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このたびは、AddObserver をお買い上げいただきましてありがとうございます。
AddObserver には、AddObserver ビルダと AddObserver パネルの 2 種類のソフトウエ
アが入っています。
このユーザーズマニュアルでは、おもに AddObserver ビルダの使用方法について説明
しています。ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いくださ
い。なお、AddObserver パネルの使用方法については、別冊の「WX83 AddObserver
Runtime」(IM WX83-01) のユーザーズマニュアルの 2 章以降をご覧ください。
お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、大切に保存してくだ
さい。ご使用中に取り扱いがわからなくなったときなどにきっとお役に立ちます。

● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきの
ことがありましたら、お手数ですが、お買い求め先までご連絡ください。
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
● ソフトウエアを同時に複数のコンピュータで使用することを禁止します。また、複数
の使用者によって使用することも禁止します。
● ソフトウエアを第三者に譲渡することおよび貸与することを禁止します。
● 当社は、ソフトウエアのパッケージを開封した時点で、オリジナルディスクに物理的
な欠陥がある場合を除き、いかなる保証もいたしません。
● 当社は、ソフトウエアの使用に関して直接または間接に生じるいっさいの損傷につい
て責任を負いません。
● ライセンス番号は再発行できません。ライセンス番号は大切に保管してください。
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ソフトウエア使用許諾契約書
ご使用前に必ずお読みください。

このたびは横河電機株式会社（以下「横河」といいます）のソフトウェアをお求めいただきまして誠にありがとうございます。本ソフトウェアをインストールまたは使
用することにより、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストールおよび使用は行わず、
直ちに本ソフトウェアの販売元にご連絡ください。本ソフトウェアを未使用のまま返品いただくことにより、本ソフトウェアについてお支払い済みの金額について払戻
しを受けられる場合があります。

ソフトウエア使用許諾契約書

第 1 条 ( 適用範囲 )
本契約は，横河の以下の製品およびこれに付帯して提供される関連資料（以下併せて「横河ソフトウェア製品」といいます）に適用します。横河が別に定める場合を除き、
横河が提供する横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版についても本契約が適用されます。
対象製品：DAQWORX（但し、購入した品目のソフトウェアに限る）
第 2 条 ( 使用権の許諾 )
1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、以下のライセンス数と同じ台数のコンピュータ上における、お客様の自
己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。
ライセンス数：１
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
a. 横河ソフトウェア製品を複製すること（ただし、バックアップ用に１部複製することは可能としますが、この場合複製物の管理に厳重な注意を払うものとします。）
b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、転貸、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
c. ネットワークを介して指定コンピュータ以外のコンピュータ上で横河ソフトウェア製品を使用すること
d.	ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変
換もしくは複製すること、修正もしくは他の言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構（コピープロテクト）を除去したり、除去を試みること
f.
横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与して
いる第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の権利は横河または当該第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコードは、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の
第三者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 本契約終了または解除時は、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、コンピュータまたは記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去
するものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとし
ます。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者（横河の関係会社を含みます）から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム（以下「第三者プ
ログラム」という）を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者（以下「供給者」といいます）が本契約と異なる使用許諾条件を定めている場合には、
別途提示される当該条件が本契約に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。
7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）が含まれる場合があります。OSS については、別途提示される条件が本契約に
優先して適用されます。
第 3 条 ( 特定用途に関する制限 )
1. 横河ソフトウェア製品は、横河、お客様間にて別途書面で合意した場合を除き、航空機の運行、船舶の航行もしくはこれらを地上でサポートする機器、鉄道施設、原
子力施設もしくは放射線関連機器、または医療機器もしくは医療施設に関連した使用、その他高度な安全基準が求められる状況下での使用を目的として設計、製造ま
たは使用許諾されたものではありません。
2. お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には、横河および供給者は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わな
いものとし、お客様は、お客様の責任においてこれを解決するものとします。
第 4 条 ( 保証 )
1. 横河ソフトウエア製品は、当該製品完成時または出荷時の現状のままでお客様に提供されるものとし、記録媒体の破損または損傷を除き、横河および供給者は瑕疵担
保責任その他の保証責任を一切負わないものとします。記録媒体に破損、損傷などの瑕疵が発見された場合は，出荷後 12 ヶ月に限り、横河はこれを無償で交換しま
す（ただし、お客様の費用で横河の指定するサービス拠点に当該ソフトウエア製品の記憶媒体を送付していただく場合に限ります）。横河はいかなる場合であっても、
横河ソフトウェア製品に瑕疵および不具合のないこと、的確性、正確性、信頼性もしくは最新性などの品質上または性能上の明示もしくは黙示の保証をするものでは
ありません。また、横河ソフトウェア製品が他のソフトウェアとの間で不整合、相互干渉などの影響のないことを保証するものでもありません。
2. 横河は、自己の判断により必要と認めた場合、横河ソフトウェア製品に関するバージョンアップ（以下、「バージョンアップ」といいます）を実施し、これを有償ま
たは無償にて提供することがあります。ただし、横河は、バージョンアップまたはバージョンアップ後の製品をお客様に提供する義務を負うものではありません。
3. 製品によっては、有償保守サービスが提供される場合があります。保守サービスの範囲および条件は、横河が別途定めるところによります。ただし、横河が保守対応
をするのは、カタログまたは一般仕様書に別に記載のない限り、最新のバージョンおよびその直前のバージョンまでとし、直前のバージョンについてはバージョンアッ
プ後５年間に限るものとします。また、受注停止のものについては、受注停止後５年内に限り対応します。標準品以外の製品については、保守対応できない場合があ
ります。なお、横河以外により改変または修正された横河ソフトウェア製品については、横河は一切対応しないものとします。
第 5 条 ( 特許権，著作権等の侵害に関する損害賠償責任 )
1. お客様は、横河ソフトウェア製品につき、第三者から特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の侵害に基づき使用の差し止め、損害賠償請求等が行われた場合は、
書面にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。
2. 前項の通知がなされ、当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から横河に防御、交渉に必要なすべての権限を
与えていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、横河は自己の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終
的に認められた責任を負うものとします。
3. 横河は第１項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、横河の選択により、横河の費用で下記のいずれかの処置を取ることができるものとします。
a. 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利を取得する。
b. 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。
c. 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。
d. 前各号の処置がとれない場合、本契約を解除し、かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額を限度として損害を賠償する。
4. 前各項にかかわらず、第 1 項の請求にかかる侵害が、横河以外の者による横河ソフトウェア製品の改変に起因する場合、横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフ
トウェア製品との組み合わせによる場合、お客様または発注者の指示に起因する場合、横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は、
横河は前各項の責任を負わないものとします。
5. 本条の定めが知的財産権侵害に関する横河および供給者の責任のすべてとします。本条にかかわらず、第三者プログラムまたは OSS に起因する請求等については別途
提示される条件が優先します。
第 6 条 ( 責任の制限 )
1. 本契約に従い使用されている横河ソフトウェア製品によって、横河の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、横河は、本契約の規定に従って対応する
ものとしますが、横河および供給者は、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害（営業上の利益の喪失、業務の中断、営業情報の喪失等に
よる損害その他）については一切責任を負わないものとし、かつ横河の責任（前条における責任を含む）は、かかる横河ソフトウェア製品について横河が既にお支払
いを受けた金額の残存簿価を限度とします。なお、横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウェアとの結合を行
い、またはその他、カタログ、一般仕様書、基本仕様書、機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は、横河は一部または全ての責任を免れることが
できるものとします。
2. 本契約の遂行または違反その他本契約に関してお客様が横河に対して有するすべての請求権は、請求の原因となる事由の発生から３ヶ月以内に横河に対して書面で通
知しない限り、当該３ヶ月の経過をもって消滅するものとします。
第 7 条 ( 輸出規制 )
お客様は、事前に横河の同意を得た場合を除き、横河ソフトウェア製品の全部または一部を、直接、間接を問わず輸出または他国に提供しないものとします。横河が同
意した場合、お客様は、日本国、アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し、自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な手続きを行うものと
します。
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ソフトウエア使用許諾契約書
第 8 条 ( 監査、使用の差止め )
1. 横河は、お客様による本契約の履行を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2. 横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウェア製品を
使用するに著しく不適切であると横河が判断した場合には、横河はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。
第 9 条 ( 譲渡 )
お客様は、横河ソフトウェア製品の譲渡を行う場合は、譲受人に本契約が適用されることを明示しこれを順守させるとともに、横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に
譲渡し、お客様自身が保有する複製物を完全に消去するものとします。
第 10 条 ( 解除 )
横河は、お客様が本契約に違反した場合には、何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに横河ソフトウェア製
品の使用を中止し、第 2 条第 5 項に従い横河ソフトウェア製品およびその複製物を返却または消去するものとし、支払い済みの使用料は返金されないものとします。本
契約終了後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項、第 3 条、第 5 条、第 6 条および第 11 条は効力を有するものとします。
第 11 条 ( 管轄裁判所 )
横河ソフトウェア製品の使用または本契約に関して生じた紛争については、両者誠意を持って協議解決するものとします。ただし，一方当事者が他方当事者に協議解決
をしたい旨の通知後 90 日以内に両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所 ( 本庁 ) を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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このマニュアルの利用方法
このマニュアルの構成

このユーザーズマニュアルは、以下に示す第 1 章〜第 4 章、および索引で構成されてい
ます。
章
1

タイトル
ご使用になる前に

2
3

AddObserver ビルダで
モニタ画面を作成する
モニタ画面を保存する / 開く

4

各種メッセージと対処方法

索引

内容
AddObserver の概要を説明しています。
また、AddObserver を使用するときに必要な PC 環境、イ
ンストールの方法などについて説明しています。
AddObserver ビルダでオリジナルのモニタ画面を作成す
る際の操作方法について説明しています。
AddObserver ビルダで作成したモニタ画面の保存 / デー
タチェックやモニタ画面を開く際の操作方法について説
明しています。
各種メッセージ一覧、AddObserver ビルダのバージョン
情報の確認方法などについて説明しています。
アルファベット順、五十音順の索引を記載しています。

このマニュアルにおける説明の範囲

このマニュアルでは、オペレーティングシステム (OS) の基本的な操作については説明し
ていません。各 OS の基本的な操作については、それぞれのユーザーズガイドなどをお
読みください。

このマニュアルで使用している記号
● 単位

K 「1024」の意味です。
M「1024K」の意味です。
G 「1024M」の意味です。

使用例：100KB
使用例：10MB
使用例：10GB

● 表示文字

メニュー、コマンド、ダイアログボックス、ボタンの表記は、すべて「」で囲んで表
記しています。

● 注記

このマニュアルでは、注記に次のようなシンボルを使用しています。

				

注

意

取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損
害のみが発生する危険があるときに、それを避けるための注意事
項が記載されています。

● 操作説明ページで使用しているシンボル

第 1 〜 4 章で操作説明をしているページでは、説明内容を区別するために、次のよう
なシンボルを使用しています。

				

				

iv

操作手順

Note

数字で示す順序で各操作をしてください。
ここでは、初めて操作
をすることを前提に、手順を説明しています。操作内容によって
は、すべての操作を必要としない場合があります。
操作をするうえで、知っていると便利な情報が記載されています。
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第1章

ご使用になる前に

AddObserver の概要

1

AddObserver は、AddObserver ビルダと AddObserver パネルの 2 種類のソフトウエア
からなります。
AddObserver ビルダは、当社製データ集録機器用パッケージソフトウエア DAQ32 Plus/
DAQEXPLORER/DAQLOGGER のモニタサーバに収集された測定データを表示するための
オリジナルのモニタ画面を作成するソフトウエアです。測定データをモニタリングする
ために、メータやトレンドグラフなどにチャネルを割り付けたり、作画部品を使って現
場のイメージに合わせたモニタ画面を作成することが可能です。
AddObserver パネルは、DAQ32 Plus/DAQEXPLORER/DAQLOGGER/MXLOGGER のモニ
タサーバや GateCONTROL、GateEye と接続して、AddObserver ビルダで作成したオリ
ジナル画面を表示するソフトウエアです。
AddObserver

AddObserverビルダ

AddObserverビルダで作成された画面設定ファイルや
コンフィグファイルを読み込んで、
モニタ画面を表示して
そのモニタ画面に収集された測定データを表示します。
イーサネット

