernetポートやSDメモリカードスロットが標準搭載になり、内蔵機能が進化した
MELSEC iQ‐Fシリーズ。セキュリティ面も強化されていますか？

「これってどうなの？」
「もっと便利な方法は？」など、
お客様の声にお答えします!

セキュリティ機能編セキュリティ機能編

新製品トピックス新製品トピックス
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デバイスでラッチ可能な範囲は何番から何番までですか？

CPUユニットの電源OFFでデータレジスタ（D100）がクリアされますが、
ラッチさせるためには何か設定が必要ですか？
CPUパラメータのメモリ/デバイス設定でラッチ範囲を設定する必要があります。

その2その2

その3その3

その1その1

MELSEC iQ-F

デバイスのリンクレジスタ(W)やファイルレジスタ（R)はラッチ可能ですか？
可能です。バッテリFX3U-32BL（オプション）が必要になります。

ラッチ範囲はお客様で任意に設定することができます。“その1”と同様にCPU
パラメータのメモリ/デバイス設定でラッチ範囲を設定します。

セキュリティキーやリモートパスワードなどに、新たに対応しました。
MELSEC iQ-Fシリーズは、お客様の資産となるプログラムをしっかり守ります！

■セキュリティキー NEW
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必要なプログラムにだけパスワードを掛けられるので、設計者とユーザ
がそれぞれの立場に応じてパスワードを設定できます。

参考標準価格  ¥5,000

■ブロックパスワード

プログラム
実行

プログラム
実行不可

閲覧やコピーしてほしくない
プログラムには、パスワード
を設定しておこう。

・起動プログラム
・通信プログラム
・ファンクションブロック

・データ設定値
・測定値演算

プロジェクトデータ

設計者 ユーザ

カスタマイズしたプログラム
には、パスワードを設定して
おこう。

CPUユニット

CPUユニット

SDメモリカードの
抜き取りやデータコピー

CPUユニット

CPUユニット

リモートパスワードが分からないと、アクセス
できません。

■リモートパスワード NEW

リモート
パスワード??

Ethernet

リモート
パスワード
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リモート
パスワードは
[＊＊＊＊＊＊]！

リモート
パスワード??

（2016年5月調査分）

■ファイルパスワード（解除できないプロテクト）
不正な読出し/書込みを防止する“ファイルパスワード”で
ファイルをしっかり守ります。さらに、“解除できないプロテク
ト”では、ファイルの読出し/書込みを禁止したまま、解除が
できないように設定できます。

“解除できないプロテクト”はパスワード設定が不要なので、
パスワードが流出する心配もありません。

読出し

書込みしっかり

ブロック!

セキュリティキーをCPUユニットとプロ
グラムファイルに設定。セキュリティキー
が一致しないと、PCでのプログラム

ファイルの閲覧や、CPU
ユニットでのプログラム
実行ができません。

パスワードは下記の3種類があり、用途に応じて使い分けが可能です。

ーラッチ編ーーラッチ編ー

GT104□形GOTからGT2104-RTBD形GOTに置き換える際に、取り付け穴
の加工が不要となり、手軽に置換え*ができます。

＊: 本製品を使用し置き換えた場合、防水防塵規格（IP67F)には対応し
ません。また振動衝撃の加わる条件下では使用しないでください。

GT21用アタッチメントGT21用アタッチメント
GT21‐04RATT-40

取付け穴のサイズが違う
機種への置換え＊が可能！

GT104□ GT2104-R

〒100-8310　東京都千代田区丸の内2-7-3（東京ビル）

 安全に関するご注意
・ 本資料に記載された製品を正しくお使いいただくためご使用の前に必ず「マニュアル」を

お読みください。
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・ Ethernetは、米国 Xerox Corporationの商標です。
・ SDロゴ、SDHCロゴはSD-3C, LLCの登録商標又は商標です。
・ その他、本文中に記載の会社名、商品名は、それぞれの会社の商標または登録商標です。

商標、登録商標について

項目 従来使用機種 置換え機種

形名 GT1040-QBBD GT2104-RTBDGT1045-QSBD
パネルカット寸法(mm) 130（W）×103（H） 118（W）×92（H）



MELSEC iQ-Fseries MELSEC iQ-Fseries 
Frequent inquiries received at our tech support call center
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What range of device numbers can be latched?

