
0目次  1 

 

 

 

 

 

 

GX8 DESIGN STUDIO 

マニュアル 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual Revision List  

Revision no 製作日  Revision 内容 

Ver 1.0  2015.11.2     新規製作  

Ver 1.1          2017.9.4     アップデート (TDS 1.4.6.4) 

 



2 0目次 

 

目目次次  

目次 ..................................................................................................................................................................... 2 

CHAPTER 1 - 本体の画面 .................................................................................................................................. 16 

1.1 メニュー 画面の構成 ................................................................................................................... 16 

1.2 アイコンの 詳細説明 ................................................................................................................... 17 

1.2.1 実行アイコン ....................................................................................................................... 18 

1.2.2 VNCビューアアイコン ......................................................................................................... 19 

1.2.3 FTP アイコン ....................................................................................................................... 22 

1.2.4 プロジェクトエクスプローラのアイコン .............................................................................. 24 

1.2.5 ファイルエクスプローラのアイコン ..................................................................................... 26 

1.2.6 スクリーンショットアイコン ............................................................................................... 28 

1.2.7 コントロールパネルのアイコン - プロジェクトの部分 ....................................................... 28 

1.2.8 コントロールパネルのアイコン - システムの部分 .............................................................. 31 

1.2.9 コントロールパネルのアイコン - 通信デバイスの部分 ....................................................... 55 

1.2.10 コントロールパネルのアイコン - オプション装置の部分 .................................................... 59 

1.2.11 コントロールパネル  - サービス部分 ................................................................................. 60 

1.2.12 アドレスの有効性検証のアイコン ........................................................................................ 71 

1.2.13 情報アイコン ....................................................................................................................... 72 

1.3 外部メモリ装着時のメニュー ...................................................................................................... 73 

1.4 ステータスバー ........................................................................................................................... 78 

CHAPTER 2 - GX8 Design Studio 開始 .............................................................................................................. 79 

2.1 GX8 Design Studio インストール ............................................................................................... 79 

2.1.1 GX8 Design Studio インストール環境 ................................................................................. 79 

2.1.2 GX8 Design Studio ダウンロード ........................................................................................ 79 

2.1.3 GX8 Design Studio インストール ........................................................................................ 79 

2.1.4 GX8 Design Studio アップデート ........................................................................................ 82 

2.1.5 GX8 Design Studio アンインストール ................................................................................. 83 

2.2 GX8 Design Studio 実行 ............................................................................................................. 84 

2.3 GX8 Design Studioと 旧型ソフトウェアとの互換性 .................................................................... 87 

2.4 GX8 Design Studio の全体構成 ................................................................................................... 88 

2.4.1 メニュー .............................................................................................................................. 88 

2.4.2 編集の画面 ........................................................................................................................... 89 

2.4.3 ドッキングウィンドウ.......................................................................................................... 89 

2.4.4 ステータスバー .................................................................................................................... 90 

2.5 ショートカットキーのリスト ...................................................................................................... 90 

CHAPTER 3 - ファイルメニュー ........................................................................................................................ 94 

3.1 新プロジェクト (Ctrl + N) .......................................................................................................... 94 

3.1.1 新プロジェクトの作成.......................................................................................................... 94 

3.1.2 既存のプロジェクトを開く ................................................................................................... 99 



0目次  3 

 

3.2 テンプレートの作成 .................................................................................................................. 101 

3.2.1 ステップ 1 : テンプレートの生成.................................................................................... 101 

3.2.2 ステップ 2 : 画面のコピー .............................................................................................. 102 

3.2.3 ステップ3：アドレス変換 .................................................................................................. 103 

3.2.4 ステップ4：マクロ ............................................................................................................ 104 

3.3 テンプレートのインポート ....................................................................................................... 105 

3.3.1 ステップ1：テンプレートロード ....................................................................................... 105 

3.3.2 ステップ2：画面のコピー .................................................................................................. 106 

3.3.3 ステップ3：アドレス変換 .................................................................................................. 106 

3.3.4 ステップ4：マルチコピー .................................................................................................. 107 

3.4 開く (Ctrl + O) ......................................................................................................................... 108 

3.5 保存 (Ctrl + S) .......................................................................................................................... 109 

3.6 名前を付けて保存 (Shift + Ctrl + S) ......................................................................................... 109 

3.7 プリント/プロジェクト仕様出力(Ctrl + P) ................................................................................. 110 

3.7.1 印刷項目 ............................................................................................................................ 110 

3.7.2 オプション ........................................................................................................................ 111 

3.7.3 サンプル表示 ..................................................................................................................... 112 

3.7.4 プレビュー ........................................................................................................................ 112 

3.8 閉じる (Alt + F4) ...................................................................................................................... 114 

3.8.1 復元ダイアログ ................................................................................................................. 114 

CHAPTER 4 - プロジェクトの メニュー ......................................................................................................... 116 

4.1 警報 .......................................................................................................................................... 116 

4.1.1 ブロックとグループの追加/削除 ........................................................................................ 117 

4.1.2 ブロックの設定 ................................................................................................................. 118 

4.1.3 グループの 設定 ................................................................................................................ 124 

4.1.4 グローバル警報スクロール設定 ......................................................................................... 139 

4.1.5 警報統計の使用 ................................................................................................................. 140 

4.1.6 警報 インポート/エクスポート.......................................................................................... 141 

4.1.7 警報 データの表示 ............................................................................................................ 145 

4.1.8 警報データのコピー........................................................................................................... 146 

4.1.9 警報データを削除する ....................................................................................................... 149 

4.2 ログ .......................................................................................................................................... 150 

4.2.1 ログアドレスページ........................................................................................................... 155 

4.2.2 ログ条件のページ .............................................................................................................. 159 

4.2.3 バックアップページ........................................................................................................... 162 

4.2.4 データセットのページ ....................................................................................................... 165 

4.2.5 ログデータの表示 .............................................................................................................. 166 

4.2.6 ログデータをコピーする .................................................................................................... 169 

4.2.7 ログデータを削除する ....................................................................................................... 172 

4.3 レシピ ....................................................................................................................................... 173 



4 0目次 

 

4.3.1 レシピメモリの設定 ........................................................................................................... 174 

4.3.2 レシピのリスト .................................................................................................................. 174 

4.3.3 レシピデータページ ........................................................................................................... 175 

4.3.4 レシピアイテムのページ .................................................................................................... 178 

4.3.5 移動ページ ......................................................................................................................... 179 

4.3.6 SDCard / USB ページ ........................................................................................................ 181 

4.3.7 レシピファイルのインポート/エクスポート ....................................................................... 184 

4.3.8 運転中の上部メニューのレシピ編集機 ............................................................................... 186 

4.3.9 レシピデータを削除する .................................................................................................... 190 

4.4 文字列 ....................................................................................................................................... 191 

4.4.1 グループの編集 .................................................................................................................. 191 

4.4.2 文字列の編集 ..................................................................................................................... 193 

4.4.3 文字列テーブルのインポート/エクスポート ....................................................................... 195 

4.4.4 テキストの文字列テーブルを使用する ............................................................................... 199 

4.4.5 多言語で使用する .............................................................................................................. 199 

4.4.6 [ツール] - [文字列の変換]メニューを利用した自動変換 ..................................................... 201 

4.4.7 メッセージ・オブジェクトで使用する ............................................................................... 203 

4.5 スクリプト ................................................................................................................................ 204 

4.5.1 スクリプト上部メニュー .................................................................................................... 205 

4.5.2 スクリプトのリスト ........................................................................................................... 208 

4.5.3 スクリプトの追加方法........................................................................................................ 210 

4.5.4 スクリプトの実行条件........................................................................................................ 211 

4.5.5 スクリプトの編集画面の作成方法 1.アドレス/コメント/セミコロン ................................ 212 

4.5.6 スクリプトの編集画面の作成方法 2.演算子 ...................................................................... 214 

4.5.7 スクリプトの編集画面の作成方法 3.サンプル登録 ........................................................... 215 

4.5.8 スクリプトの編集画面の作成方法 4.関数の登録/定数 ...................................................... 218 

4.5.9 スクリプトのエラーチェック ............................................................................................. 227 

4.6 シンボル .................................................................................................................................... 228 

4.6.1 上部メニュー ..................................................................................................................... 228 

4.6.2 シンボルグループリスト .................................................................................................... 230 

4.6.3 シンボルアドレスリストのカラム（詳細項目) .................................................................... 232 

4.6.4 シンボルアドレスを使用する方法 ...................................................................................... 233 

4.7 セキュリティ ............................................................................................................................. 234 

4.7.1 管理者パスワードの設定 .................................................................................................... 234 

4.7.2 セキュリティレベルの使用 ................................................................................................. 236 

4.7.3 QR コードプリント ........................................................................................................... 239 

4.7.4 21 CFR Part11 Option ........................................................................................................ 241 

4.7.5 セキュリティレベルを適用する .......................................................................................... 243 

4.7.6 メニュー画面 - [セキュリティ]の設定を変更する .............................................................. 245 

4.8 通信ブロック ............................................................................................................................. 246 



0目次  5 

 

4.9 日程 .......................................................................................................................................... 247 

4.9.1 日程情報のページ .............................................................................................................. 247 

4.9.2 動作ページ ........................................................................................................................ 248 

4.10 メッセージの送信 ..................................................................................................................... 249 

4.10.1 電子メール ........................................................................................................................ 249 

4.10.2 SMS(メール) ...................................................................................................................... 253 

4.11 ロールプリンタ ......................................................................................................................... 255 

4.11.1 ロールプリンタの仕様 ....................................................................................................... 255 

4.11.2 印刷フォームを作成........................................................................................................... 255 

4.11.3 GX8とロールプリンタ間の通信の設定 ............................................................................... 256 

4.11.4 ロールプリンタの印刷実行ボタン ...................................................................................... 257 

4.12 プロジェクトのプロパティ ....................................................................................................... 258 

4.12.1 GX8 設定 ........................................................................................................................... 259 

4.12.2 PLC 設定 ........................................................................................................................... 262 

4.12.3 通信マニュアルの見方 ....................................................................................................... 269 

4.12.4 プロジェクトオプションのページ ...................................................................................... 272 

4.12.5 画面切り替えページ........................................................................................................... 277 

4.12.6 グローバルロックオプションページ .................................................................................. 279 

4.12.7 プロジェクトのスタイルページ ......................................................................................... 284 

4.12.8 スプラッシュページ........................................................................................................... 286 

4.12.9 PLC のバッファの同期ページ ............................................................................................ 287 

4.12.10 日付/時刻同期ページ ......................................................................................................... 288 

4.12.11 画面のオプションページ .................................................................................................... 289 

CHAPTER 5 - 画面のメニュー ......................................................................................................................... 292 

5.1 画面の作成メニュー .................................................................................................................. 292 

5.1.1 メイン画面の生成 .............................................................................................................. 292 

5.1.2 ウィンドウの画面の生成 .................................................................................................... 294 

5.1.3 フレーム画面の生成........................................................................................................... 295 

5.1.4 イメージスクリーン生成 .................................................................................................... 296 

5.2 画面の移動/削除メニュー .......................................................................................................... 297 

5.3 画面のプロパティ ..................................................................................................................... 297 

5.4 マスター画面のメニュー ........................................................................................................... 297 

5.5 フレーム画面のメニュー ........................................................................................................... 298 

CHAPTER 6 - 編集メニュー ............................................................................................................................ 299 

6.1 オブジェクトの選択 .................................................................................................................. 299 

6.1.1 一般的な選択 ..................................................................................................................... 299 

6.1.2 オブジェクトの範囲の選択（ドラッグ ) ............................................................................ 300 

6.1.3 重複オブジェクトの選択 .................................................................................................... 300 

6.1.4 ポップアップメニューを利用した重複オブジェクトの選択 ............................................... 301 

6.1.5 複数選択と解除 ................................................................................................................. 301 



6 0目次 

 

6.2 移動とサイズ変更 ...................................................................................................................... 301 

6.2.1 マウスを用いた移動とサイズ変更 ...................................................................................... 301 

6.2.2 キーボードを利用した移動 ................................................................................................. 302 

6.2.3 キーボードとマウスを利用したサイズ変更 ........................................................................ 303 

6.2.4 プロパティページでの位置とサイズを変更 ........................................................................ 303 

6.3 実行メニュー ............................................................................................................................. 304 

6.3.1 実行取消  (Ctrl + Z) .......................................................................................................... 304 

6.3.2 実行繰り返し (Ctrl + R) ..................................................................................................... 304 

6.4 クリップボードメニュー ........................................................................................................... 305 

6.4.1 コピーする ......................................................................................................................... 305 

6.4.2 貼り付け ............................................................................................................................ 307 

6.4.3 切り取り ............................................................................................................................ 307 

6.5 グループメニュー ...................................................................................................................... 307 

6.5.1 グループ (Ctrl + G) ............................................................................................................ 307 

6.5.2 グループ解除 (Ctrl + U) ..................................................................................................... 308 

6.5.3 グループ内のオブジェクトの編集 ...................................................................................... 308 

6.6 回転メニュー ............................................................................................................................. 309 

6.6.1 左回転 (Ctrl + ,) ................................................................................................................. 309 

6.6.2 右回転 (Ctrl + .) ................................................................................................................. 309 

6.6.3 回転取消 ............................................................................................................................ 309 

6.6.4 プロパティを利用した回転角度を変更 ............................................................................... 309 

6.7 整列メニュー ............................................................................................................................. 311 

6.7.1 左/右/上/下/中央整列 ......................................................................................................... 311 

6.7.2 間隔/画面中央に整列 .......................................................................................................... 313 

6.7.3 同じサイズに変更 .............................................................................................................. 314 

6.7.4 前面/背面への移動 ............................................................................................................. 315 

6.8 フォントメニュー ...................................................................................................................... 316 

6.9 編集オプションメニュー ........................................................................................................... 317 

6.9.1 グリッド設定 ..................................................................................................................... 317 

6.9.2 Snap タイプの設定 ............................................................................................................ 317 

6.9.3 中心から外側に向かって描画 ............................................................................................. 318 

6.9.4 オプションの設定 .............................................................................................................. 319 

6.10 ポップアップメニュー ............................................................................................................... 327 

6.10.1 グループメニュー .............................................................................................................. 328 

6.10.2 クリップボード/ロックメニュー ........................................................................................ 328 

6.10.3 整列メニュー ..................................................................................................................... 329 

6.10.4 [ツール]メニュー ................................................................................................................ 331 

6.10.5 文字列を返還 ..................................................................................................................... 333 

6.10.6 メイン画面のショートカット/ 元のサイズに設定/画面のプロパティ/プロパティ .............. 334 

CHAPTER 7 - オブジェクトの共通事項 ........................................................................................................... 335 



0目次  7 

 

7.1 オブジェクトのプロパティ画面................................................................................................. 335 

7.1.1 オブジェクトのプロパティ画面の構成 ............................................................................... 335 

7.1.2 オブジェクトのプロパティ画面の共通情報の部分 ............................................................. 336 

7.2 色選択ダイアログ ..................................................................................................................... 338 

7.2.1 色を選択する方法 .............................................................................................................. 338 

7.2.2 [ユーザーの指定の色] パレットを編集する ....................................................................... 339 

7.3 イメージ選択ダイアログ ........................................................................................................... 340 

7.3.1 イメージを選択する方法 .................................................................................................... 340 

7.3.2 ユーザーライブラリ........................................................................................................... 341 

7.3.3 グローバルイメージ........................................................................................................... 342 

7.3.4 ローカルイメージ .............................................................................................................. 344 

7.3.5 イメージリスト表示方法 .................................................................................................... 345 

7.3.6 元のサイズに設定 .............................................................................................................. 347 

7.4 アドレスの種類 ......................................................................................................................... 348 

7.4.1 アドレスの種類 ................................................................................................................. 348 

7.4.2 PLC アドレス（コントローラアドレス ) ........................................................................... 349 

7.4.3 SYS アドレス（内部アドレス) ........................................................................................... 350 

7.4.4 Special アドレス（特殊アドレス） ................................................................................... 350 

7.4.5 LOG  アドレス（ログアドレス） ...................................................................................... 355 

7.4.6 Recipe アドレス（レシピアドレス） ................................................................................. 355 

7.4.7 Symbol アドレス（シンボルアドレス） ............................................................................ 356 

7.4.8 LATCH  アドレス（ラッチアドレス） ............................................................................... 360 

7.4.9 Virtual アドレス（仮想アドレス） .................................................................................... 361 

7.4.10 Offset A アドレス（オフセットAアドレス） ..................................................................... 362 

7.4.11 Offset V アドレス（オフセットVアドレス） ..................................................................... 362 

7.5 アドレスの入力 ......................................................................................................................... 363 

7.5.1 キーボード入力でアドレスを設定する ............................................................................... 363 

7.5.2 アドレス入力パッドでアドレスを設定 ............................................................................... 364 

7.5.3 正しいアドレスの入力と、最近使用したアドレスのリスト ............................................... 366 

7.5.4 アドレスの検索 ................................................................................................................. 367 

7.6 [効果および動作]ページの設定方法 ........................................................................................... 368 

7.7 [条件]ページの設定 ................................................................................................................... 369 

7.7.1 [条件]ページ：ビット条件 ................................................................................................. 370 

7.7.2 [条件]ページ：ワード条件 ................................................................................................. 371 

7.7.3 [条件]ページ：ASCII条件 .................................................................................................... 372 

7.7.4 [条件]ページ：スケジュール .............................................................................................. 372 

7.7.5 [条件]ページ：イベント ..................................................................................................... 374 

7.7.6 [条件]ページ：条件なし ..................................................................................................... 374 

7.8 [効果]ページの設定 ................................................................................................................... 375 

7.8.1 [効果]ページ：形状効果 ..................................................................................................... 376 



8 0目次 

 

7.8.2 [効果]ページ：イメージ効果 .............................................................................................. 377 

7.8.3 [効果]ページ：テキスト効果 .............................................................................................. 377 

7.8.4 [効果]ページ：フォント効果 .............................................................................................. 378 

7.8.5 [効果]ページ：幅変更の効果 .............................................................................................. 379 

7.8.6 [効果]ページ：高さの変更の効果 ....................................................................................... 381 

7.8.7 [効果]ページ：トラック移動の効果 .................................................................................... 384 

7.8.8 効果]ページ：水平移動の効果 ............................................................................................ 385 

7.8.9 [効果]ページ：垂直移動の効果 ........................................................................................... 388 

7.8.10 [効果]ページ：回転 ............................................................................................................ 391 

7.8.11 [効果]ページ：サウンド 効果 ............................................................................................. 394 

7.9 [動作]ページの設定 .................................................................................................................... 395 

7.9.1 [動作]ページ：ビット動作 .................................................................................................. 397 

7.9.2 [動作]ページ：ワード動作 .................................................................................................. 399 

7.9.3 [動作]ページ：ASCIIの動作 ................................................................................................. 400 

7.9.4 [動作]ページ：スクリプトの動作 ....................................................................................... 401 

7.9.5 [動作]ページ：イベントの動作 ........................................................................................... 401 

7.9.6 [動作]ページ：特殊機能 ..................................................................................................... 402 

7.9.7 [動作]ページ：なし ............................................................................................................ 417 

CHAPTER 8 - オブジェクト(1) ......................................................................................................................... 418 

8.1 選択 ........................................................................................................................................... 418 

8.2 点オブジェクト ......................................................................................................................... 419 

8.2.1 形状ページ ......................................................................................................................... 419 

8.3 線オブジェクト ......................................................................................................................... 420 

8.3.1 線のスタイルページ ........................................................................................................... 420 

8.4 四角形オブジェクト .................................................................................................................. 421 

8.4.1 四角形のスタイルページ .................................................................................................... 421 

8.5 楕円オブジェクト ...................................................................................................................... 422 

8.5.1 形状ページ ......................................................................................................................... 423 

8.6 円弧/π/弦/オブジェクト ............................................................................................................ 424 

8.6.1 形状ページ ......................................................................................................................... 425 

8.7 多角線/多角形オブジェクト ....................................................................................................... 426 

8.7.1 形状ページ ......................................................................................................................... 426 

8.8 イメージオブジェクト ............................................................................................................... 427 

8.8.1 イメージ設定：イメージ/イメージスクリーン/イメージファイルへの経路 ........................ 428 

8.8.2 イメージ条件：使用不可/ビットケース/ワードケース/ワード間接 ..................................... 430 

8.9 塗りつぶしのオブジェクト ........................................................................................................ 432 

8.9.1 塗りつぶしページ .............................................................................................................. 432 

8.10 テキストオブジェクト ............................................................................................................... 433 

8.10.1 テキストページ .................................................................................................................. 433 

8.11 目盛りオブジェクト .................................................................................................................. 434 



0目次  9 

 

8.11.1 四角形の目盛のオブジェクト ............................................................................................. 434 

8.11.2 円形目盛のオブジェクト .................................................................................................... 436 

CHAPTER 9 - ランプオブジェクト .................................................................................................................. 438 

9.1 ビットランプ ............................................................................................................................ 438 

9.1.1 メインページ ..................................................................................................................... 439 

9.1.2 ランプページ ..................................................................................................................... 439 

9.2 多相ランプ ................................................................................................................................ 442 

9.2.1 ワードランプ ..................................................................................................................... 443 

9.2.2 N- ビットの組み合わせ ..................................................................................................... 446 

9.2.3 Nビット個別 ...................................................................................................................... 447 

9.3 タッチ ....................................................................................................................................... 449 

9.3.1 基本ページ ........................................................................................................................ 449 

9.3.2 形状ページ ........................................................................................................................ 450 

9.3.3 タッチのオプションページ ................................................................................................ 452 

9.3.4 効果と動作ページ .............................................................................................................. 453 

9.4 モーメンタリー ......................................................................................................................... 454 

9.4.1 基本ページ ........................................................................................................................ 454 

9.5 On/Off スイッチ ....................................................................................................................... 455 

9.5.1 基本ページ ........................................................................................................................ 455 

9.6 選択スイッチ ............................................................................................................................ 456 

9.6.1 基本ページ ........................................................................................................................ 456 

9.6.2 ランプページ ..................................................................................................................... 457 

9.7 画面の切り替え ......................................................................................................................... 458 

9.7.1 基本ページ ........................................................................................................................ 459 

9.8 ユーザー定義 ............................................................................................................................ 459 

9.8.1 基本ページ ........................................................................................................................ 460 

CHAPTER 10 - 数字/文字列オブジェクト........................................................................................................ 461 

10.1 数字オブジェクト ..................................................................................................................... 461 

10.1.1 データページ ..................................................................................................................... 461 

10.1.2 図形のページ ..................................................................................................................... 464 

10.1.3 スタイルページ ................................................................................................................. 465 

10.1.4 ケースページ ..................................................................................................................... 468 

10.2 文字列オブジェクト .................................................................................................................. 470 

10.2.1 データページ ..................................................................................................................... 471 

10.3 入力表示オブジェクト .............................................................................................................. 472 

10.3.1 データページ ..................................................................................................................... 472 

10.4 時計オブジェクト ..................................................................................................................... 473 

10.5 数字キー表示オブジェクト ....................................................................................................... 474 

10.5.1 データページ ..................................................................................................................... 475 

10.5.2 スタイルページ ................................................................................................................. 477 



10 0目次 

 

10.5.3 入力ページ ......................................................................................................................... 477 

10.6 文字列のキーの表示オブジェクト.............................................................................................. 484 

10.6.1 データページ ..................................................................................................................... 485 

10.6.2 スタイルページ .................................................................................................................. 485 

10.6.3 入力ページ ......................................................................................................................... 486 

CHAPTER 11 - メッセージオブジェクト ......................................................................................................... 487 

11.1 基本ページ ................................................................................................................................ 487 

11.2 メッセージページ ...................................................................................................................... 488 

11.2.1 ビットメッセージ .............................................................................................................. 488 

11.2.2 ワードメッセージ .............................................................................................................. 490 

11.2.3 ワード可変メッセージ........................................................................................................ 492 

11.3 ディスプレイページ .................................................................................................................. 493 

11.4 キーページ ................................................................................................................................ 495 

11.5 効果のページ ............................................................................................................................. 496 

CHAPTER 12 - Windowsオブジェクト ............................................................................................................. 497 

12.1 基本なページ ............................................................................................................................. 497 

12.1.1 固定ウィンドウ .................................................................................................................. 498 

12.1.2 ビットWindows ................................................................................................................. 500 

12.1.3 ワードウィンドウ .............................................................................................................. 501 

12.1.4 ワード間接ウィンドウ........................................................................................................ 502 

12.2 設定ページ ................................................................................................................................ 503 

12.2.1 ウィンドウ設定 .................................................................................................................. 503 

12.2.2 ウィンドウの位置 .............................................................................................................. 504 

12.2.3 ウィンドウのポップアップスタイル ................................................................................... 506 

12.3 キーページ ................................................................................................................................ 507 

12.4 効果のページ ............................................................................................................................. 508 

CHAPTER 13 - 演算オブジェクト .................................................................................................................... 510 

13.1 演算オブジェクトの登録 ........................................................................................................... 510 

13.2 [条件]ページの設定 .................................................................................................................... 512 

13.2.1 [条件]ページ：ビット条件 .................................................................................................. 513 

13.2.2 [条件]ページ: ワード条件 ................................................................................................... 514 

13.2.3 [条件]ページ : ASCII条件 ................................................................................................ 515 

13.2.4 [条件]ページ : スケジュール .......................................................................................... 516 

13.2.5 [条件] ページ : イベント ............................................................................................... 517 

13.2.6 [条件] ページ : 条件なし ................................................................................................. 517 

13.3 [動作] ページの設定 .................................................................................................................. 518 

13.3.1 [動作] ページ : ビット動作 ............................................................................................ 520 

13.3.2 [動作] ページ : ワード動作 .............................................................................................. 521 

13.3.3 [動作] ページ : ASCII 動作 ............................................................................................... 523 

13.3.4 [動作] ページ : スクリプトの動作 ................................................................................... 523 



0目次  11 

 

13.3.5 [動作] ページ : イベント動作 .......................................................................................... 524 

13.3.6 [動作] ページ : 特殊機能 ................................................................................................. 524 

13.3.7 [動作] ページ : なし ........................................................................................................ 540 

CHAPTER 14 - スクリーンコールオブジェクト .............................................................................................. 541 

14.1 基本ページ ................................................................................................................................ 541 

14.1.1 画面呼び出しの種類........................................................................................................... 541 

14.1.2 呼び出し条件 / 対象画面の設定 .................................................................................... 541 

14.1.3 オブジェクトや位置の設定 ................................................................................................ 544 

14.2 スクリーンコール活用画面 ....................................................................................................... 545 

CHAPTER 15 - ログビューオブジェクト ......................................................................................................... 546 

15.1 基本ページ ................................................................................................................................ 547 

15.2 スタイルページ ......................................................................................................................... 547 

15.3 カラムページ ............................................................................................................................ 550 

15.3.1 カラム設定 ........................................................................................................................ 550 

15.3.2 ハイライトの設定 .............................................................................................................. 551 

15.4 キーページ ................................................................................................................................ 552 

15.5 効果ページ ................................................................................................................................ 554 

CHAPTER 16 - 警報ビューオブジェクト ......................................................................................................... 555 

16.1 基本ページ ................................................................................................................................ 556 

16.2 スタイルページ ......................................................................................................................... 558 

16.2.1 表示区分が [表スタイル]の場合のスタイル ....................................................................... 558 

16.2.2 表示区分が[自由様式]の場合のスタイル ............................................................................. 559 

16.3 カラムページ ............................................................................................................................ 560 

16.3.1 カラムの設定 ..................................................................................................................... 561 

16.3.2 表示順 ............................................................................................................................... 561 

16.4 キーページ ................................................................................................................................ 562 

16.5 効果ページ ................................................................................................................................ 565 

CHAPTER 17 - グラフオブジェクト ................................................................................................................ 566 

17.1 グラフオブジェクト .................................................................................................................. 566 

17.1.1 ディスプレイページ........................................................................................................... 567 

17.1.2 シリーズページ ................................................................................................................. 572 

17.1.3 オプション ページ ............................................................................................................ 575 

17.1.4 キーページ ........................................................................................................................ 579 

1.1.5  効果 ページ ............................................................................................................................ 580 

17.2 トレンドオブジェクト .............................................................................................................. 581 

17.2.1 ディスプレイページ........................................................................................................... 581 

17.2.2 シリーズページ ................................................................................................................. 585 

17.2.3 オプションページ .............................................................................................................. 587 

17.2.4 キーページ ........................................................................................................................ 587 

17.2.5 効果ページ ........................................................................................................................ 589 



12 0目次 

 

17.3 レコードオブジェクト ............................................................................................................... 589 

17.3.1 ディスプレイページ ........................................................................................................... 590 

17.3.2 シリーズページ .................................................................................................................. 590 

17.3.3 オプションページ .............................................................................................................. 592 

17.3.4 キーページ ......................................................................................................................... 593 

17.3.5 効果ページ ......................................................................................................................... 593 

17.4 ゲージオブジェクト .................................................................................................................. 594 

17.4.1 ディスプレイ ページ – スタイル設定 ............................................................................... 594 

17.4.2 ディスプレイ ページ – 塗りつぶし設定 ............................................................................ 596 

17.4.3 ディスプレイ ページ – 目盛 & 矢印設定 ......................................................................... 598 

17.4.4 データ ページ .................................................................................................................... 599 

17.4.5 効果ページ ......................................................................................................................... 599 

CHAPTER 18 - スライドオブジェクト ............................................................................................................. 601 

18.1 基本 ページ............................................................................................................................... 601 

18.2 条件ページ ................................................................................................................................ 602 

18.3 効果ページ ................................................................................................................................ 604 

CHAPTER 19 - ビデオオブジェクト ................................................................................................................ 605 

19.1 ビデオページ ............................................................................................................................. 605 

19.2 キーページ ................................................................................................................................ 606 

19.3 条件ページ ................................................................................................................................ 607 

CHAPTER 20 - カメラオブジェクト ................................................................................................................ 608 

20.1 カメラページ ............................................................................................................................. 608 

20.2 キーページ ................................................................................................................................ 609 

20.3 効果 ページ............................................................................................................................... 610 

CHAPTER 21 - テーブルオブジェクト ............................................................................................................. 611 

21.1 基本ページ ................................................................................................................................ 611 

21.1.1 テーブルのスタイル ........................................................................................................... 612 

21.1.2 セルの定義 ......................................................................................................................... 612 

21.2 効果ページ ................................................................................................................................ 614 

CHAPTER 22 - 表示メニュー ........................................................................................................................... 615 

22.1 表示言語 .................................................................................................................................... 615 

22.2 状態表示 .................................................................................................................................... 615 

22.2.1 状態番号 ............................................................................................................................ 615 

22.2.2 多国語言語の選択 .............................................................................................................. 616 

22.3 ヒント ....................................................................................................................................... 616 

22.3.1 ヒント表示 ......................................................................................................................... 616 

22.3.2 ヒントオプション設定........................................................................................................ 616 

22.3.3 ヒント選択 ......................................................................................................................... 617 

22.4 拡大/縮小 .................................................................................................................................. 618 

22.5 ドッキングウィンドウ ............................................................................................................... 619 



0目次  13 

 

22.5.1 ドッキングウィンドウの使い方 ......................................................................................... 619 

22.6 プロジェクト管理 ..................................................................................................................... 622 

22.6.1 プロジェクト ..................................................................................................................... 622 

22.6.2 画面部分 ............................................................................................................................ 624 

22.6.3 リソース部分 ..................................................................................................................... 632 

22.7 リストウインドウ ..................................................................................................................... 635 

22.7.1 ページ種類 ........................................................................................................................ 636 

22.7.2 リスト順番 ........................................................................................................................ 637 

22.8 プロパティウィンドウ .............................................................................................................. 637 

22.8.1 プロパティウィンドウの構成 ............................................................................................. 638 

22.9 ユーザ・ライブラリーウィンドウ ............................................................................................. 638 

22.9.1 ユーザ・ライブラリーウィンドウ 登録 ........................................................................... 638 

22.9.2 ユーザ・ライブラリーウィンドウ 使用 ........................................................................... 638 

22.9.3 ユーザ・ライブラリーウィンドウプロパティ .................................................................... 639 

22.10 画面整列 ................................................................................................................................... 640 

22.10.1 最小化 ............................................................................................................................... 640 

22.10.2 最大化 ............................................................................................................................... 640 

22.10.3 階段式 ............................................................................................................................... 641 

22.10.4 整列式 ............................................................................................................................... 641 

22.10.5 全体を閉じる ..................................................................................................................... 641 

CHAPTER 23 - 道具メニュー .......................................................................................................................... 642 

23.1 アドレス/オブジェクトの検索 ................................................................................................... 642 

23.1.1 オブジェクトの検索........................................................................................................... 643 

23.1.2 アドレス検索 ..................................................................................................................... 644 

23.1.3 検索結果 ............................................................................................................................ 645 

23.1.4 エクセル変換 ..................................................................................................................... 647 

23.2 アドレス変換 ............................................................................................................................ 648 

23.2.1 変換設定 ............................................................................................................................ 648 

23.2.2 変換結果 ............................................................................................................................ 650 

23.2.3 アドレス変換の使用(Find&Replace/Increase、Decrese/Calculation) .................................. 651 

23.2.4 アドレス返還の使用(User Define) ...................................................................................... 652 

23.3 画面管理 ................................................................................................................................... 655 

23.3.1 画面 / 構成リスト ............................................................................................................. 656 

23.4 画面プレビュー ......................................................................................................................... 659 

23.4.1 画面イメージ保存 .............................................................................................................. 660 

23.5 プロジェクトイメージ管理 ....................................................................................................... 661 

23.5.1 検索 & 変換 ...................................................................................................................... 661 

23.5.2 検索リスト ........................................................................................................................ 662 

23.5.3 統計 ................................................................................................................................... 664 

23.6 イメージライブラリ .................................................................................................................. 665 



14 0目次 

 

23.6.1 グローバルイメージ ........................................................................................................... 666 

23.7 文字列変換 ................................................................................................................................ 666 

23.7.1 文字->文字列(多国語)テーブルの変換 ................................................................................ 667 

23.7.2 文字列(多国語)テーブル->文字変換 .................................................................................... 669 

23.8 復元ディスクの作成 .................................................................................................................. 669 

23.8.1 復元ディスクの作成 ........................................................................................................... 670 

23.8.2 復元ディスクの使用方法 .................................................................................................... 670 

23.8.3 復元ディスクのフォーマット方法 ...................................................................................... 671 

23.9 条件&効果&アクション検索 ...................................................................................................... 672 

23.9.1 条件検索 ページ ................................................................................................................ 673 

23.9.2 効果 検索ページ ................................................................................................................ 674 

23.9.3 アクション検索 ページ ...................................................................................................... 674 

23.9.4 フィルター ......................................................................................................................... 675 

23.9.5 検索結果 ............................................................................................................................ 675 

CHAPTER 24 - 送信メニュー ........................................................................................................................... 677 

24.1 オフラインでの仮想運転 ........................................................................................................... 677 

24.1.1 プレビュー画面 .................................................................................................................. 677 

24.1.2 監視ウィンドウ(Inspector) ................................................................................................. 677 

24.1.3 画面のリスト ..................................................................................................................... 679 

24.1.4 検索オプション .................................................................................................................. 679 

24.1.5 監視リスト ......................................................................................................................... 681 

24.1.6 オフライン仮想運転の情報及び終了 ................................................................................... 681 

24.2 オンライン仮想運転 .................................................................................................................. 682 

24.3 ビルドと送信 ............................................................................................................................. 683 

24.3.1 プロジェクトのビルド設定 ................................................................................................. 683 

24.3.2 プロジェクトのビルド過程 ................................................................................................. 688 

24.3.3 プロジェクトのビルドリスト ............................................................................................. 689 

24.3.4 プロジェクトのメモリー使用 ............................................................................................. 690 

24.4 画面送信 .................................................................................................................................... 691 

24.5 送信用のファイル作成(OSを含む) .............................................................................................. 692 

24.6 プロジェクトのファイル送信 .................................................................................................... 693 

24.7 データのアップロード ............................................................................................................... 694 

24.8 ビルドオプション ...................................................................................................................... 695 

CHAPTER 25 - ヘルプメニュー ....................................................................................................................... 698 

25.1 ヘルプ ....................................................................................................................................... 698 

25.2 製品情報 .................................................................................................................................... 699 

CHAPTER 26 - GX8View実行 ........................................................................................................................... 700 

26.1 GX8View(SCADA)種類 ................................................................................................................ 700 

26.2 GX8Viewプロジェクト生成 ........................................................................................................ 701 

26.3 コントローラ(PLC)設定 .............................................................................................................. 703 



0目次  15 

 

26.3.1 PLC設定方法 ...................................................................................................................... 703 

26.3.2 通信エラー発生 ................................................................................................................. 704 

26.4 アドレスの入力/タグの数 .......................................................................................................... 704 

26.4.1 内部アドレス (Systemアドレス) ........................................................................................ 705 

26.4.2 PLCのアドレス管理 ............................................................................................................ 705 

26.5 GX8View実行 ............................................................................................................................ 706 

26.5.1 GX8View実行方法 .............................................................................................................. 706 

26.5.2 GX8View実行画面 .............................................................................................................. 707 

26.6 GX8View画面メニュー .............................................................................................................. 708 

26.6.1 ファイルメニュー .............................................................................................................. 708 

26.6.2 道具メニュー ..................................................................................................................... 712 

26.6.3 ウィンドウメニュー........................................................................................................... 718 

26.6.4 ヘルプメニュー ................................................................................................................. 719 

26.6.5 ツールバー(アイコン) ........................................................................................................ 720 

CHAPTER 27 - データベース(DataBase) .......................................................................................................... 723 

27.1 データベースの接続 .................................................................................................................. 723 

27.1.1 データベースの追加及び接続設定 ...................................................................................... 723 

27.1.2 ODBCを利用した接続 ........................................................................................................ 724 

27.2 データ照会 ................................................................................................................................ 728 

27.2.1 テーブル(Table)を利用したデータの入出力 ........................................................................ 728 

27.2.2 クエリー(Query)を利用したデータ入出力 .......................................................................... 733 

CHAPTER 28 - 報告書(レポート) ..................................................................................................................... 734 

28.1 報告書(レポート) 情報 .............................................................................................................. 735 

28.1.1 レポートタイプ ................................................................................................................. 735 

28.1.2 エクセルのフォームファイル ............................................................................................. 735 

28.1.3 レポート生成の条件........................................................................................................... 739 

28.1.4 データ生成の条件 .............................................................................................................. 740 

28.2 保存及び出力 ............................................................................................................................ 740 

28.2.1 プリントと保存 ................................................................................................................. 740 

28.2.2 レポートのファイル名 ....................................................................................................... 741 

28.3 レポート前/後アクション .......................................................................................................... 742 



16 CHAPTER 1 -本体の画面 

 

CCHHAAPPTTEERR  11  --  本本体体のの画画面面    

 

製品の電源を入れると画面が表示されます。 

[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] - [2.開始モード]が[メニュー]になっている場合にはメニュー画面が表示され、

[運転]になっている場合には、搭載されているプロジェクトが実行されます。この章ではメニュー画面について説明します。 

 

1.1 メニュー 画面の構成 

 

メニュー画面は、以下図のように9つのアイコンと下部のステータスバーで構成されています。 

 

9つのアイコンは、最初の行には[実行]、2行目に[VNCビューア/ FTP/プロジェクトエクスプローラ/ファイルエ

クスプローラ]、3行目に[スクリーンショット/コントロールパネル/アドレス検証/情報]アイコンにより構成され

ています。 

各アイコンをタッチして、詳細設定を行うことができます。 

 

下部のステータスバーには、製品のモデル名と日付/時刻、Wi-Fiの状態、表示言語が表示されます。 

Wi-Fi、表示言語、日付/時刻は、タッチして設定を変更することができます。  

 

 

[図. メニュー画面の構成] 
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1.2 アイコンの 詳細説明 

 

9つのアイコンは、次のような機能をします。  

 

No アイコン 説明 

1 実行 GX8に 搭載されているプロジェクトが実行され、運転画面に移動します。 

2 VNC ビューア VNC Serverに 接続するためのVNC ログイン画面が表示されます。 

3 FTP FTP Serverに 接続するためのFTP使用画面が表示されます。 

4 
プロジェクトエクス

プローラ 

メモリ、装着されたSDカード、装着されたUSBメモリなどに保存されたプロジェクトファイ

ル（*.HBZ）を検索、選択したプロジェクトファイルを直接実行することができます。 

5 
ファイルエクスプロ

ーラ 

GX8のメモリ、装着されたSDカード、装着されたUSBメモリなどに保存されたファイルを検

索し、確認したり、選択したファイルを他の保存媒体にコピー/貼り付け、または削除する

ことができます。 

6 スクリーンショット 
現在の表示画面をキャプチャし、イメージとして保存します。 

保存媒体（GX8/ USB/ SD）を選択して、キャプチャしたイメージを保存します。 

7 コントロールパネル 
GX8を総体的に管理し、設定することができる部分としてプロジェクト/システム/通信デバ

イス /オプションデバイス/サービスに分類して管理します。 

8 
アドレスの有効性検

証 

プロジェクトに使用したアドレスの中で有効でないアドレスを検索します。プロジェクトに

設定されたコントローラと通信し通信できないアドレスを検索してリストに表示します。 

プロジェクトに通信できないアドレスが1つでもあれば、そのアドレスが登録されている画

面には通信エラーが発生します。 

9 情報 
GX8に搭載されたファームウェアのバージョン、アップロードプロジェクトファイル情報な

どを確認することができます。 

 

各アイコンを実行すると、該当する画面が表示されます。 

 

プロジェクトエクスプローラのアイコンを実行したときに表示されるプロジェクトエクスプローラ画面を利用して

画面の一般的な構成を説明します。 

 

各アイコンを実行し上部のタイトルバーをタッチしてスクロールすると[プロジェクトエクスプローラ]画面の位置

を移動させることができます。 

タイトルバーの右側の[全体画面]ボタンを押すと全画面表示に変わり、[X]ボタンを押すと、画面が閉じます。  

 

 

[図. 画面の共通部分]  

 

チェックする部分の 表示はチェック（設定）された状態,  表示はチェックされていない状態です。 
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1.2.1 実行アイコン 

 

実行アイコンをタッチするとロードされているプロジェクトが実行され、運転画面に移動します。 

[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] - [3.スタート画面番号]から設定された画面番号に移動します。 

もし、プロジェクトファイルがない場合は[Project does not exist]というメッセージが表示されます。 

 

 

[図.プロジェクトファイルがない場合のメッセージ] 

 

運転画面からメニュー画面に戻るには、運転画面の上部をタッチし、下方向にスクロールすると表示される上部

のメニューから最初の[Exit]メニューを実行します。運転画面は終了し、メニュー画面に移動します。   

 

 

[図.運転画面上部のメニュー] 
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1.2.2 VNCビューアアイコン 

 

VNC(Virtual Network Computing)は VNC サーバとして設定されたGX8の 画面をリモートで他のGX8やモバイル、

PCでモニタリングし、制御することができる機能です。 

VNCビューアはVNCサーバの設定がされたGX8の画面をリモート接続できるようにしてくれるプログラムです。 

 

このVNCビューアはGX8にも搭載されているがPCやモバイルでもインストールすることができます。 

PCではWebサイトで[VNCViewer]と検索してダウンロードでき、モバイルではPlayストアで[VNC Viewer]と検索し

てアプリをインストールします。 

 

VNC機能を使用の場合、イーサネットネットワークに接続されている必要があります。 

ローカルイーサネットネットワークでは、サーバーGX8と同じネットワークのIP帯域が割り当てられているPCと

VNC接続を行うことができ、無線ルータのWiFi機能を利用してモバイルにVNC接続をすることができます。グロー

バルIPイーサネットネットワークではインターネットができるすべてのPCで接続することができます。VNCサーバ

に同時に複数のVNCビューアからの接続が可能です。 

 

GX8はVNCサーバとVNCビューアの両方の機能を持っています。 

VNCビューアの前にVNCサーバの設定を見てみましょう。 

 

(1) VNCサーバを実行する前にセキュリティのために[コントロールパネル] - [システム] - [セキュリティ]で管理者

パスワードを設定します。管理者パスワードを設定するとメニュー画面に入る際にパスワードを入力しなけれ

ばなりません。また、メニュー画面に入った後、[VNCビューア/プロジェクトエクスプローラ/コントロール

パネル/ Wi-Fi設定/時刻設定]などの設定変更ができる部分をタッチするともう一度パスワードを要求されます。  

 

(2) [コントロールパネル] - [サービス] - [VNCサーバ]を実行します。 

 

 

[図. VNCサーバー] 

  

(3)スタートをクリックします。右側にVNCサーバの状態が[停止/動作中...]と表示されます。スタートボタンを押す

と[停止]表示が[動作中]に変わります。 

 

(4) 下の詳細設定部分の説明は次のとおりです。[停止]状態の場合のみに設定が可能です。 

 

No 詳細設定 説明 

1 自動スタート GX8電源がリセットされて、起動するときにVNCサーバが自動的に実行されます。 

2 リモートコントロール停止 モニタリングのみを行い、制御機能を禁止します。 

3 バインド IP 
VNCサーバのIPを設定します。[コントロールパネル] - [システム] [イーサネット]で設

定されたIPと無線WiFiのIPがリストから見えます。 
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使用するイーサネットのIPを選択します。 

4 更新時間 
VNCビューアの反応速度を意味します。 

時間を短くすると反応速度は速いが、GX8の速度は遅くなることがあります。 

5 制御タイムアウト 制御機能が止まった時に一定の時間を待ち、それからエラーを知らせます。 

6 モニタリング タイムアウト モニタリング機能が止まった時に一定の時間を待ち、それからエラーが発生します。 

 

上記のようにVNCサーバが設定されたGX8へリモート接続できるプログラムがVNCビューアです。 

まず、GX8のVNCビューアを説明いたします。 

 

アイコンをクリックすると、次のようなログイン画面が表示されます  

VNCサーバのIPを設定します。パスワードはVNCサーバのGX8が管理者パスワード（[コントロールパネル] - [シス

テム] - [セキュリティ]）が設定されている場合はその管理者のパスワードを入力します。 

管理者パスワードがない場合は入力しません。 

[OK]ボタンを押すと、モニタリングが開始されます。 

 

 

[図.VNCビューア] 

 

次に、モバイルやPCからVNCビューアを実行した場合は次のような手順で行われます。  

 

(1) VNCビューアを実行します.  

(2) 左下の  ボタンをクリックします。  

(3) New connection 画面が表示されます。 

Addressには、VNCサーバーのIPアドレスを入力します。Nameは接続したサーバーの名前を任意で入力します。  

(4) [CREATE] ボタンを押すと接続の画面に進み、下の[CONNECT]ボタンを押すと接続されます。 

 

   

[図.モバイルVNCビューア] 
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(5) Unencrypted connection（非暗号化接続）画面で、 

[Warn me everytime（常にメッセージを表示）]のチェックを解除してパスワードがない場合は 

パスワードの入力を求めるメッセージが表示されないように設定します。 

[OK]ボタンを押すと、設定が完了します。 

 

パスワードがある場合にはパスワードを入力してRemember Password（パスワード記憶）をチェックして再接続

の時にパスワードを記憶して再設定しないようにすることができます。 

 

  

[図.モバイルVNCビューア] 

 

正常に接続されるとVNCサーバーGX8の画面を以下のようにモニタリングすることができます。 

 

また、VNCサーバで[リモートコントロール]が許可された場合には上部のマウスの形をクリックするとリモートコ

ントロールも可能になります。マウスの形をクリックすると画面上にマウスポイントが表示されます。マウスポイ

ントを動かしてクリックし制御します。 

 

 

[図.モバイルVNCビューア] 
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1.2.3 FTP アイコン 

 

FTP（File Transfer Protocol）は、TCP/ IPプロトコルに基づいてサーバーとクライアントの間のファイル送信をす

るためのプロトコルであり、イーサネットネットワークを介してサーバー上のファイルを共有することができる機

能です。GX8はFTPサーバーとFTPクライアントの両方の機能がすべて使用可能です。 

 

まず、FTPサーバーの設定を見てみましょう。 

[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]でイーサネット設定をしてイーサネット接続が必要です。 

[コントロールパネル] - [サービス] - [FTPサーバー]を実行します。 

パスワードを設定し[適用]ボタンを押すとFTPサーバーの設定が完了になります。 

 

 

[図. FTPサーバー] 

 

FTPサーバーの設定がされているGX8をPC上で接続するためには無料のFPTクライアントプログラムファイルであ

る（FileZilla）]をインストールします。ウェブサイトでは (filezilla-project.org)を検索するとインストールする

ことができます。インストール後に実行すると次のような画面が表示されます。 

 

 

[図. PCのFTPクライアント] 

 

次の4つのを設定した後、[クイック接続]ボタンを押すとサーバーに接続されます。 

 

No 詳細設定 説明 

1 ホスト 
FTPサーバーのIPを入力します。サーバーGX8の[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で 

確認することができます。 

2 ユーザー名 m2iftpに固定されています。 

3 パスワード [コントロールパネル] - [サービス] - [FTPサーバー]で設定したパスワードを入力します。 

4 ポート 21番で固定されています。 

https://filezilla-project.org/
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サーバー接続に成功すると右側にサーバGX8のフォルダとファイルを見ることができます。 

マウスで選択してPCに送信することができます。 

GX8でFTPサーバーに接続するには  アイコンをクリックします。 

 

 

[図. FTP] 

 

FTP画面で右上の[接続]ボタンを押すとFTPログイン画面が表示されます。 

 

 

[図. FTPログイン画面] 

 

PCのFTPクライアントと同じ方法で以下の4つの設定をした後、[接続]ボタンを押すとサーバーに接続されます。

  

No 詳細設定 説明 

1 FTPホスト 

FTPサーバーのIPを入力します。GX8がサーバーである場合は[コントロールパネル] - [システム] - 

[イーサネット]で確認することができPCがサーバである場合は[コントロールパネル] - [ネットワー

ク設定]でPCのIPを確認します。 

2 ユーザー名 FTPサーバーの名前です。GX8がサーバーである場合にはm2iftpに固定されています。 

3 ポート 21番で固定されています.  

4 パスワード 
FTPサーバーのパスワードを入力します。GX8がサーバーである場合は[コントロールパネル] - [サー

ビス] - [FTPサーバー]で設定したパスワードを入力します。 

 

FTPサーバに接続されるとFTP画面の右側のサーバーのファイルが見えます。真ん中の矢印を使用して送信するこ

とができます。 
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1.2.4 プロジェクトエクスプローラのアイコン 

 

アイコンを実行すると[プロジェクトエクスプローラ]画面が表示されます。 

プロジェクトエクスプローラは、[プロジェクトファイル]を検索、選択すればすぐに実行できます。 

他のファイルは表示されず、プロジェクトファイルのみに表示されます。 

 

プロジェクトファイルは作画ファイルとも呼ばれます。 

TDSでプロジェクトを作成、編集して保存すると[*.TDS]ファイルが作成されます。 

このファイルを開いた状態で[送信] - [プロジェクトビルド]メニューを実行すると、送信用ファイルである[*.HBZ]

ファイルが作成され[プロジェクトのビルド]画面で[ビルド完了時に送信機の自動実行]がチェックされている場合

は接続されているGX8へプロジェクトファイルが自動的に送信されます。通常は上記のようにPC上で編集したプロ

ジェクトファイルをGX8に送信して使用します。 

 

GX8は、本体/ USBメモリー/ SDカードなど、多数の送信用のプロジェクトファイルを保存しておき、実行するプ

ロジェクトファイルをすぐに実行することができます。 

送信用のプロジェクトファイル[* HBZ]はTDSで[送信] - [送信用のファイル作成]を使用して作成します。 

このファイル[* HBZ]を本体/ USBメモリー/ SDカードなどに保管します。 

 

プロジェクトエクスプローラを実行してみると以下のように[*.HBZ]ファイルが表示されます。 

 

 

[図.プロジェクトエクスプローラ] 

 

No ボタン 説明 

1  戻るボタンです。 

2  次に進むボタンです。 

3 
 

最上位ディレクトリへのボタンです。 

4 
 [小さいアイコンで表示/リスト表示]を変更するためのボタンです。 

5 
 [名前ソートで表示] ボタンで押すたびにソート順を逆にします。 

6 
 

内部メモリ/外部メモリ（USBメモリ/ SDカードなど）を選択します 
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プロジェクトファイルを選択して実行するには実行プロジェクトファイル[*.HBZ]を選択し、[OK]ボタンをクリック

します。 

 

 

[図.プロジェクトエクスプローラ] 

 

下記のようにプロジェクト変更の確認メッセージが表示されます。[OK]ボタンを押すとファイルのコピーメッセー

ジが表示され、選択したプロジェクトファイルが実行されます。 

 

 

 

 

[図。プロジェクトエクスプローラーで、プロジェクトファイルを実行する] 

 

ファイルのコピーが完了したらGX8が再起動し、選択したプロジェクトファイルの運転が開始されます。 

再起動後、メニュー画面の状態の場合には[実行]ボタンをクリックします。 
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1.2.5 ファイルエクスプローラのアイコン  

 

アイコンをタッチすると[ファイルエクスプローラ]の画面が表示されます。 

 

ファイルエクスプローラはGX8、内部メモリまたはGX8に装着したUSBメモリー/ SDカードなどに保存されたファ

イルを検索、ファイルを選択して左側の[編集]ボタンで、[コピー/切り取り/貼り付け/削除]などの編集を行うこと

ができます。 

 

さらに、ファイルをダブルクリックすると選択したファイルがすぐに開いて確認することができます。  

 

 

[図.ファイルエクスプローラ] 

 

ファイルエクスプローラのボタンです。 

No ボタン 説明 

1  戻るボタンです. 

2  次に進むボタンです。 

3 
 

最上位ディレクトリへのボタンです。 

4 
 [小さいアイコンで表示/リスト表示]を変更するためのボタンです。 

5 
 [名前のソート表示]ボタンで押すたびにソート順を逆にしてくれます。 

6 
 

内部メモリ/外部メモリ（USBメモリ/ SDカードなど）を選択します。 

 

ファイルを編集するボタンです。 

 

No ボタン 説明 

1  選択したファイルやフォルダをコピーします。 

2  選択したファイルやフォルダを切り取りします。 

3  選択したファイルやフォルダを貼り付けします。 

4  選択したファイルやフォルダを削除します。 

5  

多数のファイルを選択するようにします。ファイルの選択後、別のファイルを選択すると既存に

選択したファイルも選択された状態になります。 
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ファイルを選択し、ダブルクリックで選択したファイルがすぐに開いて確認することができます。 

 

 

[図. ファイルエクスプローラでファイルを開く] 

 

本体で保存されているファイルの種類により大きく5つのフォルダが作成されます。 

 

No フォルダ 説明 

1 App_Log 
[UserLog]フォルダはエラーが発生した場合、このフォルダにエラーの内容が[*.txt]ファイル

で作成し、このフォルダに保存します。 

2 Global Data 
[HMI]フォルダの下に[Alarm]、[Logging]、[Recipe]フォルダがあります。 

警報、ログ、レシピデータがそれぞれ保存されます。 

3 ScreenCapture スクリーンショットデータをGX8メモリに保存した場合、このフォルダに保存される。 

4 CameraRecord 

カメラ映像データは[カメラオブジェクト]で[Record Start/ Record End]ボタンにより映像を

保存する場合このフォルダに保存されます。 

（カメラ機能はGX8Rプレミアムモデルでサポートします。） 

5 CameraScreenShot 

カメラスクリーンショットデータは[カメラオブジェクト]で[Snap Shot]ボタンにより映像の

スクリーンショットを保存する場合は、このフォルダに保存されます。 

（カメラ機能はGX8Rプレミアムモデルでサポートされています。） 
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1.2.6 スクリーンショットアイコン 

 

アイコンを実行すると、スクリーンショット画面が表示されます。現在表示している画面をキャプチャし

て保存します。キャプチャ画像にはスクリーンショットアイコンの画面は含まれません。 

 

 

[図。スクリーンショット] 

 

No ボタン 説明 

1 
 

保存媒体を選択。最初はGX8メモリに選択されています。 

USBメモリー/ SDカードが装着されていれば、ボタンを押すたびに順番に保存媒体が変更さ

れます。 

2 
 

ボタンを押した瞬間にキャプチャされます。 

3 
 

保存されるファイル名は現在日付と順次的に付けられる画像番号により作成されます。タッ

チしてファイル名を変更することができます。 

 

保存経路は記憶媒体がGX8メモリである場合には[ファイルエクスプローラ]で確認すると[ScreenCapture]フォルダ

に保存されます。保存媒体がUSBメモリ/ SDカードである場合には、[HMI] - [ScreenCapture]フォルダに保存され

ます。 

 

1.2.7 コントロールパネルのアイコン - プロジェクトの部分 

 

アイコンを実行するとコントロールパネルの画面が表示されます。 

コントロールパネルはプロジェクト/システム/通信デバイス/オプションデバイス/サービスを管理します。 
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[図.コントロールパネル]  

(1) プロジェクトの設定  

プロジェクトを実行するために必要な設定です。 

 

 

[図.プロジェクトの設定] 

 

No 詳細メニュー 説明 

1 プロジェクト名 GX8で実行されているプロジェクトファイル名です。 

2 スタートモード 
GX8の電源がオンになったとき、スタートする画面モードを選択します。 

[メニュー]はメニュー画面を表示し、[運転]は運転画面を表示します。 

3 スタート画面番号 プロジェクトファイルが運転する際、最初に実行されるメイン画面の番号です。 

4 ラッチ設定 

GX8は[0〜10239]番地の内部アドレスを持っています。 

内部アドレスはワード単位になっています。 

このアドレスに保存されているデータはGX8の電源がリセットされるとすべて消去されます。

したがって、電源がリセットされてもデータが保存されるように使用する内部アドレスの範囲

をラッチアドレスに設定します。 

5 エラーメッセージ 

運転画面の下部にエラーメッセージを表示するかどうかを設定します。 

[通信]をチェックするとコントローラとの通信に問題が発生した場合メッセージに表示します。 

[USBデバイス]をチェックするとGX8に接続したUSBバーコードとの通信に問題が発生した場合

はメッセージに表示します。 
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6 
イーサネットの基

本ポート 

GX8は、異なるネットワークをサポートする2つのイーサネットポート（2つのIP）を持ってい

ます。2つのIPのうち、基本的に使用するイーサネットポートのIPを選択します。 

（GX8モデルの中には1つのイーサネットネットワークのみサポートする製品もある。） 

7 無線送信ポート 無線送信ポートの使用状況をチェックします。 

8 言語 メニュー画面の言語を選択します。[Korean]は韓国語、[English]は英語です。 

9 
画面のアイコンを

オフ 

ロックと権限機能が設定されているオブジェクトをタッチするとオブジェクトの左上隅にロッ

ク表示と権利の表示がされます。このアイコンの表示の有無を設定します。 

[ロック]、[権限]をチェックしない場合には以下のようなアイコンが表示されます。 

[ロック]：オブジェクトのインターロック/タッチロックなどが設定されている場合、実行時

Lockアイコンが表示されます。 

[権限]：オブジェクトのセキュリティレベルが設定されている場合は実行時にNot Permissionア

イコンが表示されます。 

10 
エラー時画面が暗

くなる 

エラーが発生した場合、画面を暗くします。 

11 HMI ID 
N：1通信で複数台のGX8と1台のコントローラを接続した場合のコントローラ側からGX8を区別

するためのIDです。 

(2) 高級設定  

プロジェクトの実行時に必要な詳細設定をします。 

 

[図. 高級設定] 

  

No 高級設定のメニュー 説明 

1 演算速度 
プロジェクトの演算速度を設定します。演算速度は、プロジェクトの操作を実行する速

度です。[Ultra Fast]、[Fastest]、[Fast]、[Normal]、[Slow]の中から選択します。 

2 画面更新速度 
プロジェクト画面を更新する速度を設定します。画面更新速度は、画面の絵を描く速度

です。[Ultra Fast]、[Fastest]、[Fast]、[Normal]、[Slow]の中から選択します. 

3 
プロジェクトのロード

タイプ 

プロジェクトをロードするタイプを[Screen]、[全体]の中から選択します。 

[Screen]は画面単位でロードすることです。プロジェクトの最初の実行時に画面だけを

ロードするため、高速に実行されます。画面を切り替えるたびに該当画面をロードしま

す。 

[全体]は、プロジェクトの最初の実行時に画面の全体をロードします。最初の実行時に

は時間がかかりますが 画面の切り替え時にすべての画面が既にロードされているた

め、より速く動作します。 

4 
画面の切り替え時に前

の画面 

画面を切り替えると前の画面での通信テーブルのデータはすべて消去、変換された新し

い画面の通信テーブルのデータをコントローラから読み込んで画面に表示したり、演算

します。 
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5 エラーログ書き込み 

エラーが発生した場合、GX8の[App_Log] - [UserLog]フォルダに 

エラー内容を記録します。ファイルエクスプローラを実行して確認することができま

す。 

6 作業モニタリング 

作業モニタリングはシステムのモニタリングにより使用可否をチェックします。 

チェックする場合はGX8の上部メニューの[System Monitor]メニューを実行して表示す

ることができます。 

この機能は、GX8のCPU/ RAM/メモリ/通信/ネットワークなどの状態を 

リアルタイムで確認することができます。作業モニタリングの詳細については、

Chapter1.2.8（15）の上部にメニューの[System Monitor]を参照してください。 

7 点滅周期の同期 

画面に点滅効果を使用した多数のオブジェクトが同時に動作する際、点滅周期が同じオ

ブジェクトであってもオン・オフ時点が異なる場合があります。 

点滅周期の同期化をチェックすると、同じ周期の点滅効果を使用したオブジェクトは 

同時にオンやオフができるように合わせくれます。 

8 ウォッチドッグ 
ウォッチドッグをチェックするとGX8が運転中に何らかの原因により突然、メニュー画

面に戻っても、3〜4秒後に再び運転画面になるようにしてくれます。 

 

1.2.8 コントロールパネルのアイコン - システムの部分 

 

(1) セキュリティ  

 

TDSで適用されたセキュリティ設定をGX8本体で設定と変更ができる機能です。 

パスワードは管理者のパスワードとセキュリティレベルのパスワードの2種類があります。 

 

 

[図. セキュリティ] 

 

▶ 管理者パスワード 

 

管理者パスワードはGX8本体を管理するパスワードで[プロジェクトの送信、データのアップロード、メニュー

画面のアプローチ、アイコン使用]などの制限をするために使用します。 

上記のような動作時、管理者パスワードを入力しないと使用ができません。 

TDSの[プロジェクト] - [セキュリティ]で設定も可能で、メニュー画面の[コントロールパネル] - [システム] - [セ

キュリティ]でも設定することができます。TDSで設定したパスワードをここで変更したり、削除することがで
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きます。 

No 管理者パスワード 説明 

1 비밀번호 

管理者パスワードとして使用するパスワードを設定します。 

パスワードは数字とアルファベットの大文字/小文字の設定で最大8文字まで設定できます。 

大文字と小文字は区別されるのでパスワードを大文字英語に設定すると入力時には大文字英語

を入力する必要があります。小文字で入力時に不正なパスワードとして認識されます。 

テキストボックスをタッチすると次のような文字列のキーパッドが表示されます。 

 

 

[図. パスワードの設定キーパッド] 

8文字以上入力して[Enter]キーを押すと、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

 

 

[図.エラーメッセージ] 

 

2 
21CRF PART11 

オプション 

FDAの法令である21 CFR Part11は電子記録と電子署名の特定のトピックに関する具体的な法で

幅広い分野に影響を与える法令です。 

詳細はChapter4.7.4[21 CFR Part11 Option]を参照してください。 

 

管理者パスワードが設定されていればメニュー画面、アイコンなどを接続した場合、以下の[パスワードキーパ

ッド]が現れ、パスワードの入力をします。 

 

[図. パスワードキーパッド] 

 

TDSでGX8へプロジェクトを送信したり、データのアップロードを行う際にも 

下のパスワード入力欄に管理者のパスワードを入力すると、送信およびアップロードができます。 

 



CHAPTER 1 -本体の画面  33 

 

[図. 送信時にパスワードの入力画面] 

 

▶管理者パスワードを忘れた場合 復元ディスクを作成し、GX8を初期化することができます。 

 

パスワードを忘れた場合にはパスワードを解く方法はありません。 

ただし、TDSでSDカードを利用して復元ディスク（ブートディスク）を作成し、GX8を初期化して復元できます。

GX8復元時、GX8は工場出荷時のバージョンになり、プロジェクトファイルとバックアップメモリのデータもす

べて削除され、メニュー画面の設定も初期化されます。 

 

 

 

 

 

 

復元ディスクの作成方法は次のとおりです。 

 

 

[図. 復元ディスクの実行] 

 

PCにSDカードを装着し、TDSで[ツール] - [復元ディスク]メニューを実行します。 

 

 

[図. 復元ディスク] 

 

 ボタンを押してSDカードのドライブを選択して から GX8のモデルシリーズを選

択した後、[スタート]ボタンをクリックします。続行可否を確認するメッセージが表示され、[Yes]ボタンを押す

と復元ディスクが作成されます。 

 

[図. 復元ディスクの確認メッセージ] 
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[図. 復元ディスクの作成進行] 

 

完了すると、下記のように完了のメッセージが表示されます。 

 

 

[図. 復元ディスク完了] 

 

作成された復元ディスク、SDカードをGX8のSDカードスロットに装着します。 

SDカードの横の白い2つのスイッチを下に下げ、GX8の電源をリセットすると復元が行われます。 

GX8の画面には[The system upgrade will take a few minutes。WARNING！Do not turn off the power] 

というフレーズが表示されます。しばらくしてから 継続的にビー！ビー！と音が出ると復元が完了されます。 

SDカードスロットの横の白いスイッチを上に上げSDカードを抜いた後にGX8を再起動させると初期メニュー画

面が表示されます。このときに、プロジェクトファイルを再送信してご使用ください。 

 

▶ セキュリティレベル 

 

セキュリティレベルはプロジェクトの画面とオブジェクトの設定するセキュリティ機能です。 

画面に適用した場合、その画面にアクセスするときにはパスワードを入力しなければなりません。 

オブジェクトに適用すればログインしないとオブジェクトが見えないように隠したり、動作できないようにする

ことができます。 

 

[セキュリティレベルの使用]はTDSの[プロジェクト] - [セキュリティ]で[セキュリティレベルの使用]がチェック

がされている場合のみにGX8本体の[コントロールパネル] - [システム] - [セキュリティ]で変更することができま

す。 

 

 



CHAPTER 1 -本体の画面  35 

 

 

[図. TDSのセキュリティ] 

 

TDSで[セキュリティレベルの使用]がチェックがされていない場合、 

下図のように本体の[セキュリティレベルの使用]を設定することができません。[セキュリティレベルの使用]を

設定してもプロジェクトの[画面とオブジェクト]でセキュリティレベルを適用しない限り、セキュリティレベル

の設定は意味がありません。[画面とオブジェクト]セキュリティレベルを適用することはTDSでのみ可能です。

（TDSのセキュリティレベルの設定はChapter47.2[セキュリティレベルの使用]をご参照ください。） 

 

[図. GX8本体のセキュリティ] 

 

No セキュリティレベル 説明 

1 認証タイプ 

GX8本体で設定の変更はできません。 

認証タイプは[パスワード]と[アカウント+パスワード]があります。 

[パスワード]はログイン時にパスワードのみに使用します。 

[アカウント+パスワード]は、ログイン時にIDを選択してパスワードを入力します。 
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[図. アカウント+パスワードの使用] 

 

2 パスワードタイプ 

GX8本体では設定の変更はできません。 

パスワードタイプは[ユーザー入力]と[アドレス参照]があります。 

ユーザー入力は直接パスワードを設定します。 

アドレス参照はアドレスを設定します。 

運転画面のアドレスにパスワードを設定して使用します。 

PLCアドレスに設定するとGX8プログラムだけではなく、PLCプログラムにパスワードを

変更することができます。 

3 パスワード最高レベル 使用レベルの数で0〜25まで設定することができます。 

4 ログイン維持時間 パスワードの入力後、ログイン状態が維持される時間です。秒単位で設定します。 

5 アカウント ユーザーIDです。 

6 パスワード ユーザーのパスワードを設定します 

7 ユーザー名 ユーザー名を設定します。 

8 レベル ユーザーレベルの変更ができます。番号が大きいほど高いレベルです。 

9 VNC表示 ユーザーのVNC表示アクセス権限を設定します。 

10 VNC制御 ユーザーのVNC制御アクセス権限を設定します 

11 システム 
ユーザーの[コントロールパネル]、[VNCビューア]、[プロジェクトエクスプローラ]のアク

セス権限を設定します。 

 

 

(2) 日付/時刻  

 

GX8本体の日付/時刻を設定します。 

GX8本体には時計が内蔵されています。 

この時計は電源がオンの状態ではなくても内蔵されたバッテリーがあるため継続的に作動します。 

日付は該当[年/月]を双方向の矢印を使用し、選択してからカレンダーで[日]を選択すると日付が設定されます。 

時間は時計の下の[時/分/秒]で最初に[AM / PM]を設定し、時間をタッチして設定します。 

 

 

[図. 日付/時刻] 
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(3) ディスプレイ 

 

GX8画面を管理する部分として画面の省電力機能の設定、明るさの調節、色の診断を行うことができます。 

 

 

[図. ディスプレイ]  

 

No ディスプレイ 説明 

1 省電力機能 

省電力機能はスクリーンセーブ機能と同じです。 

[使用]をチェックして[分]単位の時間を設定し、その時間以上GX8を操作しなければ、画面のバッ

クライトがオフになります。バックライトがオフの状態で画面をタッチすると再びオンになりま

す。 

この省電力機能を利用してバックライトの寿命を延ばすことができます。 

2 
LCD明るさの

レベル 

1〜10の範囲でLCDの明るさの設定ができます。 

1は最も暗い明るさであり、10は最も明るい明るさです。 

GX8Rプレミアムモデルは全面の左上に[照度センサ]が内蔵されているため、 

[自動]をチェックする場合は画面の明るさが周りの明るさに応じて自動的に調整されます。 

3 色の診断 

スタートボタンを押すと画面のパレットが表示され、正常に色が表現されるか確認できます。 

色の診断画面をタッチするたびに継続的に次の画面に移動し, 順番に様々な色が表示されます。 

 

右上の[終了]ボタンを押すと、色の診断が終了します。 

 

 

[図.色の診断] 

 

 

(4) タッチ 

 

GX8本体のタッチと関連する部分です。 

アナログタッチを使用する間、温度に応じてタッチの位置がずれる場合があります。 

[2.タッチテスト]でタッチの位置を確認し、ずれる場合には[1.タッチ補正]によりタッチ位置を合わせます。 
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[図.タッチ] 

 

No タッチ 説明 

1 タッチ補正 

[スタート]ボタンを押すと[Touch Calibration]画面に入り、タッチ補正が開始されます。 

10秒のカウントダウンが開始され、10秒間続けてタッチをしていないとタッチ補正は終了してしまいます。 

 

If you do not have10 seconds touch input、I will terminate automatically。 

[10秒間タッチしていなければ自動的に終了します。] 

 

画面に[push here！]と書かれた十字形状の位置を[OK]メッセージが出てくるまで長くクリックします。 

4箇所の角位置と真ん中の位置、合計5箇所をタッチすれば補正が完了し、タッチ補正画面が終了します。 

2 タッチテスト 

[スタート]ボタンを押すとタッチテスト画面に入ります。 

白い画面をタッチするとタッチされた位置が青に表現されます。 

正確にタッチした位置が表現されるかを確認します。 

右上の[クリア]ボタンを押すと画面の表示が全て消え、[終了]ボタンを押すと[タッチテスト]画面が終了します。

 

[図. タッチテスト] 

 

3 タッチマージン 

タッチマージンは0〜5の範囲に設定できます。マージンはピクセル単位です。 

マージンを[0]に設定すると登録されたボタンの内部を正確にタッチしないとボタンは動作しません。 

マージンを[5]ピクセルに設定すると、タッチした位置を中心に四方5ピクセルに含まれているオブジェクトが動

作します。登録されたボタンで説明すると登録されたボタンで5ピクセル外側をタッチしてもボタンが動作する

ようになります。 

 

(5) サウンド 

 

音を管理する部分でブザーの使用可否とオーディオの音量を設定します。 
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[図. サウンド] 

 

No サウンド 説明 

1 ブザー 

画面のボタンをタッチしたときに発生するブザー音の使用可否を設定します。 

[活性化]をチェックするとタッチ時にブザー音[ビー！短い音]がするし、 

チェックしない場合、タッチ時に音は出ません。 

2 ボリューム 

GX8Rプレミアムモデルはオーディオ出力ポートを内蔵しています。 

オーディオポートにスピーカー/ヘッドセットなどを接続すれば音を送ることができます。 

0〜100の範囲でオーディオ出力のボリュームを設定します。 

0は音が出ておらず、100は最大のボリュームです 

 

 

 

 

 

 

 

(6) イーサネット 

 

イーサネット設定をします。GX8モデルの機種によって、イーサネットポートが2つの製品があり、イーサネッ

トポートが1つ、またはないモデルもあります。イーサネット通信をサポートする製品のイーサネット設定をす

る部分です。 

イーサネット通信を利用して、コントローラと通信したり、PC、他のGX8と通信できます。 

 

イーサネット通信をするためには、イーサネットケーブルを接続します。 

イーサネットハブに接続せずGX8と直接接続している場合はイーサネットクロスケーブルで接続し、ハブで接続

する場合はイーサネットダイレクトケーブルで接続します。 

 

ユーザーのネットワーク環境に合わせてIPアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイを設定する必要があります。 
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[図.イーサネット] 

 

 

No イーサネット 説明 

1 イーサネットポート イーサネットポートを選択します。 

2 MACアドレス イーサネットMACアドレスが表示されます。. 

3 IPアドレス イーサネットIPアドレスを設定します。 

4 IPサブネットマスク イーサネットサブネットマスクを設定します。 

5 ゲートウェイ イーサネットゲートウェイを設定します。 

6 DNSサーバー (1) イーサネットDNSサーバーのアドレスを設定します。 

7 DNSサーバー (2) イーサネットDNSサーバーのアドレスを設定します。 

8 
イーサネット 

ブリッジ 

2ポートのイーサネットがサポートされているGX8の場合には一つに連結する機能です。 

9 基本IP 

3つのイーサネットポートのうち、基本ポートとして使用するIPを選択します。 

GX8がスレーブ（Slave）で使われるときに使用するIPアドレスです。 

主にPCで[プロジェクト/データ]をGX8に送信したり、 

アップロードするときに使用されます。 

そしてイーサネットPLCと通信するときGX8がSlaveに使用されるときに使用されます。 

10 ケーブルの状態 接続の状態を表示します。 

11 IP重複チェック IP重複チェックをします。 

 

 

 

(7) シリアル 

 

GX8シリアルポートの通信設定をします。モデルによってシリアルポートは2〜3個装備されています。 

[GX8Rシリーズ全体/ GX8RXシリーズ10"以上/ GX8RW10"以上]モデルは3つのシリアルポートが装備されていて、

COM1とCOM2は[RS-232C/ RS-422/ RS-485]のすべてがサポートされるし、 

COM3はRS-485通信のみサポートされます。[GX8RXシリーズ8"以下/ GX8RW8"以下/ GX8RH有線]モデルは2つ

のシリアルポートが装備されていてCOM1/ COM2の両方[RS-232C/ RS-422/ RS-485]がサポートされます。 

GX8のシリアル[COM1/ COM2/ COM3]に接続されたデバイス（コントローラなど）と通信設定を合わせます。 

 

 

[図. シリアル] 

 

No シリアル 説明 

1 シリアルポート 該当COMポートを[COM1/ COM2/ COM3]の中から選択します。 
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2 
信号レベル 該当COMポートと接続されたコントローラの信号レベルを[RS-232C/ RS-422/ RS-485]中から

設定します。. 