GateCONTROL

GateEye

MXLOGGER

DAQLOGGER

ホスト

RS-232/RS-422A
コンバータ

データ収集

イーサネット

画像
データ収集

ハブ
イーサネット

温調計

ネットワークカメラ、
DX、 MV、 CX

MX

DAQ32 Plus

データ収集

RS-232

RS-232
RS-232

データ収集

RS-422A

ホスト
DAQEXPLORER

データ収集

データ収集

データ収集

RS-232/RS-422Aまたは
RS-232/RS-485コンバータ

データ収集

イーサネット
VIEW RECORDER VR200

µR、VR、DX、CX、MV、DARWIN

データ収集

RS-232

RS-422A
または
RS-485

イーサネット
データ収集

GP-IB

DARWIN

データ収集

イーサネット

MV、DX、CX

AddObserver ビルダ

おもな機能は、次のとおりです。
・ AddObserver パネルでモニタリングするモニタ画面を作成 / 編集します。
・ モニタ画面を構成する 2 種類のファイル ( 画面設定ファイル ( 拡張子が「.gob」のファ
イル ) とコンフィグファイル ( 拡張子が「.cob」のファイル )) を作成します。
・ DAQ32 Plus/DAQEXPLORER/DAQLOGGER/MXLOGGER のモニタサーバや
GateCONTROL、GateEye にイーサネットで接続して、簡単にモニタサーバのチャネ
ルの情報を取得できます。
・ モニタ画面を構成する部品 ( メータ、トレンドグラフ、シグナルなど ) へチャネル
/ アラームを簡単に割り付けられます。

チャネル数

AddObserver ビルダで割り付けられるチャネル数は、最大 1600 チャネルです。DAQ32
Plus/DAQEXPLORER/DAQLOGGER/MXLOGGER が動作している PC をホストとして登録
し、DAQ32 Plus/DAQEXPLORER/DAQLOGGER/MXLOGGER のモニタソフト上のチャネル
を、0 〜 1599 のチャネルに割り付けます。
ホストとして複数の PC を登録できます。

アラーム

割り付けられたチャネルに設定されているアラームを表示します。
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画面設定ファイル/コンフィグファイルを作成します。

AddObserverパネル

ホスト

ご使用になる前に

1.1

1-1

1.1

AddObserver の概要

AddObserver パネル

このソフトウエアについては、別冊の「WX83 AddObserver Runtime ユーザーズマニュ
アル」(IM WX83-01) の 1.1 節をご覧ください。

モニタ画面作成の流れ

以下に、モニタ画面作成の流れを示します。
AddObserverビルダを起動する

モニタ画面を開く

ホストPCを選択する

2.3節および3.3節

2.4節

表示するチャネルを選択する

2.4節

部品にプロテクトをかける

2.5節

モニタ画面を作成する

			

2.1節

2.6節～2.32節

・部品を作成する
・部品を編集する
・部品の配置方法を設定する
・モニタ画面の表示方法を設定する
部品に表示するチャネルを割り当てる

2.6節～2.32節

データチェックをする/データ修正する

3.1節

モニタ画面を保存する/ファイル出力する

3.2節

AddObserverビルダを終了する

2.1節

(2.6節～2.29節)
(2.30節)
(2.31節)
(2.32節)

AddObserverパネルでモニタ画面をモニタリングする
AddObserverパネルの詳細は、別冊の「AddObserverランタイムパッケージ」
のユーザーズマニュアルをご覧ください。

1-2
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必要な PC システム環境と接続できるモニタサー
バ

PC システム

2

● オペレーティングシステム (OS)

次の OS で動作します。
・ Windows Vista Home Premium SP2 (64 ビット版を除く )
・ Windows Vista Business SP2 (64 ビット版を除く )
・ Windows 7 Home Premium、SP1 (32 ビット版、64 ビット版 )
・ Windows 7 Professional、SP1 (32 ビット版、64 ビット版 )

3

・ Windows 8 (32 ビット版、64 ビット版 ) ( デスクトップモードに対応）
・ Windows 8 Pro (32 ビット版、64 ビット版 ) ( デスクトップモードに対応）

4

オペレーティングシステムの言語とソフトウエアの表示言語は次のとおりです。
OS の言語
日本語
その他

ソフトウエアの表示言語
日本語
英語

索
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● パーソナルコンピュータ本体

マシン機種
上記の OS が動作し、下記の CPU とメモリを搭載した機種。

CPU と主記憶容量
OS が Windows Vista、Windows 7、Windows 8 の場合
Pentium 4 3GHz 以上のインテル社製 x64 または x86 プロセッサ。ただし、Windows
7(64 ビット版 ) 使用時は、Pentium 4 3GHz 相当以上のインテル社製 プロセッサ。
2GB 以上のメモリ

● ハードディスク

空き容量が 200MB 以上。

● CD-ROM ドライブ

インストール時に使用します。

● マウス

OS がサポートするマウス

● ディスプレイ

OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024 x 768 ドット以上、65,536 色 (16
ビット、High Color) 以上のディスプレイ。

● 通信ポート

各 OS がサポートするイーサネットポート。また、TCP/IP プロトコルがインストール
されていることが必要です。

Note

・ Windows の autoexec.bat によるタイムゾーン設定は、使用しないでください。autoexec.
bat に “TZ=GTM0” などの設定がある場合には、動作しないように REM コマンドを付けて
ください。
・ 本ソフトウエアでは 2038 年以降のデータは扱えません。
・ パーソナルコンピュータに MS ゴシックフォントがインストールされている必要がありま
す。
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1.2

必要な PC システム環境と接続できるモニタサーバ

接続できるモニタサーバ

接続できるモニタサーバは、次の 6 種類です。
・ DAQ32 Plus
・ DAQEXPLORER(R2.03 以降の製品から対応 )
・ DAQLOGGER
・ MXLOGGER
・ GateCONTROL
・ GateEye

Note

・ 同時接続可能なモニタサーバ数は、最大 16 台です。
・ DAQ32 Plus および DAQLOGGER は、ネットワーク接続時の負荷を軽減して、高速通信を
可能にするために、最新のソフトウエアにバージョンアップされることをおすすめします。

1-4

IM WX11-01

第2章

AddObserver ビルダでモニタ画面を作成する

2.1

AddObserver ビルダを起動する / 終了する

1

AddObserver ビルダを起動する

2

操作手順

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

スタートメニューの「プログラム」-「YOKOGAWA DAQWORX」-「AddObserver」-「ビ
ルダ」を選択します。
AddObserver ビルダが起動します。

3
4

索
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2.1

AddObserver ビルダを起動する / 終了する

AddObserver ビルダを終了する
操作手順
1. 「ファイル」メニューの「終了」を選択します。

						

2. 編集中の画面がないときには、AddObserver ビルダを終了します。
編集中の画面があるときには、モニタ画面を保存するかどうかを確認するダイア
ログメッセージ ( 編集中のモニタ画面の枚数分 ) が表示されます。

						

「はい」または「いいえ」ボタンをクリックします。(「キャンセル」ボタンをクリッ
クすると、終了操作は中止されます。)
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2.2

AddObserver ビルダの起動画面について

1

AddObserver ビルダの起動画面は、下図ように構成されています。

2

メニュー

ツールバー

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

オブジェクトバー
アトリビュートバー

3
4

編集部

索
5

操作部

アレンジメントバー
編集/チャネルページ表示/非表示ボタン
編集/チャネルページスプレッダ

各部の機能は、次のとおりです。

● メニュー

「ファイル」
「編集」
「図形」
「書式」
「配置」
「表示」
「ウインドウ」
「ヘルプ」からなります。

● ツールバー
切り取り
コピー
貼り付け

				
保存
開く
新規ファイル

バージョン情報

● オブジェクトバー

編集

線
ラベル

IM WX11-01

楕円
楕円弧
多角形

長方形

ディジタルメータ
バーメータ
アナログメータ
サーモメータ

シグナル
可変長方形

代表シグナル
トレンドグラフ
拡張トレンドグラフ
ピクチャ
温調計部品
モニタ
選択出力
ボタン

数値出力
サーモメータセット
文字変更長方形
アナログメータセット
色変更楕円
バーメータセット
ディジタルメータセット
色変更長方形

アラームサマリ
X-Yグラフ

2-3

2.2

AddObserver ビルダの起動画面について

● アトリビュートバー

				

左揃え
矢印解除
ボールド
中央揃え
イタリック
開始端矢印
右揃え
終端矢印

アンダーライン

両端矢印

● アレンジメントバー
グループ化
タブページ
グループ化解除

最前面
前面

塗りつぶし解除
塗りつぶし

上揃え
垂直方向中央揃え
下揃え

幅揃え
高さ揃え

				
最背面
背面

タブページを
まとめる

右揃え
水平方向中央揃え
左揃え

垂直方向等間隔
水平方向等間隔

● 操作部

操作部は、部品の作成 / 編集および色の変更をする「編集ページ」と、チャネルやア
ラームの割り付けをする「チャネルページ」からなります。

・ 編集ページ
1行目左から ：
「編集」
「ラベル」
「線」
「長方形」
「楕円」
2行目左から ：
「楕円弧」
「多角形」
「可変長方形*」
「シグナル*」
「ディジタルメータ*」
3行目左から ：
「バーメータ*」
「アナログメータ*」
「サーモメータ*」
「ディジタルメータセット*」
「バーメータセット*」
4行目左から ：
「アナログメータセット*」
「サーモメータセット*」
「トレンドグラフ*」
「ピクチャ」
「モニタ」
5行目左から ：
「ボタン」
「色変更長方形*」
「色変更楕円*」
「文字変更長方形*」
「数値出力」

				

6行目左から ：
「選択出力」
「温調計」
「拡張トレンドグラフ*」
「代表シグナル*」
「X-Y表示グラフ*」
7行目
：
「アラームサマリ*」
塗りつぶし色変更
線色変更
文字色変更
* これらの部品には、
チャネルを割り付けることができます。
(シグナルは、
チャネルのアラームレベルを割り付けられます。)

・ チャネルページ

メータ/トレンドグラフ/可変長方形/楕円/グラフに
チャネルを割り付けるときは、各部品へチャネル
をドラッグ&ドロップします。
シグナル/代表シグナルにチャネルのアラームレベル
を割り付けるときは、
シグナル/代表シグナルへ
アラームレベルをドラッグ&ドロップします。

				

部品に割り付けたチャネル/アラームレベルを消去するときは、
消去プレートの「消去」ボタンをドラッグ&ドロップします。

● 編集部

編集部では、部品の作成や編集 ( 移動 / 拡大 / 縮小など ) をします。ここで作成した
画面とほぼ同じものが、AddObserver パネルでモニタ画面として表示されます。( ト
レンドグラフでは、設定した属性のとおりに表示されない部分もあります。)
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2.3

モニタ画面を新規に作成する

1

操作手順
1. 「ファイル」メニューの「新規作成」を選択するか、ツールバーの「新規ファイル」

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

ボタンをクリックします。

2
3
4

						
新規ファイル

索
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新規にモニタ画面が表示されます。
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2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする
AddObserver パネルでモニタ画面 ( パネル ) を表示するには、AddObserver ビルダ側で
ホスト ( 接続する DAQ32 Plus/DAQEXPLORER/DAQLOGGER/MXLOGGER のモニタサーバ
や GateCONTROL、GateEye) に関する設定をする必要があります。

操作手順
1. 「編集」メニューから「チャネル詳細設定」を選択します。

						

「チャネル詳細設定」ダイアログボックスが表示されます。
「ホスト」
タブ

						

追加

削除

● ホストの詳細設定をする

2. 「ホスト」タブをクリックします。ホスト設定ページが表示されます。
3. No.0000 の「ホストタイプ」をクリックして、ホストタイプを「チャネル」、「入

出力チャネル」、または「V チャネル」に設定します。GateCONTROL を接続する
ときは「入出力チャネル」、GateEye を接続するときは「V チャネル」に設定します。

						

4. 「ホスト」をクリックします。接続するモニタサーバのコンピュータ名 * を入力
します。

* ネットワーク上でコンピュータを識別するための名称。IP アドレスでの入力も可能です。

2-6
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2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

5. 「ポート No.」入力部をクリックします。接続するモニタサーバで設定したポート
番号 * を入力します。

6. モニタサーバが DAQEXPLORER の場合は、「システム No.」入力部をクリック

し、DAQEXPLORER で設定したシステム No.* を入力します。( モニタサーバが
DAQ32 Plus および DAQLOGGER の場合には、設定する必要はありません。「0」
に固定です。)
* DAQEXPLORER で、DAQ デスクトップにマウントしている DX100/DX200/MV100/
MV200 に対して、DAQ デスクトップが割り当てた番号のことです。初期値は「0」です。
「0」〜「15」の範囲で設定できます。