When the CPU module is powered o�, data register (D100) becomes cleared.  
What settings are required to make it latched?

The latch range must be set in the memory/device setting of the CPU parameter.

No. 2No. 2

No. 1No. 1

No. 3No. 3 Can link register (W) and �le register (R) devices be latched?

Yes.  The FX3U-32BL battery (option) would be required.

The latch range can be set arbitrarily by the user.  Set the latch range in the 
memory/device setting of the CPU parameter like in "No. 1."

When replacing GT104£ with GT2104-RTBD, attachment can be used for easy 
replacementÛ with no need to make a new cutout.

Û When the attachment is used, GOT does not comply to the waterproof protection standard (IP67F).  
Additionally, do not use the attachment when vibration or impact conditions exist.

Set a password to programs 
that may not be read or 
copied.

GT21 attachmentGT21 attachment
GT21‐ 04RATT-40

Possible to replaceÛ to 
another model with di�erent 
cutout dimensions!

• Startup program
• Communication program
• Function block

• Data setting value
• Measured value
  calculation

Project data

Developer User

GT104□ GT2104-R

Set password to customized 
programs.

n Remote password NEW

Remote
password??

Ethernet

Remote
password is
[ÜÜÜÜÜÜ]

Remote
password is
[ÜÜÜÜÜÜ] !

Remote
password??

(May. 2016 survey)

n File password
 (Permanent PLC Lock)
Files can be protected by "File Password" for 
preventing unauthorized reading/writing. 
Additionally, �le read/write access can be 
permanently locked with "Permanent PLC Lock."

There is no password setting, so no need to 
worry about password leak!

Read

WriteBlock
ed!

Three types of password functions are available, each with a different purpose.

"How does th is work?"
"Is there an easier way?"
Here's some insight!

n Block password

New product topicsNew product topics introduction of questions example!introduction of questions example!
–Latch edition––Latch edition–

Learn about MELSEC iQ-F!!Learn about MELSEC iQ-F!!
Security function edition

Program cannot
be executed

Program
execution
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Key [A]

Read
PC

Cannot read
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No Key, or Key [B] No Key, or Key [B]

Key [A]
Key [A]

No Key, or Key [B]

Program
execution

Program cannot
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CPU module

CPU module

Removed SD memory card
or data copy

CPU module

CPU module

PC

MELSEC iQ-F includes many built-in functions, including Ethernet port and 
SD memory card slot.  Has security also been strengthened?

MELSEC iQ-F includes many built-in functions, including Ethernet port and 
SD memory card slot.  Has security also been strengthened?

n Security key NEW

Set the security key to the CPU module 

and the program �le.  Reading the 

program �le on the PC and program 

execution on the CPU 

module is possible only 

when the security 

keys match.

Security key and remote password are newly supported.  MELSEC iQ-F series protects the program, 
your intellectual property!

Allows access only when the password is known. Password can be set to individual program blocks, so developers and 
users can set passwords as required from their standpoint.

Please contact your nearest Mitsubishi representative for more information.

New publication, effective July. 2016.  Specifications subject to change without notice. Printed in Japan (MEE) 

 • Ethernet is a registered trademark of Xerox Corporation in the United States.
 • The SD and SDHC logos are trademarks or registered trademarks of SD-3C, LLC.
 • All other company names and product names used in this document are trademarks or registered trademarks of 
their respective companies.

Registration Safety Warning
 • To ensure proper use of the products in this document, please be sure to read the instruction manual prior to use.

Item Previously used model Replacement model

Model name
GT1040-QBBD

GT2104-RTBD
GT1045-QSBD

Panel cut dimensions 
(mm) 130 (W) × 103 (H) 118 (W) × 92 (H)