3 ビット/秒 該当COMポートと接続されたコントローラの通信速度（ビット/秒）を設定します。 

4 データビット 該当COMポートと接続しているコントローラのデータビットを設定します。 

5 ストップビット 該当COMポートと接続しているコントローラの停止ビットを設定します。 

6 パリティビット 該当COMポートと接続しているコントローラのパリティビットを設定します。 

7 フロー制御 該当COMポートと接続しているコントローラのフロー制御を設定します。 

8 ポート診断 

GX8の各シリアルポートの不良可否を診断することができます。 

ポート診断の原理はGX8が送信されたデータが再び戻ってくるとポートが正常と確認すること

です。 

 

▶ RS-232Cの場合には信号レベルをRS-232Cで選択し、該当COMポートのSD-RDを接続して

から診断します。つまり、COM1/ COM2ポートのRS-232Cの診断は2番ピン（RD）と3番ピン

（SD）を接続した後、診断します。 

 

▶ RS-422の場合には信号レベルをRS-422を選択して該当COMポートのRDA-SDA、RDB-SDB

を接続してから診断します。COM1/COM2ポートの場合には1番ピン（RDA）と4番ピン

（SDA）を接続し、6番ピン（RDB）と9番ピン（SDB）を接続して診断します。 

 

▶ RS-485の場合は通信の特性上、診断することができず、RS-422に診断して正常であれば

RS-485も正常と判断します。  

 

診断時に下図のようにエラーメッセージが表示された場合、ポートが不良と判断します。 

通信エラーが発生した場合、そのポートはAS（ アフターサービス ）必要があります。 

 

 

[図.ポート診断時にエラー発生] 

 

 

[図.ポート診断時に正常] 

 

 

(8) HDMI  

 

GX8RプレミアムモデルはHDMIポートを内蔵しており、プロジェクター/モニター/ TV/ PCなどHDMIケーブル

を接続してGX8画面のモニタリングができます。HDMIのポートの使用状況とモードを設定します。[HDMI On/ 

Off]をチェックしてHDMIポートを活性化させるとGX8が再起動され、HDMIポートがオンになります。 
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[図.HDMI] 

 

No HDMI 説明 

1 基本複製モード GX8の画面をそのままHDMIに接続されたデバイスにモニタリングします。 

2 HDMI デュアルモード TDSでGX8の画面とは別にHDMI画面を構成することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 初期化 

GX8本体を初期化します。初期化後には復元することができないので、注意して行ってください。 

プロジェクト/各データ/内部バッファなどを削除したり、メニュー画面の設定を初期化することができます。 

ㄴ  

[図. 初期化] 

 

No 初期化 説明 

1 

プロジェクトの削除 実行されているプロジェクトファイルが削除されます。 

プロジェクトファイルの削除時に次のメッセージが表示され、 

[Yes]ボタンを押すと、プロジェクトファイルが削除されます。 
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削除した後、運転画面に移動すると、下のメッセージが表示され、 

実行プロジェクトファイルがないため、[OK]ボタンを押しても運転画面に移動することは

できません。 

 

[図。プロジェクトがありませんのメッセージ] 

2 

ログデータの 

削除 

バックアップメモリに保存されたログデータがすべて削除されます。 

 

 

 

3 

警報データの 

削除 

バックアップメモリに保存された警報データがすべて削除されます。 

 

 

4 レシピデータの削除 

バックアップメモリに保存されたレシピデータがすべて削除されます。 

 

 

5 工場初期化 

プロジェクトファイルとすべてのデータが削除され、 

メニュー画面の設定も初期化されます。 

[OS/ Hydra/ Daemon/ Util]ファイルは初期化されません。 

また、外部デバイス（USBメモリー/ SDカードなど）も初期化されません。 

 

 

6 
システムバッファの

初期化 

GX8のシステムバッファ（0〜10239番地）のデータがすべて0に初期化されます。 

 

7 ラッチバッファの初 GX8のラッチバッファ（0〜128）のデータがすべて0に初期化されます。 
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期化  

sc 

8 システムの再起動 

GX8が再起動します。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10)  センサ 

GX8Rプレミアムモデルはディスプレイ部の前面の左上にセンサーが内蔵されています。LED照明の下近接セン

サと照度センサがあります。このセンサーの使用可否を設定し、センサーの異常の有無を診断します。 

 

 

[図.センサー] 

 

No センサー 説明 

1 近接センサ 

近接センサは画面の近くに近づくと感知して画面をオンにするし、 

離れると画面をオフにするセンサーです。 

つまり、画面から離れると自動的に[スリープモード]になり、 

タッチ動作や感知されう物がある場合は[スリープモード]が解除されます。 

2 自動明るさセンサー 
自動の明るさセンサーは照度センサであり、周辺が暗くなるとGX8の画面の明るさも暗くな

り、 周辺が明るくなるとGX8の画面の明るさも明るくなるように調節されるセンサです 

3 診断 

近接センサと照度センサが正常に動作されているか診断します。 

近接センサは画面に近づくと、グラフが高まって離れると低くなります。 

自動の明るさセンサーは周りが明るくなるとグラフが高まって暗くなると低くなります。 



CHAPTER 1 -本体の画面  45 

 

 

 
[図.センサー診断] 

 

 

(11)  Wi-Fi 

無線Wi-Fiがサポートされるモデル（GX8Rプレミアムモデル/ GX8RH0700WD-Wモデル）のWi-Fi設定をします。 

 

[図. Wi-Fi]  

 

[使用]をチェックすると、左側にWi-Fiが検索されます。 
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[図. Wi-Fi検索]  

 

接続するWi-Fiを選択し、[接続]ボタンを押すと接続されます。 

セキュリティがかかったWi-Fiの場合にはパスワードを入力するキーパッドが表示されます。 

 

 

[図. Wi-Fi接続のパスワード入力]  

 

該当のパスワードを入力した後、Enterキーを押すと接続されます。 

 

 

[図. Wi-Fi接続]  

 

接続を切断する際には[接続解除]ボタンをクリックします。 

 



CHAPTER 1 -本体の画面  47 

 

(12)  自己診断 

GX8の正常な作動など問題があるかどうかをテストします。各部分を診断し、問題が発生すると、AS（顧客サポー

トセンター、031-465-3366（3））での修理が可能です。 

 

 

[図. 自己診断]  

 

No 自己診断 説明 

1 ディスプレイの色 

[スタート]ボタンを押すと画面のパレットが表示され,色が正常に表現されるかを確認すること

ができます。色の診断画面をタッチするたびに継続的に次の画面に移動しながら、様々な色を

順番に表示します。右上の[終了]ボタンを押すと色の診断が終了します。 

 

 

[図.ディスプレイの色診断] 

 

2 タッチテスト 

[スタート]ボタンを押すと、タッチテスト画面に入ります。 

白い画面をタッチすると、タッチされた位置が青く表示されます。 

タッチした位置が正確に表示されるかを確認します。 

右上の[クリア]ボタンを押すと、画面の表示がすべて消去され、[終了]ボタンを押すと[タッチテ

スト]画面が終了します。 

 

 

[図.タッチテスト] 

3 シリアルポート GX8の各シリアルポートの不良可否を診断することができます。 



48 CHAPTER 1 -本体の画面 

 

ポート診断の原理はGX8が送信されたデータが再び戻ってくるとポートが正常と確認すること

です。 

 

▶RS-232Cの場合は信号レベルをRS-232Cで選択し、該当COMポートのSD-RDを接続してから

診断します。つまり、COM1/ COM2ポートのRS-232Cの診断は 

2番ピン（RD）と3番ピン（SD）を接続した後、診断します。 

 

▶RS-422の場合は信号レベルをRS-422を選択して、適切なCOMポートのRDA-SDA、RDB-SDB

を接続してから診断します。COM1/ COM2ポートである場合は、1番ピン（RDA）と4番ピン

（SDA）を接続し、6番ピン（RDB）と9番ピン（SDB）を接続して診断します。 

 

▶RS-485の場合には通信の特性上、診断することができずRS-422に診断して正常であればRS-

485も正常と判断します。 

 

診断時に下のメッセージのようにエラーが発生した場合、ポートが不良と判断します。 

通信エラーが発生した場合、そのポートの修理の必要があります。 

 

 

[図.ポート診断時にエラー発生] 

 

 

[図.ポート診断時正常] 

 

4 センサー 

[スタート]ボタンを押すと近接センサと照度センサが正常に動作されるか診断をします。 

近接センサは画面を近づくとグラフが高まって離れると低くなります。 

自動の明るさセンサーは周囲が明るくなるとグラフが高まって暗くなると低くなります。 

 

[図.センサー診断] 

 

 

(13)  ファイル管理者 

 

GX8本体に自動的に作成されるフォルダは[ErrorLog/ SystemLog/ UserLog/ Screen Capture]の4種類です。 

このファイルの保存期間を[7日/30日/90日/180日/無制限/その他]中から設定します。 

[その他]は任意の日付を[1〜10000である]の範囲に入力して設定することができます。 
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各フォルダ内に保存されたファイルは[無制限]に設定した場合を除き、保存期間が経過すると自動的に削除されま

す。 

 

[図.ファイル管理者] 

(14)  MBUS 

 

MBUSはシリアルを使用する1つのコントローラと複数のGX8との間の通信（N：1通信）をサポートするための機

能です。 

 

次のように構成する必要があります。 

コントローラ（PLC）1台と1番のGX81台がシリアル（RS-232C/ RS-422/ RS-485）通信をしており、 

1番のGX8を[MBUSサーバー]と呼びます。1番のGX8と他の2番/3番/4番...多数GX8をイーサネットに接続し、 

2番〜複数のGX8は[MBUSクライアント]と呼ばれます。 

MBUSクライアントの数に制限がありませんが、接続が多くなるほど速度が遅くなるため、4台以下でご使用くだ

さい。 

 

MBUSを使用するGX8のプロジェクトは選択されたコントローラが同じであれば使用可能であり、プロジェクトが

同じである必要はありません。MBUSクライアントとして動作するGX8はイーサネットポートを介してMBUSサー

バー（1番のGX8）を経由してシリアルに接続されたコントローラとの通信を行います。 

 

 MBUSサーバーの1番のGX8は以下のように[MBUSサーバー]を選択してからコントローラと通信する 

シリアルポートを設定します。 

 

 

[図.MBUSサーバー] 

 

2番〜複数のGX8は以下のように[MBUSクライアント]を選択してからMBUSサーバーGX8のIPを設定します。 
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[図.MBUSクライアント] 

 

(15)  上部メニュー 

 

運転画面には[上部メニュー]があります。画面の一番上のところを下方向にタッチしながら下げると[上部メニュ

ー]が表示されます。 

 

[図.運転画面の上部のメニュー] 

 

この上部メニューの構成は[コントロールパネル] - [システム] - [上部 メニュー]で変更が可能です。チェックされ

たメニューは上部のメニューで使用可能（活性化）となり、チェックが解除されたメニューは上部のメニューから

表示はされますが使用はできません。（非活性化） 

。  

[図.上部メニュー] 
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[図.上部メニューの非活性化] 

 

上部メニューには非活性化ができない必須ボタンが次のように3つあります。 

  

No 上部メニュー 説明 

1 Exit 運転画面を終了し、メニュー画面に移動します。 

2 Info 
メニュー画面の[情報]アイコンと同じ機能で、GX8の各バージョンとアップロード情報/ 

GX8の時間などを表示し、GX8の別名を入力することができます。 

3 Close 上部メニューを閉じます。 

  

上部メニューで使用しない場合、 非活性化ができるボタンは次のとおりです。 

 

No 上部メニュー 説明 

1 Brower Enable 

[ファイルエクスプローラ]の画面が実行されます。 

（ファイルエクスプローラの詳細はChapter1.2.5[ファイルエクスプローラのアイコン]を参照

してください。） 

2 Capture Enable 

スクリーンショット]画面が実行されます。 

（スクリーンショットの詳細は 

Chapter1.2.6スクリーンショットアイコン]を参照してください。） 

3 USB Enable 

USBメモリの実行メニューが表示されます。下図のメニューが画面の中央に表示されます。 

この画面はUSBを挿した時にも同じように表示されます。 

 

 

 

 

[Project]は、USBのプロジェクトファイル（HBZ）をGX8に送信したり（Download）、 

GX8で実行中のプロジェクト（HBZ）をUSBにアップロードします。 

[Global Data]はGX8のログ/アラームデータをUSBにコピーします。 

[Screen Capture]はGX8のキャプチャイメージをUSBにコピーします。 

[Cam Capture]はカメラで撮影されたキャプチャ（SnapShot）イメージを 

USBにコピーします。 

[Cam Movie]はカメラで撮影した映像ファイルをUSBにコピーします。 

[Brower]は保存媒体がUSBに選択された[ファイルエクスプローラ]を実行します。 

[Close]はUSB起動メニューを終了します。 

4 VNC Enable 
[VNCビューア]を実行します。 

（VNCビューアの詳細は、Chapter1.2.2[VNCビューアアイコン]を参照してください。） 

5 Front USB Enable 

[コントロールパネル] - [オプションデバイス] - [前面USB]が実行されます。 

前面のUSBポートの用途（送信/ Host）を変更します。 

（詳細は、Chapter1.2.10[コントロールパネル アイコン - オプションデバイスの部分]を参

照してください。） 

6 LogViewer Enable 
GX8のログデータを検索して表示する画面です。 

（LogViewerの詳細は、Chapter4.2.5[ログデータを表示]を参照してください。） 
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7 Recipe Enable 
[レシピエディタ]でレシピデータを確認したり、変更することができます。 

（レシピエディタの詳細はChapter4.3.8[レシピエディタ]を参照してください。） 

8 
System Monitor 

Enable 

[システムモニタリングで[GX8システムの状態/ネットワーク分析/情報]を 

モニタリングすることができます。  

[状態]ページでは[CPU使用率/ラムの使用/保存容量]のモニタリングができ、 

[GX8のスキャンタイム/通信]の状態をモニタリングすることができます。 

 

 

[ネットワークの分析]ページでは[PLC]で選択したPLCの通信データを確認することができま

す。 

[最大数]だけ記録され、[最大数]を超えると古いデータを削除し、最新のデータが引き続き記

録されます。 

 

[スタート]は通信データを記録します。 

[停止]は通信データの記録を停止します。 

[Clear]は記録された通信データをすべて削除します。 

[Export]は記録された通信データをファイルに保存します。 

[Close]はシステムのモニタリング画面を閉じます。 

[RW]は読み取りデータ/書き込みデータの両方記録します。 

[R]は読み取りデータのみ記録します。[W]は書き込みデータのみに記録します。 

（GX8がデータを読み取るのを読み取りといいます。）  

 

[情報]ページはGX8の情報を表示します。 

[モデル名/プロジェクト名/ HMI ID/ HMI名]を見ることができます。 

 



CHAPTER 1 -本体の画面  53 

 

 

9 
Communication table 

Monitor Enable 

現在の画面の通信テーブルを確認することができます。 

通信テーブルには現在の画面で使用しているアドレスが登録されています。 

アドレスと、そのアドレスの値をリアルタイムで見ることができます。 

 

 

[データタイプ]を設定すると[値]を設定したデータタイプに表示します。 

[更新時間]は設定した時間間隔でアドレスと値を更新します。  

 

[アドレス]を選択し、[ウォッチリストに追加]を押すと、ウォッチリストに該当するアドレス

が登録されます。 

このウォッチリストに登録されたアドレスは画面が変更されても常にモニタリングすること

ができます。 

10 
Screen Navigator 

Enable 

プロジェクトのすべての画面を一目で確認して実行する画面を選択し、運転することができ

ます。   
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(16)  ピン 

 

ピン(ping)は GX8とイーサネット通信が正常にされるかを確認するときにテストをします。 

GX8とイーサネットで接続されたコントローラのIPアドレスを入力した後、[ピン]ボタンを押すと 

テストの結果が出ます。 

 

[図. ピンテスト] 

 

(17)  拡張デバイス 

 

GX8のEXTポートに拡張モジュールが装着された場合には該当するデバイスを指定します。 

 

 

[図.拡張デバイス] 
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1.2.9 コントロールパネルのアイコン - 通信デバイスの部分 

 

(1) PLC 

 

TDSプロジェクトで設定した[PLC設定]を確認し、ドライバを除いた設定を変更することができます。 

この内容は選択したPLCの種類に応じて異なる場合があります。 

 

 

[図. PLC] 

 

No PLC 説明 

1 ドライバ PLCドライバが表示されます。TDSで設定されたドライバはGX8本体では変更できません。 

2 インターフェース 
ドライバで設定したPLCのインターフェースを表示し、設定を変更することができます。 

例）CPU Direct、Computer Link選択 

3 プロトコル 
ドライバで設定したPLCのプロトコルを表示し、設定を変更することができます。 

例）MC Protocol、Modbusなど 

4 TimeOut (ms) 

PLCとの通信時にタイムアウトを設定します。 

タイムアウトはコントローラ（PLC）の応答を待つ時間です。 

GX8がコントローラとの通信を開始した後、タイムアウト時間だけコントローラの応答を待って

から、応答がない場合はエラーを発生します。 

5 SendWait (ms) 

SendWaitはPLCとの通信時に送信前の遅延時間です。 

送信前の遅延時間はGX8がマスターとして初めて要求を送信し、 

コントローラからの応答が届いた後、GX8がすぐに次の要求を送信するのではなく、 

SendWaitだけの時間が経過した後に次の要求を送信することによって、コントローラに通信負

荷がかからないようにします。コントローラの通信スキャンが遅い場合に使用します。 

6 Retry GX8がコントローラと通信を開始した後、コントローラの応答がない場合、タイムアウトの時間
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だけ待機した後、通信プロトコルを再送信する回数です。再び送ってタイムアウト時間だけ待

ち、再度送ってタイムアウト時間だけ待つという流れを繰り返す回数です。設定回数分、再送

信しても応答がない場合はエラーを発生します。 

7 通信診断 

該当PLCと正常に通信できるかを確認することができます。 

エラー発生時に図のメッセージのように通信設定と通信ケーブルを再度チェックします。該当

の[通信マニュアル]はTDSの[プロジェクト] - [プロパティ]画面の左のPLC設定から 

各PLC名をクリックすると左の画面に[通信マニュアル]ボタンが表示されます。 

通信マニュアルにはケーブル結線図と通信設定の方法などの通信に必要な説明があります。   

 

[図.通信診断時に正常] 

 

 

[図.通信診断時にエラー] 

 

(2) ロールプリンタ 

ロールプリンタはロール紙に印刷するミニプリンタです。 

ロールプリンタをGX8のシリアルポートに接続してRS-232C通信を利用して印刷をします。 

 

 

▶ ロールプリンタの仕様 

 

ロールプリンタ機種中Epsonプロトコルを内蔵した製品はすべて可能です。 

 

▶ 印刷フォームの作成 

 

印刷フォームを[プロジェクト] - [ロールプリンタ]で次のように編集します。  
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[図.ロールプリンタフォームの作成] 

 

[追加]ボタンで[Page1]を作成します。ページは追加することができます。 

下の[編集]ページで、テキストを作成し、  を利用して編集をします。 

 

 

No ボタン 説明 

1 Source ソースビューに変更します。もう一度押すと編集モードに変更します。 

2 Bold 選択された領域のテキストを太字（Bold）に編集します。 

3 Underline 選択された領域のテキストに下線を引きます。 

4 Address 

出力するアドレスを追加します。 

 

 

[アドレス/タイプ/サイズ/データの長さ（有効桁数）/小数点]を設定します。 

[3桁ごとに"、"表示]をチェックして、[通話]を表示することができます。 

 

[確認] ボタンを押すと、編集画面に  と表示されます.  

編集画面の を クリックすると[アドレス&&フォーマット入力]画面が表示されて、 

該当アドレスを変更することができます。 

5 Print Test 印刷をします。 

6  

選択された領域のテキストのサイズを編集します。Size1〜7まで設定できます。 

Size1は最も小さいサイズであり、Size2はSize1の2倍、Size3は3倍、... Size7は7倍のように大きく

なります.   

 

▶ GX8とロールプリンタ間の通信の設定 

 

GX8のCOM1/ COM2ポートは次のとおりです。   
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形 
ピン番

号 
信号名 方向 内容 

9Pin Female 

 

 

 

1 RDA(RD+) 入力 RS-422/485 データ受信 (+) 

2 RD(RxD) 入力 RS-232C データ受信 

3 SD(TxD) 出力 RS-232C データ送信 

4 RDB(RD-) 入力 RS-422/485 データ受信 (-) 

5 SG  信号グラウンド 

6 SDA(SD+) 出力 RS-422/485データ送信 (+) 

7 電源 出力 5V 

8 電源 入力 電源グラウンド 

9 SDB(SD-) 出力 RS-422/485データ送信 (-) 

 

GX8とロールプリンタ間のケーブルはGX8のSDの場合はロールプリンタのRDに 

GX8のRDの場合はロールプリンタのRDに、GX8のSGの場合はロールプリンタのSGに接続します.  

 

メニュー画面の[コントロールパネル] - [プリンタ]からGX8のCOM1/ COM2の中からロールプリンタを接続したポ

ートを設定します。 

 

[図.ロールプリンタを接続したGX8のポートの設定] 

 

メニュー画面の[コントロールパネル] - [シリアル]でロールプリンタの通信設定を行います。 

 

 

[図.ロールプリンタの通信設定の入力]  

 

▶ ロールプリンタの印刷実行ボタン 

 

印刷動作ボタンは[動作]ページの[特殊機能]にあります。 

 

[効果および動作]ページで、[動作] - [特殊] - [Print]でRollPrinterを選択し、 

[プロジェクト] - [ロールプリンタ]で作成した印刷フォームのIDを設定します。 

 

この動作を実行すると接続されたロールプリンタから該当IDのフォームで印刷が行われます。  
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[図.印刷命令のボタン] 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.10 コントロールパネルのアイコン - オプション装置の部分 

 

(1) 前面 USB 

 

GX8画面の右下には前面マイクロ5ピンUSBポートがあります。この前面USBの用途を設定します。 

設定を変更し、[適用]ボタンを押すとGX8が再起動します。 

 

 

[図. 前面USB] 

 

 

[図.前面USB] 

 

No 前面 USB 説明 

1 
送信 

モード 

前面USBを送信モードに設定します。 

PCとGX8の間にUSBケーブルを接続して、TDSからGX8へプロジェクトファイルを送信したり、逆に
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GX8のデータをPCにアップロードする目的で使用します。 

2 Host 

前面USBをHostモードに設定します。 

USBジェンダーを利用して[USBメモリー/ USBバーコード/ USBキーボード/ USBマウス/ USBカメラ]

などを接続することができます。USBメモリはGX8のデータをUSBメモリにコピーしたり、 

USBのデータをGX8に移動することができます。 

 

(2) USB 管理者 

 

USB Hostポートに装着されたデバイスを管理します。USB Hostポートには、[USBメモリ/ USBバーコード/ USB

キーボード/ USBマウス/ USBカメラ]などを装着することができます。 

 

USBキーボード/ USBマウスを装着した場合にはUSB管理者で[キーボード/ USBカメラ]の中でキーボードを選択

します。 

[種類]をKEYBOARD/ BARCODEのうちKEYBOARDを選択した後、IDを入力して[適用]ボタンを押すと 

該当するキーボード/マウスが認識されます。キーボードはキーパッドの代わりに数字/文字などを入力すること

ができ、マウスはタッチの代わりにクリック/ドラッグしてGX8を操作することができます。 

 

 

[図.USB管理者でキーボードの設定] 

 

 

[図. USB管理者でバーコードの設定] 

 

キーボードだけでなく、USBバーコードもBARCODEにより指定し、USBカメラを装着した場合にもUSBカメラも

指定し、IDを入力して[適用]ボタンを押し同じ方法で設定します。  

 

1.2.11 コントロールパネル  - サービス部分 
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(1) FTP サーバー 

 

FTP（File Transfer Protocol）は、TCP/ IPプロトコルに基づいてサーバーとクライアント間でファイル送信するた

めのプロトコルであり、イーサネットネットワークを介してサーバー上のファイルを共有し呼び込むことができる

機能です。GX8はFTPサーバーとFTPクライアントの両方に対応しています。 

 

まず、FTPサーバーの設定を見てみましょう。 

[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]からイーサネットの設定してイーサネットの接続が必要です。 

[コントロールパネル] - [サービス] - [FTPサーバー]を実行します。パスワードを設定し、[適用]ボタンを押すとFTP

サーバーの設定が完了します。 

 

[図.FTPサーバー] 

FTPサーバーの設定がされているGX8をPC上で接続するには無料のFPTクライアントプログラムである [ファイル

Bugzillaの（FileZilla）]をインストールします。ウェブサイトで検索 (filezilla-project.org)して インストールする

ことができます。インストール後に実行すると次のような画面が表示されます。 

 

 

[図.PCのFTPクライアント] 

 

次の4つのを設定した後、[クイック接続]ボタンを押すとサーバーに接続されます。 

No 詳細設定 説明 

1 ホスト 
FTPサーバーのIPを入力します。サーバーGX8の[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で

確認することができます。 

2 ユーザー名 m2iftpに固定されています。 

3 パスワード [コントロールパネル] - [サービス] - [FTPサーバー]で設定したパスワードを入力します。 

4 ポート 21番で固定されています。 

 

サーバー接続に成功すると、右側にサーバGX8のフォルダとファイルを確認することができます。 

https://filezilla-project.org/
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マウスで選択し、PCに送信することができます。 

 

GX8からFTPサーバーに接続するには、  アイコンをクリックします。 

 

 

[図. FTP] 

 

FTP画面で右上の[接続]ボタンを押すとFTPログイン画面が表示されます。 

  

 

[図.FTPログイン画面] 

 

PCのFTPクライアントと同じ方法で、以下の4つの設定をした後、[接続]ボタンを押すとサーバーに接続されます。

  

No 詳細設定 説明 

1 FTP ホスト 

FTPサーバーのIPを入力します。 

GX8がサーバーの場合は[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で確認ができ、PCがサ

ーバーの場合は[コントロールパネル] - [ネットワーク設定]でPCのIPを確認します。 

2 ユーザー名 FTPサーバーの名前です。GX8がサーバーの場合にはm2iftpに固定されています。 

3 ポート 21番で固定されています。  

4 パスワード 
FTPサーバーのパスワードを入力します。GX8がサーバーの場合は[コントロールパネル] - [サービ

ス] - [FTPサーバー]で設定したパスワードを入力します。 

 

FTPサーバに接続されるとFTP画面の右側のサーバーのファイルが確認できます。中心の矢印を使用して送信する

ことができます。 

 

(2) VNC サーバー 

 

VNC（Virtual Network Computing）はVNCサーバとして設定されたGX8の画面をリモートで他のGX8やモバイル、

PCでモニタリングし、制御ができる機能です。 

VNCビューアはVNCサーバの設定がされたGX8の画面をリモート接続できるようにサポートするプログラムです。 

 

このVNCビューアはGX8にも搭載されていますが、PCにもインストールすることができ、モバイルにもインストー
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ルすることができます。PCではWebサイトで[VNC Viewer]と検索してダウンロードし、モバイルではPlayストア

で[VNC Viewer]と検索してアプリをインストールします。 

 

VNCが機能するためにはイーサネットネットワークに接続している必要があります。 

ローカルイーサネットネットワークではサーバーGX8と同じネットワークのIP帯域が割り当てられているPCとVNC

に接続ができ、無線ルータのWi-Fi機能を使用してモバイルでVNCの接続が可能です。グローバルIPイーサネット

ネットワークではインターネットができるすべてのPCで接続が可能です。 

 

同時にVNCサーバに複数のVNCビューアからの接続が可能です。 

 

GX8はVNCサーバとVNCビューアの両方の機能が使用できます。 

VNCビューアの前に、まずVNCサーバの設定を見てみましょう。 

 

1）VNCサーバを実行する前にセキュリティのために[コントロールパネル] - [システム] - [セキュリティ]で管理者

のパスワードを設定します。 

管理者のパスワードを設定するとメニュー画面に入る際、パスワードを入力する必要があります。また、メニュー

画面に入った後、[VNCビューア/プロジェクトエクスプローラ/コントロールパネル/ Wi-Fi設定/時刻設定]などの設

定変更ができる部分をタッチすると再度パスワードを求められます。 

 

(2) [コントロールパネル] - [サービス] - [VNCサーバ]を実行します。 

 

 

[図.VNCサーバー] 

 

(3)スタートボタンをクリックします。右側にVNCサーバの状態が[停止/動作中...]のどちらかが表示されます。 

スタートボタンを押すと[停止]の表示が[動作中]に変わります。 

 

(4) 下の詳細設定部分の説明は次のとおりです。[停止]状態の場合のみに設定が可能です。 

 

No 詳細設定 説明 

1 自動起動 GX8電源がリセットされ、起動される時VNCサーバが自動的に実行されます。 

2 
リモート 

コントロール禁止 
モニタリングだけで、制御機能を禁止します。 

3 バインド IP 
VNCサーバのIPを設定します。[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で設定し

たIPと無線Wi-FiのIPを見ることができます。使用するイーサネットのIPを選択します。 

4 更新時間 
VNCビューアの反応速度を意味します。 

時間を短くすると反応速度は速いが、GX8の速度は遅くなることがあります。 

5 制御タイムアウト 制御機能が停止したとき、該当の時間だけ待ち、エラーを発生します。 

6 
モニタリングタイム

アウト 
モニタリング機能が停止したとき、該当の時間だけ待ち、エラーを発生します。 
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上記のようにVNCサーバが設定されたGX8へリモート接続できるプログラムがVNCビューアです。 

まず、GX8のVNCビューアを説明します。 

 

 アイコンをクリックすると次のようなログイン画面が表示されます。 

VNCサーバのIPを設定します。パスワードはVNCサーバのGX8が管理者パスワード（[コントロールパネル] - [シス

テム] - [セキュリティ]）が設定されている場合はその管理者のパスワードを入力します。 

管理者のパスワードがない場合は入力しません。 

[OK]ボタンを押すと、モニタリングが開始されます。 

 

 

[図.VNCビューア] 

次に、モバイルやPCからVNCビューアを実行した場合には、次のような手順で行われます。 

 

(1) VNCビューアを実行します。  

(2) 左下の  ボタンをクリックします。 

(3) New connection 画面が表示されます。  

AddressにはVNCサーバーのIPを入力します。Nameは接続したサーバーの名前を任意で入力します。  

(4) [CREATE]ボタンを押すと接続の画面に進み、下の[CONNECT]ボタンを押すと接続されます。 

 

   

[図.バイルVNCビューア] 

 

(5) Unencrypted connection（非暗号化接続）画面で、[Warn me every time（常にメッセージを表示）]のチェ

ックを解除して、パスワードがない場合には、パスワードを求めるメッセージが表示されないように設定します。 

[OK]ボタンを押すと設定が完了します。 

 

パスワードがある場合にはパスワードを入力しRemember Password（パスワードの記憶）をチェックして再接続

の時にパスワードを記憶させ再び設定しないようにすることができます。 
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[図.モバイルVNCビューア] 

 

正常に接続されるとVNCサーバーGX8の画面は以下のようにモニタリングできます。 

また、VNCサーバで[リモートコントロール]が許可された場合には上部のマウスをクリックして、 

リモートコントロールも可能です。マウスをクリックすると、画面上にマウスポイントが表示されます。マウスポ

イントを動かし、クリックして制御します。 

 

 

[図.モバイルVNCビューア] 

 

(3) ファイアウォール 

 

ファイアウォールはGX8のネットワークへのアクセスをブロックする時に使用します。 
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[図.ファイアウォール] 

 

[1. ファイアウォール]を使用するかしないかををチェックします。 

[2. 基本政策]で[許可/ブロック]から選択します。 

[許可]は下に追加されたIPを除くすべてのネットワークを許可する政策です。下にブロックするIPを登録します。

[ブロック]は下に追加されたIPを除くすべてのネットワークをブロックする政策です。下に許可するIPを登録し

ます。 

 

[CSVエクスポート]を実行すると登録されたIPのリストをCSVファイルとして保存します。 

[CSVインポート]は、[CSVエクスポート]で保存したCSVファイルをインポートします。 

 

 

 

 

(4) 電子メール 

 

電子メール機能は[プロジェクト] - [メッセージの送信]に保存された電子メールをGX8から[メッセージを送信]動作

を実行して送信します。 

 

▶ ネイバーメールの環境設定 

 

例としてネイバーメールで説明します。 

ネイバーメールを使用するために以下のようにネイバーメールに接続し、 

[環境設定] - [POP3/ IMAP設定]をします。 
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[図.ネイバーSMTP設定] 

  

上記のように設定した後、下のSMPTサーバー名/ SMPTポート/ユーザー名（ID）/パスワード（ネイバーログイン

パスワード）を確認し、GX8メニュー画面の[コントロールパネル] - [電子メール]に入力します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ メニュー画面の[コントロールパネル] - [電子メール]の設定 
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[図.[メニュー画面] - [電子メール]の設定] 

 

[テストメールを送信]ボタンを押すとメールが送信され、[送信成功/送信失敗]の結果メッセージが表示されます.  

 

▶ メニュー画面の[コントロールパネル] - [イーサネット]の設定 

 

GX8とPC間のイーサネットケーブルを接続し、GX8の[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で、[IP/

サブネットマスク/ゲートウェイ/ DNSサーバー]を設定します。 

 

 

[図.[メニュー画面] - [イーサネット]の設定] 

 

[ゲートウェイ]が異なる場合は外部ネットワークとの通信はできません。 

[DNS]アドレスがない場合は、ネイバーメールの実際のIPを探すことができません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ [プロジェクト] - [メッセージの送信]で電子メールを作成 
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TDSで[プロジェクト] - [メッセージの送信]を実行して[メッセージ管理者]でメールを作成します。 

 

 

[図.メッセージ管理者_電子メール] 

 

[メッセージの種類]を[電子メール]に選択した後、上部の[追加]メニューを押すと、IDが[1]である電子メールが登録

されます。[電子メールアドレス]で[受信者の電子メールアドレス/タイトル]を入力します。 

 

[メッセージ設定]でまずは[メッセージタイプ]を選択した後、内容を入力します。 

 

 

[メッセージタイプ] 

 

[Direct Input]は内容を直接作成します。 

 

[String Table]は内容を[プロジェクト] - [文字列]で読み込みます。 

文字列のグループを選択して、内容として登録する文字列をリストから選択します。 

 

[Word Indirect]は[プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を設定した文字列アドレスをデータに読み込むこ

とです。設定したアドレスのデータに該当するIDの文字列が内容になります。 
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[図. 電子メールの内容 _Word Indirect] 

 

[Alarm Message]は[プロジェクト] - [警報]の[警報の内容】を読みむことです。[ブロックID/グループID/警報ID]に該

当する[警報内容]が電子メールの内容になります。 

 

 

[図.電子メールの内容 _Alarm Message] 

 

(5) メールの送信 

 

[メッセージ管理者]で作成した電子メールは以下の動作により送信されます。 

[動作]ページで[特殊] - [App] - [Send Message]を選択し、メッセージIDを入力します。 

 

 

[図.メッセージの送信ボタン] 

 

上記の動作が実行されると、該当する電子メールが送信されます。 
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1.2.12 アドレスの有効性検証のアイコン 

 

アイコンを実行すると[アドレスの有効性の確認画面]が表示されます。 

プロジェクトで設定されたPLCと通信して[プロジェクト]で使用したすべてのアドレスの中で誤ったアドレス

（つまり、無効なアドレス/通信できないアドレス）を検索します。 

 

[プロジェクトアドレス]を選択した後、[チェック]メニューを実行すると接続されたPLCと通信して、検証をスタ

ートします。誤ったアドレスは、[無効なアドレスのリスト]に表示します。 

このリストは、下の[エクスポート]ボタンでファイルとして保存できます。 

 

 

[図.アドレス有効性の検査_チェック中] 

 

 

[図.アドレス有効性の検査_完了] 

 

GX8で使用するアドレスの中でPLCと通信できないアドレスが1つでもある場合、通信エラーが発生しますので 

[無効なアドレスのリスト]にあるアドレスは、プロジェクトから変更したり、PLCで確認する必要があります。

   

 

 

 

 

 



72 CHAPTER 1 -本体の画面 

 

1.2.13 情報アイコン 

 

アイコンを実行すると、情報画面が表示されます。GX8の各バージョンといくつかの情報を表示します。

[確認]ボタンをクリックするか、[X]ボタンを押すと情報画面が閉じます。 

 

 
[図.情報] 

 

No 情報 説明 

1 Hydra Version プロジェクトを実行させるプログラムです。 

2 Daemon Version メニュー画面のバージョンです。 

3 OS Version OSのバージョンです。 

4 Util Version アプリのバージョンです。 

5 Upload Project 現在運転されているプロジェクトファイルの名前を表示します。 

6 Alias Name GX8の別名によりタッチして入力することができます。 

7 時間 GX8の時間が表示されます。 
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1.3 外部メモリ装着時のメニュー 

USBメモリー/ SDカードなどの外部メモリをGX8に接続すると画面上に下図メニューがポップアップされます。 

 

 

[図.外部メモリ装着時のメニュー] 

  

No メニュー 説明 

1 Project 

Projectボタンを押すとボタンの下にDownloadボタンとUploadボタンが表示されます。  

 [ダウンロード]：外部メモリにあるプロジェクトファイル[*.HBZ]をGX8にダウンロ

ードします。[ダウンロード]ボタンを押すと下の画面が表示されます。外部メモリにあるプロ

ジェクトファイル[*.HBZ]を選択し、[OK]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.ダウンロード_プロジェクトファイルの選択] 

 

プロジェクトの変更を確認するメッセージが表示されこのメッセージで[OK]ボタンを押すと、

プロジェクトのダウンロードが開始され、GX8で実行されるプロジェクトが変更されます。 

 

 

[図.ダウンロードの進行確認メッセージ] 

 

 [アップロード]：GX8本体のプロジェクトファイルを外部メモリにアップロードしま

す。このアップロード機能は、TDSの[送信] - [プロジェクトのビルド]するときに、[ビルドフ

ァイルにプロジェクトファイルが含まれる（アップロードデータを使用）]をチェックして、

ビルドしたファイル[*.HBZ]をGX8に送信している場合にのみ可能です。 

これにチェックをすると、送信用ファイル[*.HBZ]に編集用の圧縮ファイル[*.TDS]が含まれま

す。 

したがって、プロジェクトファイルのアップロード時に編集用ファイル[*.TDS]の圧縮ファイ

ル[Project.ZIP]が外部メモリに保存されます。このファイルはPC上で解凍した後、TDS（GX8 

Design Studioソフトウェア）で編集することができます。 
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[図.アップロード完了] 

 

[ビルドファイルにプロジェクトファイルが含まれる（アップロードデータを使用）]をチェッ

クせずに送信した後、アップロードを進行するとファイルのアップロードファイルがないた

め、進行されず以下のようなメッセージが表示されます。 

 

 

[図.アップロードエラーメッセージ] 

 

また、すでにアップロードする外部メモリに[Project.ZIP]ファイルがある場合、次のメッセー

ジが表示され、同じ名前で上書きするか別の名前で保存するかなどが可能です。 

 

 

 

[図.エラーメッセージ] 

 

2 Global Data 

GX8本体に保存されたログデータ/警報データを外部メモリにコピーします。 

本体にログデータ/警報データが発生すると[Global Data] - [HMI] - [Alarm]、[Global Data] - 

[HMI] - [Logging]フォルダに保存されます。 

 [Log Upload]: ログデータを外部メモリにコピーします。 

 [Alarm Upload]: 警報データを外部メモリにコピーします。 

[Log Upload] ボタンを押すと、外部メモリの経路を設定する画面が表示されます。 

外部メモリに保存するフォルダを指定した後、[OK]ボタンを押すとログデータ全体が指定され

た経路にコピーされます。 

 

 

[図.外部メモリの経路指定] 
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以下のように外部メモリを確認してみると、GX8本体に保存されたLoggingフォルダがそのま

ま外部メモリにコピーされたことが確認できます。  

 

 

[図.コピー後、PCで確認した外部メモリのログデータ] 

 

本体にログデータがない場合は以下のメッセージが表示されます.  

 

 

[図.コピーするファイルがない場合のエラーメッセージ] 

 

[Alarm Upload]も[Log Upload]と同じ方法で進行します。 

 

3 
Screen 

Capture 

GX8本体のスクリーンショットデータをすべて外部メモリにコピー/切り取ります。 

スクリーンショットデータはGX8本体の[ScreenCapture]フォルダに保存されます。 

 

[Copy All]/[Move All]を押すと、下のような経路の指定画面が表示されます。 

スクリーンショットデータを移動する経路を設定します。[OK]ボタンを押すと実行されます。 

 

 

[図.外部メモリの経路の指定] 

 

本体にスクリーンショットのデータがない場合は以下のメッセージが表示されます。  

 

 

[図.コピーするファイルがない場合のエラーメッセージ] 
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 [Copy All]: スクリーンショットデータを外部メモリにすべてコピーします。 

 [Move All]: スクリーンショットデータすべてを切取り外部メモリにコピーします。 

 [Browser]: ファイルエクスプローラを介して求めるファイルを選択、コピーします。 

  

4 Cam Capture 

カメラスクリーンショットデータを外部メモリにコピー/切り取ります。 

カメラスクリーンショットデータはGX8本体の[CameraScreenShot]フォルダに保存されます。 

[Copy All]/[Move All]を押すと下の経路指定画面が表示されます。 

カメラスクリーンショットデータを移動する経路設定をし、[OK]ボタンで実行されます。 

 

 

[図.外部メモリの経路指定] 

 

本体にカメラスクリーンショットデータがない場合以下のメッセージが表示されます。 

 

 

[図.コピーするファイルがない場合のエラーメッセージ] 

 

 [Copy All]: カメラスクリーンショットデータを外部メモリにすべてコピーします 

 [Move All]: カメラスクリーンショットすべてを切取り外部メモリにコピーします。 

 [Browser]: ファイルエクスプローラを介して目的のファイルを選択、コピーします。 

5 Cam Movie 

カメラ映像データを外部メモリにコピー/切り取ります。 

カメラ映像データは、GX8本体の[CameraRecord]フォルダに保存されます。 

 

[Copy All]/[Move All]を押すと、下の経路の指定画面が表示されます。 

カメラ映像データを移動する経路を設定します。[OK]ボタンを押すと実行されます。 
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[図.外部メモリの経路指定] 

 

本体にカメラ映像データがない場合は以下のメッセージが表示されます。.  

 

 

[図.コピーするファイルが存在しない場合のエラーメッセージ] 

 

 [Copy All]: カメラ映像データを外部メモリへすべてコピーします。 

 [Move All]: カメラ映像データを外部メモリへすべてコピーします。 

 [Browser]: ファイルエクスプローラを介して選択しコピーします。  

6 Browser [ファイルエクスプローラ]を開きます。 

7 Close メニューを閉じます。 
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1.4 ステータスバー 

 

メニュー画面の下部にはステータスバーがあります。 

ステータスバーの左側にはGX8のモデル名が表示されます。 

ステータスバーの右側には、[Wi-Fi状態/メニュー画面の表示言語/ GX8時間]が順番に表示されます。 

[Wi-Fi状態/メニュー画面の表示言語/ GX8時間]はタッチして変更できます。 

 

 

[図.メニュー画面下部のステータスバー] 

 

No ステータスバー 説明 

1 Wi-Fi 設定 
Wi-Fiを設定します。 

[コントロールパネル] - [システム] - [Wi-Fi]と同一 chapter1.2.8（11）Wi-Fiを参照してください。 

2 言語の変更 
メニュー画面の言語をタッチして変更します。 

タッチするたびに、ハングル/英語]に変更されます。 

3 時刻設定 

GX8に内蔵された時計の時間が表示されます。 

タッチすると、以下の日付/時刻の設定画面が表示されます。日付と時刻を変更ができます。 

 

 

[図.日付/時刻の設定] 
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CCHHAAPPTTEERR  22  --  GGXX88  DDeessiiggnn  SSttuuddiioo  開開始始    

 

GX8 Design StudioはGX8に搭載するプロジェクトを作成して編集するソフトウェアです。 

 

2.1 GX8 Design Studio インストール 

 

2.1.1 GX8 Design Studio インストール環境 

 

GX8 Design Studioが正常に動作するための最低限のPC仕様です。 

 

項目 最小要件 推奨 

CPU Pentium4 1GHz 以上 Pentium4 2GHz Dual CPU 以上 

Memory 4 GB 以上 8 GB 以上 

Graphic Adapter and 

Monitor 

SVGA(800*600) 16bit  

カラー以上 

SVGA（1024*768）32bitカラー以上 

ノートパソコンの場合は、別途にグラフィックカードに

対応するものを推薦 

HDD Space 2 GB 以上 10 GB 以上 

Key Board Windows 互換キーボード Windows 互換キーボード 

Mouse Windows 互換 マウス Windows 互換 マウス 

Printer Windows 互換 プリンタ Windows 互換 プリンタ 

OS Windows 2000/XP 以上 Windows 7 以上 

  

2.1.2 GX8 Design Studio ダウンロード 

 

GX8 Design Studioのインストールファイルはホームページ（www.m2i.co.kr）の[ソフトウェアのダウンロード]

掲示板からダウンロードできます。ファイル名は[GX8 Design Studio Setup（バージョン表記）.exe]となってい

ます。 

 

2.1.3 GX8 Design Studio インストール 

 

インストールファイルをダブルクリックするとインストールを開始する画面が表示されます。 

[Next]ボタンをクリックしてインストールを行います。 

 

 
[図.インストール開始] 
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(1) ユーザー名と会社名を入力する画面が表示されます。 

ユーザー名（User Name）と会社名（Company Name）を入力して[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.ユーザーと会社名の入力] 

 

(2) USBドライバ（GX8とPC接続用）がPCにインストールされているかどうかを検索した後、インストールされて

いない場合にはUSBドライバを自動的にインストールして、既にインストールされている場合には次のように表示

されます。[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.USBインストール] 

 

(3) インストールタイプを選択します。 

  

[Complete] - すべての項目をインストールし、インストール経路が[C：\ program Files\ M2I Corp\ GX8 

Design Studio]に自動的に指定されます。（推奨） 

  

[Custom] – インストールする項目とインストール経路を希望の場所に指定することができます。 
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① Completeタイプ選択時、すぐにインストールを開始する画面が表示されます。[Next]ボタンをクリックしま

す。 

 

 

 

② Customタイプ選択時、インストール経路を別途に指定できる画面が表示されます。 

希望のインストール経路を指定し、[Next]ボタンをクリックします。 

 

 

 

(4) インストールが行われます。 
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(5) インストールが完了します 

[Yes、I want to restart my computer now]を選択し、[Finish]ボタンを押すとPCが再起動します。 

[No、I will restart my computer later]を選択し、[Finish]ボタンを押すとPCが再起動されませんが、その後に必

ず再起動しないと正常にGX8 Design Studioが動作しません。 

 

 

 

2.1.4 GX8 Design Studio アップデート 

 

PCにすでにGX8 Design Studioがインストールされている状態で最新バージョンのGX8 Design Studioをインス

トールすると、以下のような画面が表示されます。 

 

 

 

 

Optionを選択して[Next]ボタンを押すと選択されたOptionに基づいてインストールが行われます。 
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No リスト 説明 

1 Modify 変更された機能のみインストールします。 

2 Repair 全体的に再インストールします。 

3 Remove 

PCにインストールされたGX8 Design Studioを削除します。 

[Remove]を選択し、[Next]ボタンを押すと次のようにプログラム削除の確認メッセージが表示されま

す。 

 

 

 

このメッセージで[はい]を押すと、GX8 Design Studioプログラムが削除されます。 

 

2.1.5 GX8 Design Studio アンインストール 

 

PCにインストールされたGX8 Design Studioプログラムを削除するためにはウィンドウの[コントロールパネル]

で[プログラムの追加/削除]を選択し、[図.プログラムの追加/削除]のようにプログラムの追加/削除]画面を呼び出

します。GX8 Design Studioを選択し、右の[削除]ボタンをクリックするとGX8 Design Studioのアンインストー

ル作業が完了します。 

 

 

[図.プログラムの追加/削除] 
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2.2 GX8 Design Studio 実行 

 

GX8 Design Studioインストールすると、デスクトップにGX8 Design Studioのアイコンが作成されます。 

また、ウィンドウの[スタート] - [すべてのプログラム] - [M2I Corp] - [GX8 Design Studio]の経路にGX8 Design 

Studioのショートカットアイコンが作成されます。 

 

 

[図.デスクトップのアイコン] 

 

アイコンをダブルクリックするか、ウィンドウの[スタート]メニューからGX8 Design Studioアイコンをクリッ

クすると、GX8 Design Studioプログラムが実行されます。 

 

 

[図.GX8 Design Studio実行画面] 

 

[Project Wizard]で新しいプロジェクトを作成するか、既存に作業されたプロジェクトを開くことができます。 

 

No  メニュー 説明 

1 新しいプロジェクト 新しいプロジェクトを作成するときに、プロジェクトの名前を記載します 

2 開く  ボタンを利用して、保存されている既存のプロジェクトを選択します。 

3 最近のファイル 最近作業したプロジェクトのリストを表示します。希望のプロジェクトを選択します。 

 

最近のファイルリストをダブルクリックすると、選択したプロジェクトが開きます。 

新規プロジェクトボタンを押した場合は、新しいプロジェクトを作成するためにGX8モデル名を選択する画面に

進みます。モデルの選択で製品のシリーズを選択すると該当のモデルが表示されます。 
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[図.GX8モデル名の選択画面] 

 

GX8と通信するコントローラの設定の画面が表示されます。 

GX8はCOM1、COM2（COM3特定のモデル）2つ、3つのシリアルポートとイーサネットポートにコントローラ

を接続して通信できます。GX8ポートに接続されたコントローラを設定します。この部分はすぐ設定せず、後の

[プロジェクトオプション]で設定できます。コントローラの設定をしない場合には[完了]ボタンを押して、プロ

ジェクトの作成を完了します。 

  

 

[図.通信するコントローラの設定] 

 

コントローラの設定をするためにはコントローラが接続されたポートを選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

コントローラを設定する[デバイスの選択]画面が表示されます。 
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[図.PLCの選択] 

 

PLCのメーカーとモデル（シリーズ）を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

次の画面でPLC名、通信オプションなどの詳細設定が完了したら[OK]ボタンを押してPLCの設定を終了します。 

 

 

[図.PLCの設定] 

 

PLCの設定を完了した後、[Project Wizard]画面で[Finish]ボタンを押すと新しいプロジェクトが作成されます。 
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[図.プロジェクトが作成された画面] 

 

[View]メニューの[Language]で韓国語（Korean）/英語（English）の中から選択してプログラムの言語の変更が

できます。 

 

2.3 GX8 Design Studioと 旧型ソフトウェアとの互換性 

 

このソフトウェアは旧型XGX8製品ソフトウェアのXDesignerPlusで作成されたプロジェクトファイルと互換性が

あります。つまり、[*.DPX/*。DPX4]ファイルを開いて保存するとGX8 Design Studioファイルである[*.TDS]に自

動的にコンバートされ、保存されます。 

 

GX8 Design Studioの[File]>[Open]でファイル形式を[*.DPX]に変更すると旧型ソフトウェアである

XDesignerPlusに作画した[*.DPX]ファイルをGX8 Design Studioでインポートすることができます。 

ただし、[*.TDS]ファイルを旧型[*.DPX]ファイルには変換ができないので注意が必要です。 

 

 

[図.TDSで旧プロジェクトを開く] 
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2.4 GX8 Design Studio の全体構成 

 

GX8 Design Studioの全体構成を説明いたします。下図のようにメニュー、編集画面、ドッキングウィンドウ、

ステータスバーで構成されています。  

 

 

[図.全体の構成] 

 

2.4.1 メニュー 

 

プロジェクトを作成し、編集して送信するために必要なメニューをリボン状に構成し見つけやすく便利に使用す

ることができます。リボンメニューは、既存のメニューとツールバーが組み合わせられたメニューです 

 

No メニュー 説明 

1 File プロジェクトを作成/保存/開く/閉じる、テンプレートの作成/読み込みなどの作業をします. 

2 プロジェクト 

全域設定、つまり画面に限定されないプロジェクト全体の設定をするメニューで、さまざまな種類

のデータを設定しパスワードを設定したり、スクリプトの構文を作成します。 

また、プロジェクトプロパティメニューでタッチモデルとコントローラ（PLC）設定ができます。 

3 画面 
メイン画面、Windows画面、マスター画面、フレームの画面、イメージ画面（補助画面）を生成し

て管理するためのメニューです。 

4 編集 画面に登録されたオブジェクトを編集するメニューです。 

5 オブジェクト 

画面を構成するために必要になる様々な型のオブジェクトを提供します。 

オブジェクトを利用してデータを表示したり、演算を実行します。 

図形オブジェクトとタグの型のオブジェクトで構成されています。 

6 表示 
プログラムの表示状態を設定します。言語（日本語/英語）、状態（0/1）、ヒント、拡大/縮小、ド

ッキングウィンドウは、画面の整列などを設定します。 

7 ツール 

アドレス/オブジェクト検索、アドレス変換、画面管理、画面プレビュー、プロジェクトのイメージ

管理、イメージライブラリ、復元ディスクの作成、条件/効果/アクション検索の利便性を提供しま

す。 

8 送信 

GX8にファイルを送信したり、GX8からファイルをアップロードします。 

仮想運転を実行することができます。GX8の動作と仮想運転は100％同一です。 

また、オンライン仮想運転を通じて実際のコントローラと通信しながらの運転も可能です。 

9 ヘルプ ソフトウェアのヘルプを確認するか、製品情報を使用してバージョンの確認ができます。 
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2.4.2 編集の画面 

 

効率的な機能の実現のために、さまざまな種類の画面が提供されます。 

各画面にオブジェクトを登録しデザインして機能を実現します。 

 

No 画面 説明 

1 メイン画面 

プロジェクトをGX8へ送信したときに表示され動作するメイン画面です。 

画面生成時1番から生成され、最大65535番まで65535個のメイン画面を作成することができま

す。 

2 ウィンドウの画面 

メイン画面で条件に応じてポップアップ表示され、不要なときに表示しないようにできる画面

です。画面生成は1番から生成され、最大65535番まで65535個のウィンドウ画面を作成するこ

とができます。 

（注意）65400番の画面以降は自動的に生成される特定機能（テンキーなど）のウィンドウが

登録される画面として固定されているため、ユーザー用として使用することができません。 

3 マスター画面 

画面の呼び出し機能を実現できる画面で、すべての画面で共通に適用されるデスクトップや繰

り返し使用される機能をマスター画面により実現し、メイン画面に呼び出すことができます。 

メイン画面のプロパティで使用するかしないかをチェックすると、そのメイン画面にマスター

画面が背景のように登録されます。マスター画面は、1つの画面のみ作成する事ができます。 

一般的な機能を再利用することでメモリと編集の効率を高めることができます。 

4 フレーム画面 

画面の呼び出し機能を実現できる画面で最大に65535個のフレームの画面を作成することがで

きます。 

フレームの画面は、共通で使用できる領域の内容をフレームで構成して複数のメイン画面で再

利用する画面にするまた、フレームの画面を使用すると単純な作業を最小限に抑えることもで

き、プロジェクトの容量も減らせる便利な機能です。 

メイン画面に登録することができるフレーム画面の数は最大4個です。 

  

2.4.3 ドッキングウィンドウ  

 

ドッキングは磁石のようにつくことを意味します。ドッキングウィンドウは左/右にドッキングし、固定させた

り、メインウィンドウと分けて使用できるウィンドウです。GX8 Design Studioは左側と右側にドッキングウィ

ンドウがあります。ドッキングウィンドウは、特別な機能をするウィンドウで、必要に応じて取り除くこともで

きます。種類としてはプロジェクト管理ウィンドウ/リストウィンドウ/プロパティをWindows /ユーザライブラ

リウィンドウがあります。 

 

ドッキングウィンドウの右上には、  表示があり、画鋲模様をクリックすると画鋲の形が横になる形( )

に変わり、左のドッキングウィンドウは左に、右のドッキングウィンドウは右になります。 

もう一度押すと、画鋲が立ち、ドッキングウィンドウが固定されます。[X]ボタンを押すと消えます。 

消えたドッキングウィンドウは[表示]メニューからドッキングウィンドウを呼び出すことができます。 

 

No ドッキングウィンドウ 説明 

1 プロジェクト管理者 
プロジェクトの設定は、画面、グローバル設定、リソースを一目で把握し、 

管理するウィンドウです。 

2 オブジェクトリスト 現在開いている画面に登録されたすべてのオブジェクトをリストの形式で表示します。 

3 プロパティ 

画面に登録されて選択されたオブジェクトのプロパティを示します。 

何も選択されていない状態では画面のプロパティを示します。 

同じ種類のオブジェクトを複数選択してプロパティを一括で変更することができます. 

4 ユーザライブラリ 
ユーザーがオブジェクトと画面を登録して、必要なプロジェクトを簡単に追加することがで

きるライブラリです。これはフォルダ別に区分して管理することができます。 

 



90 CHAPTER 2 -GX8 Design Studio 開始 

 

2.4.4 ステータスバー 

 

GX8 Design Studioの下部に、プロジェクトの状態を表すバーです。 

プロジェクトに設定されたモデルとPLC名を表示し、作業の状態をお知らせします。 

マウスが移動するときにカーソルの座標を表示し、編集画面を拡大したり、縮小する機能があります。 

 

2.5 ショートカットキーのリスト 

 

上位メニュー 下位メニュー ショートカットキー 

[ファイル]メニュー 

新しいプロジェクト Ctrl+N 

テンプレートの作成 Shift+Ctrl+N 

テンプレートのインポート Shift+Ctrl+O 

オープン Ctrl+O 

保存 Ctrl+S 

別名で保存 Shift+Ctrl+S 

プリント Ctrl+P 

閉じる Alt+F4 

画面を閉じる Ctrl+F4 

[プロジェクト]メニュー 

グローバル設定 - アラーム Ctrl+Alt+A 

グローバル設定 - ログ Ctrl+Alt+L 

グローバル設定 - レシピ Ctrl+Alt+R 

グローバル設定 - 多言語 Ctrl+Alt+S 

グローバル設定 - スクリプト Ctrl+Alt+C 

グローバル設定 - シンボル Ctrl+Alt+Y 

グローバル設定 - セキュリティ Ctrl+Alt+E 

グローバル設定 - 通信ブロック Ctrl+Alt+B 

プロジェクト - プロパティ Ctrl+Alt+P 

画面メニュー 

画面の作成 - 基本 Ctrl+B 

画面生成 - Windows Ctrl+W 

画面の作成 - フレーム Ctrl+F 

画面 - 前 PageUp 

画面 - 次 PageDown 

画面 - スクリプト Ctrl+Alt+T 

画面 - 削除 Alt+D 

画面 - 閉じる Alt+C 

画面 - 画面のプロパティ Alt+N 

マスター画面 - 編集 Alt+E 

マスター画面 - 使用 Alt+U 

フレーム画面 - 1 Shift+Ctrl+1 

フレーム画面 - 2 Shift+Ctrl+2 

フレーム画面 - 3 Shift+Ctrl+3 

フレームの画面 - 4 Shift+Ctrl+4 

フレームの画面 - フレームを削除 Shift+Alt+O 

フレーム画面 - フレーム編集 Shift+Alt+E 

編集メニュー 

実行 – キャンセル Ctrl+Z 

実行 - 繰り返し Ctrl+R 

クリップボード - コピー Ctrl+C 

クリップボード - 複数のコピー Ctrl+T 
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クリップボード - 貼り付け Ctrl+V 

クリップボード - 貼り付け（同じ位置） Shift+Ctrl+V 

クリップボード – 切り取り Ctrl+X 

グループ - グループ Ctrl+G 

グループ - グループ解除 Ctrl+U 

回転 - 左 Ctrl+, 

回転 - 右 Ctrl+. 

回転 - キャンセル Ctrl+/ 

整列 - 左備え Shift+Ctrl+Left 

整列 - 中間備え Shift+Ctrl+M 

整列 - 右備え Shift+Ctrl+Right 

整列 - 中央揃え Shift+Ctrl+C 

整列 - 下揃え Shift+Ctrl+Down 

整列 - 上揃え Shift+Ctrl+Up 

整列 - 水平方向の間隔と同じに Shift+Ctrl+Z 

整列 - 垂直方向の間隔と同じに Shift+Ctrl+E 

整列 - 画面中央揃え Shift+Ctrl+R 

整列 - 画面の中央揃え Shift+Ctrl+I 

整列 - 最大幅で調整 Shift+Ctrl+B 

整列 - 最小の幅で調整 Shift+Ctrl+T 

整列 - 最大の高さに合わせ Shift+Ctrl+G 

整列 - 最小の高さに合わせ Shift+Ctrl+L 

整列 – 最前部へ Ctrl+Home 

整列 – 最後部へ Ctrl+End 

整列 – 前へ Home 

整列 – 後ろへ End 

ポップアップ – 全体選択 Ctrl+A 

ポップアップ – 同じタイプの選択 Shift+Ctrl+A 

ポップアップ - 削除 Delete 

ポップアップ - 対称 - 縦対称 Alt+, 

ポップアップ - 対称 - 横対称 Alt+. 

ポップアップ - オブジェクトのリストを表示 Shift+Enter 

グリッド表示 Ctrl+Alt+F2 

編集オプション -  SnapObj Ctrl+Alt+O 

編集オプション -  SnapGrid Ctrl+Alt+G 

編集オプション - メイン画面描画 Ctrl+Alt+D 

編集オプション - オプションの設定 Shift+O 

フォント - 太字 Alt+B 

フォント - 斜体 Shift+Alt+I 

フォント - 下線 Shift+Alt+U 

フォント - 複列 Shift+Alt+S 

フォント - 左並べ替え Shift+Alt+L 

フォント - 中央並べ替え Shift+Alt+C 

フォント - 右並べ替え Shift+Alt+R 

フォント - 上並べ替え Shift+Alt+T 

フォント - 中間並べ替え Shift+Alt+M 

フォント - 下並べ替え Shift+Alt+B 

次の要素 F5 

前の要素 F6 

作業取り消し Esc 
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Snap Move Up Ctrl+Up 

Snap Move Down Ctrl+Down 

Snap Move Left Ctrl+Left 

Snap Move Right Ctrl+Right 

上部の寸法調整 Shift+Up 

下部の寸法調整 Shift+Down 

左の寸法調整 Shift+Left 

右の寸法調整 Shift+Right 

Snap Move Space 

Modify Text F2 

表示メニュー 

ドッキングウィンドウ - プロジェクト管理 F7 

ドッキングウィンドウ - リストウィンドウ F8 

ドッキングウィンドウ - プロパティウィンドウ F11 

ドッキングウィンドウ - ユーザのライブラリ F3 

ヒント - ヒントを表示 Ctrl+H 

拡大/縮小 - 縮小 Ctrl+- 

拡大/縮小 - 基本ズーム Ctrl+0 

拡大/縮小 - 拡大 Ctrl+= 

ヒント - ヒントの設定 Ctrl+Alt+H 

最小化 Alt+[ 

最大化 Alt+] 

階段式 Shift+[ 

整列の目状 Shift+] 

全て閉じる Ctrl+Alt+F4 

ツールメニュー 

ツール - アドレス/オブジェクト検索 Ctrl+F2 

ツール - アドレス変換 Ctrl+F3 

ツール - 画面の管理 Ctrl+F5 

ツール - 画面のプレビュー Ctrl+F6 

ツール - プロジェクトの画像管理 Ctrl+F7 

ツール – イメージライブラリ Ctrl+F8 

ツール - 修復ディスクの作成 Ctrl+F9 

送信メニュー 

送信 - 仮想運転の実行 F12 

送信 - プロジェクトのビルド F9 

送信 - ダウンロード Alt+F10 

送信 - アップロード Alt+F11 

送信 - 接続設定 Alt+F12 

ヘルプメニュー 

ヘルプ - オンラインアップデート Alt+F3 

ヘルプ - ヘルプ F1 

ヘルプ - 製品情報 Shift+Ctrl+F2 

レイアウト 

メニューの活性化 Ctrl+1 

プロジェクト管理の活性化 Ctrl+2 

オブジェクトリストの活性化 Ctrl+3 

プロパティの活性化 Ctrl+4 

ユーザライブラリの活性化 Ctrl+5 

画面編集の活性化 Ctrl+6 

ドッキングウィンドウ 

ダイアログ開く Ctrl+Enter 

プロジェクト - プロパティ Alt+P 

画面 Alt+S 
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リソース Alt+R 
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CCHHAAPPTTEERR  33  --  フファァイイルルメメニニュューー  

 

[ファイル]メニュー]は、新しいプロジェクトを作成して保存する機能です。 

また、保存されたプロジェクトファイルを開いたり閉じたり、多数のプロジェクトを追加して開くことができます。 

 

 

[図.ファイルメニュー] 

 

3.1 新プロジェクト (Ctrl + N)  

 

プロジェクトと画面を新たに生成したり、既存のプロジェクトを読み込んで開くことができます。 

[Fileメニュー]から[新規プロジェクト]メニューを選択すると[プロジェクトウィザード]画面が表示されます。. 

 

3.1.1 新プロジェクトの作成 

 

新しいプロジェクトを作成します。 

 

 

 [図.新プロジェクトの実行] 
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(1) 製品モデルの選択 

 

[プロジェクト名]は自動的に一時的な名称である[NewProject]と指定されるが、NewProjetを削除し、別名を入

力できます。名称を入力して、下の部分にGX8のシリーズを選択する画面が表示されます。選択されたシリーズ

に対応するGX8モデルを選択します。 

 

 

[図.製品モデルの選択] 

 

No メニュー 説明 

1 プロジェクト名 プロジェクト名を指定します。 

2 モデルの選択 
製品シリーズを選択した後、該当するシリーズのモデルで使用する製品を選択します。 

一部のシリーズはディスプレイ部とプロセス部を別々に選択します。 

3 前面/後面の個別選択 GX8Rシリーズの場合、ディスプレイ部とプロセス部を個別に選択可能です。 

4 画面の向き 画面を横方向/縦方向の中から選択し、作業することができます 

5 製品仕様 選択したモデルの情報を表示します。 

 

タッチモデルと画面の向きを選択し、[次へ]ボタンを押すと、通信設定の画面が表示されます。 

 

(2) 通信設定：PLC追加 

 

GX8と接続コントローラ（PLC）を設定します。 

[通信設定]はここでは設定せず[プロジェクトの設定]メニューから後で設定できます。 

あとから設定する場合は[完了]ボタンをクリックします。 
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ここで通信設定をするためには[COM1/ COM2/ COM3（一部のモデル）/ Ethernet]中からコントローラ（PLC）

と接続されたポートを選択し、[追加]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.通信設定] 

NO メニュー 説明 

1 追加 PLCを追加します 

2 変更 選択したPLCの他のPLCに変更します。 

3 削除 選択したPLCを削除します。 

 

ポートを選択して、[追加]ボタンを押すと次のようにPLCの種類を選択する[デバイスの選択]画面が表示されます。

PLCのメーカーを選択し、モデル（シリーズ）を選択した後に[次へ]ボタンをクリックします。 

[検索]で、コントローラを検索することができます。 

 

 

[図.PLCの追加1] 
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PLCの名前を入力して、選択したPLCによっての詳細設定をします。 

 

 

[図.PLC追加2] 

 

PLCの設定部分では以下の3つの項目を設定します。 

 

NO メニュー 説明 

1 別名 別名は PLCのユーザー名で画面構成時にこの名前でアドレス設定をします。 

2 インターフェース 
PLCの通信方式を選択します。 

たとえば、CPU直結で通信するのか、通信カードを使用するかなどを選択します。 

3 プロトコル 
コントローラがサポートしているプロトコルが複数の場合は、選択したPLCのプロトコルタイプを選択

します。 

4 
文字列の 

保存モード 

 

 

 

コントローラごとにメモリに文字列を保存する順序が異なります。 

異なる文字列の処理に対応できるように保存順序の設定ができます。 

文字1つは1byteです.  

 

文字列の[データの保存手順]は[First/ Last]の中から選択します。 

Firstは最初に入力した文字が最初にアドレスから入ることで、 

「ABCDEFGH」入力時 - >「ABCDEFGH  」で入力がされます。 

Lastは「ABCDEFGH」入力時 - >「  ABCDEFGH」と入力がされます。 

（ワード内のバイト順序：HL、ダブルワード内のワード順序：HLと仮定） 

 

[ワード内のバイト順序]では、HはHigh（上位バイト）、LはLow（下位バイト）を意味します。 

[HL]は、ABCDEFGH入力時 - > ABCDEFGHと入力されます。 

[LH]は、ABCDEFGH入力時 - > BADCFEHGと入力されます。 

 

[ダブルワード内のワードの順序]ではHはHigh（上位ワード）、LはLow（下位ワード）を意味します。 
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[HL]は、ABCDEFGH入力時 - > ABCDEFGHと入力されます。 

[LH]は、ABCDEFGH入力時 - > CDABGHEFと入力されます。 

 

次に、通信オプションの項目を設定します。 

 

NO メニュー 説明 

1 TimeOut GX8が選択したPLCへデータを送信し、応答があるまで待つ時間（TimeOut）です。 

2 SendWait 

GX8がPLCにデータを送信するときに設定された時間（SendWait）を待ってから通信します。 

デフォルト値は0です。 相対的にコントローラ（PLC）の通信能力が低いか、 

スキャンが遅い場合、3〜10程度に設定するとGX8の動作がより速くなることがあります。. 