7. 「ステップ」入力部をクリックし、ステップ * を入力します。
* データ取得間隔。ホストから何データごとにデータを取得するかを設定します。初期値
は「1」です。「1」〜「120」の範囲で設定できます。すべてのデータを取得したいとき
にはステップを「1」に、1 つおきにデータを取得したいときにはステップを「2」に設
定します。

8. ホストの情報を自動で取得する場合は、「詳細」の「情報取得」ボタンをクリッ

クします。「情報取得」ボタンをクリックすると、指定したホスト * に接続して、
必要な情報 ( チャネル詳細設定ページ ( 次ページ参照 ) の「タグ」〜「色」の項目 )
を自動的に取得します。情報取得中、インジケータは黄色、情報を取得するとイ
ンジケータが青色に変わります。「情報取得」ボタンをクリックしないで、チャ
ネル詳細設定ページの「タグ」〜「色」の項目を手動で入力することもできます。)
* 情報を取得するには、指定したホスト ( モニタサーバ ) が起動している必要があります。
「情報取得」ボタンをクリックしても、インジケータが灰色のままのときは、指定した
ホスト ( モニタサーバ ) が起動しているかどうか、確認してください。
インジケータ

情報取得

								

以上で、No.0000 のホストの詳細設定が完了です。

9. ホストを追加するときは、「追加」ボタンをクリックします。No.0000 のホスト
設定欄の下に No.0001 のホスト設定欄が追加されます。

操作手順 3 〜 8 に従って、同様にホストの詳細設定をしてください。
また、ホストを削除するときには、削除するホストを選択してから「削除」ボタ
ンをクリックします。
IM WX11-01

2-7

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

* モニタサーバ側のポート番号の初期値は、DAQ32 Plus では「50278」、DAQEXPLORER
では「50279」、DAQLOGGER では「50280」、MXLOGGER では「50284」です。
GateCONTROL では「50299」、GateEye では「50290」です。必ずモニタサーバ側で
使用しているポート番号を確認してください。確認方法については、DAQ32 Plus、
DAQEXPLORER、DAQLOGGER、MXLOGGER、GateCONTROL、GateEye のユーザーズマ
ニュアルをご覧ください。

1

3
4

索
5

2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

Note

・ 設定できるサーバ数は最大 16、ホスト数は最大 128 です。
・ ホスト No. は、「0000」〜「0127」の範囲で固定で、変更できません。

● チャネルの詳細設定をする

10.「チャネル」タブをクリックします。チャネル設定ページが表示されます。
「チャネル」
タブ

設定補助ボタン
詳細は、2-10ページ
をご覧ください。

メータやトレンドグラフなどの部品にチャネルやアラームレベルを割り付けるときには、
この番号を使います。

11. No.0000 の「ホスト」を選択します。ホストの詳細設定で「入力チャネル」と「入
出力チャネル」に設定したホストから選択できます。

12.「チャネル *」を選択します。指定したホストのどのチャネルを割り当てるかを指
定します。

* 「チャネル」の設定値の「0」に相当するものは、次のように、各モニタサーバの種類によっ
て異なります。
DAQ32 Plus
：「No.」が「001」のもの
DAQEXPLORER ：「CH」が「CH1」のもの
DAQLOGGER
：「タグ番号」が「1」のもの
MXLOGGER
：「記録」が「00001」のもの
GateCONTROL ：「タグ番号」が「TAG01」のもの
GateEye は「V チャネル」タブで設定します。1 つのホストに V チャネル 1 つが割り当
てられています。
たとえば、DAQ32 Plus がモニタサーバの場合、DAQ32 Plus 上で「No.」が「010」のも
のを指定したいときには、AddObserver ビルダ上で「チャネル」の設定を「9」にします。

また、指定したホスト ( モニタサーバ ) に接続している場合は、「･･･」ボタンを
クリックして、チャネルの一覧 * を表示できます。チャネルの一覧からチャネル
を指定するには、指定するチャネルのボタンをクリックしてから、「OK」ボタン
をクリックします。
* チャネルの一覧は、チャネル No. 表示 / タグ No. 表示 / タグコメント表示に切り替えら
れます。
設定できるチャネル数は 1600 です。必要に応じて切り替えてください。

2-8

IM WX11-01

2.4
タグNo.表示

チャネルNo.表示

ホスト / チャネルの詳細設定をする

1

タグコメント表示

2

			

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

13.「タグ」〜「色」の項目を手動で入力する場合は、「詳細」欄の
します。

をクリック
に切り替わり、「タグ」〜「色」の各項目に入力できます。

		 ・タグ / タグコメント
		タグ名およびタグコメントを指定します。
		タグ No.、タグコメントは半角英数字で 32 文字 ( 全角で 16 文字 ) まで入力でき
ます。

		 ・フォーマット
		フォーマット型と小数点位置を指定します。左側のアイコンをクリックする
と、
と
に切り替わります。
は固定小数点表示型、
は浮動小数点
表示型です。右側の数値で小数点以下を何桁まで表示するかを設定します。
表示できるのは、小数点以下 6 桁までです。

		 ・最小値 / 最大値 / 単位
		

スパンの最小値 / 最大値および単位を指定します。

		 ・色
		

トレンドグラフの色およびゾーンバーの色を指定します。

Note

に切り替えて「タグ」〜「色」の各項目を入力したのち、
前の内容に戻りますので、ご注意ください。

に切り替えると、入力

チャネルを追加する

14.「挿入」ボタンをクリックします。選択しているチャネルの前にチャネルが追加

されます。チャネルを選択していない場合は、リストの最下列にチャネルが追加
されます。

チャネルを削除する

14. 削除したいチャネルを選択して、「削除」ボタンをクリックします。
未使用チャネルを削除する

14. 未使用チャネルを削除する範囲を選択します。「未使用チャネル削除」ボタンを
クリックします。

チャネルをコピーする
「コピー」ボタンをクリックします。
14. コピー元になるチャネル ( 複数も可 ) を選択し、
そのあと、コピー先のチャネルを選択し、「貼り付け」ボタンをクリックします。
コピー先チャネルにコピー元チャネルの設定内容がコピーされます。

IM WX11-01
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2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

初期値に戻す

14. デフォルト値を設定する範囲を選択します。「デフォルト」ボタンをクリックし
ます。選択した範囲内のチャネルがデフォルト値になります。

他のチャネルに貼り付け
未使用チャネル削除
チャネルの挿入
設定内容をコピー
チャネルの削除

初期値に戻す

Note

設定補助ボタン
チャネル設定ページの各項目の最下部には、設定補助ボタンがあります。これらのボタン
を使用すると、効率よく設定ができます。
タグコメントインクリメント
フォーマットタイプトグル
小数点コピー

						

タグ番号インクリメント
詳細トグル
チャネル番号インクリメント
ホスト番号コピー

値コピー
値コピー

カラーデフォルト
単位コピー

・ 「ホスト番号コピー」ボタン
選択した範囲の先頭のホスト番号を選択範囲にコピーするボタンです。
コピーしたい範囲を選択して、「ホスト番号コピー」ボタンをクリックします。選択した範
囲の先頭のホスト番号を選択した範囲に代入します。
・ 「チャネル番号インクリメント」ボタン
選択した範囲の先頭のチャネル番号を基準に選択範囲に「1」ずつ足していくボタンです。
範囲を選択して、「チャネル番号インクリメント」ボタンをクリックします。選択した範囲
の先頭を基準にしてチャネル番号を「1」ずつ足します。
・ 「詳細トグル」ボタン
選択した範囲の先頭の詳細アイコンに対して、アイコンを反転させるボタンです。
範囲を選択して、「詳細トグル」ボタンをクリックします。選択した範囲のすべての詳細ア
イコンを先頭の詳細アイコンを反転させた状態にします。
・ 「タグ番号インクリメント」ボタン
選択した範囲の先頭のタグ番号を基準に選択範囲に「1」ずつ足していくボタンです。
範囲を選択して、「タグ番号インクリメント」ボタンをクリックします。選択した範囲の先
頭を基準にしてタグ番号を「1」ずつ足します。
・ 「タグコメントインクリメント」ボタン
選択した範囲の先頭のタグコメントを基準に選択範囲に「1」ずつ足していくボタンです。
範囲を選択して、「タグコメントインクリメント」ボタンをクリックします。選択した範囲
の先頭を基準にしてタグコメントを「1」ずつ足します。

2-10
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2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

● 出力チャネルの詳細設定をする

10.「出力チャネル」タブをクリックします。出力チャネル設定ページが表示されます。
ホストの詳細設定でホストタイプが「入出力チャネル」のときだけ追加できます。
「出力チャネル」
タブ

11. 出力チャネルは、出力チャネル用の部品だけに割り付けることができます。ホス
ト名、チャネル番号を指定して登録します。各チャネルにタグ、タグコメント、
小数点位置、出力する最大値、最小値、および単位を設定します。
設定できるチャネルの最大値は、1600 です。
設定の詳細については、「●
照してください。

IM WX11-01

チャネルの詳細設定をする」の手順 12 〜 14 を参
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1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

・ 「フォーマットタイプトグル」ボタン
選択した範囲の先頭のフォーマットアイコンに対して、アイコンを反転させるボタンです。
範囲を選択して、「フォーマットタイプトグル」ボタンをクリックします。選択した範囲の
すべてのフォーマットアイコンを先頭のフォーマットアイコンを反転させた状態にします。
・ 「小数点コピー」ボタン
選択した範囲の先頭の小数点桁数を選択範囲にコピーするボタンです。
コピーしたい範囲を選択して、「小数点コピー」ボタンをクリックします。選択した範囲の
先頭の小数点桁数を選択した範囲に代入します。
・ 「値コピー」ボタン
選択した範囲の先頭の値を選択範囲にコピーするボタンです。
コピーしたい範囲を選択して、「値コピー」ボタンをクリックします。選択した範囲の先頭
の値を選択した範囲に代入します。
・ 「単位コピー」ボタン
選択した範囲の先頭の単位を選択範囲にコピーするボタンです。
コピーしたい範囲を選択して、「単位コピー」ボタンをクリックします。選択した範囲の先
頭の単位を選択した範囲に代入します。
・ 「カラーデフォルト」ボタン
選択した範囲の色にデフォルト値を代入するボタンです。
デフォルト値を設定したい範囲を選択して、
「カラーデフォルト」ボタンをクリックします。
選択した範囲の色にデフォルト値を代入します。

3
4

索
5

2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

● コントローラの詳細設定をする

10.「コントローラ」タブをクリックします。コントローラ設定ページが表示されま

す。ホストの詳細設定でホストタイプが「入出力チャネル」で、
「入出力チャネル」
のホスト情報の取得に成功しているときだけ追加できます。
「コントローラ」
タブ

チャネルタグや出力チャネルタグでコントローラに関するチャネルや出力チャネ
ルを削除または変更すると、コントローラも同時に削除されます。
コントローラの最大登録数は 128 です。

● V チャネル詳細設定をする

10.「V チャネル」タブをクリックします。V チャネル設定ページが表示されます。
「Vチャネル」
タブ

11.「タグ」、「タグコメント」を手動で入力する場合は、「詳細」欄の

をクリッ
クします。
に切り替わり、「タグ」、「タグコメント」の各項目にタグ名およ
びタグコメントを入力できます。

Note
・

に切り替えて「タグ」〜「タグコメント」を入力したのち、
入力前の内容に戻りますので、ご注意ください。
・ V チャネルの最大登録数は 128 です。

に切り替えると、

手順 15 に進みます。
2-12
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2.4

ホスト / チャネルの詳細設定をする

● アラーム音を鳴らすアラームの選択

15.「アラーム音」タブをクリックします。アラーム音設定ページが表示されます。
「アラーム音」
タブ

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

		

4

索
5

赤い表示のアラームが発生するとアラーム音を鳴らす

16. アラーム音を鳴らすアラームを選択します。
17.「OK」ボタンをクリックして、「チャネル詳細設定」ダイアログボックスを閉じ
ます。

Note

「OK」ボタンをクリックしないで「キャンセル」ボタンをクリックすると、設定内容が保存さ
れません。ご注意ください。

IM WX11-01
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2.5

出力部品にプロテクトをかける
AddObserver では、ビルダソフトウエアを使用できる人に Administrator と同等のレベ
ルの権限を与えます。
ユーザ名、パスワード、プロテクトレベルを設定して、プロテクトレベル以下の出力部
品だけが出力できるようになります。