3 Retry 通信エラー時、再試行する回数です. 

 

(3) 通信設定：PLC変更 

 

設定されたPLCを他のPLCに変更します。変更するPLCを選択した後、[変更]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.PLC変更 1] 

 

次のように、[デバイスの選択]画面が再び表示され、他のPLCに変更できます。 

 

 

[図.PLC変更2] 
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(4) 通信設定：PLCの削除 

 

削除するPLCを選択した後、[削除]ボタンをクリックします。削除の確認メッセージで[Yes]を押すと、該当する

PLCが削除されます。 

 

 

[図.PLCの削除] 

 

3.1.2 既存のプロジェクトを開く 
 

[プロジェクトを開く]メニュー、または[最近のファイル]メニューを使用して既存に作成されたプロジェクトフ

ァイルを開くことができます。 

 

(1) ファイルエクスプローラを使用して、プロジェクトを開く 

 

 ボタンを押すと、[開く]画面が表示されます。プロジェクトが保存されたルートを検索して、読み込むプロ

ジェクトファイルを選択して、[開く]ボタンを押すとそのプロジェクトが開かれます。 

 

 

[図. 開く] 

 

GX8プロジェクトファイルの拡張子は[*.TDS]です。しかし下図のように拡張子を変更すると、TDSファイルだけ

ではなく旧ソフトウェア（XDesignerPlus）で作成したファイル（*.DPX、*.DPX4）ファイルも読み込むことがで

きます。 
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旧型プログラムである[*.DPX、*.DPX4]ファイルを読み込み、再度[*.TDS]ファイルとして保存することによって

GX8 Design Studioファイルに変換され、GX8製品に送信したり、編集することができます。 

 

(2) 最近のファイルを利用して、プロジェクトを開く 

 

最近GX8 Design Studioで開いたり、作業したファイルは最近のファイルにリストされています。 

リストは、それぞれのファイルの経路と一緒に最初のメイン画面に表示されていて簡単に検索できます。 

 

最近のファイルリストにあるファイルを開くときには該当リストを[ダブルクリック]、または選択して、[完了]

ボタンを押すと選択したプロジェクトが開きます。 

 

 

[図.最近のファイルでプロジェクトを開く] 
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3.2 テンプレートの作成  

 

似たような形式の作画プロジェクトが多い場合にはテンプレートを利用して簡単で迅速に作画を作成することが

できます。テンプレートは作画プロジェクトの基本的な枠組みを意味します。現在持っている一つの完成した作

画プロジェクトを同様に変更して頻繁に使用する場合にはテンプレートを作成しておきます.  

 

作画プロジェクトを作成するときに、最初から作成するのではなく、既存に作成したテンプレートを開けて補完

し、実際に使用する作画プロジェクトを作るということです。テンプレート機能はテンプレートの作成と、テン

プレートの読み込みに分類されています。テンプレートの作成は、現在開いているプロジェクトを利用してテン

プレートを作成する機能であり、テンプレートの読み込みは生成されたテンプレートをGX8 Design Studioで開

いて新しいプロジェクトを作成する機能です。 

 

 

[図.テンプレートの生成] 

 

[テンプレートの生成]を実行すると上の図のような画面が表示されます。 

[テンプレートの生成]は[テンプレートの作成] - [画面コピー] - [アドレス変換] - [マクロ]の4段階になっています。 

3.2.1 ステップ 1 : テンプレートの生成 

 

  

[図.ステップ1：テンプレートの作成] 
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メニュー 説明 

開く 

プロジェクトファイル（*.TDS）を呼び出します。 

GX8 Design Studioでの作画が開いた状態でテンプレートの作成メニューを実行した場合には 

開いているプロジェクトでテンプレートが生成されます。 

テンプレート名 
基本的に作画プロジェクト名の後ろに[_Template]が付けられます。 

名前は変更することができます。 

テンプレートのプレビ

ュー画面 
画面を変更してテンプレートの代表画面を設定することができます。 

画面 登録された各画面の数が表示されます。 

グローバル設定 グローバル設定の内容の中で使用可否およびリストの数が表示されます. 

PLC 
設定されたPLCの内容が表示されます。 

チャンネル：通信ポート、モデル：PLCのモデル、局番、1：N通信可否などを表示します。 

 

テンプレートの生成をキャンセルするため、[キャンセル]ボタンをクリックし、次のステップに進むためには[次

へ]ボタンをクリックします。 

 

3.2.2 ステップ 2 : 画面のコピー 

 

選択した画面を複数にコピーすることができます。 

 

 

[図.ステップ2：画面のコピー] 

 

左下の[画面のリスト]で複数のコピーする画面を選択します。画面を選択すると右側の[メイン画面]に対応す

る画面のイメージが表示され、[メイン画面]上に[追加]ボタンが活性化されます。[スタート画面番号/番号の

増加/数]を設定した後、[追加]ボタンを押すと選択した画面の複数のコピー内容が画面コピーのリスト]に追加

されます。 

 

メニュー 説明 

スタート

画面番号 

画面のリストから選択した画面コピーの最初の画面番号です。現在[画面のリスト]にある既存の画

面番号と重複しないように注意して設定します. 

番号の増加 
コピーの増加数の単位です。 

増加の単位が1であれば、画面番号が10、11、12、......のように1ずつ増加します。 

数 コピーの数を設定します. 
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3.2.3 ステップ3：アドレス変換 

 

アドレスブロックを生成します。アドレスブロックは同じ画面、同じアドレスのみの場合に生成することができ

ます。同じアドレスで囲んでおくと、一度にアドレスの変換ができます。リストをダブルクリックすると、どの

ようなオブジェクトなのかポップアップ画面で確認することができます。 

 

 

[図.ステップ3：アドレス変換] 

 

(1) アドレス変換の表示 

 

アドレスブロックを設定したアドレスのみリストに表示されます.  

 

(2) タイプ/位置 

 

タイプと位置を指定してプロジェクトのすべてのアドレスを表示したり、タイプ別、位置別に分けて表示するこ

とができます。タイプは画面種類、グローバル設定の種類ごとに指定することができます。 

位置は、全体あるいは一つの位置のアドレスにのみに指定できます.  

 

 

[図.タイプリスト] 

 

(3) 初期化 

 

現在までのブロックの設定内容を初期化して、最初の状態に戻します。 

 

(4) アドレスブロックの自動 

 

全体のアドレスについて自動的にブロックを生成します.    
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(5) アドレスのブロック生成 

 

手動でアドレスブロックを生成します。 

No メニュー 説明 

1 タイプ 位置の種類、グローバル設定の種類を表示します。 

2 位置 位置の番号と位置の名前を表示します。 

3 オブジェクト名 オブジェクトの名前を表示します。（）内の数値は、IDを意味します。 

4 アドレス オブジェクトに使用されたアドレスを表示します。 

5 ビット アドレスの長さをビット単位で表示します。 

6 オフセット ブロックと該当アドレスの差を表示します。 

7 メモ ブロックに設定したリストにメモを記録することができます。 

8 ブロック 

ブロックが設定されると、[REMOVE ALL]ボタンが生成されます。このボタンを押すとブ

ロックが削除されます。ブロックに指定されていないリストは[REMOVE]ボタンになって

います。このボタンを押すとその項目が削除されます 

 

3.2.4 ステップ4：マクロ 

 

同じ画面に図形やタグを選択して、多重にコピーをすることができます。 

[追加]ボタンを押すと、[オブジェクトの選択]画面が表示されます。 

 

[図.ステップ4：マクロ] 

No メニュー 説明 

1 番号 順番にカウントされるオブジェクトの数です。 

2 タイプ 画面の種類、グローバル設定の種類を表示します。 

3 画面の名前 画面の番号と画面の名前を表示します。 

4 オブジェクトタイプ オブジェクトのタイプを表示します。 

5 ID オブジェクトのIDを表示します。 

6 キャプション オブジェクトのキャプションを変更します。該当のセルをダブルクリックし修正します。 

7 数 コピーする数を設定します。該当のセルをダブルクリックし修正します。 
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8 削除 ボタンを押して登録したオブジェクトを削除することができます 

タイプと画面を選択すると、該当の画面が下図のように表示されます。その画面でコピーする図形やタグを選択

し、下段の[確認]ボタンをクリックします。 

 

 

[図.オブジェクトの選択] 

 

これにより、マクロ画面に選択したオブジェクト（図形、タグ）がリストに追加されます。追加後、リストから

キャプション、コピー数を変更することができます。ステップ4：マクロの設定が終了したら[完了]ボタンでテ

ンプレートの作成を完成します。テンプレートファイルは[*.tml]の拡張子をもち、次のルートに保存されます。 

 

3.3 テンプレートのインポート 

 

保存されたテンプレートファイル[*.tml]を読み込み、実際に使用する作画プロジェクトを作成します。 

 

[図. テンプレートの読み込み] 

 

3.3.1 ステップ1：テンプレートロード 

 

[ファイル] - [テンプレートの読み込み]メニューを実行すると、上記のような画面が表示されます。 

他のPCにあるテンプレートファイルをコピーして上記のルートに入れるとテンプレートの読み込みができます。 

不要なテンプレートファイルは上記のルートから削除できます。 

テンプレートのリストからテンプレートファイルを選択すると右側に[プロジェクト情報]が表示されます。 

[次へ]ボタンでステップ2へ進みます。 
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3.3.2 ステップ2：画面のコピー 

 

テンプレートの読み込みの[ステップ2：画面コピー]はテンプレートの作成プロセスの[ステップ2：画面コピー]

と同じです。テンプレートの画面中にコピーする画面を指定してコピーする流れです。このときに一つの画面で

複数の画面を同時に生成するマルチコピーが可能です。.  

 

3.3.3 ステップ3：アドレス変換 

 

テンプレートの作成の[ステップ3：アドレス変換]では同じ画面に、同じアドレスを使用したオブジェクトをブ

ロックにして置きました。このブロックのアドレスを設定するステップです。 

どのようなオブジェクトであるかはポップアップ画面で確認できます。 

 

 

[図.ステップ3：アドレス変換] 

 

(1) タイプ/画面 

画面タイプ/グローバル設定の種類は、各画面に応じて分類しリストの確認ができます。 

 

(2) アドレス変換の表示 

アドレスブロックを設定したアドレスのみ、リストに表示します。 

 

(3) 変換タイプ 

アドレス完成方式はオフセット方式と自動増加方式があります。 

オフセット方式は、リストのオフセットコラムに設定した分アドレスを増加させる方式です。 

自動増加方式は増加値の入力分、つまりすべてのブロックのアドレスを増加させる方式です。 

 

(4) 初期化 

アドレス変換した内容を初期化します。 

 

(5) 全体適用 

一括適用ボタンを押すと、アドレス完了方式の設定に応じてリストのアドレスを変更します。 

また、リストからグループの[New Address ID]の部分をダブルクリックして直接アドレスを修正した場合でも該

当ブロックのすべてのアドレスに適用してくれます。 
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No メニュー 説明 

1 Type 画面種類、全域設定の種類を表示します。 

2 Location 画面の番号と画面の名前を表示します。 

3 PLC PLCの名前を表示します。 

4 Tag Name タグの名前を表示します。括弧内の数値はIDを意味します。 

5 Address ID タグに使用されたアドレスを表示します。 

6 Bit アドレスの長さをビット単位で表示します。 

7 Offset ブロックと該当アドレスの差を表示します。 

8 New Address ID 

変更されたアドレスを表示します。ダブルクリックして、グループと各オブジェクトのアドレスを

変更することができます。間違ったアドレスに変更されると、赤で表示され、[次へ]ボタンを押す

と、警告メッセージを表示します。 

9 Memo メモが表示されます。 

10 Apply 
Applyボタンを押すと、そのブロックのアドレスがアドレスの増加方式によって変更されグループの

アドレスによってグループ内のすべてのオブジェクトに変更されたアドレスを適用します。 

 

[次へ]ボタンでステップ4：複数のコピーに移動します。  

 

3.3.4  ステップ4：マルチコピー 

 

テンプレートの作成の[ステップ4：マクロ]で登録したオブジェクトをリストに表示します。各リストの[EDIT]ボ

タンを利用しオブジェクトのプロパティを変更することができます。各リストから[Count]、[Address 

Increment]を利用して、マルチコピーすることができます。 

 

 

[図.ステップ4：マルチコピー] 

 

[完了]ボタンを押して、選択したテンプレートをベースにしたプロジェクトを作成します。 

 

No メニュー 説明 

1 No 順番でつけられるオブジェクトの番号です。 

2 Type 画面種類、全域設定の種類を表示します。 
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3 Screen Name 画面の番号と画面の名前を表示します。 

4 Object Type オブジェクトの種類を表示します。 

5 ID オブジェクトのIDを表示します。 

6 Caption 
オブジェクトのキャプションを変更します。そのセルをダブルクリックすると、修正が可能

です。 

7 Count コピーする数を設定します。そのセルをダブルクリックすると、修正が可能です。 

8 Address Increment マルチコピー時のアドレスの増加値を設定します。ダブルクリックすると修正が可能です。 

9 Option [EDIT]ボタンを押して、オブジェクトのプロパティを変更することができます。 

 

3.4 開く (Ctrl + O) 

 

既存のプロジェクトを開きます. 

 

 

[図.開く] 

 

作画プロジェクトの拡張子名は自動的に [*.TDS] で指定されています。拡張子を古いソフトウェア

（XDesignerPlus）で作成されたファイル（*.DPX、*.DPX4）に変更すると、古いプロジェクトファイルでも読み

込むことができます。ファイルを選択した後、[開く]ボタンをクリックすると、プロジェクトをロードします。 
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3.5 保存 (Ctrl + S) 

 

現在、開いているプロジェクトを保存します。プロジェクトがファイルに既に保存されている場合にはそのファ

イルに変更された内容を保存します。 

プロジェクトがファイルに保存されていない場合は[名前を付けて保存]画面が現れ、保存経路とファイル名を指

定して保存します。 

 

 

[図.プロジェクトの保存] 

 

ファイルの経路を指定し、ファイル名を入力します。 基本的に[ファイル名]は [NEWPROJECT.TDS]で指定され

る、また希望する名前で入力することもできます。作画プロジェクトの拡張子名は[*.TDS]です。[保存]ボタンを

押すと、保存されます。 

 

3.6 名前を付けて保存 (Shift + Ctrl + S) 

 

現在開いているプロジェクトを別名で保存します。 

既に保存されたファイルではなく、別名の新しいファイルを作成して保存したいときに使用します。[名前を付

けて保存]を実行すると、[名前を付けて保存]の画面が表示され、新たに保存場所とファイル名を指定して保存し

ます。[名前を付けて保存]の画面でのファイル名とファイルの場所は既存のファイル情報に指定されていますが、

新しいファイルの保存場所と、新しいファイル名を指定します。 

[保存]ボタンを押すと別名で保存されます。 

 

 



110 CHAPTER 3 -ファイルメニュー 

 

[図 名前を付けて保存] 

3.7 プリント/プロジェクト仕様出力(Ctrl + P) 

 

プロジェクトの内容を印刷します。[印刷]を実行すると、[レポート]画面が表示されます。[レポート]画面でリス

トにある内容を[SAMPLE]に表示される形式に応じて印刷したり、編集して印刷することができます。 

 

3.7.1 印刷項目 

 

印刷できる内容はシステム情報/グローバル設定/画面情報/アドレス情報です。 

 

 

[図.プリント] 

 

No 印刷 説明 

1 システム情報 システム全体の情報を印刷します。 

2 HMIの情報 設定されたGX8の情報です 

3 デバイス情報 設定されたPLC（コントローラ）の情報です。. 

4 プロジェクト [プロジェクトの設定]で設定されたプロジェクトの情報です。 

5 地域設定 全体グローバルの情報を印刷します。 

6 ログ ログ設定内容です。 

7 警報 警報の設定内容です。 

8 レシピ レシピ設定内容です。 

9 シンボル シンボル設定内容です。 

10 スクリプト スクリプトの内容です。 

11 文字列テーブル 文字列テーブルの設定内容です。 

12 セキュリティの設定 パスワードの設定内容です。 

13 画面情報 全体画面を印刷します。 

14 メイン画面 メイン画面です。 

15 ウィンドウの画面 ウィンドウの画面です。 

16 アドレス情報 プロジェクトで使用したアドレスのリストを印刷します。 
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3.7.2 オプション 

 

印刷オプションを設定する部分です。 

 

(1) ログの印刷オプション 

 

[図.ログの印刷オプション] 

 

オプション 説明 

標準スタイル ログ設定の内容を標準スタイルで印刷します。 

詳細 ログ設定の内容の詳細を印刷します。. 

    

サンプルをクリックするとプレビューができます。 

 

(2) セキュリティの設定 

 

[図.セキュリティの設定オプション] 

 

オプション 説明 

セキュリティの設定 プロジェクトのセキュリティを印刷します。 

メイン画面のセキュリティ プロジェクトのメイン画面のセキュリティ設定を印刷します 

 

(3) 画面情報 

画面情報にはメイン画面とウィンドウ画面の種類があります。 

 

 

[図.画面情報] 

 

オプション 説明 

標準スタイル プロジェクトの画面を標準スタイルに設定します。 

詳細 プロジェクトの画面を詳細に設定します 

リスト表示 プロジェクトのリスト表示を設定します。 

 

サンプル表示をクリックすると プレビューすることができます。 

 

(4) アドレス情報 

 

 

[図.アドレスの印刷オプション] 
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オプション 説明 

標準スタイル 使用したアドレスのリストを印刷します. 

詳細 使用したアドレスのリストを印刷するとき、アドレスが使用されたタグのIDと名前を印刷します。 

Screen 

印刷するアドレスリストの画面の範囲を選択します。 

 

 

 

[ALL]は、プロジェクトで使用されたすべてのアドレス、[ALL SCREEN]は、画面で使用したすべての

アドレス、[GLOBAL]はグローバル設定で使用したすべてのアドレスのことです。一つの画面で使用し

たアドレスのリストだけを印刷する場合はその画面を選択します。 

Device 

印刷するアドレスの種類を選択します。 

[ALL]はすべてのアドレス、[HMI]はGX8の内部アドレス、[PLC]はPLCアドレスのことです。 

 

 

 

3.7.3 サンプル表示 

 

印刷するリストを設定した後、[サンプル表示]を押すと印刷する内容を見ることができます。 

 

3.7.4 プレビュー 

 

[レポート]画面の左側のリストから印刷するリストをチェックした後、下部の[プレビュー]ボタンをクリックし

ます。チェックした項目で構成された[プレビュー]画面が新しく現れ、印刷されるファイルがプレビューされま

す。[プレビュー]画面で印刷フォーマットを設定し、[プレビュー]の内容を編集することができます。 

また、現在のプレビュー画面を保存したり、保存したプレビューファイルを読み込むことができます。 

 

 

[図.プレビュー] 

 

[プレビュー]画面で、印刷ボタンを押すと、印刷することができます。  
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ツールバー 説明 

 

現在のプレビューファイルを印刷します。 

 

保存されたプレビューファイル[*.fp3]を読み込みます。 

 

プレビューファイルを保存します。ファイルの拡張子は、[*.fp3]です。 

 

他のファイル形式でExportます。Exportができるファイルの種類は次のとおりです。 

 

 

 

 

[検索]機能です。Text（単語）を入力し、[OK]ボタンを押すと検索されます。[検索オプショ

ン]で[Search from beginning]は[最初から検索]オプションであり、[Case sensitive]は 

[大文字と小文字の区別する]オプションです。 

 

 

 

 

[拡大/縮小]機能です。プレビュー画面を拡大したり、縮小するときに使用します。（+）ボ

タンは25％ずつ拡大、（ - ）ボタンは、25％ずつ縮小します。 

拡大/縮小率を直接入力することもできます. 

 

[Full Screen]機能です。プレビュー画面を全画面で表示するときに使用します。 

[Full Screen]画面から元のプレビュー画面に戻るにはマウスの右のボタンからポップアップ

メニューを表示します。ポップアップメニューから[Full Screen]メニューを押すとプレビュ

ー画面に戻ります. 

 

[ページ設定]です。 

[Size]は、印刷用紙の設定します。 

[Orientation]は、用紙の向きで、横/縦から選択します。[Margins]は余白を設定します。 

[Other]で[Apply to the current page]は現在ページの印刷で、 

[Apply to all pages]は全体ページの印刷です。 

 

 

 

ページ移動ボタンでページを移動します。また、現在のページの番号を表示します。 

 

プレビュー画面を終了します。 
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3.8 閉じる (Alt + F4) 

 

GX8 Design Studioのプログラムを終了します。 

メニューから[ファイル]-[閉じる]を選択するか、GX8 Design Studio画面右上の閉じる[X]ボタンをクリックしま

す。 

 

   

[図.[X]ボタンで終了] 

 

開いているプロジェクトに変更がある場合、プロジェクトでは終了する際に保存するか、しないかの確認メッセ

ージが表示され、保存してからプログラムが終了します. 

 

[図.閉じる確認メッセージ] 

 

3.8.1 復元ダイアログ 

異常な状況でプロジェクトが終了した場合、TDSではプロジェクトの内容を5分ごとに自動バックアップしていま

すので、以前のプロジェクトファイルは完全にはなくなりません。ただし、バックアップ前のプロジェクトが正

常に動作する必要があります。自動保存でのバックアップファイルがない場合にはデータの復元は不可能となり

ます。次の図は異常終了した際、再びTDSを実行すると表示されます。  

 

` 

 

[図.復元ダイアログ] 

 

復元ダイアログボタン 説明 

別名で保存して開く [S] 以前のプロジェクトを別名で保存してからプロジェクトを実行します。 
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復元して開く [R] 以前のプロジェクトを復元し開きます。 

バックアップデータの無視 [I] バックアップデータを無視して、新しいプロジェクトをスタートします。 
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CCHHAAPPTTEERR  44  --  ププロロジジェェククトトのの  メメニニュューー  

 

[プロジェクト]メニューを説明します。 

[プロジェクト]メニューには全域設定の[警報/ログ/レシピ/文字列/スクリプト/シンボル/セキュリティ/通信ブロック/日程

/メッセージの送信/ロールプリンタ]と[プロジェクトのプロパティ]機能があります. 

 

 

   [図.プロジェクトのメニュー] 

 

4.1 警報 

 

警報（alarm）は機器で発生する様々な問題/警告のリストです。 

[警報]で警報リストを作成し、[警報ビュー]オブジェクトで発生/解除された警報データを表示します。 

 

一つの[警報]は[警報条件]と[警報内容]で構成されています。 

[警報条件]を満たすと該当の警報が発生します. 

 

[プロジェクト]-[警報]画面では、[警報]リストを作成して警報に関連する設定をします。 

[警報]メニューを実行すると下記のような画面が表示されます。  

 

 

[図.警報画面] 

 

警報画面の上部には[ボタン]と[メモリ表示]の部分があり、左側には[ブロック/グループ]のリストと[グローバル

警報スクロール]の設定部分があります。右側には[ブロック/グループ]リストから選択したブロック/グループの

設定画面が表示されます。 

[ブロック]に[グループ]を追加し、右側で選択したグループに属する[警報リスト]を作成します。 



CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー  117 

 

4.1.1 ブロックとグループの追加/削除  

 

警報は[ブロック]と[グループ]に分類されます。ブロックはグループの上位の分類となります。 

ブロックは最大16個まで作成可能で、一つのブロックには最大64個のグループを作成することが可能です。1つ

のグループでは最大5,000個の警報のリストの作成ができます。 

 

 

  [図.最大ブロック数] 

 

 

[図.最大グループ数] 

 

下の図のように、警報画面の上部のボタンを利用してブロックとグループを追加/削除します。 

 

 

[図.ブロック/グループの追加] 

 

No 警報 説明 

1 ブロック追加 
新しいブロックを追加します。プロジェクト生成時にBlock1は自動で生成されます。 

[ブロックを追加]ボタンを押すとブロック番号が順次に付けられブロックが追加されます。  

2 ブロック削除 選択したブロックを削除します。 

3 グループ追加 
選択されたブロックにグループを追加します。 

生成されたグループのIDはID：1、ID：2、ID：3、...のように順次に付けられます。 

4 グループ削除 選択したグループを削除します。 

 

ブロックとグループを追加すると、左上の[ブロックとグループリスト]の画面で追加されたブロックとグループ

情報を一目で見ることができます。  

 

 

[図.ブロックとグループのリスト] 

 

ブロックはブロック番号、ブロックの種類（警報/イベント）、メモリ容量、使用可否を表示します。 

グループはグループID、使用状態、グループ名、警報の数を表示します.  
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4.1.2 ブロックの設定 

 

左上の[ブロックとグループリスト]でブロックを選択すると、右側に選択したブロックの設定内容が表示されま

す。選択したブロックの[ブロック情報/バックアップ設定/カラムフォーマット]を設定します。  

 

 

[図. ブロックの設定] 

 

(1) ブロックの設定 

 

ブロック情報の詳細は、次のとおりです。 

No ブロック情報 説明 

1 ブロック番号 

ブロックが生成されるとき、1番から順番に付けられる番号のため変更することができません。 

Block1、Block2がある状態で、新しいブロックを追加すると、Block3 が生成されます。そして

Block1、Block2、Block3がある状態で、Block2を削除して、新しいブロックを追加すると、

Block4ではなくBlock2が生成されます。 

2 使用 

ブロックの使用状態を設定します。チェックしていなければ、そのブロックはプロジェクトの送

信時には除外され動作しません.  

つまり、ブロックの[警報/イベント]が発生しても発生詳細が保存されたり、表示されません。 

3 種類 

ブロックの種類を[警報/イベント]の中から選択します。 

[警報]は[発生/解除時]の両方を記録し[イベント]は[発生時]のみを記録をします。  

 

つまり、警報は[発生時間/警報内容/解除時間/作業者の確認時間]も記録できますが、イベントは

[発生時間/イベント内容]のみに記録します。 

したがって、警報の場合は、[警報ビュー]オブジェクトの[警報タイプ]が[現在の警報/警報履歴]か

ら選択して確認することができますが、イベントには警報タイプの区別がありません。  

4 
文字列 

タイプ 

警報内容の入力方法を選択します。[一般/多言語テーブル]の中から選択します。 

 

[一般]は警報内容を直接入力し登録します。 

[多言語テーブル]は警報の内容を多言語テーブルに登録された文字列により登録します。 

[多言語テーブル]を選択した場合は、右上の[言語の選択]では、警報内容を編集するときに表示さ

れる言語テーブルを選択します.    

 

 

(多言語テーブルは、Chapter4.4の文字列を参照してください) 

5 保存タイプ/ ブロックでの使用メモリ容量を[KByte]単位に設定します。. 
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Memory 容量 容量を設定すれば、保存できる[警報の数]が[Count]に表示されます。 

Countでの表示は目安の数であり、誤差が生じる場合があります. 

 

 

 

メモリ容量がいっぱいになった後に発生した警報は、最も古い警報データを削除し保存されま

す。 

  

メモリ容量を設定すると、画面上部にグラフで容量を表示します。  

  

 

 

GX8全体のバックアップメモリの内、警報として使用するメモリ容量は[プロジェクト] - [プロパ

ティ]メニューを実行時に表示される[プロジェクトオプション]画面で設定します。 

[プロジェクトオプション]画面の左側のリストから[GX8設定]を選択すると右側に[パーテーション

の設定]が表示されます。パーテーションの設定から[警報]で使用するメモリの容量を設定しま

す。 

 

GX8全体のバックアップメモリは、以下の図のように[ログ/警報/レシピ]データを保存する領域と

して、必要な分ずつに分配して使用することができます。  

 

 

 

[図.パーテーションの設定] 

 

パーテーションの設定をした警報メモリ容量内で各ブロックが使用するメモリ容量の分配設定を

します。 

  

※注意※パーテーションの設定を上記のように192KBに設定した場合は[ブロック]の容量を192KB

に設定すると、容量の超過メッセージが表示されます。理由は警報は基本的に上記のグラフ黒の

部分の[System Area]領域に0.38KBを占めるからです。 

したがって、ブロックの容量は最大191KBまでが設定できることになります。 

 

つまり、各ブロックで設定したメモリ容量の合計が上記で設定された警報メモリー容量を超えて

は設定ができません。警報画面では各ブロックのメモリ容量の合計がパーテーションで設定され

た警報メモリー容量を超える場合、下段[適用]ボタンを押すと同時に以下のようなメッセージが表

示されます。 

 

 

[図.ブロックメモリ容量の超過メッセージ] 
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(2) バックアップの設定 

 

バックアップ設定はGX8メモリに保存された警報データをSDカードにバックアップする際に設定します。  

 

警報が発生するとGX8内の警報メモリで該当ブロックに割当てられたメモリに警報データが保存されます.  

 

GX8のメモリには限りがあるので、メモリ容量がいっぱいになった場合には古い警報データが削除され、新しい警

報データを保存するようになっています。この時に[バックアップの設定]で保存媒体を[SD Card]に 

設定すると古い警報データは削除せず、SDカードにバックアップを残しより多くの警報データを保存することが

出来ます。 

保存媒体[なし]を選択するとバックアップはしません。. 

 

 

[図.バックアップの設定] 

 

No バックアップ

の設定 
説明 

1 保存媒体 

GX8メモリに保存された警報データをバックアップする 保存媒体を[SD Card /なし]の中から選

択します。 

 

▶[なし]はブロックのメモリ容量がいっぱいになると、最も古い警報データを1つずつ削除しな

がら継続的に新しい警報データを保存します。バックアップをしていません。 

▶ [SDCard]はブロックのメモリ容量が限られているので、容量の大きいSDカードを利用し、よ

り多くの警報データを保存しようとするときに使用します。 

GX8内のブロックのメモリがいっぱいになると[古いファイルを削除単位]で設定しただけ古い警

報データをSDカードにバックアップし、バックアップが完了した警報データを削除します。 

 

例）Block1の容量が100KBであり、[古いファイルを削除単位]が30％である場合、[バックアッ

プファイル名]がALARMであれば警報データが100KBまでたまったときに、古い警報データ30KB

を[2017-07-04_A01_ALARM]というファイル名を生成し、SDカード内へ保存します。そしてSD

カードへバックアップを終えた30KB分の古い警報データをGX8内の該当のブロックのメモリか

ら削除します。 

(注意1：SDカードのファイル） 

GX8メモリに警報データが保存される際には[データ]形式で保存されますが、SDカード/ USBメ

モリーに保存されるときには[ファイル]形式で保存されます。そしてSDカードに警報データが

バックアップされる時に生成される警報のファイルは一日に1つだけとなります。 

同じ日に何度バックアップしてもその日の中で最初に作成された警報ファイルに続いて記録さ

れます。日付が変わるとファイルが新たに作成されます。 

（注意2：SDカード装着可否の確認） 

GX8にSDメモリーカードが装着されている必要があります。 

SDカードがGX8に正常に装着されて認識されると、特殊なアドレス[SD_INSERT]のデータが[1]

になります。SDカードを取り外すと特殊なアドレス[SD_INSERT]のデータは[0]になります。 

 

 

[図.SDカードの装着状況のチェック] 
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(注意3：SDの更新） 

SDカードの取り出しの前に[効果および動作]ページで[動作] - [特殊] - [Storage]の[SDの更新]を

動作させます。 

 

[図.SDの更新] 

 

[SDの更新]はGX8メモリに残っている警報/ログデータをすべてSDカードにバックアップした

後、GX8メモリの警報/ログデータを削除します。 

（SDカードへのバックアップ機能を使用する警報のブロック/ログのみです.) 

2 
古いファイル

の削除単位 

保存媒体を、[SD Card]に選択した場合設定します。 

[古いファイルの削除単位]は二つに使用されます。 

 

▶ブロックのメモリ容量がいっぱいになったとき、古い警報データをSDカードに移し削除する

単位 

▶SDカードの容量がいっぱいになったときに、ファイルを削除する単位  

 

<SDカードの容量がいっぱいになったとき、削除するファイル数の計算方法> 

GX8メモリ内では[データ]として保存されているので、総容量に対しての削除する容量を計算し

削除され、SDカード内には警報データがファイルとして保存されているのでファイルの数で計

算をし、削除されます。 

 

削除するファイルの数は、 

（[古いファイルの削除単位/100）x（該当の警報ブロックの全ファイル数）]です。 

最も古いファイルを基準に削除されます。 

 

削除するファイルの数が[1]以下の場合には1つを削除します。 

例）古いファイルを削除単位が30％であり、全体のファイル数が2個であれば、削除するファイ

ル数は 

（30/100）x2=0.6個になります。この場合にはファイルの1つを削除します.  

 

全体ファイル数が[1]以下の場合には削除をしません。  

3 
バックアップ

ファイル名 

保存媒体を[SD Card]に選択する場合に設定します。 

SDカードに保存するときにファイルの名前を設定します。 

 

ファイル名は基本的にはYYYY-MM-DD（年月日）_A（Alarmの略）01_（ブロック番号）が含ま

れ、後ろに入力したファイル名が加わります。つまり、[2017-07-04_A01_ALARM]のように生

成されます。 

 

警報ファイルは、1日に1つずつ生成されます。同じ日に何度もSDカードに警報データがバック

アップしても1つのファイルに警報データを続けて記録します。 

また、バックアップする警報データがない場合にはその日の警報ファイルは生成されません。   
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(3) カラムフォーマット 

 

[ユーザーカラム]をチェックし、表示するカラムの種類/フォーマットなどを編集しておけば 

[警報ビュー]オブジェクトの登録時に登録したフォーマットで列が生成されます。このフォーマットは各[警報ビ

ュー]オブジェクトの[カラム]ページで設定できます。  

 

 

[図.カラムフォーマット] 

 

カラムの種類は次のとおりです。 

 

No カラムの種類 説明 

1 発生日付 (TriggerDate) 警報が発生した日付です。 

2 発生時間 (TriggerTime) 警報が発生した時間です。 

3 解除日付 (RecoverDate) 警報が解除された日付です。 

4 解除時間 (RecoverTime) 警報が解除された時間です。 

5 警報内容 (Message) 発生した警報の内容です。  

6 確認日付 (AckDate) 作業者の警報確認の日付です。 

7 確認時間 (AckTime) 作業者の警報確認の時間です。 

8 
監視アドレス (Sampling 

Data) 

[グループ設定]から[データサンプリングの使用]をチェックした場合、使用します。 

データサンプリング機能を使用するとその警報が発生した時点での設定された 

監視アドレスのデータを警報とともに保存し警報ビューで表示します。 

監視アドレスは10個まで設定することができます。 

9 発生頻度 (OccurCount) 
該当の警報が発生した件数を表示します。 

この機能は警報画面の左下の[警報統計の使用]をチェックした場合に表示されます. 

10 MTTR 

下部の[追加]ボタンで[MTTR追加]をするとカラムに追加されます。 

MTTRは警報が発生した後にオフになるまでの時間です。 

  

この機能は左下の[警報統計の使用]をチェックした場合に表示されます。 

(警報統計の使用はChapter4.1.5[警報統計の使用]を参照してください)  

 

下のボタンを利用してカラムを追加/削除したり、位置の変更ができます。 

 

No ボタン 説明 

1 初期化 編集する前のカラムフォーマットに戻します。 

2 追加 

カラムを追加します。  

 

3 削除 選択したカラムを削除します。 

4 左 選択したカラムの位置を左方向へ移動します。 
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5 右 選択したカラムの位置を右方向へ移動します。 

 

カラム名と形式などを変更することができます.  

 

No カラムフ 

ォーマット 
説明 

1 Title カラムのタイトルを変更します。 

2 Column Type 
カラムの種類を表示します。 

発生日時/発生時間/警報内容/解除日付は常に表示されるカラムで、削除することはできません。  

3 Data 

日付と時刻の形式を選択します。  

 

  

 

データサンプリング機能を使用する場合に表示する監視アドレスを選択します。監視アドレスは 

10個まで設定できその中で何番目の監視アドレスを表示するかを選択することができます。    

 

 

 

4 Sample Data 各カラムの表示形式をサンプルを通し確認できます。 
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4.1.3 グループの 設定 

 

ブロック設定が完了した後、グループを生成します。 

[ブロック/グループリスト]でグループを選択すると右側にグループの設定ページが表示されます。 

[グループの設定/拡張設定/措置事項]ページで詳細設定をします.  

 

 

[図.グループの設定] 

 

(1) グループの設定ページ 

 

[グループの設定]ページの上部には[グループ]に関する設定があり、下部にはそのグループに属する[警報リスト]を

登録する部分があります。  

 

まず、上の部分のいくつかの設定について説明します。  

No グループの設定 説明 

1 ID グループを作成する際に順番に付けられる番号です。変更することができません。 

2 グループ名 グループの名前です。 

3 使用 
グループの使用の状態を設定します。 

チェックしないと送信時にそのグループの警報は除外されて動作しません。 

4 

データの 

サンプリングの

使用 

警報とアドレス値を保存する機能です。 

警報が発生/解除された時点で設定したアドレスの値を記録します。 

 

[データサンプリングの使用]をチェックし[サンプリングアドレスの数]を設定します。 

[サンプリングアドレスの数]は最大10個まで可能です。  

 

 

 

[データサンプリングの使用]をチェックすると下の警報リストにサンプリングアドレスの 

設定ができるカラムが生成されます。アドレスは[サンプリングアドレス数]の分だけアドレス
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1、アドレス2、アドレス3、...のように生成されます。 

   

 

 

[条件]で警報が[発生]したときにサンプリングアドレスの値を同時にに保存するとき、[Occur]を

選択し、警報が[解除]になる時にサンプリングアドレスの値を同時に保存するとき、[Recover]を

選択、[発生/解除時]の両方のサンプリングアドレスの値を同時に保存するとき、[Both]を選択し

ます. 

 

 

サンプリングアドレスは下図のように各アドレスの欄をダブルクリックすると見える ボタン

を クリックしてポップアップする[警報アドレスの設定]で設定します。 

設定したアドレスはコピーして他の欄に貼り付けることができます。  

 

  

[図.サンプリングアドレスの入力] 

 

5 通信周期の適用 

[通信周期の適用]を設定し、設定した[周期]ごとに警報発生/解除を確認します。 

[0]周期は、リアルタイムで警報をチェックします。 

 

 

 

6 
グループ条件の

使用 

グループに条件を設定してグループの条件を満たすと警報が作動するようになります。 

 

グループの条件が満たされてなければ、グループに属している警報リストの[警報条件]が真/偽

になっても警報は発生/解除されません。    

 

 

 

[グループ条件の使用]をチェックし[編集]ボタンを押して表示される[条件設定でグループの条件

を設定します。 
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[図.グループの条件設定] 

 

(条件設定方法はChapter7.7[条件]ページの設定]を参照してください) 

7 基本色の使用 

各警報ごとに別々の色を設定するときに使用します。  

 

 

 

[基本色の使用]をチェックすると[オン]、[オフ]の色を設定することができます。 

[オン]は警報発生時の文字色/背景色であり、[オフ]は警報解除時の文字色/背景色です。 

背景色は文字の背景色です。 

 

代表的に使用する色を設定し、[すべて適用]ボタンを押すと、下の図のように警報リスト全体に

色設定が適用されます。  

 

 

上記の図のように警報リストの[色]で各色をダブルクリックすると表示される[カラーパレット]

で各警報の発生/解除時の文字色/背景色を別途に設定することができます。 

 

この機能を使用すると[警報ビュー]のオブジェクトで次の図のように設定した[カスタムカラー

の使用]は適用されません.  

 

 



CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー  127 

 

 

8 
サウンド効果の

使用 

[サウンド効果の使用]は警報発生時に警報音を出すように設定する機能です。 

[サウンド効果の使用]をチェックすると、警報リストに[サウンド]欄が生成されます。 

 

 

 

[サウンド]欄で警報音を使用する警報に[使用]をチェックして[警報情報]で警報音を設定しま

す。 基本的に警報音は[システム]サウンド[Alarm1]に設定されています。  

 

 

[警報音の情報]欄をダブルクリックすると見える  ボタンを 押すと 

下記のように[警報音の設定]画面が表示されます。  

 

 

 

[サウンドタイプ]で[システム]はGX8から提供するサウンド[Alarm1/ Alarm2]の2つがあります。 

 

[ユーザー定義]で、ユーザーが持っているサウンドファイルを設定することができます。ユーザ

ーが登録できるサウンドファイル形式は[*.wav]です。  

 

 

 

[Select]ボタンを押し、表示される[サウンド選択ダイアログ]からでサウンドファイルを登録し

ます。 
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[再生回数]は 連続的にサウンドを再生させる回数です。 

サウンドを選択した後、[OK]ボタンを押して[警報音の情報]の設定を終了します。 

 

☞ この機能はオーディオ出力機能をサポートするGX8Rのプレミアムモデルのみ可能です。 

9 条件の拡張 

警報条件の拡張はビット条件だけでなく様々な条件を設定することができます。 

[条件の拡張]を使用しない場合、警報条件はビット条件のみ可能となります。.  

 

 

 

[条件の拡張]をチェックすると、警報リストに[アドレスタイプ]欄が生成されます.  

 

 

 

[アドレスタイプ]をダブルクリック、下記のような4種類のアドレスタイプが表示されます。 

 

 

 

[Bit]はビット条件で、ビットアドレスのON/ OFFの状態に応じて警報を発生させる条件です。 

 

[Word Range]はワード範囲の条件により、ワードアドレスのデータが設定された範囲条件を満

たす場合に警報が発生します。この条件はワードアドレスのデータが変更される時点でのみチ

ェックをし範囲の条件を満たした場合に警報が発生します。満たさない場合には警報が解除さ

れます。[アドレス]欄にワードアドレスを設定し[警報条件]から範囲を設定します。 

 

[Word Change]はワードの変更条件としてワードアドレスのデータが変更されるたびに警報を

発生させる条件です。 
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[Multi]は複数の条件を複合的に設定することができます。 

  

[アドレス]欄をダブルクリックし、  ボタンを クリックすると 

[条件の設定]が表示されます。 

 

[条件の設定] 画面の右側  ボタンで条件を追加します。 

 

 

 

上部の[演算条件]で[AND / OR]を設定します。 

[AND]はすべての条件が満たされた時にアラームを発生させ、[OR]は単一の条件さえ満たせば、

警報を発生させます。 

10 
テキストの音声

変換 

警報発生時の警報内容のテキストを音声に切り替える機能です。 

☞ この機能はGX8View（SCADA）のみサポートしています。  

 

次に、下段の警報リストの登録を見てみましょう。 

警報リストは1つのグループに最大5,000個を登録することができます。  

 

 

[図.警報リストの登録] 
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まず、1番の警報を設定します。  

 

No 警報 説明 

1 使用 
警報の使用をするかどうかを設定します。 

チェックしない場合は、警報条件を満たしたとしても警報は発生しません。 

2 番号 

警報の追加時に順番に割り当てられる番号です。 

番号は修正が可能ですが、グループに同じ番号を重複して設定することはできません。 

重複した番号がある場合は[適用]ボタンを押すと、以下のようなエラーメッセージが表示されます。 

 

 

 

3 
番号 

警報条件 

警報が発生する条件を設定します。 

[アドレス（X）/条件式]にビットアドレスを設定し、[警報条件]で[ON / OFF]を選択します。 

上部で[条件の拡張]をチェックした場合にはビットの条件以外にも様々な条件の設定ができます。 

[条件の拡張]は前のページを参照してください。 

6 警報内容 

警報発生時、表示する内容をテキストで入力します。 

ブロックの[文字列タイプ]を[多言語テーブル]に設定した場合には多言語テーブルに警報の内容を登録し

た後、登録したテキストを選択します。  

 

1番は最初の警報を設定した後、[追加/挿入/削除]ボタンを利用して警報のリストを追加します。 

追加する警報の数の分だけ[追加数]を設定し、[追加]ボタンをクリックします。 

 

No 警報 説明 

1 追加の数 
追加の数を入力して、[追加]ボタンを押すと入力した分だけ、新しく警報が追加されます。 

最大1000個まで一度に追加することができます. 

2 アドレスの自動増加 

警報が追加されると新しい警報のアドレスが、既に登録された最後の番号の警報アドレスに、[アドレ

スの自動増加]で設定した値の分だけ番号が加わり生成されます。  

 

[アドレスの自動増加]が[1]であり、最後のアラートのアドレスが[Y100]であれば、 

新しい警報のアドレスは[Y101]、[Y102]、...このようにアドレスが増加しながら警報が追加されます。  

3 追加 [A] 
新しい警報を追加します。 

最後の番号の警報の次の番号に作成されます。  

4 挿入 [I] 
選択された警報の上に新しい警報を追加します。 

警報番号は、最後の警報番号の次の番号に作成されます。  

5 削除 [D] 選択された警報を削除します。 

6 自動番号付け [G] 

警報[番号]を下の図のように連番に変更します。  
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番号を連番に変更する警報リストを[マウスドラッグ]または1つの警報を選択し、[Shiftキー+方向キ

ー]を利用して、領域を選択します。[番号付けの増加]を設定した後、[自動番号付け]ボタンをクリッ

クします 

 

選択した警報の中で、最初の警報番号を基準に、[番号付けの増加]で設定した値ずつ増加しながら番

号が変更されます.  

 

[番号付けの増加]を[2]にすると番号は[1、3、5、7、9、...]のようになります。  

   

 

登録された警報リストは領域を選択し、[コピー（Ctrl + C）]で他のグループに[貼り付け（Ctrl + V）]をすること

ができます。またコピーした警報リスト領域をExcelに貼り付けて保存したり、逆にExcelに保存された警報のリス

トをコピーし、警報リストに貼り付けることもできます。 

 

(2) 拡張設定ページ 

 

 

[図.拡張設定] 

 

No 拡張設定 説明 

1 動作使用 

警報発生時の実行動作の設定をします。 

 

 

 

[動作使用]をチェックして[動作実行タイプ]を[Occurence/ PressEnter]の中から選択します。 

 

 

 

[Occurence]は警報が発生した時点で動作を実行します。  

[PressEnter]は警報ビューで発生したアラームをタッチすると、動作を実行します。  

 

[動作使用]を設定すると下の警報リストに[動作]のカラムが生成されます。  

各警報の動作設定をします。  

[動作]カラムをダブルクリックすると現れる  ボタンを押すと、[動作設定]画面が 

表示されます。 
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下の[動作設定]画面で、警報発生時に実行する動作の設定をします。  

左上の  ボタンを使用して、最大5つの動作を追加することができます。 

(動作設定画面はChapter7.9[操作]ページの設定]を参照してください) 

 

 

[図.動作設定] 

2 

現在の警報 発

生件数の 

記録 

現在発生した警報の数を設定したアドレスに記録します。  

 

 

 

現在発生中の警報の数が5個であれば[D0010]に[5]を記録します。 

[数字]オブジェクトを登録し[D0010]の値を画面に表示すると、GX8で現在、発生中の警報の数

を確認することができます。  

3 

グローバル警

報として 

使用 

警報画面の左下には、[グローバル警報スクロール]の設定があります。 

この機能は、どの画面を操作していても発生した警報の内容を画面の上部、あるいは下部にス

クロールして表示します。 

 

[グローバル警報スクロール]機能を使用する場合はグループの警報リストを[グローバル警報と

して使用]するかどうかを設定します。  

 

[グローバル警報として使用]をチェックするとそのグループの警報リスト中で警報が発生した場

合、[グローバル警報スクロール]で表示します。 

チェックしない場合は[グローバル警報スクロール]は実行されません。 

(グローバル警報スクロール機能はChapter4.1.4[グローバル警報スクロール設定]を参照してくだ

さい。) 

 

(3) 処置事項ページ 

警報に対する処置事項を設定します。 

 

 

[図.処置事項] 

 

[処置事項]をチェックして[画面の呼び出しやメディア]をチェックします。 
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[表示アイテムタイプ]を以下の6つの中から選択します。  

 

 

[図.表示アイテムタイプ] 

 

[処置事項]をチェックすると[処置事項のアイテム番号]というカラムが追加されます。 

[処置事項のアイテム番号]は[表示アイテムタイプ]で選択したアイテムの番号で、[Base Screen]はメイン画面の番

号、[Window]はWindowsの画面の番号、[Image]は、リソースに登録された[グローバルイメージ]の番号、[Text]は

リソースに登録された[Textファイル]の番号、PDFはリソースに登録された[PDFファイル]の番号として使用されま

す。  

 

 

[図.処置事項アイテム番号カラム] 

 

No 表示 

アイテムタイプ 
説明 

1 Base Screen 
発生した警報に対しての処置として指定された[メイン画面]に切り替えます。 

処置事項の実行時に[処置事項アイテム番号]に対応するメイン画面に移動します。 

2 Window 
発生した警報に対して処置として指定され[ウィンドウ画面]を呼び出します。処置事項の実行時に[処置

事項アイテム番号]に対応するウィンドウ画面が画面の中央にポップアップされます。 

3 Image 

発生した警報に対して処置として, [イメージ] ファイルが画面に表示されます。 

イメージファイルは[リソース]で以下のように登録します。  
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右上の  ボタンを押すと表示される[Import Image]画面で[JPG/ BMP/ JPEG/ PNG]などのイメージフ

ァイルを登録します。 

 

 

 

イメージを登録するとイメージに番号が付けられます。この番号は変更できません。 

最後の番号の次の番号で登録されます。処置事項の実行時に[処置事項アイテム番号]に対応する番号の

イメージが下図のように画面に表示されます。 

 

 

 

イメージのファイルは[50％、100％、200％、300％]ボタンで拡大/縮小して表示することができます。 

[Close]ボタンで[Image Viewer]画面を閉じることができます。 

画面を最大化ボタンで[ImageViewer]画面をGX8画面のフルサイズにしたり、 

右側と下部のスクロールバーでスクロールして、ファイルを見ることができます 

4 Text 
発生した警報の処置として指定されたテキストファイルを呼び出します。 

Textファイルは[リソース]で以下のように登録します。  
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右上の  ボタンを押すと、表示される[開く]画面で、テキストファイルを登録します。 

 

 

 

登録されたテキストファイルは番号が付与されます。この番号は、変更できません。 

最後の番号の次の番号で登録されます。処置事項実行時に[処置事項アイテム番号]に対応する 

番号のテキストファイルが次の図のように画面に表示されます。 

 

 

Textファイルの内容が長い場合には上部のボタンでページを移動することができます。  

5 PDF 

発生した警報の処置として、指定され[PDF]ファイルを呼び出します。 

PDFファイルは、[リソース]で以下のように登録します。  
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右上の  ボタンを押すと、表示される[開く]画面でPDFファイルを登録します。 

 

登録されたPDFファイルに番号が付与されます。 

この番号は、変更できませんが最後の番号の次の番号で登録されます。 

 

処置事項の実行時に[処置事項アイテム番号]に対応する番号のPDFファイルが下図のように 

画面に表示されます。 

  

 

 

PDFファイルは、上部の矢印ボタンでページをめくることができ、拡大/縮小して表示することができま

す。 

画面を最大化ボタンでGX8画面フルサイズにしたり、右側と下部のスクロールバーでスクロールして、

ファイルを見ることができます。 

[Close]ボタンで画面を閉じることができます 

6 PDF Ext 

発生した警報の処置として指定され[PDF]ファイルを呼び出します。 

[PDF]は[処置事項アイテム番号]に応じて対応するPDFファイルを呼び出す機能であるが、[PDF Ext]は1

つのPDFファイルを呼び出し設定されたページを表示したり、キーワードで検索してそのページを表示

したりします。 

 

 

[PDFファイル番号]で右ボタンを押して、下の画面のようにPDFファイルを登録します。 
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[PDFタイプ]を[Page/ Keyword/ Page+ Keyword]の中から選択します。  

 

 

 

[Page]を選択すると、下図のように警報リストに[処置事項PDFページ番号]カラムが生成され、 

[Keyword]を選択すれば[処置事項PDFキーワード]カラムが生成されます。 

[Page+ Keyword]を選択すれば、[処置事項PDFページ番号/処置事項PDFキーワード]2つのカラムが作成

されます。  

 

 

[Page]は処置事項の実行時に下図のように[処置事項PDFページ番号]のページでPDFファイルを表示しま

す。  

 

 

 

[Keyword]は処置の実行時、以下の図のように[処置事項PDFキーワード]に記録されたキーワードを 

検索して、そのページを表示します。 

下の図は、キーワード[232]で検索した結果ページです。 
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また、キーワードで検索した結果がない場合には[1]番のページが表示されます。 

 

 

 

[Page+ Keyword]は該当ページを見つけ、キーワードで検索しそのページを表示します。 

 

 

[表示制限時間]は、処置事項を動作させる時間で[秒]単位で設定します。 

[0]は表示制限時間を設定しません。 

 

 

 

上記のように[10]と設定し、表示アイテムタイプが[Base Screen]であれば、 

処置事項が動作し、設定したメイン画面に切り替えた後、10秒後に再び警報ビューの画面に戻ります。 

[0]の場合、再度、警報ビューの画面には戻りません。 

[Window]は処置事項が動作し、設定したウィンドウ画面がポップアップされた後、10秒後にWindowsの画面が閉

じます。 

[0]の場合、ポップアップされたウィンドウの画面は閉じません。 

[Image/ Text/ PDF]は処置事項が動作し、設定した表示ファイル[Image/ Text/ PDF]が画面に表示され、10秒後に終

了します。[0]の場合、表示ファイルは閉じません. 

 

[処置事項番号保存]は、処置事項の動作時[処置事項アイテム番号]を[保存アドレス]のデータとして記録します。 

 

 

 

[発生時保存]は、警報が発生すると、[処置事項アイテム番号]を記録します。 

つまり、最も最近、発生した警報のアイテム番号が記録されています。 

[確認時保存]は[警報ビュー]で処置をする警報をタッチして選択するか、[Cursor]ボタンで選択し、[Solution]ボタ

ンを押して処置が動作するとき、[処置事項アイテム番号]を記録します。 

 

処置事項は[警報ビュー]で処置する警報をタッチして選択するか、[Cursor]ボタンで選択し、[Solution]ボタンを押

すと設定された処置が実行されます.  
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[図.処置の実行] 

 

 

 

4.1.4 グローバル警報スクロール設定  

 

警報画面の左下には[グローバル警報スクロール]の設定があります。 

この機能はどの画面を操作しても発生した[警報内容]を画面の上部または下部にスクロールさせて表示します。 

 

 

[図.グローバル警報スクロール設定] 

 

No プロパティ 説明 

1 位置 

画面にスクロール警報を表示する位置を[GX8/ Bottom]の中から選択します。 

[GX8]は画面の上部に表示し、[Bottom]は画面の下部に表示されます。 

 

2 区分文字 

複数の警報が発生し表示する場合には警報と警報の間に区切る文字を表示します。 

 

3 スクロール方向 

スクロール警報の方向を[Left Scroll/ Right Scroll]の中から選択します。 

[Left Scroll]：警報の内容が左に流れていきます。 

[Right Scroll]：警報の内容が右に流れていきます. 
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4 周期 (10ms) 動く周期を10ms単位に設定します。 

5 フォント 

画面に出力された警報の内容のフォントを設定します。 

 

6 フレームの色 
スクロール警報の背景フレームを設定します。 

[Set Transparent（透明）]に設定するとフレームが生成されません。 

7 

警報アイテムフォ

ント 

の色の使用 

グループで[基本色使用]機能を使用した場合に適用されます。 

それぞれの警報に設定された[On文字]の色で警報が表示されます。   

 

8 

警報アイテムフォ

ント 

背景色の使用 

グループで[基本色使用]の機能を使用した場合に適用されます。 

それぞれの警報に設定された[On背景]の色で警報が表示されます。   

 

 

[グローバル警報スクロール]機能を使用している場合、[グループ]の警報リストを [グローバル警報として使用]

するかどうかを設定します。 

 

[図.グローバル警報として使用] 

 

[グローバル警報として使用]をチェックすると、そのグループの警報のリスト中で警報が発生した場合、[グロー

バル警報スクロール]で表示します。チェックしない場合は[グローバル警報スクロール]は適用されません。 

 

 

[図. グローバル警報スクロール] 

 

4.1.5 警報統計の使用  

 

警報発生時、日別に統計データを記録します。 
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[図.警報統計の使用] 

 

警報の発生頻度（OccurCount）、警報保持累積時間、警報解除累積時間、前警報発生時間、前警報解除時間、発

生から解除までの時間、解除から発生までの時間、発生から次の発生までの時間を記録します。 

記録された警報の統計データは10日（基本保管の期間）が経過すると削除されます。 

 

[警報ビュー]オブジェクトで[Statistics View]キーを登録してこのキーを実行すると、次の[AlarmStatistic View]画面

が表示されます。この画面では、警報の統計情報を確認することができます。 

  

 

[図. AlarmStatistic View] 

 

警報ブロック/警報グループ/日付を設定し、上部の[Search]ボタンを押すと該当する警報データが検索されます。

[Count]は発生頻度、[MTTR]は発生から解除までの時間、[MTTF]は解除後から発生までの時間、[MTBF]は発生から

次の発生までの時間を意味します。 

 

4.1.6 警報 インポート/エクスポート 

 

 

[図.インポート/エクスポート] 

 

 動作 説明 

インポート [R] 
[エクスポート]で保存された警報ファイル[*.halm]を読み込みそのブロックに警報リストを登録します。 
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[インポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

 

 

 

[ファイルの選択]ボタンを押すと、[開く]画面が表示されます。 

希望の警報ファイル[*.halm]を選択し、下の[開く]ボタンをクリックします。 

 

 

 

警報ファイルを読み込むと、下記のように情報を表示します。  

 

 

 

[インポートオプション]から[追加/上書き]を選択し、[開く]ボタンを押すとインポートが完了します.  

 

[新たに追加]はそのブロックにグループが新たに追加され、追加されたグループに警報リストが登録され

ます。 

 

[上書き]は該当のブロックのグループがある場合、既存で登録された警報リストのファイルに上書きそし
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ます。（つまり、既存の警報リストは消去されます。)   

 

 

エクスポート [X] 

警報の設定内容を警報ファイル[*.halm]で保存します。 

保存されたhalmファイルは開いて編集することはできません。 

 

[エクスポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。  

 

 

 

警報ファイルとして保存グループを選択し、下の[保存]ボタンを押すと、[名前を付けて保存]画面が表示

されます。 

この画面では警報ファイルを保存する[経路]を指定し、[ファイル名]を入力します。 
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下段の[保存]ボタンを押すと、[エクスポート]を終了します。 

 

 

警報ファイルは、以下の図のように[222.halm]の名前に設定した経路に保存されます.   

 

 

CSVインポート [R] 

[CSVエクスポート]ボタンで保存した警報ファイルを[選択したグループ]に呼び出します。 

 

[CSVインポート]ボタンを押すと、下の画面が表示され、[選択]ボタンを押すと[開く]画面が表示されま

す。[CSVエクスポート]機能で保存したCSV警報ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

オプションの[全体交換/追加/変更]を選択、[適用]ボタンを押すと警報リストが登録されます。  
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[全体交換]は選択したグループの警報リストをすべて削除し、ファイルにある警報リストを登録します。

[追加]は選択したグループの警報リストの後ろにファイルの警報リストが追加されます。 

[変更]は選択したグループの警報リスト中でファイル内の警報リストと同一番号は上書きされ、 

既存にない番号の警報は新たに追加されます。 

CSV エクスポート 

[X] 

選択したグループの警報リストを[*.CSV]ファイルに保存します。 

保存されたCSVファイルはExcelのプログラムで編集することができます。 

 

[CSVエクスポート]ボタンを押すと、下記のように[名前を付けて保存]画面が表示されます。 

警報ファイルを保存する経路を設定し、ファイル名を入力します。 

下の[保存]ボタンを押すと、保存が完了します。 

 

 

 

4.1.7 警報 データの表示 

 

警報データは[警報ビュー]オブジェクトを登録して画面に表示することができます。 

警報で[グローバル警報スクロール]の設定をした場合は、発生した警報内容を画面にスクロール表示することがで

きます。(警報ビューオブジェクトはChapter16[警報ビューオブジェクト]を参照してください) 
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[図.警報データの表示] 

 

 

 

4.1.8 警報データのコピー 

 

(1) GX8メモリの警報データをPCにコピーする 

 

GX8とPCを接続し、[送信] - [データのアップロード]メニューを実行します。  

 

 

[図.データのアップロード] 

 

 

[図.アップロード] 

 

[アップロード]画面で[警報]を選択した後、[警報ID]を設定します。  
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[警報ID]は警報ブロックの番号です。[ALL]を選択すると、全体の警報データをアップロードしたり、IDを選択す

るとそのブロックの警報のみをアップロードします。 

[日付情報]を[今日/最近1週間/期間の設定]の中から選択します。[期間の設定]を選択した場合、期間を7日以内に

設定する必要があります。7日を超えると以下のようなメッセージが表示され、アップロードが実行されません。

その日の警報データのみのアップロードをします。 

   

 

 

[Select Folder]ボタンで、ファイルの保存経路を設定し、[アップロード]ボタンを押すと、アップロードが実行

され、以下のようにファイルに保存されます。 

 

 

[図.アップロード結果] 

 

CSVファイルは、以下のようにExcelのプログラムで確認することができます。 
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(2) GX8メモリの警報データをUSBにコピーする 

 

GX8にUSBメモリを装着したり、運転画面の上部メニューから[USB]ボタンを実行すると以下のようにUSBメニュ

ーが表示されます。 

 

 

[図.上部メニューからUSBボタンを実行] 

 

[Global Data]ボタンを押すと、下に[Log Upload/ Alarm Upload]ボタンが表示されます。 

[Alarm Upload]ボタンを実行すると、下記のように[選択経路]画面が表示されます。 

この画面では警報ファイルを保存する経路を設定し、[OK]ボタンを押すとアップロードが行われます。 

 

 

[図.選択経路の画面] 

 

アップロードが完了すると、下記のようにUSBメモリに警報データがCSVファイルとして保存されます。 

CSV[*。CSV]ファイルはExcelやメモ帳などのプログラムで開くことができます. 

 

 

[図.USBメモリへのコピー結果] 
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(3) SDカードの警報データをUSBメモリへコピーする 

 

警報ブロックの[バックアップ設定]で、[保存媒体]を[SDCard]に設定した場合には、SDカードに保存された警報

ファイルをUSBメモリにコピーすることができます。 

メニュー画面で、[ファイルエクスプローラ]を開き、左上の[メモリ]をSDカードに変更します。 

コピーする警報ファイルを選択した後、[Copy]ボタンをクリックして[メモリ]をUSBに変更した後、[Paste]ボタ

ンを押すとUSBにコピーされます.    

 

 

[図.メニュー画面のファイルエクスプローラ] 

4.1.9 警報データを削除する 

 

GX8内のメモリに保存された警報データはメニュー画面の[コントロールパネル] - [初期化] - [3.警報データ削除]で、

[開始]ボタンを押すと、削除されます..   

 

 

[図.メニュー画面の操作パネル] 
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[図.警報データの削除] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 ログ 

 

ログはアドレスのデータを条件に応じて記録する機能です。 

記録されたログデータは[ログビュー]オブジェクトを登録して表示します。 
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[図.ログの設定] 

 

(1) 上部のボタン 

 

No 上部のボタン 説明 

1 追加[A] ログを追加します。ログは32個まで追加することができます。 

2 削除[D] 選択したログを削除します。 

3 インポート [R] 

[エクスポート]で保存されたログファイル（.hlog）を読み込みます。 

 

[ファイルの選択]ボタンを押して、ログファイルを読み込んだ後、[開く]ボタンを押すと、 

次のメッセージのようにインポートが完了します。 
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[インポートオプション]の[新たに追加]はログファイルのログを既存のログの後に追加します。 

ログ1とログ2がある状態で[新たに追加]した場合、次の図のようにログ3とログ4が追加されま

す。 

 

 

 

[上書き]はログファイルのログを同じIDに上書きをします。 

ログ1とログ2がある状態で[上書き]するとき、次の図のように呼び込んだログファイルのログ

に上書きされます。 

 

 

4 エクスポート[X] 

現在設定した、ログをログファイル（.hlog）に保存します。 

保存されたhlogファイルは開いて編集することはできません。 

 

[エクスポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

ログファイルに保存するログを[選択]欄でチェックします。  

 

 

 

下の[保存]ボタンを押すと、[名前を付けて保存]画面が表示されます。  

 

ログファイルの保存経路を設定してファイル名を入力した後、 

[保存]ボタンを押すとエクスポートが完了します。 
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上記のように保存されたログファイルは、次の図のように設定した経路に[温度データロ

グ.hlog]として保存されます。  

 

 

  

(2) ログメモリの設定 

 

ログは、まずプロジェクト - [プロパティ] - [パーティションの設定]でメモリー設定をします。 

GX8バックアップメモリは合計445KBなので、[ログ/警報/レシピ]で割り当てて使用します。 

 

 

[図.パーティションの設定] 
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パーティションの設定でログに設定された192KB中、各ログが使用するメモリ容量はログ設定画面の上部に以下

のようにグラフで表示します.  

 

 

[図.ログメモリの設定] 

 

各ログが使用するメモリの合計数がパーティション設定でログに割り当てられたメモリ（192KB）を超えると、

次のようなエラーメッセージが発生します。  

 

 

[図.ログの容量の超過メッセージ] 

 

(3) ログリスト 

ログリストは、登録されたログのリストを表示します。 

ログの[ID/説明/メモリ/ログ条件]を示しています。  

 

 

[図.ログリスト] 

 

No ログリスト 説明 

1 ID 
ログ番号を表示します。ログ番号は、ログを追加するたびに順番につけられる番号であり、 

ユーザが任意に変更することはできません。 

2 説明 ログの説明を表示します。 

3 メモリ ログのメモリ使用量を表示します。 

4 ログ条件 ログの条件を表示します。 
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4.2.1 ログアドレスページ  

 

ログアドレスつまり、データを記録するアドレスを設定します。  

 

ログの[ID]を確認し、そのログに対する[説明]を入力することができます。 

データが記録されるときに一緒に記録される[日付]と[時間]のフォーマットを設定します。 

 

 

[図.ログアドレスページ]  

 

上部の設定を先に見てみましょう.  

No ログの条件 説明 

1 ID 
ログ番号を表示します。ログ番号はログを追加するたびに、順番に付けられ番号であり、ユー

ザが任意に変更することはできません。 

2 説明 ログの説明を入力します. 

3 
アドレスブロッ

ク 

[順次/非順次/シンボル]の中から選択します。 

 

[順次]はログアドレスの番地が連続の場合に選択します。 

[開始アドレス]で記録するアドレスのうち、最初のアドレスを設定し、アドレスのサイズを

[16bit/32bit]の中から選択します。すでに1番ログアドレスは登録されているので[アドレスの数

-1]個で[追加数]に入力して[追加]ボタンを押すと、下の[ログアドレスリスト]にログアドレスが

連続して生成されます。[ログアドレスリスト]の[アドレス]カラムは変更できません。アドレス

を変更するときは、[開始アドレス]を変更すれば[アドレス]カラムのアドレスが自動的に修正さ

れます。 

 

[非順次]はログアドレスのタイプが異なり、連続していない場合に選択します。 

[追加数]を[アドレス数-1]で入力して、[追加]ボタンをクリックしてログアドレスを 

生成します。下の[ログアドレスリスト]の[アドレス]カラムで個別にアドレスを設定/変更しま

す。 

アドレスカラムをダブルクリックすると、図のようにアドレスを変更することができます。 

 

[シンボル]は、[プロジェクト] - [シンボル]メニューを実行すると、表示される[シンボル管理者]

に登録されたシンボルアドレスの一部をログアドレスに設定します。 

 



156 CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー 

 

[ログ条件]でアドレスブロックを[シンボル]と選択すると、シンボル管理者に登録されているア

ドレスの[ログID]カラムでシンボルとして選択したログの[ID]を選択することができます。  

 

 

[図.ログの設定] 

ログアドレスとして使用するシンボルのアドレスのログIDを設定しています。  

 

 

[図.シンボルマネージャ] 

上記のように設定した場合にはログ2はシンボルアドレスに選択されて[ログの条件]に基づいて

シンボルアドレス1,2,3,8番のデータをメモリに記録します。 

4 カラム数 
追加]ボタンで追加したカラムの数で、自動的に計算されます。 

5（10）Byteでは[5]はカラムの数であり、[10]はByte単位のメモリ容量を意味します.  

5 ログ数 

総ログ数であり、メモリを割り当てるために設定します。 

ログの数が[1000]であればログデータ1000個を保存するメモリ領域を割り当てておきます。 

[ログ条件]が真の場合にログデータが蓄積され1000個になると、最も古いデータを消しなが

ら、最新のログデータを継続的に保存し、1000個のデータを保存します。 

6 通信周期の適用 

[通信周期の適用]を設定すると、設定した時間ごとにログの条件を確認します。 

[通信周期の適用]を設定しない場合はリアルタイムでログの条件を確認します。  

 

下の図のように設定すれば、1秒（10x100ms=1s）に一度[ログ条件]を確認します。  

 

7 
日付の 

フォーマット 

ログデータと一緒に保存する日付のフォーマットを設定します。 

 

 

8 
時間のフォーマ

ット 

ログデータと一緒に保存する時間のフォーマットを設定します。  

 

 

 

 

次に、下の部分の[ログアドレスリスト]を見てみましょう。  
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前でもみましたが、[追加数]は追加するアドレスの数です。[追加]または[挿入]ボタンを押すと[追加数]だけログ

アドレスが追加/挿入されます。[追加数]は最大1000個まで可能です。 

 

[追加]ボタンでは最後のリストの後ろに新しいログアドレスが追加されます。 

[挿入]ボタンでは選択したログアドレスの上に新しいログアドレスが追加されます。 

[削除]ボタンでは選択したログアドレスを削除します。 

 

[アドレスブロック]が[順次]の場合は[追加]時にアドレスが順次に生成されます。[挿入]の際にも、選択したログ

アドレスの前の番地に生成され、選択したログアドレス上段に追加されて後ろのアドレスもそれに合わせて変更

されます。 

中間ログアドレスを[削除]しても、ログアドレスはそれに合わせ、順次に修正をします。  

 

[アドレスブロック]が[非順次]の場合は[追加/挿入]時、メインアドレスとして生成されるので[追加/挿入]後アド

レスを修正する必要があります。中間ログアドレスを[削除]しても上/下の他のログアドレスには影響を与えませ

ん。 

[上へ]ボタンは選択したログアドレスの位置を上段へ上げます。 

[下へ]ボタンは、選択したログアドレスの位置を下段へ下げます。 

 

ログアドレスリストには、[アドレス]カラムだけでなくその他様々なカラムがあります。 

 

N

o 

ログアドレス 

カラム 
説明 

1 アドレス 
アドレスブロックが順次である場合にはアドレスの変更はできません。 

[開始アドレス]を修正すれば、自動的にアドレスが変更されます。 

2 
カラムの 

タイトル 
各ログアドレスのタイトルに[ログビュー]オブジェクトへ表示するカラムのタイトルです。   

3 
表示データ 

タイプ 

[ログビュー]オブジェクトに表示するデータタイプです。メモリに記録されたログデータを読み取

り、[表示データタイプ]に合わせて[ログビュー]で表示します。 

 

 

[DEC]は符号10進数です。[UDEC]は無符号10進数です。 

[HEX]は16進数です。[BCD]は10進数のように使用する16進数です。 

[FLOAT]は小数点データです。[ASCII]は文字列です。  

4 
表示データサ

イズ 

[ログビュー]オブジェクトに表示するデータのサイズです。メモリに記録されたログデータを読み

取り、[表示データサイズ]に合わせて[ログビュー]で表示します。 

 

 

[1Bit]は設定されたワードアドレスの最初の（0番目）のビットの値を表示します。 
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[16Bit]はワードアドレスが16ビットなので、設定されたアドレスのデータを表示します。 

[32Bit]は、次のアドレスとまとめて32ビットに計算されます。つまり、下の図のように、 

現在番地は下位ワード（D0015）になり、次の番地は上位ワード（（D0016）で計算して[ログビュ

ー]に表示されます。 

  

 

5 小数点の桁 

[ログビュー]により表示する小数点以下の桁を設定します.  

 

表示データタイプが[Float]の場合は小数点データを読み込んで小数点データをまま表示します。 

実際のFloatデータが[123.45]で[小数点以下の桁]が2桁の場合は[123.45]で、1桁の場合は[123.4]で、

0の場合[123]で表示されます。 

 

表示データタイプが[DEC]である場合は正数のデータを読み込み、小数の点のみを表示する形式で 

動作します。実際Decデータが[123]であれば[小数点以下の桁]が2桁の場合は[1.23]で表示、 

1桁の場合は[12.3]で表示、0の場合は[123]で表示されます。 

 

 

[図.ログの設定] 

 

 

[図.ログビューオブジェクト] 

 

6 문자 개수 

[表示データタイプ]を[ASCII]に設定した場合、文字列の数を設定します。 

 

ASCIIコードの文字の1つは8bitです。ワードアドレス（16ビット）には2つの文字が保存されます。 

文字列の数が6個であれば3つのワードアドレスが必要ですので、以下の図のように[D0015/ D0016]

はモデル名カラムによって縛られます。 

ログビューでは、[D0014〜D0016]の文字列を読み込み表示します。 

 

[図.ログの設定] 
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[図.ログビューオブジェクト] 

 

   

 

4.2.2 ログ条件のページ 

 

ログ条件ページではデータを記録する条件を設定します.  

 

 

[図.ログの条件] 

 

No ログの条件 説明 

1 演算条件 

右上の  ボタンを利用して、2つ以上の条件を設定するときに使用します。 

 

 

 

[AND]は設定した複数の条件がすべて満たされた場合に真となります。 

[OR]は設定した複数の条件の中の1つ以上満たされた場合に真となります. 

2 条件の選択 
左側のボタンをクリックすると、表示される条件のリストから[条件の種類]を選択することができま

す。 
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条件設定方法はオブジェクトの[効果および動作]ページの[条件]ページと同じです。 

したがって、条件設定方法はChapter7.7[条件ページの設定]を参照してください。 

 

①  [ビット条件]は設定したビットアドレスのデータを条件として使用します。   

 

 

 

[Off edge]は設定したビットアドレスがONからOFFに変更されるときにログを実行します。 

[On edge]は設定したビットアドレスがOFFからONに変更されるときにログを実行します。 

[Reverse]は設定したビットアドレスのデータが変更されるときにログを実行します. 

 

② [ワード条件]：設定したワードアドレスのデータを条件として使用します。 

条件を満たしたときに継続してログされるのではなく、[X]の値が変更された時点で確認し、 

条件を満たせばログを実行します。  

 

[X < a 条件]は、2つのデータを比較し、条件が真となるとログを実行します。  

 

 

 

[a<X<b 条件]は、3つのデータを比較し、条件が真となるとログを実行します。  

 

 

 

[ワード変更条件]は、設定されたアドレスのデータが変更されている場合は、ログを実行します。  

 

 



CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー  161 

 

 

③ [ASCII]: 文字列を条件として使用します。 

 

二つの文字列を比較して、演算子に応じて同じ/違う/含むの場合、ログを実行します。 

[IN]は上部の文字列が下の文字列に含まれている場合、真となります。 

 

 
 

④ [スケジュール]：時間を条件として使用します。決まった時間にログを実行します. 

 

[日時]は、特定の日付と時間が条件となります。 

 

 
 

[スケジュール]は希望の時間ごとに真となるようにすることができます.  

 

 
 

[インターバル]は周期的な条件を設定するときに使用します.  

 

 
 

3 
記録数 

記録間隔 

ビット条件の場合のみに設定することができます。 

ビット条件が真の場合、ログを実行する回数を設定します。 

 

[記録数]が[1]である場合には、条件が真の時点で1回ログを実行します。 

[記録数]を[2回以上]に設定すると、条件が真の時点で1回ログを実行した後、[記録間隔]ごとに設定し

た[記録数-1]だけログを実行します。  
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上記のように[記録数]は[5]、記録間隔は[10]と設定した場合は内部アドレス[10.00]が[OFF]から[ON]に

なる時点で1回記録され、[10x100ms=1秒]ごとに4回のログになります。 

（記録回数分のログが実行されていても、内部アドレス[10.00]が[ON]を維持し続ける必要はありませ

ん。OFFになっても記録数だけのログを実行します。)  

 

注意）ログの条件を非常に短い周期（100msなど）に設定した場合には失われるログデータが発生することがあ

ります。したがって、ログアドレス数に応じて2〜5秒程度の間隔を置いて、余裕を持ってログの条件を設定す

ることをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

4.2.3 バックアップページ  

 

ログデータをSDカードにバックアップしたときに設定します。GX8へSDカードを装着する必要があります。  

 

[ログ数]だけログが発生し、割り当てられたGX8メモリがいっぱいになると古いログデータを一つずつ削除し新

しいログデータを保存します。 

 

SDカードにバックアップをすると、古いデータを削除する前にSDカードにバックアップして保存することがで

きます。[古いログファイルを削除単位（％）]分だけSDカードにバックアップした後 

バックアップしたログデータはGX8メモリから削除をします。GX8メモリの[古いログファイルを削除単位

（％）]分の空きスペースに新しいログデータが記録されます。 

 

 

 [図.ログのバックアップ]  

 

No バックアップ 説明 
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1 保存媒体 

GX8メモリに保存されたログデータのバックアップの 保存媒体[SD Card/なし]を選択します。 

 

▶ [なし]は該当のIDのログメモリがいっぱいになると最も古いログデータを1つずつ削除しなが

ら継続的に新しいログデータを保存します。別途バックアップは行いません。 

[古いログファイル削除単位/バックアップ条件/ログファイル名オプション]設定は無効です。 

 

▶ SD Card]はログのメモリ容量が制限されているのでSDメモリカードを利用し、より多くのロ

グデータを保存するときに使用します。 

該当のIDのログメモリがいっぱいになると[古いログファイル削除単位]分の古いログデータを 

SDカードにバックアップし、バックアップが完了したログデータを削除します。 

 

(注意1：SDカードのファイル） 

GX8メモリにログデータが保存されるときには[データ]の形式で保存がされますが、SDカード/ 

USBメモリーに保存されるときには[ファイル]の形式で保存されます。そして、SDカードに 

ログデータがバックアップされるとき、生成されるログファイルは、1日に1つだけ作成されま

す。 

同じ日に何度バックアップをしても最初に作成された既存のログファイルに続けて記録されま

す。日付が変わるとファイルが新たに作成されます。 

(注意2：SDカード装着可否の確認） 

GX8へSDメモリーカードが装着されている必要があります。 

SDカードがGX8に正常に装着されて認識がされると特殊なアドレス[SD_INSERT]のデータが[1]に

なります。SDカードを取り外すと特殊なアドレス[SD_INSERT]のデータは[0]になります. 

 

 

[図.SDカードの 装着可否の確認] 

(注意3：SDの更新） 

SDカードを取り出す前に[効果および動作]ページで[アクション] - [特殊] - [Storage]の[SDの更

新]を作動させます。  

 

 

[図.SDの更新] 

 

[SDの更新]はGX8メモリに残っている警報/ログデータをすべてSDカードにバックアップした

後、GX8メモリの警報/ログデータを削除します。 

（SDカードへのバックアップ機能を使用する警報のブロック/ログのみ該当します。） 

2 
古いログファイル

の削除単位（％） 

保存媒体を[SD Card]に選択した場合に設定します。 

[古いファイルの削除単位]は2つに使用されます.  

 

▶ ログのメモリ容量がいっぱいになったとき、古いログデータをSDカードに移し削除する単位 

▶SDカードの容量がいっぱいになったときに、ファイルを削除する単位  

 

< SDカードの容量がいっぱいになったとき、削除するファイル数の計算方法> 

GX8メモリには[データ]で保存しているため、合計容量に対する削除容量を計算して、削除し、 

SDカードにログデータは[ファイル]に保存されているので、ファイル数での計算をします。 
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削除ファイルの数は[（古いログファイルを削除する単位/100）xログの全ファイル数]です。 

最も古いファイルを基準に削除されます.  

 

削除ファイルの数が[1]以下の場合には、1つを削除します。 

例）古いログファイルを削除する単位が30％であり、全体のファイル数が2個であれば、 

削除ファイル数は（30/100）x2=0.6個になります。この場合にはファイルの1つを削除します。  

 

全ファイル数が[1]以下の場合には、削除されません。  

3 
バックアップ 

条件 

[保存媒体]を[SD Card]に選択し、SDにログデータをバックアップする場合に適用されます。 

この機能はGX8ログメモリがいっぱいにならなくてもSDカードへのバックアップができます。  

 

 

 

[バックアップ条件]は[バックアップの条件使用]と[ログファイル名の変更時に生成]の2つから設

定することができます.  

 

(1) バックアップ条件 

[バックアップ条件]は、条件が満足すればSDカードにログデータをバックアップします。 

バックアップしたログデータはGX8メモリから削除されます。  

  

[バックアップ条件使用]をチェックした後、[条件]を設定します。 

 

(2) ログファイル名の変更時に生成 

下の[ログファイル名の設定]で設定したファイル名の中で変更される内容があれば、バックアッ

プをします。つまり、日付が変更されたり、HMI別名が変更されたり、分割保存アドレスの値が

変更されると、新しいファイルを作成して、ログデータをバックアップします。バックアップし

たログデータはGX8メモリから削除されます。この機能を使用すると日付が変更されるたびにバ

ックアップをするので、GX8メモリに今日の日付のログデータのみ残るようになります.  

 

この機能は、例として生産する条件やモデルが異なると、分割保存アドレスのデータを制御し

て、状況に応じて新しいファイルへのログデータをバックアップできるようにします。   

4 
ログファイル名の

設定 

[保存媒体]を[SD Card]に選択しSDカードにログデータをバックアップする場合のみ適用されま

す。  

 

GX8内のメモリではログデータに記録されており、SDカードにファイルとして保存されます。 

したがってSDカードにバックアップするときのファイル名を設定します。 

 

  

 

ファイル名は[日付の_ログID_1日に生成されるファイル番号_HMI 別名_カスタム名_分割保存ア

ドレス値]に生成されます。 

[1日に生成されるファイル番号]は最初に生成されたファイルは[000001]、2つ目生成されたファ
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イルは[000002]のように一日に生成されるファイルに順次つけられる番号です。  

 

SDカードにバックアップするログファイルは基本的に日付順に一日に1つ生成されます。 

一日に複数回ログデータがバックアップされても二つ目のバックアップから 

最初のバックアップ時に生成されたファイルにバックアップしたデータを追加します.   

 

[分割保存]は新しいファイルを作成してログファイルに保存する条件です。 

[文字]は設定したアドレスのデータを[文字数]の分、文字列で読み取ってファイル名に挿入しま

す。 

[番号]は設定したアドレスのデータを10進数の数字で読み取ってファイル名に挿入します。  

 

[分割保存]機能は上のバックアップ条件でログファイル名の変更時に生成]をチェックすると設定

したアドレスの値が変更される時[ログファイル名オプション]に応じ、新しいファイルを生成、

ログデータをバックアップします。バックアップログデータはGX8メモリから削除されます。 

 

[ログファイル名の変更時に生成]をチェックしなければ[分割保存]アドレスの値が変更されても

バックアップしません。 

4.2.4 データセットのページ 

 

[データセット]は保存されたログデータの中から[年/月/日/時/分/秒]をはじめと[データ数]だけを抜粋して、別の

メモリに移しておく機能です。[更新条件]が満たされる時にデータセットを生成します。   

 

 

[図.データセットのページ] 

 

保存されたログデータの中から一部を検索し分析するときに使用します。 

データセットのデータは[数/トレンド/ゲージ]オブジェクトなど、以下のようにアドレスを 

LOGSETで設定して表示することができます.  

 

 

[図.データセットのアドレス] 
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4.2.5 ログデータの表示 

 

GX8メモリのログデータはファイルとして保存されるものではなく、データとして保存されます。 

このログデータはいくつかの方法で表示したり、送信/コピーすることができます。  

 

(1) [ログビュー/ロググラフ]オブジェクトを使用して、ログデータ表示する方法 

[ログビュー]オブジェクトを使用して、ログデータをそのまま表示したり、[ログのグラフ]オブジェクトを利用

してグラフで表示することができます。   

 

 

[図.ログビューのオブジェクト] 
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[図.ロググラフのオブジェクト] 

 

ログビューオブジェクトはChapter15[ログビューオブジェクト]を参照してください。 

ロググラフオブジェクトはChapter17.3[ロググラフ]を参照してください。 

 

(2) [数字]オブジェクトを使用してログデータを表示する方法 

数字オブジェクトを利用し、下記のようにログアドレスを設定すればログデータの1つを画面に表示することが

できます。  

 

[図.数字のオブジェクト] 

上の図のようにカラム（Column）を選択してブロック番号を選択すると下記のように対応するログデータを画

面に表示します。  

 

[図.数字のオブジェクト] 

 

保存されたログデータは下のログビューのようにカラムとブロックとなっており、カラムとブロックは[0]から

開始します。 
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[図.ログビューのオブジェクト] 

 

数字オブジェクトの詳細設定はChapter10.1[数字オブジェクト]を参照してください。 

 

(3) [数字]オブジェクトを使用して、ログ数を表示する方法 

[数字]オブジェクトを登録して表示アドレスを[特殊アドレス] LOG_COUNT_1に設定するとログIDが[1]であるロ

グの現在のログ数を画面に表示することができます。 

 

 

[図.数字のオブジェクト] 

 

(4) 運転画面上部の[LogViewer]メニューを使用してログデータを表示する方法 

 

 

[図.LogViewerメニュー] 

 

LogViewerメニューを実行すると以下のように[ログの表示]画面が表示されます。 

[ログの表示]画面で[ログID/日付]を入力するとGX8に保存されたログデータを検索して 

表示することができます。また、検索したログデータを印刷することができます。  
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[図.LogViewer] 

 

4.2.6 ログデータをコピーする  

 

(1) GX8メモリのログデータをPCにコピーする 

 

GX8とPCを接続した後、[送信] - [データのアップロード]メニューを実行します。  

 

 

[図.データのアップロード] 

 

 

[図.アップロード] 

 

[アップロード]画面で[ログ]を選択した後、[ログID]を設定します。 
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[ログID]を[ALL]を選択すると全体のログデータをアップロードしたり、IDを選択するとそのIDのログのみにアッ

プロードします。 

[日付情報]を[今日/最近1週間/期間の設定]の中から選択します。[期間の設定]を選択した場合、期間を7日以内に

設定する必要があります。7日を超えると以下のようなメッセージが表示され、アップロードが実行されません。

その日のログデータのみにアップロードします。 

   

 

 

[Select Folder]ボタンでログファイルの保存経路を設定した後、 

[アップロード]ボタンを押すとアップロードが実行され、以下のようにファイルに保存されます。 

 

 

[図.アップロード結果] 

 

CSVファイルは以下のようにExcelのプログラムで開いて確認できます。   

 

 

(2) GX8メモリのログデータをUSBにコピーする 

 

GX8にUSBメモリを装着したり、運転画面の上部メニューから[USB]ボタンを実行すると以下のようにUSBメニュ

ーが表示されます。 
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[図.上部メニューからUSBボタン実行] 

 

[Global Data]ボタンを押すと下に[Log Upload/ Alarm Upload]ボタンが表示されます。 

[Log Upload]ボタンを実行すると下記のように[選択経路]画面が表示されます。 

この画面ではログファイルを保存する経路を設定し、[OK]ボタンを押すとアップロードが行われます。 

 

 

[図.選択経路の画面] 

 

アップロードが完了すると、下記のようにUSBメモリにログデータがCSVファイルとして保存されます。 

CSV[*.CSV]ファイルはExcelやメモ帳などのプログラムで確認できます。 

 

 

[図.USBメモリコピー結果] 

(3) SDカードのログデータをUSBにコピーする 

 

ログ画面の[バックアップ]ページで、保存媒体を[SD Card]に設定した場合には、 

SDカードに保存されたログファイルをUSBメモリにコピーすることができます。 

下記のようにメニュー画面から[ファイルエクスプローラ]で、左上の[メモリ]を 
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SDカードに変更します。コピーするログファイルを選択した後、[Copy]ボタンをクリックし、 

[メモリ]をUSBに変更した後、[Paste]ボタンを押すとUSBにコピーされます。    

 

 

[図.メニュー画面のファイルエクスプローラ] 

 

4.2.7 ログデータを削除する  

 

GX8メモリに保存されたログデータは2つの方法で削除することができます。  

 

まず、画面上にボタンを作り、エフェクト＆アクション]ページで以下のように設定します。 

【特殊】 - 【Memory] - [Log Clear]を選択して、ログデータ[全体]を削除するのか、該当の[ログID]のみを削除する

のかを設定します。  

 

 

[図.ログの削除動作] 

 

上記のように設定された動作を実行すると、ログデータが削除されます。  

 

 

 

 

 

 

 

二つ目の方法はメニュー画面から初期化をすることができます。 

[コントロールパネル] - [初期化] - [2.ログデータの削除]を実行すると、GX8メモリのログデータ 

全体が削除されます。 
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[図.メニュー画面の操作パネル] 

 

 

[図.メニュー画面の初期化] 

 

 

[図.削除の確認メッセージ] 

 

4.3 レシピ 

 

レシピは、テーブルの形でメモリ（GX8/ SD Card/ USB）にデータを保存しておき、[条件]に基づいて、 

コントローラのアドレス領域へ対応するデータを移動させる機能です。 

 



174 CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー 

 

 

[図.レシピ] 

 

4.3.1 レシピメモリの設定 

 

GX8メモリからレシピデータとして使用する領域を設定します。 

レシピの領域は[プロジェクト] - [プロパティ] - [パーテーションの設定]で設定します。 

[パーテーションの設定]でGX8内のバックアップメモリの[ログ/警報/レシピ]で使用領域を割当します。   

 

 

[図.パーテーションの設定] 

 

レシピ画面の上部では、レシピメモリ容量とその中に使用されているメモリを表示します。  

 

[図.レシピに割り当てられたメモリの表示] 

4.3.2 レシピのリスト 

 

[レシピのリスト]は上部の[追加/削除]ボタンを利用して管理ができ、最大[32]のレシピの登録ができます。 

 

No レシピ 説明 

1 追加 設定したレシピをリストに追加します。 

2 削除 リストから選択されたレシピを削除します。 

  

 

[図.レシピのリスト] 
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No レシピのリスト 説明 

1 ID 登録されたレシピのIDです。 

2 名前 登録されたレシピの名前です。 

3 アドレスタイプ 登録されたレシピのアドレスタイプ (順次 /Sequential, 非順次 /Random)です。. 

4 アイテム数 登録されたレシピのアイテム数です。 

5 パラメータ数 登録されたレシピのパラメータ数です。 

6 
サイズ 

登録されたレシピのメモリ容量（Byte）です。 

アイテム数/パラメータ数/アドレスのサイズなどで計算されます。 

 

 

 

 

 

4.3.3 レシピデータページ 

 

レシピデータの設定および管理します。 

[アイテム数/パラメータ数]を設定し、移動アドレスを設定します。 

また、レシピデータを直接入力することができます。 

 

 

[図.レシピデータのページ] 

 

No レシピデータ 説明 

1 ID [追加]ボタンを押すたびに、順次に付与されるレシピの番号です。 

2 レシピ名 レシピの名前を入力します。 

3 アイテム数 
アイテムはパラメータのロード数でテーブルの行数を意味します。 

一つのレシピには、最大5,000個のアイテムを登録することができます。 

4 パラメータ数 
一つのアイテムを構成するデータの数でテーブルの列の数を意味します。  

一つのアイテムには、最大100個のパラメータを登録することができます。 

5 アドレスタイプ 

アドレスタイプを[順次正/非順次]の中から選択します。  

 

[順次]は、[開始アドレス]に基づいてパラメータのアドレスの番地が連続的に登録されます。 

アドレスは、開始アドレスに基づいて自動的に設定されるので、 

下のテーブルでは、アドレスを変更することはできません。 
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[非順次]：パラメータの数だけ自由にアドレスを設定することができます。 

下の表では、アドレス/データタイプ/データサイズなどを自由に変更することができます。  

 

 

6 開始アドレス 
[アドレスタイプ]を[順次]に設定する場合は、開始アドレスを設定します。 

[アドレス/タイプ/サイズ]を設定します。順次の場合、同一のタイプとサイズが適用されます。 

7 

基本データ 

インポートの使

用 

この機能は、設定した条件を満たせばプロジェクトの[レシピデータ]のページに 

設定されたレシピデータをGX8レシピメモリに読み込む機能です。 

 

レシピデータは、GX8運転中に[移動]ページの[パラメータアップロード]機能を利用して、 

修正したり、更新することができます。つまりプロジェクトのレシピデータとGX8メモリのレシ

ピデータは異なる場合があります。  

 

設定した条件を満たせば、GX8メモリのレシピデータをプロジェクトのレシピデータに初期化し

てくれます。 
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[編集]ボタンを押して下の[条件設定]ページで条件を設定してくれます。 

（条件設定方法は、Chapter7.7[条件]ページの設定]を参照してください) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レシピデータは、以下のテーブルから直接に入力します。 

 

 

[図.レシピデータテーブル] 

 

レシピデータは、[移動]ページの[パラメータアップロード]を用いて、GX8運転中に保存することができます。

（パラメータのアップロード機能は、Chapter4.3.5[移動ページ]を参照してください。） 

 

また、運転中にGX8の上部メニューの[Recipe]ボタンを実行して、表示される[レシピ 編集機]でレシピデータを

編集することができます。 

（レシピ編集機の詳細はChapter4.3.8[レシピ 編集機]を参照してください。） 

 

[図.レシピ 編集機] 
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4.3.4 レシピアイテムのページ  

 

レシピアイテムページでは各アイテムの[名前]を入力して、[イメージ]を登録することができます。  

 

 

[図.レシピアイテムのページ] 

 

登録したイメージは[プロジェクト管理] - [リソース] - [Global Image]に自動的に登録されます。 

 

 

[図.グローバルイメージ] 

 

Global Imageに登録されたイメージは画面上でDrag＆Dropし取り出すことができ[イメージ]のオブジェクト/警

報処置事項の表示アイテム/[ランプ]オブジェクトのグローバルイメージの選択などのイメージ使用ができるオブ
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ジェクトで使用できます。 

（グローバルイメージはChapter7.3.3[グローバルイメージ]を参照してください。） 

 

このページでは登録したアイテムの[名前]と[イメージ]は、GX8の上部メニューの[Recipe]を実行すると、 

表示されるレシピ編集機で確認することができます。  

 

 

[図.上部メニューのRecipe] 

 

 

[図.レシピの編集機] 

 

4.3.5 移動ページ 

 

レシピデータの移動条件を設定します。 

[パラメータのダウンロード（HMI - > PLC）]は、メモリに保存されたレシピデータを 

設定したアドレス領域に移動します。[パラメータのアップロード（PLC - > HMI）]は、 

アドレス領域のデータをレシピメモリに保存します。 
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[図.レシピの移動] 

 

 

(1) パラメータ ダウンロード (HMI -> PLC) 

 

メモリ内の特定のアイテムのレシピデータを設定された[パラメータアドレス]に移動させます。 

 

No 
パラメータの 

ダウンロード 
説明 

1 
対象の 

アイテム番号 

レシピデータの中の移動するアイテムの番号です。 

アイテムの番号はアドレスに設定します。 

設定したアドレスのデータがアイテムの番号になります. 

 

上記のように設定した場合、[D0050]の値が[2]であり、[Y001]が[OFF]から[ON]になると、 

2番アイテムのレシピデータがパラメータアドレス領域に移動します。 

2 条件 

移動条件を設定します。 

条件が真となると、そのアイテムのレシピデータが移動します。 

 

 

 

上記のように[ビット]の条件で[On edge]条件を設定すれば[Y001]の値が[0] - >[1]に変更され

た時点のみのにアイテムのレシピデータが移動します。 

[Off edge]は、[1] - >[0]に変更された時点で、[Reverse]は[Y001]の値が変更された時点で移動

します。 

  

[On continue]条件は、ビットアドレスがOn[1]されている間, [対象アイテム番号]が 

変更されるたびに移動します。 

[Off continue]条件は、ビットアドレスがOff[0]されている間、[対象アイテム番号]が 
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変更されるたびに移動します 

(条件設定方法はChapter7.7[条件]ページの設定]を参照してください.) 

3 
完了 

フラグ 

レシピデータの移動が完了した時、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は、一度[1]になった後、自動的に[0]にはリセットされません。したがって完了

フラグを使用するときは、[1]になった後、[0]にリセットする必要があります。  

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) パラメータアップロード (PLC -> HMI) 

 

パラメータのダウンロードと反対の機能で、パラメータアドレス領域の実際のデータを特定のアイテムのレシピ

データとして保存します。   

 

[アップロードの使用]をチェックして、使用の状態の設定ができます。  

 

 

 

No 

パラメータアップ

ロード 
説明 

1 
対象アイテムの

番号 

パラメータアドレス領域の実際のデータを保存するアイテムの番号です。 

アイテムの番号はアドレスに設定をします。 

設定したアドレスのデータがアイテムの番号になります。 

 

上記のように設定した場合、[D0051]の値が[3]で[Y002]が[OFF]から[ON]になると、 

パラメータアドレス領域の実際のデータが3番アイテムとして保存されます。 

2 移動条件 

移動条件を設定します。 

条件が真となるとパラメータアドレス領域の実際のデータが該当アイテムに保存されます 

(条件設定方法はChapter7.7[条件ページの設定]を参照してください) 

3 完了フラグ 

レシピデータの保存が完了した時、、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は一度[1]になった後、自動的に[0]にリセットされません。 

したがって完了フラグを使用するときは[1]になった後、[0]にリセットしてくれるの動作をす

る必要があります。 

 

4.3.6 SDCard / USB ページ 

 

GX8メモリの該当IDのレシピデータ全体（全アイテム）を外部メモリ（SD Card/ USB）に保存するか、外部メ

モリに保存したレシピデータをそのIDのGX8メモリに上書きするときに使用します。外部メモリ（SD Card/ 

USB）にCSVファイルとして保存されます。 
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[図.レシピ拡張のメモリ] 

 

レシピデータを保存する媒体を[SD Card/ USB]の中から選択します。 

GX8内のメモリにレシピデータが保存されるときには[データ]で保存されるが、外部メモリ（SD Card/ USB）に

レシピデータが保存されるときには、[ファイル]で保存されるのでファイル名を設定します。 

 

No SDCard/USB ページ 説明 

1 ファイル名 レシピデータを保存するファイル名を入力します。  

2 ファイル番号使用 

[ファイル番号使用]をチェックして[ファイル番号]を設定すると、 

ファイル名にファイル番号が追加されます。外部メモリに保存するときに、 

[D0002]のデータが3であれば, ファイル名は、[パンの材料_3.CSV]で保存されます。  

 

[CSVファイルの設定]で[インポートパラメータ/保存パラメータ]を設定します。 

 

No CSV ファイルの設定 説明 

1 
インポート 

パラメータ 

設定した[条件]を満たせば、[SD Card/ USB]に保存された該当ファイル名 

（ファイル名_ファイル番号.CSV）のレシピを読み取りGX8レシピメモリに上書きします。 

 

レシピデータのインポートが完了したら、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は一度[1]になった後、自動的に[0]にリセットされません。したがって 

完了フラグを使用するときには、[1]になった後、[0]にリセットする必要があります. 

2 
保存 

パラメータ 

設定した[条件]を満たせば、[SD Card/ USB]に設定されたファイル名 

（ファイル名_ファイル番号.CSV）にレシピデータを保存します。 

 

レシピデータの保存が完了した時、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は、一度[1]になった後、自動的に[0]にリセットされません。したがって完了フ

ラグを使用するときには、[1]になった後、[0]にリセットする必要があります。 

 

[QRコードファイルの設定]はカメラが搭載されたGX8Rプレミアムモデルのみサポートします。 

GX8メモリのレシピデータをQRコードに保存し、QRコードをカメラを利用して撮影すると 

QRコードに保存されたレシピデータがGX8レシピメモリに移動します。 
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QRコードは、保存容量が制限されているため、レシピデータが多すぎると、次のようなエラーが発生します 

この時には、[レシピデータ]ページで、[アイテム数]と[パラメータ数]を変更しなければなりません。  

 

 

[図.QRコード容量制限] 

 

 

[図.アイテム数/パラメータ数] 

 

 

 

 

No 
QRコードファイル設

定 
説明 

1 
インポート 

パラメータ 

設定した[条件]を満たせば、QRコード認識のためのカメラが実行されます。  

 

 

 

[保存パラメータ]に保存したQRコードを赤の囲いに合わせて認識させます。 

QRコードに格納されたレシピデータをGX8レシピメモリにインポートします。   

 

レシピデータのインポートが完了したら、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は、一度[1]になった後、自動的に[0]にリセットされません。したがって 

完了フラグを使用するときは、[1]になった後、[0]にリセットする必要があります。 

2 保存パラメータ 

設定した[条件]を満たせば、[SD Card/ USB]の[MHI-Recipe]フォルダに[FileName.jpg]という

名前でQRコードが生成されます。 

このQRコードにはGX8メモリのレシピデータが保存されています。   

 

QRコードをPCから印刷して[インポートパラメータ]実行時、QRコードを認識して、 

QRコードに保存されたレシピデータをGX8レシピメモリにインポートします。  
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[QRコード生成] 

 

レシピデータの保存が完了した時、[完了フラグ]のアドレス値が[1]になります。 

[完了フラグ]は一度[1]になった後、自動的に[0]にリセットされません。したがって 

完了フラグを使用するときは[1]になった後、[0]にリセットする必要があります。 

 

 

 

 

 

4.3.7 レシピファイルのインポート/エクスポート 

 

レシピの設定をファイルに保存したり、保存されたレシピファイルをインポートします。 

 

 

 

警報 説明 

インポート 

[エクスポート]で保存されたレシピ設定ファイル[*.hrcp]を読み込みます。 

[インポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

 

 

 

[ファイルの選択]ボタンを押すと、[開く]画面が表示されます。 

希望の警報ファイル[*.hrcp]を選択し、下の[開く]ボタンをクリックします。 

 

[インポートオプション]で[追加/上書き]の中で選択した後、 

[開く]ボタンを押すとインポートが完了します.  
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[新たに追加]は、新しいIDのレシピが生成されることです。 

[上書き]は、既存のレシピにインポートしたレシピの設定を上書きします。 

エクスポート 

レシピ設定内容をファイル[*.hrcp]で保存します。 

[エクスポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 

 

 
レシピ設定ファイルとして保存IDを[選択]し、下の[保存]ボタンを押すと[名前を付けて保存] 

画面が表示されます。この画面で保存[経路]を指定し、[ファイル名]を入力します。 

下段の[保存]ボタンを押すと、[エクスポート]を終了します。 

 

 

 

レシピファイルは、以下の図のように保存されます。   

 

 

CSV インポート 

[CSVエクスポート]ボタンで保存したレシピファイルを、[選択したグループ]に読み込みます。 

 

[CSVインポート]ボタンを押すと、下の画面が表示されます。 

[CSVエクスポート]機能で保存されたCSVレシピファイルを選択して、[開く]ボタンをクリックしま

す。  
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CSV エクスポート 

選択したレシピの設定を[*.CSV]ファイルに保存します。 

保存したCSVファイルは、Excelのプログラムで開いて編集することができます。 

 

[CSVエクスポート]ボタンを押すと、下記のように[名前を付けて保存]画面が表示されます。 

保存先の経路を設定し、ファイル名を入力します。 

下の[保存]ボタンを押すと、保存が完了します。 

 

 

 

4.3.8 運転中の上部メニューのレシピ編集機 

 

GX8上部メニューの[Recipe]を実行すると、[レシピエディタ]が実行されます。 

[レシピ編集機]でレシピデータを編集することができます。 

 

 

[図.上部メニューのRecipe] 
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[図.レシピ編集機] 

 

上部にはレシピのリストを示し、下には選択したレシピアイテムとデータを示します。 

レシピリストの情報は変更できないが、アイテムの名前とレシピデータを変更することができます。 

 

(1) アイテム名の修正 

アイテムの名前も変更できます。 

アイテムの名前をタッチすると、以下のような[文字列のキーパッド]がポップアップし、 

文字列でアイテムの名前を入力することができます。 

 

[図. 文字列のキーパッド] 

 

(2) レシピデータの修正 

▶ 変更データをタッチすると、[数字キー]がポップアップされ、新しいデータを入力することができます。  

 

 

[図.数字キー] 

 

▶  (アイテムの追加/アイテムの削除/データ全体の削除）のメニューを 

利用してデータを変更することができます。 

アイテムを選択するには、左側の[番号]をタッチします。 
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[図.アイテムを選択] 

 

No レシピ編集機 説明 

1  

アイテム追加 

選択したアイテムの番号で新しいアイテが追加されます。 

 

 

 

 

 

選択したアイテムからアイテム番号が後ろに1ずつずらされ最後のアイテムは削除され、選択

された番号に新しいアイテムが追加されます。 

最後のアイテムは削除されるため、全体のアイテム数は変わりません。 

2  

アイテムの削除 

選択された番号のアイテムの名前とレシピデータを削除します。 

3  

データ全体削除 
全体レシピデータを削除します。 

 

▶ データの検索ができます。 

 

 

[図.データの検索] 

 

 ボタンをタッチすると、下に検索欄が表示されます。再度タッチすると、検索ウィンドウが閉じ  

 

[Item No]はアイテム番号であり、[Param No]はパラメータ番号です。 

上の図のように入力して[Go to]ボタンをタッチするとその場所に移動します。  

Searchにデータを入力して,  ボタンをタッチすると、選択された位置の前の部分で同じデータを 探して移

動します。  ボタンをタッチすると、選択された位置の後ろの部分から同じデータを探して移動します。 
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▶ 選択したアイテムの名前とイメージを見ることができます。 

 

(View) ボタンを押すと、ボタンが (Hide) に変わり、右側にアイテム情報を表示します。  

(Hide) ボタンを押すと、ボタンが (View) に変わり、右側のアイテム情報を閉じます。 

レシピアイテム[番号]を選択すると、該当アイテムの名前とイメージを表示します。 

各アイテムの名前とイメージはプロジェクト - [レシピ] - [レシピアイテム]ページで設定します。  

 

 

[図.アイテム情報] 

 

No レシピエディタ 説明 

1 
 

レシピリストを 

閉じる 

レシピリストを閉じます。 

 

 

2 
適用 

修正した内容を保存します。 

 

 

3 
 閉じる 

レシピエディタを終了します。  

4 
 インポート 

[エクスポート]で保存されたレシピファイルをインポートします。  

5  

エクスポート 

レシピデータをCSVファイルに保存します。  

 

ポップアップされた[文字列のキーパッド]で、ファイル名を設定し、[Enter]キーをクリックし

ます。 
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続いて、ポップアップされた[ファイルエクスプローラ]の画面で、保存経路を設定します。  

 

 

 

[OK]ボタンを押すと、該当の経路に 該当のファイル名でレシピデータが保存されます。 

 

4.3.9 レシピデータを削除する 

 

メニュー画面で、レシピデータを初期化することができます。 

[コントロールパネル] - [初期化] - [4。レシピデータの削除]を実行すると、GX8メモリのレシピデーが初期化され

ます。 

 

 

[図.メニュー画面の操作パネル] 

 

[レシピデータの削除] 
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4.4 文字列 

 

プロジェクトに使用する文字列をテーブル形式で登録して管理します。 

プロジェクトの文字列は、直接に入力ができますが、より体系的かつ効率的に管理するために 

、文字列の設定を使用します。 

 

1)プロジェクトでは同じ文字列を多数使用した場合は、文字列テーブルで一度だけ変更すると一括適用になりま

す。 

2) 登録された文字列は[エクスポート/インポート]機能で、他のプロジェクトに適用することができます。 

3)多言語機能を利用して、多数の言語テーブルを登録してプロジェクトの運転中にテキストの言語を一括変更す

ることができます。 

 

 

[図.文字列] 

 

グループを生成し、グループに属している文字列を登録します。 

 

 

[図.文字列の設定] 

 

4.4.1 グループの編集 

 

グループは、文字列を分類するためのもので、最大65536個まで作成することができます。 

1つのグループに最大50000個の文字列を登録することができます。 

 

 

[図.グループの編集] 
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No グループ 説明 

1 グループの追加 

新しいグループを追加します。 

上部の[グループの追加]ボタンをクリックするか、右クリック時に表示される 

メニューから[グループの追加]を選択します。 

2 グループの削除 

選択したグループを削除します。 

上部の[グループの削除]ボタンを押すか、マウスの右クリック時に表示される 

メニューから[グループの削除]を選択します。 

 

グループは、[ID/グループ名/多言語]のプロパティがあります。 

No グループ 説明 

1 ID 
グループが作成されるときに登録されたグループの最後の番号の次に付けられる番号です。  

修正が可能です。 

2 グループ名 グループが作成されるときにNewGroup＃で作成されます。修正が可能です。  

3 다국어 

文字列を多言語で登録するかどうかをチェックします。  

 

▶ [多言語]をチェックしなければ、以下のように単一の言語テーブルに登録します.  

 

 

▶ [多言語]をチェックすると、多数の言語を登録することができます。  

[多言語機能を使用する場合は、上段 ボタンを実行し[言語テーブル]を設定しま

す。 

言語テーブルは、1個から最大16個まで設定することができます 

 

 

 

番号[0]番の言語はデフォルト言語として、削除することができません。  

番号[1]番から[15]番まで[使用]をチェックして、新しい言語テーブルを追加します。 

 

[名前]を入力して[言語]を選択します。[名前（言語）]は、言語テーブルの名前になります。 

言語は[English/ Korean/ Japanese/ Chinese]の中から選択してその他の言語は[UserDefine]を 

選択します. 
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言語が追加されると、文字列のテーブルが[言語の数]に応じて追加されます。 

 

 

 

4.4.2 文字列の編集 

 

文字列を登録し、編集します。 

文字列はExcelファイルで編集して[コピー（Ctrl + C）/貼り付け（Ctrl + V）]することができます。  

 

 

[図.文字列] 

 

文字列のカラムは、グループの[多言語]を選択しない場合は[ID/文字列]2つであるが、[多言語]選択時[言語設定]

で選択した言語の数に応じてカラムが追加されます   

 

No 文字列 説明 

1 ID 

文字列の番号です。 

文字列の追加時の最後の文字列のIDに1を加えた番号で自動的に付けられます。 

IDは修正が可能です。 

2 文字列 
プロジェクトで使用するテキストを入力します。 

多言語選択時の文字列カラムの数は、言語の数に応じて追加されます。 

 

上部の[追加/挿入/削除/自動番号付け]で[文字列テーブル]を編集します。 

 

 

[図.文字列の編集ボタン] 

 

No 文字列の編集 説明 

1 追加 

新しい行を追加して、新しい文字列を入力します。 

方法1）の上部の[追加]ボタンをクリックするか、右クリックメニューの[行の追加]を実行すると 

最後の文字列の後に新しい行が追加され、新しい文字列を入力することができます。 

方法2）最後の行にマウスダブルクリックすると行が追加され、新しい文字列入力ができます。 
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2 挿入 

選択された行の上に新しい行が追加されます。 

文字列を挿入する位置を選択して、上段の[挿入]ボタンをクリックするか、右クリックメニュー

の[行の挿入]を実行すると、選択された行の上に新しい行が追加され、新しい文字列を挿入する

ことができます。  

3 削除 選択された文字列の行を削除します。 

4 
自動 

番号付け 

文字列のIDが連番になるように一括修正してくれます。 

[自動番号付け]を適用するIDの領域をマウスでドラッグして選択するか、最初のIDを選択してキ

ーボードShiftキーを押しながら下方向キーを押して選択します。 

[自動番号付け]ボタンを押すと、最初の文字列のIDを開始番号を基準に1ずつ増加する新しいID

を付与します。 

  

 

 

文字列は以下のように編集します。  

 

No 文字列の編集 説明 

1 コピーする 

マウス右クリックメニューの[コピー]を実行するか、ショートカットキー[Ctrl + C]を実行します。 

 

一つの文字列をコピーするか多数の文字列をコピーします。多数の文字列はマウスでドラッグする

か、一つの文字列をクリックした後、Shiftキーを押しながら方向キーを押して選択します。 

2 貼り付け 

マウス右クリックメニューの[貼り付け]を実行するか、ショートカットキー[Ctrl + V]を実行します 

 

コピーした文字列を選択した領域に貼り付けます。 

3 切り取り 

マウス右クリックメニューの[切り取り]を実行するか、ショートカットキー[Ctrl + X]を実行します 

 

一つの文字列を消去したり、多数の文字列を消去します。多数の文字列は、マウスでドラッグする

か、一つの文字列をクリックした後、Shiftキーを押しながら方向キーを押して選択します。文字列

のみクリアされ、行は削除されません。 

 

[切り取り]した文字列は他の領域に[貼り付け]することができます。 

 

文字列の入力時に[Ctrl] + [Enter]キーを押して、複数行の文字列を入力することができます。 

[Ctrl + Enter]キーを押すと、カーソルが下の行に移動します。.  
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[図.複数行に文字列を入力] 

 

多言語の設定画面の下部には、文字列の検索機能があります。 

検索する文字列を入力すれば、 最初にテーブルの一番上の文字列を見つけてくれます。 

[次の検索/前の検索]ボタンで次/前にある同じ文字列を検索することができます。 

 

 

[図.文字列の検索] 

 

4.4.3 文字列テーブルのインポート/エクスポート  

 

文字列テーブルの内容をファイルに保存したり、[エクスポート]で保存されたファイルをエクスポートます。   

 

 

 

[インポート/エクスポート]はhstrファイルとして保存したり、hstrファイルをインポートすることで保存された

ファイルの変更はできません.  

 

[CSVインポート/ CSVエクスポート]はCSVファイルとして保存したり、CSVファイルを 

インポートすることでCSVファイルはExcelのプログラムで開いて編集することができます。 

 

No 文字列 説明 

1 インポート 
[エクスポート]で保存された文字列テーブルファイル[*.hstr]をエクスポートします。 

[インポート]ボタンを押すと、以下のような画面が表示されます。 
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[ファイルの選択]ボタンを押すと、[開く]画面が表示されます。[hstr]ファイルを選択した後、[開

く]ボタンをクリックします。  

 

[多言語インポート]画面で、[開く]ボタンを押すと、インポートが完了します。  

 

 

 

[新たに追加]は、新しいグループを生成してインポートした文字列テーブルを追加します。 

[上書き]は、既存の同じグループのIDに読み込んだ文字列テーブルを上書きします。 

2 エクスポート 

多言語テーブルをファイル[*.hstr]で保存します。 

[エクスポート]ボタンを押すと次の画面が表示されます。  
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保存するIDを選択した後、[保存]ボタンを押すと[名前を付けて保存]画面が表示されます。 

この画面で、保存[経路]を指定し、[ファイル名]を入力します。 

 

 

 

下段の[保存]ボタンを押すと、[エクスポート]を完了します。 

 

 

文字列テーブルの内容が次の図のように保存されます。  

 

 

3 
CSV 

インポート 

[CSVエクスポート]ボタンで保存した文字列テーブルファイルを[選択したグループ]に読み込みま

す。 

[CSVインポート]ボタンを押すと[CSVファイルをインポート]画面が表示されます。 

[選択]ボタンを押し、[開く]画面で[CSVエクスポート]で保存した文字列テーブルファイルを読み

込みます。 
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[全体交換]はグループの文字列テーブルはすべて削除され、ファイルの文字列テーブルに登録さ

れます。 

[追加]は、選択したグループの文字列テーブルの後ろにファイルの文字列テーブルが追加されま

す。 

[変更]は、選択したグループの文字列テーブルのファイルのうち、文字列テーブルと同じ番号の

ものは上書きされ、そうでない番号の文字列は新たに追加されます。 

4 
CSV 

エクスポート 

選択したグループの多言語テーブルを[*.CSV]ファイルに保存します。 

 

[CSVエクスポート]ボタンを押すと、下記のように[名前を付けて保存]画面が表示されます。 

保存先の経路を設定し、ファイル名を入力します。下の[保存]ボタンを押すと保存が完了になり

ます。 

 

 

 

保存したCSVファイルは、Excelのプログラムで開いて編集することができます。 
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4.4.4 テキストの文字列テーブルを使用する  

 

文字列テーブルに登録されたテキストを使用するには、[オブジェクト/警報内容]など[テキスト]を設定するとき

に次のように[文字列テーブル]を選択します。そして[文字列]のグループとその文字列を選択します。  

 

 

[図.テキストに文字列のテーブル適用] 

 

4.4.5 多言語で使用する 

 

▶ 文字列テーブルを多言語に設定する方法 

 

1) [プロジェクト] - [文字列]メニューの実行時[文字列の設定]画面で[グループ]の[多言語]をチェックします。 

2) [文字列の設定]画面の[言語設定]ボタンを実行して、多数の言語テーブルを生成します。  

3) 生成された言語別の文字列テーブルに各言語に対応する文字列を作成します。 

 

▶ 多言語使用時にフォントを設定する方法 

 

多言語が適用されたテキストの[フォントの設定]を押すと、下記のように[個別言語のフォントの設定]があり、

各言語に応じて他のフォントを設定することができます。   
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[図.フォントの設定] 

 

言語に応じてサポートするフォントは異なりますので、言語に合うフォントを設定しなければなりません。 

言語がサポートされていないフォントを使用するとテキストが文字化けします。 

 

[すべての言語のフォントの設定]で共通に適用されるフォントプロパティを設定します。 

[適用]ボタンを押すとすべての言語に設定されたプロパティが適用されます。 

言語ごとに異なるフォントプロパティを設定するためには[個別言語のフォント設定]テーブルで、各フォントを

ダブルクリックして設定します。 

 

複数の言語を同時に使用する必要が場合、[Arial Unicode MS]フォントに設定します。 

このフォントは、ほとんどの言語に文字化けがなく表示されます。  

 

 

[図.Arial Unicode MSフォントの設定] 

 

▶ 多言語使用時にプロジェクトで言語を変更する方法 

 

特殊アドレス[MULTI_LANGUAGE]に[言語番号]を入れれば、文字列テーブルを使用するすべてのテキストがその

言語のテーブルに変更になります。 

 

言語[番号]は、上部の  ボタンのクリック時に表示される画面で確認できます。 
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[図.言語設定画面] 

 

上の図のように設定した場合は、特殊アドレス[MULTI_LANGUAGE]の値が[0]であれば韓国語で表示されるし[1]

であれば、英語で表示されます。 

 

 

[図.文字列テーブルの言語の変更ボタン]  

 

4.4.6 [ツール] - [文字列の変換]メニューを利用した自動変換 

 

[ツール] - [文字列の変換]は文字列の設定がされていないプロジェクトを文字列が設定されるように 

自動的に変換します。逆に文字列テーブルが適用されたプロジェクトを通常文字に変換することもできます。 
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まず、[プロジェクト] - [文字列]を実行して[文字列の設定]画面で[グループ]の追加をする必要があります。 

グループがなければ、以下のような警告メッセージが表示され、[文字列の変換]が実行されません。   

 

 

 

[文字列の変換]を実行すると、[文字列テーブルコンバータ]画面が表示されます。 

 

 

[文字列テーブルコンバータ] 

 

No 文字列テーブルコンバータ 説明 

1 変換モード 

▶ 文字 - >文字列テーブル]は、[プロジェクト] - [文字列]機能を使用していないプ

ロジェクトを自動的に文字列の機能が設定されるように変換します。  

 

 
 

1) プロジェクトで使用されたすべてのテキストを[プロジェクト] - [文字列]の 

文字列テーブルに自動的に登録します。 

2)プロジェクトのすべてのテキストは[文字列テーブル]で選択されていて、既存のテ

キストと同じ文字列が自動的に選択されます。 
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▶ [文字列テーブル - >文字]は、[文字列テーブル]で設定されたテキストをすべて 

[直接入力]に変換します。 

 

 

 

 

 

[プロジェクト] - [文字列]の文字列テーブルはそのまま残っています. 

2 
テーブル 

グループの設定 
プロジェクトのすべてのテキストを登録する[文字列]グループを選択します。  

3 変換領域の設定 

変換する領域を設定します。 

[全体]はプロジェクト全体のテキストに適用されます。 

[マスター画面/フレームの画面/メイン画面/ウィンドウの画面/ HDMI画面/警報]を選

択すると、その領域のテキストのみに適用されます。 

4 画面の範囲 

変換領域の設定で[マスター画面/フレームの画面/メイン画面/ウィンドウの画面/ 

HDMI画面]を選択した場合、文字列の変換を適用する画面番号の範囲の設定ができ

ます。 

[全体]は全体画面に適用し、[範囲]は該当する画面番号のみに文字列の変換を適用し

ます。   

 

4.4.7  メッセージ・オブジェクトで使用する 

 

文字列テーブルに作成された文字列は[メッセージ]オブジェクトの条件に応じて表示ができます。  
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[図.メッセージオブジェクト] 

 

メッセージオブジェクトの詳細設定はChapter11[メッセージオブジェクト]を参照してください 

 

 

4.5 スクリプト 

 

演算は、[オブジェクト]を利用して簡単に登録することもできるが、複雑な条件/演算は[スクリプト]を使用して

より体系的に細かく処理することができます。 

スクリプトの適用範囲を[グローバル（すべての画面）、画面、オブジェクト]にそれぞれ設定することができま

す。 

TDSは、インターネット環境で最も多く使用されるスクリプトであるJavascript Engineを使用します。したがっ

て[Javascript]と同じ文法を使用し作成できます. 

 

☞ 注意：多くのスクリプトの使用は動作速度を低下させる要因となり、PLCとGX8の通信速度によりスクリプト

を利用した結果の値の反応が遅く表示されることがあります。 
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[図.スクリプト] 

 

4.5.1 スクリプト上部メニュー 

 

 

[図.スクリプト 上部メニュー] 

 

No 上部メニュー 説明 

1 新規 

新しいスクリプトを生成します. 

[新規]メニューを実行すると[New Scipt]画面が表示されます。 

 

 

 

新しいスクリプトをすべての画面に適用する場合は[Global Script]を選択し、[特定の画面]のみ

に適用する場合は画面を選択します。[Script Name]を入力し、[OK]ボタンをクリックします。 

2 削除 スクリプトのリストから選択したスクリプトを削除します。 

3 保存 スクリプトを保存します。 

4 インポート [エクスポート]で保存した全スクリプトファイル（.hsrt）を読み込みます。 

5 エクスポート スクリプト全体の設定内容をファイル（.hsrt）に保存します。 

6 検索 
スクリプトの編集画面で、Textを検索します。 
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[Text to find]は検索する文字列です。検索する文字列を直接入力します。また、編集画面で文

字列を選択し、 

[検索]メニューを実行すると[Text to find]欄に自動的に選択した文字が入力されます。 

 

[Options（検索オプション）]は、[Case sensitive（大文字/小文字を区別）、 

Whole words only（空白文字は無視して単語全体のみ捜す）、 

[Regular expressions（正規表現の適用は、1つの以上の単語一致）]です。 

[Direction（方向）]は、[Forward（下へ）、Backward（上へ）]です。 

[Scope（範囲）]は、[Global（全体）Selected text（選択された領域）]です。 

[Origin（開始位置）]は、[From cursor（カーソル位置から）、Entire scope（全範囲）]です.  

 

[OK（検索）]ボタンを押すと、該当する文字列を編集画面内で1つを検索します。 

[Search All（すべて検索）]ボタンを押すと、その文字列を編集画面ですべて検索します。 

 7 変換 

スクリプトの編集画面で、Textを検索して、他のTextに一括変更します 

[Text to find]は検索する文字列です。検索する文字列を直接入力します。また、編集画面で文

字列を選択し、[検索]メニューを実行すると、[Text to find]欄に自動的に選択した文字が入力さ

れます。 

 

[Replace with]は変換する文字列です。直接入力します。 

 

 

[Options（検索オプション）]は、[Case sensitive（大文字/小文字を区別）、 

Whole words only（単語全体に一致）、 

Regular expressions（正規表現の適用は、1つの以上の単語と一致）、 

Prompt on replace（変更後の移動）、 
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Replace with template（文字列をテンプレートに変更するかどうか）]です。 

[Direction（方向）]は、[Forward（下へ）、Backward（上へ）]です。 

[Scope（範囲）]は、[Global（全体）Selected text（選択された領域）]です。 

[Origin（開始位置）]は、[From cursor（カーソル位置から）、Entire scope（全範囲）]です. 

 

[OK（変換）]ボタンを押すとその文字列を編集画面から1つを検索します。 

[Replace All（すべて変換）]ボタンを押すとその文字列を編集画面ですべて検索します. 

8 印刷 

スクリプトの編集画面を印刷します。 

 

 

9 アドレス 

アドレスキーパッドが実行されます。 

キーパッドで設定したアドレスが、編集画面に登録されます。  

 

 

 

10 関数 

関数のリスト画面を実行して関数を登録します。 

[関数検索]で希望の関数のフレーズを入れて、[検索]をクリックすると、フレーズが含まれてい

る関数が検索されます。[関数の選択]で関数を選択すると、下に関数の説明を表示します。 

[OK]をクリックすると、その関数が編集画面に登録されます。  
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11 演算子 

演算子リストから演算子を選択するとその演算子が編集画面に登録されます。 

 

 

 

 

4.5.2 スクリプトのリスト 

 

スクリプトの設定画面の左上にはスクリプトのリストがあります。 

スクリプトのリストをダブルクリックすると右側の編集画面で内容を見ることができます。 
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[図.スクリプトのリスト] 

 

スクリプトのリストは[グローバル/スクリーン/オブジェクト]に登録されたスクリプトを示します。  

 

[グローバル]はすべての画面に適用されるスクリプトです。つまり、動作中の画面とは関係なく条件を満たすと

実行をします。 

[スクリーン]は画面上のみに実行されるスクリプトです。 

[Object]は、該当するオブジェクトの条件を満たす時に実行されるスクリプトです。   

スクリプトのリストからスクリプトを選択した後、マウス右クリックをすると次のようなメニューが表示されま

す。 

 

 

 

No リスト 説明 

1 開く 選択したスクリプトを編集画面に表示します。 

2 削除 選択したスクリプトを削除します。 

3 コピー 選択したスクリプトをコピーします。 

4 エクスポート 選択したスクリプトの1つをファイル（.hsrt）に保存します。 

 

スクリプトのリストから[Global Script/スクリプトが登録されている画面]を選択した後、マウス右クリックをす

ると、次のようなメニューが表示されます。 
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No 項目 説明 

1 新しいスクリプト 新しいスクリプトを作成します。 

2 貼り付け 
コピーする]メニューでコピーしたスクリプトを[貼り付け]します。 

コピーした内容で、スクリプトの1つが生成されます.  

3 インポート [エクスポート]で保存したスクリプトの1つのファイル（.hsrt）をインポートします。 

 

4.5.3 スクリプトの追加方法 

 

(1) 画面にスクリプトを追加する 

 

上部の[新規]メニューにスクリプトを追加したり、（Chapter4.5.1[スクリプトの上部メニュー]を参照）、スクリ

プトのリストから[Global Script/スクリプトが登録されている画面]を選択した後、マウスの 

右クリックの[新しいスクリプト]メニューに追加します。（Chapter4.5.2[スクリプトのリスト]参考) 

 

(3) オブジェクトにスクリプトを追加する 

 

[オブジェクト]にスクリプトを追加するためには[オブジェクト]の[効果と動作] - [動作]で[スクリプト]を追加し

ます。  

 

[図.オブジェクトスクリプト] 

 

オブジェクトのスクリプトの編集画面から直接コードを作成することができます。 

しかし、[スクリプト設定]で提供されるサンプルコード/関数/アドレスなどを使用するためには、 
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[スクリプト設定]から作成をしてください.  

 

 

[図.オブジェクトのスクリプト] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.4 スクリプトの実行条件 
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スクリプトが動作する条件を設定します。 

 

 

[図.スクリプトの条件] 

 

No プロパティ 説明 

1 スクリプトID スクリプト固有の番号を設定します。 

2 メモ スクリプトの説明を入力します。 

3 
ランタイム 

アウト（秒） 

スクリプトが実行されている最大時間です。 

スクリプトが無限ループに陥ったり、PLCとの通信中にPLCの応答を待つ場合には、スクリプト

の実行を開始した後から、最大[ランタイムアウト]で設定した時間まで待機しスクリプトを終了

します。これは、エラーを終了するための機能です。 

4 
最大実行回数/ 

実行周期 

スクリプト条件が成立したときに、実行される最大回数を設定します。 

[3]に設定すると[実行条件]が真となると、[実行周期（100ms）]間隔で3回実行します。 

[0]に設定すると[実行条件]が真である間、[実行周期]の間隔で継続して実行します。 

[実行周期]は[最大実行回数]を[2]以上に設定した場合に設定する、スクリプトの実行間隔を意味

します。 

5 遅延時間 [実行条件]が真になると、[遅延時間（100ms）]後にスクリプトを実行します。 

  

[実行条件]をクリックすると、[条件の設定]画面が表示されます。[条件設定]画面で、スクリプトを実行する条件を

設定します。  

 

 

[図.条件設定画面] 

 

 

 

 

4.5.5  スクリプトの編集画面の作成方法 1.アドレス/コメント/セミコロン 
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HMI、PLCアドレス値を使用している場合、アドレス入力機を利用し作成すると、スクリプトエラーを減らすこ

とができます. 

 

(1) アドレスの入力 

 

アドレスは、直接作成することもできますが、上部の[アドレス]メニューを使用し、[アドレス入力（キーパッ

ド）]で入力すると、より簡単で作成エラーを減らすことができます。 

 

 

[図.アドレス入力] 

 

[編集画面]でアドレスを入力する位置に[カーソル]を置いて[アドレス]メニューをクリックすると、[アドレス入力

（キーパッド）]が表示されます。[アドレスタイプ/アドレスサイズ/アドレス種類]を選択して、該当のアドレスを

設定した後、[OK]ボタンを押すと[編集画面]にアドレスが入力されます。 

 

(2) コメントの入力 

 

コメントは編集画面から、プログラムとは関係のない部分を入力するときに使用します。 

説明を入れたり、プログラムから除外する構文などに使用します。 

コメントには[行のコメント]と[複数行コメント]があります。  

 

 

[図.コメントの入力] 
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(3) セミコロン ( ; ) 

 

通常、命令文の最後にはセミコロン（;）を作成します。 

このセミコロン（;）は、義務ではなく作成してもしなくても結構です。  

 

4.5.6 スクリプトの編集画面の作成方法 2.演算子 

 

演算子は、[演算子]メニューを使用して登録します。 

これは、キーボードで直接登録することもできます。 

 

[演算子]メニューを実行すると、次のようなリストが表示されます。 

使用する演算子を選択すれば、[編集画面]のカーソルの位置に登録されます。  

 

 

[図.演算子] 

 

No 演算子 説明 

1 BIT AND ( & ) 

ビット演算子で二つの非演算子の間に使われ、二つの非演算子の 

2進数の値を[ビット AND]演算します. 

12 & 6 = 1100 & 0110 = 0100 = 4 

2 BIT OR ( | ) 

ビット演算子で二つの非演算子の間に使われ、二つの非演算子の 

2進数の値を[ビット OR]演算します.  

12 | 6 = 1100 | 0110 = 1110 = 14 

3 Shift Left ( << ) 

ビット演算子で二つの非演算子の間に使われ、[ビット 左シフト]演算をします。 

演算子の左側にある非演算子の2進数の値を右のデータの分だけ左方向に 

ビットシフト演算をしてくれます。 

12 << 2  = 0000 1100 << 2 = 0011 0000 = 48 

4 Shift Right ( << ) 

ビット演算子で二つの非演算子の間に使われ、[ビット 右シフト]演算をします。 

演算子の左側にある非演算子の2進数の値を右のデータだけ右方向にビットシフト演算を

してくれます。 

12 >> 2 = 0000 1100 >> 2 = 0000 0011 = 3 

5 XOR ( ^ ) 

ビット演算子で二つの非演算子の間に使われ、二つの非演算子の2進数の値を[ビット 

XOR]演算をします。  

12 ^ 6 = 1100 ^ 0110 = 1010 = 10 

6 REVERSE ( ~ ) 

ビット演算子として一つの非演算子の前に使われており、非演算子の2進数の値を 

[ビット REVERSE]演算します。 

~ 6 = ~ 0110 = 1001 = 9 
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7 AND ( && ) 二つの条件文の間で使われ、二条件がすべて真の場合、結果は真となります。 

8 OR ( || ) 二つの条件文の間で使われ、二条件のいずれかが真の場合、結果が真となります。 

9 NOT ( ! ) 
一つの条件文の前に使われ、条件が真の場合、結果が偽となり、条件が偽の場合 

結果は真となります.  

10 LESS ( < ) 
二つの非演算子の間の大きさの比較に使われる演算子で、右の非演算子が 

大きい条件を表すときに使われます。 

11 GREATE ( > ) 
二つの非演算子の間の大きさの比較に使われる演算子であり、左の非演算子が 

大きい条件を表すときに使われます。 

12 LESS then ( <= ) 
二つの非演算子の間の大きさの比較に使われる演算子で、右の非演算子が 

大きいか、同じ条件を表すときに使われます。 

13 GREATER then ( >= ) 
二つの非演算子の間の大きさの比較に使われる演算子で、右の非演算子が 

小さいか、同じ条件を表すときに使われます。 

14 EQUAL ( == ) 二つの非演算子の値が同じ条件を表すときに使われます。 

15 DIFF ( != ) 二つの非演算子の値が同じ条件ではないとき使われます。 

16 PlusOne ( ++ ) 

一つの非演算子に使われ、1を加えてくれる演算子です。 

非演算子の後に使用する場合と前に使用する場合の演算結果が異なります。 

a++// aに1を増加させます。 

b=++ a// bにaの値に1を追加した値を代入します。 

b= a++// bにaの値を代入し、aに1を追加します。 

 

4.5.7 スクリプトの編集画面の作成方法 3.サンプル登録  

 

スクリプトの設定画面の左下にはサンプルがあります。 

頻繁に使用される構文を[基本サンプル]で提供し、頻繁に使用する構文を[ユーザーサンプル]で登録することが

できます。 

 

サンプルを使用すると、構文を簡単に登録することができ、構文のエラーを減らすことができます。   

 

(1) サンプルを使用する 

 

[サンプルの種類]を選択して構文を選択すると下にその構文のリストが表示されます。  

 

 

[図.サンプル] 
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No サンプルの種類 説明 

1 CONDITION 

条件文には、次の構文があります。 

構文を選択すると、構文を使用したサンプルのリストが表示されます。 

 

 

 

2 LOOP 

繰り返し文には 次の構文があります。 

構文を選択すると、構文を使用したサンプルのリストが表示されます。 

 

 

 

3 MATH 

演算文で次の構文があります。 

構文 を選択すると、構文を使用したサンプルのリストが表示されます。 

 

 

 

4 DATE 

時間関数のサンプルです。 

構文を選択すると、構文を使用したサンプルのリストが表示されます。 

 

 

 

5 STRING 

文字列関数のサンプルです。 

構文を選択すると、構文を使用したサンプルのリストが表示されます.  
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[サンプルの種類]と[構文の種類]を選択した後、表示される構文のリストの中から使用する構文をマウス[ドラッ

グ＆ドロップ]して、編集画面に読み込みます。 

サンプル構文のアドレスや演算子などを編集して使用します。 

 

 

[図.サンプル使用] 

 

(2) ユーザーサンプルとして登録する 

 

作業中、頻繁に使用するサンプルは[ユーザーのサンプル]に登録しておくことができます。 

頻繁に使用する構文をマウスでドラッグして領域を設定した後、[ユーザーのサンプル]ページへ 

[ドラッグ＆ドロップ]して登録します。  

 

 

[図.ユーザーサンプルとして登録する] 

 

登録されたユーザーのサンプルを削除するときには、[ユーザーのサンプル]ページで、削除サンプルを選択した

後、マウス右クリックから[Delete Code]メニューを実行します。  

 

 

[図.ユーザーサンプルの削除] 

 

No ユーザーサンプル 説明 

1 Clear All CodeBlocks すべてのユーザーのサンプルを削除します。 

2 Delete Code 選択サンプルを削除します。 
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4.5.8 スクリプトの編集画面の作成方法 4.関数の登録/定数  

 

上部の[関数]メニューを実行して、関数を登録することができます。  

 

 

[図.関数の登録] 

 

[関数検索]から希望の関数の構文を入力し[検索]をクリック、フレーズが含まれている関数が検索されます。 

[カテゴリの選択]で、関数の種類を選択することができます。  

 

 

 

[関数の選択]で関数を選択すると、下段に関数の説明が表示されます。  

 

[確認]を押すと、その関数が編集画面に登録されます。   
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関数のパラメータの中で、[定数]が使われる場合があります。 

定数は、編集画面でマウス右クリックをすると、以下のようなメニューが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

[図.定数入力] 

 

演算子の挿入は、[演算子]メニューと同様に、[演算子リスト]を表示します。 

アドレス入力は、[アドレス]メニューと同様に、[アドレス入力（キーパッド）]を呼び出します。 

関数の入力は、[関数]メニューと同様に、[関数のリスト]を呼び出します。   

 

定数入力は定数のリストを示します。 

定数は、関数のパラメータとして使用されます。 

 

No 定数 説明 

1 BASE_SCREEN メイン画面です。 

2 WINDOW_SCREEN ウィンドウの画面です。 

3 GLOBAL_SCREEN フレームの画面です。 

4 HDMI1_SCREEN HDMI1の画面です。 

5 HDMI2_SCREEN HDMI2の画面です。 

6 HDMI3_SCREEN HDMI3の画面です。 

7 HDMI4_SCREEN HDMI4の画面です。 

8 MEDIA_SYSTEM GX8メモリです。 

9 MEDIA_SD SDカードです。 

10 MEDIA_USB USBメモリーです。 

11 CURR_SCR_TYPE 現在の画面タイプです。 

12 CURR_SCR_NUM 現在の画面番号です。 

13 CURR_TAG_ID 現在のオブジェクトのIDです。 

14 PLC1 PLC1です。（PLCの別名） 
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各関数の説明は次のとおりです。  

 

 

関数 区分 説明 

SetVisibleObject 

形式 SetVisibleObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Visible) 

説明 

オブジェクトの[非表示/表示]を表す関数です。 

TagID は、オブジェクト ID です。 

[非表示]：[Visible]を[false]と入力します。 

[表示]：[Visible]を[true]と入力します。 

[ScreenType]：BASE_SCREEN（メイン画面）、WINDOW_SCREEN（ウィンドウ画面）、 

GLOBAL_SCREEN（フレーム画面）定数入力 

登録例 
SetVisibleObject(BASE_SCREEN,15,1,true) 

メイン画面15番の1番オブジェクトを[表示]に設定します。 

SetXPosObject 

形式 SetXPosObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Xpos) 

説明 
オブジェクトの X 座標の位置を移動します。  

[Xpos]: 絶対座標で動作します。 

登録例 
SetXPosObject(BASE_SCREEN, 15, 1, 100) 

メイン画面15番にある1番オブジェクトの[X 位置]を100に移動します。 

SetYPosObject 

形式 SetYPosObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Ypos) 

説明 
オブジェクトの Y 座標の位置を移動します。 

[Ypos]: 絶対座標で動作します。 

登録例 
SetYPosObject(BASE_SCREEN, 15, 1, 100) 

メイン画面15番にある1番オブジェクトの[Y 位置]を100に移動します。 

SetBackColorObject 

形式 SetBackColorObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Red, Green, Blue) 

説明 オブジェクトの[背景色]を変更します。 

登録例 

SetBackColorObject (BASE_SCREEN, 15, 1, 255,255,255) 

メイン画面15番にある1番オブジェクトの背景色]を[255,255,255]に 

設定します。 

SetBrushColorObject 

形式 SetBrushColorObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Red, Green, Blue) 

説明 オブジェクトの[塗りつぶし色]を変更します。 

登録例 

SetBrushColorObject (BASE_SCREEN, 15, 1, 255,255,255) 

メイン画面15番にある1番オブジェクトの[塗りつぶし色]を[255,255,255]に 

設定します。 

SetPenColorObject 

形式 SetPenColorObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Red, Green, Blue) 

説明 オブジェクトの[線の色]を変更します。 

登録例 

SetBrushColorObject (BASE_SCREEN, 15, 1, 255,255,255) 

メイン画面15番にある1番オブジェクトの[線の色]を[255,255,255]に 

設定します。 

GetXPosObject 

形式 GetXPosObject(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 オブジェクトの X 座標を読み込みます。 

登録例 

[@SYS:00011:16:UDEC] = GetXPosObject(BASE_SCREEN,15,3) 

[アドレス]のメイン画面15番にある3番のオブジェクトの 

[X 座標]の値を入力します。 

GetYPosObject 

形式 GetYPosObject(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 オブジェクトの Y 座標を読み込みます。 

登録例 [@SYS:00011:16:UDEC] = GetYPosObject(BASE_SCREEN,15,3) 
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[アドレス]のメイン画面15番にある3番のオブジェクトの 

[Y 座標]の値を入力します。 

GetWidthObject 

形式 GetWidthObject(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 オブジェクトの幅を読み込みます。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = GetWidthObject(BASE_SCREEN,15,3) 

[アドレス]のメイン画面15番にある3番のオブジェクトの[幅]を入力します。 

GetHeightObject 

形式 GetHeightObject(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 オブジェクトの高さを読み込みます。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = GetHeightObject(BASE_SCREEN,15,3) 

[アドレス]のメイン画面15番にある3番のオブジェクトの[高さ]を入力します。 

SetWidthObject 

形式 SetWidthObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Width) 

説明 オブジェクトの幅を変更します。 

登録例 
SetWidthObject(BASE_SCREEN,1,1,100) 

メイン画面1番上にある1番オブジェクトの[幅]を100に変更します。 

SetHeightObject 

形式 SetHeightObject(ScreenType, ScreenNum, TagID, Height) 

説明 オブジェクトの高さを変更します。 

登録例 
SetHeightObject(BASE_SCREEN,1,1,100) 

メイン画面1番上にある1番のオブジェクトの[高さ]を100に変更します。 

SetTouchLock 

形式 SetTouchLock( VisibleMode ) 

説明 

スクリプトが適用された画面にタッチロックを設定します。 

タッチパスワードは、[プロジェクト] - [プロパティ] - [グローバルロックオプション] - 

[グローバルタッチロック]のパスワードの設定値が適用されます。 

VisibleMode：[0：非表示モード、1：表示モード] 

登録例 

SetTouchLock(1); 

スクリプトが適用された画面にアクセスすると,タッチロックが設定され、 

パスワードが解除されるまでロック画面は消えません。  

GetScreenNum 

形式 GetScreenNum() 

説明 現在運転中のメイン画面番号を返します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = GetScreenNum() 

[アドレス]に現在運転中のメイン画面番号を代入します。 

OpenWindow 

形式 OpenWindow(ScreenNum) 

説明 
ScreenNum 番号のウィンドウ画面がポップアップされます。 

ScreenNum: ウィンドウ画面番号 

登録例 
OpenWindow(1) 

[1番のウィンドウ]画面がポップアップされます。 

CloseWindow 

形式 CloseWindow(ScreenNum) 

説明 
ScreenNum 番号のウィンドウ画面を閉じます。 

ScreenNum: ウィンドウ画面番号 

登録例 
CloseWindow(1) 

[1番のウィンドウ]画面を閉じます。 

CloseSystem 

形式 CloseSystem() 

説明 プロジェクトの運転が終了します。 

登録例 
CloseSystem() 

プロジェクトの運転が終了し、[メニュー画面]に移動します. 

CopyMem 

形式 CopyMem(src,dest,count) 

説明 

src アドレスを開始アドレスとして count 個のデータを (または定数値を) 

des アドレスへ一括コピーします。 [src]: コピーの対象 (アドレスまたは定数値), 

[dest]: 対象アドレス, [count]: 対象アドレスの長さ（アドレスまたは定数値） 

登録例 
1. CopyMem([@SYS:00021:16:UDEC], [@SYS:00016:16:UDEC],  

[@SYS:00030:16:UDEC]) 
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2. CopyMem(10, [@SYS:00011:16:UDEC], 8) 

1. [00030] のデータが [5] であれば, [00021~00025] の5つのデータを[00016〜00020]

へ一括コピーします。 

2. [00011~00018] の8つのアドレスに定数値の[10]を代入します。 

CopyMemEx 

形式 CopyMemEx(src,dest,count) 

説明 

src アドレスを開始アドレスとして count 個のデータを (あるいは定数値を)  

des アドレスへ一括コピーします [src]: コピーするアドレス、[dest]: 対象アドレス, 

[count]: 対象アドレスの長さ（定数のみを使用） 

登録例 

CopyMemEx([@PLC1:D0000:16], [@SYS:00011:16:UDEC], 7); 

[D0000~D0006] の7つのアドレスのデータをコピーして [00011~00017]へ  

一括コピーします。 

ChangeScreen 

形式 ChangeScreen(ScreenNum) 

説明 画面を切り替えます。ScreenNum：メイン画面番号 

登録例 
ChangeScreen(1) 

メイン画面1番に切り替えます。 

ChangeScreenByname 

形式 ChangeScreenByName(ScreenName) 

説明 
ScreenName の名称に対応するメイン画面に切り替えます。  

ScreenName: メイン画面の名前 

登録例 
ChangeScreen('MainScreen') 

メイン画面から MainScreen 名称に対応する画面に切り替えます。 

PlaySoundFile 

形式 [@SYS:00000:16:UDEC] = PlaySoundFile(MediaType, FileName, Count) 

説明 

サウンドファイルを再生したり、ID を返します。 

 [MediaType]: MEDIA_SYSTEM (GX8 内サウンドファイルを使用します。) 

              MEDIA_SD (SD カードのサウンドファイルを使用します。) 

              MEDIA_USB(USB のサウンドファイルを使用します.) 