操作手順
1. 「編集」メニューの「ユーザ設定」を選択します。

						

ユーザ設定ダイアログボックスが表示されます。

						

2. ユーザ名、パスワードを入力し、プロテクトレベルを選択します。
ユーザ名とパスワードは、半角英数字で 16 文字まで入力できます。
プロテクトレベルは、1、2、3 から選択します。プロテクトレベルの番号が大き
いほど強いレベルになり、設定したプロテクトレベル以下の出力部品だけが出力
できるようになります。
設定できるユーザ数は 16 までです。
同じユーザ名は使用できません。
ユーザ名は必ず入力してください。

2-14
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2.6

ラベルを作成する

1

任意の文字列を入力できます。文字サイズ、スタイル、文字色、塗りつぶしの色などを
設定できます。

● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「ラベル」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「ラベル」ボタンをクリックします。

2. 「書式」メニューの「文字種」から「ボールド」「イタリック」「アンダーライン」
を選択します。この操作は、アトリビュートバーの「ボールド」
「イタリック」
「ア
ンダーライン」ボタンをクリックすることでも可能です。( ボールドとイタリッ
クの両方を選択したりすることも可能です。)

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

操作手順

2
3
4

索
5

						

3. 「書式」メニューの「サイズ」から「自動」〜「96 ポイント」のいずれかを選択
します。

						

4. 「書式」メニューの「行揃え」から「左揃え」「中央揃え」「右揃え」のいずれか

を選択します。この操作は、アトリビュートバーの「左揃え」
「中央揃え」
「右揃え」
ボタンのいずれかをクリックすることでも可能です。

						

5. 「書式」メニューの「文字色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

IM WX11-01
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2.6

ラベルを作成する

6. 塗りつぶし色を設定する場合は、「図形」メニューの「塗りつぶし」で「指定色」
を選択するか、アトリビュートバーの「塗りつぶし」ボタンをクリックします。

						

「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

7. 編集部の画面上で、ラベルを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを
移動します。

8. 操作 7 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

9. 文字入力状態になるので、キーボードから文字列を入力します。入力した文字列
が枠内に表示されます。

						

2-16
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2.6

ラベルを作成する

1

10. キーボードの「Enter」キーを押します。入力した文字列が設定されます。

2

						

3
4

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

索
5

2. 編集部の編集画面上で、編集したいラベルを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

ラベルの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
スタイル(文字種)を指定する場合は
各アイコンをクリックします。

		

				
塗りつぶし色を指定する場合は
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。

Note

メータ、グラフ、シグナルなどの動的部品とラベル部品を重ねて配置すると、AddObserver パ
ネルで画面を表示したときに、ラベル部品が動的部品の下に隠れます。ラベル部品は、メータ
部品と重ねて配置しないでください。

IM WX11-01

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

文字のサイズを
「自動」に設定した場合、
アンカーポイントを移動すると、
枠のサイズにあわせて文字のサイズが
変更されます。
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2.7

線を作成する
任意の線を作成できます。線幅、線色、矢印の有無などを設定できます。

● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「線」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「線」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

						

3. 「図形」メニューの「矢印」で「なし」「開始端」「終端」「両端」のいずれかから
矢印の属性を選択します。この操作は、アトリビュートバーの「矢印解除」「開
始端矢印」「終端矢印」「両端矢印」ボタンのいずれかをクリックすることでも可
能です。

						

4. 「図形」メニューの「線色」を選択します。
「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

						

5. 編集部の編集画面上で、線を配置したい場所の開始点にマウスカーソルを移動し
ます。

6. 線の終点へマウスカーソルをドラッグします。
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2.7

線を作成する

1

開始点と終点を直線で結ぶ線が作成されます。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3
4

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

索
5

2. 編集部の画面上で、編集したい線を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

線の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.8

長方形を作成する
任意の長方形を作成できます。線幅、線色、塗りつぶしの色などを設定できます。

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「長方形」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「長方形」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

						

3. 「図形」メニューの「線色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

4. 塗りつぶし色を設定する場合は、「図形」メニューの「塗りつぶし」で「指定色」
を選択するか、アトリビュートバーの「塗りつぶし」ボタンをクリックします。

						

「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

5. 編集部の画面上で、長方形を配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを
移動します。
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2.8

長方形を作成する

1

6. 操作 5 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3
4

操作 5 と 6 で指定した 2 点を対角とする長方形が作成されます。

索
5

						

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい長方形を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

長方形の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						
塗りつぶし色を指定する場合は
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.9

楕円を作成する
任意の楕円を作成できます。線幅、線色、塗りつぶしの色などを設定できます。

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「楕円」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「楕円」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

						

3. 「図形」メニューの「線色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

4. 塗りつぶし色を設定する場合は、「図形」メニューの「塗りつぶし」で「指定色」
を選択するか、アトリビュートバーの「塗りつぶし」ボタンをクリックします。

						

「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

5. 編集部の画面上で、楕円を配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを移
動します。
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2.9

楕円を作成する

1

6. 操作 5 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3

操作 5 と 6 で指定した 2 点を対角とする長方形の内側に、長方形の 2 辺を長径お
よび短径とする楕円が作成されます。

4

索
5

						

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい楕円を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

楕円の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						
塗りつぶし色を指定する場合は
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.10 楕円弧を作成する
任意の楕円弧を作成できます。線幅、開始角度、終了角度、線色、塗りつぶしの色など
を設定できます。

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「楕円弧」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「楕円弧」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

						

3. 「図形」メニューの「線色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

4. 塗りつぶし色を設定する場合は、「図形」メニューの「塗りつぶし」で「指定色」
を選択するか、アトリビュートバーの「塗りつぶし」ボタンをクリックします。

						

「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

5. 編集部の画面上で、楕円弧を配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを
移動します。
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2.10

楕円弧を作成する

1

6. 操作 5 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3

操作 5 と 6 で指定した 2 点を対角とする長方形の内側に、長方形の 2 辺を長径お
よび短径とする楕円弧が作成されます。

4

索
5

アンカーポイント(黄色枠)

						

アンカーポイント(水色枠)

7. 楕円弧の長さを変更する場合は、作成した楕円弧をクリックして選択状態にしま
す。( 通常、作成直後の部品は、選択状態になっています。)

8. 選択状態を示すアンカーポイントのなかで、楕円弧の開始点 / 終点にある水色枠
のアンカーポイントのどちらかにカーソルをあわせます。

9. アンカーポイント ( 水色枠 ) をドラッグしながら適当な場所に移動します。( 楕円
弧のある楕円上でだけ移動可能です。)

10. 操作 8 〜 9 と同様に、もう 1 つのアンカーポイント ( 水色枠 ) を移動します。
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2.10

楕円弧を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい楕円弧を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

楕円弧の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						
塗りつぶし色を指定する場合は
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.11 多角形を作成する

1

任意の多角形を作成できます。線幅、線色、塗りつぶしの色などを設定できます。

2

操作手順
1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「多角形」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「多角形」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

● 新規作成する

3
4

						

索
5

3. 「図形」メニューの「線色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

4. 塗りつぶし色を設定する場合は、「図形」メニューの「塗りつぶし」で「指定色」
を選択するか、アトリビュートバーの「塗りつぶし」ボタンをクリックします。

						

「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

5. 編集部の画面上で、多角形を配置したい場所にマウスカーソルを移動します。
6. マウスの左ボタンをクリックします。
7. カーソルを次の点に移動して、マウスの左ボタンをクリックします。
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2.11

多角形を作成する

8. 作成したい多角形の角数だけ操作 7 を繰り返します。

						

9. 最後の点だけは、マウスをダブルクリックします。

作画した多角形とアンカーポイントが
表示されます。多角形の角にある
アンカーポイント(水色枠)をドラッグ
すると、多角形を変形できます。

						

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい多角形を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

多角形の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
「点」
タブをクリックした場合

多角形の角を削除するときは、削除する角の
No.を選択して、削除ボタンをクリックします。
塗りつぶし色を指定する場合は、
ここをクリックします。

多角形の角を追加するときは、追加する角の1つあとの角のNo.を
選択します。角のNo.が追加されたら、挿入ボタンをクリックして
追加する角のX座標/Y座標を入力します。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
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5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.12 可変長方形を作成する

1

任意のチャネルに対する可変長方形を作成できます。線幅、線色などを設定できます。

操作手順
1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「可変長方形」アイコンをクリックするか、
オブジェクトバーの「可変長方形」ボタンをクリックします。

2. 「図形」メニューの「線幅」から「0 ドット」〜「5 ドット」のいずれかを選択します。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

● 新規作成する

2
3
4

						

索
5

3. 「図形」メニューの「線色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

4. 「図形」メニューの「塗りつぶし色」を選択します。

						

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボック
スの詳細は、「2.30 部品を編集する」をご覧ください。

5. 編集部の画面上で、可変長方形を配置したい場所の角になる場所にマウスカーソ
ルを移動します。

6. 操作 5 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。
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2.12

可変長方形を作成する
操作 5 と 6 で指定した 2 点を対角とする長方形に、可変長方形が作成されます。

						

7. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、可変長方形に割り付けたいチャ
ネルにカーソルを移動します。

8. 操作 6 で作成した可変長方形の上へ割り付けたいチャネルをドラッグ & ドロップ
します。

(2) 可変長方形上でチャネルをドロップします。

						

(1) 割り付けたいチャネルをドラッグします。

指定したチャネルを割り付けた可変長方形が作成されます。

						

Note

・ 可変長方形の上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示
のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・	可変長方形に割り付けたチャネル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」をご覧
ください。

2-30

IM WX11-01

2.12

可変長方形を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ

1

クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい可変長方形を選択します。
パティ」を選択します。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ

3

						

4

索
5

可変長方形の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

割り付けるチャネルを変更する
場合は、
ここをクリックします。

						

最小値/最大値を変更する場合は、
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.13 シグナルを作成する
任意のチャネルのアラームに対するシグナルを作成できます。チャネルやアラームレベ
ルなどを設定できます。

操作手順
● 新規作成する
/ 部品」の「シグナル」アイコンをクリックするか、オブジェ
1. 操作部の「編集」ページ 「
クトバーの「シグナル」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、シグナルを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソル
を移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形の内側にシグナルが作成されます。

						

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、シグナルに割り付けたいチャ
ネルのアラームレベル (L1 〜 L4) にカーソルを移動します。

5. 操作 3 で作成したシグナルの上へ割り付けたいチャネルのアラームレベルをド
ラッグ＆ドロップします。

(2) シグナル上でチャネルアラームをドロップします。

						

(1) 割り付けたいチャネルのアラームレベルをドラッグします。

2-32

IM WX11-01

2.13

シグナルを作成する

1

指定したチャネルのアラームレベルを割り付けたシグナルが作成されます。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3
4

Note

・ シグナルの上にチャネルのアラームレベルを移動すると、カーソルが

の表示に変わり

ます。
の表示のときには、チャネルのアラームレベルを割り付けられませんので、ご注
意ください。
・	シグナルには、チャネルのアラームレベルだけを割り付けられます。チャネルそのものを
割り付けることはできません。
・	シグナルに割り付けたチャネルのアラームレベル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編
集する」をご覧ください。
・	シグナルの外形は楕円と矩形の 2 種類があります。新規に作成した場合は、
楕円になります。
外形はプロパティダイアログボックスで変更できます。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したいシグナルを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

シグナルの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
割り付けるチャネルを変更する
場合は、
ここをクリックします。

						

アラームレベルを変更する場合は、
ここでL1～L4のいずれかを選択
します。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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索
5

2.14 メータを作成する
任意のチャネルを割り付けた各メータ ( ディジタルメータ、バーメータ、アナログメータ、
サーモメータ ) を作成できます。チャネル、文字サイズ、単位などを設定できます。
ディジタルメータ

			

バーメータ

アナログメータ

サーモメータ

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「ディジタルメータ」「バーメータ」「アナ

ログメータ」「サーモメータ」のいずれかのアイコンをクリックします。この操
作は、オブジェクトバーの「ディジタルメータ」「バーメータ」「アナログメータ」
「サーモメータ」のいずれかのボタンをクリックすることでも可能です。

2. 「書式」メニューの「サイズ」から「自動」〜「96 ポイント」のいずれかを選択
します。

						

3. 編集部の画面上で、各メータを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソル
を移動します。

4. 操作 3 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。
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2.14