[FileName]: サウンドファイルの経路とファイル名 

[Count]: サウンドの再生回数 

登録例 
PlaySoundFile(MEDIA_USB, “TEST”, 5) 

USB メモリにあるファイル名が TEST であるサウンドファイルを5回再生します。  

SGX8SoundFile 

形式 SGX8SoundFile(ID) 

説明 該当する ID のサウンド再生を停止します 

登録例 
SGX8SoundFile([@SYS:00000:16:UDEC]) 

該当する ID のサウンドの再生を停止します. 

SGX8SoundFileAll 

形式 SGX8SoundFileAll() 

説明 再生中のすべてのサウンドを停止します。 

登録例 
SGX8SoundFileAll() 

再生中のすべてのサウンドを停止します。 

GetPLCIP1Address 

形式 GetPLCIP1Address(PLCNAME) 

説明 PLC の IP アドレスの最初の値をインポートします。PLCNAME：PLC 別名 

登録例 
var ip1 = GetPLCIP1Address(PLC1) 

PLC1の IP アドレスの最初の値をインポートします。  

GetPLCIP2Address 

形式 GetPLCIP2Address(PLCNAME) 

説明 PLC の IP アドレスの二番目の値をインポートします PLCNAME: PLC 別名 

登録例 
var ip2 = GetPLCIP2Address(PLC1) 

PLC2の IP アドレスの二番目の値をインポートします。 

GetPLCIP3Address 

形式 GetPLCIP3Address(PLCNAME) 

説明 PLC の IP アドレスの三番目の値をインポートします。PLCNAME：PLC 別名 

登録例 
var ip3 = GetPLCIP3Address(PLC1) 

PLC3の IP アドレスの三番目の値をインポートします 

GetPLCIP4Address 形式 GetPLCIP4Address(PLCNAME) 
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説明 PLC の IP アドレスの四番目の値をインポートします。PLCNAME：PLC 別名 

登録例 
var ip4 = GetPLCIP4Address(PLC1) 

PLC4の IP アドレスの四番目の値をインポートします 

SetPLCIPAddress 

形式 SetPLCIPAddress(PLCNAME, ip1, ip2, ip3, ip4) 

説明 該当 PLC の IP アドレスを変更します。PLCNAME：PLC 別名、ip1〜ip4：IP アドレス 

登録例 
SetPLCIPAddress(PLC1, 192, 168, 4, 42) 

PLC1の IP アドレスを[192、168、4、42]に変更します。 

GetPLCTimeout 

形式 GetPLCTimeout(PLCNAME) 

説明 
PLC 通信のタイムアウト発生時点からの経過時間（秒）をインポートします。 

PLCNAME：PLC 別名 

登録例 
var timeout = GetPLCTimeout(PLC1) 

PLC1の通信中にタイムアウトが発生時点からの経過時間（秒）インポートします。 

GetPLCErrorCount 

形式 GetPLCErrorCount(PLCNAME) 

説明 
PLC 通信中に発生したエラーの数をインポートします。 

PLCNAME: PLC 別名 

登録例 
var count = GetPLCErrorCount(PLC1) 

PLC1の通信中に発生したエラーの数を取得します。 

StrToInt 

形式 StrToInt(src, dest, size) 

説明 
文字列を整数データとして取得します。 

Src：文字列アドレス、dest：結果保存するアドレス、size：文字列の長さ（定数） 

登録例 

StrToInt([@SYS:0300:16:ASCII], [@SYS:0400:16:DEC], 10) 

[0300〜0304]の5つのアドレスに含まれている文字列を数値（整数）で変換して[0400]ア

ドレスに代入します。 

IntToStr 

形式 IntToStr(src, dest, size) 

説明 

数値を文字列に変換します。 

Src：整数値のあるアドレス、dest：結果を保存するアドレス、size：文字列の長さ（定

数） 

登録例 
IntToStr([@SYS:0300;16:UDEC],[@SYS:0400:16:ASCII], 4) 

[0300]アドレスの数値を文字列に変換して[0400〜0401]に代入します。 

StrToFloat 

形式 StrToFloat(src, dest, size, format) 

説明 

文字列により実数データをインポートします。 

src：文字列アドレス、dest：結果を保存するアドレス、size：文字列の長さ、 

format：文字列の形式（デフォルト"％f"） 

登録例 

StrToFloat([@SYS:0300:16:ASCII], [@SYS:0400:32:FLOAT], 4, "%f") 

[0300〜0301]アドレスの文字列を実数データに変換して[0400]に 

代入します。 

FloatToStr 

形式 FloatToStr(src, dest, size, format) 

説明 

実数データにより文字列に変換します。 

src：実数値のあるアドレス、dest：結果を保存するアドレス、size：文字列の長さ、 

format：文字列の形式（デフォルト"％f"） 

登録例 
FloatToStr([@SYS:0300:32:FLOAT], [@SYS:1000:16:ASCII], 4, "%f") 

[0300]アドレスの実数データを文字列に変換して[1000〜1001]に代入します。  

SetDateTime 

形式 SetDateTime(year, month, day, hour, min, sec) 

説明 時間を設定します。 

登録例 
SetDateTime(2016, 12, 25, 10, 30, 0) 

時間を2016年12月25日10時30分0秒に設定します。 

SetComboListBoxIndex 

形式 SetComboListBoxIndex(ScreenType, ScreenNum, TagID, Index) 

説明 コンボボックス/リストボックスのアイテムのインデックスを変更します。 

登録例 

SetComboListBoxIndex(BASE_SCREEN, 1, 1, 0) 

メイン画面1番にある ID1番コンボボックス/リストボックスのインデックスを 

0に変更します。 
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GetComboListBoxIndex 

形式 GetComboListBoxIndex(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 コンボボックス/リストボックスの現在のアイテムのインデックスをインポートします。 

登録例 

var index = GetComboListBoxIndex(BASE_SCREEN, 1, 1) 

メイン画面1番にある ID 1番のコンボボックス/リストボックスの 

現在のアイテムのインデックスをインポートします。 

GetComboListBoxValue 

形式 GetComboListBoxValue(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 コンボボックス/リストボックスで選択されたアイテムの値をインポートします。 

登録例 

var value = GetComboListBoxValue(BASE_SCREEN, 1, 1) 

メイン画面1番にある ID1番のコンボボックスまたはリストボックスで選択されたアイ

テムの値をインポートします。  

GetComboListBoxText 

形式 GetComboListBoxText(ScreenType, ScreenNum, TagID) 

説明 
コンボボックス/リストボックスの選択されたアイテムの 

Text をインポートします。 

登録例 

var text = GetComboListBoxText(BASE_SCREEN, 1, 1) 

メイン画面1番にある ID1番のコンボボックスまたはリストボックスで選択された 

アイテムの Text をインポートします。. 

GetComboListBoxItemCount 

形式 GetComboListBoxItemCount(ScreenType, SceenNum, TagID) 

説明 コンボボックス/リストボックスのアイテム数をインポートします。 

登録例 

var count = GetComboListBoxItemCount(BASE_SCREEN, 1, 1) 

メイン画面1番にある ID1番のコンボボックスまたはリストボックスのアイテム数をイン

ポートします。 

SystemShutdown 

形式 SystemShutdown() 

説明 システムをオフにします。GX8をオフにします。 

登録例 
SystemShutdown() 

システムをオフにします。GX8をオフにします。 

SystemReboot 

形式 SystemReboot() 

説明 GX8を再起動します。 

登録例 
SystemReboot() 

GX8を再起動します。 

ExecuteFile 

形式 ExecuteFile(file, param) 

説明 
ファイルを実行します。 

file：実行ファイル名、param：実行ファイルのパラメータ（オプション/省略可能） 

登録例 
ExecuteFile('C:\Run.exe') 

C:\Run.exe' を実行します。 

IsChanged  

形式 IsChanged(addr) 

説明 アドレス値が変更されたことを確認する。addr：アドレス 

登録例 

var changed = IsChanged([@SYS:00010:16]); 

[00010]のアドレスのデータが変更されると、true（1）を返し、変更されない場合は

false（0）を返します。 

LogOut 

形式 LogOut() 

説明 ログアウトします。 

登録例 
LogOut() 

ログアウトします。 

NowToUTC 

形式 NowToUTC() 

説明 現在の時刻を協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）単位で計算して返します。 

登録例 
[@SYS:00011:32:UDEC] = NowToUTC() 

[アドレス]に、現在の時刻を TIMESTAMP（秒）単位に換算して代入します。 

ParamToUTC 

形式 ParamToUTC(year, month, day, hour, min, sec) 

説明 指定された時間を協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）単位で計算します。 

登録例 [@SYS:00011:32:UDEC] = ParamToUTC(2015,1,1,5,18,10) 



CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー  225 

 

[アドレス]に2014年1月1日午前5時18分10秒を秒単位で計算して代入します. 

DayToSec 

形式 DayToSec(day) 

説明 設定した日付を秒計算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = DayToSec(100) 

[アドレス]に100日を秒で計算して代入します。 

HourToSec 

形式 HourToSec(hour) 

説明 設定した時間を秒計算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = HourToSec(100); 

[アドレス]に100時間を秒で計算して代入します。 

MinToSec 

形式 MinToSec(min) 

説明 設定した分を秒で計算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = MinToSec(100) 

[アドレス]に100分を秒計算して代入します。 

SecToSec 

形式 SecToSec(sec) 

説明 
設定した秒を秒で計算します。  

以前のシステムとの互換性のために存在する関数です。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = MinToSec(100) 

[アドレス]に100秒を秒で計算して代入します。 

UTCToYear 

形式 UTCToYear(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を年度に換算します。. 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToYear (12500) 

[アドレス]に12500の値を年度で計算して代入します。 

UTCToMonth 

形式 UTCToMonth(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を月で換算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToMonth (12500) 

[アドレス]に12500の値を月で計算して代入します。 

UTCToDay 

形式 UTCToDay(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を日で換算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToDay (12500) 

[アドレス]に12500の値を日で計算して代入します。 

UTCToHour 

形式 UTCToHour(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を詩で換算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToHour (12500) 

[アドレス]に12500の値を時で計算して代入します。 

UTCToMin 

形式 UTCToMin(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を分で換算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToMin (12500) 

[アドレス]に12500の値を分単位で計算して代入します 

UTCToSec 

形式 UTCToSec(TIMESTAMP value) 

説明 協定世界時（UTC）TIMESTAMP（秒）の値を秒で換算します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToSec (12500) 

[アドレス]に12500の値を秒で計算して代入します。 

UTCToWeek 

形式 UTCToWeek(TIMESTAMP value) 

説明 
TIMESTAMP（秒）の値を曜日で換算します。 

[1：日、[2：月]、[3：火]、[4：水]、[5：木]、[6：金]、[7：土] 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = UTCToWeek(12500) 

[アドレス]に12500の値を曜日で計算して代入します。 

TextToSpeach 

形式 TextToSpeach(Text) 

説明 文字データを音に変換して、オーディオに出力します。Text：文字列 

登録例 TextToSpeach('Warning The temperature is high') 
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Warning The temperature is high' という 

文字を音に変換してオーディオに出力します. 

PI 

形式 Math.PI 

説明 PI 値が3.14...を返します。 

登録例 
[@SYS:00011:32:FLOAT] = Math.PI 

[アドレス]に3.14を挿入します。 

cos 

形式 Math.cos(n) 

説明 
n は radian 値を意味し、角度を使用する方法は 

Math.cos（角度 x Math.PI/180）です。. 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = Math.cos(0) 

[アドレス]に cos（0）の値を代入します。 

sin 

形式 Math.sin(n) 

説明 
n は radian 値を意味し、角度を使用する方法は、 

Math.sin（角度 x Math.PI/180）です。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = Math.sin(0) 

[アドレス]に sin（0）の値を代入します。. 

tan 

形式 Math.tan(n) 

説明 
n は radian 値を意味し、角度を使用する方法は 

Math.sin（角度 x Math.PI/180）です。. 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = Math.tan(0) 

[アドレス]に tan（0）の値を代入します。 

random 

形式 Math.random() 

説明 Float0.000〜0.999の間の乱数を生成します。 

登録例 
[@SYS:01000:16:DEC]=(Math.random()*10)+1 

[アドレス]に1〜10の間の乱数を代入します。 

round 

形式 Math.round(n) 

説明 四捨五入した 整数値を代入します。n：float アドレスまたは実数 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] = Math.round(10.1) 

[アドレス]に[10.1]を 四捨五入した整数10を代入します。 

Number 

形式 Number(var) 

説明 var という文字列を数値として返します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] =Number("12") 

[アドレス]に数字12を代入します。 

String 

形式 String(var) 

説明 var という文字列を数値として返還します。 

登録例 
[@SYS:00011:16:UDEC] =String(12) 

[アドレス]に、文字列"12"を代入します。 

CommAsciiWrite 

形式 CommAsciiWrite(value) 

説明 デバイスにアスキーデータを使用します。value：アスキー値 

登録例 
CommAsciiWrite('Date Value') 

デバイス装置に「Date Value」のアスキーデータを 使用します。 

CommAsciiRead 

形式 CommAsciiRead(size) 

説明 デバイスからアスキーデータを読み込みます。size：データ数（文字の長さ） 

登録例 
var sReadData = CommAsciiRead(10) 

デバイスからアスキーデータ10個を読み込みます。 

CommReset 

形式 CommReset() 

説明 デバイスとの通信状態を初期化します。 

登録例 
CommReset() 

デバイスとの通信状態を初期化します。 

CommWait 形式 CommWait(msec) 
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説明 待機時間を設定します。msec：msec 単位の時間 

登録例 
CommWait(1000); 

待機時間を1秒（1000msec）に設定します。 

CommErrorMsg 

形式 CommErrorMsg(value) 

説明 通信エラーメッセージを表示します。value：アスキー値（文字列） 

登録例 
CommErrorMsg('time out') 

通信エラーメッセージを time out と表示します。 

CommErrorClear 

形式 CommErrorClear() 

説明 通信エラーメッセージを削除します。 

登録例 
CommErrorClear() 

通信エラーメッセージを削除します。 

HsmsHeader 

形式 HsmsHeader(type) 

説明 

HSMS プロトコルヘッダを送信します。 

type：ヘッダ種類

（1：Select.req、3：Deselect.req、5：Linktest.req、9：Separate.req） 

登録例 
HsmsHeader(1) 

HSMS プロトコルの「Select.req」を送信します。 

HsmsDataMessage 

形式 HsmsDataMessage(S, F, SUB) 

説明 
HSMS 通信データを送信します。 

S: Stream ID, F: Function ID, SUB: Sub ID 

登録例 
HsmsDataMessage(2, 6, 0) 

HSMS の2番 Stream ID、6番 Function ID を送信します。 

HsmsEventReport 

形式 HsmsEventReport(CEID) 

説明 CEID: イベント ID 

登録例 
HsmsEventReport(101) 

イベント 101 

HsmsAlarmReport 

形式 HsmsAlarmReport(ALID, flag) 

説明 ALID: 警報 ID, flag: on(1)/off(0) 

登録例 
HsmsAlarmReport(200, 0) 

ALID: 200, flag: off 

HsmsControlStateOFFLINE 

形式 HsmsControlStateOFFLINE() 

説明 HSMS を OFFLINE します。 

登録例 
HsmsControlStateOFFLINE() 

HSMS を OFFLINE します。 

 

4.5.9 スクリプトのエラーチェック 

 

[編集画面]で作成した内容のエラーの有無をスクリプトの結果ウィンドウにリアルタイムで表示します。 

 

エラーがない場合には、下記のように表示されます。 

 

 

[図.エラーなし] 

 

エラーがある場合には、エラー位置と、エラー内容を表示します。  
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[図.エラーが発生] 

4.6 シンボル 

 

シンボルアドレスはアドレスに別の名前を付与したアドレスです。[コントローラ/内部アドレス]に、実際のシステ

ムで使用する用途などで名前を付与すると、プログラムを簡単にすることができます。 

アドレスの種類の一つであるシンボルアドレスを使用するためには、[プロジェクト] - [シンボル]を実行して表示

されるシンボル管理者でシンボルのリストを作成する必要があります。 

 

 

[図.シンボル管理者] 

 

4.6.1 上部メニュー 

 

シンボル管理者の上部メニューには、次のとおりです。  

 

No シンボル管理者 説明 

1 グループの追加 

グループリストで選択したグループの下位グループとして新グループを追加します。 

グループを追加すると、左[Group]画面で、追加されたグループを見ることができます。 

[全体]の下にグループが生成され、グループに[下位グループ]を継続的に生成できます。 

[全体]は、すべてのグループのシンボルリストを一度に表示します。 

2 グループの削除 

選択したグループを削除します。 

 

 

[グループのみ解除]ボタンを押すと、グループは削除され、そのグループにあった 
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シンボルリストはグループなしの状態で全体には残ります。 

3 シンボルの追加 [A] 

シンボルのリストを追加します。シンボルはグループの指定がなくても追加できます。 

左側Group画面でグループが選択されている場合には、そのグループにシンボルが 

追加されます。[シンボルの追加]ボタンを押すと、[新規登録]画面が表示されます。 

シンボルアドレスの設定をした後、[追加]ボタンを押すと、追加されます。 

 

4 シンボル削除 [D] 選択したシンボルのアドレスをシンボルのリストから削除します。 

5 インポート[R] 

保存されているシンボルアドレスリストをインポートします。シンボルアドレスリストは 

既存の[エクスポート]で保存されたファイルではないとなりません。 

[インポート]ボタンを押すと、次に[シンボルのインポート]画面が実行されます。  

 

インポートしたシンボルアドレスリストファイルを既存のシンボルアドレスリストに 

[新規追加]するか、[上書き]するかどうかを選択します。[新規追加]を選択すると、 

現在のプロジェクトのシンボルアドレスリストにインポートするシンボルアドレスリストが 

すべて追加で生成されるもので、[上書き]の場合既存のシンボルアドレスのリストと同じ 

シンボルアドレスが上書きされて重複生成されず、違うシンボルアドレスリストのみが追加されます。 

 

[ファイルの選択]でCSV形式のシンボルファイルをインポートし[開く]ボタンをクリックします。  

 

 

6 エクスポート [E] 
現在登録されているシンボルアドレスリストを保存します。 

[エクスポート]ボタンを押すと、次のシンボルのエクスポート]画面が表示されます。 
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[保存]ボタンを押すと[名前を付けて保存]画面が表示され、PCの保存経路とファイル名の作成ができます。  

 

 

 

保存が完了すると、下記のようなメッセージが表示されます。[Yes]をクリックすると、 

メッセージと一緒にエクスポート]の画面が閉じます。  

 

 

保存されたシンボルファイルはExcelから確認できます。また、他のプロジェクトでこのファイルを[インポ

ート]ボタンを使用してシンボルアドレスのリストを追加することができます。 

 

 

 

4.6.2 シンボルグループリスト 

 

[シンボル管理者]画面の左上には[グループのリスト]があります。シンボルのグループを一目で 

確認することができ、グループを選択すると、右側に対応するシンボルのリストが表示されます。 
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[図.シンボルグループ] 

 

グループリストでマウス右クリックをすると、次のようにポップアップメニューが表示されます。 

 

 

[図.シンボルグループのポップアップメニュー] 

 

No グループメニュー 説明 

1 新しいグループ 選択したグループのサブグループに新しいグループが追加されます。  

2 展開 

選択されたリストの下位リストを展開します。 

 

 

 

四角形で表示された部分をクリックすると、[折りたたみ]になります。  

3 折りたたみ 

選択されたリストのサブリストを折りたたみ閉じます。 

 

 

 

四角形で表示された部分をクリックすると、[展開]になります。 

4 削除 

選択したグループを削除します。.  

 

 

 

グループを削除するとグループに属するシンボルリストも削除されるので注意が必要です。 

グループは削除するがシンボルリストを削除したくない場合[グループのみ解除]を選択しま

す。 

[グループのみ解除]はグループのみ削除しそれに属すシンボルリストは[全体]に残されま

す。  

5 名前変更 

選択したグループの名前を変更します。  
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4.6.3 シンボルアドレスリストのカラム（詳細項目)  

 

シンボルアドレスの詳細を説明します。 

 

シンボルアドレスは、シンボルリストの各カラムで変更することができます。 

シンボルリストに登録されたアドレスはプロジェクトの複数の場所で使用されます。したがって、 

変更時には注意する必要があります。シンボルリストの修正は、[シンボル管理者]のみ可能になります。 

 

 

[図.シンボルリストのカラム] 

 

No シンボルカラム 説明 

1 番号 シンボルリストが追加されるたびに順番に付けられれる番号です。  

2 名前 
該当するアドレスの別名を入力します。 

プロジェクト作成時にアドレスの代わりにこの別名を使用します。 

3 タイプ 
該当するアドレスのタイプを設定します。 

（DEC、UDEC、HEX、BCD、FLOAT、ASCII）の中から選択します。 

4 サイズ 

アドレスのサイズを設定します。 

 

タイプで[DEC、UDEC、HEX、BCD]を選択した場合（1BIT、16BIT、32BIT）中から選択します。 

タイプで[FLOAT]を選択した場合は（32BIT）で固定されます。 

タイプで[ASCII]を選択した場合は文字の数を設定します。 

（ハングルはサイズ2の当たり1文字を入力することができます。） 

5 アドレス 

実際のアドレスを設定します。  

 

6 初期化 
初期化を使用するかどうかをチェックします。 

プロジェクトが運転を開始するときにその初期値で初期化されます。 

7 初期値 [初期化]の機能チェックの際、使用する初期値を設定します。 

8 説明 該当するシンボルアドレスの説明を記録しておくことができます 

9 ログID 

シンボルアドレスをログのアドレスとして使用する機能です。  

 

この機能は、[プロジェクト] - [ログ]を実行し、[ログのアドレス]ページで、 

[アドレスブロック]を[シンボル]で設定したログのみに選択が可能です。 
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ログ1の[アドレスブロック]が[シンボル]になっている場合、シンボル管理者の[ログID]カラム

で、[LOG1]と選択されている各アドレスのデータを[ログ1]の[ログ条件]が満たされた場合、記

録します。 

 

 

10 ハングル使用 
タイプがASCIIに設定された場合のみに設定することができます。ハングルを入力するか 

、保存されたハングルを画面に表示するアドレスに使用する時に設定します.   

 

4.6.4 シンボルアドレスを使用する方法  

 

[シンボル管理者]で登録されたシンボルアドレスリストを使用する方法です。 

アドレス入力ウィンドウでシンボルアドレスを使用する場合にはアドレスタイプ[Symbol]を選択します。 

 

[図.アドレスの種類をSymbolに設定] 

 

アドレスの種類をSymbolと選択すると、アドレス入力部分にシンボルアドレスリストが表示されます。 

シンボルアドレスリストから該当するシンボルのアドレスを選択します。 

 

 

[図.シンボルアドレス入力] 

 

右側の黄色の星形のアイコン  をクリックすると、[新規登録]画面が表示されます。 

[新規登録]では、新しいシンボルを作成することができます。既存に登録されたシンボルの 

アドレスを変更することはできません。シンボルアドレスの修正はシンボル管理者のみに可能です  
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[図.シンボルアドレスの確認及び編集] 

 

[新規登録]の詳細については[シンボルリストのカラム]と同じですので、 

Chapter4.6.1のシンボルの追加、4.6.3シンボルアドレスリストのカラムを参照してください。 

4.7 セキュリティ 

 

セキュリティは[管理者パスワードの設定]の[セキュリティレベル設定]があります。   

 

 

[図.セキュリティ] 

  

4.7.1 管理者パスワードの設定 

 

管理者パスワードはGX8を管理するパスワードです。 
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[プロジェクトの送信/データのアップロード]を制限して、データを保護します。 

[メニュー画面]のアクセスを制限してGX8の設定を保護します。 

  

 

[図.管理者パスワードの設定] 

 

パスワードは[英数字の大文字と小文字/特殊文字]の組み合わせで最大8文字まで設定ができます。 

 

管理者パスワードが設定され、プロジェクトをGX8に送信すればGX8に管理者パスワードが設定されます。  

 

この管理者のパスワードはGX8メニュー画面の[コントロールパネル] - [システム] - [セキュリティ]で修正/削除が

できます。逆に、プロジェクトの管理者パスワードを設定せずに送信してもGX8メニュー画面で管理者パスワード

を設定することができます。 

 

[図.GX8メニュー画面のセキュリティ] 

 

▶ 管理者パスワードが設定されGX8にTDSでプロジェクトを送信したり、データをアップロードすると 

以下のようにパスワード入力画面が表示されます。該当する管理者パスワードを入力し、[OK]ボタンを押すと[送

信/アップロード]が行われます。 

 

[図.パスワードを入力画面(PC)] 

 

▶ GX8メニュー画面に入る時は、次のようなパスワード入力画面が表示されます。 

該当するパスワードをクリックして、[Enter]キーを押すとメニュー画面に入ることができます。 
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[図.パスワードを入力画面(GX8)] 

 

 

▶ パスワード紛失の場合、メニュー画面にアクセスやプロジェクトの送信/アップロードができません。  

 

パスワードを解く方法は、GX8を復元する方法しかありません。 

GX8を復元すると、GX8内のプロジェクトをはじめ、すべてのデータは削除されます。  

 

GX8を復元する方法は次のとおりです。 

PCにSDメモリーカードを装着した後、TDSで[ツール] - [復元ディスク]を実行、復元ディスクを作成します。 

GX8へ復元ディスクで作成したSDカード装着した後、SDカードの隣のディップスイッチの2つを下に下げた後、

GX8をリセットします。 

復元が完了したら、ピーピーと音がします。このときディップスイッチ2個を上に上げて元の 

位置に戻しSDカードを抜いた後、GX8を再起動します。 

（GX8の復元方法はChapter23.8[復元ディスクの作成]を参照してください。） 

 

4.7.2 セキュリティレベルの使用 

 

セキュリティレベルは[1〜16]レベルまで最大16個のパスワードを設定することができます。 

このレベルを[メイン画面/オブジェクト]に設定して、メイン画面やオブジェクトをアクセスするときに、そのレ

ベルのパスワードを入力するとアクセスできるようになります。  

 

 

[図.セキュリティレベルの使用] 

 

プロジェクトで特定画面に切り替える時にパスワードを入力したり、パスワードを入力した後、 

オブジェクトを動作させるなどのセキュリティ機能を使用するためには[セキュリティレベルの使用]を 

チェックしてパスワードを生成します。 
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No セキュリティレベル 説明 

1 認証タイプ 

[パスワード/アカウント+パスワード]の中から選択します。 

[パスワード]は、ログイン時に該当するパスワードを入力します。  

 

 

[ID/ Project]カラムは変更できず、[最高レベル]数だけ自動的に作成がされます。 

アカウントを使用しないので、アカウントを追加/削除する下部の[追加/削除]ボタンは無効になりま

す。  

 

 

 

[アカウント+パスワード]は、[ID]を選択し、パスワードを入力します。  

 

 

[アカウント+パスワード]を選択した場合には下部の[追加/削除]ボタンでアカウントを 

追加/削除することができ、最大65535個まで追加ができます。 

各アカウントの[ID（アカウント）/Project（セキュリティレベル）]カラムを 

変更することができます。[Project]は[最高レベル]内からそのアカウントのレベルを設定します。  
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2 パスワードタイプ 

[ユーザー入力/アドレス参照]の中から選択します。 

[ユーザーの入力]は[Password]にパスワードを入力します。 

 

 

 

[アドレス参照]は[Password]にアドレスを設定し、[パスワードの長さ]を設定します。  

 

 

 

[パスワードの長さ]はパスワードの文字数です。上記のように[パスワードの長さ]が[4]であれば4つの

文字をパスワードとして使用します。16ビットのワードアドレスである 

[D0010]には、2つの文字が保存されるため、4つの文字を読み込むために 

[D0010〜D0011]に自動的に指定がされます。  

 

ログイン時にそのアドレスに含まれている文字列が入力した文字列と一致すればログインできます。

この機能は、設定したアドレス領域にパスワードが記録されていればログインが可能です。GX8運転

中にPLCあるいはGX8プログラムでアドレス領域のデータを入力/変更してパスワードを入力/変更した

り、初期化することができます。 

3 最高レベル 
[1~16] レベルの中で最高レベルを設定します。  

Level2が Level1 より高いレベルです。  

4 

ログイン 

維持時間 

（秒 

ログイン後、GX8タッチ入力がない時点から設定された時間までログインが維持された場合、自動的

にログアウトします。 

[0]に設定すると、ログイン維持時間の機能を使用をしなので、自動的にログアウトしません。 

 

No セキュリティレベル 説明 

1 Use 使用するかしないかをチェックします。  

2 ID アカウントです。 

3 Password パスワードです。 
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4 Agent Name ユーザー名です。 

5 Project アカウント（ID）のレベルを設定します。 

6 Setting 

各アカウントのユーザー権限を設定します。 

この機能は、上部の[21 CFR Part11 Option]メニューを実行時に表示される 

[FDA21 CRF Part11（セキュリティ）オプション]画面で 

[2.ユーザー管理と権限]をチェックした場合に設定できます。 

 

セキュリティレベル別/アカウント別にユーザー権限を設定します。.  

 

 

[図. Setting] 

 

[21 CFR Part11 Option]の詳細は、Chapter4.7.4を参照してください。 

 

4.7.3 QR コードプリント 

 

[セキュリティレベルの使用]で設定したパスワードをQRコードに作成して印刷し、 

GX8のカメラでQRコードを認識してログインができます.  

この機能はパスワードタイプを[ユーザー入力]にした場合のみに対応ができ、カメラ機能をサポートするGX8R

プレミアムモデルのみ使用可能です。 

 

 

[図.パスワードタイプが[アドレス参照]である場合のエラーメッセージ] 

 

上部に[QRコードプリント]メニューを実行すると、以下のように[セキュリティのQRコード出力]画面が表示され

ます。 
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[図.QRコードプリント] 

 

上からQRコードの出力サイズを選択して、セキュリティレベルのリストの中で印刷したいレベル/パスワードを

チェックします。 

[プレビュー]メニューを実行すると、次のような印刷プレビュー画面が表示され、[プリント]メニューを実行す

ると、PCに接続されたプリンタで印刷がされます。  

 

 

[図.QRコードの印刷プレビュー] 

 

QRコードでログインするときは、以下のような動作が必要になります。 

オブジェクトの[効果および動作]ページで、[特殊] - [System] - [Security Login] - [QR Code]を実行するとカメ

ラが起動され、QRコードを認識します。  
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[図.QR Codeログイン] 

 

 

[図.QR Code認識カメラ実行] 

 

四角い枠にQRコードを合わせます。QRコードが認識されるとそのレベルにログインができます.  

 

4.7.4 21 CFR Part11 Option 

 

FDAの法令である21 CFR Part11は電子記録及び電子署名の特定のトピックに関する具体的な法で幅広い分野に

影響を与える法令です。  
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[図.21 CFR Part11オプション] 

適用したい事項をチェックすると、反映されます。  

 

(1) アクセス管理 

 

1.1 ユーザ名とパスワードの政策 

 

No ユーザ名とパスワードの政策 説明 

1 最小の長さ パスワードに使用する文字列の最小の長さを設定します。  

2 少なくとも1つの数字+文字 
パスワードに使用する文字列で 最小1つの数字と 

最小 1つの文字が含まれている必要があります。 

3 少なくとも1つの特殊文字 
パスワードに使用する文字列に 最小1つの特殊文字が含まれている必

要があります. 

4 パスワード更新要求期間 設定した日付以降はパスワードを変更する必要があります。  

5 
パスワードの変更履歴の記録と 

再利用を禁止 

パスワードの変更履歴を記録し、一度使用されたパスワードは 

再利用することはできません。 

 

1.2 ログイン失敗の回数の提案 

[ログインの最大回数] 以上に連続して誤ったパスワードでログインしようとする場合には 

[ログイン失敗時のロック時間（0：無制限）]だけロックがかかります。ロックがかかっている間はログインが

できません.  

 

(2) ユーザー管理と権限 

[プロジェクト] - [セキュリティ] - [セキュリティレベルの使用]で、[Setting]カラムの[設定] 

ボタンを押すと、各レベルに応じて、[権限]を設定できる[ユーザー権限]画面が表示されます.  

 

[図.ユーザー権限] 

 

2.1 権限のないユーザーによるアプリ起動制限 

レベルに応じて、[システム権限]のアプリを選択/解除してアプリを実行する権限を設定します。 

チェックしたアプリだけそのレベルで実行が可能です。 

 

2.2 権限のないユーザーによるデータの表示/エクスポート/削除制限 

レベルに応じて[2.データ]の権限を設定します。 

 

(3) 電子データ 

 

3.1 データベース 
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ファイル（Security_YYYYMMDD.log）もしくはデータベース（Security）に記録します。 

（GX8View（SCADA）のみ可能です)。 

 

3.2 ログ/アラーム/システムログのエクスポートとコピー時PDF変換 

警報データのエクスポート/コピー時のPDFファイルに自動的に変換されます。 

セキュリティと監査証跡（Audit Trail）などのログデータのエクスポート/コピー時のPDFファイルに 

自動的に変換されます。 

 

(4) 変更履歴と追跡 

 

4.1 すべての生成/変更/削除のログ記録と追跡（SecurityLogフォルダ） 

致命的ななハードウェア関連のエラーと警報（たとえば、ディスク容量不足、通信障害、停電など）を 

記録します。変更されたパラメータの前の値と新しい値について記録します。 

 

4.2 変更履歴と追跡ドキュメンタリーを1年間維持（変更と削除禁止） 

監査証跡（Audit Trail）の記録は、1年間の変更や削除を禁止します。 

 

4.7.5 セキュリティレベルを適用する 

 

(1) メイン画面にセキュリティレベルを設定する 

 

メイン画面のプロパティで[セキュリティレベル]を設定する部分があります。 

 

 

 

[図.メイン画面のプロパティ] 

 

 

[0] レベルは、セキュリティレベルを適用しないことであり[1]のレベル以上に設定すると、 

画面の切り替え時に設定したレベルにログインしないと該当する画面に入ることができません。  

 

[セキュリティログの使用]をチェックするとGX8内のメモリにセキュリティログを記録します。 

メニュー画面のファイルエクスプローラで見ると、GX8内のメモリの[App_Log] - [SecurityLog]フォルダに 

日付別、textファイルでログイン/ログアウトの記録を残します。 
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[図.ファイルエクスプローラのSecurityLogフォルダ] 

 

 

[図.セキュリティログファイル] 

 

(2) オブジェクトのセキュリティレベルを設定する 

 

すべてのオブジェクトの左下には以下のように、セキュリティレベルを設定する部分があります。  

 

 

[図.オブジェクトのセキュリティレベルの適用] 

 

No オブジェクトのセキュリティ

レベル 
説明 

1 セキュリティレベル 
セキュリティレベルを設定します。そのレベルでログインするとオブジェクトが動

作します。  

2 セキュリティログの生成 
GX8メモリに[App_Log] - [SecurityLog]フォルダの日付別Textファイルにセキュリテ

ィログを記録します。.  

3 
セキュリティレベル以下での

ログイン時 非表示処理 

設定したセキュリティレベルより低いレベルでログインしている場合はオブジェク

トを画面に表示しないようにします。設定したセキュリティレベルでログインする

とオブジェクトが表示されます。 
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4.7.6 メニュー画面 - [セキュリティ]の設定を変更する 

 

[プロジェクト] - [セキュリティ]の設定はGX8メニュー画面の[コントロールパネル] - [セキュリティ]で変更するこ

とができます。 

管理者パスワードはパスワードを削除するか、設定/変更が可能です。  

 

セキュリティレベルは、TDSの[プロジェクト] - [セキュリティ]で設定した場合にのみGX8メニュー画面から変更す

ることができます。[認証タイプ/パスワードタイプ]は変更できません。[パスワード最高レベル/ログイン維持時間]

は修正が可能です。 

認証タイプを[パスワード]に設定した場合、[パスワード/ユーザー名/権限]カラムを変更することができ、 

認証タイプを[アカウント+パスワード]に設定した場合、[アカウント/パスワード/ユーザー名/レベル/権限]を変更

するすることができます。 

 

 

[図.メニュー画面の操作パネル - セキュリティ設定] 

 

メニュー画面の[コントロールパネル] - [セキュリティ]の設定は、 

Chapter1.2.8[コントロールパネル]アイコン - システムの部分]の（1）セキュリティを参照してください。  
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4.8 通信ブロック 

 

通信ブロックは、プロジェクトがコントローラと通信するテーブルを構成することです。  

 

GX8は、運転中の画面に登録されたオブジェクトのアドレスを別の通信テーブルを作ってコントローラとの通信

をします。  

 

通信ブロックは、通信テーブルとは別の通信であり、運転中の画面とは関係なく、[周期]に基づいて、コントロ

ーラとの通信をします。  

 

 

[図.通信ブロック] 

 

No 通信ブロック 説明 

1 追加 [A] 通信ブロックを追加します。 

2 削除 [D] 選択された通信ブロックを削除します。 

3 インポート [R] 保存された通信ブロックファイル（*.hcmb）を現在のプロジェクトにインポートします。 

4 エクスポート [X] 現在のプロジェクトに設定した通信ブロックをファイル（*.hcmb）にエクスポートします。 

 

通信スキャン周期よりも通信が遅くてもよいデバイスは、通信ブロックに登録した後にシンボル管理者で通信ブ

ロックに登録したアドレスでシンボルを作成します。オブジェクトではアドレスをシンボルとして使用すると、

通信スキャン周期よりも通信が遅くなります。 

その他のデバイスアドレスは、通信スキャン周期が早くなる効果があります。 
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4.9 日程 

 

決まった時間や規則的な時間に設定された動作を実行する機能です。 

 

 

[図.日程設定] 

 

4.9.1 日程情報のページ  

 

[動作]を実行する日程を設定します.  

 

No 日程情報 説明 

1 日程名 日程の名称を入力します。  

2 조건 

日程を設定します。 

日程は[日付]と[曜日]の中から選択することができます。 

[日]は、[年/月/日]を設定することで、毎年/毎月/毎日実行する場合、[毎]に設定します。 

[曜日]は[日/月/火/水/木/金/土]の中から選択します。 

 

[時/分]で時間を設定します。  

 

[実行回数]は、[1〜99]まで設定することができます。[1]の場合その時間になると、 

1回の動作を実行します。[2]以上である場合にはその時間になると実行され、 

[間隔（秒）]ごとに実行の回数分、動作を実行します。 

 

[間隔]は、実行回数が[2]以上である場合に、[秒]単位で設定します。   
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4.9.2 動作ページ  

 

動作]ページは[日程情報]ページで設定した予定になると、実行する[動作]を設定します。 

操作ページの設定方法は、Chapter7.9[操作ページの設定]を参照してください。 

 

 

[図.動作ページ] 
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4.10 メッセージの送信 

 

メッセージ送信のメニューを実行すると、[メッセージマネージャ]画面が表示されます。 

メッセージ管理者は[電子メール/ SMS]を作成して保存する画面です。 

作成された[メール/ SMS]は、[メッセージを送信]動作を実行して送信することができます。 

 

4.10.1 電子メール 

 

電子メール機能は、[プロジェクト] - [メッセージの送信]に保存された電子メールを、GX8から[メッセージの送信]

動作を実行して送信します。   

 

(1) ネイバーメール環境設定 

ネイバーメールを例として説明します。 

ネイバーメールを使用するために以下のようにネイバーメールに接続して、[環境設定] - [POP3/ IMAP設定]をしま

す。  

 

 

[図.ネイバーSMTP設定] 

  

上記のように設定した後、下段のSMPTサーバー名/ SMPTポート/ユーザー名（ID）/パスワード（ネイバーログイ

ンパスワード）を確認して、GX8メニュー画面の[コントロールパネル] - [電子メール]に入力します。  
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(2) メニュー画面の[コントロールパネル] - [メール]の設定 

 

 

[図.[メニュー画面] - [メール]の設定] 

 

[テストメールの送信]ボタンを押すと、メールが送信され、[送信成功/接続失敗]の結果メッセージが表示されます。 

 

(3) メニュー画面の[コントロールパネル] - [イーサネット]の設定 

 

GX8とPC間のイーサネットケーブルを接続し、GX8の[コントロールパネル] - [システム] - [イーサネット]で、[IP/

サブネットマスク/ゲートウェイ/ DNSサーバー]を設定します。 

 

 

[図.[メニュー画面] - [イーサネット]の設定] 

 

[ゲートウェイ]が、他の場合は、外部ネットワークに出ることができません。 

[DNS]アドレスがない場合は、ネイバーメールの実際のIPアドレスを持ち帰ることができません。  
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(4) [プロジェクト] - [メッセージの送信]でメールを作成 

 

TDSで[プロジェクト] - [メッセージの送信]を実行して、[メッセージ管理者]でメールを作成します。 

 

 

[図.メッセージ管理者_メール] 

 

[メッセージの種類]で[電子メール]を選択した後、上部の[追加]メニューを押すと、IDが[1]である電子メールが登録

されます。 

[電子メールアドレス]で[受信者の電子メールアドレス/タイトル]を入力します。 

[[メッセージ設定]で最初に[メッセージタイプ]を選択した後、内容を入力します。.  

 

 

[メッセージタイプ] 

 

Direct Input]は内容を直接作成します。  

 

[String Table]は内容をプロジェクト - [文字列]で読み込みます。 

文字列のグループを選択して、内容として登録する文字列をリストから選択します。  

 

[Word Indirect]は[プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を設定した文字列アドレスのデータに読み込みま

す。設定したアドレスのデータに対応するIDの文字列が内容になります。 
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[図.電子メールの内容 _Word Indirect] 

 

[Alarm Message]は、[プロジェクト] - [警報]の[経路の内容】を読み込みます。 

[ブロックID/グループID/警報ID]に対応する[警報内容]がこのメールの内容になります。 

 

 

[図.電子メールの内容 _Alarm Message] 

 

(5) メールの送信 

 

[メッセージマネージャ]で作成した電子メールは以下の動作によって送信されます。 

[動作]ページで、[特殊] - [App] - [Send Message]を選択し、メッセージIDを入力します。  

 

 

[図.メッセージの送信ボタン] 
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上記の動作が実行されると、当該電子メールが送信されます。  

4.10.2 SMS(メール) 

 

SMSを使用するためには、SMS企業と連動する必要があります。 

テストが完了したメーカーは、クールSMS/インフォバンクがあります。 

このSMSの送信方式はAPI方式で長さが制限されます。 

 

発信者情報は、変換することができず、メーカーに登録要求をする必要があります。 

そして、各通信社にWeb上でのメールの送信ができるように制限解除を要請する必要があります。 

 

▶ クールSMS /インフォバンクのサイトとAPIの使用方法は、次のとおりです。 

クールエスエムエス（http://www.coolsms.co.kr/）、 

インフォバンク（http://www.ibizplus.co.kr/technical/datacenter/restful） 

APIの使用方法（http://www.coolsms.co.kr/Legacy_HTTP） 

上記APIの使用方法を参照して、必要な項目の[キー値]を入れます。. 

 

各メーカーごとに提供する方法が少しずつ異なり、支払方法も異なります。 

該当メーカーから提供されるAPIの使用方法から必ず必要な[キー値]を登録します。 

 

 

[図.メッセージ管理者_SMS（クールエスエムエス)] 

 

http://www.coolsms.co.kr/）、
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[図.メッセージ管理者_SMS（インフォバンク)] 

 

(2) SMS送信 

 

[メッセージ管理者]で作成したSMSは、以下の動作によって送信されます。 

[動作]ページで、[特殊] - [App] - [Send Message]を選択し、メッセージIDを入力します。 

 

 

[図.メッセージの送信ボタン] 

 

上記の動作が実行されると、当該SMSが送信されます。  
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4.11 ロールプリンタ  

 

ロールプリンタは、ロール紙に印刷するミニプリンタです。 

ロールプリンタをGX8のシリアルポートに接続して、RS-232C通信を利用して印刷をします。  

 

4.11.1 ロールプリンタの仕様 

 

すべてのロールのプリンタを使用することができます。しかし、Epsonプロトコルをサポートしていないロールプ

リンタは太字とアンダーライン機能をサポートしない場合があります。 

 

4.11.2 印刷フォームを作成 

 

印刷フォームをプロジェクト - [ロールプリンタ]で、次のように編集します。  

 

 

[ロールプリンタフォームの作成] 

 

[追加]ボタンで[Page1]を作成します。ページは継続的に追加することができます.  

下の[編集]ページで、テキストを作成し,  を利用して、編集をします。 

 

No ボタン 説明 

1 Source ソースビューに変更できます。もう一度押すと、編集モードに変更されます。  

2 Bold 選択された領域のテキストを太字（Bold）に編集します。 

3 Underline 選択された領域のテキストに下線を描画します。 

4 Address 
出力するアドレスを追加します。 
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[アドレス/タイプ/サイズ/データの長さ（全体桁数）/小数点]を設定します。 

[3桁ごとに"、"表示]をチェックして、[通話]を表示することができます。 

 

[OK]ボタンを押すと、編集画面に  で表示されます。 

編集画面の  をクリックすると[アドレス&&フォーマット入力]画面が表示され、そのアド

レスを変更することができます。 

5 Print Test 印刷をします。  

6 
 

選択された領域のテキストのサイズを編集します。Size1〜7まで設定できます。 

Size1は最も小さいサイズであり、Size2はSize1の2倍、Size3は3倍、... Size7は7倍と大きくなりま

す。   

 

4.11.3  GX8とロールプリンタ間の通信の設定  

 

GX8の COM1/COM2 ポートは次のとおりです。   

 

形 ピン番号 信号名 方向 内容 

9Pin Female 

 

 

 

1 RDA(RD+) 入力 RS-422/485 データ受信 (+) 

2 RD(RxD) 入力 RS-232C データ受信 

3 SD(TxD) 出力 RS-232C データ送信 

4 RDB(RD-) 入力 RS-422/485 データ受信 (-) 

5 SG  信号グラウンド 

6 SDA(SD+) 出力 RS-422/485 データ送信 (+) 

7 電源 出力 5V 

8 電源 入力 信号グラウンド 

9 SDB(SD-) 出力 RS-422/485 データ送信 (-) 

 

GX8とロールプリンタ間のケーブルはGX8のSDの場合ロールプリンタのRDに、GX8のRDはロールプリンタのRDに、

GX8のSGはロールプリンタのSGに結線します。 

 

メニュー画面の[コントロールパネル] - [プリンタ]でGX8のCOM1/ COM2のロールプリンタを接続した ポートを

設定します。   

 

 

[図.ロールプリンタを接続したGX8のポートの設定] 

 

メニュー画面の[コントロールパネル] - [シリアル]でロールプリンタの通信設定を合わせます。 
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[図.ロールプリンタの通信設定の入力]  

 

4.11.4  ロールプリンタの印刷実行ボタン 

 

印刷動作ボタンは、[動作]ページの[特殊機能]にあります。  

 

[効果および動作]ページで[動作] - [特殊] - [Print]でRollPrinterを選択し、[プロジェクト] - [ロールプリンタ]で作成

した印刷フォームのIDを設定します。 

 

この動作を実行すると、接続されたロールプリンタから該当するIDの形式で印刷します。  

  

 

[図.印刷コマンドボタン] 
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4.12 プロジェクトのプロパティ 

 

プロジェクトのプロパティはGX8/ PLCのプロパティ、プロジェクト全体に適用するオプションの設定をします。  

 

 

[図プロジェクトオプション] 

 

[プロジェクトオプション]画面の左側には、[GX8設定]と[PLC設定]があります。 

 

 

[図.GX8設定/ PLC設定] 

 

左リストから選択する[GX8設定]、[GX8モデル名]、[PLCモデル]により、右に別の画面が表示されます。 
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4.12.1 GX8 設定 

 

[GX8設定]のサブリストには、設定された[GX8のモデル名]があります。 

このモデルを選択すると、右の画面にGX8のモデルの詳細情報を表示します。 

 

[図.GX8モデル選択時の右画面] 

 

No GX8 設定 説明 

1 GX8 設定 

GX8[モデル/別名/解像度/画面メモリ]を示します。 

別名は、アドレスリストで使われる名前で、変更することができます。 

 

[HMIの変更]ボタンを押すと、次のように[HMI選択]画面が表示され、[GX8モデル]を 

変更することができます.  
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[モデルの選択]でシリーズを選択した後、該当するモデルを選択して、[確認]ボタンを 

押すと、変更されます。 

 

 

 

GX8モデルの変更は、上記のように、[HMIの変更]ボタンを使用することもでき、左側のリス

トからモデルを選択した後、マウスの右クリックで表示される[HMIの変更]メニューを利用す

ることもできます。 

 

 
 

また、プロジェクトのオプション画面の上部  のメニューを利用して、 

同じ方法で変更することができます。 

2 HDMI 画面の設定 

HDMIポートをサポートするGX8Rプレミアムモデルのみ可能です。 

 

GX8のHDMIポートに接続された[モニター/ TV/プロジェクター]などのデバイスに 

運転中のGX8画面とは別のHDMI画面を作ってモニタリングするときに使用します。  

 

別のHDMI画面は、次の図の[HDMI1使用]をチェックすると生成されます。 

 

 

上記のように[HDMI1使用]をチェックして、HDMIポートに接続されたデバイスにモニタリン

グする画面の解像度を設定すると、[プロジェクト管理] - [画面]をクリックすると次のように

[HDMI1画面]が作成されます。 
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[図.プロジェクト管理] 

 

プロジェクト管理の[HDMI1画面]に新しい画面を作成したり、既存のメイン画面を 

コピーして貼り付けてモニタリングする画面を設定します。 

 

このように構成したHDMI1画面はGX8メニュー画面の[コントロールパネル-HDMI]設定で

[HDMIデュアルモード]に設定したときHDMIポートに接続されたデバイスにモニタリングされ

ます。  

 

 

[図.メニュー画面のコントロールパネルのHDMI設定] 

 

GX8メニュー画面の[コントロールパネル-HDMI]の設定はHDMIをオンまたはオフにしモード

を設定します。[基本複製モード]は、HDMIに接続されたデバイスに運転中のGX8と同じ画面

をモニタリングします。[HDMIデュアルモード]はHDMIに接続されたデバイスに運転中のGX8

画面とは別のHDMI画面をモニタリングします。 

3 카메라 저장 옵션 

カメラとVIDEOポートをサポートするGX8Rプレミアムモデルのみ可能です。 

GX8Rディスプレイ部の前面に搭載されたカメラ、USBポートに接続されたUSBカメラ、

VIDEOポートに接続されたCCTVや外付けのカメラで撮影した映像は[カメラ]オブジェクトで

画面上でリアルタイムに見ることができます。 

   

カメラで撮影した映像を[Record Start/ Record End]キーを使用して、設定したメモリに 

記録することができます。記録を開始するときRecord Startを動作させた時点ではでなく、 

[カメラ保存オプション]で、[前の映像データを含む]をチェックして設定した[記録時間]だけ 

前の映像データを合わせて記録します。 
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つまり、上記のように設定した場合Record Startを動作させた時点で、5秒前の映像から記録

をします。  

 

[Record Start] キーはカメラオブジェクトの[キー]ページで、追加することができます。 

 

 

[図.カメラオブジェクトのRecord Startキー] 

 

また、[Record Start]の動作は、オブジェクトの[効果および動作]の[動作]ページで、[特殊] - 

[Camera]で実行することができます。 

 

 

[図.動作ページのCamera Record Start動作] 

 

4.12.2 PLC 設定 

 

左の[PLC設定]リストでは、GX8に接続された装置を確認することができます。   

 

サブリストには選択されたGX8モデルに基づいてサポートするポートが異なりますので少しずつ差はありますが、

シリアルポートである[COM1/ COM2/ COM3]、イーサネットポートである[Ethernet]、 

オプションモジュールである[Fieldbus]、USBポートである[USBDevice]があります。  

 

各ポートにPLCを追加/変更/削除する方法は次のとおりです。  

 

▶ 該当PLCあるいはポートを選択した後、上部メニューを実行します。 

▶該当PLCあるいはポートを選択した後、マウスの右クリック時に表示されるメニューを実行します。   

 

 

[図.上部メニュー] 
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[図.PLCを選択後、右クリックメニュー] 

 

 

[図.ポートを選択後、右クリックメニュー] 

 

No プロジェクトの設定 説明 

1 PLC 追加 

PLCを接続するポートを選択し、[PLCの追加]メニューを実行します. 

ポートを選択せずに、[PLCの追加]メニューを実行すると下記のようなメッセージが表示されま

す。  

 

 

 

ポートを選択し、[PLCの追加]メニューを実行すると、[デバイスの選択]画面が表示されます。 

[デバイスの選択]画面で、PLCのメーカーとモデル名を選択します。 

[次へ]ボタンを押すと、PLCの詳細（オプション）の設定画面が表示されます。 

 

 

 

PLCの詳細（オプション）の設定画面では、PLCの別名/インターフェース/プロトコル/ 
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文字列の保存モードなどを設定します。 

[通信マニュアル]ボタンを押すとGX8とPLC間の通信ケーブル結線図と設定方法を確認すること

ができます。 

 

2 PLC 変更 

選択されたPLCを他のPLCに変更します。 

PLCを選択せずに、[PLC変更]メニューを実行すると下記のようなメッセージが表示されます。 

 

 

 

PLC追加と同じように、[デバイスの選択]画面で、変更するPLCを選択します。 

3 PLC 削除 選択されたPLCを削除します。 

4 PLC切断 

切断をするPLCを選択した後、[PLC切断]メニューを実行します。 

[PLC切断]はPLCの設定内容をそのまま[ポート接続なし]の下位リストに移動します。  

  

 

 

 

 

[ポート接続なし]の下位リストにあるPLCを 

[COM1/ COM2/ COM3/ Ethernet/ Fieldbus/ USBDevice]ポートに[ドラッグアンドドロップ]

と、次のメッセージと一緒に選択したポートに移動されます。 
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シリアルに選択されたPLCは、シリアルポート、イーサネットで選択されたPLCは、イーサネッ

トポートのみで移動ができます。   

5 PLC 一括追加 

PLCの一括追加は、選択したポートに多数の同じPLCを追加するときに使用します。 

GX8の1つのポートに複数のPLCを接続する通信を[1：N]通信と呼びます。  

 

 

デバイスの選択画面で、PLCのメーカーとモデル名を選択し、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

 

 

次のようなPLCの詳細（オプション）の設定画面が表示されます。 

追加する[PLC数]を入力して[追加]ボタンを押すと、下のリストにPLCが追加されます。 
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[OK]ボタンをクリックして終了すると、下記のようにPLCが[一括]という名前で追加されます。 

 

 

[1:N] 通信がサポートされていないPLCの場合には、以下のようなメッセージが表示されます。 

 

 

6 
シリアルポート番号

の変更 

この機能は、GX8View（SCADA）で必要な機能で、PCのシリアルポートに 

コントローラを接続する場合はポート番号を変更する必要があるときに使用します。 

 

番号を変更するシリアルポートを選択した後、マウスの右クリックのメニューである[シリアル

ポート番号の変更]を実行します。  
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PLCの名前を選択すると、画面の右側にPLCの詳細情報を示します。 

 

 

[図.PLCの詳細（オプション）の設定] 

 

No PLC 設定 説明 

1 PLC 設定 

別名は、PLCの名前でアドレス入力時の名前として使用されます。 

 

 

 

PLCの[インターフェース/プロトコル]を選択します。  
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文字列の保存モードでは[変更]ボタンを押して、[PLCの文字列を保存モード]画面で設定しま

す。 

 

 

文字1つは1byteです。 

 

[文字列データの保存手順】は【First/ Last]の中から選択します。 

Firstは、最初に入力した文字が最初にアドレスから入ることで、「ABCDEFGH」入力時 - >

「ABCDEFGH」で入力がされます。 

Lastは「ABCDEFGH」入力時 - >「ABCDEFGH」で入力がされます。 

（ワード内のバイト順：HL、ダブルワード内のワード順：HLと仮定) 

 

 [ワード内のバイト順]でHはHigh（上位バイト）、LはLow（下位バイト）を意味します。 

[HL]は、ABCDEFGH入力時 - > ABCDEFGHと入力されます。 

[LH]は、ABCDEFGH入力時 - > BADCFEHGと入力されます。 

 

[ダブルワード内のワードの順序]でHはHigh（上位ワード）、LはLow（下位ワード）を意味し

ます。 

[HL]は、ABCDEFGH入力時 - > ABCDEFGHと入力されます。 

[LH]は、ABCDEFGH入力時 - > CDABGHEFと入力されます。  

 

[通信マニュアル]ボタンを押すと、GX8とPLC間の通信ケーブル結線図と設定方法の確認が 

できます。通信マニュアルはChapter4.12.3[通信マニュアル見る方法]を参照してください。 

2 二重化使用 

[二重化] RS-485シリアル通信の場合に使用することができ、GX8に同じ設定のPLCを2つ 

接続します。1つのPLCは主力で通信して、残りの1つは、余分に接続したものです。 

 

普段は最初のPLCとの通信を行います。[二重化使用]の[変更条件]が満足すれば、 

GX8は接続しておいた第2のPLC（余分なPLC）との通信を行います。 

 

 

 

[変更条件]は、両方の種類の設定ができます。 

最初のPLCが[タイムアウト]で設定した時間を超えて通信が切断されると第二のPLCに変更さ

れます。そして、設定した[条件]が真となるとき、通信が第二PLCに変更されます。 

 

この二つの条件が同時に設定することができ、[演算条件]が[AND]であれば、[変更条件]を 

両方満たす時に[OR]は[変更条件]のどちらを満たした場合、通信は第二PLCに変更されます。 

最初のPLCと第二PLCの通信オプションを設定します。 

[TimeOut（タイムアウト）（ms）]は、コントローラ（PLC）の待機時間です。 
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GX8がコントローラとの通信を開始した後、タイムアウト時間だけコントローラの応答を待っ

てから 

応答がない場合はエラーを発生させます。 

 

[SendWait（ms）]は、PLCとの通信時に送信前の遅延時間です。 

送信前の遅延時間はGX8がマスターとして初めて 要求 を送信し、コントローラからの 

応答が来た後、GX8がすぐに次の要求を送信するのではなく、SendWait時間後に 

次の要求を送信することでコントローラに通信負荷がかからないようにします。 

コントローラの通信スキャンが遅い時に使用します。 

 

[Retry]はGX8がコントローラとの通信を開始した後、コントローラの応答がない場合の 

タイムアウト時間だけ待機した後、通信プロトコルを再送信する回数です。再び送って 

タイムアウト時間だけ待って、再度送ってタイムアウト時間だけ待つ、この周期を 

反復する回数です。回数分を再送信しても応答がない場合はエラーを発生させます. 

 

4.12.3 通信マニュアルの見方  

 

通信マニュアルにはケーブル結線図との通信設定方法などの通信に必要な説明があります。 

 

通信マニュアルは、[プロジェクト] - [プロパティ]メニューを実行時に表示される 

[プロジェクトオプション]画面で、左側[PLC設定]のPLC名をクリックすると、右側の画面に 

[通信マニュアル]ボタンがあります。[通信マニュアル]ボタンを押すと、選択されたPLCの通信マニュアルファイ

ルがポップアップされます。このファイルはPDFファイルになります。    

 

通信マニュアル1PageでPLCのメーカーとモデル名の確認をします。 

 

  

[図.通信マニュアル1Page] 

 

 

2Pageの[1.システム構成]の表で接続するPLC CPUモデル/通信カードモデルを検索します。 

該当するモデルに沿ってシステムの設定とケーブル表があります。クリックするとそのページに移動します。 
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[図.通信マニュアル2Page] 

 

このPLCの[システム設定]をクリックすると、次のように通信を設定する方法が詳細に記載されています。 

GX8からの設定とPLCの設定がすべて記載されているので、順番に設定します。 

 

  

[図.通信設定方法] 

 

該当のPLCの[ケーブル]をクリックすると、次のようにケーブルの結線図があります。GX8のポートを確認した

後、適応する結線図を見てケーブルを製作します。  
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[図.ケーブル結線図] 

 

通信マニュアルは最後のページには、PLCのアドレスのリストと領域が出ています。 

 

 

[図.サポートしているアドレスのリスト] 

 

 

マニュアル画面クリック時に表示されるメニューで[ファイルに保存/印刷/拡大縮小]などができます。 
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4.12.4 プロジェクトオプションのページ  

 

プロジェクトオプションのページを説明します。 

 

 

[図.プロジェクトオプションのページ] 

 

No プロジェクトオプション 説明 

1 アドレス登録 

アドレスの登録方法を[自由に入力/シンボルのみ使用]の中から選択します。 

 

 

[シンボルのみ使用]は使用PLCアドレスを[プロジェクト] - [シンボル]に登録しておき、

PLCアドレス入力時のシンボル（Symbol）アドレスのみを使用します。アドレス入力時

PLC（コントローラ）はアドレスのリストに表示されず、SymbolアドレスとGX8の内部

アドレスリストのみ表示されます。 

 

 

[自由入力]の場合、PLCアドレス入力時アドレスリストから[Symbol]を選択して、 

[プロジェクト] - [シンボル]で登録されたPLCアドレスを入力することができ、 

アドレスリストから[PLC1]を選択して直接にPLCアドレスを入力することもできます 
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シンボル管理者でシンボル名に対応するPLCアドレスの変更をすると、プロジェクト内

で該当するシンボルを使用したすべてのオブジェクトのアドレスが一括変更されます。 

 

[自由入力]である場合、シンボルの管理者に登録されたPLCアドレスと同じアドレスを 

プロジェクトから直接に入力した場合には、シンボル管理者内で該当するPLCアドレス

を変更すると、直接入力したアドレスは変更が適用されず、システムに障害が発生する 

可能性があります。 

 

したがって、シンボルの管理者に、コントローラのアドレスを登録してアドレスの 

入力を行う場合、コントローラのアドレスはシンボルの管理者に登録して使用し、 

PLCアドレスを直接に指定して入力できないように[シンボルのみ使用]を設定をします。 

2 文字セット 

[文字セット]でハングルを処理する方法を[ASCII/ EUC-KR]の中から選択します。 

 

 

 

ほとんどのコントローラはASCII方式を使用します。ASCIIではハングルは2Byteです。 

Unicodeに使用する場合は[EUC-KC]を選択します。 

3 パーティションの設定 

[パーティションの設定]は、GX8のバックアップメモリを用途に合わせて配分します。 

総バックアップメモリは512KByteです。この領域には10KWordの内部アドレス 

領域が含まれています。 

 

その中[ログ/警報/レシピ]が使用できる容量は445KByteです。 

 

445KByteのプロジェクトで使用する用途ごとにバランスよく容量を分配します。 

 

 

 

4 テキスト＆設定 

テキスト入力時に適用するオプションを設定します。 

 

 

 

(1) システムフォントのアンチ別名を使用 

[システムフォントのアンチ別名の使用]をチェックすると、次のように、テキスト入力

時にフォントの設定部分に[アンチ別名]チェック欄が生成されます。 
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サイズのテキストはテキストのアウトラインが階段状に見えますが、 

[アンチ別名]は、この部分を滑らかな曲線になるよう処理する機能です。 

 

 

 

アンチ別名は、フォント・サイズが20以上の場合に適用されます。 

（2）プロジェクトに使用されたフォントを保存 

プロジェクトを作成する時に使用したPCのフォントをそのまま維持したい場合、この機

能を使用します.  

 

例えば、ハングルのウィンドウで作成されたプロジェクトを中国のウィンドウで 

開くとハングルフォントが中国語ウィンドウにはないためフォントが変更され、 

テキストが正常に表示されません。このような場合は、 

この機能を使用すると、ハングルを正常に表示することができます。 

注意）オブジェクトの文字列を変更するとそのオブジェクトでは保存されたフォントを

使用することができません。 

 

(3) テキストの改行使用 

[テキストの折り返しの使用]をチェックすると、作成したテキストがオブジェクトの 

サイズでなくなると、自動的に改行をします。 

これは、警報ビューオブジェクトの[警報内容】を表示する際にもMessageの幅が 

警報内容よりも小さい場合、自動的に改行をしてくれます。 

 

 

 

 

[図.テキストの改行を使用した場合] 
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[図.テキストの改行を使用しない場合] 

 

5 
プロジェクト 

パスワードの使用 

[プロジェクトパスワードを使用する]をチェックして、パスワードを入力すると、 

プロジェクト開くときにパスワードを確認します。 

パスワードは、[英数字 大文字と小文字]で構成することができ、4〜8文字まで可能で

す。 

 

 

 

[プロジェクトを開く]を実行すると、下記のようにパスワードを確認します。 

 

 

 

6 
N:1 タッチ制御権管理の

使用 

多数のGX8と1つのコントローラが通信するときに、[N：1通信]と呼びます。   

 

多数のGX8が同時に一つのコントローラを制御するときに発生する問題を防ぐために

[N：1タッチ制御権管理の使用]を設定します。 

 

 

 

インターロックアドレスはHMI IDをデータとして入力します。 

（HMI IDはGX8メニュー画面から[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] - 

[11.HMI ID]で確認することができます。） 

 

インターロックアドレス[D0010]のデータが制御可能なHMI IDになります。このHMI ID

のGX8を除いた残りのGX8ではすべてのタッチ入力が不可能となります。 

インターロックアドレス[D0010]が[0]である場合はすべてのGX8の入力が可能です。  

 

[インターロック時間]は、タッチ入力をしていない時点から1分後に、 

インターロックアドレスの[0]を代入し、インターロックを解除しています。  

 

この機能は、オブジェクトの[効果および動作]の[動作]ページで[特殊機能] - [System] - 

[N：1 Inter Lock/ N：1 Inter Unlock]動作で制御をします。 
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[N：1 Inter Lock]は、自分のHMI IDをインターロックアドレスに書いてくれる 

動作をすることにより、自分を除いたGX8の入力を防ぎます。 

[N：1 Inter Unlock]はインターロックアドレスの[0]を代入して、N：1インターロックを

解除します。 

7 HMI 設定使用 

GX8メニュー画面の[コントロールパネル]の設定をプロジェクトにより行う機能です。 

[HMIの設定を使用する]をチェックすると下に現在の設定内容を表示します。 

  

 

 

[編集]メニューを実行すると以下のように[コントロールパネル]画面が表示されます。 

[コントロールパネル]画面では、各メニューをクリックして設定をします。  

 

 

 

下段の[HMI設定のインポート]メニューを実行すると、イーサネットで接続された 

GX8のコントロールパネルの設定を読み込みます。下記のように、イーサネットで 

接続されたGX8のIPアドレスを入力して[確認]ボタンをクリックします。 

 

 

 

プロジェクトの[HMIの設定を使用]に設定したコントロールパネルの設定は、 
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プロジェクトを送信するときにGX8に適用されます。 

 

4.12.5 画面切り替えページ 

 

[画面の切り替え]ではアドレスのデータにメイン画面を切り替えたり、ウィンドウの画面を 

ポップアップさせることができます。  

 

 

[図.画面切り替えページ] 

 

(1) 画面の切り替えを使用 

 

画面切り替えとはアドレスのデータを利用して、メイン画面を切り替える機能です。 

主にPLCプログラムでGX8画面を切り替える場合に使用します。 

 

[画面の切り替えの使用]をチェックして[画面番号を書く/画面番号を読む]に各アドレスを設定します。  

 

 

[図.画面の切り替え使用] 

 

 

No 画面の切り替え 説明 

1 画面番号を書く  GX8からメイン画面の切り替えが実行されると、[画面番号を送る]アドレス
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(HMI->PLC) （D0020）に切り替えたメイン画面の番号を書きます。 

 

 

PLCは、このアドレスのデータを読んでGX8の現在の画面番号を把握します。   

2 
画面番号を読む  

(HMI<-PLC) 

PLCプログラムでGX8のメイン画面を切り替えようとするときに、[画面番号を読む] 

アドレス（D0021）に切り替えようとするメイン画面の番号をデータとして書き込

みます。GX8はこのアドレスのデータを読み取り該当の番号のメイン画面に切り替

えます。 

 

(2) アドレスからウィンドウ制御 

 

特定の画面に関係なくアドレスでウィンドウ画面のポップアップを制御する機能です。 

この機能は、最大4つまで設定することができます。 

 

 

[図.アドレスからウィンドウ制御使用]  

 

No ウィンドウの画面制

御 
説明 

1 ウィンドウ画面番号 

ポップアップさせるウィンドウ画面番号を入力するアドレスです。 

【画面変更時の初期化]をチェックすると、メイン画面が切り替わるときに 

ウィンドウ画面番号の[アドレス]は[0]に初期化されます。  

2 条件の使用 

該当するウィンドウの画面をポップアップさせる条件を設定します。 

[編集]ボタンを実行して、条件を設定します。 

この条件が真である間は、ウィンドウがポップアップされます.  

 

[条件]を使用しななければ、[ウィンドウ画面番号]のアドレス値に対応する 

ウィンドウ画面がある場合にはポップアップ表示され、無い場合には非表示になります。 

3 ウィンドウ座標 

ウィンドウ画面がポップアップされる[X、Y位置]を[X]、[Y]に設定された 

アドレスのデータに設定します。 

[X、Y位置]は、ポップアップされるウィンドウ画面の左上端の位置になります。    
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4.12.6 グローバルロックオプションページ  

 

グローバルロックは、GX8のタッチ入力を防ぐことで、[グローバルタッチロック/グローバルロックを使用/ PLCタ

ッチ入力を使用]があります。 

 

 

[図.グローバル・ロック・オプションページ] 

 

(1) グローバルタッチロック 

 

[グローバルタッチロック]は、画面に[タッチロックをかけてタッチ入力を防ぐ機能です。 

該当するパスワードでログインするとタッチ入力が可能になります。  

 

現場で一時的にタッチの入力を防いで作業するときに使用します。 

 

GX8運転中に[タッチロックをかけたり、パスワードを入力して[タッチロック]を解除するために、 

[効果および動作]ページの[特殊機能] - [System] - [Touch Lock（Password）]の動作を実行します。  

  

 

 

プロジェクトで[Touch Lock（Password）]の動作を実行すると、GX8に[タッチロックがかかりタッチして入力する

ことができません。 

 



280 CHAPTER 4 -プロジェクトの メニュー 

 

同時に画面に[Touch Lock（パスワード入力欄）]が表示されます。 

[Touch Lock（パスワード入力ウィンドウ）]にパスワードを入力すると[タッチロックが解除されて、タッチ入力が

可能になります。 

パスワードは、[仮パスワード/固定パスワード]二つがあります。 

このパスワードはタッチのロックを解除するために入力するパスワードです。 

パスワードは最大8文字までの数字のみ可能となります。 

 

 

[図.グローバルタッチロック] 

 

▶ 仮パスワード 

ロックを設定するたびにパスワードを生成します。 

[Touch Lock（Password）]の動作を実行すると、以下のように仮パスワードを生成する画面が表示されます。  

 

 

[図.仮パスワードの作成] 

 

 

[図.仮パスワードの作成] 

 

パスワードを入力して、[lock（ロック）]ボタンを押すと、仮パスワードが作成され、[タッチロック]がかかります。

[Touch Lock（パスワード入力ウィンドウ）]画面は、以下のように変更されます。 

必要な作業を終えた後、この画面で[仮パスワード]を入力して、[unlock（オフ）]ボタンを押すと、[タッチロック]

が解除されます。   
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[図.パスワードの入力でタッチロックを解除] 

 

▶ 固定パスワード 

固定パスワードは、パスワードを固定的に設定します。 

[Touch Lock（Password）]の動作を実行すると、すぐに[タッチロック]がかかり、以下のような[Touch Lock（パス

ワード入力欄）]が表示されます。 

 

 

[図.Touch Lock（パスワード入力欄）開発モードを表示に設定した場合] 

 

[タッチロック状態で、必要な作業を終えた後、[Touch Lock（パスワード入力ウィンドウ）]にパスワードを入力す

ると、タッチロックが解除されます。そして[Touch Lock（パスワード入力欄）]を閉じます。   

 

パスワードを入力せずに[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。  

 

 

 

間違ったパスワードを入力し、[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。  

 

 

 

Touch Lock（Password）]動作の[モード]は、タッチロック状態で、[Touch Lock（パスワード入力ウィンドウ）]を

画面に常に表示するようにしたり、表示しないようにする設定です。  

 

[表示]に設定すると、タッチロックの状態では常に[Touch Lock（パスワード入力ウィンドウ）]が表示されていま
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す。正しいパスワードを入力して、タッチロックを解除すると、[Touch Lock（パスワード入力欄）]が閉じます。 

 

[非表示]に設定すると、タッチロックの状態で[Touch Lock（パスワード入力欄）]を見えないようにします。  

 

[Touch Lock（パスワード入力欄）]の[hide]ボタンを実行すると、見えなくなります。 

そして10,9,8...と逆にカウントされる数が[0]になると見えなくなります。 

[0〜9、Clear、Enter]キーを押すと、カウントが再び10に戻ります。  

 

 

[モードを非表示に設定した場合、Touch Lock画面] 

 

[Touch Lock（パスワード入力欄）]が非表示状態で、GX8の画面をタッチすると、 

[Touch Lock（パスワード入力欄）]が表示されます。タッチロックを解除するにはパスワードを 

入力します。 

再度、タッチロックが必要な状況になるとTouch Lock（Password）の動作を実行します。  

 

(2) グローバルロックを使用 

 

グローバル・ロックの使用は設定した条件が真になると、[タッチ入力]に[ロック]がかかります。 

 

 

[図.グローバルロックを使用] 

 

[グローバルロックアドレス]に[ロック/ロック解除]を制御するアドレスを設定します。 

[ロック]は、[グローバルロックアドレス]のデータが[OFF]のときに[ロック]にするのか[ON]のときに[ロック]にす

るのかを設定します。 

 

上記のように設定した場合は、[Y000]が[ON]の場合、[タッチロック]がかかります。 

[OFF]の場合、[ロック]が解除されます。 

 

[自動ロックの時間]で設定した[アドレス]のデータは、（分）単位の時間になります。 

GX8タッチロックがかかっていない状態から、最後にタッチをした時点から設定した時間が経過すると、 

[タッチロック]が自動的にかかります。 

[タッチロック]がかかる方法は、[グローバルロックアドレス]を[ロック]に変更します。 

 

[自動ロック時間]が[0]の場合は、引き続き[グローバルロックアドレス]を[ロック]に変更して、 
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常に[タッチロック]がかかるようになるので、注意が必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

▶ オブジェクトの左下に[グローバルロックを無視する]の設定があります。 

[グローバルロック]の状態で、他のオブジェクトはタッチ入力がされなくてもこの機能が 

チェックされたオブジェクトではタッチ入力ができます。  

 

[図.グローバルロック無視] 

 

(3) PLCタッチ入力の使用 

 

PLCでタッチ入力する機能です。 

PLCアドレスのデータを利用してGX8画面の特定の位置にタッチ入力をするようにします。  

 

 

[図.PLCタッチ入力使用] 

 

No PLC タッチ入力 説明 

1 使用条件 PLCタッチ入力が発生する条件を設定します.  

2 
タッチイベント 

アドレス 

タッチイベントの種類を制御するPLCアドレスを設定します。 

設定したアドレスのデータに基づいて、タッチイベントは、以下のように発生します。  

 

[0]: タッチイベントなし、タッチイベントが発生しません 

[1]: タッチダウン、タッチダウン後にタッチアップすると次のタッチダウンが動作します。  

[2]: タッチアップ、タッチアップ後のタッチダウンするとタッチアップが動作します。 

3 位置座標のタイプ タッチイベントが発生した位置を計算するタイプを[相手/絶対]の中から選択します 
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[相手]：活性化された画面を基準にした座標です。[相手]は、Windowsの画面がポップアッ

プされている場合は、ポップアップされたウィンドウの画面の左上隅が（0,0）の基準点に

なります。 

[絶対]：GX8画面全体の解像度を基準にした座標です。 

全体画面の左上隅が（0,0）基準点になって位置が計算されます。 

4 X 位置のアドレス 
タッチイベントが発生するX位置を制御するPLCアドレスを設定します。 

設定したアドレスのデータがタッチイベントが発生するX位置になります。 

5 Y 位置のアドレス 
タッチイベントが発生するY位置を制御するPLCアドレスを設定します。 

設定したアドレスのデータがタッチイベントが発生するY位置になります。 

 

 

例えば上記のように全1024x768の画面で座標位置（440,640）をPLCアドレスを利用してタッチするためには

[D0012]に[440]を代入して、[D0013]に[640]を代入した後、[D0011]に[1]を代入した瞬間の座標に 

あるオブジェクトを直接タッチしたのと同じような動作が発生します。 

もう一度タッチするには[D0011]に[2]を代入して、[タッチアップ]を発生するようにしてから再び[1]を代入して、

[タッチダウン]が発生するようにします。   

 

4.12.7 プロジェクトのスタイルページ 

 

プロジェクトのスタイル]は一の画面を複数のスタイルで作成し、GX8運転中に[スタイルの変更アドレス]に 

基づいてスタイルを変更することができます。 

 

[スタイル個数]を設定します。スタイルは、最大[32]個まで作成することができます。  

 

[スタイルの変更アドレス]は、基本的に特殊なアドレス[SCREEN_STYLE]に設定されているが、 

変更が可能です。[SCREEN_STYLE]のデータが1の場合、[1]番のスタイルが適用され、 

2であれば[2]番スタイルが適用されます。 

GX8運転中に[SCREEN_STYLE]のデータを変更して、スタイルを変更することができます。  
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スタイルが変更されると、GX8電源がリセットされます。 

 

下の画面のリストからスタイルを適用する画面に[Use]をチェックし、必要なスタイルの数だけスタイル番号]に

チェックをします。スタイルを適用しない画面は[Use]をチェックしません。 

 

 

[図.プロジェクトスタイル] 

 

画面にスタイルの適用は各画面でも変更できます。 

プロジェクト - [設定] - [プロジェクトのスタイル]で[スタイルを使用]がチェックされていれば、 

各画面の左上に下記のようにスタイルを使用、編集メニューが表示されます。 

 

 

[図.スタイルの使用で[Use]にチェックした画面] 

 

 

 

[図.スタイルの使用で、[Use]にチェックしない画面] 

 

スタイルの個数を4つに設定すると[基本]、[1]、[2]、[3]、[4]の5つの画面を構成することができます。 

 

[基本]画面は、上部の[基本]ボタンを押して実行します。 
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[基本設定]画面では、スタイル画面[1]、[2]、[3]、[4]に、基本的に含まれている内容を実行します。 

[スタイルの変更アドレス]の値がスタイル番号の画面以外の値である場合、[基本]画面を表示します。 

 

スタイル画面は上部の[1]、[2]、[3]、[4]をそれぞれクリックして作成をします。 

必要のないスタイル画面は上部の[番号]を選択し、[スタイルの削除]メニューをクリックします。 

4.12.8 スプラッシュページ 

 

GX8が起動したときに表示される画面です。  

 

 

[図.スプラッシュ] 

 

[スプラッシュインターバル（100ms）]を周期が追加されたイメージを順番に変更して、アニメーション効果の

ように表現できます。  

 

No スプラッシュ 説明 

1 左 [L] 選択したイメージを左に移動します。 

2 右 [R] 選択したイメージを右に移動します。. 

3 追加[A] 

イメージを追加します。イメージは最大5個まで追加することができます。 

[イメージの追加]をチェックすると、イメージのサイズがGX8の全体画面の解像度と同様に調整しま

す。  

4 削除[D] 選択したイメージを削除します。 

 

[動作]ボタンを押すと、[プレビュー]が実行され、スプラッシュがどのように動作されるかを確認することがで

きます。 
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4.12.9 PLC のバッファの同期ページ  

 

PLCのアドレス領域とGX8の内部アドレスの領域を同期化します。 

 

 

[図.PLCバッファ同期化] 

 

[PLCバッファ同期化]をチェックします。同期するPLCアドレス領域には連続したアドレス領域が必要になります。

GX8の内部アドレスはそれぞれに設定することができます。 

 

したがって、[PLC開始アドレス]と[データサイズ]、[連続数]を設定すると、次の[同期化アドレス]に 

対応するリストが追加されます。[同期化アドレス]リストで、HMI（GX8）のアドレスは、それぞれ 

ダブルクリックして設定することができます。設定された[同期化周期（100ms）]のごとに[同期化タイプ]に基

づいて同期化が実行されます。  

 

同期タイプは以下の3つの中から選択します。 

 

 

 

 

No 同期化タイプ 説明 
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1 HMI<-PLC PLCアドレス領域のデータをHMI（GX8）のアドレス領域に代入します。 

2 HMI->PLC HMI（GX8）アドレス領域のデータをPLCのアドレス領域に代入します. 

3 HMI<->PLC 

PLC/ HMIアドレスの変更されたデータがあれば、それぞれのアドレスに同期化されます。 

つまり、PLCアドレス領域で変更されたデータがあれば、HMI（GX8）の同期アドレスに代入され, 

HMI(GX8) アドレス領域で変更されたデータがあれば、PLCの同期アドレスに代入します。 

PLC/ HMIアドレスの両方変更された場合には、最後に変更されたデータに同期化します。. 

4.12.10  日付/時刻同期ページ  

 

GX8に時計があります。 

時間はGX8メニュー画面の下部に設定したり、[コントロールパネル] - [日付/時刻]で設定ができます。 

GX8の時間とPLC（コントローラ）の時間は、お互いに誤差が生じることがあるので、[日付/時刻の同期]でGX8の

時間とPLC（コントローラ）の時刻を同期させます。PLCアドレスの時間がGX8に移動します。 

   

 

[図.日付/時刻の同期ページ] 

 

[日付/時刻の同期化使用]をチェックします。 

[同期化条件]は、[インターバル/一般]の中から選択します。[インターバル（時間）]は、周期的な条件は、 

周期に基づいて同期をします。[一般]は設定した条件が真の場合同期化をします。  

 

[同期設定]でデータタイプを[DEC/ BCD]の中から選択します。時間はBCDタイプやPLCによってDEC（10進数）タ

イプに時間が保存されている場合はDECに設定します。  

 

[日付]と[時間]をチェックして、[年/月/日/時/分/秒]に該当するPLCアドレスを設定します。 

[同期条件]が満足すれば、PLCアドレスの時間データがGX8の時間に設定がされます。 

 

GX8は特殊なアドレス[DATE_YYYY（年）、DATE_MM（月）、DATE_DD（日）、TIME_HH（時）、TIME_MM（分

）、TIME_SS（秒）]に現在の時刻を保存します。 
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4.12.11 画面のオプションページ 

 

[画面のオプション]ページの[オブジェクトのハイライト効果の使用]はGX8View（SCADA）でサポートする機能で

す。  

 

タッチ可能なオブジェクトにカーソルを置くと設定した[カラー]の[ハイライトボックス]が生成され、 

タッチ可能なオブジェクトを視覚的にも目に見えやすく表示します。 

 

 

[図.画面のオプションページ] 

 

タッチ可能なオブジェクトの上にカーソルを置くと、下の図のように[ハイライトボックス]ができます。 

 

[図.オブジェクトのハイライト効果の使用] 
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画面メニュー 

画面を管理するメニューです.  

 

 

[図.画面メニュー] 

 

画面は、マスター画面、メイン画面は、Windowsの画面で、フレームの画面で、画像スクリーンで全5種類です。 

画面は、[プロジェクト管理]ところで、リストを一目で見ることができます。 

 

 

[図.プロジェクト管理の画面] 

 

No 画面 説明 

1 メイン画面 

プロジェクトをGX8へ送信したときに表示されて動作するメイン画面です。 

したがって、メイン画面のサイズはGX8モデルの画面解像度と同じです。 

画面生成時1番から生成され、最大65535回まで65535個のメイン画面を作成することができます。 

2 
ウィンドウ 

画面 

メイン画面では、条件に応じてポップアップされ、不要なときに消すことができる画面です。 

画面生成時1番から生成され、最大65535回まで65535個のウィンドウ画面を作成することができます。 

（注意）65400回画面から自動的に生成された特定の機能（テンキーなど）のウィンドウが 

登録されている画面に固定されているため、ユーザー用に使用しないでください。  

3 マスター画面 

画面の呼び出し機能を実行できる画面ですべての画面に共通に適用されるデスクトップや繰り返して使用さ

れる機能をマスター画面に実行して、メイン画面に呼び出すことができます。 

メイン画面のプロパティで使用可否をチェックすると、そのメイン画面にマスター画面が背景のように登録

されます。マスター画面は1つの画面のみ作成することができます。 

共通する機能を再利用することで、メモリと編集の効率を高めることができます。  

4 フレーム画面 

画面の呼び出し機能の実行が可能な画面で最大65535個のフレームの画面を生成することができます。 

フレームの画面は、共通で使用できる領域の内容をフレームで構成して、複数のメイン画面で、再利用する 

画面でフレームの画面を使用すると、単純な作業を最小限に抑えることができ、プロジェクト全体の容量も 

減らすことのできる便利な機能です。一つの基本画面に登録できるフレームの画面数は最大4個です 

5 
イメージ 

スクリーン 

メイン画面から呼び出し目的で使用される画面です。最大65535回まで生成することができ、 

図形オブジェクトのみに使用ができます。数字やグラフなどの動的オブジェクトは登録できません。主にメ

イン画面でイメージオブジェクトを登録し、登録されたイメージオブジェクトからスクリーンを呼び出して

使用します。主にビットOn、Off、に状態に応じて異なるイメージのスクリーンを呼び出して、OnとOffを多
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様に表現をするために使用します。 
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CCHHAAPPTTEERR  55  --  画画面面ののメメニニュューー  

 

5.1 画面の作成メニュー 

メイン画面、Windowsの画面、フレームの画面を生成します。  

 

 

[図.画面の作成メニュー] 

 

[メイン]メニューをクリックすると、メイン画面が生成され、[ウィンドウ]メニューをクリックすると、 

ウィンドウの画面が生成され、[フレーム]メニューを押すと、フレーム画面が生成されます。 

[イメージスクリーン]も同様です。[マスター画面]は画面が1つであり、プロジェクトの作成時に既に作成されてい

ます。  

 

5.1.1 メイン画面の生成  

 

新しいメイン画面を作成します。 

[メイン画面]のメニューを押すと新しいメイン画面の[画面のプロパティ]画面が表示されます。新たに生成され

た画面番号は、各画面の最後の番号の次の番号に自動的に指定されます。  

 

たとえば、現在のメイン画面が700番までの状態で新しいデフォルト画面を作成すると、下の図のように701番

に指定され、[画面のプロパティ]の画面がに表示されます。[画面のプロパティ]画面で、 

画面番号/画面名称（名前）などを設定し、[確認]ボタンを押すと、新しい画面が生成されます。 

 

  

           [図.メイン画面のプロパティ]                [図.新しいメイン画面の作成] 
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No プロパティ 説明 

1 画面タイプ 

画面の種類を示しています。 

画面の種類は5種類でマスター画面（Master Screen）、 

メイン画面（Base Screen）、Windowsの画面（Window Screen）、 

フレーム画面（Frame Screen）、画像スクリーンがあります.  

2 画面番号 

基本/ Windows/フレーム/画像スクリーンは、最大65535個の画面を生成することがで

き、1〜65535番までの画面番号を指定することができます。 

同じ種類の画面で重複される番号は設定できません。 

3 画面の名称 画面の名前を入力します。 

4 セキュリティレベル 

[プロジェクト]メニューの[セキュリティ]機能が設定されている場合に使用が可能です。 

0以外のレベルが設定されると、画面に対応するパスワードが設定されます。該当する画

面に画面の切り替え時にパスワード画面でログインするとその画面が表示されます。 

 

[プロジェクト] - [セキュリティ]メニューから最大16段階のパスワードが設定できます。 

レベル番号が高いほど上位レベルです。レベルが高い画面に移動する時には、パスワー

ドを押すと移動が可能になり、、レベルが低い画面に移動するときには、すぐに移動が

できます。 

5 
セキュリティ 

ログの使用 

セキュリティレベルを設定する場合は、画面アクセス時にユーザーのログ記録が自動的

に残されます。 

6 
スクリーン 

ナビゲーターから除外 

GX8本体で利用できる上部のメニューに[スクリーンナビゲータ機能があります。 

メイン画面のリストをサムネイル形式で簡潔に表し、簡単に画面の切り替えができる 

機能です。このスクリーンナビゲータリストから除外するにはチェックをします。 

7 マスター画面 
[マスター画面を使用する]をチェックすると、マスター画面に登録されたすべてのオブジ

ェクトが該当するメイン画面に呼び出されます。 

8 背景 

画面の背景を設定します。  

 

(1) 透明は、背景色がない意味で、GX8は基本的に黒で表示されます。 

 

(2). 色は背景色に設定された色を設定します。 

 

(3) グラデーションは背景色を二つに選択して、方向に応じてグラデーション効果を 

追加します。 

 

(4) イメージ：イメージファイルを読み込んで、背景に登録する方式です。 

イメージはJPG、BMP、PNG、SVGファイルを読み込むことができます。 

イメージの位置は、中心/タイル/ストレッチの中から選択することができます。 
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5.1.2 ウィンドウの画面の生成  

     

新しいウィンドウ画面を作成します。 

メイン画面と同様の方法で生成します。したがって、他の部分について説明します。 

[ウィンドウ]メニューを押すと、新しいウィンドウ画面の[画面のプロパティ]が表示されます。[画面のプロパティ]

で、画面番号/画面の名称などを設定し、[OK]ボタンを押すと新しいウィンドウ画面が生成されます。  

 

 

[図.ウィンドウ画面のプロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 

セキュリティレベル/セキュ

リティログの使用/ 

スクリーンナビゲーター 

メイン画面のみで使用できる設定です。 

2 
ウィンドウの画面

設定 

幅 ウィンドウ画面の幅を設定します。 

高さ ウィンドウ画面の高さを設定します。 
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5.1.3 フレーム画面の生成 

 

新しいフレームの画面を作成します。メイン画面と同様の方法で生成します。したがって、他の部分について説

明します。[フレーム]メニューを押すと、新しいフレーム画面の[画面のプロパティ]が表示されます。[画面のプ

ロパティ]で、画面番号/画面の名称などを設定し、[確認]ボタンを押すと、新しいフレームの画面が生成されま

す。 

 

[フレーム画面のプロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 

セキュリティレベル/セキュ

リティログの使用/ 

スクリーンナビゲーター 

メイン画面のみで使用できる設定です。 

2 背景 
フレームの画面は、一部あるいは全体の領域をメイン画面に呼び出して登録する画

面で、背景を設定することができません。 

 

生成されたフレームの画面は、以下の図のように赤枠の領域が登録されています。この正方形領域の大きさと位

置は調節が可能です。メイン画面に呼び出し時のフレーム領域内にあるオブジェクトのみが呼び出されます。フ

レームの画面には、図形やタグなどのすべてのオブジェクトの使用が可能です。 

 

 

[図.新しいフレームの画面] 
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5.1.4 イメージスクリーン生成 

 

新しいイメージスクリーンを生成します。 

メイン画面と同様な方法で生成します。したがって、他の部分について説明します。 

[イメージスクリーンメニュー]を押すと、新しいイメージスクリーン画面の[画面のプロパティ]画面が 

表示されます。[画面のプロパティ]で、画面番号/画面の名称などを設定し、[確認]ボタンを押すと、 

新しいイメージスクリーン画面が生成されます。 

 

[図.イメージスクリーン画面のプロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 

セキュリティレベル/セキュ

リティログの使用/ 

スクリーンナビゲーター 

メイン画面のみで使用できる設定です 

2 画面サイズの設定 
幅 イメージスクリーン画面の幅を設定します。 

高さ イメージスクリーン画面の幅を設定します。 

 

メイン画面から呼び出しの目的で使用される画面です。図形オブジェクトのみ画面に登録することができます。数

字やグラフなどの動的オブジェクトは登録できません。主にメイン画面でイメージオブジェクトを登録し、登録さ

れたイメージオブジェクトからイメージスクリーンを呼び出して使用します。主ビットOn、Off、状態、またはワ

ード値の変化に応じて異なるイメージのスクリーンを呼び出して状態を多様に表現するために使用します。 
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[図.新しいイメージスクリーン画面] 

5.2 画面の移動/削除メニュー 

 

 

[図.画面管理メニュー] 

 

No メニュー 説明 

1 前 編集しているメイン画面はWindowsの画面、フレーム画面から前の番号の画面に移動します。 

2 次へ 編集しているメイン画面はWindowsの画面、フレーム画面から次番号の画面に移動します。 

3 スクリプト 

編集している画面にスクリプトを設定することができるよう、スクリプトの画面が呼び出されます。 

スクリプトは、メイン画面、ウィンドウ右画面に設定したり、メイン画面/ウィンドウ画面に 

登録されたオブジェクトで設定することができます。  

4 削除 

編集している画面を削除します。削除の確認メッセージで[Yes]をクリックすると、削除されます。 

  
 

5 閉じる 編集している画面を閉じます。 

 

5.3 画面のプロパティ 

 

[画面のプロパティ]メニューを選択すると、編集している[画面のプロパティ]を表示します。 

画面のプロパティは、メイン画面は、Windows、フレーム画面のプロパティであるため、 

詳細については[5.1画面の作成メニュー]を参照してください。 

 

5.4 マスター画面のメニュー 

 

 
[図.マスター画面のメニュー] 

 

No メニュー 説明 

1 編集 マスター画面を開いて編集できるようにします。  

2 使用 編集中のメイン画面にマスター画面が呼び出され、登録されます.  
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5.5 フレーム画面のメニュー 

 

メイン画面とウィンドウ画面にフレーム画面を呼び出して登録したり、削除する機能をします。 

 

 

[図.フレーム画面のメニュー] 

 

画面に呼び出して登録することができるフレームの画面の数は合計1/2/3/4で合計4個です。 

作ったフレームの画面のうちの1つを呼び出して登録するには、1番を選択して、下のコンボボックスで登録する

フレーム画面を選択します。これらの画面は4つが追加されることができ、これに対するボタンで[フレームの削

除]、[フレーム編集]があります。 

 

 

[図.フレーム選択] 

 

No メニュー 説明 

1 
フレームを

削除 

メイン画面に登録されたフレームの画面は、コンボボックスから[None]を選択するか、フレームを

削除]ボタンを押すと、削除されます。このときのメイン画面に呼び出されたフレームの画面が削除

されているのであって、フレームの画面自体が削除されるわけではありません。 

2 
フレームの

編集 

選択された画面に存在するフレームを編集します。 

フレームの編集をするためには、まず1/2/3/4回に登録されたフレームの画面を選択する必要が

あります。1回に設定されたフレームの画面を編集するには、1番ボタンを押して[フレーム編集]

ボタンを押すと、そのフレームの画面が現れ、編集できるようになります。  
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CCHHAAPPTTEERR  66  --  編編集集メメニニュューー  

 

[編集]メニューは[コピー/貼り付け/回転/整列などの一般的なオブジェクトの編集機能と[画面編集/デザイナーオプションの

編集/ユーザーオプション]などの編集機能を提供しています。 

 

 

[図.編集メニュー] 

 

6.1 オブジェクトの選択 

 

6.1.1 一般的な選択 

 

画面に登録されたすべてのオブジェクトは、マウスの左ボタンをクリックして選択することができます。 

図形の場合、塗りつぶしに応じて選択する方法が異なります。 塗りつぶしのプロパティがあるオブジェクトの

場合には、範囲内のすべての部分をクリックしても選択されます。 

 

 

[図. 塗りつぶしのプロパティのオブジェクトを選択] 

 

塗りつぶしのプロパティが存在しない場合には、境界線つまり、枠を形成している線を選択しなければ選択は不可

能になります。 

 

 

[図. 塗りつぶしのプロパティがないオブジェクトの選択] 
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6.1.2 オブジェクトの範囲の選択（ドラッグ ) 

 

編集画面では、マウスをドラッグしたときに表示される正方形点線の範囲で選択する方法です。 

範囲選択の方法は2つあります。編集状況に応じて2つの方法を利用すれば、より便利にオブジェクトを選択ま

たは解除することができます。 

 

(1) 選択範囲の方向を左から右方向にして範囲内にオブジェクトの全体が含まれているものだけ選択されます。 

 

 

      [図.全体が含まれているオブジェクトのみを選択] 

 

(2) 選択範囲の方向を右から左方向にして、範囲にかかるオブジェクトがすべて選択されます。 

 

 

       [図.一部が含まれているオブジェクトを選択] 

 

6.1.3 重複オブジェクトの選択 

 

二つ以上のオブジェクトが重なっている場合は選択したいオブジェクトの選択が難しいことがあります。 

[図.重複図形の選択]のように、複数の図形が重なっている状況であるとき、キーボードの右[Ctrl]キーまたは左

[Alt]を押しながらマウスの左ボタンをクリックすると、クリックするたびにその地点に位置図形が順番に交互に

選択されます。 

 

[図.重複図形の選択] 
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6.1.4 ポップアップメニューを利用した重複オブジェクトの選択 

 

オブジェクトが重なっているときに、必要なオブジェクトだけを個別に選択するため、ポップアップメニューを

利用して選択することができます。 

範囲選択を利用して選択したいオブジェクトが含まれている位置のオブジェクトをすべて選択し、ダブルクリッ

クをすると、[図.ポップアップメニューの選択]のように選択されたリストを表示するポップアップメニューが表

示されます。 リスト内のオブジェクトを順番に選択すると、必要なオブジェクトを簡単に選択することができ

ます。 

 

 

[図.ポップアップメニューの選択] 

 

6.1.5  複数選択と解除  

 

オブジェクトが選択された状態で、キーボードの[Shift]キーと一緒に別のオブジェクトを選択すると、追加で図

形を選択または解除することができます。 

 

[図.複数選択] 

 

6.2 移動とサイズ変更  

 

6.2.1 マウスを用いた移動とサイズ変更 

 

オブジェクトが選択されると、[図.トラッカーとマウスカーソル]のようなトラッカーが表示されます。 

トラッカーは、8つの方向を持っており、ユーザーが希望する方向のトラッカーをマウスの左ボタンで選択した

後、ドラッグするとサイズを変更することができます。 

 

マウスカーソルを塗りつぶしプロパティのオブジェクト上または塗りつぶしプロパティでないオブジェクトの境

界線の上にあれば、十字矢印の形になり、マウスの左ボタンでドラッグして、目的の場所に移動することができ

ます。 
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[トラッカーとマウスカーソル] 

 

6.2.2 キーボードを利用した移動 

 

オブジェクトが選択された状態で、キーボードの矢印キーを使用してオブジェクトを移動させることができます。

キーボードを使用してオブジェクトを移動させる方法は二つあります。編集状況に応じて、2つの方法を利用す

れば、より便利にオブジェクトを移動させることができます。 

 

(1) Space Barを利用したピクセル単位の移動と格子柄の単位（Grid）に移動 

 

[Space Bar]を押すと、順次に[図.ピクセル単位の移動]、[図.格子柄単位（Grid）]に変更されます。 

 

     

[図.ピクセル単位の移動] 

 

     

[図.格子柄の単位（Grid）に移動] 

 

(2) オブジェクトの移動時、キーボード[Ctrl]キーによる格子柄単位（Grid）に移動 

 

キーボードの矢印キーを使用してオブジェクトを移動するとき、キーボード[Ctrl]キーを押したまま移動すると、

[格子柄単位（Grid）]に移動します。 
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6.2.3 キーボードとマウスを利用したサイズ変更  

 

オブジェクトが選択された状態でキーボードを使用してオブジェクトのサイズを変更することができます。キー

ボードを使用して、サイズを変更する方法は2つあります。キーボードのみを使用する方法とキーボード+マウ

スを利用し使用する方法があります。編集状況に応じて二つの方法を利用すれば、より便利に、オブジェクトの

サイズを変更することができます。 

 

(1)オブジェクトを選択した後、キーボードの[Shift]キーを押しながら、キーボードの矢印キーを押すと、オブジェ

クトのサイズを変更することができます。サイズ変更は、[ピクセル単位]で可能です。 

 

(2) マウスカーソルでトラッカーを利用して、キーボードの方向キーを使用してサイズを変更 

マウスのカーソルをトラッカーの8つの方向に置いておきサイズ調整の表示をした後、キーボードの矢印キーを使

用して、[図マウスカーソルとキーボードの矢印キーで[サイズ変更]のようにサイズを変更することができます。 

 

  

[図.マウスカーソルとキーボードの矢印キーでサイズ変更] 

 

サイズ調整時にも1.2.2キーボードを利用した移動のように、[SpaceBar]を押すと、順次[ピクセル単位の移

動]と[格子柄単位（Grid）]の形式でサイズを変更して使用することができます。 

 

6.2.4 プロパティページでの位置とサイズを変更  

 

[表示] - [プロパティ]ページにある座標情報とサイズ情報を変更すると、位置とサイズが変更されます。 

オブジェクトの左側、上のトラッカーが座標の基準となり、サイズの単位はピクセルとなります。 
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[図.プロパティ]ウィンドウでの移動とサイズ変更] 

 

6.3  実行メニュー 

 

 

[図.実行メニュー] 

 

6.3.1 実行取消  (Ctrl + Z) 

 

プロジェクト画面で行われたすべてのオブジェクトの作成、移動、コピー、貼り付け、削除などの実行に対してキ

ャンセルすることができます。各画面ごとに100回まで可能で、メニューの[編集] - [元に戻す]を選択します。 

 

6.3.2 実行繰り返し (Ctrl + R) 

 

プロジェクト画面で操作される[実行取消]は直前の元の状態に順次に戻すことができます。各画面で100回まで

可能です。メニューの[編集] - [繰り返し]を選択します。 
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6.4 クリップボードメニュー  

 

[図.クリップボードメニュー] 

 

6.4.1 コピーする 

 

（1）コピーする (Ctrl + C) 

オブジェクトのコピーを作成するときにはコピー機能を利用します。コピーしたいオブジェクトを選択し、メニ

ューの[編集] - [コピー]を選択するか、マウスの右ボタンをクリックすると、表示されるポップアップ（POP-

UP）メニューから[コピー]を選択します。コピーを実行する場合、選択したオブジェクトデータは、次のコピー

または切り取りを実行するまでWINDOWSクリップボードに保存されます。 

 

(2) 複数のコピー (Ctrl + T) 

一つ以上のオブジェクトを複数コピーをする必要のある場合に使用できる機能です。タグの場合はオプションに

応じて使用されているアドレスを自動的に増やすことができます。タグを選択し、メニューの[編集] - [コピー] 

- [マルチコピー]アイコンをクリックすると、[図.複数のコピー] のように[マルチコピー]が表示されます。 

 

 
[図.複数のコピー] 

 

No 複数のコピー 説明 

1 
ピクセル間隔の 

設定タイプ 

オブジェクト間の間隔をピクセル単位で[直接設定]するのか[マウスの使用]に設定するかどうか

を決定します。 

例）[マウスの使用]を選択するときは、図のように、マウスを利用して間隔を設定します。 

 

2 横/縦数 
行（縦）、列（横）方向に設定した数だけ、それぞれコピーされ増加します。 

また、左側のテーブルのアイコンをクリックするとテーブルの数だけ設定しコピーできます。 
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3 横/縦画素間隔 
行（縦）、列（横）方向に生成されるオブジェクトとの間の間隔をピクセル単位で設定しま

す。 

4 微調整を使用 

複数のコピーのオプションを設定して微調整を使用をチェックをした後、[確認]を押し、 

画面にコピーされたオブジェクトを見ながらオブジェクトの間隔と角度を再設定することが 

できます。 

 

 

 

5 コピー方向 

コピー方向を決定します。 

（1）Bottom Right：コピーの方向をY軸を基準に右下側へ生成します。 

（2）Right Bottom：コピーの方向をX軸を基準に右側の上から下へ生成します。 

（3）Left Bottom：コピーの方向をX軸を基準に左側に上から下へ生成します。 

（4）Bottom Left：コピーの方向をY軸を基準に下側に左へ生成します。 

（5）Right GX8：コピーの方向をX軸を基準に右側に下から上へ生成します。 

（6）GX8 Right：コピーの方向をY軸を基準に上側に右へ生成します。 

（7）Left GX8：コピーの方向をX軸を基準に左側に下から上へ生成します。 

（8）GX8 Left：コピーの方向をY軸を基準に上側に左へ生成されます.  

 

 

 

6 コピー方向の角度 

オブジェクトのコピー時のコピー方向を基準に応じたコピー角度で生成します。 

例）コピーの方向が[Bottom Right]でコピー角度が47の場合、下の図のように生成されます。 

 

 

7 
アドレス増加値 

個別設定 
二つ以上のオブジェクトをコピーする場合は、各アドレスの増加分を個別に設定が可能です。 
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8 アドレスの増加値 

コピーされたオブジェクトのアドレスがオブジェクトに設定されているアドレスの番地から[ア

ドレスの増加値]に設定した分ずつ自動的に増加します。 

例）元のオブジェクトのアドレスが[0000.00]で、複数コピーするオブジェクトが6個で、増加

値が2の場合に生成されたオブジェクトのアドレスは、 

順番に[0000.00、0000.02、0000.04、0000.06、0000.08、0000.10]のようになります 

 

 

6.4.2 貼り付け  

 

(1) 貼り付け (Ctrl + V) 

コピー、切り取りでクリップボードに保存されたオブジェクトをユーザーが任意の場所に挿入する機能です。メ

ニューの[編集] - [貼り付け]を選択するか、マウスの右ボタンをクリックすると、表示されるポップアップ

（POP-UP）メニューの[貼り付け]を選択し、マウスの左クリックで貼り付ける場所を指定します。 

もし、コピーや切り取り作業が行われていない状態で貼り付けを実行すると、何も実行されません。 

 

(2) 貼り付け(同じ位置)  (Shift + Ctrl + V) 

[貼り付け（同じ位置）]は、オブジェクトとそのオブジェクトの位置を同時にコピーし、別の画面上の同じ位置

に挿入する機能です。同じ画面で貼り付け（同じ位置）を使用すると、オブジェクトが重なって生成されるよう

になります。貼り付けする画面でメニューの[編集] - [貼り付け（同じ位置）]を選択するか、マウスの右ボタン

をクリックして表示されるポップアップメニューから[貼り付け（同じ位置）]を選択します。 

 

6.4.3  切り取り 

 

切り取り(Ctrl + X)は コピーと削除]を順番に実行するのと同じ機能です。 

オブジェクトを選択し、メニューの[編集] - [切り取り]を選択するか、マウスの右ボタンをクリックすると、表

示されるポップアップ（POP-UP）メニューから[切り取り]を選択します。切り取りを実行すると、選択したオ

ブジェクトはWINDOWSクリップボードに保存されます。 

 

6.5 グループメニュー 

 

[図.グループ] 

 

6.5.1 グループ (Ctrl + G) 

 

多数のオブジェクトをグループとして指定し編集作業を行うことができます。 

二つ以上のオブジェクトを選択し、メニューの[編集] - [グループ]を選択するか、マウスの右ボタンをクリック

すると、表示されるポップアップメニューの[グループ]を選択すると、グループに指定することができます。 

グループに指定されたオブジェクトトラッカーは、黄色で表示されます。 
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[図.グループに設定された状態] 

 

6.5.2 グループ解除 (Ctrl + U) 

 

グループに設定され、縛られているオブジェクトを解除します。 

メニューの[編集] - [グループ解除]を選択するか、マウスの右ボタンを押して、ポップアップメニューの[グルー

プ解除]を選択すると、グループが解除されます。 

 

 

[図.グループ解除された状態] 

 

6.5.3 グループ内のオブジェクトの編集  

 

グループ化されたオブジェクトのグループを解除しなくても色やアドレスなどのプロパティを変更することがで

きます。グループを選択し、マウスの右ボタンを押して、ポップアップメニューの[オブジェクトのリストの表

示]を選択すると、[図.オブジェクトのリスト]のようにグループに含まれているオブジェクトのリストが表示さ

れます。リストからプロパティの変更を希望するオブジェクトをダブルクリックすると、[図.オブジェクトのプ

ロパティ]のようにプロパティの編集ウィンドウを呼び出すことができます。 

 

[図.オブジェクトのリスト] 
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[図.オブジェクトのプロパティ] 

6.6 回転メニュー 

 

[図.回転] 

 

オブジェクトを左または右に[1°]単位で[0°〜359°]の範囲まで回転させる機能です。 

オブジェクトを選択し、メニューの[編集] - [回転]で、希望する回転方向を選択するか、右クリックし、ポップ

アップメニューの[回転]から選択します。 

 

6.6.1 左回転 (Ctrl + ,) 

選択したオブジェクトを[左]を基準に359°〜0°回転させます。 

 

  
[図.左回転] 

 

6.6.2 右回転 (Ctrl + .) 

選択したオブジェクトを[右]を基準に0°〜359°回転させます。 

 

  

[図.右回転] 

 

6.6.3 回転取消 

 

回転したオブジェクトを元の状態に復元します。 

 

6.6.4 プロパティを利用した回転角度を変更 

 

[プロパティ]を使用して、回転角度を[0°〜359°]回転させることができます。 
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[図.プロパティの角度] 

 

  
[図.45°回転] 
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6.7 整列メニュー  

 

 

[図.整列] 

 

GX8 Design Studioでは、さまざまな整列の機能があります。 

整列させたいオブジェクトを選択し、メニューの[編集] - [整列]で、希望の整列方法を選択するか、右クリック

し、ポップアップメニューで 整列を選択します。 

 

6.7.1 左/右/上/下/中央整列 

 

 
[図.左/右/上/下/中央整列] 

 

オブジェクトの位置を基準点に基づいて整列して変更します。 

アイコンは順番に左/横中央/右/縦中央/下/上の基準点に基づいて整列します。  

 

(1) 左揃え(Shift + Ctrl + ←) 

 

選択したオブジェクトの中で最も左に位置するオブジェクトの左側を基準に整列させます。 

 

      

[図.左に揃え] 

 

(2) 横中央揃え (Shift + Ctrl + M) 

 

選択したオブジェクトのX軸の中央基準が一致するように整列させます。 

 

      

[図.中間揃え] 
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(3) 右揃え  (Shift + Ctrl + →) 

 

選択したオブジェクトの中で最も右側に位置するオブジェクトの右側を基準に整列させます。 

 

      

[図.右揃え] 

 

(4) 縦中央揃え (Shift + Ctrl + C) 

 

選択したオブジェクトのY軸の中央基準が一致するように整列させます。 

 

      

[図.中央揃え] 

 

(5) 下揃え (Shift + Ctrl + ↓) 

 

選択したオブジェクトの中で最も下にあるオブジェクトの下端を基準に移動します。 

 

      

[図.下揃え] 

 

(6) 上揃え (Shift + Ctrl + ↑) 

 

選択したオブジェクトの中で最も上部に位置するオブジェクトの上端を基準に整列させます。 

 

      

[図.上揃え] 
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6.7.2 間隔/画面中央に整列 

 

 

[図.間隔/画面中央の整列] 

 

オブジェクト間の間隔を同一に整列させたり、画面の中央に位置を変更します。  

 

(1) 横の間隔を同一に (Shift + Ctrl + Z) 

選択したオブジェクトの横方向の間隔が同じになるように移動させます。 

 

      

[図.横間隔を同じに] 

 

(2) 縦方向の間隔を同じに (Shift + Ctrl + E) 

 

選択したオブジェクトの縦方向の間隔が同じになるように移動させます。 

 

      

[図.縦方向の間隔を同一に] 

 

(3) 画面の横方向の中央に移動 (Shift + Ctrl + R) 

 

選択したオブジェクトを編集画面の中央基準に水平移動させます。 

  

      

[図.画面の横方向の中央に整列 

] 
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(4) 画面の縦方向の中央に移動 (Shift + Ctrl + I) 

 

選択したオブジェクトを編集画面の中央基準で垂直に整列させます。 

 

      

[図.画面の縦方向の中央配置] 

 

6.7.3 同じサイズに変更 

 

選択したオブジェクトの横/縦サイズを一つのオブジェクトを基準に合わせます.  

 

 

[図 .同じサイズに変更] 

 

(1) 最大幅で揃える (Shift + Ctrl + B) 

 

選択したオブジェクトの中で最も大きいサイズの幅に揃えます。 

 

      

[図.最大幅で揃える] 

 

(2) 最小幅に揃える(Shift + Ctrl + T) 

 

選択したオブジェクトの中で最も小さいサイズの幅に揃えます。 

 

      

[図.最小幅に揃える] 
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(3) 最大の高さに揃える (Shift + Ctrl + G) 

 

選択したオブジェクトの中で最も大きいサイズの高さに揃えます。 

 

      

[図.最大の高さに揃える] 

 

(4) 最小の高さに備える (Shift + Ctrl + L) 

 

選択したオブジェクトの中で最も小さいサイズの高さに揃えます。 

 

      

[図.最小の高さに揃え] 

 

6.7.4 前面/背面への移動 

 

重なったオブジェクトの選択したオブジェクトを、前面に移動させるか、背面に移動させます。 

 

 

[図.前面/背面に移動] 

 

(1) 前面に移動 (Home) 

 

オブジェクトが重なっている場合は、選択された図形を一段階前面に移動させます. 

 

  
[図.前面に移動] 
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(2) 背面に移動 (End) 

 

オブジェクトが重なっているに場合は、選択された図形を一段階背面に移動します。 

 

  
[図.後に移動] 

 

(3) 最前面に移動 (Ctrl + Home) 

 

[前面に移動]と動作は同じで、いくつか重なっている場合は最前面に移動します。 

 

(4) 最背面に移動(Ctrl + End) 

 

[背面に送信]と動作は同じで、いくつか重なっている場合は最背面に移動します。 

 

6.8 フォントメニュー 

 

テキストのフォントを設定します。 

 

 

[図.フォント] 

 

フォント 説明 

 
テキストのフォントを変更します。GX8 Design Studioは400種類以上の様々なフォントを提供します 

 
テキストのサイズを設定します。  

 
テキストに太字/斜線/下線/取り消し線の効果を適用することができます。 

 
複数行のテキストを入力したとき左、中央、右の整列を設定します。 

 

図形やイメージオブジェクトの内部にテキストを設定した場合は、 

テキストの位置を上部/中央/下部へ整列することができます。  
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6.9 編集オプションメニュー  

 

6.9.1 グリッド設定 

 

(1) グリッドの使用設定 

画面にグリッドを表示または非表示にします。グリッドは、画面に一定に配列されていることでオブジェクトの

配列をより簡単にすることができるようにします。 

 

 

[図.グリッド表示] 

 

(2) グリッドの間隔 

グリッドの間隔を調整し、より正確な設計を可能にします。横方向、縦方向のグリッド間隔をそれぞれ調整可能

で[図.グリッドの間隔]の上部は、縦方向、下部は横方向のグリッド間隔を調整できます。 

 

[グリッドの間隔] 

 

6.9.2 Snap タイプの設定 

 

スナップ（Snap）を辞書で調べると、「カチッと音がする」という意味です。マグネット機能などと呼ばれるス

ナップ機能は、図形やタグを描画したり、移動やサイズ変更をする際に、ある基準に対して磁石のようにくっつ

いてくる機能を提供することです。 

 

(1) スナップグリッド 

 

スナップグリッドは、編集画面のグリッド表示オプションを使用した場合、オブジェクトの移動とサイズ変更単

位が格子単位で編集される機能です。 

マウスを利用する場合は、マウスポインタの移動単位はピクセルではなく、グリッド格子の間隔に合わせて移動

し、キーボードを使用する場合には、矢印キーを一度押すたびに、グリッド格子に沿って一つずつ移動すること

になります。 

 

  

[図.スナップグリッド] 
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(2) スナップオブジェクト 

 

グリッドスナップが既に決まっグリッド格子単位でスナップが行われるのに対し、オブジェクトスナップとは、

ユーザーが画面にすでに登録したオブジェクトの角を基準に格子に関わらず、自由スナップできるようにする機

能です。 

メニューの[編集] - [オプション設定] - [画面編集オプション]のスナップに関連するさまざまなオプションがあ

ります。オブジェクトスナップの場合は、オプションに応じて、スナップポイントを線で表示させることができ

ます。 

 

 
[図.スナップオブジェクト] 

 

6.9.3 中心から外側に向かって描画 

 

オブジェクトを描画するときに、選択した最初の選択点が中心となり、外方向に描画します。 

この機能を選択しない場合、初期選択点は、オブジェクトの角になります。 

 

 

[図.メイン画面描画] 

 

          
[図.メイン画面の描画設定]              [図.メイン画面描画未設定] 
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6.9.4 オプションの設定 

 

オプションの設定は、ユーザーに合わせてTDSの環境設定を行うことができるオプションです。 

[デザイナー/画面編集/ヒント/ビルドと送信/ユーザー定義]オプションとユーザーのショートカットを設

定します。変更したオプションは下段の[オプションの初期化]ボタンを押すとすべて初期化されます。  

 

 

      [図.オプション設定] 

 

(1) デザイナーのオプション 

新しいプロジェクトのオプションでは、ツールバー、言語、バックアップのオプションの設定をします。 

 

No オプション 説明 

1 
新プロジェクトの 

オプション 

[基本テンキーウィンドウを含む]をチェックすると、新しいプロジェクトを生成する際に、 

Windows画面に65535番Tenkey（テンキー）画面が自動的に追加されます。  

 

[基本キーボードウィンドウを含む]をチェックすると、新しいプロジェクトを 

生成するときに、Windows画面に65534番Keybroad（文字キーパッド）の画面が自動的に追

加されます。 

 

 

2 ツールバー 

[ダイナミックツールバーを使用]をチェックすると、ツールバーが自動的に移動します。 

最も頻繁に使われるオブジェクトのメニューと[編集]メニューを簡単に利用することができま

す。.編集画面をクリックすると、[オブジェクトメニュー]に移動し、オブジェクトを選択する

と、[編集メニュー]に自動的に移動します。 

3 言葉 TDSは韓国語と英語で表示することができます。 
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[English]を設定すると、TDSは英語に変更されます。  

[Korean]を設定すると、TDSが韓国語に変更されます。 

4 自動バックアップ 

周期を設定して[周期]にごとに編集中のプロジェクトを自動的にバックアップします。 

[0]に設定すると、自動バックアップは行われません。 

 

[自動バックアップ]を設定すると、プロジェクトが異常終了した際にTDSを実行すると、 

以下のように[GX8 Design Studioプロジェクトの復元ダイアログ]が表示されます。 

 

[プロジェクトの復元ダイアログ]で異常終了したプロジェクトのリストが表示されます。  

 

[復元]ボタンを押すと、バックアップされたプロジェクトファイルを復元するのか、 

別名前で保存するのかを確認するメッセージが表示されます。 

 

 

 

[Yes] ボタンを押すとバックアップされたプロジェクトファイルを 

読み込んでTDSで開きます。 

 

 

 

[No]ボタンを押すと、[名前を付けて保存]ウィンドウが表示さバックアップされた 

プロジェクトをファイルに保存します。 

 

[削除]ボタンを押すと、次のメッセージが表示され、[Yes]ボタンを押すと、 

バックアップされたプロジェクトファイルが削除されます。 
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注意）既存のプロジェクトが保存された経路には[〜$プロジェクト名.hgid]という 

ファイルがあります。 

このファイルは、プロジェクトを開いている間（編集中）表示されますがプロジェクトを正

常に終了すると、自動的に消えます。ただじ、異常にプロジェクトが終了した場合には消え

ません。このファイルは、バックアップファイルの経路情報を持っているので、ユーザーが

任意に削除する場合TDS実行時に復元されません。 

5 

ドッキング 

ウィンドウの 

レイアウト 

[位置の初期化]ボタンを実行すると、左右のドッキングウィンドウの位置が初期化されます。 

 

(2) 画面編集オプション 

編集時のオプションを設定します。  

 

[図.画面編集オプション] 

 

No オプション 説明 

1 画面編集 

[Undo/ Redoオフ]をチェックすると、[実行の取消/実行を繰り返す]機能が実行されません。 

[参照の位置への移動時のオブジェクトの位置]は位置を参照するオブジェクトの場合、 

位置の基準を[左上/中央]の中から選択します。 

2 グリッド 

[画面中心点の表示]をチェックすると、画面の中心点を表示します。 
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[編集中のグリッド線表示]をチェックすると、画面に以下のようにグリッドを表示します。 

 

 

[編集グリッド線]で[Xグリッドの間隔]と[Yグリッドの間隔]をピクセル単位で設定して、グリッド

の間隔を調整することができます。[グリッドカラー]でグリッドを表示する点の色を設定します。 

3 
オブジェクト

スナップ 

スナップは、オブジェクトを描画するときにグリッドに合わせて描かれたり、スナップラインが 

表示されて、周辺のオブジェクトに合わせて描かれるようにしてくれる機能です。 

 

[スナップスタイル]で[Object/ Grid]を選択します。 

 

[Object]は、編集時に周りのオブジェクトに合わせて描画します。 

[スナップ線表示]をチェックすると縦/横のスナップ線が表示されます。 

[スナップ線の色]でスナップ線の色を設定します。 

[スナップの余白]は、スナップが動作するピクセルです。上記のように設定すると編集している 

オブジェクトのスナップ線が周辺のオブジェクトとの間隔が8ピクセル内に入ると、スナップが作

動し、ぴったり合わせられます。[0]に設定すると、スナップが作動しません。 

[オブジェクトスナップ設定]は、スナップが作動する位置をオブジェクトの[上/中/下]、[左/中央/

右]からチェックします。上記のように設定すれば、編集しているオブジェクトの[上/下/左/右]面

に周辺のオブジェクトと近づくとスナップが作動します。 

[オブジェクトスナップオン/オフ]により、Ctrlキーを押したときにスナップが作動するように設定

します。 

 

[Grid]は編集時Gridに合わせて描画します。 

4 
その他オプシ

ョン 

[フロート（Float）データ基本小数点以下の桁数]は、データタイプをフロートデータに選択した

場合には、小数点以下の桁数が初期値になります。 

[拡大画像は、HMIの解像度サイズに変更]は、登録する画像の解像度がHMIの解像度よりも大きい

場合には、自動的にHMIの解像度に合わせて登録されます。 

 

(3) ヒントオプション 

ヒントオプションでのフォント設定、および全域画面（マスター画面/フレーム画面）オプションを設定します。 

 

 

[図.ヒントオプション] 

 

ヒントは、オブジェクトの左上に表示されるオブジェクトの情報です。  
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[図.ヒントの表示] 

ヒントのフォントと文字色/背景色を設定します。 

[フレームスクリーン線の色]を設定すると、下記のようにフレーム画面の領域を表示する四角形の色に適用されま

す。  

 

 

 

[全体画面の透明度]は、メイン画面にマスター画面あるいはフレームの画面を呼び出した場合は、マスター画面/フ

レーム画面から呼び出したオブジェクトを表示するために設定します。 

メイン画面に直接に登録したオブジェクトは、鮮明に表示され、マスター画面/フレームの画面から呼び出したオ

ブジェクトは、ぼやけて表示し区別してくれます。  

 

[図.フレーム画面の透明度50％] 

 

 

[図. フレーム画面の透明度50％] 

 

  

(4) ビルド送信のオプション 

プロジェクトをビルドおよび送信するときのオプションです。 
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[図. ビルド送信オプション] 

 

No オプション 説明 

1 
ビルド 

オプション 

[ビルドファイル]にプロジェクトファイルが含まれて[アップロードデータ作画]をチェックすると、プ

ロジェクトのビルド時にビルドファイル（*.HBZ）にプロジェクトファイル（*.TDS）を圧縮します。  

 

このオプションをチェックして、[ビルド及び送信]をすると[送信] - [データのアップロード] - [プロジ

ェクト]を実行して、PCで編集用のプロジェクトファイル（*.TDS）をアップロードすることができま

す。このオプションをチェックせずに、[ビルド及び送信]をすると、プロジェクトのアップロードが

できません。 

 

[ビルドの完了時に送信画面の自動実行]をチェックすると、[送信] - [ビルドと送信]の実行時、 

ビルドが完了したら、[送信]ボタンを押さなくても自動的に送信されます。 

 

[ビルドするときに、プロジェクトファイルの自動保存（保存可否表示しない）]をチェックするとビ

ルドが完了した後、現在のプロジェクトファイルを保存します。 

2 
送信 

オプション 

[変更データの送信]をチェックすると、GX8に搭載されたプロジェクトファイルと現在の送信するビ

ルドが完了したプロジェクトファイルと比較して変更された情報のみ送信します。プロジェクトファ

イルを一部修正した場合には、送信するファイルの容量が小さいため、高速で送信することができま

す。 

 

[ダウンロード後に送信画面を閉じる]をチェックすると、送信が完了すると自動的に送信画面を閉じ

ます。  

 

[送信接続時に再接続の可否を表示しない]をチェックすると、送信時前に送信するときの[接続の設定]

をそのまま使用します。つまり、送信するたびに、[接続の設定]を問いません。 

以前の接続設定が正常に接続された状態であれば、以前の接続の設定で送信します。以前の接続設定

での接続ができない場合には[接続の設定]画面が表示されます。 
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[自動時刻同期]をチェックするとプロジェクトの送信時GX8の日付/時刻がPCの日付/時刻に 

同期化されます。 

 (5) ユーザー定義のオプション 

ユーザーカラー/イメージライブラリの経路/バックアップ経路/フォントなどを設定します。  

 

 

[図. ユーザー定義のオプション] 

 

No ユーザー定義のオプショ

ン 
説明 

1 ユーザーの指定カラー 

ユーザーカラーパレットを設定します。 

ユーザーが主に使用する16種類の色を登録します。 

プロジェクトで色の設定時に以下のようにカラーパレットで、[User Color]に[ユーザー

の指定カラー]が表示されます。 

 

 

2 
イメージライブラリの 

経路 

イメージを追加するときに使用するライブラリの経路を設定します。 

経路の設定を間違えると、イメージライブラリからイメージの一覧が表示されません。

このような場合には、[基本経路の設定]ボタンを押して、基本経路を再設定することを

お勧めします。 

3 
ユーザー定義の 

バックアップの経路 

[編集] - [オプション設定] - [デザイナーのオプション] - [自動バックアップ]を 

設定した場合は、設定した[周期]ごとに、現在のプロジェクトをバックアップします。 

プロジェクトを編集中にTDSが異常な終了をした場合には、TDSを新たに実行するとき 

にバックアップされたプロジェクトファイルを復元してくれる[復元ダイアログ]が 

表示されます。基本のバックアップ経路は、TDSが内部的に指定します。 

 

[ユーザー定義のバックアップ経路]を設定すると、プロジェクトのバックアップ時に 
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ユーザーが指定した経路に保存します。 

注意）バックアップファイルは、復元用ファイルで、*.TDSファイルがないので、 

ユーザーが直接 プロジェクトで開くことができません。 

4 
基本オブジェクトの 

フォント 

テキスト/文字列/数字などを登録するときに、[フォント/固定幅フォント]で設定した 

フォントが、基本のフォントになります。フォントの種類とサイズを設定します。  

   

[フォント]は、プロジェクトでテキストを登録する時の基本フォントです。 

[固定幅フォント]プロジェクトで[数字/文字/時計/数字キー表示/文字キー表示]などの 

オブジェクトを登録する時の基本フォントです。 

 

固定幅フォントは一文字が占める幅が常に一定なフォントです。 

 

(6) ユーザー定義のショートカットキー 

ショートカットキーを確認し、ユーザーの希望に応じてショートカットキーを編集することができます。 

 

 

[図. ユーザー定義のショートカットキー] 

 

No ユーザー定義の 

ショートカットキー 
説明 

1 キーマッピング 
[Default]は、TDSで基本的に指定されているショートカットキーです。 

[User Define]はユーザーの希望に応じてショートカットキーを設定します。 

2 Key1 

TDSで基本的にショートカットキーが指定されています。 

ショートカットキーを再設定するには、[キーマッピング]を[User Define]に変更した

後、該当のカラムをダブルクリックして変更します。 

3 Key2 
[ALT]キーを使用してショートカットキーを使用する機能です。 

TDSで基本的にショートカットキーが指定されています。 
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ショートカットキーを再設定するには、[キーマッピング]を[User Define]に変更した

後、該当のカラムをダブルクリックして変更します。 

例）TDSで[ALT]キーを押すと[File]、[プロジェクト]、[画面]、[編集]など[図. ALT 

キーを利用したショートカットキーを使用する]のようにメニューの上にショートカ

ットキーが表示されます。メニューに該当するショートカットキーを押すと、そのメ

ニューに含まれている下位メニュー上にショートカットキーが表示されます。下位メ

ニューのショートカットキーを押すと、その機能が実行されます。 

 

 

[図. ALTキーを利用したショートカットキーを使用] 

 

 

[図. ALTキーを利用したショートカットキーを使用 2] 

 

6.10 ポップアップメニュー 

ポップアップメニューは、編集中にマウスの右クリック時に表示されるメニューです。 
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[図. ポップアップメニュー] 

6.10.1 グループメニュー 

 

ポップアップメニューを使用して、グループを管理します。  

 

 
[図. グループメニュー] 

 

No ポップアップ 

メニュー 
説明 

1 グループ 選択したオブジェクトのグループを作ります。 

2 グループ解除 選択したグループを解除します。 

3 
オブジェクトの 

リストの表示 

1つ以上の選択したオブジェクトのリストを表示します。 

オブジェクトの種類、ID、シーケンス、座標を表示し、ダブルクリック時に、その[オブジェ

クトのプロパティ]画面を開きます。  

 
 

順序は、オブジェクトの実行順序で、[オブジェクトリスト管理]画面で変更できます。 

4 
ユーザライブラリ

に追加 

1つ以上の選択されたオブジェクトを[表示] - [ユーザーライブラリに追加]します。 

ユーザライブラリの使い方はChapter22.9[ユーザライブラリウィンドウ]を参照してくださ

い。 

         

6.10.2 クリップボード/ロックメニュー 

 

ポップアップメニューを使用して、クリップボードの編集とロックを設定します。  

 

 

[図. クリップボードとロックメニュー] 

 

No ポップアップメニュー 説明 
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1 コピー(Ctrl + C) 選択したオブジェクトをコピーします。 

2 切り取り(Ctrl + X) 選択したオブジェクトを切り取ります。 

3 貼り付け(Ctrl + V) 
コピー/切り取りでクリップボードに保存されたオブジェクトを希望の位置に挿入する機

能です。 

4 
貼り付け(同じ位置) 

(Shift + Ctrl + V) 

コピー/切り取りによって保存されたオブジェクトを貼り付けるときに、 

元のと同じ位置に貼り付ける機能です。 

5 削除(Del) 選択したオブジェクトを削除します。  

6 全体選択(Ctrl + A) 現在の画面のすべてのオブジェクトを選択します。 

7 
同じタイプの選択 

(Shift + Ctrl + A) 
選択したオブジェクトと同じ種類のオブジェクトをすべて選択します。 

8 ロックCtrl + L) 

選択したオブジェクトを編集できないようにロックを設定します。 

オブジェクトを選択した後、3秒後に表示される左上のアイコンをクリックしても、 

ロックを設定することができます。 

 

 
[図.ロック設定] 

9 ロックの解除 

選択したオブジェクトのロックを解除します。 

オブジェクトを選択した後、3秒後に表示される左上のアイコンをクリックしても、 

ロックを解除することができます。 

 

[図. ロックの解除] 

10 全体ロック解除 現在の画面でロックが設定されたすべてのオブジェクトのロックを解除します。 

 

6.10.3 整列メニュー 

 

ポップアップメニューを使用して、整列/ズーム/回転/対称で整列させます。  

 

 

[図. 整列メニュー] 
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No ポップア

ッ 

プメニュ

ー 

説明 

1 整列 

選択したオブジェクトを整列します。  

 

 

 

詳細は、Chapter6.7[整列メニュー]を参照してください。 

2 ズーム 

プロジェクトの画面を[拡大/縮小]します。 

40％から300％まで設定することができます。   

 

3 回転 

選択したオブジェクトを回転します。 

左/右方向に1度ずつ回転します。  

 

4 対称 

選択したオブジェクトを縦対称/横対称で整列させます。 

縦対称は、オブジェクトを上下反転、横対象は左右反転させます。 
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[図.元の、縦対称性、横対称] 

 

 

6.10.4 [ツール]メニュー  

 

ポップアップメニューを使用して、[アドレス変換/キャプション編集/スクリプト/スクリーンショットコピー/テ

キストの検索/テキストを変更/アドレスの検索/アドレスの変更]を実行します。 

 

 

[図.ツールメニュー] 

 

(1) アドレス変換 

プロジェクトに登録されたアドレスを[検索]し、[変換]することができます。 

一定の範囲のアドレス値を一括して変更することができ、単一の変更も可能であります。 

アドレス変換機能に関する詳細については、Chapter[23.2アドレス変換]を参照してください。 

 

[図. アドレス変換] 

 

(2) キャプション編集 

キャプション編集の画面です。 

選択したオブジェクトのテキストを検索して簡単に変換することができます。 

キャプションの編集を実行すると、次の図の下部のように、現在選択したオブジェクトのリストが表示されます。 

 

検索キーワード入力を利用し、特定のテキストを検索したりリストから変換したいオブジェクトのテキストを

ダブルクリックして変更することができます。 
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[図. テキスト変換] 

 

(3) 演算 

現在のスクリーンに演算機能を追加します。選択時演算機能の設定画面に入ることができます。 

演算機能は、[オブジェクト] - [演算]と同じです。 

演算機能の詳細についてはChapter13[演算オブジェクト]を参照してください。 

 

(4) スクリプト（CTRL + ALT + T） 

現在のスクリーンにスクリプトを追加します。選択時にスクリプトの設定画面に入ります。 

スクリプトの設定の詳細については、Chapter4.5[スクリプト]を参照してください。 

 

(5) スクリーンショットのコピー 

現在のスクリーンの作画画面をコピーしてクリップボードに保存します。 

この後、[貼り付け]を使用して保存された画面を好きなところに貼り付けることができます。 

 

(6) テキストの検索（CTRL+ F） 

該当するテキストの内容が入ったオブジェクトを検索する機能です。 

検索範囲を選択したオブジェクト、現在の画面、画面全体のいずれかを選択した後、[次へ]ボタンをクリックしま

す。 

  

[図. テキスト検索] 

 

(7) テキストの変更（CTRL+ H） 

そのテキストの内容が入ったオブジェクトを検索し、別の文字列に変更する機能です。 

[検索範囲]を[選択したオブジェクト/現在の画面/画面全体]の中から選択して、[次へ]をクリックし、テキストを含

むオブジェクトを検索します。 

[変換する文字列]を入力して、[変更/全て変換]を押すと、文字列が変更されます。 

[全て変換]は、該当のテキストが含まれているすべてのオブジェクトを[変換する文字列]に変更します。 
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[図. テキストの変更] 

 

(8) アドレス検索（CTRL+ SHIFT + F） 

該当するアドレスが使用されたオブジェクトを検索してくれる機能です。 

検索アドレス、検索範囲を[選択したオブジェクト/現在の画面/画面全体]の中から選択した後、[次へ]ボタンをクリ

ックします。簡易形式のアドレスの検索のため、詳細についてのアドレス検索を希望する場合は[23.1アドレス/オ

ブジェクト検索]を参照してください。  

 

  

[図. アドレス検索] 

 

(9) アドレスの変更（CTRL+ SHIFT+ H） 

該当するアドレスが使用されたオブジェクトを検索し、変更する機能です。 

検索範囲を選択したオブジェクト、現在の画面、画面全体の中のいずれかを選択してから[次へ]ボタンを押してア

ドレスが使用されたオブジェクトを検索後、変更するアドレスを入力後、[変換]ボタンと[全て変換]を押してアド

レスを変更します。全て変換は該当するアドレスを使ったすべてのオブジェクトのアドレスを変更できます。 

 

  

[図. アドレスの変更] 

 

 

 

 

 

 

6.10.5 文字列を返還 
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選択されたオブジェクトに文字→文字列（多言語）テーブル変換/文字列（多言語）テーブル→文字変換ができ

ます。 

 

[図. 文字列を返還] 

 

No ポップアップメニュー 説明 

1 
文字→文字列（多言語） 

テーブル 

選択したオブジェクトのテキストを[直接入力]で[文字列テーブル]に変換します。 

プロジェクト全体を対象に変換するには、[ツール] - [文字列返還]メニューを実行しま

す。 

（注意）文字列テーブルにグループが設定されている必要があり、変換が可能です。 

プロジェクト - [文字列]は、[Chapter4.4文字列]を参照してください。 

2 
文字列（多言語）テーブル 

→文字 

選択したオブジェクトのテキストを[文字列テーブル]で[直接入力]に変換します。 

プロジェクト全体を対象に変換するには[ツール] - [文字列を返還]メニューを実行しま

す。 

文字列テーブルと多言語テーブルの内容は[Chapter4.4文字列]を参照してください。 

 

6.10.6 メイン画面のショートカット/ 元のサイズに設定/画面のプロパティ/プロパティ 

 

 

[図. メイン画面、元のサイズ、画面のプロパティ、プロパティ] 

 

No ポップアップメニュー 説明 

1 
メイン画面の 

ショートカット 

編集画面で[画面切り替え]機能が設定されたオブジェクトで設定された 

画面の切り替え番号に移動する機能です。 

 

[画面切り替え]機能が設定されているオブジェクトを選択して 

[メイン画面のショートカット]を実行すると、そのオブジェクトに設定された画面の 

切り替え番号に該当する画面のリストが表示されます。 

画面を選択するとその画面に移動します。 

 

 

 
 

[2-ロギングの設定（2）]を実行すると、2番の画面に移動します。  

2 元のサイズに設定 選択した画像オブジェクトで設定した画像の元のサイズに変更します。 

3 画面のプロパティ (Alt +N) 現在の画面の[画面のプロパティ]を表示します。 

4 プロパティ 選択した[オブジェクトのプロパティ]画面を表示します 



CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項  335 

 

CCHHAAPPTTEERR  77  --  オオブブジジェェククトトのの共共通通事事項項  

 

オブジェクトは、上部のオブジェクトメニューを利用して実行します。 

種類としては、[点/線/四角形/楕円/多角線/イメージ/塗りつぶし/テキスト/目盛]、[ランプ/数字/メッセージ/ Windows/演算

/スクリーンコール/ログビュー/警報ビュー/グラフ/スライド/ビデオ/カメラ/テーブル]オブジェクトがあります。 

画面に登録するオブジェクトを選択して、画面の任意の場所に置いて、編集をします。 

 

各オブジェクトの詳細な説明は、Chapter8〜19で確認することができます。 

このChapterでは、オブジェクトの共通部分を説明します。   

 

7.1 オブジェクトのプロパティ画面 

 

7.1.1 オブジェクトのプロパティ画面の構成 

 

すべてのオブジェクトは、プロパティ画面を利用して、スタイルと機能の設定をします。 

画面に登録されたオブジェクトを選択して[マウスのダブルクリック]をするか、[マウスの右クリック]から表示

されるポップアップメニューから[プロパティ]メニューを実行すると、プロパティ画面が表示されます。 

プロパティ画面はオブジェクトに応じて少しずつ異なりますが、似たような構造になっています。 

 

[各オブジェクトのプロパティ]画面は、下図のように、固定された左側の部分と、複数のページで構成された右

の部分に分けることができます。 

 

[左]は、プレビューとオブジェクトの位置/サイズ/セキュリティ設定などの情報を表示/変更することができる

[共通情報]があります。この部分は、すべてのオブジェクトで同じです。 

[右]の部分は、複数のページで構成されているが、共通部分もありオブジェクトに応じて別のページを持つこと

ができます。 
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[図. オブジェクトのプロパティの構成] 

No プロパティ画面 説明 

1 オブジェクト名 左上のタイトルバーに該当するオブジェクトの名前が記載されています。  

2 プレビュー 左上のタイトルの下にプロパティで設定したオブジェクトのスタイルを表示します。 

3 共通情報 
左下からオブジェクトのID、位置、サイズ、セキュリティなどの情報を表示し、設定すること

ができます。 

4 ページ オブジェクトに応じて設定することができる複数のページで構成されています。  

5 確認/取消ボタン 
下の[確認]ボタンを押すと、変更された設定を適用し、[取消]を押すと、 

変更された設定内容を適用せず、以前の設定内容に戻ります。 

 

7.1.2 オブジェクトのプロパティ画面の共通情報の部分   

 

オブジェクトのプロパティ画面の左下部分には、オブジェクトのいくつかの情報を表示して変更します。 

 

No プロパティ 説明 

1 ID 
画面にオブジェクトが登録される順に満たされる番号です。 

自動的に設定されている番号で任意に設定することができません。  

2 X 

画面に登録されたオブジェクトの左上X位置です。数値を変更して位置を変更する 

ことができます。画面の左上角の位置が（0,0）であり、画面の右下の角の位置は 

モデルの解像度になります。もし800x600解像度の製品であれば、右下の角の位置は 

（800、600）になります。 

3 Y 画面に登録されたオブジェクトの左上Y位置です。数値を変更して位置を変更できます。 

4 幅 オブジェクトの横幅を表示し、変更します。 

5 高さ オブジェクトの高さを表示し、変更します。 

6 
セキュリティ

レベル 

[プロジェクト] - [セキュリティ]メニューの[セキュリティレベルが設定されている場合に設定でき

ます。 

[0]のレベルは、セキュリティ設定を使用していないオブジェクトであり、[1]のレベル以上に設定さ

れている場合、設定のレベル以上でログインしないと該当するオブジェクトは表示されますが、設

定された動作は実行されません。 

[セキュリティレベルに達しない場合は非表示処理]チェックがされている場合は設定されたレベル

以上でログインしていない場合、該当するオブジェクト隠し、非表示にします。  

7 
セキュリティ 

ログの生成 

GX8内[App_Log] – [UserLog]フォルダに日付順にログファイルを作成して 

ログイン/ログアウトのときに時間と内容（ID、ログイン状態など）を記録して保存します。 

 

 

8 
グローバル 

ロック無視 

[プロジェクト] - [プロパティ]メニューから[グローバルロックオプション]を設定した 

場合に適用となります。プログラムにロックがかかっている間は、オブジェクトは作動しないが、

[グローバルロックの無視]をチェックすると ロックがかかっていも、そのオブジェクトは動作を実

行します。 

9 

セキュリティ 

レベル達し時 

隠し処理 

[1]以上のセキュリティレベルが設定されている場合は、ログインをしなければオブジェクトを見る

ことができず、そのレベルでログインすることにより確認することができます。 

[セキュリティレベル以下の場合、非表示]をチェックしない場合、ログインしていなくてもオブジ

ェクトは表示さますが、機能は動作しません。 
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10 

インターロッ

ク 

アイコンの表

示 

インターロックが設定されているオブジェクトではインターロックの解除をしないまま 

クリックをすると、下図のように[LOCK]というインターロックのアイコンが表示されます。 

 

 

11 

権限 

アイコンの

表示 

現在のオブジェクトにアクセス権がない場合、すなわち、該当のセキュリティレベルで 

ログインしない場合は、オブジェクトの上段に[Not allowed]というアイコンが表示されます。. 