メータを作成する

操作 3 と 4 で指定した 2 点を対角とする長方形に、指定したメータが作成されま
す。

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3
4

5. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、指定したメータに割り付け
たいチャネルにカーソルを移動します。

6. 操作 4 で作成したメータの上へ割り付けたいチャネルをドラッグ＆ドロップしま
す。

(2) メータ上でチャネルをドロップします。

						

(1) 割り付けたいチャネルをドラッグします。

指定したチャネルを割り付けたメータが作成されます。

						

Note

・ 各メータの上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示の
ときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 各メータに割り付けたチャネル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」をご覧く
ださい。
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2.14

メータを作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したいメータを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

各メータの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
ディジタルメータの「プロパティ」
ダイアログボックス

F型(固定小数点表示型)
E型(浮動小数点表示型)
T型(時間表示型)

						 フォーマット型/小数点/単位を変更する場合は、
ここをクリックします。
バーメータ、
アナログメータ、サーモメータの「プロパティ」
ダイアログボックス

最小値/最大値/単位を変更する場合は、
ここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.15 メータセットを作成する

1

操作手順

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

任意のチャネルを割り付けたメータセット ( ディジタルメータセット、バーメータセッ
ト、アナログメータセット、サーモメータセット ) を作成できます。チャネル、文字サイズ、
小数点位置、単位などを設定できます。

3

ディジタルメータセット

4

索
5

			

バーメータセット

アナログメータセット

サーモメータセット

● 新規作成する
「バーメータセッ
1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「ディジタルメータセット」
ト」「アナログメータセット」「サーモメータセット」のいずれかのアイコンをク
リックします。この操作は、オブジェクトバーの「ディジタルメータセット」
「バー
メータセット」「アナログメータセット」「サーモメータセット」のいずれかのボ
タンをクリックすることでも可能です。

2. 「書式」メニューの「サイズ」から「自動」〜「96 ポイント」のいずれかを選択
します。

						

3. 編集部の画面上で、各メータセットを配置したい場所の角になる場所にマウス
カーソルを移動します。
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メータセットを作成する

4. 操作 3 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

操作 3 と 4 で指定した 2 点を対角とする長方形に、指定したメータセットが作成
されます。

						

5. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、指定したメータセットに割
り付けたいチャネルにカーソルを移動します。

6. 操作 4 で作成したメータセットの上へ割り付けたいチャネルをドラッグ＆ドロッ
プします。

(2) メータセット上でチャネルをドロップします。

						

(1) 割り付けたいチャネルをドラッグします。
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2.15

メータセットを作成する

1

指定チャネルを割り付けたメータセットが作成されます。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

						

3
4

Note

・ 各メータセットの上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の
表示のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 各メータセットに割り付けたチャネル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」を
ご覧ください。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したいメータセットを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

各メータセットの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

F型(固定小数点表示型)または
E型(浮動小数点表示型)の
いずれかを選択します。

						

フォーマット型/小数点/最小値/最大値/単位/色を変更する場合はここをクリックします。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.16 トレンドグラフを作成する
任意のチャネルを割り付けたトレンドグラフを作成できます。チャネル、単位、グリッ
ド色、背景色などを設定できます。

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「トレンドグラフ」アイコンをクリックするか、
オブジェクトバーの「トレンドグラフ」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、トレンドグラフを配置したい場所の角になる場所にマウス
カーソルを移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に、トレンドグラフが作成されま
す。

						

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、トレンドグラフに割り付け
たいチャネルにカーソルを移動します。
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2.16

トレンドグラフを作成する

5. 操作 3 で作成したトレンドグラフの上へ割り付けたいチャネルをドラッグ＆ド
ロップします。

(2) トレンドグラフ上でチャネルをドロップします。

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

						

4

索
5

(1) 割り付けたいチャネルをドラッグします。

指定したチャネルがトレンドグラフに割り付けられます。

						

6. 割り付けたいチャネルの数だけ、操作 4 〜 5 を繰り返します。
指定したチャネルを割り付けたトレンドグラフが作成されます。
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2.16

トレンドグラフを作成する

Note

・ トレンドグラフの上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。 の
表示のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ トレンドグラフに割り付けたチャネル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」を
ご覧ください。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したいトレンドグラフを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

各メータセットの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
グリッドの種類を選択します。

設定補助ボタン

表示制限を付ける場合はここをクリックします。
アラームを表示する場合はここをクリックします。

Y軸の表示ゾーンを指定ゾーン、
フルゾーン、
スライドゾーン、
複数軸ゾーン、編集ゾーン、
自動ゾーンから指定します。

トレンドグラフの各設定項目については、DAQ32 Plus、DAQEXPLORER、DAQLOGGER、MXLOGGER
と同様です。詳細は、
それぞれの取扱説明書をご覧ください。
設定補助ボタンについては、2-10ページをご覧ください。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.17 ピクチャを作成する

1

任意のビットマップ形式の画像 ( ピクチャ ) を配置できます。

2

●「Picture」フォルダにピクチャをおく

3

操作手順
● 新規作成する
/ 部品」の「ピクチャ」アイコンをクリックするか、オブジェ
1. 操作部の「編集」ページ 「
クトバーの「ピクチャ」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、ピクチャを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソル
を移動します。

4

索
5

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に、ピクチャの枠が作成されます。

						

4. 操作部の「編集」ページ /「ピクチャ」で、配置したいピクチャにカーソルを移
動します。

IM WX11-01

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

AddObserver をインストールしたときに作成される「AddObserver」フォルダ 「Picture」フォルダ内に配置したい画像を BMP 形式でおきます。
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ピクチャを作成する

5. 操作 3 で作成したピクチャの枠の上へ配置したいピクチャをドラッグ＆ドロップ
します。

(2) ピクチャの枠上でピクチャをドロップします。

						

(1) 割り付けたいピクチャをドラッグします。

指定したピクチャが指定したサイズで配置されます。

						

Note

ピクチャの枠を作成しないで、操作部の「編集」ページ /「ピクチャ」から配置したいピクチャ
をドラッグして、編集画面上でドロップしても、ピクチャを配置できます。その場合、ピクチャ
のサイズは、「AddObserver」フォルダ -「Picture」フォルダ内の BMP 形式ファイルのサイズ
で配置されます。
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2.17

ピクチャを作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンをクリックするか、オブジェ

1

クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したいピクチャを選択します。
パティ」を選択します。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ

3

						

4

索
5

ピクチャの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.18 モニタを作成する
GateEye の画像を配置できます。

操作手順
1. チャネルの詳細設定をします。(2.4 節参照 )
2. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「モニタ」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「モニタ」ボタンをクリックします。

						

3. 編集部の画面上で、モニタを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを
移動します。
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2.18

モニタを作成する

1

4. 操作 3 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。
操作 3、4 で指定した 2 点を対角とする長方形にモニタの枠が作成されます。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

						

4

索
5

5. 操作部の「チャネル」ページ /「V チャネル」で、配置したいモニタにマウスカー
ソルを移動します。

6. 操作 4 で作成したモニタの枠へ配置したいモニタをドラッグ＆ドロップします。

						

指定したモニタが配置された枠に V チャネル番号が表示されます。

7. 「ファイル」メニューの「上書き保存」または「名前をつけて保存」を選択して
保存します。

Note

モニタ画面を見るには、AddObserver パネルを開きます。
詳しくは「WX83 AddObserver Runtime ユーザーズマニュアル」(IM WX83-01) の 2.1 〜 2.2 節
をご覧ください。
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2.19 ボタンを作成する
アラーム音を止めたり、指定したモニタ画面を表示したり消したりするためのボタンを
作成します。

操作手順
● ボタンを作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「ボタン」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「ボタン」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、ボタンを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソルを
移動します。

						

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。
操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に、ボタンが作成されます。

● ボタンの動作、ボタン名称、表示スタイルを設定する

4. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

ボタンの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

表示スタイル

5. 白地に黒文字か黒字に白文字のどちらかを選択します。
文字サイズ

6. ボタン上に表示する文字の大きさを選択します。
文字列

7. ボタン上に表示する文字を入力します。
動作

8. ボタンを押したときの動作を「なし」、「非表示」、「表示」、「アラーム音 ACK」か
ら選択します。

9. 動作に「表示」または「非表示」を選択した場合は、表示または非表示にするモ
ニタ画面を選択します。モニタ画面を選択する場合は、あらかじめ、モニタ画面
を追加しておく必要があります。詳細は次ページをご覧ください。
対象画面のタブのアイコンをボタンにドラッグ & ドロップすると、対象画面に設
定できます。このとき、動作は「非表示」に自動的に変わります。
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2.20 数値出力画面を作成する

1

操作手順

3

● 新規作成する
/ 数値出力」アイコンをクリックするか、オブジェクトバー
1. 操作部の「編集」ページ 「
の「数値出力」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、数値出力部品を配置したい場所の角になる場所にマウスカー
ソルを移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

4

索
5

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に数値出力部品が作成されます。

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、数値出力部品に割り付けた
い出力チャネルにカーソルを移動します。

5. 操作 3 で作成した数値出力部品の上へ、割り付けたい出力チャネルをドラッグ &
ドロップします。

						

指定した出力チャネルを割り付けた数値出力部品が作成されます。

Note

・ 数値出力部品の上に出力チャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示のときには、出力チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 数値出力部品には、出力チャネルだけを割り付けられます。
・	数値出力部品に割り付けた出力チャネルの情報を消去する場合は、
「2.30 部品を編集する」
をご覧ください。
・ 出力チャネルにリンクしているチャネルが存在しない場合は、割り付けできません。

IM WX11-01

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

出力値を編集して「チャネル詳細設定」ダイアログボックスのホストタイプが「入出力
チャネル」であるホストへ送信する部品を作成します。
出力チャネルだけを割り付けることができます。
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数値出力画面を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい数値出力部品を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

数値出力部品の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
OFFのとき、
ダイアログボックスから
出力します。
ONのとき、
エディットボックスが部品の
領域に表示され、編集した値を出力します。
出力値の前に表示させる文字列
ここをチェックする(水色)と、小数点、
最小値、最大値、単位の設定が可能に
なります。

			

送信可能な下限値/上限値を設定。
設定値の範囲を超えると送信できないが、
表示は可能。
登録する出力チャネルを変更する場合、
ここをクリックします。
「出力チャネル」
ダイアログが表示されるので、
選択します。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.21 選択出力部品を作成する

1

出力値を登録した文字列から選択して、「チャネル詳細設定」ダイアログボックスのホ
ストタイプが「入出力チャネル」であるホストへ送信する部品を作成します。

● 新規作成する
/ 数値出力」アイコンをクリックするか、オブジェクトバー
1. 操作部の「編集」ページ 「
の「選択出力」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、選択出力部品を配置したい場所の角になる場所にマウスカー
ソルを移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

操作手順

2
3
4

索
5

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に選択出力部品が作成されます。

						

/ 設定プレート」で、選択出力に割り付けたい出力チャ
4. 操作部の「チャネル」ページ 「
ネルにカーソルを移動します。

5. 操作 3 で作成した選択出力部品の上へ割り付けたい出力チャネルをドラッグ & ド
ロップします。

						

指定した出力チャネルを割り付けた選択出力部品が作成されます。

Note

・ 選択出力部品の上に出力チャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示のときには、出力チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 選択出力部品には、出力チャネルだけを割り付けられます。
・ 選択出力部品に割り付けた出力チャネルの情報を消去する場合は、
「2.30 部品を編集する」
をご覧ください。
・ 出力チャネルにリンクしているチャネルが存在しない場合は、割り付けできません。
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選択出力部品を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい選択出力部品を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

選択出力部品の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
登録する出力チャネルを変更する場合、
ここをクリックします。
「出力チャネル」
ダイアログが表示されるので、
選択します。
OFFのとき、
ダイアログから出力します。
ONのとき、
コンボボックスが部品の領域に表示
され、選択した値を出力します。

			

表示する整数値と文字列をシートで表示します。
文字列の編集が可能です。文字列は半角16文字
まで入力可能です。登録できるステータスの数
は8です。設定できる値は0～99です。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.22 温調計部品を作成する

1

3

操作手順
● 新規作成する

1. 操作部の「編集ページ」/「温調計」アイコンをクリックするか、オブジェクトバー
の「選択出力」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、選択出力部品を配置したい場所の角になる場所にマウスカー
ソルを移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

4

索
5

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形に温調計が作成されます。

						

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、温調計部品に割り付けたい
コントローラにカーソルを移動します。