 

 
 

12 メモ 該当するオブジェクトにメモを記録しておくことができます。 
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7.2 色選択ダイアログ  

 

編集時の色を設定する部分は共通して[カラーパレット]を使用します。 

オブジェクト、画面の背景色など、さまざまな場所で色を使用します。色の設定部分をクリックすると、下記の

ように[カラーパレット]が表示されます。色は小さな正方形で表現されます。希望の色の四角形をクリックする

と、選択されます。 

 

  

[図. 色の選択] 

 

右側の、色ダイアログのように [Set Transparent] ボタンがある場合には各オブジェクトのフォントを指定する 

部分での背景色 ( )を設定する場合に表示されます。[Set Transparent]は背景を透明に処理する機能です。 

 

色ダイアログは大きく3つの部分に分かれています。  

 

No 色 説明 

1 Recent Color 最近使用した色のリストを表示します。合計8つの色が保存されます。  

2 Color Palette 48個の基本的なカラーパレットがあります.  

3 User Color 
ユーザーの指定の色で、頻繁に使用されるか、基本のカラーパレットに登録されていない 

色を登録しておくことができます。 

 

下段の[More Colors...]ボタンで、より詳細な色の選択をすることができます。ボタンを押すと、次のような画面

が表示されます。 

 

7.2.1 色を選択する方法 

 

 

[図. 色の設定] 
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色は基本色またはユーザーの指定の色に登録された色を簡単に選択することができます。基本色は、48種類で、

固定で提供される色です。ユーザー指定の色は、基本の色に登録されていない色の中でユーザーが頻繁に使用す

る色を登録/編集しておくことにより、色を選択する時に簡単に使うことができる機能です。 

 

右のカラーパレットで細かい色を選択することができます。カラーパレット上で十字のアイコン( )を動かし

たり、最も右の明度の色バーの矢印 ( )を調整したり, [カラー/彩度/明度、赤/緑/青]の値を直接入力して色を選

択することができます。 

 

[図. 詳細の色選択] 

 

選択された色は[色/単色]の部分に表現をします。[確認]ボタンを押すと、その色が選択されます。 

 

 

[図. 選択された色] 

 

7.2.2 [ユーザーの指定の色] パレットを編集する  

 

ユーザーの指定の色は、次のような方法で編集します。 

まず、[ユーザーの指定色]の部分の16個の欄の中でユーザーの指定の色を登録する欄を選択します。 

次に、登録する色を右の色パレットから選択します。最後に右下の[ユーザーの指定色に追加]ボタンをクリック

すると、その欄に選択した色が、[ユーザーの指定の色]として登録されます。 

 

 

[図. ユーザーの指定色の追加] 
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7.3 イメージ選択ダイアログ 

オブジェクトのイメージを選択するアイコンをクリックするとイメージの選択ダイアログが表示されます。 

 

 

[図. イメージの選択アイコン] 

 

 

[図. イメージの選択ダイアログ] 

 

7.3.1 イメージを選択する方法 

 

イメージはTDSから提供するイメージであるユーザーライブラリから選択することができ、またグローバルイメ

ージに登録したイメージの中からも選択できます。PCの経路に保存されたイメージであるローカルイメージを

選択することができます。 

左の[ライブラリ経路]で該当するグループを選択し、右のイメージリストから該当のイメージを選択します。選

択されたイメージをマウスでドラッグ＆ドロップして[Select]欄で使用したり、[+]ボタンをクリックし、[確認]

ボタンを押して選択を完了します。   

 

No ボタン 説明 

1  イメージリストよりクリックしたイメージを選択します。 

2  選択されたイメージを削除します。 

 



CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項  341 

 

 

[図. イメージの選択] 

 

7.3.2 ユーザーライブラリ  

 

ユーザーライブラリはTDSで基本的に提供されるイメージライブラリです。このライブラリは、TDSのインスト

ール経路[C：\ Program Files（x86）\ M2I Corp\ GX8 Design Studio\ Library]に含まれています。 

左の[ライブラリ経路]でイメージのグループ別のリストを一目で確認することができ、各グループ名を選択する

と、右からそのグループに含まれているイメージを見ることができます。   

 

ユーザーライブラリには、RasterイメージとVecterイメージ、二種類のイメージがあります。 

RasterイメージはBMP、PNG、JPGなどのイメージです。元のサイズで登録した場合に最も鮮明で、元のサイズ

よりも拡大/縮小すると拡大/縮小の程度に応じてイメージの品質が低下します。 

VectorのイメージはSVGイメージです。 

 

 

[図. ベクトルイメージ] 

 

元のサイズよりも大きくしたり小さく登録してもイメージが壊れずに鮮明に登録されます。 

また、ベクトルイメージの色を編集することができます。選択されたベクトルイメージを編集するには、[編集]

ボタンをクリックします。 
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SVGエディタを利用して、それぞれの色を変更することができます。  

 

 

[図. ベクトルイメージの編集] 

 

 

[図 ベクトルイメージの編集] 

 

下の色のリストを選択すると、その領域を[元のイメージ]で赤く表示します。[塗りつぶしの色/線の色/開始の色

/終了の色]を変更してイメージを修正します。該当する色の部分をクリックすると、[色選択ダイアログ]が現れ、

色を変更することができます。[修正イメージ】が希望のイメージではない場合は[イメージの復元]ボタンを利用

して、元の画像に復元することができます。 

 

7.3.3 グローバルイメージ  

 

グローバルイメージは、ユーザーの必要に応じて別途に登録したイメージです。 

 

（1）グローバルイメージの使用 

登録されたグローバルイメージは左側の[プロジェクト管理] - [リソース]より選択し、画面に[マウスのドラッグア

ンドドロップ]し、簡単に画面に登録することができます。 

また、イメージオブジェクトで以下のように使用することができます。 
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[図. グローバルイメージの使用] 

 

上記の図のようにイメージオブジェクトを登録して、[条件]をワードを間接的に設定し、グローバルイメージの 

[最小] IDと[最大] IDを設定します。指定されたアドレス値がグローバルイメージのIDと同じであれば、グローバル

イメージが画面に表示されます。これを利用してアドレス値に応じて、複数のイメージを変更しながら画面に表示

することができます。 

 

(2) グローバルイメージの登録 

 

BMP、PNG、JPGイメージを読み込んで登録することができます。イメージは登録された順番に基づいて 

イメージの名前に連続した番号[1]、[2]、[3]...が付けられます。グローバルイメージの登録は[プロジェクト管理]画

面の[リソース]でも可能です。[ツール] - [イメージライブラリ]メニューからも可能です。また、イメージの選択ダ

イアログでもグローバルイメージを登録することができます。 

 

 

[図. グローバルイメージ] 

イメージの選択ダイアログでは  ボタンを押すか、[ライブラリ経路]から[Global Image]リストを選択した

後、マウスの右ボタンを押したときに表示される[イメージの追加]メニューをクリックすると、表示される 

[Import Image] ダイアログで画像を読み込んで、グローバルイメージとして登録をします。 
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[図. グローバルイメージの追加] 

 

[Import Image] ダイアログでは、グローバルイメージに登録するイメージを選択して、[開く]ボタンをクリック

します。 

 

 

[図. グローバルイメージに登録するイメージを読み込み] 

 

No ボタン 説明 

1  グローバルイメージを登録します。 

2  登録されたグローバルイメージ中から選択したイメージを削除します。 

 

グローバルイメージはファイル名として、自動的に順番の[ID]番号が付けられます。このID番号は、[警報] - [処置

事項]の[処置事項のアイテム番号]として使用したり、イメージオブジェクトの[ワード間接]機能で使用することが

できます。 

 

 

[図. 登録されたグローバルイメージ] 

 

登録されたグローバルイメージを使用するときには、イメージを選択し、[確認]ボタンをクリックします。 

 

7.3.4 ローカルイメージ 

 

ローカルイメージはユーザーのPC上のイメージを直接読み込むときに使用します。PC上のイメージを別々に[ユ

ーザーライブラリ]に移動することなく、直接読み込んで画面に登録することができます。 

BMP、PNG、JPGイメージを読み込むことができます。 
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[図. ローカルイメージ] 

 

ライブラリ経路にPCのWindowsエクスプローラのようなリストが表示されます。選択イメージの経路でイメー

ジを選択し、[確認]ボタンをクリックします。 

 

No ボタン 説明 

1  選択されたPCのローカル経路に新しいイメージを読み込んで登録します。  

2  

選択された画像を削除します。削除する前に次のような確認メッセージが表示されます。  

 

 

  

7.3.5 イメージリスト表示方法  

 

イメージリストの表示方法を変更し、より簡単に利用することができます。 

 

 

[図. 表示方法の変更] 
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No 表示方法 説明 

1  

イメージリストをアイコン方式で示します。 

 

 

 

2 
 

イメージリストを詳細リストで表示します. 

 

 

 

3 
 

イメージの縦横比を元の比率と同じように表示します。 

 

 

 

4  

画像の縦横比を正方形に合わせて表示します。 

 

 

 

5 色フィルタ 

ユーザーライブラリのみに適用されます。該当フォルダ内のイメージを色フィルタで選択された色の

イメージを表示することができます。例えば、色フィルタでYellow（黄）を選択すると、黄色系のイ

メージリストのみ表示します。 
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7.3.6 元のサイズに設定 

 

すべてのイメージは元のサイズで登録する場合、最も鮮明に登録されます。 

イメージを選択した後、マウスの右ボタンをクリックすると、表示されるポップアップメニューから[元のサイ

ズに設定]を選択すると、イメージが簡単に元のサイズに調節されます。 

 

 

[図. 元のサイズに設定] 
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7.4 アドレスの種類 

作画プロジェクトでアドレスを設定する方法を説明します。   

 

7.4.1 アドレスの種類  

アドレスの種類は、[PLC/内部/特殊/ラッチ/ログ/シンボル/ Virtual/オフセット]アドレスがあります。 

 

 

[図. アドレスの種類] 

各アドレスの詳細な説明は、次のとおりです。 

No アドレス 説明 

1 PLC アドレス 
[D]アイコンは、Deviceの略です。 

GX8へ接続されたPLC（コントローラ）のアドレスです。 

2 SYS アドレス 

[I]アイコンは、Internal Addressの略です。 

GX8の内部アドレスでシステムバッファです。 

16ビット/ワードアドレスになっており、[0〜10239]番地まで提供します。 

[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] - [4.ラッチ設定]でラッチを設定しなければ、 

GX8電源リセット時にデータがすべて消去されます。 

3 
Special 

アドレス 

[S]アイコンはSpecial Addressの略です。 

GX8の内部アドレスで特殊アドレスです。 

特別な機能のためにそれぞれの名前が付与されたアドレスのリストです。 

ビット特殊アドレスとワード特殊アドレスがあります。 

4 
LATCH 

アドレス 

[L]アイコンは、Latch Addressの略です。 

GX8の内部アドレスで個別に提供されているラッチのアドレスです。 

16ビット/ワードアドレスになっており、[0〜128]番地まで提供します。 

このアドレスは、GX8の電源がリセットされてもデータが消去されません。 

5 
LOG 1 

アドレス 

[プロジェクト] - [ログ]が設定されている場合にリストに表示されます。 

ログデータの1つを表示することができます。 

ブロック番号と列番号を設定して、画面に対応するログデータを表示します。 

6 
Recipe 1 

アドレス 

[プロジェクト] - [レシピ]が設定されている場合にリストに表示されます。 

レシピデータの1つを表示することができます。 

レシピアイテム番号とパラメータ番号を設定して、画面にそのレシピデータを表示します。 

7 
Symbol 

アドレス 

[[SY]アイコンは、Symbol Addressの略です。 

シンボルアドレスに名前が付与されたアドレスのリストです。[プロジェクト] - [シンボル] 

シンボル管理者でシンボルアドレスリストを作成した後に使用します。 

8 
Virtual 

アドレス 

変数のように使用できる仮想アドレスです。このアドレスは、揮発性のアドレスで 

GX8電源リセット時にデータがすべて消去されます。 

9 
Offset A 

アドレス 

[OA]アイコンは、Offset Addressの略でオフセットアドレスです。 

[実際のアドレス番地]が[オフセットアドレスの値]に基づいて変化し、アドレスの番地にオフセッ

トアドレスの値を加えた値が実際アドレスの番地になります。 

10 
Offset V アド

レス 

[OV] アイコンは、Offset Valueの略でオフセットアドレスです。  

[実際のアドレス番地]が[オフセットアドレスの値]に基づいて変化し、アドレスの値にオフセット

アドレスの値を加えた値が実際のアドレスの値になります。 
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7.4.2 PLC アドレス（コントローラアドレス ) 

 

GX8と通信するコントローラのアドレスです。接続されたコントローラの数だけリストが生成されます。 

 

(1) PLC名 

一つのGX8コントローラは、複数の接続をすることができます。多数のコントローラが接続されると 

PLC名は下図のように、基本的に[PLC1]、[PLC2]、[PLC3]のように順番に生成されます。 

 

[図. PLC名] 

 

PLC名は[プロジェクト - プロジェクトオプション]より各PLCを選択し[PLC設定]の[別名]から変更できます。 

 

 

[図. PLC名の変更]  

 

(2) PLCアドレスの特徴 

PLCのアドレスは、各PLC毎に別々のデバイス名（識別子）と番地、番地の桁数を持っています。 

アドレス入力時に各PLCのアドレス形式に合わせてアドレスを入力する必要があります。  

 

例えば、MITSUBISHI社MELSEC FX Seriesの場合には、使用するアドレスは次の表のとおりです。 

 

種類 備考 Bit 指定アドレス Word 指定アドレス 

入力 Bit X0000 – X0377 X0000 – X0360 

出力 Bit Y0000 – Y0377 Y0000 – Y0360 

STEPリレー Bit S0000 – S8191 S0000 – S8176 

内部リレー Bit M0000 – M7679 M0000 – M7664 

特殊リレー Bit M8000 – M8511 M8000 – M8496 

データレジスタ入力 Word 
D0000.00 – D0999.15 D0000 – D0999 

D1000.00 – D7999.15 D1000 – D7999 

特殊レジスター Word D8000.00 – D8511.15 D8000 – D8511 

Timer- 接点 Bit T000 – T511 –––––––––– 

Timer- 現在値 Word –––––––––– TN000 – TN511 

Counter- 接点 Bit C000 – C255 –––––––––– 

Counter- 現在値 Word –––––––––– CN000 – CN199 

Counter- 現在値 DWord –––––––––– CN200 – CN255 

 

各PLCのアドレスの詳細については、別途提供されているPLC別[通信マニュアル]に記載されています。 

通信マニュアルは、[プロジェクト] - [プロパティ]からPLC設定のPLC名を選択すると、右側に[通信マニュアル]ボ

タンが表示されます。  

TDSからPLCアドレスを入力するときに使用可能なアドレス領域と番地の範囲が表示され、間違ったアドレスを入
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力した場合、エラーが表示され、間違ったアドレスの入力を防ぎます。 

 

7.4.3 SYS アドレス（内部アドレス) 

 

GX8の内部アドレスです。GX8は、内部にアドレス領域を持っています。 

この領域は、すべて[16ビット]単位つまり、ワード単位になっています。また、別に識別子がありません。 

アドレスの範囲は、[00000]番地から[10239]番地まで使用することができます。 

 

 

[図. ワードアドレスに使用した内部アドレス] 

 

ワードアドレスとして使用する場合には、内部アドレスがワード単位なので番地のまま入力します。 

ビットアドレスとして使用する場合には、番地、次にビットの桁数を入力します。 

たとえば、内部アドレス[10番地]の[6番目のビットを使用すると、[10.05]と入力します。 

 

 

[図. ビットのアドレスとして使用した内部アドレス] 

 

7.4.4 Special アドレス（特殊アドレス） 

 

GX8内部の特殊なアドレスです。特殊アドレスは特別な機能のため、それぞれに名前が付与されたアドレスです。 

 

[ビットアドレス]を使用するオブジェクトと[ワードアドレス]を使用するオブジェクトにそれぞれ異なる特殊アド

レスのリストを提供します。ビットアドレスを使用するオブジェクトには、ビットランプ、ボタン、スイッチ、

ビットメッセージなどがあります。ワードアドレスを使用しているオブジェクトには、ワードランプ、文字列、

数値、ワードメッセージなどがあります。 

 

[アドレス入力]より特殊アドレスを選択すると、下段の[情報]の部分から各特殊アドレスの説明を見ることができ

ます。 
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(1) ビット特殊アドレス 

 

 

[図. ビット単位の特別なアドレス] 

 

ビット単位Specialアドレスは次のとおりです。 

 

No ビット特殊アドレス 
読

む 

書

く 
説明 

1 BACK_LIGHT O O 

[1]でなければ、バックライトがオフになり、[1]であれば、バックライトが点灯します。

バックライトがオフのとき、画面をタッチすると、バックライトが点灯し、自動的に値が

[1]になります。 

2 BARCODE_READ_ETHERNET O O 
イーサネットバーコードリーダーが正常に読みこんだ場合には値が[1]になります。 

（値は自動的に[0]になりません。） 

3 BARCODE_READ_SERIAL O O 
シリアルバーコードリーダーが正常に読みこんだ場合には値が[1]になります。 

（値は自動的に[0]になりません。） 

4 BARCODE_READ_USB O O 
USB バーコードリーダーが正常に読みこんだ場合には値が[1]になります。 

（値は自動的に[0]になりません。） 

5 BATTERY_WARNING O X バッテリーの電力不足時に警告を表示します。（0：正常、1：警告） 

6 COMM_ENET_STATUS O X 

イーサネット通信の状態を表示します。（0：正常、1：タイムアウトエラー） 

GX8 とイーサネットで接続されたコントローラが通信できない場合タイムアウトエラーが

発生します。 

7 COMM_SERIAL_STATUS O X 

シリアル通信の状態を表示します。（0：正常、1：タイムアウトエラー） 

GX8 とシリアルで接続されたコントローラが通信できない場合タイムアウトエラーが発生

します。 

8 COUNTER_SECOND O X 運転中、秒ごとに ON（1）と OFF（0）を繰り返します。 

9 DATE_DD O X GX8 RTC の[日付]のデータです。（範囲：1〜31、[1]：1 日、[2]：2 日...） 

10 INPUT_RANGE_OVER O X 
キーパッドで入力時の入力範囲を超えるとアドレスの値が[1]になります。 

（入力開始時に値が自動的に[0]になります。） 

11 LOG_FULL_TRIGGER_1 O X [ログ 1]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

12 LOG_FULL_TRIGGER_10 O X [ログ 10]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

13 LOG_FULL_TRIGGER_11 O X [ログ 11]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります 

14 LOG_FULL_TRIGGER_12 O X [ログ 12]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

15 LOG_FULL_TRIGGER_13 O X [ログ 13]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

16 LOG_FULL_TRIGGER_14 O X [ログ 14]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 
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17 LOG_FULL_TRIGGER_15 O X [ログ 15]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

18 LOG_FULL_TRIGGER_16 O X [ログ 16]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

19 LOG_FULL_TRIGGER_2 O X [ログ 3]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

20 LOG_FULL_TRIGGER_3 O X [ログ 3]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

21 LOG_FULL_TRIGGER_4 O X [ログ 4]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

22 LOG_FULL_TRIGGER_5 O X [ログ 5]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

23 LOG_FULL_TRIGGER_6 O X [ログ 6]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

24 LOG_FULL_TRIGGER_7 O X [ログ 7]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

25 LOG_FULL_TRIGGER_8 O X [ログ 8]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

26 LOG_FULL_TRIGGER_9 O X [ログ 9]が設定された[ログ数]だけ発生しメモリがいっぱいになると[Full][1]になります。 

27 LOG_ON_TRIGGER_1 O X [ログ 1]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

28 LOG_ON_TRIGGER_10 O X [ログ 10]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

29 LOG_ON_TRIGGER_11 O X [ログ 11]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

30 LOG_ON_TRIGGER_12 O X [ログ 12]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

31 LOG_ON_TRIGGER_13 O X [ログ 13]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

32 LOG_ON_TRIGGER_14 O X [ログ 14]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

33 LOG_ON_TRIGGER_15 O X [ログ 15]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

34 LOG_ON_TRIGGER_16 O X [ログ 16]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

35 LOG_ON_TRIGGER_2 O X [ログ 2]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

36 LOG_ON_TRIGGER_3 O X [ログ 3]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

37 LOG_ON_TRIGGER_4 O X [ログ 4]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

38 LOG_ON_TRIGGER_5 O X [ログ 5]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

39 LOG_ON_TRIGGER_6 O X [ログ 6]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

40 LOG_ON_TRIGGER_7 O X [ログ 7]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

41 LOG_ON_TRIGGER_8 O X [ログ 8]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

42 LOG_ON_TRIGGER_9 O X [ログ 9]が発生するたびに[1]になります。（値は自動的に[0]になりません） 

43 
PROJECT_1SCAN 

(_1ON_RUN) 
O X 

RUN に入り、最初のスキャンのみ[1]になります。 

（最初のスキャンの後、自動的に[0]に戻ります。） 

44 REMOTE_CONTROL_BLOCK O O [1]を入力すると、VNC リモートコントロールをブロックします。 

45 SCREEN_1SCAN(_1ON) O X 
運転画面をスタートしたり、運転中の画面の切り替えると、最初のスキャンで 

[1]になります。（最初のスキャンの後、自動的に[0]に戻ります。） 

46 SCREEN_CHANGE O X 
画面の切り替えが完了すると、最初のスキャンで[1]になります。 

（最初のスキャンの後、自動的に[0]に戻ります。） 

47 SD_INSERT O X 
SD メモリーカードが GX8 に装着されると[1]になります。 

SD メモリーカードを GX8 から取り外すと[0]になります。 

48 SECURITY_LOGIN_STATUS O X セキュリティログインの状態を表示します。（0：ログアウト、1：ログイン） 

49 USB_INSERT O X 
USB メモリーカードが GX8 に装着されると[1]になります。 

USB メモリーカードを GX8 から取り外すと、[0]になります。 
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(2) ワード特殊アドレス 

 

 

[図. ワード単位の特別なアドレス] 

 

ワード単位Specialアドレスは次のとおりです。 

N

o 
ワード特殊アドレス 

読

む 

書

く 
説明 

1 BACK_LIGHT_LEVEL O O LCDの輝度レベルです。（範囲：0〜10、[0]：最も暗い、[10]：最も明るい） 

2 BATTERY_CAPA O X 残りのバッテリー残量を表示します。（範囲：0〜100％） 

3 COUNTER_SECOND O X 運転中、毎秒ごとに1ずつ増加します。 

4 DATE_DD O O GX8 RTCの日[日付]のデータです。（範囲：1〜31、[1]：1日、[2]：2日...） 

5 DATE_MM O O GX8 RTCの月のデータです。（範囲：1〜12、[1]：1月には、[2]：2月...） 

6 DATE_WEEK O X 
GX8に設定された日付の曜日です。 

（1-日曜日、2-月曜日、3-火曜日、4水曜日、5木曜日、6-金曜日、7-土曜日） 

7 DATE_WEEK_XGX8 O X 
XGX8と同じ値で曜日を保存します。 

（0-日曜日、1-月曜日、2-火曜日、3-水曜日、4木曜日、5金曜日、6土曜日) 

8 DATE_YYYY O O GX8 RTCの年のデータです。（範囲：1999〜2098） 

9 DISPLAY_BUFFER O X キー入力時、入力されたキーの値を表示します。 

10 ERROR_ENET_IP1 O X 
イーサネット通信エラー発生時（特殊アドレスCOMM_ENET_STATUSが1になったとき） 

エラーが発生したIPアドレスの4桁のなかの最初のIPが、このアドレスに保存されます。 

11 ERROR_ENET_IP2 O X 
イーサネット通信エラー発生時（特殊アドレスCOMM_ENET_STATUSが1になったとき） 

エラーが発生したIPアドレスの4桁のなかの第二IPがこのアドレスに保存されます。 

12 ERROR_ENET_IP3 O X 
イーサネット通信エラー発生時（特殊アドレスCOMM_ENET_STATUSが1になったとき） 

エラーが発生したIPアドレスの4桁のなかの第三IPがこのアドレスに保存されます。 

13 ERROR_ENET_IP4 O X 
イーサネット通信エラー発生時（特殊アドレスCOMM_ENET_STATUSが1になったとき） 

エラーが発生したIPアドレスの4桁のなかの第四IPがこのアドレスに保存されます。 

14 ERROR_SERIAL_PORT O X 
最近シリアル通信エラーが発生したPort番号です。  

(0: NONE, 1: COM1, 2: COM2, 3: COM3) 

15 HMI_ID O  HMI IDを表示します。 

16 INPUT_MAX_VALUE O X 数値入力時に入力可能な最大値を表示します。 

17 INPUT_MIN_VALUE O X 数値入力時に入力可能な最小値を表示します。 

18 INPUT_X_POS O X 画面タッチ時の位置のX座標値です。GX8画面の左端が[0]となります。 
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19 INPUT_Y_POS O X 画面タッチ時の位置のY座標値です。GX8画面の上端が[0]となります。 

20 LAST_ALARM_DATA O X 

該当する警報ブロックで最後に発生した警報IDです。 

9桁のデータとなっています。（32ビット、UDEC） 

[00（2桁）：ブロック、00（2桁）：グループ、00000（5桁）：警報ID] 

21 LAST_INPUT_TIME O X 最後のタッチ入力からの経過時間を秒単位で表示します。 

22 LOG_COUNT_1 O X [로그1] の現在の累積されているログの数を表示します。 

23 LOG_COUNT_10 O X [로그10] の現在の累積されているログの数を表示します。 

24 LOG_COUNT_11 O X [로그11] の現在の累積されているログの数を表示します。 

25 LOG_COUNT_12 O X [로그12 の現在の累積されているログの数を表示します。 

26 LOG_COUNT_13 O X [로그13] の現在の累積されているログの数を表示します。 

27 LOG_COUNT_14 O X [로그14] の現在の累積されているログの数を表示します。 

28 LOG_COUNT_15 O X [로그15] の現在の累積されているログの数を表示します。 

29 LOG_COUNT_16 O X [로그16] の現在の累積されているログの数を表示します。 

30 LOG_COUNT_2 O X [로그2] の現在の累積されているログの数を表示します。 

31 LOG_COUNT_3 O X [로그3] の現在の累積されているログの数を表示します。 

32 LOG_COUNT_4 O X [로그4] の現在の累積されているログの数を表示します。 

33 LOG_COUNT_5 O X [로그5] の現在の累積されているログの数を表示します。 

34 LOG_COUNT_6 O X [로그6] の現在の累積されているログの数を表示します。 

35 LOG_COUNT_7 O X [로그7] の現在の累積されているログの数を表示します。 

36 LOG_COUNT_8 O X [로그8] の現在の累積されているログの数を表示します。 

37 LOG_COUNT_9 O X [로그9] の現在の累積されているログの数を表示します。 

38 MULTI_LANGUAGE O O 
多言語テーブルに設定された言語の種類を変更します  

(0：最初のテーブル言語、1：第二テーブル言語...） 

39 SCREEN_NUMBER O O 
現在の画面番号が保存されます。移動する画面番号を入力すると画面を切り替えます。

（[2]：2番の画面に切り替えます、[7]：7番の画面に切り替えます） 

40 
SCREEN_NUMBER_H

DMI1 
O O 

現在のHDMI1画面番号が保存されます。移動する画面番号を入力すると画面を切り替え

ます。（[2]：2番の画面に切り替えます、[7]：7番の画面に切り替えます） 

41 
SCREEN_NUMBER_H

DMI2 
O O 

現在のHDMI2画面番号が保存されます。移動する画面番号を入力すると画面を切り替え

ます。（[2]：2番の画面に切り替えます、[7]：7番の画面に切り替えます） 

42 
SCREEN_NUMBER_H

DMI3 
O O 

現在のHDMI3画面番号が保存されます。移動する画面番号を入力すると画面を切り替え

ます。（[2]：2番の画面に切り替えます、[7]：7番の画面に切り替えます） 

43 
SCREEN_NUMBER_H

DMI4 
O O 

現在のHDMI4画面番号が保存されます。移動する画面番号を入力すると画面を切り替え

ます。（[2]：2番の画面に切り替えます、[7]：7番の画面に切り替えます） 

44 SCREEN_SAVE_TIME O O 

節電時間を表示して変更します。（[分]単位） 

GX8メニュー画面から[コントロールパネル] - [ディスプレイ] - [1.節電機能]で 

設定した時間を表示し、値を入力して変更ができます。節電機能は、設定された 

時間内にGX8操作（入力）がない場合には、画面のバックライトをオフする機能で、 

オフの状態で画面をタッチするとバックライトが再びオンになります。 

45 SCREEN_STYLE O O 
現在使用中の画面スタイルの番号を表示し、スタイル番号を変更することができます。 

（範囲：1〜32、[1]：1番スタイル、[2]：2番スタイル...） 

46 
SECURITY_LOGIN_LE

VEL 
O X 現在ログインしているユーザーのセキュリティレベルを表示します。 

47 TIME_HH O O GX8 RTCの時刻データです。[データタイプ：DEC、範囲：0〜23] 

48 TIME_MM O O GX8 RTCの分のデータです。[データタイプ：DEC、範囲：0〜59] 

49 TIME_SS O O GX8 RTCの秒データです。[データタイプ：DEC、範囲：0〜59] 

50 
WIFI_SENSITIVITY_DB

M 
O X WIFI DBM数値です。 

51 
WIFI_SENSITIVITY_ST

ATUS 
O X WIFI無線受信感度です。（範囲：0〜100％） 
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7.4.5 LOG  アドレス（ログアドレス） 

 

ログデータを1つ表示することができます。 

 

プロジェクト - [ログ]が設定されている場合にリストから確認できます。ログは、ログID1〜16までの合計16個を

設定することができます。ログ1を設定した場合はアドレスリストから[LOG1]が追加され、表示されます。  

 

下図のように[ブロック番号]と[カラム番号]を設定して画面に該当するログデータを表示します。 

 

 

[図. ログアドレス] 

 

ログデータは入力できない読み取り専用のアドレスです。そのため、データの表示はできますが、入力はできませ

んし、入力アドレスに設定すると、下図のようなエラーメッセージが表示されたり、[プロジェクトのビルド]時エ

ラーが発生します。  

 

 

[図. エラーメッセージ] 

 

7.4.6 Recipe アドレス（レシピアドレス） 

 

レシピデータ1つを表示したり、入力することができます。  

 

[プロジェクト] - [レシピ]が設定されている場合にリストから確認できます。レシピはID1〜32までの合計32個を設

定することができます。レシピ1を設定した場合にはアドレスリストに[Recipe1]が追加され、表示されます。 

 

下図のようにレシピ[商品番号]と[パラメータ番号]を設定して、画面にそのレシピデータを表示し、値を入力して

レシピデータを変更することもできます。 

 

[図. レシピアドレス] 
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7.4.7 Symbol アドレス（シンボルアドレス）  

 

シンボルアドレスは、アドレスを別名に置き換えたアドレスです。 

 

(1) シンボル管理者でシンボルリスト作成 

[プロジェクト] - [シンボル]メニューを実行すると表示されるシンボル管理者でシンボルリストを作成します。 

 

[図. シンボル管理者]  

 

シンボル管理者の上部にあるボタンは、次のとおりです。 

No シンボル 

管理者 
説明 

1 
グループの

追加 

新しいグループを追加します。グループを追加すると左の[Group]から、追加されたグループを見る

ことができます。 

[全体]の下にグループが生成され、グループの下に[下位グループ]を継続的に生成することが 

できます。[全体]は、すべてのグループのシンボルリストを一度に表示します。グループを 

選択した後、マウスの右ボタンをクリックすると、次のようなポップアップメニューが表示されま

す.  

 

 

 

[新しいグループ]は、選択したグループの下位グループで新しいグループを作成します。 

[拡張]は選択したグループの下位グループをすべて表示します。 

[閉じる]は選択したグループの下位グループをすべて隠します。 

[削除]は選択したグループを削除します。 

[名前の変更]は選択したグループの名前を変更します。.   

2 
グループの

削除 

生成されているグループを削除します。 

 

 

[グループのみ解除]ボタンを押すと、グループは削除され、そのグループにある 

シンボルリストは、グループなしで全体に残ります。 

3 
シンボルの

追加 [A] 

シンボルリストを追加します。シンボルは、グループの指定がなくても追加することができます。 

左側Group画面でグループが選択されている場合には、そのグループにシンボルが追加されます。 
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[シンボルの追加]ボタンをクリックすると、[新規登録]画面が表示されます。 

シンボルアドレスの複数の設定をした後、[追加]ボタンをクリックすると、追加がされます。 

 

4 
シンボルの

削除 [D] 
選択したシンボルのアドレスをシンボルのリストから削除します。 

5 
インポート 

[R] 

保存されているシンボルアドレスリストを読み込みます。シンボルアドレスリストは、 

既存の[エクスポート]で保存されたファイルではないといけません。 

[インポート]ボタンをクリックすると、次の[シンボルのインポート]ウィンドウが実行されます。 

 

インポートされたシンボルアドレスリストファイルを既存のシンボルアドレスリストに[新規追加]

するのか、[上書き]をするのかを選択します。[新規追加]を選択すると,現在のプロジェクトのシンボ

ルアドレスリストにインポートされたシンボルアドレスリストがすべて追加で生成されるものであ

り、[上書き]は、既存のシンボルアドレスリストと同じシンボルアドレスリストの場合、上書きさ

れ、重複して生成されず、他のシンボルアドレスリストのみが追加されます。   

 

[ファイルの選択]でCSV形式のシンボルファイルをインポートし、[開く]ボタンをクリックします。 

 

 

6 
エクスポー

ト [E] 

現在登録されているシンボルアドレスリストを保存します。 

[エクスポート]ボタンを押すと、次の[シンボルのエクスポート]ウィンドウが表示されます。 
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[保存]ボタンを押すと、[名前を付けて保存]画面が表示されPCの保存経路とファイル名を作成するこ

とができます。 

 

 

保存が完了すると、下記のようにメッセージが表示されます。[Yes]をクリックすると、メッセージ

とともにエクスポート画面が閉じます。 

 

 

保存されたシンボルファイルは、Excelファイルから開いて確認することができます。 

また、他のプロジェクトでは、このファイルを[インポート]ボタンを使用して、シンボルアドレス

のリストを追加することができます。  
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シンボルアドレスの詳細項目は、次のとおりです。 

No 
シンボル 

管理者 
説明 

1 番号 シンボルリストが追加されるたびに順番に付けられる番号です。 

2 名前 
該当するアドレスの別名を入力します。 

プロジェクト作成時にアドレスの代わりにこの別名を使用します。 

3 タイプ 
該当するアドレスのタイプを設定します.  

(DEC, UDEC, HEX, BCD, FLOAT, ASCII) の中から選択します。 

4 サイズ 

アドレスのサイズを設定します。 

タイプで[DEC、UDEC、HEX、BCD]を選択した場合は（1BIT、16BIT、32BIT）の中から 

選択します。 

タイプで[FLOAT]を選択した場合は（32BIT）で固定されます。 

タイプで[ASCII]を選択した場合は文字の数を設定します。 

（ハングルはサイズ2当たり1文字を入力することができます。） 

5 アドレス 

実際の住所の設定を行います。  

 

 

 

6 初期化 
初期化を使用するかどうかをチェックします。 

プロジェクトが運転を開始するときに、その初期値に初期化されます 

7 初期値 [初期化]機能チェック時、使用する初期値を設定します。 

8 説明 そのシンボルアドレスの説明を記録しておくことができます。 

9 ログ ID 

プロジェクト - [ログ]の[ログアドレス]ページで、[アドレスブロック]を[シンボル]に選択した場合

に使用します。 

シンボル管理者に登録されたシンボルアドレスリストの中で、ログのアドレスとして使用する 

シンボルアドレスのログIDを設定します。  

10 ハングルの使用 

タイプがASCIIに設定された場合にのみに設定することができます。 

ハングルを入力するか、保存されたハングルを画面に表示するアドレスとして使用するときに設定

します。 

 

(2) シンボルアドレスの使用 

 

アドレス入力部分でシンボルアドレスを使用する場合はアドレスタイプをSymbolに選択します。 

アドレス入力部分にシンボルアドレスリストが表示されます。シンボルアドレスを選択します。 

右側の黄色の星形のアイコンをクリックすると、[シンボル管理者]画面が表示され、シンボルアドレスを編集する

ことができます。 

 

 

[図. シンボアドレス入力] 
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7.4.8 LATCH  アドレス（ラッチアドレス）  

 

ラッチアドレスはGX8の内部アドレスでGX8電源がリセットされても、データの消えないアドレス領域です。 

システムアドレスの一部も、[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] - [4.ラッチ設定]でラッチ領域を 

設定することができますが、このラッチアドレスは別途設定をしなくても、データが消去されない領域に提供され

ているアドレスです。 

 

この領域は、一つの番地が[16ビット]単位でつまり、ワード単位になっています。 

範囲は[000]から[128]番地まで使用することができます。 

 

[図. ワードアドレスに使用したラッチアドレス] 

 

ワードアドレスとして使用する場合には、ラッチアドレスがワード単位なので、上記のように番地のまま入力しま

す。 

 

ビットアドレスとして使用する場合には、番地数の次にビット桁を入力します。 

たとえば、ラッチアドレス[10番地]の[6番目]のビットを使用すると、[010.05]と入力します。 

 

 

[図. ビットのアドレスとして使用したラッチアドレス] 
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7.4.9 Virtual アドレス（仮想アドレス） 

 

Virtual アドレスは、変数のように使用できる仮想アドレスです。 

 

 

[図. 数字オブジェクト] 

 

表示アドレスから[Virtual]アドレスを選択して、変数名を入力します。[タイプ]と[サイズ]を設定すると、 

アドレスが生成されます。数字オブジェクトにデータを入力すると、Testという名前のアドレスにデータが入り

ます。 

Testという仮想アドレスは、他のオブジェクトから下図のように使用することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

[図. 演算ページのワード演算] 

 

 

 

仮想アドレスのデータは、GX8の電源がリセットされると、すべてが[0]に初期化されます。  
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7.4.10 Offset A アドレス（オフセットAアドレス） 

 

実際アドレスに加えて、オフセットAアドレスを設定することができます。 

オフセットアドレスは[Offset A/ Offset V]の2種類があります。 

オフセットAアドレスはOffset Addressの意味で、オフセットアドレスの値を利用して、実際アドレスの番地を変

更する機能です。 

 

[図. OffsetA アドレス] 

 

 

[図. OffsetA アドレスに設定され、数値オブジェクト]  

 

表示アドレスは[D0010]であり、OffsetAアドレスは[D0020]に設定されています。 

実際の表示アドレスの番地はOffsetAアドレスである[D0020]の値に基づいて変化します。 

 

[実際の表示アドレスの番地]は表示アドレス[D0010]の番地10にOffsetAアドレスである[D0020]のデータ値を加え

た値になります。つまり、[D0020]のデータ値が0であれば、実際の表示アドレスが[D0010]（10+0=10）となり、

[D0020]のデータ値が3であれば、実際の表示アドレスが[D0013]（10+3=13）になります。  

 

7.4.11 Offset V アドレス（オフセットVアドレス） 

 

実際アドレスに加えて、オフセットVアドレスを設定することができます。 

オフセットアドレスは[Offset A/ Offset V]の2種類があります。オフセットVアドレスはOffset Valueの意味で、オ

フセットアドレスの値を利用して、実際アドレスの値を変更する機能です。 

 

 

[図. OffsetVアドレス] 

 

[図. OffsetV アドレスに設定され、数値オブジェクト]  

 

表示アドレスは[D0010]であり、OffsetVアドレスは[D0020]に設定されています。 
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実際の表示値は、OffsetVアドレスである[D0020]の値に基づいて変化します。 

 

[実際の表示アドレスの値]は表示アドレス[D0010]の値にOffsetAアドレスである[D0020]のデータ値を加えた値にな

ります。つまり、[D0010]の値が100であり、[D0020]の値が20であれば、実際の表示値は[100+20=120]になりま

す。つまり、[D0010]のデータに[D0020]のデータを加えた値を表示します。 

7.5 アドレスの入力 

 

アドレスは、キーボードで直接入力する方法と、計算機のボタンを利用する方法二つがあります。 

  

7.5.1 キーボード入力でアドレスを設定する 

 

キーボードで入力して、アドレスを設定します。 

まず、アドレスリストから[アドレスの種類]を選択します。 

 

[図. アドレスの種類] 

 

次に、選択したアドレスの種類に合わせて、そのアドレスをキーボードを使い直接入力します。 

（アドレスの種類に応じた特徴は、Chapter7.4[アドレスの種類]をご覧ください。） 

 

このとき、アドレス入力部分をクリックすると、[該当するコントローラ/使用可能なデバイス/番地の範囲/番地の

桁数]などの情報がポップアップ説明で表示され、正しいアドレスを入力できるように助けてくれます。 

 

 

[図. アドレス入力時にポップアップ説明]         

 

[図. アドレス入力時にポップアップ説明] 

 

アドレス入力後、キーボードの[ENTER]キーを押すと、自動的に番地の桁数を合わせてくれます。 
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[図. 番地の桁数を自動調整] 

 

ワード（16ビット単位）アドレスをビット機能として使用する場合には、アドレスの番地の後ろ点とビット桁2桁

[00〜15]を入力しなければなりません。たとえば、内部アドレス10番地に7番目のビットを使用する場合には、次

の図のように[00010.06]と設定しなければならなりません。 

 

[図. ワードアドレスをビット機能に使用] 

 

7.5.2 アドレス入力パッドでアドレスを設定 

 

アドレスの設定部分の右側の端にある計算機の形 ( )ボタンを押すと、以下のようなアドレス入力キーパッドが

表示され、アドレスを設定することができます。 

 

 

[図. アドレス入力パッド] 

 

まず、[アドレスの種類]を選択します。  

 

 

[図. アドレスの種類の選択] 
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次に、選択したアドレスの種類に応じて、[アドレス名（デバイス名）]を選択します。 

アドレスの種類を選択すれば、アドレス名は自動的にリストが構成されて表示されます。たとえば、[アドレスタ

イプ]をPLCに選択した場合、下記のように[address name]に対応するPLCのデバイス名が自動的にリストに構成さ

れてリストに表示されます。 

 

[図. アドレス名を選択] 

 

次に、番地を範囲と桁数が合うように下のキーパッドで入力します。  

 

 

[図. アドレス入力のキーパッド] 

 

No キーパッド 説明 

1 A ~ F 16進数のデータを入力するためのキーです。 

2 0 ~ 9 10個の数字キーです 

3 . 小数点キーです. 

4 OK アドレス入力を終えた後、[OK]ボタンを押してアドレスの入力が完了します。 

 

番地は、PCのキーボードでも入力が可能です。 

 

キーパッドの上部の編集ボタンです。 

 

ボタン 説明 

Symbol シンボルアドレスの新規登録ができます。 

Auto 
番地の桁数を自動的に合わせてくれます。例えば、[D0020]アドレス入力時、 

番地 入力部分に[20]を入力して、[Auto]ボタンを押すと、自動的に[0020]に番地の桁数を合わせます。  

Set All アドレス番地を選択します。 

del 選択されたアドレス番地を消去します。 
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7.5.3 正しいアドレスの入力と、最近使用したアドレスのリスト 

 

プロジェクトで誤ったアドレスが1つでもある場合にはGX8と接続されたコントローラとの通信に問題が生じて 

GX8が正常に動作しません。したがって、正しいアドレスを設定することは非常に重要です。 

入力したアドレスが正しいアドレスである場合には、アドレスの色が緑色に表示されます。 

 

 

 

 

[図. 正しいアドレス入力時] 

 

逆に、PLCにないデバイス名を入力するか、番地の範囲を超えて、誤ったアドレスの形式である場合など、 

誤ったアドレスが入力されると、アドレスの色が赤く表示されます。 

 

 

 

 

[図. 誤ったアドレス入力時] 

 

誤ったアドレスを入力して、オブジェクトの[確認]ボタンを押すと、以下のようにエラーメッセージを表示し、[オ

ブジェクトのプロパティ]画面は閉じません。 

 

 

[図. 誤ったアドレスを入力時のエラーメッセージ] 

 

データを書き込むオブジェクトに特殊アドレスの読み取り専用アドレスを設定した場合には、次のようなエラーが

発生します。 

 

[図. 読み取り専用アドレスのエラーメッセージ] 
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ボタンを押すと、最近使用したアドレスのリストが下図のように表示されます。下段の[Clear]ボタンを押すと、

リストが削除されます。 

 

 

[図. 最近使用したアドレスのリスト] 

 

7.5.4 アドレスの検索  

 

[ツール] - [アドレス/オブジェクト検索]メニューを使用して、プロジェクトに使用したアドレスを検索して見るこ

とができます.  

 

[アドレス]ページを選択し、[PLC/アドレス名/アドレスキーワード]を設定した後、上部の[検索]ボタンを押すと、

下記のように検索したアドレスのリストが表示されます。 

該当アドレスが使用された画面とオブジェクトを見ることができ、下のリストを選択して[ダブルクリック]すると、

該当オブジェクトのプロパティ画面を開けて見ることができます。 

（詳細については、Chapter23.1[アドレス/オブジェクト検索]を参照してください。） 

 

 

[図. アドレス/オブジェクト検索] 

 

 

 

 



368 CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項 

 

 

7.6 [効果および動作]ページの設定方法 

 

ほとんどのオブジェクトの場合[オブジェクトのプロパティ]画面に[効果および動作]ページを持っています。  

 

【効果および動作]ページに入ると、下の詳細に[条件]、[効果]、[動作]ページがあります。 

[条件]を先に設定し、条件が真の場合に実行する内容を[効果]と[動作]で設定します。 

[効果]は、オブジェクトの形状/位置などのディスプレイ部分に変化を与えるものであり、[動作]は特定の動作を実行

するか、演算をする部分です。 

 

[条件]、[効果]、[動作]を設定した後、[追加]ボタンを押すと、設定した内容が上部のリストに追加されます。 

このように設定されたリストは、最大[32]個まで追加することができます。 

リストを選択すると、下の[条件]、[効果]、[動作]ページで内容表示され内容を変更することができます。 

変更した内容をリストに適用するには、[修正]ボタンをクリックします。   

 

 

[図. 効果および動作ページ] 

 

No ボタン 説明 

1 上へ[U] 
選択されたリストを1つ上に上げます。 

条件が満たされると、番号順に実行されます。つまり、上位番号[1番]が優先に実行されます。 

2 下へ[O] 
選択されたリストを1つ下に下げます。 

条件が満たされると、番号順に実行されます。つまり、上位番号[1番]が優先に実行されます。 

3 追加[A] 
[条件]、[効果]、[操作]ページで設定した内容をリストに追加します。 

リストに追加された内容のみに実行されます。  

4 修正[M] 選択されたリストの[条件]、[効果]、[動作の内容を変更して保存します 

5 削除[D] 選択されたリストを削除します。 
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7.7 [条件]ページの設定 

[条件]は、[効果]と[動作]を実行するための条件を設定するページです。 

条件を満たすと、設定された[効果]と[動作]が実行されます。 

[条件]は、[ビット/ワード/ ASCII/スケジュール/イベント/条件なし]条件があります。 

 

 

[図. 条件設定] 

 

各条件は以下の通りです。 

 

No 条件 説明 

1 ビット条件 設定したアドレスのON / OFFの値を条件として使用します 

2 ワード条件 設定したアドレスのワード値（アナログ値）を条件として使用します。 

3 ASCII 条件 設定したアドレスのASCII値（文字列）を条件として使用します。 

4 スケジュール 時間を条件として使用します 

5 イベント タッチ入力を条件として使用します。 

6 
条件なし 

常に実行を意味します。該当オブジェクトが登録されている画面が運転中の場合、継続的に動作し

ます。 
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条件ページで共通で使用されるボタンを説明します。 

 

No ボタン 説明 

1  

[条件]は、このボタンで多数の条件を設定することができます。最大8個まで追加することができま

す。 

 

2  該当条件を削除します。 

3  該当条件を条件リストから上に上げます。 

4  該当条件を条件リストから下に移動します。 

5 演算条件 

多数の[条件]リストを設定した場合、演算の条件を設定します。 

[AND]：すべての条件が[真]であれば真となります。[OR]：条件の1つ以上が[真]であれば真となりま

す。 

  

7.7.1 [条件]ページ：ビット条件 

 

ビット条件は設定されたアドレスのON / OFFの値を条件として使用します。 

 

 

[図. ビット条件] 

 

No 속성 説明 

1 アドレスの設定 

ビット条件で使用するアドレスを設定します. 

 

 

 

2 
 

[OFF continue]に設定したアドレスのデータが0である間、真の状態を保ちます。 

3 
 

[ON continue]に設定したアドレスのデータが1である間、真の状態を保ちます。 

4 
 

[OFF edge]に設定したアドレスのデータが1から0に変わる瞬間1度、真になります。 

5 
 

[ON edge]に設定したアドレスのデータが0から1に変わる瞬間1度、真になります。 

 
 

[REVERSE]で設定したアドレスのデータが1から0または、0から1になる瞬間1度、真になります。 

  

 

 

 



CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項  371 

 

7.7.2 [条件]ページ：ワード条件  

 

ワード[Word]アドレスは、16ビット単位のアドレスを意味します。 

ワードの条件は、設定したワードアドレスのデータ（アナログ値）を条件として使用します。 

 

 

[図. ワードの条件] 

 

(1) X < a 条件 

 

二つのデータを比較し、条件を満たすと真となります。 

 

[X]と[a]は、アドレスを設定しても、一定の値に設定してもよい。 

[X]と[a]との間の比較演算子は、6つがあります。 

下図のように設定すれば、[D0100]のデータが変更されると、0より大きい値であれば真となります。 

 

 

[図. ワード条件のX < a] 

 

No 속성 説明 

1 [X], [a] 

比較するアドレスあるいは値を設定します。 

 

 

2 
比較 

演算子 

 両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも小さい条件です。 

 両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも大きい条件です。 

 
両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも小さいか 

同じ条件です。 

 
両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも大きいか 

同じ条件です。 

 両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側と同様な条件です。 

 両方の非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側とは異なる条件です。 

 

(2) a<X<b 条件 

 

3つのデータを比較し、条件を満たすと真となります。 

 

[a]、[X]、[b]は、アドレスを設定してもいいし、一定の値に設定していいです。 

主に[X]の値が[a]と[b]の間である条件設定するときに使用します。  
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下図のように設定すると[D0100]のデータが変更される時に0〜100の値である場合は真となります。 

 

[図. ワード条件の a<X<b] 

 

(3) ワード変更の条件 

 

設定されたアドレスのデータが変更される場合、真となります。 

下図のように設定すれば、[D0100]のデータが変更されると1度、真になります。 

 

 

[図. ワード条件のワード変更] 

 

7.7.3  [条件]ページ：ASCII条件  

 

設定したアドレスのASCII値（文字列）を条件として使用します。 

 

 

[図. ASCII 条件] 

 

上部と下部に文字列が始まるアドレスを設定して文字列の数を設定します。二つのアドレスの間には、演算子を設

定します。上部アドレスの文字列と下側アドレスの文字列を比較し、条件を満たすと真となります。 

 

 

[図. ASCII 条件] 

 

[==] 演算子は、上部アドレスの文字列と下側アドレスの文字列が同一の場合真となります。  

[=!] 演算子は、上部アドレスの文字列と下側アドレスの文字列が異なる場合真となります。  

[IN] 演算子は、上部アドレスの文字列が下アドレスの文字列に含まれている場合、真となります。  

 

7.7.4 [条件]ページ：スケジュール  

 

スケジュール条件は、時間を条件として設定します。 

 

 

[図. スケジュール条件] 
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(1) 日付時刻 

 

日時は、特定の日付と時間が条件となります。日付（年/月/日）と時間（時/分/秒）の両方を設定します。 

該当する日と該当する時間になると真となります。 

 

 

[図. 日付時刻] 

 

(2) スケジュール 

 

スケジュールは、希望の時間ごとに真となるようにすることができます。 

[日付]と[曜日]の中から選択して設定します。 

[日付]で設定する[年/月/日]に[毎]を選択すれば、[毎年/毎月/毎日]この[時/分]に真となります。 

[曜日]を選択すると、該当する[曜日ごと]、[該当する時/分]になると真となります。 

【時/分]も同様に、[毎]に設定すると、[毎時/毎分]ごとに真となります。 

 

 

[図. スケジュール] 

 

実行回数が[1]である場合は該当する[年/月/日/時/分]で1度、真になります。 

実行回数を[2]以上に設定して間隔（秒単位）を設定すると、該当する[年/月/日/時/分]で 

1度、真となってそれ以降は間隔（実行回数-1）ごとに真になります。 

 

(3) インターバル 

 

インターバルは周期的な条件を設定するときに使用します。 

以下のように設定すれば、オブジェクトが実行されるとすぐに真になり0.5秒の間、真を維持してから偽になりま

す。 

真となる時点から、[20x100ms=2s]つまり2秒ごとに真となり、0.5秒の間、真の維持してから偽になることを繰り

返します。 

 

 

[図. インターバル] 

 

No プロパティ 説明 

1 間隔 条件が真となる周期（時間間隔）です。 

2 維持 時間 真を維持する時間です。 

3 
最初の動作後の 

間隔を実行 

オブジェクトが実行されるとすぐ真となる機能です。 

チェックしていなければ、オブジェクトが実行された後、間隔で設定した時間だけ 

経過した後、真となります。 
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7.7.5 [条件]ページ：イベント 

 

イベントは、タッチ入力を条件として使用します。  

 

 

[図. イベント] 

 

No プロパティ 説明 

1  
タッチダウン 

オブジェクトをタッチダウンする瞬間、真となります。 

2  
タッチアップ 

オブジェクトをタッチアップする瞬間真となります。 

3  
モーメンタリー 

[入力遅延]に設定した時間以上にオブジェクトをタッチすると、真となり、手を離すまで継続

して真が維持されます。 

[動作]ページで、最大実行回数を[2]以上に設定して、[間隔]を設定すると、真である間[間隔]

ごとに最大実行回数だけ実行されます。 

4  
タッチディレイ 

[入力遅延]で設定した時間以上にオブジェクトをタッチすると1度、真となります。 

[動作]ページで、最大実行回数を[2]以上に設定しても、1回だけ実行されます。 

  

7.7.6 [条件]ページ：条件なし 

 

条件なしには、常に真の条件です。 

条件なしに設定し、[効果]/[動作]を設定すると[効果]/[動作]は継続的に実行されます。 
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7.8 [効果]ページの設定 

[効果]は、条件が真の場合にオブジェクトの形状/位置などのディスプレイ部分に変化を与えることです。 

 

[図. 効果] 

 

効果は以下のようにいくつかの種類があります。この効果を動作させるためにはその効果にチェックして詳細設定

をします。いくつかの効果を同時にチェックして複合的に動作させることができます。 

No 効果 説明 

1 非表示 条件が真の場合、オブジェクトが非表示されて見えなくなります。 

2 非活性化 条件が真の場合に、オブジェクトを 非活性化の処理をされ、設定されている動作を実行しません 

3 反転 

条件が真の場合に、オブジェクトの色を反転（XOR）させます。 

 

   

4 点滅/周期 

条件が真の場合、オブジェクトが[周期]の間隔で表示と非表示を繰り返します。 

オブジェクトを強調するために主に使用します。 

[周期]は100ms単位で、最大60,000x100 ms（=6,000秒）まで設定することができます。 

 

No 効果 説明 

1 形 
条件が真の場合、オブジェクトが[点/線/四角形/楕円/多角線/塗りつぶし]の場合、 

[線と塗りつぶし]の形や色を変更します。 

2 イメージ 
条件が真の場合にオブジェクトのイメージを変更します。 

（イメージを使用するオブジェクトで使用可能です。） 

3 テキスト 
条件が真の場合にオブジェクトのテキストを変更します。 

（文字列を使用するオブジェクトで使用可能です。） 

4 フォント 
条件が真の場合にオブジェクトのフォントを変更します。 

（文字列を使用するオブジェクトで使用可能です。） 

5 幅の変更 条件が真の場合にオブジェクトの幅を変更します。 

6 高さの変更 条件が真の場合にオブジェクトの高さを変更します。 

7 トラック移動 条件が真の場合にオブジェクトを多数の指定された位置（X、Y）に移動します。 

8 水平移動 条件が真の場合にオブジェクトを水平移動させます。 

9 垂直移動 条件が真の場合にオブジェクトを垂直に移動させます。 

10 回転 条件が真の場合にオブジェクトを回転させます。 

11 サウンド 

条件が真の場合に設定された音が発生します。 

TDSで提供されるシステムサウンドは数字キーと警報音があり、ユーザーの指定のサウンドを 設定

することができます。（サウンド機能はAudioポートを内蔵したGX8Rプレミアムモデルからサポー

トします) 
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7.8.1 [効果]ページ：形状効果 

 

オブジェクトが図形（点/線/四角形/楕円/多角線/塗りつぶし）である場合には、[線]のプロパティと[塗りつぶし]

のプロパティを変更する機能です。 

[形]をチェックします。条件が真のときに変更線のプロパティ（形状/色/幅）と塗りつぶしプロパティ（形状/塗り

つぶしの色/背景色）を設定します。 

 

 

[図. 形状効果] 

 

No 形状効果 説明 

1 線の形 

線のを下のリストから選択します。[None]を選択すると、線が見えなくなります。. 

 

 

2 線の色 線の色を設定します。.. 

3 線の幅 線の太さです。[1〜10]の範囲のピクセルに設定することができます。 

4 
塗りつぶし

の形状 

塗りつぶしの形状を設定します。  

 塗りつぶしの色を使用しない場合に選択します。 

黒い部分は、[塗りつぶしの色]が満たされて、白の部分は[背景色]で塗りつぶされます。. 

 

 

5 
塗りつぶし

の色 
塗りつぶしの色を設定します。 

6 背景色 背景色を設定します。 
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7.8.2 [効果]ページ：イメージ効果 

 

イメージを使用しているオブジェクトの場合に使用します。条件が真の場合にイメージを変更します。 

[画像]をチェックした後、変更画像を設定します。 

 

 

[図. イメージ効果] 

 

No イメージ効果 説明 

1  読み込みボタンでイメージライブラリを使用して変更画像を表示します 

2  削除ボタンに設定されたイメージを削除します 

3  
[透明]機能です。設定したイメージの色より透明処理をする色を設定します。 

緑色に設定すると、イメージの緑色部分が透明になります。 

 

7.8.3  [効果]ページ：テキスト効果 

 

条件が真の場合、テキストが変更されます。 

文字列を使用するオブジェクトで使用することができます。 

[text]をチェックして、変更する文字列を入力してください。 

 

 

[図. テキスト効果] 

 

No テキスト効果 説明 

1 直接入力 文字列を直接入力します。 

2 
文字列テーブ

ル 

[プロジェクト] - [文字列]をインポートします。 

文字列テーブルは Chapter 4.4 [文字列]を参考にしてください。 
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7.8.4 [効果]ページ：フォント効果 

 

文字列を使用するオブジェクトで使用することができます。 

条件が真の場合にフォントを変更します。 

[フォント]をチェックした後、変更したいフォントに設定します。 

 

 

[図. フォント] 

 

No フォント効果 説明 

1 フォントの種類 フォントの種類を設定します。 

2 フォントサイズ フォントのサイズを設定します. 

3 フォントの色 
 フォントの文字の色を設定します。 

 文字の背景色を設定します 

4 アンチエイリアシング 

低解像度での曲線部分をよりスムーズに表示する機能です。 

フォントのサイズが大きくなると、文字のアウトラインを滑らかに 

処理してくれます。 

5 フォント編集 

 Bold機能で文字を太字表現します 

 文字を傾け表現します。 

 文字に下線を表現します。 

 文字に取り消し線を表現します 

6 
フォントの 

整列 

 文字列を左に整列します。 

 文字列を水平方向の中央に整列します。 

 文字列を右に整列します。 

 文字列を上部に整列します。 

 文字列を垂直方向の中央に整列します。 

 文字列を下へ整列します。 

7 間隔 

 

複数行の文字列を使用した場合の行間隔を設定します。 

設定したピクセルだけの間隔を置きます。  

 

文字を横方向に伸ばしたり、縮めたりする機能です。100％は元のサイズ

です。[20〜800％]の範囲で設定することができます。 

この機能をサポートするフォントやサポートしていないフォントがありま

す。 
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7.8.5 [効果]ページ：幅変更の効果 

 

条件が真の場合にオブジェクトの幅を変更します。 

 

 

[図. 幅の変更の効果] 

 

上記のように設定した場合は、下図のようになります。幅が0から10ピクセルずつ増加している途中、100にな

ると0になり、再び10ずつ増加することを繰り返します。幅が0の場合、オブジェクトが見えなくなります。10

の場合、基準位置が[左]ですので、登録されたオブジェクトの左の位置から10ピクセルだけ長くなったオブジェ

クトになります。 

 

 

幅が 10の場合,  

幅が 20の場合,  

幅が 30の場合,  

幅が 40の場合,  

幅が 50の場合,  

[図. 範囲に幅の変更の例] 

 

No 幅の変更の効果 説明 

1 基準位置 

左 オブジェクトの左側を基準に右方向に幅が増加/減少します。 

中央 オブジェクトの水平方向の中央を基準に幅が双方向的に増加/減少します。 

右 オブジェクトの右側を基準に左方向に幅が増加/減少します 

2 変更タイプ 

範囲 
[幅の最小/最大値、増加値、方向タイプ]を設定して、幅が一定の範囲内で、 

[増加]した値ずつ変化します。 

ユーザー 

アドレス 

[アドレス]を設定して、アドレスのデータが幅になります。 

[制限機能/スケール機能]を設定することができます。 
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(1) 変更タイプを[範囲]に設定した場合 

幅が一定の範囲内で[増加]ピクセル分だけ変化します.  

 

 

[図. 範囲] 

 

No 範囲 説明 

1 サイズ変更 
最小 オブジェクトの幅の最小値を設定します。 

最大 オブジェクトの幅の最大値を設定します。 

2 増加 条件が真のたびに増加する幅の増加値を設定します。 

3 方向タイプ 
Start->End, Start->End 幅が最大値以上になると、最小値に初期化されます。 

Start->End->Start 幅が最大値以上になると、幅が[増加]した値ずつ減少します。 

 

(2) データの変更を[ユーザーアドレス]に設定した場合 

幅が設定したアドレスのデータに基づいて変化します。 

 

 
[図. ユーザーアドレス] 

 

No ユーザーアドレス 説明 

1 アドレスの設定 アドレスを設定します。このアドレスのデータはオブジェクトの幅となります。 

2 制限の使用 

機能 チェックして幅の範囲を制限することができます。 

最小 
幅を制限する最小値を設定します。 

アドレス値が最小値以下になると、幅は最小値になります。 

最大 
幅を制限する最大値を設定します。 

アドレス値が最大値以上になると、幅は最大値になります. 

3 
スケールを

使用 
機能 

[スケールの使用]は[制限の使用]のように使用します。 

[制限使用]の[最小/最大]と[スケールの使用]の[最大/最小]の比例に応じて幅を計算します。 

 

以下のように設定した場合には、実際のアドレス値は0〜4000であり、この実際のアドレス

値に比例的に計算し、幅に適用する範囲は0〜100になります。 

つまり、[D0010]の値が1000であれば、実際の幅は25になります。[D0010]の値が2000であ

れば実際の幅は50、[D0010]の値が4000であれば実際の幅は100になります。 

[D0010]の値が4000以上になると、実際の幅は100になり、[D0010]の値が0以下になると、
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実際の幅は0になります。 

 

 

 

最小 実際アドレスの値に比例して幅に使用する最小値を設定します。 

最大 実際アドレスの値に比例して幅に使用する最大値を設定します。 

  

7.8.6 [効果]ページ：高さの変更の効果 

 

条件が真の場合に、オブジェクトの高さを変更します。  

 

 

[図. 高さの変更効果] 

 

No 高さの変更効果 説明 

1 基準位置 

上 オブジェクトの上端を基準に下方向に高さが増加/減少します。 

中 オブジェクトの垂直方向の中央を基準に両方向に高さが増加/減少します。 

下 オブジェクトの下端を基準に上方向に高さが増加/減少します。 

2 変更タイプ 

範囲 
[高さの最小/最大値、増加値、方向タイプ]を設定して、高さが一定の範囲内

で、[増加]した値ずつ変化します. 

ユーザー 

アドレス 

[アドレス]を設定してアドレスのデータが高さになります。 

[制限機能/スケール機能]を設定することができます。 
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(1) 変更タイプを[範囲]に設定した場合 

幅が一定の範囲内で[増加]ピクセルずつ変化します。 

 

 

[図. 範囲] 

 

上記のように設定した場合は、以下図のようになります。高さが0から10ピクセルずつ増加している途中、100

になると0になり、再び10ずつ増加することを繰り返します。高さが0の場合、オブジェクトが見えなくなりま

す。10の場合、基準位置が[下]ですので、登録されたオブジェクトの下端を基準に上方向に10ピクセルほど長く

なったオブジェクトになります。.  

 

高さ 10 , 高さ 20 , 高さ 30 , 高さ 40 , 高さ 50  

[図. 範囲で高さを変更の例] 

 

No 範囲 説明 

1 サイズ変更 
最小 オブジェクトの高さの最小値を設定します 

最大 オブジェクトの高さの最大値を設定します。 

2 増加 条件が真のたびに増加する高さの増加値を設定します. 

3 方向タイプ 
Start->End, Start->End 高さは最大値以上になると、最小値に初期化されます。 

Start->End->Start 高さが最大値以上になると、幅が[増加]した値だけ減少します。 

 

(2) 変更のタイプを[ユーザーアドレス]に設定した場合 

高さが設定されたアドレスのデータに基づいて変化します。 
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[図. ユーザーアドレス] 

 

No ユーザーアドレス 説明 

1 アドレスの設定 アドレスを設定します。このアドレスのデータは、オブジェクトの高さになります。 

2 制限の使用 

機能 チェックして高さの範囲を制限することができます。 

最小 
高さを制限する最小値を設定します。 

アドレス値が最小値以下になると、高さの最小値になります。 

最大 
高さを制限する最大値を設定します。 

アドレス値が最大値以上になると、高さは最大値になります。 

3 スケールの使用 

機能 

[スケールの使用]は、[制限の使用]とともに使用します。 

[制限の使用]の[最小/最大]と[スケールの使用]の[最大/最小]の比例に応じて 

高さを計算します。 

 

 

 

上記のように設定した場合には実際のアドレス値は、0〜4000であり、 

この実際アドレスの値に比例的に計算して高さに適用する範囲は0〜100になります。 

つまり、[D0010]の値が1000であれば、実際の高さは25になります。[D0010]の値が 

2000であれば実際の高さは50、[D0010]の値が4000であれば実際の高さは100になりま

す。 

[D0010]の値が4000以上になると、実際の高さは100になり、[D0010]の値が0以下になる

と実際の高さは0になります。 

最小 実際アドレスの値に比例して高さに使用最小値を設定します 

最大 実際アドレスの値に比例して高さに使用する最大値を設定します。 
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7.8.7 [効果]ページ：トラック移動の効果 

 

条件が真の場合に、オブジェクトの位置が指定された位置に移動します。 

 

 

[図. トラックの移動効果] 

 

[番号]は、オブジェクトが移動する順序です。 

[X座標/ Y座標]は、画面上での位置です。[X座標]は画面の横位置、[Y座標]は画面の縦位置です。画面の左上隅の

位置が（0,0）であり、右下の角の位置は画面の解像度になります。例えば解像度が1024x768である製品の右下

の角の位置は（1024,768）になります。 

上の図のように設定すれば条件が真の場合、0.5秒間隔でオブジェクトの位置が1番 - >2番 - >3番 - >4番 - >5

番 - >1番 - >2番...このような順序で動くようになります。   

 

No トラックの移動の効果 説明 

1 インターバル 
オブジェクトがトラックを移動する周期です。 

100ms単位で設定をします。.  

2 

方向タ

イプ 

Begin->End, 

Begin->End 

オブジェクトが1番の位置から開始して[番号]の順に移動します。 

最後の番号の位置に戻って1番の位置に移動します。 

[1 番 - >2番 - >3番 - >4番 - >5番 - >1番 - >2番 - >3番 - >4番 - >5番 - >1番...] 

3 
End->Begin, 

End-> Begin 

オブジェクトが最後の番号の位置から開始して、[番号]の逆順に移動します。 

1番まで移動した後、再び最後の番号の位置に移動します。 

【5番 - >4番 - >3番 - >2番 - >1番 - >5番 - >4番 - >3番 - >2番 - >1番 - >5番...] 

4 
Begin->End-

>Begin->End 

オブジェクトが1番の位置から開始して、[番号]の順に移動している途中、 

最後の番号の位置になると再び逆順に移動して1番の位置になると再び順番に移動しま

す 

[1番 - >2番 - >3番 - >4番 - >5番 - >4番 - >3番 - >2番 - >1番 - >2番 - >3番....] 

5 
End->Begin-

>End->Begin 

オブジェクトが最後の番号の位置から開始して[番号]の逆順に移動している途中 

1番の位置になると再び順番に移動して最後の番号の位置になると再び逆順に移動しま

す 

【5番 - >4番 - >3番 - >2番 - >1番 - >2番 - >3番 - >4番 - >5番 - >4番 - >3番...]  

6 
位置の指定 

アドレスの使用 

アドレスを設定するとアドレスのデータが[番号]となります。 

アドレスのデータが[3]であれば、オブジェクトは、3番の位置に移動します。 

 

[位置の指定アドレスの使用]をチェックして、[ポジション番号アドレス]を 

設定します。この機能を使用すると[インターバル/方向タイプ]は適用されません。 
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7.8.8 効果]ページ：水平移動の効果 

 

条件が真の場合、オブジェクトが水平方向に移動します。 

 

 

[図. 水平移動の効果] 

 

No 水平移動の効果 説明 

1 範囲 
移動する位置の範囲を設定します。 

周期間隔で一定のピクセルずつ左/右に水平移動をします。 

2 ユーザーアドレス 
設定したアドレスのデータがオブジェクトのX位置になります。 

アドレスのデータを変更して、オブジェクトを水平移動させます。  

 

(1) データの移動を[範囲]に設定した場合 

 

オブジェクトが移動するX位置の範囲を設定して、範囲内で周期ごと一定のピクセルの間隔で左/右に水平移動を

します。 

 

 

[図. 範囲] 

 

上の図のように設定すれば条件が真の場合、オブジェクトがX位置[0]の位置から開始して0.5秒間隔で、 

10ピクセルずつ右に移動します。X位置が[100]の位置まで移動した後、再び[0]の位置に移動します。   
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No 範囲 説明 

1 
移動範囲 

（ピクセル） 

開始 
水平移動範囲の開始点X位置です。 

移動範囲の左端の位置を設定します。  

終点 
水平移動範囲の終点X位置です。 

移動範囲の右端の位置を設定します。 

2 ピクセル移動 オブジェクトの移動間隔をピクセル単位で設定します。 

3 方向タイプ 

機能 オブジェクトの移動方向を選択します。 

Begin->End, Begin-

>End 

開始位置から開始して[ピクセル移動]間隔で右に移動しながら 

終了位置に移動します。終了位置になるとすぐに開始位置に移動

します。 

End->Begin, End-

>Begin 

終了位置から開始して[ピクセル移動]間隔で左に移動しながら 

開始位置に移動します。開始位置になるとすぐに終了位置に移動

します。 

Begin->End->Begin-

>End 

開始位置から開始して[ピクセル移動]間隔で右に移動しながら 

終了位置に移動します。終了位置になると再び[ピクセル移動]の 

間隔で左に移動しながら開始位置に移動します。 

End->Begin->End-

>Begin 

終了位置から開始して[ピクセル移動]間隔で左に移動しながら 

開始位置に移動します。開始位置になると再び[ピクセル移動]の 

間隔で右に移動しながら終了位置に移動します。 

4 周期インターバル 動作周期を設定します。 

 

(2) データの移動を[ユーザーアドレス]に設定した場合 

 

アドレスを設定して、アドレスのデータでオブジェクトを水平移動します。 

アドレスのデータがオブジェクトのX位置になります。 

 

 
[図. ユーザーアドレス] 

 

上記のように設定すると、[D0010]のデータがオブジェクトのX位置になります。 

[D0010]のデータが[30]であれば、オブジェクトがX位置[30]に水平移動をします。 
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No ユーザーアドレス 説明 

1 アドレスの設定 水平移動では、Xの位置に使用するアドレスを設定します。 

2 入力範囲 

最小 

アドレスデータの最小範囲を設定します。 

上の図のように設定した場合は、アドレスのデータが[0]以下の値であっても、 

オブジェクトは[0]の位置に移動します。 

最大 

アドレスデータの最大範囲を設定します。 

上の図のように設定した場合は、アドレスのデータが[100]以上の値であっても、 

オブジェクトは[100]の位置に移動します。 

3 座標範囲 

機能 

実際のオブジェクトが移動する座標の範囲です。 

[入力範囲]と[座標範囲]が同じである場合には、アドレスの実際のデータが 

オブジェクトのX位置になります。（入力範囲内にある場合） 

 

[入力範囲]と[座標範囲]が異なる場合には、移動する[X位置]を比例的に計算します。  

 

 

 

上の図のように設定した場合には、実際のアドレスのデータは[0〜4000]であり、この 

実際のアドレスの値に比例的に計算して[X位置]に適用する座標の範囲は[0〜100]になりま

す。 

つまり、[D0010]の値が1000であれば実際のX位置は25になります。 

[D0010]の値が2000であれば実際のX位置は50、[D0010]の値が4000であれば、 

実際のX位置は100になります。 

 

[D0010]の値が4000以上になると、実際のX位置は、100になり、[D0010]の値が0以下にな

ると、 

実際のX位置は0になります。 

 

[入力範囲]と[座標範囲]は固定された定数値に設定することもできるため、アドレスに設定

し、アドレスのデータに基づいて流動的に変更させることもできます。   

開始 
実際のオブジェクトが移動する座標の範囲の開始値を設定します。 

移動範囲の左端の位置を意味します。.   