IM WX11-01

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

温調計部品は、コントローラだけを割り付けることができます。
コントローラを割り付けると、そこに含まれているチャネル、出力チャネルを温調計部
品の各部に割り付けられます。
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2.22

温調計を作成する

5. 操作 3 で作成した温調計の上へ割り付けたいコントローラをドラッグ & ドロップ
します。

						

指定したコントローラを割り付けた温調計が作成されます。
割り付け例
PID番号

AUTO/MANUALまたは
AUTO/MANUAL/CASCADE

ループ切り替えボタン
PV値
LP1.SP/LP1.OUT/LP1.COUT
LP1.HOUT/LP2.OUT/LP2.COUT/
SP2.HOUTで存在するものが
ここに表示される

SPOUT表示ボタン
SP値、OUT値で存在する
ものを切り替える
PVイベント、TIMEイベント
パターン番号

セグメント番号

プログラム時間

RESET/PROGRAM/LOCAL/RESET/
PRRGRM1/PRGRM2/CASCADE/LOCAL/
RELEASE/HOLD/ADVANCE/ADV.EXEC
のうち、存在するチャネルが表示される
REMOTE/LOCAL

OPEN/CLOSE

RUN/STOP

SP番号

GateCONTROL のデフォルトで設定されるチャネルをすべて割り付けます。割り
付けられるチャネルは、機種や制御モードにより異なります。
RUN/STOP チャネルなどの状態量は、GateCONTROL での設定に依存します。
出力値の最大値 / 最小値、小数点位置、単位などはチャネルの詳細設定 (2.4 節参照 )
で設定した属性で割り付けられます。

Note

・ 温調計の上にコントローラを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示
のときには、コントローラを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 温調計には、コントローラだけを割り付けられます。
・ 温調計に割り付けたコントローラの情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」をご
覧ください。
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2.22

温調計を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー

1

の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい温調計部品を選択します。
パティ」を選択します。

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ

3

						

4

索
5

温調計部品の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
温調計(UP□□□)のPVイベント、TIMEイベント
表示用の領域を表示する(ON)/表示しない(OFF)
を選択します。
温調計(UP□□□)のセグメント番号などを表示する
領域を表示する(ON)/表示しない(OFF)を選択します。
OFFのとき、
ダイアログボックスから出力します。
ONのとき、
コンボボックスまたはエディットボック
スが部品の領域に表示され、選択または編集した値
を出力します。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.22

温調計を作成する

● 温調計部品のグループ化を解除する
温調計部品のグループ化を解除すると、元には戻りません。

1. 編集したい温調計部品をクリックして選択します。
2. 「配置」メニューの「グループ化解除」を選択します。

						

グループ化解除されます。
グループ化解除前

グループ化解除後

						

クリックすると表示が変化するループ切り替えボタンと SP/OUT 切り替えボタン
は、変化する数だけ重なっています。
PV チャネル、プログラム時間などはデジタルメータに、アラームは長方形のシ
グナル部品に、PV イベント、タイムイベントは色変更長方形部品に割り当てら
れます。
出力可能な SP、OUT 部品は数値出力部品、HOLD は選択出力部品に割り当てら
れます。また、RUN/STOP などの表示だけの部品は、文字列変更部品に割り付け
られます。
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2.23 拡張トレンドグラフを作成する

1

任意のチャネルを最大 1600 チャネル割り付けたトレンドグラフを作成します。チャネ
ル、単位、グリッド色、背景色などを設定できます。

● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「拡張トレンドグラフ」アイコンをクリッ

クするか、オブジェクトバーの「拡張トレンドグラフ」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、拡張トレンドグラフを配置したい場所の角になる場所にマウ
スカーソルを移動します。

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

操作手順

2
3
4

索
5

						

拡張トレンドグラフが作成されます。

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、指定した拡張トレンドグラ
フに割り付けたいチャネルをドラッグ & ドロップします。

						

グリッドと割り付けられたスパンが表示されます。
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2.23

拡張トレンドグラフを作成する

Note

・ 拡張トレンドグラフの上にチャネルを移動すると、カーソルが

の表示に変わります。

の表示のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 拡張トレンドグラフに割り付けたチャネル情報を消去する場合は、
「2.30 部品を編集する」
をご覧ください。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の編集アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい拡張トレンドグラフを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

拡張トレンドグラフのプロパティダイアログボックスが表示されます。
最大 1600 チャネル割り付けできます。
設定補助ボタンについては、2-10 ページを参照してください。

						

設定補助ボタン
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2.24 代表シグナルを作成する

1

操作手順

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

チャネルやアラームを割り付けるシグナル部品です。複数のアラームを割り付けたとき
は、OR をとります。また、アラーム範囲は、割り付けられたチャネル、またはアラー
ムの最大範囲になります。

3

● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「代表シグナル」をクリックするか、オブジェクトバー
の「代表シグナル」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、代表シグナルを配置したい場所の角になる場所にマウスカー
ソルを移動します。

4

索
5

						

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

4. 操作部の「チャネル」ページで、配置したいチャネルをドラッグ & ドロップしま
す。複数チャネルを配置できます。
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2.24

代表シグナルを作成する

Note

・ 代表シグナルの上にチャネルのアラームレベルを移動すると、カーソルが

の表示に変

の表示のときには、チャネルのアラームレベルを割り付けられませんので、
わります。
ご注意ください。
・	代表シグナルには、チャネルのアラームレベルだけを割り付けられます。チャネルそのも
のを割り付けることはできません。
・	代表シグナルに割り付けたチャネルのアラームレベル情報を消去する場合は、「2.30 部品
を編集する」をご覧ください。
・	代表シグナルの外形は楕円と矩形の 2 種類があります。新規に作成した場合は、楕円にな
ります。外形はプロパティダイアログボックスで変更できます。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 画面上で編集したい代表シグナルを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

代表シグナルの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.25 X-Y グラフを作成する

1

任意のチャネルを X 軸、Y 軸にそれぞれ割り付けた X-Y 表示グラフを作成します。

2

操作手順
/ X-Y グラフ」をクリックするか、オブジェクトバーの「X-Y
1. 操作部の「編集」ページ 「
グラフ」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、X-Y グラフを配置したい場所の角になる場所にマウスカーソ
ルを移動します。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

● 新規作成する

3
4

索
5

						

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

4. 操作部の「チャネル」ページで、配置したいチャネルをドラッグ & ドロップしま
す。X 軸にする場合は左半分の位置に、Y 軸にする場合は右半分の位置にドラッ
グ & ドロップします。
対角線の左側にドラッグ&ドロップするとY軸に割り当てられる
対角線(実際には画面上に表示されません)

対角線の右側にドラッグ&ドロップするとY軸に割り当てられる
IM WX11-01
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2.25

X-Y グラフを作成する

Note

・ X-Y グラフの上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示
のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ X-Y グラフに割り付けたチャネル情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」をご覧
ください。

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 画面上で編集したい X-Y グラフを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

X-Y グラフの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
チェックする(水色)と、X-Yグラフに
現在のデータ位置が表示される

設定補助ボタン

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.26 アラームサマリ部品を作成する

1

操作手順

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

任意のチャネルに設定されているレベル 1 からレベル 4 のアラームサマリを表示する部
品を作成します。サマリには、アラーム発生時刻、レベル、アラームの種類などを含み
ます。

3

● 新規作成する

1. 操作部の「編集」ページ /「アラームサマリ」をクリックするか、オブジェクトバー
の「アラームサマリ」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、アラームサマリを配置したい場所の角になる場所にマウス
カーソルを移動します。

4

索
5

						

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

						

4. 操作部の「チャネル」ページで、配置したいチャネルをドラッグ & ドロップします。
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アラームサマリ部品を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 画面上で編集したいアラームサマリを選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

アラームサマリの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.27 色変更部品 ( 長方形、楕円 ) を作成する

1

操作手順

2

● 新規作成する
クするか、オブジェクトバーの「色変更長方形」または「色変更楕円」ボタンを
クリックします。

2. 編集部の画面上で、長方形部品または楕円部品を配置したい場所の角になる場所
にマウスカーソルを移動します。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

1. 操作部の「編集」ページ /「色変更長方形」または「色変更楕円」アイコンをクリッ

3
4

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

索
5

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形、または長方形の内側に楕円が作
成されます。

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、長方形または楕円に割り付
けたいチャネルにカーソルを移動します。

5. 操作 3 で作成した長方形または楕円の上へ割り付けたいチャネルをドラッグ & ド
ロップします。

						

指定したチャネルを割り付けた長方形または楕円が作成されます。

Note

・ 長方形または楕円の上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示のときには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 長方形または楕円に割り付けたチャネルの情報を消去する場合は、
「2.30 部品を編集する」
をご覧ください。
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2.27

色変更部品 ( 長方形、楕円 ) を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい長方形または楕円部品を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

長方形または楕円の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

チャネルが「None」の場合は、「無効時の色」で表示されます。
「マニュアル」にチェックする ( 水色 ) と、次の項目を設定できます。
しきい値数

：設定したいしきい値の数 (1 〜 4) を選択します。値は、自動
的に降順にソートされます。

しきい値

：色を変更したい値の境界値を入力します。

色		

：表示色を選択します。長方形や楕円部品は、割り付けられた
チャネルの測定値が、しきい値以上になったとき、そのしき
い値の上に設定された色で表示されます。

「オート」にチェックする ( 水色 ) と、次の項目を設定できます。
		 タイプ		

：グレースケールまたはカラースケールを選択します。「グ
レー」の場合は、入力の最小値を黒、最大値を白で表示し、
50% 入力を灰色で表示します。白から黒までの色変化は、
255 段階です。「カラー」の場合は、入力の最小値を青、最
大値を赤で表示し、50% 入力を緑で表示します。赤から青
までの色変化は、50 段階です。また色変更部品でオートを
選択した場合で詳細 ( 最大値、最小値 ) を選択しない場合は、
割りつけたチャネルの最大値、最小値が適応されます。

		 詳細		

：最小値、最大値を設定する場合、チェック ( 水色 ) します。

		 最小値 / 最大値 ：スケールの最小値 / 最大値を設定します。

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.28 文字変更部品を作成する

1

設定されたしきい値を超えると、表示色、文字列、文字色が変更される部品を作成します。

操作手順
1. 操作部の「編集」ページ /「文字変更長方形」アイコンをクリックするか、オブジェ
クトバーの「文字変更長方形」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、長方形部品を配置したい場所の角になる場所にマウスカーソ
ルを移動します。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

● 新規作成する

2
3
4

3. 操作 2 で指定した点の対角になる点へマウスカーソルをドラッグします。

索
5

						

操作 2 と 3 で指定した 2 点を対角とする長方形が作成されます。

						

4. 操作部の「チャネル」ページ /「設定プレート」で、長方形に割り付けたいチャ
ネルにカーソルを移動します。

5. 操作 3 で作成した長方形の上へ割り付けたいチャネルをドラッグ & ドロップしま
す。

						

指定したチャネルを割り付けた長方形が作成されます。

Note

・ 長方形の上にチャネルを移動すると、カーソルが
の表示に変わります。
の表示のと
きには、チャネルを割り付けられませんので、ご注意ください。
・ 長方形に割り付けたチャネルの情報を消去する場合は、「2.30 部品を編集する」をご覧く
ださい。
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2.28

文字変更部品を作成する

● プロパティダイアログボックスから編集する

1. 操作部の「編集」ページ /「部品」の「編集」アイコンを押すか、オブジェクトバー
の「編集」ボタンをクリックします。

2. 編集部の画面上で、編集したい文字変更部品を選択します。
3. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

文字変更部品の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

しきい値数

：設定したいしきい値の数 (1 〜 4) を選択します。

しきい値		

：色を変更したい値の境界値を入力します。値は、自動的に降
順にソートされます。

色		

：塗りつぶし色と文字色を設定します。文字変更部品は、割り
付けられたチャネルの測定値がしきい値以上になったとき、
そのしきい値の上に設定された色で表示されます。

文字列		

：文字列を入力します。( 半角 32 文字以内 )

4. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
5. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.29 モニタ画面を追加する

1

最大 7 個のモニタ画面を追加できます。AddObserver パネルでは追加したモニタ画面も
同時に表示することができます。
● 画面を追加する

1. 「編集」メニューの「画面追加」を選択します。画面が追加されます。最大 7 個
の画面を追加できます。追加された画面は「サブ画面 X」(X ＝ 01 〜 07) のタブ
名が自動的につけられます。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

操作手順

2
3
4

索
5

						

						

2. 前述の操作に従ってモニタ画面を作成します。

Note

AddObserver パネルで表示したときに、サブ画面を表示するまたは、表示しないを選択できま
す。詳細は、「2.32 モニタ画面の表示方法を設定する」をご覧ください。

● 画面を削除する

3. 削除するモニタ画面を表示します。
4. 「編集」メニューの「画面削除」を選択します。画面が削除されます。メイン画
面は削除できません。
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2.30 部品を編集する
モニタ画面を構成する部品の共通の編集操作です。

● 部品を選択する

部品を選択する方法は、次の 2 とおりです。

・ マウスの左ボタンをクリックする方法

選択したい部品の上にマウスカーソルを移動してクリックします。
複数の部品を選択する場合は、シフトキーを押しながら部品をクリックします。

・ 範囲指定による方法

選択したい部品の近くにマウスカーソルを移動して、ドラッグしながら選択したい部
品を囲むように移動します。ドラッグした範囲内に含まれるすべての部品が選択状態
となります。選択状態の部品のうち、最も左上にある部品が優先選択状態になります。

操作手順
● 部品を移動する

1. 移動したい部品をクリックして、選択状態 ( 部品または部品を囲む長方形の 4 つ
の角と各々の中点の計 8 つの点にアンカーポイントが付いた状態 ) にします。

2. 選択状態の部品をドラッグして、適当な場所へ移動させてドロップします。
● 部品を拡大する / 縮小する

1. 拡大 / 縮小したい部品をクリックして、選択状態にします。
2. 選択状態の部品のアンカーポイントをドラッグして、適当な位置へ移動します。
部品が拡大 / 縮小されます。

● 部品を削除する

1. 削除したい部品をクリックして、選択状態にします。
「編集」メニューの「切り取り」を選択するか、ツールバー
2. 「DEL」キーを押すか、
の「切り取り」ボタンをクリックします。

						
切り取り
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2.30

部品を編集する

1

● 部品を複製する

1. 複製したい部品をクリックして、選択状態にします。
2. 「編集」メニューの「コピー」を選択するか、ツールバーの「コピー」ボタンをクリッ
クします。

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

						
コピー

4

3. 「編集」メニューの「貼り付け」を選択するか、ツールバーの「貼り付け」ボタ
ンを押します。

						
貼り付け

● 部品をグループ化する / グループ化解除する
・ グループ化する

1. グループ化したい部品を選択します。
2. 「配置」メニューの「グループ化」を選択するか、アレンジメントバーの「グルー
プ化」ボタンをクリックします。

						

操作 1 で選択した部品をグループ化します。
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索
5

2.30

部品を編集する

・ グループ化解除する

1. グループ化を解除したい部品を選択します。
2. 「配置」メニューの「グループ化解除」を選択するか、アレンジメントバーの「グ
ループ化解除」ボタンをクリックします。

						

操作 1 で選択した部品のグループ化を解除します。

・ グループ化した部品をプロパティダイアログボックスから編集する

1. グループ化した部品を選択します。
2. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

グループ化した部品の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

						

3. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
4. 「OK」ボタンをクリックします。

Note

・ グループ化した部品の「プロパティ」ダイアログボックスで設定できる項目は、部品の配
置位置、幅、および高さだけです。
・ 部品をグループ化すると各々の部品の「プロパティ」ダイアログボックスを開くことがで
きません。部品ごとに「プロパティ」ダイアログボックスを開く場合には、グループ化を
解除する必要があります。

2-72

IM WX11-01

2.30

部品を編集する

● 部品をタブ表示にする

AddObserver パネルで、タブをクリックして画面を切り替えることができます。

1

・ タブページ化する

1. タブページ化したい部品を選択します。複数の部品を選択することもできます。
2. 「配置」メニューの「タブページ化」を選択するか、アレンジメントバーの「タブペー

ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

ジ化」ボタンをクリックします。複数の部品を選択している場合は、選択してい
る部品がひとつのタブページになります。

2
3
4

						

索
5

・ タブページ化した部品をプロパティダイアログボックスから編集する

3. タブページ化した部品を選択します。
4. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択します。タブページ化した部品の「プ
ロパティ」ダイアログボックスが表示されます。

タブの幅
タブに表示する文字の色
タブの色
タブに表示する文字列

						

ADDOBSERVERに表示する位置と大きさ

5. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定します。
6. 「OK」ボタンをクリックします。
・ タブページをまとめる ( タブ表示 )

3. タブページをひとつのまとまりにまとめます。
まとめるタブページを選択します。

4. 「配置」メニューの「ページコントローラ化」を選択するか、アレンジメントバー
の「ページコントローラ化」ボタンをクリックします。
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2.30

部品を編集する

・ まとめたタブページをプロパティダイアログボックスから編集する

1. まとめたタブページを選択します。
2. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択します。
まとめたタブページの「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
表示されてないページタブの
明るさを表示されている
ページのタブと比較して選択

						

AddObserverパネルで
表示されるタブページ
0が最初のタブ
ADDOBSERVERパネルで表示する位置と大きさ

3. 編集したい項目にカーソルを移動して、設定値を入力します。
4. 「OK」ボタンをクリックします。

Note

部品をタブ表示すると各々の部品の「プロパティ」ダイアログボックスを開くことができませ
ん。部品ごとに「プロパティ」ダイアログボックスを開く場合には、グループ化を解除する必
要があります。

タブ表示を解除する

タブ表示を解除するには、前述のグループ解除を行います。

1. タブ表示を解除したい部品を選択します。
2. 「配置」メニューの「グループ化解除」を選択するか、アレンジメントバーの「グ
ループ化解除」ボタンをクリックします。

● 部品に割り付けたチャネル / アラームの情報を消去する

可変長方形、各メータ、各メータセット、各トレンドグラフなどに割り付けたチャネ
ル情報、およびシグナルに割り付けたチャネルのアラームレベル情報を消去します。

1. 操作部の「チャネル」ページの「消去プレート」の「消去」アイコンをドラッグ
します。

2. 編集画面のチャネル情報またはチャネルのアラームレベル情報を消去したい部品
の上で「消去」アイコンをドロップします。

(2) 可変長方形、
メータ、
メータセット、
トレンドグラフ、
シグナル上でドロップします。

						

(1)「消去」
アイコンをドラッグします。

部品に割り付けていたチャネル情報またはアラームレベル情報が消去されます。
2-74

IM WX11-01

2.30

部品を編集する

● 操作部の「編集」ページから「色」を設定する

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

・「ラベル」部品の文字色を指定する場合は、操作部の「編集」ページの「色」の「文
字色変更」アイコンをクリックします。
「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボックスの
詳細は、次の「部品を編集する」をご覧ください。
・「線」「長方形」「楕円」「楕円弧」「多角形」の各部品の文字色を指定する場合は、操
作部の「編集」ページの「色」の「線色変更」アイコンをクリックします。
「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボックスの
詳細は、次の「部品を編集する」をご覧ください。
・「ラベル」「長方形」「楕円」「楕円弧」「多角形」の各部品の文字色を指定する場合は、
操作部の「編集」ページの「色」の「塗りつぶし色変更」アイコンをクリックします。
「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。「色の設定」ダイアログボックスの
詳細は、次の「部品を編集する」をご覧ください。

3
4

索
5

				
文字色変更
線色変更
塗りつぶし色変更

●「色の設定」ダイアログボックスで色を設定する

1. 各部品のプロパティダイアログボックスで「文字色」「線色」「塗りつぶしの色」
などを選択したり、「書式」メニューや「図形」メニューから色に関する項目を
選択します。

「色の設定」ダイアログボックスが表示されます。

						

2. 基本色から選択する場合は、適当な色のボタンをクリックします。
色を作成する場合は、「色の作成」ボタンをクリックします。作成したい色を設
定して、「色の追加」ボタンをクリックします。「作成した色」欄に作成した色が
追加されます。

3. 「OK」ボタンをクリックします。
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2.31 部品の配置方法を設定する
モニタ画面の構成部品の配置方法に関する設定をします。

操作手順
● 部品を最前面 / 前面 / 背面 / 最背面に配置する

1. 最前面 / 前面 / 背面 / 最背面に配置したい部品を選択します。
「前面」
「背面」
「最背面」を選択します。この操作は、
2. 「配置」メニューの「最前面」
アレンジメントバーの「最前面」
「前面」
「背面」
「最背面」ボタンのいずれかをクリッ
クすることでも可能です。

						

操作 1 で選択した部品が、最前面 / 前面 / 背面 / 最背面のいずれかに移動します。

● 部品を水平方向に揃えて配置する

1. 水平方向に揃えて配置したい部品 (2 つ以上 ) を選択します。
「右寄せ」
「中央寄せ」
「等間隔」
2. 「配置」メニューの「水平方向配置」から「左寄せ」
「幅」を選択します。この操作は、アレンジメントバーの「左揃え」「右揃え」
「水
平方向中央揃え」「水平方向等間隔」「幅揃え」ボタンのいずれかをクリックする
ことでも可能です。

						

操作 1 で選択した部品が、水平方向を基準にして左寄せ / 右寄せ / 中央寄せ / 等
間隔 / 等幅のいずれかで配置されます。

Note

・ 複数の部品を選択した場合、配置の基準になるのは、優先選択状態の部品です。
・ 「等間隔」を選択した場合は、等間隔に配置したい部品を 3 つ以上選択してください。
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2.31

部品の配置方法を設定する

1

● 部品を垂直方向に揃えて配置する

1. 垂直方向に揃えて配置したい部品 (2 つ以上 ) を選択します。
「下寄せ」
「中央寄せ」
「等間隔」
2. 「配置」メニューの「垂直方向配置」から「上寄せ」

2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

「高さ」を選択します。この操作は、アレンジメントバーの「上揃え」
「下揃え」
「垂
直方向中央揃え」「垂直方向等間隔」「高さ揃え」ボタンのいずれかをクリックす
ることでも可能です。

3
4

						

索
5

操作 1 で選択した部品が、垂直方向を基準にして上寄せ / 下寄せ / 中央寄せ / 等
間隔 / 等幅のいずれかで配置されます。

Note

・ 複数の部品を選択した場合、配置の基準になるのは、優先選択状態の部品です。
・ 「等間隔」を選択した場合は、等間隔に配置したい部品を 3 つ以上選択してください。
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2.32 モニタ画面の表示方法を設定する
操作手順
● モニタ画面のサイズを設定する

1. モニタ画面で部品をなにも選択していない状態にします。
2. 「編集」メニューの「プロパティ」を選択するか、または右クリックして「プロ
パティ」を選択します。

						

モニタ画面の「プロパティ」ダイアログボックスが表示されます。
メイン画面
AddObserverパネルでの表示位置

大きさ

						

表示色
タイトル

サブ画面
AddObserverパネルで表示するかしないかの選択

大きさ
表示色
タイトル

						

AddObserverパネルでの表示位置

3. 各設定項目を設定します。
4. 「OK」ボタンをクリックします。

Note

・ 作成できる画面サイズは、幅 1600、高さ 1200 までになります。
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2.32

モニタ画面の表示方法を設定する

● グリッドを設定する

「配置」メニューの「グリッド」で「なし」「5 ドット」「10 ドット」のいずれかを選
択します。

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3

				

4

Note

・ 「なし」を選択すると、グリッドは表示されません。「5 ドット」または「10 ドット」を選
択すると、5 ドットおき、または 10 ドットおきにグリッドが表示されます。
・ 「5 ドット」または「10 ドット」を選択した場合には、5 ドット単位または 10 ドット単位
で部品の移動や拡大ができます。

● チャネル表示 / タグ No. 表示 / タグコメント表示を切り替える

「表示」メニューから「チャネル」
「タグ No.」
「タグコメント」のいずれかを選択します。

				

モニタ画面のすべてのメータ部品が、チャネル表示、タグ No. 表示、タグコメント表
示のいずれかになります。

● 移動制限を付ける

移動制限を付けると、モニタ画面から部品がはみ出して配置されません。デフォルト
では、移動制限が付いた状態になっています。

1. 「配置」メニューの「移動制限」で、先頭にチェック印があるか確認します。

						

チェック印がないときには、「配置」メニューで「移動制限」を選択します。

2. 移動制限を解除するときは、再度「配置」メニューの「移動制限」を選択します。
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索
5

2.32

モニタ画面の表示方法を設定する

● モニタ画面を重ねて表示する / 並べて表示する

「ウインドウ」メニューの「重ねて表示」「並べて表示」のいずれかを選択します。

				

「重ねて表示」を選択すると、現在開いているモニタ画面を重ねて表示します。

				

「並べて表示」を選択すると、現在開いているモニタ画面を並べて表示します。
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2.32

モニタ画面の表示方法を設定する

● 操作部の編集ページ / チャネルページを表示する / 非表示する

操作部と編集部の間にある引き出しをクリックします。
操作部が非表示になります。操作部を表示させるには、再度引き出しをクリックしま
す。
ここをクリックする

1
2
ビルダでモニタ画面を作成する
AddObserver

3
4

				

索
5

● アイコンを整列する

「ウインドウ」メニューの「アイコンの整列」を選択します。

				

現在開いているモニタ画面のうち最小化表示されている画面が、AddObserver ビルダ
の起動画面の下部に整列して表示されます。
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第3章

モニタ画面を保存する / 開く

3.1

作成したモニタ画面のデータをチェックする /
データを修正する

1

操作手順

2

● データチェックする

1. 「ファイル」メニューの「データチェック」を選択します。

3
モニタ画面を保存する／開く

4

						

索
5

現在編集中の画面のデータチェックをします。

2. データチェックで問題がない場合には、次のメッセージが表示されます。

						

「OK」ボタンをクリックします。
データチェックで問題がある場合には、次のメッセージが表示されます。

						

「OK」ボタンをクリックします。操作 3 に進みます。

3. 「AddObserver」フォルダ 内の「˜check.log」ファイルでエラー内容を確認して、
エラー内容を修正します。

						

4. 再度、データチェックを行います。
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3.1

作成したモニタ画面のデータをチェックする / データを修正する

● データチェック & 修正する

「データチェック & 修正」では、データのチェックと修正を自動で行います。未使用チャ
ネルを削除したり、チャネルを割り付けていない部品を削除します。

1. 「ファイル」メニューの「データチェック & 修正」を選択します。

						

次のメッセージが表示されます。

						

データチェック & 修正を実行する場合は、「OK」ボタンをクリックします。

2. データチェックで問題がない場合には、次のメッセージが表示されます。

						

データチェックで問題がある場合には、次のメッセージが表示されます。

						

3. 「OK」ボタンをクリックします。
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3.2

モニタ画面を保存する / ファイル出力する

1

操作手順

2

● モニタ画面を新規に保存する

1. 「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」を選択します。

3
モニタ画面を保存する／開く

4

						

索
5
「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

						

2. 「保存する場所」「ファイル名」「ファイルの種類」を指定します。
3. 「保存」ボタンをクリックします。

Note

モニタ画面を保存またはファイル出力すると、画面設定ファイル ( 拡張子が .gob のファイル )
とコンフィグファイル ( 拡張子が .cob のファイル ) の 2 種類のファイルが作成されます。
「.gob」
ファイルと「.cob」ファイルは、1 対のファイルとして存在しています。「.cob」ファイルだけ
を削除したり、名前を変更したりしないでください。

● モニタ画面を上書き保存する

「ファイル」メニューの「上書き保存」を選択するか、ツールバーの「保存」ボタン
をクリックします。

				

		
保存
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3.2

モニタ画面を保存する / ファイル出力する

● モニタ画面をファイル出力する

現在編集中のモニタ画面に関連するファイル ( 画面設定ファイル、コンフィグファイ
ル、画面に配置したビットマップ形式の画像ファイルなど ) を指定した場所に出力し
ます。

1. 「ファイル」メニューの「ファイル出力」を選択します。

						

「名前を付けて保存」ダイアログボックスが表示されます。

						

2. 「保存する場所 ( ファイル出力する場所 )」「ファイル名」「ファイルの種類」を指
定します。

3. 「保存」ボタンをクリックします。
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3.3

モニタ画面を開く / モニタ画面を閉じる

1

操作手順

2

● モニタ画面を開く

1. 「ファイル」メニューの「開く」を選択するか、ツールバーの「開く」ボタンをクリッ
クします。

3
モニタ画面を保存する／開く

4
						

開く

索
5

最近開いたファイルが新しい順に4つ表示されます。
各ファイルを選択すると、各ファイルが開きます。

「ファイルを開く」ダイアログボックスが表示されます。

						

2. 「ファイルの場所」「ファイル名」「ファイルの種類」を指定します。
3. 「開く」ボタンをクリックします。

Note

開くことのできるファイルは、「.gob」ファイルだけです。

● モニタ画面を閉じる

「ファイル」メニューの「閉じる」を選択するか、編集画面のタイトルバー最右端の「閉
じる」ボタンをクリックします。
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閉じる
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第4章

各種メッセージと対処方法

4.1

各種メッセージ一覧

1

使用中に画面にメッセージが表示されることがあります。
コード
M3801
M3802
M3851

M3862
M3863
M3871
M3892
M3893

IM WX11-01

関連節
-

3

3.1
3.1
3.1

4

3.1
3.1
2.4

索
5

各種メッセージと対処方法

M3852
M3861

メッセージ
ファイルバージョンが異なります。
このファイルを開くことはできません。
ファイルタイプが異なります。
このファイルを開くことはできません。
作業中のファイルにエラーを検出しました。
詳しくは「~check.log」ファイルを参照してください。
データチェック OK です。
データのチェックと修正を行います。
この処理は、未使用のチャネルの削除・チャネルの割り当ての無い部品の
削除・修正等を行います。処理を続けますか ?
データをチェックした結果、エラーがありましたので、修正いたしました。
データチェックの結果、修正個所はありませんでした。
ホストを削除するとそのホストに関連するチャネルも同時に削除します。
ホストを削除しますか ?
ユーザ名が入力されていません。
ユーザ名が重複しています。

2

2.5
2.5

4-1

4.2

AddObserver ビルダのバージョン情報を確認する

操作手順
1. 「ヘルプ」メニューの「バージョン情報」を選択するか、ツールバーの「バージョ
ン情報」ボタンを押します。

						
バージョン情報

バージョン情報が表示されます。

バージョン

						
会社名
ユーザ名
ライセンス番号

4-2
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1
2

A

ク

AddObserver の概要.....................................................................................1-1
AddObserver パネル.....................................................................................1-2
AddObserver ビルダ.....................................................................................1-1
AddObserver ビルダを起動する............................................................2-1
AddObserver ビルダを終了する............................................................2-1

グリッド...........................................................................................................2-79
グループ化解除する..................................................................................2-72
グループ化する............................................................................................2-71

D

コンピュータ名...............................................................................................2-6

DAQ32 Plus........................................................................................................1-1
DAQEXPLORER.................................................................................................1-1
DAQLOGGER.....................................................................................................1-1

P
X
X-Y グラフ........................................................................................................2-61
X-Y グラフを作成する..............................................................................2-61

ア
アイコンの整列............................................................................................2-81
アトリビュートバー.....................................................................................2-4
アナログメータ............................................................................................2-34
アナログメータセット.............................................................................2-37
アラーム音......................................................................................................2-13
アラーム音 ACK............................................................................................2-48
アラームサマリ............................................................................................2-63
アラームサマリ部品を作成する.........................................................2-63
アレンジメントバー.....................................................................................2-4
アンカーポイント.......................................................................................2-25

イ
移動制限...........................................................................................................2-79
色の設定ダイアログボックス..............................................................2-75
色変更部品......................................................................................................2-65
色変更部品を作成する.............................................................................2-65
色を設定する.................................................................................................2-75

オ
オブジェクトバー..........................................................................................2-3
温調計................................................................................................................2-53
温調計を作成する.......................................................................................2-53

カ
拡張トレンドグラフ..................................................................................2-57
拡張トレンドグラフを作成する.........................................................2-57
重ねて表示......................................................................................................2-80
可変長方形......................................................................................................2-29
可変長方形を作成する.............................................................................2-29
画面追加...........................................................................................................2-69

キ
起動画面..............................................................................................................2-3
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サ
サーモメータ.................................................................................................2-34
サーモメータセット..................................................................................2-37
最前面................................................................................................................2-76
最背面................................................................................................................2-76
サブ画面...........................................................................................................2-69

3
4
索
5
索引

PC システム.......................................................................................................1-3
Picture フォルダ...........................................................................................2-43

コ

シ
シグナル...........................................................................................................2-32
シグナルを作成する..................................................................................2-32
システム No.......................................................................................................2-7
情報取得..............................................................................................................2-7
新規作成..............................................................................................................2-5

ス
垂直方向配置.................................................................................................2-77
水平方向配置.................................................................................................2-76
数値出力画面.................................................................................................2-49
数値出力画面を作成する........................................................................2-49
ステップ..............................................................................................................2-7

セ
接続できるモニタサーバ...........................................................................1-4
設定補助ボタン............................................................................................2-10
線 2-18
選択出力部品.................................................................................................2-51
選択出力部品を作成する........................................................................2-51
前面.....................................................................................................................2-76
線を作成する.................................................................................................2-18

ソ
操作部...................................................................................................................2-4
ソフトウエア使用許諾契約書..................................................................... ii

タ
代表シグナル.................................................................................................2-59
代表シグナルを作成する........................................................................2-59
楕円.........................................................................................................2-22, 2-65
楕円弧................................................................................................................2-24
楕円弧を作成する.......................................................................................2-24
楕円を作成する............................................................................................2-22
多角形................................................................................................................2-27
多角形を作成する.......................................................................................2-27
タグ No. 表示....................................................................................... 2-8, 2-79
タグコメント表示............................................................................. 2-8, 2-79
タブ表示...........................................................................................................2-73
タブ表示の解除............................................................................................2-74
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チ

ホ

チャネル No. 表示..........................................................................................2-8
チャネル / アラームの情報を消去する...........................................2-74
チャネルの詳細設定をする......................................................................2-8
チャネル表示.................................................................................................2-79
チャネルページ...............................................................................................2-4
長方形....................................................................................................2-20, 2-65
長方形を作成する.......................................................................................2-20

ポート No............................................................................................................2-7
ポート番号.........................................................................................................2-7
ホスト...................................................................................................................2-6
ホスト / チャネルの詳細設定をする...................................................2-6
ホストの詳細設定をする...........................................................................2-6
ホストの情報を自動で取得する............................................................2-7
ボタン................................................................................................................2-48
ボタンを作成する.......................................................................................2-48

ツ
ツールバー.........................................................................................................2-3

テ
ディジタルメータ.......................................................................................2-34
ディジタルメータセット........................................................................2-37
データチェック...............................................................................................3-1
データチェック & 修正................................................................................3-2

ト
トレンドグラフ............................................................................................2-40
トレンドグラフを作成する...................................................................2-40

ナ
並べて表示......................................................................................................2-80

ハ
バージョン情報...............................................................................................4-2
バーメータ......................................................................................................2-34
バーメータセット.......................................................................................2-37
背面.....................................................................................................................2-76
パスワード......................................................................................................2-14
パネル...................................................................................................................1-2

ヒ
ピクチャ...........................................................................................................2-43
ピクチャを作成する..................................................................................2-43
ビルダ...................................................................................................................1-1

フ

メ
メータ................................................................................................................2-34
メータセット.................................................................................................2-37
メータセットを作成する........................................................................2-37
メータを作成する.......................................................................................2-34
メッセージ.........................................................................................................4-1
メニュー..............................................................................................................2-3

モ
文字変更部品.................................................................................................2-67
文字変更部品を作成する........................................................................2-67
モニタ....................................................................................................2-46, 2-69
モニタ画面......................................................................................................2-78
モニタ画面作成の流れ................................................................................1-2
モニタ画面のサイズ..................................................................................2-78
モニタ画面の追加.......................................................................................2-69
モニタ画面の表示方法.............................................................................2-78
モニタ画面を新規に作成する.................................................................2-5
モニタ画面を追加する.............................................................................2-69
モニタ画面を閉じる.....................................................................................3-5
モニタ画面を開く..........................................................................................3-5
モニタ画面を保存する................................................................................3-3
モニタを作成する.......................................................................................2-46

ユ
ユーザ名...........................................................................................................2-14

ラ
ラベル................................................................................................................2-15
ラベルを作成する.......................................................................................2-15

ファイル出力する..........................................................................................3-3
部品の配置方法を設定する...................................................................2-76
部品を移動する............................................................................................2-70
部品を拡大する / 縮小する....................................................................2-70
部品を削除する............................................................................................2-70
部品を選択する............................................................................................2-70
部品を複製する............................................................................................2-71
部品を編集する............................................................................................2-70
プロテクト......................................................................................................2-14

ヘ
編集部...................................................................................................................2-4
編集ページ.........................................................................................................2-4
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