終点 
実際のオブジェクトが移動する座標の範囲の終点値を設定します。 

移動範囲の位置を意味します。 
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7.8.9 [効果]ページ：垂直移動の効果 

条件が真の場合、オブジェクトが垂直方向に移動します。 

 

 

[図. 垂直移動の効果] 

 

No 垂直移動の効果 説明 

1 範囲 
移動するY位置の範囲を設定します。 

周期間隔で一定のピクセルずつ上/下に垂直移動をします。 

2 ユーザーアドレス 
設定したアドレスのデータがオブジェクトのY位置になります。 

アドレスのデータを変更して、オブジェクトを垂直に移動させます。 

 

(1) データの移動を[範囲]に設定した場合 

 

オブジェクトが移動するY位置の範囲を設定して範囲内で周期ごとに一定のピクセルの間隔で上/下に垂直移動し

ます。 

 

[図. 範囲] 

 

上の図のように設定すれば、条件が真の場合、オブジェクトがY位置[0]の位置から開始して、0.5秒間隔で、10

ピクセルずつ下に移動します。Y位置[100]の位置まで移動した後、再び[0]の位置に移動します。    
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No 範囲 説明 

1 
移動範囲 

（ピクセル） 

開始 
垂直移動範囲の開始点Y位置です。 

移動範囲で最も上部の位置を設定します。 

終点 
水平移動範囲の終点のY位置です。 

移動範囲で最も下部の位置を設定します。 

2 ピクセル移動 オブジェクトの移動間隔をピクセル単位で設定します 

3 方向タイプ 

機能 オブジェクトの移動方向を選択します。 

Begin->End, Begin->End 

開始位置から開始して、[ピクセル移動]間隔で下方向に移動しなが

ら終了位置に移動します。終了位置になるとすぐに開始位置に移動

します。 

End->Begin, End->Begin 

終了位置から開始して[ピクセル移動]間隔で上方向に移動しながら 

開始位置に移動します。開始位置になるとすぐに終了位置に移動し

ます。  

Begin->End->Begin->End 

開始位置から開始して[ピクセル移動]間隔で下方向に移動しながら 

終了位置に移動します。終了位置になると再び[ピクセル移動]の 

間隔で上方向に移動しながら開始位置に移動します。 

End->Begin->End->Begin 

終了位置から開始して、[ピクセル移動]間隔で上方向に移動しなが

ら開始位置に移動します。開始位置になると、再び[ピクセル移動]

の間隔で下方向に移動しながら終了位置に移動します.  

4 周期インターバル 動作の周期を設定します。 

 

(2) データの移動を[ユーザーアドレス]に設定した場合 

 

アドレスを設定して、アドレスのデータでオブジェクトを垂直に移動します。 

アドレスのデータがオブジェクトのY位置になります。  

 

 
[図. ユーザーアドレス] 

 

上記のように設定すると、[D0010]のデータがオブジェクトのY位置になります。 

[D0010]のデータが[30]であれば、オブジェクトがY位置[30]に垂直移動をします。 
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No ユーザーアドレス 説明 

1 アドレスの設定 垂直移動でYの位置に使用するアドレスを設定します。 

2 入力範囲 

最小 

アドレスデータの最小範囲を設定します。 

上の図のように設定した場合は、アドレスのデータが[0]以下の値であっても、 

オブジェクトは[0]の位置に移動します。 

最大 

アドレスデータの最大範囲を設定します。 

上の図のように設定した場合は、アドレスのデータが[100]以上の値であっても、 

オブジェクトは[100]の位置に移動します。. 

3 座標範囲 

機能 

実際のオブジェクトが移動する座標の範囲です。 

[入力範囲]と[座標範囲]が同じである場合には、アドレスの実際のデータが 

オブジェクトのY位置になります。（入力範囲内にある場合） 

[入力範囲]と[座標範囲]が異なる場合には、移動する[Y位置]を比例的に計算します。 

 

 

 

上の図のように設定した場合には、実際のアドレスのデータは[0〜4000]であり、この  

実際アドレスの値に比例的に計算して[Y位置]に適用する座標の範囲は[0〜100]になります。 

つまり、[D0010]の値が1000であれば、実際のY位置は25となります。 

[D0010]の値が2000であれば、実際のY位置は50、[D0010]の値が4000であれば、実際のY位

置は100になります。 

[D0010]の値が4000以上になると、実際のY位置は100になり、[D0010]の値が0以下になる

と、実際のY位置は0になります。 

 

[入力範囲]と[座標の範囲]は、固定された定数値に設定することもでき、アドレスに設定し

て、アドレスのデータに基づいて流動的に変更することもできます。 

開始 
実際のオブジェクトが移動する座標の範囲の開始値を設定します。 

移動範囲の最も上部の位置を意味します。   

終了 
実際のオブジェクトが移動する座標の範囲の終了値を設定します。 

移動範囲の最も下の位置を意味します。 
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7.8.10 [効果]ページ：回転  

 

条件が真の場合、オブジェクトが回転します。 

 

 

[図. 回転効果] 

 

No 回転 説明 

1 回転タイプ 
自動 回転範囲内で周期的に設定された角度だけ回転します 

マニュアル アドレスを設定して、アドレスのデータがオブジェクトの回転角度になります。 

2 中心回転変更 

機能 

オブジェクトの回転の中心座標を変更します。 

[中心回転変更]をチェックしていない場合はオブジェクトの中心座標が回転の中

心座標となります。つまり、この場合にはオブジェクトが所定の位置で回転しま

す。[中心回転変更]をチェックして、回転する中心座標を別途に設定すると、こ

こで設定した[回転中心座標]の[オブジェクトの中心座標]の距離が回転する半径に

なります。 

X 変更する回転の中心のX座標を設定します。  

Y 変更する回転の中心のY座標を設定します。 

 

(1) 回転タイプを[自動]に設定した場合 

 

回転範囲内で周期的に設定された角度だけ回転します。 

 



392 CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項 

 

 

[図. 自動タイプ] 

 

上記のように設定した場合には、回転範囲[0〜359]の中で0.5秒ごとに10度ずつ、時計回りに回転します。 

359度以上になると再び0度になります。 

 

No 自動 説明 

1 
回転範囲 

（角度） 

開始 

回転を開始する角度を設定します。[0〜359]の範囲で設定することが

できます。たとえば、0に設定すると、オブジェクトを登録した形で

回転を開始します。90に設定するとオブジェクトを時計回りに90度回

転した形で回転を開始します。 

終了 

回転の終了角度を設定します。[0〜359]の範囲で設定することができ

ます。例えば180に設定すれば、オブジェクトを時計回りに180度回

転した形まで回転します。 

2 回転角度 一回の[周期]に回転する角度を設定します。 

3 回転タイプ 

Begin->End, Begin->End 

オブジェクトを時計回りに回転します。 

開始角度から終了角度まで時計回りに回転した後、再び開始角度に 

移動して時計回りに回転します。 

End->Begin, End-> Begin 

オブジェクトを反時計回りに回転します。 

終了角度から開始角度まで反時計回りに回転した後、再び終了角度に 

移動して反時計回りに回転します。 

Begin->End->Begin->End 

開始角度から終了角度まで時計回りに回転します。終了角度に到着す

ると反時計回りに開始角度に向かって回転します。再び開始角度に到

着すると時計回りに終了角度に向かって回転します.   

End->Begin->End->Begin 

終了角度から開始角度まで反時計回りに回転します。開始角度に到着

すると時計回りに終了角度に向かって回転します。再び終了角度に到

着すると反時計回りに開始角度に向かって回転します。 

4 
周期 

インターバル 
[回転角度]を一度動作させる周期を設定します。 

  

(2) 回転タイプを[マニュアル]に設定した場合 

 

アドレスを設定して、アドレスのデータがオブジェクトの回転角度になります。 
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[図. マニュアルタイプ] 

 

上記のように設定すれば、[D0010]のデータがオブジェクトの回転角度になります。 

[D0010]のデータが[90]であれば、オブジェクトが時計回りに[90]程に回転します。 

 

 

 

 

 

 

No マニュアル 説明 

1 回転角度 回転角度で使用するアドレスを設定します 

2 制限使用 
最小 アドレスデータの最小値を設定します。 

最大 アドレスデータの最大値を設定します。 

3 スケール使用 機能 

[スケール使用]は、[制限使用]のように使用します。[制限使用]の[最小/最大]と 

[スケール使用]の[最大/最小]の比例に応じて[回転角度]を計算します。 

 

 

上の図のように設定した場合には実際のアドレスのデータは[0〜4000]であり、この実際ア

ドレスの値に比例的に計算して[回転角度]に適用する範囲は[0〜100]になります。 

つまり、[D0010]の値が1000であれば、実際の回転角度は25度になります。 

[D0010]の値が2000であれば、[回転角度]は50度、[D0010]の値が4000であれば、実際の回

転角度は100度になります。 

 

[D0010]の値が4000以上になると、実際の回転角度は100になり、[D0010]の値が0以下に 

なると実際の回転角度は0になります。 
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[制限使用]と[スケール使用]は、固定された定数値に設定することもでき、アドレスに設定

してアドレスのデータに基づいて流動的に変更することもできます。 

最小 [制限使用]の[最小/最大]に比例して適用することが回転角度の最小値を設定します。 

最大 [制限使用]の[最小/最大]に比例して適用することが回転角度の最大値を設定します。 

 

7.8.11 [効果]ページ：サウンド 効果 

 

条件が真の場合に、設定された音が鳴ります。サウンド効果はオーディオ（出力）機能が提供されているGX8R

プレミアム製品で動作します。 

 

 

[図. サウンド効果] 

 

No サウンド効果 説明 

1 サウンドタイプ 

システム 

システムは、基本的に提供されるサウンドです。 

[システムサウンドタイプ]で、[数字キー]と[アラーム]を選択します。 

[サウンド]で提供されるサウンドを選択します。. 

 

[数字キー]は上記の図のように数字[0〜9]に対応する10個のサウンドが提供されま

す。 

これは数字キーが押されると、対応する数字を音に表したいときに使用します。  

 

[アラーム]は下図のように[Alarm1/ Alarm2]の2種類のサウンドが提供されます。 

[アラーム]が鳴るときに、音が出力されるようにするときに使用します。  

 

 

[図. システム] 

ユーザー 

定義 

ユーザー定義は条件が真のときに発生させたい音を別途に呼び出して設定すること

ができます。適用可能なサウンドファイルは[*.wav]です。 

 

下図のように、[Select]ボタンをクリックし、ファイルを選択します。  
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[図. ユーザー定義] 

 

 

[図. WAVファイルを選択する] 

 

注意）GX8はPCM形式のwavファイルをサポートします。したがって最新のwavフ

ァイルであるか、PCM形式以外のファイルは通常の再生ができない場合がありま

す。 

2 再生回数 
サウンドを再生する回数を設定します。 

条件が真の場合に再生回数だけ、連続的にサウンドが再生されます。 

7.9 [動作]ページの設定 

 

[動作]ページでは、条件が真の場合に実行動作を設定します。 

下図のように動作は、[ビット動作/ワード動作/ ASCII動作/スクリプトの動作/イベントの動作/特殊機能/アクショ

ンなし]があります。  
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[図. 動作ページ] 

 

No 動作 説明 

1 ビット動作 ビットアドレスのデータを制御します。  

2 ワード動作 ワードアドレスのデータを制御します。 

3 ASCII動作 文字列を設定したアドレスに代入します。 

4 スクリプトの動作 スクリプト演算を設定します。 

5 イベントの動作 [キーボード/キーパッド/テンキー]のキー設定をします。  

6 特殊機能 [画面/印刷/ SDメモリー/メモリー/システム/ App/カメラ]などに関する動作を設定します。 

7 アクションなし 実行動作がありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この動作は、右上の  をクリックして、最大5つまで入力が可能です。多数の動作を登録すると条件が真の場合

に上部の動作から順番に実行されます。  
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[図. 動作の追加] 

 

5つ以上のアクションを追加すると、下記のようにメッセージが表示されます。 

 

 

[図. 動作数制限メッセージ] 

 

各動作の右側には下記のように3つのボタンがあります。 

 

No 動作 説明 

1  該当する動作を削除します。 

2  

多数の動作を登録した場合は、条件が真の場合に上部の動作から順番に実行されます。 

このボタンは、動作の登録手順（実行順序）を変更するボタンで、該当する動作を1段の上に上げます。 

3 
 

多数の動作を登録した場合は、条件が真の場合に上部の動作から順番に実行されます。 

このボタンは、動作の登録手順（実行順序）を変更するボタンで、該当する動作を1段の下に下げます。 

 

条件が真の間の動作を実行するときに、[最大実行回数/間隔/遅延時間]などを設定することができます。 

 

No 動作 説明 

1 
最大実行回数 

(0=∞) 

設定された動作を実行する回数です。 

[0]は、条件が真の間、継続的に動作が実行されます。 

[1]は、条件が継続真であっても、動作は1回だけ実行されます。  

2 間隔(100ms) 動作を実行する時間間隔です。[0]は、毎スキャンで最も速い速度です。 

3 遅延時間(100ms) 
動作を実行する遅延時間です。[0]は、条件が真の場合、すぐに動作が実行されます。 

[5] x100msに設定すると、条件が真の場合、[0.5秒]後に動作が実行されます。   

 

 

 

 

7.9.1 [動作]ページ：ビット動作 

 

(1) ビット 
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条件が真の場合に、ビットアドレスを制御します。[ON]、[OFF]、[Reverse]で動作をさせます。 

 

 

[図. ビット] 

 

No ビット 説明 

1 アドレス 制御しようとするビットアドレスを設定します。 

2 
 

[OFF continue]です。 

条件が真の場合に設定したアドレスのデータをOFFさせます。つまり、[0]になります。 

3 
 

[ON continue]です。 

条件が真の場合に設定したアドレスのデータをONさせます。つまり、[1]になります。 

4 
 

[Reverse]です。 

条件が真の場合に設定したアドレスのデータが[0]であれば[1]を、[1]であれば[0]になります。  

5 
 

[OFF pulse]です。 

条件が真の場合に設定したアドレスのデータを[保持時間]だけ、OFFにします。 

つまり、アドレスのデータは保持時間だけ[0]になり、再び[1]になります。 

6 
 

[ON pulse]です。 

条件が真の場合に、設定したアドレスのデータを[保持時間]だけ、ONにします。 

つまり、アドレスのデータは保持時間ほど [1]になり、再び[0]になります。 

7 
グループの 

インデックス 

多数のビットアドレスにグループインデックスを設定します。 

多数のビットアドレスをグループ化するには、[グループインデックス]に[0]を除いた番号を入力

します。[0]は、グループインデックスを使用しないことです。 

番号は、同じ番号を設定するとビットアドレスが1つのグループになります。 

 

 

 

同じグループインデックスに設定したビットアドレスのいずれかをONにすると、 

残りのアドレスのデータは、すべてOFFになります。 

たとえば、[X001]から[X005]まで同じグループのインデックスを設定し、[X001]を[ON]させる

と、残りのアドレス[X002〜X005]はすべてOFFになります。 

8 
維持 時間 

(100ms) 

[OFF pulse]と[ON pulse]で使用します。 

OFFやONにされた後、その値を維持する時間です。 

[1〜600]（100ms）の範囲で設定することができます。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) ビットを選択 

 

多数のビットアドレスを設定します。ビットのアドレスは、最大8個まで追加することができます。 
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条件が真の場合に[番号]の順にビットアドレスをONさせます。 

1つのビットアドレスがONになると、残りのビットアドレスはすべてOFFになります。 

 

 

[図. ビット選択]  

 

No ビット選択 説明 

1 アドレス アドレス入力部分をダブルクリックして、アドレスを設定します。 

2  

ビット選択に使用のアドレスを追加します。最大8個まで追加することができます。 

8個以上の追加すると、下記のようなメッセージが表示されます。. 

 
 

3  選択したアドレスを削除します。 

4  選択したアドレスを上位番号に上げます。 

5  選択したアドレスを下位番号に下げます。 

 

7.9.2 [動作]ページ：ワード動作  

 

条件が真の場合に、ワードアドレスのデータを制御します。 

ワードアドレスは、アナログデータを保存する16ビットのアドレスを意味します。 

このアドレスに任意のデータを代入したり、演算の結果を代入するなどの動作をします。 

 

 

[図. ワード演算] 

 

 

上記のように設定すると条件が真の場合[D0010]の値と[D0011]の値を加算した結果を[D0010]に代入します。 

No ワード演算 説明 

1 宛先アドレス 
演算の結果を保存するワードアドレスを設定します。 

 を利用して、データタイプとサイズを設定することができます。  
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[図. データタイプとサイズ] 

2 アドレス 

番号[1]にアドレスを設定します。 

演算子の[;]を選択すれば、番号[1]のアドレス値を宛先アドレスに代入する演算になります。 

 

演算子の[;]を除く演算子を選択すれば、番号[2]が生成されます。 

番号[2]に演算するアドレスを設定します。 

番号[1]と番号[2]を選択した演算子で演算し、その結果を宛先アドレスに代入します。 

上記のように継続的に演算子を設定して演算するアドレスを設定すれば演算式を増やしていくこと

ができます。 

演算は演算子の種類に関係なく、番号[1]から順番に計算がされます。 

つまり、番号[1]と番号[2]の計算結果を番号[3]と演算し、その結果を番号[4]と演算します。 

3 アドレス 

+ 両方の非演算子を加算して宛先アドレスに代入します。 

- 両方の非演算子を減算して宛先アドレスに代入します。 

* 両方の非演算子を乗算して宛先アドレスに代入します。 

/ 両方の非演算子を除算して宛先アドレスに代入します。 

^ 両方の非演算子をビットごとのXOR演算をして宛先アドレスに代入します。 

% 
両方の非演算子を、残りの演算をして宛先アドレスに代入します。 

残りの演算は除算をした後の余りが計算結果になる演算です。 

& 両方の非演算子をビット単位のAND演算をして宛先アドレスに代入します。 

| 両方の非演算子をビット単位のOR演算をして宛先アドレスに代入します。 

<< 

左ビットシフト演算子です。 

最初の非演算子を2進数で表現したとき、第二非演算子で指定した数だけ左にビット移動します。 

たとえば、最初の非演算子が[D0001]のデータが[1]であり、第二非演算子が定数[3]であって

[D0001]<<3]と演算すれば、[1]を2進数で表現した値は[0000000000000001]になります。この値を

3桁だけ左に移動すると[0000000000001000]になります。この結果を10進数に変更すると[8]にな

ります。 

>> 

右ビットシフト演算子です。 

最初の非演算子を2進数で表現したとき、第二非演算子で指定した数だけ右にビット移動します。 

たとえば、最初の非演算子が[D0001]のデータが[8]であり、第二非演算子が定数[3]であって

[D0001]>>3]と演算すれば、[8]を2進数で表現した値は[0000000000001000]になります。この値を

3桁だけ右に移動すると[0000000000000001]になります。この結果を10進数に変更すると[1]にな

ります。 

; 演算式の終わりを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.9.3 [動作]ページ：ASCIIの動作 
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条件が真の場合に[読み取り]アドレスの文字列を読み込んで[対象]アドレスに代入（コピー）します。  

 

 

[図. ASCII動作] 

 

ASCII文字は1文字が8bitです。したがって、1ワード（16ビット）のアドレスには2つの文字が入ります。 

[対象]アドレスと[読み取り]アドレスの右側で、それぞれ[文字の数]を設定します。 

 

上記のように設定した場合には、条件が真の場合、[D0020]から10個の文字なので[D0020]から[D0024]までの5つ

のアドレスに含まれている文字10個を[D0010]から[D0014]までに代入します。 

[対象]アドレスと[読み取り]アドレスの文字の数は異なって設定することができます。 

[読み取り]アドレスの文字数が4つであり、[対象]アドレスの文字数が10個であれば文字4つだけ以下のようにコピ

ーされます。  

 

 

[図. 文字の数が異なるように設定した場合] 

 

 

[図. 文字の数が異なるように設定した場合] 

 

7.9.4 [動作]ページ：スクリプトの動作 

 

条件が真の場合に、スクリプトを実行します。 

設定されたスクリプトは[プロジェクト] - [スクリプト]で修正ができます。 

スクリプトの使用方法は、Chapter4.5[スクリプト]を参照してください。 

 

 

[図. スクリプトの動作] 

 

 

 

 

7.9.5 [動作]ページ：イベントの動作 
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キーパッドのキーを作成するときに使用します。 

 

 

[図. イベントの動作] 

 

No イベントの動作 説明 

1 キー キーの種類を選択します。 

2 動作  
Touch Downでキーを押すと、動作します。 

 
Touch Upで、押しているキーを離すと、動作します。 

 

キーの種類は非常に多様です。文字入力キーボードと数字入力キーパッドなど多様にすることができます。 

  

7.9.6 [動作]ページ：特殊機能 

 

条件が真のとき、実行された特殊動作を設定します。 

 

 
[図. 特殊機能のScreen] 

 

No 特殊機能 説明 

1 Screen 
[メイン画面の移動/ HDMI画面の移動/ウィンドウ画面のポップアップと移動/画面キャプチャ]などの 

画面に関連する動作を設定します。 

2 Print 印刷に関連する動作を設定します。 

3 Storage GX8へ装着されたメモリと関連動作を設定します。 

4 Memory メモリコピー/ログデータを削除すると関連する動作を設定します。 

5 System システム/セキュリティに関連の動作を設定します。 

6 App メニュー画面のアプリケーションを呼び出す機能をします。 

7 Camera GX8Rプレミアムモデルの内蔵/外付けカメラの動作を設定します。 

 

(1) [動作]ページ：特殊（Screen） 

[メイン画面の移動/HDMI画面の移動/ウィンドウ画面のポップアップと移動/画面キャプチャ]などの画面に関連す

る動作を設定します。 

N

o 
Screen 説明 

1 Previous Screen 

現在の画面に切り替わる前の画面に切り替えます。

 

2 Screen Change 設定した[画面番号]で画面切り替えをします。



CHAPTER 7 -オブジェクトの共通事項  403 

 

 

3 

HDMI1 Screen Change 

HDMI2 Screen Change 

HDMI3 Screen Change 

HDMI4 Screen Change 

プロジェクター/ PC/ TV]などGX8をHDMIで接続して、GX8画面をモニタリングする

ことができます。GX8RプレミアムモデルはHDMIの1つを接続することができ、 

GX8ViewはHDMIの4つを接続することができます。 

 

GX8メニュー画面の[コントロールパネル] - [HDMI]で[基本複製モード]に設定した場

合にはGX8の画面と同じようにHDMIに接続されたデバイスでモニタリングされるた

め別のHDMI画面を構成する必要がありません。しかし、[HDMIデュアルモード]に設

定した場合には別のHDMI画面を構成してモニタリングします。  

 

 

[図. メニュー画面のHDMI設定] 

 

TDSで[プロジェクト] - [プロパティ]メニューを実行すると、[プロジェクトオプショ

ン]画面が表示されます。 

左上の[GX8設定]でGX8のモデルをクリックすると、右下の[HDMI画面設定]が表示さ

れます。HDMIデュアルモードで使用してGX8画面とは別に画面を構成するHDMIをチ

ェックします。下図は、プロジェクトがGX8Viewに設定されているのでHDMIを4つま

で設定することができます。  

 

 

[図. プロジェクトオプション] 

 

上記のようにチェックすると、[プロジェクト管理]のところで、以下のように 

[HDMI1〜HDMI4]画面が表示されます。ここで別のHDMI画面を作成し編集します。 
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[図. プロジェクト管理] 

上記のような機能を使用した場合には、[HDMI1 Screen Change]を利用して画面の切

り替えをします。条件が真の場合に設定した[画面番号]にHDMI画面が切り替わりま

す。 

 

 

HDMI2、HDMI3、HDMI4も同じ方法で使用します。 

4 Window Move 

ポップアップされているウォンドウ画面の位置を移動するようにします。 

 

[タッチ]オブジェクトを利用して[条件]ページでは[イベント] - [タッチダウン]に設定

し、[操作]ページで[Window Move]を選択した後、[画面番号]は移動させたいウィン

ドウ画面の番号を設定します。 

この[タッチ]オブジェクトは移動させたいウィンドウ画面に登録するかメイン画面に

登録します。 

 

GX8での動作はまず、[タッチ]オブジェクトをタッチし、ポップアップされているウ

ィンドウの画面を移動する位置にタッチすると、その位置がウィンドウの画面の左上

隅の基準点になって位置を移動します。 

 

5 Window Toggle 

条件が真の場合に、設定した[画面番号]のウィンドウ画面をポップアップします。

 

6 ScreenShot 

条件が真の場合に、現在の画面をキャプチャしてJPGイメージに保存します。 

 

[保存場所][Internal Memory/ SD Card/ USB]の中から選択します。 
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[Internal Memory]はGX8の内部メモリです。 

内部メモリに保存されたキャプチャイメージは[メニュー画面] - [ファイルエクスプロ

ーラ]の[ScreenCapture]フォルダで確認できます。 

[SD Card]はGX8に装着されたSDカードに保存されます。[USB]はGX8に装着された

USBメモリーに保存されます。[SD Card/ USB]に保存されたキャプチャイメージは

[UserData] - [ScreenCapture]フォルダで確認できます。 

 

ファイル名は、[現在の日付 - ファイル番号]に保存されます。[ファイル番号]は、フ

ァイル名が作成されるときに開始する番号です。 

つまり、以下のように設定されているときにキャプチャイメージはSDカードに

[UserData] - [ScreenCapture]フォルダにJPGイメージとして保存されると、最初のフ

ァイルは、[20170530-1]、2番目のファイルは[20170530-2]、第三のファイルは、

[20170530-3]...に作成されます。 

 

 

(2) [動作]ページ：特殊（Print）  

印刷に関連する動作を設定します。  

 

GX8View実行時、PCにロールプリンタを接続して編集したフォーマットで印刷をすることができます。 

この機能は、Chapter1.2.9[コントロールパネルアイコン - 通信デバイスの部分]の（2）プリンタ、 

Chapter4.11[ロールプリンタ]を参照してください。 

 

下記のようにRollPrinterに設定し、ロールプリンタIDを設定した場合には条件が真の場合に接続されたロールプリ

ンタで印刷が実行されます。[ロールプリンタID]はTDSのプロジェクト - [ロールプリンタ]で 

印刷するページのIDを意味します。 

 

[図. 特殊機能 RollPrinter] 

 

(3) [動作]ページ：特殊（Storage）  

GX8へ装着されたストレージデバイスに関連する動作を設定します。 

GX8から保存されている警報/ログデータをSDカードにバックアップの設定をすれば、GX8メモリに保存された警

報/ログデータは指定されたメモリ容量がいっぱいになると、自動的に古いデータを設定された％（古いログファ

イルを削除する単位）程SDカードに移し、移したデータはGX8メモリから削除をします。  

 

 

[図. SDカードへのバックアップ] 

 

[SDの更新]機能は、SDカードにバックアップされていない警報/ログデータをSDカードに移動しバックアップを完
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了した警報/ログデータをGX8メモリから削除します。 

 

 

[図. 特殊機能 SD Update] 

 

(4) [動作]ページ：特殊（Memory )  

メモリコピー/ログデータを削除すると関連する動作を設定します。 

 

No Memory 説明 

1 Memory Copy 

[参照アドレス]のデータを[宛先アドレス]にコピーします。[サイズ]はコピーするアドレスの

数です。設定した[参照アドレス]と[宛先アドレス]は開始アドレスです。 

このアドレスをはじめに[サイズ]だけコピーします。 

以下のように設定すれば、[D0010]から[D0019]までのデータを[D0020]から[D0029]までに 

順次にコピーします。つまり、D0020= D0010、D0021= D0011、D0022= D0012、... 

D0029= D0019になります。 

 

 

2 
System buffer Copy 

(indirect) 

GX8内部アドレス（システムバッファ）のデータをコピーします。 

間接アドレスで、[参照アドレス]と[宛先アドレス]のデータは、GX8内部アドレスの番地で

す。[サイズ]は、コピーするアドレスの数です。 

以下のように設定し、[D0010]の値は20であり、[D0020]の値が40であれば、内部アドレス

20番地から29番地のデータを内部アドレス40番地から49番地までに順次にコピーします。 

つまり、[00040]=[00020]、[00041]=[00021]、[00042]=[00022]、...[00049]=[00029]となり

ます。 

 

 

3 Log Clear 

GX8内部メモリに保存されたログデータを削除します。 

ログは[ログID]1〜16までの16個を設定することができます。 

[全体]を選択すると、全体のログデータを削除します。 

[選択]を選択し、該当するログIDを設定するとそのログだけが削除がされます。 
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(5) [動作]ページ：特殊（System)  

システム/セキュリティに関連の動作を設定します。  

 

No Memory 説明 

1 Exit 運転画面を終了し、メニュー画面に移動します。 

2 Buzzer Sound 条件が真の場合に、ブザー音が発生します。 

3 N:1 Inter Lock 

多数のGX8と1つのコントローラが通信することを[N：1通信]といいます。  

 

多数のGX8が同時にコントローラを制御するときに発生する問題を防ぐためにGX8の入力

にロックを設定します。プロジェクト - [プロパティ]メニューを実行すると、表示される

[プロジェクトオプション]画面で[N：1タッチ制御管理の使用]をチェックした後、この

[N：1 Inter Lock]動作を使用します。  

 

 

[図. N：1のタッチ制御管理の使用] 

 

インターロックアドレス[D0010]のデータが制御可能なHMI IDになります。 

このHMI IDのGX8を除いた残りのGX8はすべてのタッチ入力が不可能になります。 

（HMI IDはGX8メニュー画面から[コントロールパネル] - [プロジェクトの設定] – 

[11.HMI ID]で確認することができます。） 

インターロックアドレス[D0010]が[0]である場合はすべてのGX8の入力が可能です。 

 

インターロック時間は、タッチ入力をしていない時点から5分後に、インターロックアド

レスの[0]を代入してくれて、インターロックを解除します。 

 

[N：1 Inter Lock]は、自分のHMI IDをインターロックアドレスに書いてくれる動作をする

ことで、自分を除いたGX8の入力を防ぎます。 

【注意】GX8のHMI IDが同じ機器がある場合には、InterLockが正常に動作しない場合が 

あります。HMIIDの変更は、GX8メニュー画面の[情報]で設定するか、 

上のスクロールメニューの[Info]で変更することができます。 

4 N:1 Inter Unlock インターロックのアドレス[0]を代入して、N：1インターロックを解除します。 

5 HMI IP Change 

GX8 IPアドレスを変更します。 

条件が真の場合に、設定したIPアドレスにGX8 IPアドレスが変更されます。 

 

 

 

[注意]運転中IPの変更は、ネットワークの構成に応じて反映され、若干の時間 

（一般的な場合は、数秒程度）がかかる場合があります。 

6 PLC IP Change 
PLC IPアドレスを変更します。 

条件が真の場合に設定したIPアドレスにPLCのIPアドレスが変更されます。
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7 
PLC Enable or 

Disable 

条件が真の場合に、接続されたPLCを使用/未使用を設定します。 

[使用]は通信をします。[未使用]は通信をしません。 

 

 

 

[PLCの状態保存アドレス]は、PLCの使用/未使用の状態を保存します。 

設定したアドレスが[1]であれば使用状態で、[0]であれば、未使用の状態です。 

8 
Touch 

Lock(Password) 

TDSで[プロジェクト] - [プロパティ] - [グローバルロックオプション] - [グローバルタッ

チロック]を設定した場合は、ロックを掛けたりログインをしてロックを解除するために

この動作を使用します。 

 

[図. グローバルタッチロックを使用] 

 

[グローバルタッチロック]は、画面に登録されたすべてのオブジェクトに[タッチロックが

掛かってタッチ入力を防ぐ機能です。該当するパスワードでログインするとタッチ入力が

可能になります。 

現場で一時的にタッチの入力を防いで作業する場合に使用します。 

（グローバルタッチロックの詳細は、Chapter4.12.6[グローバルロックオプションページ]

を参照してください。） 

 

プロジェクトを実行したときにロックがかかりません。 

 

 

 

上記のように設定したTouch Lock（Password）を動作させると、タッチロックがかかり 

下の[Touch Lockパスワード入力ウィンドウがポップアップになります。. 
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[図. Touch Lock パスワードを入力のところ] 

 

タッチロック状態で、必要な作業を終えた後は上記のところでパスワードを入力すると、 

[タッチロックが解除され、パスワードの入力画面は消えます。 

 

再びタッチロックが必要な状況になると、Touch Lock（Password）を動作させます。  

 

パスワードを入力せずに[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。  

 

 

 

間違ったパスワードを入力し、[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。  

 

 

 

仮パスワードを忘れた場合は、鍵の形のアイコンを5秒間押し続けると、下部のパスワー

ド入力欄にパスワードが表示されます。 

 

[モード]を[表示]に設定するとタッチロック状態では、正しいパスワードを入力するまで

は[Touch Lockパスワード入力欄]が表示されます。 

[モード]を[非表示]に設定するとタッチロック状態ではパスワードを入力しなくても

[Touch Lockパスワード入力欄を消すことができます。 

 

下図のように、[hide]ボタンと10、9、8、逆カウントされる数が見えます。 

[hide]ボタンを押すと、ログイン 画面が自動的に閉じます。 

そして、数字が[0]になると、ログイン画面が自動的に閉じます。 

[0〜9、Clear、Enter]キーを押すと、カウントが再び10に復元されます。 

 

 

 

9 Security Login 

[プロジェクト] - [セキュリティ]で、セキュリティレベルの機能を使用した場合に、 

この動作を利用してログインします。セキュリティレベルの詳細機能は、Chapter4.7.2[セ

キュリティレベルを使用する]を参照してください。 
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[入力種類]を[タッチパッド]に設定すると、動作時に次のキーパッドがポップアップされ

ます。該当するパスワードを入力して[Enter]キーをクリックします。 

 

 

[入力種類]を[QR Code]に設定するとフロントカメラを使用してQRコードを認識します。 

（フロントカメラはGX8Rプレミアムモデルに装着されています。） 

動作時は、次の画面がポップアップされ、赤の正方形領域内にQRコードを 

合わせ、認識されるようにします。  

 

10 Security Logout 
ログアウトしてログインを解除します。 

このとき、セキュリティレベルは0レベルになります。 

11 
Get Login User 

Name 

ログインしてセキュリティのレベルのUser Nameを[保存アドレス]に保存してくれます。 

User Nameの文字の長さを[長さ]に設定します。 

 

 

 

[図. セキュリティ] 

 

12 
Get Login User 

ID 

ログインして、セキュリティレベルのIDを[保存アドレス]に保存します。 

IDの文字の長さを[長さ]に設定します。 

 

 

13 Memo Count 

メモの数を設定したアドレスに保存します。 

[読まない数]は、読んでないメモの数を設定したアドレスに保存します。 

[総数]は、メモの総数を設定したアドレスに保存します。 
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14 Reboot System GX8を再起動します。 

 

(6) [動作]ページ：特殊（App)  

メニュー画面のアプリケーションを呼び出す動作を設定します。 

 

No Memory 説明 

1 FileBrower 

ファイルエクスプローラアプリケーションを呼び出します。 

[保存場所]で[Internal Memory/ SD Card/ USB]を選択します。 

ファイルエクスプローラの呼び出し時に、[保存場所]で選択した保存デバイスを基本の場所に表示

します。 

 

 

 

2 ScreenShotCall スクリーンショットアプリケーションを呼び出します。 

3 FTP Call FTPを呼び出します。 

4 VNC Call VNCビューアを呼び出します 

5 USB By Pass Call 前面のUSBを呼び出します。 

6 Global Media Call 

リソースに登録されたグローバルメディアを運転中に呼び出します。 

 

グローバルメディアは、[プロジェクト管理] -[リソース]で登録及び管理ができます。 

グローバルメディアの種類は次のとおりです。 

 

 

[図. グローバルメディアの種類] 

 

[プロジェクト管理] - [リソース]の右上  ボタンを押してそれぞれのメディアを登録します。 
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[図. プロジェクト管理 - リソース] 

 

 

 

呼び出し[メディアタイプ]は[Image/ Text/ PDF/ PDF Ext]の中から選択します。  

 

 

 

[メディアID]の  ボタンを押すと次のようにメディアを選択できるダイアログが表示されます。 

呼び出すメディアを選択して、[確認]ボタンをクリックします。 

 

 

[図. 呼び出すメディアの選択] 
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上記のように設定すれば条件が真の場合、以下のように指定したメディアが画面上にポップアッ

プされます。 

 

 

 

グローバルメディアの詳細な説明はChapter22.6.3[リソースの部分]を参照してください。 

7 LogViewer Call LogViewerを呼び出します。 

8 RecipeEditor Call Recipeエディタを起動します。 

9 
ScreenNavigator 

Call 
Screen Navigatorを呼び出します。 

10 Memo Call 

[メモを読む]画面と[メモを書く]画面を呼び出します。 

現場でのメモを書いたり、残されたメモを確認することができます。 

 

 

呼び出しタイプを[メモを読む]とすると、以下のような画面が呼び出され、メモを確認することが

できます。   

 

 

[図. メモ読む画面] 

 

 メモを書く画面が表示され、メモを記録するようにします。 

 選択されたメモを削除します。 

 メモのリストが消え、選択されたメモの内容のみ表示します。  
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 上部にメモのリストが表示され、下段には選択したメモの内容を表示します。 

 

呼び出しタイプを[メモを書く]にすると以下のような画面が呼び出され、メモを書くことができま

す。 

 

 

[図. メモを書く画面] 

 

 

[図. メモを書く画面] 

Senderは送信者です。 

Receiverは受信者です。Addボタンを押すと、受信者を選択することができます。 

 

 

[図. Addボタン] 
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 テキストを書き込むモードと絵を描くモードです。  

 テキストのフォントを設定します。  

 書き込みモードと消去モードです。  

 テキストのサイズを設定します。 

 テキスト/画像の色を設定します。  

 Clearはメモを消去します。 

Sendはメモを送信します。Closeはメモを書く画面を閉じます。 

 

11 Send Message 

[メッセージ管理者]に登録されたメッセージを送信します。 

発送する[メッセージID]を設定します。  

 

 

 

メッセージ管理者]は[プロジェクト] - [メッセージ送信]メニューから実行すると表示されます。 

 

[図. メッセージ管理者] 

 

メッセージ管理者の詳細な説明はChapter4.10[メッセージの送信]を参照してください。 
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(7) [動作]ページ：特殊（Camera） 

GX8Rプレミアムモデルの内蔵/外付けカメラの動作を設定します。 

 

No Camera 説明 

1 Camera Record Start 

カメラの録画を開始します。  

[CameraRecord] フォルダに日付の名前で映像が保存されます。  

 

 

 

2 Camera Record SGX8 

カメラ録画を停止します。 

 

 

 

3 Camera Barcode 

フロントカメラを利用してバーコードを認識します。 

バーコードタイプで[一般的なバーコード]と[QRコードバーコード]を選択します。 

読み込んだバーコードは、[保存アドレス]に保存されます。 

バーコードの長さは[データ長]にバイト単位で設定します。 

 

 

 

 

[図. バーコード（一般)] 
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[図. 2次元バーコード（QR Code)] 

 

7.9.7 [動作]ページ：なし 

条件が真の場合に、実行動作がない場合は[なし]に設定します。 

 

 

[図. 動作なし] 
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CCHHAAPPTTEERR  88  --  オオブブジジェェククトト((11))    

 

画面に登録してデザインしたり、動作を実行することをオブジェクトといいます。 

 

オブジェクトを画面に登録した後、プロパティを変更して、位置とサイズを変更します。 

オブジェクトには、[効果と動作]ページがあって設定した[条件]が真の時に設定した[効果]と[動作]が実行されます。 

 

このChapterは、オブジェクト1に図形に属するオブジェクトを説明します。 

 

 

[図. オブジェクト (1)] 

 

オブジェクトに含まれている [効果と動作]のページにはChapter7オブジェクトの共通事項で詳細に説明されているため、

[効果と動作]ページを除いた部分を説明します。 

 

オブジェクトに含まれたテキストページは、Chapter8.10テキストオブジェクトと同じなので、[テキスト]ページを除いた

部分を説明します。テキストページはChapter8.10テキストオブジェクトを参照してください。 

 

8.1 選択 

 

 選択は、画面上のオブジェクトを選択するモードです。 

オブジェクトを選択して[ESC]キーを押すと選択が解除され、[選択]に戻ります。 

オブジェクトを選択して画面に登録することを完了したら自動的に[選択]に戻ります。 
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8.2 点オブジェクト  

 

 点を描画します。  

 

 

[図. 点オブジェクト] 

 

8.2.1 形状ページ 

 

様々な色で、[1〜10] dotサイズの点を描くことができます。 

 

No 点 説明 

1 点の色 カラーパレットを使用して点の色を設定します。 

2 点の太さ 点の太さを[1〜10（dot）]の範囲に設定します。 
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8.3 線オブジェクト 

 線を描画します。  

 

ラインの開始位置を選択した後、ドラッグして到着位置でマウスを離します。 

キーボードの[Shift]キーを押したままドラッグすると、垂直線や水平線に固定して描画することができます。  

 

 
[図. 線オブジェクト] 

 

8.3.1 線のスタイルページ 

 

様々な色と線のスタイルをサポートし、1〜10dotの太さの線を描くことができます。 

[線の形状/線の色/線の太さ]を設定して、線の[開始点/到着地]の位置を設定することができます。  

 

(1) 線  

No 線 説明 

1 線の形状 線の形状をコンボボックスから選択します。 

2 線の色 カラーパレットを使用して線の色を設定します。 

3 線の太さ 線の太さを1〜10dotの中から選択します。 

 

(2) 位置 

No 位置 説明 

1 開始点 X 線の始点のX座標位置を設定します。 

2 開始点 Y 線の始点のY座標位置を設定します。 
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3 到着点 X 線到着点のX座標位置を設定します。 

4 到着点 Y 線到着点のY座標位置を設定します。 

8.4 四角形オブジェクト 

 四角形を描画します。  

 

画面に開始点を選択した後、ドラッグして描画した後、マウスを離します。 

キーボードの[Shift]キーを押したまま四角形を描くことができます。  

 

 
[図. 四角のオブジェクト] 

 

8.4.1 四角形のスタイルページ 

 

(1) 線 

四角形を構成する[線の色/線の太さ/線の形状/丸み]を設定します。 

 

No 線 説明 

1 線の色 カラーパレットを使用して線の色を設定します。 

2 線の形状 線の形状をコンボボックスから選択します。 

3 線の太さ 線の太さを1〜10dot中に選択します。 

4 丸み 
[0]は、四角形であり、0以外の値を入力すると、角が丸い四角形を作成します。 

四角形のサイズに応じて設定できる値の範囲が異なり、値が大きくなるほど円形の形になります。 

 

(2) 塗りつぶし 

四角形の内部に色を塗ります。 
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[塗りつぶし方式/塗りつぶしの色/背景色]を利用してパターンを与えることができます。 

 

No 塗りつぶし 説明 

1 
塗りつぶす 

方式 

四角形の内部の色のパターンをリストから選択します。 

 

 

  

2 
塗りつぶし

の色 
[塗りつぶし方式]のパターンで黒く表示された部分の色を設定します。 

3 背景色 [塗りつぶし方式]のパターンで白く表示されて部分の色を設定します。 

 

8.5 楕円オブジェクト 

 楕円を描画します。  

キーボードの[Shift]キーを押したまま描くと丸く描くことができます。 

 

 

[図. 楕円オブジェクト] 
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8.5.1 形状ページ 

 

様々な色と線の形をサポートし、塗りつぶしを利用して、楕円の内部に色を塗ることができます。 

 

(1) 線 

楕円を構成する[線の色/線の太さ/線の形状]を設定します。 

 

No 線 説明 

1 線の色 カラーパレットを使用して線の色を設定します。 

2 線の形状 線の形状をコンボボックスから選択します。 

3 線の太さ 線の太さを1〜10dot中に選択します。 

 

(2) 塗りつぶし 

楕円の内部に色を塗ります。 

[塗りつぶし方式/塗りつぶしの色/背景色]を利用してパターンを与えることができます。 

 

No 塗りつぶし 説明 

1 
塗りつぶし 

方式 

楕円の内部の色のパターンをリストから選択します。 

 

 

  

2 
塗りつぶし

の色 
[塗りつぶし方式]のパターンで黒く表示された部分の色を設定します。 

3 背景色 [塗りつぶし方式]のパターンで白く表示されて部分の色を設定します。 
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8.6 円弧/π/弦/オブジェクト 

楕円オブジェクトの下部の矢印をクリックすると円弧/π/弦 オブジェクトを見ることができます。 

 

 

 

 

 

 

 

[図. 円弧/π/弦 オブジェクト] 

 

 

[図. 円弧/π/弦 オブジェクト] 

 

円弧は開いた図形で, πと弦は閉領域の図形です。  
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円弧/π/弦の形は以下のとおりです。 

 

 

[図. 円弧/π/弦] 

登録された[円弧/π/弦]オブジェクトを選択すると、白トラッカーと黄色トラッカーを見ることができます。 

[白トラッカー]はドラッグしてサイズを調節でき、[黄色トラッカー]をドラッグして角度を調節することができま

す。 

 

8.6.1 形状ページ  

 

[図形の種類/角度/線/塗りつぶし]を設定します。 

(1) 図形の種類 

[円弧/π/弦] の中から選択します。  

 

(2) 角度 

開始角度と終了角度を設定します。 

 

[開始角度]は3時の方向を基準に0度から反時計回りの角度です。 

[終了角度]は3時の方向を基準に360度から時計回りの角度です。 

  

(3) 線 

No 線 説明 

1 線の形状 線の形状をコンボボックスから選択します。 

2 線の太さ 線の太さを1〜10dotの中から選択します。 

3 線の色 カラーパレットを使用して線の色を設定します。 

  

(4) 塗りつぶし 

π/弦の内部に色を塗ります。 

円弧は閉領域ではないので、塗りつぶしする機能をサポートしません。 

 

[塗りつぶし方式/塗りつぶしの色/背景色]を利用してパターンを与えることができます。 

 

No 塗りつぶし 説明 

1 
塗りつぶしする 

方式 

楕円の内部の色のパターンをリストから選択します。 
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2 塗りつぶしの色 [塗り方式]のパターンで黒く表示された部分の色を設定します。 

 背景色 [塗り方式]のパターンで白く表示されて部分の色を設定します。 

 

 

 

 

 

 

 

8.7 多角線/多角形オブジェクト 

 

 多角線/多角形を描きます。  

線と線がつながる図形をすべて多角線/多角形といいます。多角形は、閉領域に描かれます.  

 

マウスの左ボタンで連続して点をずるとその点が頂点となります。 

マウスの右ボタンをクリックして描画を終了します。 

 

 

[図.多角線/多角形オブジェクト] 

 

登録された[多角線/多角形]オブジェクトを選択すると白トラッカーと黄色トラッカーを見ることができます。 

[白トラッカー]をドラッグしてサイズを調節でき、[黄色トラッカー]をドラッグして形状を変更することができま

す。 

 

8.7.1 形状ページ  
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[図形の種類/線/塗りつぶし]を設定します。 

 

(1) 図形の種類 

多角線/多角形の中から選択します。 

 

[多角線]は描画するときに線と線が続いた図形であり、[多角形]は描画されるときには面が生成された図形です。 

 

 

 

 

(2) 線 

No 線 説明 

1 線の色 カラーパレットを使用して線の色を設定します。 

2 線の形状 線の形状をコンボボックスから選択します。 

3 線の太さ 線の太さを1〜10dot中に選択します。 

 

(3) 塗りつぶしする 

[多角形]の内部に色を塗ります。 

[多角線]は、閉領域ではないので、 塗りつぶしする機能をサポートしません。 

 

[塗りつぶし]をチェックして、[塗りつぶしの色]を設定します。 

 

8.8 イメージオブジェクト 

 イメージを登録します。  

登録できるイメージフォーマットは[JPG、BMP、PNG、SVG]ファイルです。 
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[図. イメージオブジェクト] 

 

 

 

 

 

8.8.1 イメージ設定：イメージ/イメージスクリーン/イメージファイルへの経路 

 

登録できるイメージタイプ（種類）としては[イメージ/イメージスクリーン/イメージファイルの経路]があります。 

 

 

[図. イメージオブジェクトタイプ]  

 

N

o 

イメージ設定 
説明 

1 イメージ 
[イメージ]は、[イメージ選択ダイアログ]でイメージを直接に選択します。   
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 ボタンを実行すれば、[イメージ選択ダイアログ]が表示されてイメージを読み込むことができ

ます。 

(イメージの選択ダイアログはChapter7.3[イメージの選択ダイアログ]を参照してください。） 

 

は選択したイメージを削除します。 

 

はイメージの背景を[透明に]処理するときに使用します。 

設定した色はイメージを登録する時に透明に表現されます。   

 

[ファイル名]は読み込んだイメージの名前を表示します。[W]はイメージの水平方向の 

サイズ（ピクセル）であり、[H]はイメージの縦サイズ（ピクセル）です。 

 

[元のサイズ]のボタンを押すとイメージに描かれたイメーオブジェクトのサイズとは 

関係なく、登録したイメージのサイズで画面に登録されます。 

2 
イメージスクリ

ーン 

[イメージスクリーン]は画面の種類です。  

 

 

 

(イメージスクリーンの作成方法はChapter5.1.4[イメージスクリーン生成]を参照してください) 

イメージスクリーンは、[動作]を除いた図を描くことができる画面です。 

したがって、動作が含まれているオブジェクトを登録する場合は、次のようなメッセージが表示され

ます。 
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登録されたイメージのスクリーンは、[選択]ボタンで呼び出します。 

[削除]ボタンを押すと、選択が解除されます。 

3 
イメージ 

ファイルの経路 

[イメージファイルの経路]はSDカードに保存されたイメージを画面に表示するときに使用します。  

 

 

 

画面に表示するイメージをSDカードに保存します。 

[ファイル経路]に上記のように、正確なファイル名と拡張子を入力する必要があります。 

GX8へ装着されたSDカードに対応するイメージがある場合は画面に表示されます。 

 

SD CARDが装着されていないか、SD CARDにイメージがない場合は次のように表示されます。 

 

 

SDカードを削除して装着した場合には、GX8を再起動したり、運転を終了した後、再度実行しないと

SDカードのイメージの認識はできません。 

 

[イメージファイルの経路]を使用する場合は[条件]で[ワードケース]と[ワード間接]条件はサポートしま

せん。 

 

 

 

 

 

 

8.8.2 イメージ条件：使用不可/ビットケース/ワードケース/ワード間接 
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イメージを表示する条件を設定します。 

条件は、[使用なし/ビットケース/ワードケース/ワード間接]の中から選択します。 

 

No イメージ条件 説明 

1 使用なし [イメージ設定]で設定したイメージを常に表示します。 

2 ビットケース 
設定したビット[アドレス]のON / OFFデータに基づいてイメージを表示します。 

[ON]のときのイメージと[OFF]のときのイメージをそれぞれ設定します。 

3 ワードケース 

設定したワード[アドレス]のデータの範囲に基づいて、多数のイメージを表示します。 

データの[最小]と[最大]を設定し、その範囲のときに表示するイメージを選択します。 

 

 

4 ワード間接 

[ワード間接]の設定したワード[アドレス]のデータに基づいて、多数のイメージを表示します。 

 

[イメージオブジェクトタイプ]が[イメージ]である場合は[プロジェクト管理] - [リソース] - [グロ

ーバルイメージ]にイメージを登録して、イメージ[番号]を利用して画面に表示します。 

ワードアドレスの[データ]が表示するグローバルイメージの[番号]となります。 

つまり、ワードアドレスのデータが[1]であれば、[1]番のイメージを表示します。 

（グローバルイメージを登録する方法は、Chapter7.3.3[グローバルイメージ]を参照してくださ

い.) 

 

 

 

[イメージオブジェクトタイプ]が[イメージ]である場合にはイメージスクリーンの[番号]を 

利用して画面に表示されます。 

ワード[アドレス]のデータが表示するるイメージのスクリーンの番号になります。 

つまり、ワード[アドレス]のデータが[1]であれば、[1]番のイメージスクリーンを表示します。 
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8.9  塗りつぶしのオブジェクト 

 

 塗りつぶしは図形の閉領域に色を塗りつぶします。 

塗りつぶしオブジェクトが登録されている場所で形成された閉領域に塗りつぶします。  

 

閉じ領域を形成することができるオブジェクト（四角形/楕円/多角形）はプロパティに塗りつぶし項目があるので、

別の塗りオブジェクトを登録する必要がありません 

 

[図. 塗りつぶしのオブジェクト] 

 

 

[図. 画面に登録された塗りつぶしのオブジェクト] 

 

8.9.1 塗りつぶしページ 

 

[塗りつぶしの色]で使用する色を設定します。 
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8.10 テキストオブジェクト 

 

 テキスト（文字列）を登録します。  

 

 
[図. テキストオブジェクト] 

 

8.10.1 テキストページ 

 

文字列を入力して、フォントを設定します。 

 

No テキスト  説明 

1 直接入力 文字列を直接入力します。 

2 文字列テーブル 
[プロジェクト] - [文字列]に登録した文字列を読み込みします。 

文字列テーブルは、Chapter4.4[文字列]を参照してください。 

 

No テキスト 説明 

1 フォントの種類 フォントの種類を設定します。 

2 フォントサイズ フォントのサイズを設定します。 

3 
フォント

の色 

 フォントの文字の色を設定します。 

 文字の背景色を設定します。 

4 
アンチエイリア

シング 

低解像度でフォントの品質を向上させる機能です。 

フォントのサイズが大きくなると文字のアウトラインを柔らかく処理し、鮮明にします。   

5 
フォント

編集 

 Bold機能で文字を太字表現します。 

 文字を斜めに表現します 

 文字に下線を表現します。 
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 文字に取り消し線を表現します。 

6 
フォント

の整列 

 文字列を左に整列します. 

 文字列を水平方向の中央に整列します。 

 文字列を右に整列します。 

7 間隔 

 

複数行の文字列を使用した場合の行間隔を設定します。 

設定したピクセル程の間隔置きます。 

 

文字を横方向に伸縮する機能です。100％は元のサイズです。 

[20〜800％の範囲で設定することができます。 

この機能をサポートするフォントやサポートしないフォントがあります。.   

 

8.11 目盛りオブジェクト 

 目盛りを登録します。  

目盛りは[四角形の目盛]、[円形目盛]の2種類があります。主にグラフを飾る目的で使用します。 

 

8.11.1 四角形の目盛のオブジェクト  

 

横型、縦型の四角形の目盛を描画します。 

四角形オブジェクトを描画する方法と同様に、左上隅の位置を選択した後、希望のサイズにドラッグして描画しま

す。 

大きな目盛りと大きな目盛りの間に小さな目盛りで描かれます。 

 

 
[図. 四角形の目盛のオブジェクト] 
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(1) 目盛りの種類   

 

No 目盛 説明 

1 目盛りの種類 横型目盛 ( )と縦型目盛 ( )の中から選択します。 

 

2 目盛りの方向 
小さな目盛りの方向を[外へ/中へ]の中から選択します。 

小さな目盛りがグラフの内側に位置するか、外側に位置するかを設定します。 

3 分割タイプ 

分割タイプを[Point per Axis/ Desired Incremen]の中から選択します.  

 

 
 

[Point per Axis]は、大きな目盛りの[数]と小さな目盛りの[数]を設定して、目盛りの全体のサイズを

設定した大きな目盛りの数に分割し、大きな目盛りを表示して、大きい目盛りの間の間隔を小さな

目盛の[数]に分割して小さな目盛りを表示します。 

 

 

 

[Desired Incremen]は大きな目盛の[線間のピクセルの間隔]と小さな目盛りの[線間のピクセルの間

隔]を利用して、目盛りを描画します。 

 

 

  

(2) 大きな目盛の設定/小目盛りの設定 

 

[目盛の太さ/線の形状/線の色]を設定します。 

 

No 目盛 説明 

1 目盛の太さ 目盛線の太さを1〜100dotの中から選択します。 

2 線の形状 目盛線の形状を選択します。 

3 線の色 目盛線の色を設定します。 
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8.11.2 円形目盛のオブジェクト 

 

円形の目盛りを描画します。 

四角形オブジェクトを描画する方法と同じように、左上隅の位置を選択した後希望のサイズにドラッグして描画し

ます。 

 

 
[図. 円形目盛オブジェクト] 

 

(1) 目盛の種類 

目盛りの形状と方向を設定します。 

 

No 目盛 説明 

1 目盛の種類 

[円目盛/半円目盛]の中から選択します。 

 

 

[円目盛/半円目盛] 

 

2 目盛りの方向 

目盛りの方向を[外へ/中へ]の中から選択します。 

[外へ]は目盛を円の外側に描くものであり、[中へ]は目盛りを円を内側に描画します。 

 

 

[外へ/中へ] 

 

3 枠線表示 目盛りを構成する円/半円の[枠線]を描画します。 
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[枠線見える使用しない/使用] 

  

(2) 大きな目盛の設定/小目盛りの設定 

[目盛の数/目盛の長さ/線の太さ/線の形状/線の色]を設定します。 

 

No 目盛 説明 

1 目盛の数 大きな目盛りの数と大きな目盛りの間に入る小さな目盛りの数を設定します。 

2 目盛りの長さ

（ピクセル） 
大きな目盛と小さな目盛りの長さをそれぞれ設定します。 

3 目盛りの太さ

（ピクセル） 
目盛線の太さを1〜100dotの中から選択します。 

4 線の形状 目盛線の形状を選択します。 

5 線の色 目盛りの色を選択します。 
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CCHHAAPPTTEERR  99  --  ラランンププオオブブジジェェククトト  

 

 ランプオブジェクトは[条件]に基づいてランプをつける機能です。  

ランプオブジェクトには、スイッチの機能を含めることができます。  

 

ランプオブジェクトは機能に応じて、[ビットランプ/多相ランプ/タッチ/プッシュボタン/ OnOffスイッチ/選択ス

イッチ/画面の切り替え/ユーザーの指定]オブジェクトがあります。 

 

 

[図. ランプオブジェクト] 

 

ランプオブジェクトの種類は[オブジェクト] - [ランプ]メニューの下位メニューを選択して設定することができ

ます。 

また、ランプのオブジェクトの[メインページ]の[ランプの特性]を選択して設定することができます。 

 

No ランプの特性 説明 

1 ビットランプ 設定したビットアドレスのOn / Off状態に応じて、ランプを表示します。 

2 多相ランプ 

特性に応じて、[ワードランプ/ N-ビットの組み合わせ/ Nビット個別]があります。 

 

[ワードランプ]は設定した[条件]に基づいて、ランプを表示します。 

[N-ビットの組み合わせ]は、複数のビットアドレスの[On / Offの組み合わせ]に基づいてランプを

表示します。 

[N-ビット個別]は、複数のビットのアドレス中にOn状態であるビットのアドレスに基づいてラン

プを表示します。 

3 タッチ タッチして操作を実行するボタンを作成します。 

4 モーメンタリー タッチ中の間にOnになって手を離すとOffとなるスイッチを作成します。 

5 
On / 

Offスイッチ 
Onスイッチ/ Offスイッチ/反転（トグル）スイッチを作成します。 

6 選択スイッチ 
多数のビットアドレスのタッチするたびに、ビットアドレスが順番にに一つずつOnになるスイッ

チを作成します。 

7 画面の切り替え 
メイン画面を切り替えるスイッチを作成します。 

設定したウィンドウの画面をポップアップさせるスイッチを作成します。 

8 ユーザー定義 
スイッチの機能は、[効果と動作]ページで設定し、[ランプ]機能は[ビットランプ/ワードランプ/ 

N-ビットランプ/ Nビット個別]の中から選択して設定します。 

 

9.1 ビットランプ 
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[ビットランプ]は設定したビットアドレスのON/ OFF状態を表示します。 

 

 

[図. ビットランプ] 

 

9.1.1 メインページ 

[ランプの特性]で[ビットランプ]を選択します。 

[プロパティの設定]でランプで表示したいビットアドレスを設定します。  

  

9.1.2 ランプページ 

設定したビットアドレスのデータが[Onのとき/ Offのとき]のランプの形状を設定します。  

 

[図. ランプページ] 
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▶ [図形の形状]は、[四角形/楕円/イメージ/閉領域の塗りつぶし]の4種類の中から選択します。 

 

(1) 図形の形が[四角形/楕円]である場合 

図形の形状を[四角形/楕円]を選択した場合、設定する方法は同じです。 

線の[線のプロパティ/線の太さ/線の色]の設定をして、[塗りつぶし]の[塗りつぶしプロパティ/塗りつぶし色/背景

色]を設定します。  

 

No 四角形/円形 説明 

1 線プロパティ 

図形のアウトライン形状を選択します。   

 

 

 

2 線の太さ 
図形のアウトラインの太さを設定します。線の太さは1〜10ピクセルまで設定することができ

ます。 

3 線の色 図形のアウトラインの色を設定します。 

4 
塗りつぶしのプロ

パティ 

図形の内部に色を設定します。15種類のパターンから選択します。 

 

 

5 塗りつぶしの色 [塗りつぶしのプロパティ]で選択したパターンの黒い部分を塗りつぶしする色を設定します。 

6 背景色 [塗りつぶしのプロパティ]で選択したパターンの白い部分を塗りつぶしする色を設定します。 

   

 

(2) 図形の形が[イメージ]である場合 

ランプの形状をイメージとして選択します。 

 

[図. 図形の形がイメージである場合] 
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No イメージ 説明 

1  
イメージの選択ダイヤログを読み込んで、イメージを設定することにします。 

（イメージ選択ダイヤログを設定する方法はChapter7.3を参照してください。） 

2  画像の選択ダイヤログで選択したイメージを取り消しします。 

3 
 

選択した画像の背景を透明に処理するときに設定します。 

設定した色をイメージで透過に処理して表現します。 

 

(3) 図形の種類が[閉領域の塗りつぶし]である場合 

ランプの形状を閉領域の塗りつぶしを選択します。 

閉領域の塗りつぶしはすでに描かれている閉領域に塗りつぶすことです。  

 

 

[図. 図形の形が閉領域の塗りつぶしである場合] 

 

On / Off時の閉領域を塗りつぶしの色をそれぞれ設定します。 

▶ ON/ OFF時に使用するランプを強調するために効果を設定します。 

OFFの場合は[効果なし/点滅/隠し/色の反転]の設定ができ、ONの場合、効果なし/点滅/隠し/色反転/ OnOff反転/

図形反転]の設定ができます。 

 

 

(1) [なし]: 効果機能を使用しません。 

(2) [点滅]：該当するランプが点滅を繰り返します。[間隔]で点滅周期を設定します。 

 

 

(3) [非表示]：該当するランプを非表示して見えないようにします。 

(4) [色反転]：該当するランプの色を反転して表示します。 

(5) [On / Off反転]：OnになったときOnランプとOffランプを定期的に交互に表示します。 

周期は[間隔]で設定します。 
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(6) [図形反転]：OnになったときOnランプの 図形とOffランプの図形を定期的に交互に表示します。 

このとき、キャプションはOnキャプションを維持します。 

周期は、[間隔]で設定します。  

 

 

 

▶ 文字列はランプの上にテキストを追加することです。 

[文字列の使用]をチェックしてOn / Offの文字列をそれぞれ設定します。 

 

 

[図. 文字列] 

 

No 文字列 説明 

1 直接入力 文字列を直接入力します。 

2 文字列テーブル [プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を選択します。  

3  On文字列をOff文字列にコピーします。 

4  Off文字列をOn文字列にコピーします。 

5 Font 設定 

文字列のフォントを設定します。 

 

(フォントの設定はChapter8.10[テキストオブジェクト]を参照してください) 

  

9.2 多相ランプ 

[多相ランプ]は、多数のランプを意味します。 

[多相ランプの特性]に応じて、ワードランプ/ N-ビットの組み合わせ/ Nビット個別]があります。 
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[図. 多相ランプ] 

 

[ワードランプ]は設定した[条件]に基づいて、ランプを表示します。 

  

9.2.1 ワードランプ 

 

[ワードランプ]は、設定した[条件]に基づいて、ランプを表示します。 

主に、ワードアドレスの[データ範囲]を条件として使用します。.   

 

 

[図. ワードランプ] 

 

[多相ランプの特性]で[ワードランプ]に設定し、[ランプアドレス]にワード（16ビット）のアドレスを設定します。 

 

[ランプアドレス]で設定したアドレスのデータ範囲に応じて表示するランプを[ランプ]ページで設定します。 
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[図. ランプページ] 

 

▶ [図形]で図形の形状を四角形/楕円/イメージ/閉領域の塗りつぶし]の中から選択します。  

図形の形状に応じて設定するランプの形状はビットランプと同じなのでビットランプを参照してください。 

 

▶ [設定]の[条件]に応じて表示するランプの数だけ、[追加]ボタンを押してランプを生成します。 

1番ランプは[Default Case]でランプリストの条件のいずれかの条件にも属さない場合、そのランプで表示します。 

 

No ランプリストボタン 説明 

1 追加 
ランプを追加します。下部に追加されたランプの[条件/文字列/色/イメージ/効果]を設定しま

す。 

2 削除 選択したランプを削除します。 

3 上 選択したランプを一段を上位のリストに移動します。 

4 下 選択したランプを一段を下位のリストに移動します。 

 

▶ 各ランプは[条件/文字列/色/イメージ/効果]を設定します。 

 

No 設定 説明 

1 条件 

設定したランプを表示する[条件]を設定します。 

 

 

 

[ビット条件]、[X<a、a<X<b、ワード変更]、[ASCII条件]を設定することができます。 

（条件の設定はChapter7.7[条件]ページの設定]を参照してください。） 
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2 文字列 

ランプの上に追加する文字列を作成します。  

 

 

 

(文字列の入力方法は、Chapter8.10[テキストオブジェクト]を参照してください) 

3 色 

図形の形が四角形/楕円]の場合は線の形状の塗りつぶしの色を設定します。  

 

 

 

図形の形が[閉領域塗りのつぶし]である場合、塗りつぶしの色を設定します。 

 

 

 

(設定方法は、ビットランプを参照してください) 

4 イメージ 

図形の形が[イメージ]の場合ランプで表示するイメージを設定します。 

 

 

 

(設定方法は、ビットランプを参照してください) 

6 効果 

各ランプを強調するために効果を設定することができます。 
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(設定方法は、ビットランプを参照してください.) 

  

9.2.2 N- ビットの組み合わせ 

 

[N-ビットの組合わせ]は複数のビットアドレスの[On / Offの組合わせ]に基づいてランプを表示します。 

 

 

[図. N-ビットの組合わせのメインページ]  

 

▶ 【多相ランプの特性]を[N-ビットの組み合わせ]に設定します。 

[ランプアドレス]で表示する[ランプ数]と[アドレス]を設定します。 

 

最大に表示が可能な[ランプ数]は16個です。 

アドレスのOn / Offの組み合わせをランプで表示する機能ですので1つのビットアドレスにはOnとOff、2つの組

み合わせができるので、アドレス1つは最大2つのランプを表示することができます。 

2つのアドレスには最大4つのランプ、3つのアドレスには最大8つのランプ、アドレス4つは最大16個のランプを

表示することができます。 

 

[ランプの数]を設定すると必要なアドレス数に応じて[アドレス1/アドレス2/アドレス3/アドレス4]が順番に生成

されます。 

 

▶ [ランプページ]で設定した[アドレス1/アドレス2]のOn / Offの組み合わせに合わせてランプを設定します。 

メインページで設定した[アドレス]に基づいて[設定]で自動的にリストを作成してくれます。 

必要のないリストは[削除]ボタンで削除することができます。 

 

 表示は該当するアドレスがOnの状態であり,  表示は該当するアドレスがOffの状態を意味します。 

アドレス1]と[アドレス2]が両方がOffである場合、両方がOnの場合、どちらかがOnの場合に応じてランプを 

設定します。   



CHAPTER 9 -ランプオブジェクト  447 

 

  

 

[図. N-ビットの組み合わせのランプページ] 

 

[図形の形状]によるランプの詳細設定はビットランプを参照してください。 

 

9.2.3 Nビット個別 

 

[N-ビット個別]は、複数のビットのアドレス中にOn状態であるビットのアドレスに基づいてランプを表示しま

す。 

 

[図. Nビット個別のメインページ] 

▶ [多相ランプの特性]を[Nビット個別]を選択します。 

[ランプアドレス]でランプの数を設定すると、設定した数だけアドレスフィールドが生成されます。 
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設定できる最大のランプ数は8個です。 

 

設定したビットアドレスの中、On状態であるビットアドレスのランプを表示します。 

 

▶ 各ビットのアドレスに対応するランプを設定します。 

[図形の形状]によるランプの詳細設定はビットランプを参照してください。 

 

 

[図. Nビット個別のランプのページ] 

 

設定した[ランプ数]に基づいて設定したビットアドレスは順序があります。 

On状態であるビットのアドレスが1つであれば順序は関係ありませんが、2個以上の場合には順序に従って上位

のランプを表示します。下位番号のランプを表示するためには、親番号のランプはすべてOff状態である必要が

あります。 
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9.3 タッチ 

タッチオブジェクトはタッチして操作を実行するオブジェクトです。  

 

 

[図. タッチオブジェクト] 

 

9.3.1 基本ページ 

 

[ランプの特性]は[タッチ]に設定されています。 

他の特性に変更することができます。 

 

[プロパティの設定]の[Edit Action]をクリックすると[効果および動作]ページに移動して動作を設定することがで

きます。[効果および動作]のページに[条件]が[Touch Down]で既に追加されているので、[動作]のみに設定して

修正すれば良いです。 
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[図. 効果および動作ページ] 

9.3.2 形状ページ 

 

タッチオブジェクトの形状を設定します。 

 

 

[図. 形状 ページ] 

 

(1) 図形 

[図形の形状]を[形状なし/四角形/円形/イメージ]の中から選択します。 

 

形無し ( )は 文字通りタッチオブジェクトの形状がないことです。 

  

▶ 図形の形状を四角形/円形]で選択した場合、 

四角形タッチオブジェクトの形状を四角形/円形]に設定します。 

四角形/円形の線と塗りつぶしを設定します。 

 

No 四角形/円形 説明 

1 線のプロパティ 

図形のアウトライン形状を選択します。   

 

 

2 線の幅 
図形のアウトラインの太さを設定します。 

線の太さは、1〜10ピクセルまで設定することができます。 

3 線の色 図形のアウトラインの色を設定します。 

4 
塗りつぶしプロ

パティ 
図形の内部に色を設定します。15種類のパターンから選択します。 
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5 塗りつぶしの色 [塗りつぶしのプロパティ]で選択したパターンの黒い部分を塗りつぶす色を設定します。 

6 背景色 [塗りつぶしのプロパティ]で選択したパターンの白い部分を塗りつぶす色を設定します。 

 

▶ 図形の形状を[イメージ]で選択した場合、 

タッチオブジェクトの形状をイメージに設定します。  

 

 

[写真. イメージに設定] 

 

No イメージ 説明 

1  
イメージ選択のダイヤログを読み込んで、イメージを設定することにします。 

（イメージ選択のダイヤログを設定する方法はChapter7.3を参照してください。） 

2  イメージ選択のダイヤログで選択したイメージを取り消しします。 

3 
 

選択したイメージの背景を透明に処理するときに設定します。 

設定した色をイメージで透過に処理して表現します。 

 

(2) 文字列 

タッチオブジェクトに文字列を追加します。 

[文字列の使用]をチェックして、文字列の種類を[直接入力/文字列テーブル]の中から選択します。  

 

 

[図. 文字列] 

 

No 文字列] 説明 

1 直接入力 文字列を直接作成します. 
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2 文字列テーブル [プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を選択します。  

3 Font 設定 

文字列のフォントを設定します。 

 

(フォントの設定はChapter8.10を参照してください) 

9.3.3 タッチのオプションページ 

 

タッチオブジェクトのブザー音とインターロックを設定します。  

 

 

 [図. タッチオブジェクトのタッチオプション]  

 

No プロパティページ 説明 

1 ブザー音 

タッチ音を使用可否を設定します。 

タッチ音はタッチオブジェクトをタッチしたときに発生する「ピッ」音の短いブザー音で

す。[タッチ音なし]をチェックするとブザー音が発生しません。 

2 インターロック 

タッチオブジェクトのインターロックを設定します。 

[インターロック]をチェックして[タッチ操作条件]を設定すると[タッチ動作条件]が満たされ

るとタッチオブジェクトは動作するし、そうでないときには動作しません。 

 

タッチ動作条件は  ボタンで追加することができ、最大8個まで設定が可能です。 

演算条件は、[AND / OR]中に設定します。 

[AND]はすべての[タッチ動作条件]が満たされる時に真になります。 

[OR]は複数の[タッチ動作条件]が満たされる時に真になります 
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9.3.4 効果と動作ページ 

 

効果および動作を設定します。 

[メイン]ページで[Edit Action]ボタンをクリックするとすぐに[効果および動作]ページに移動します。  

 

タッチオブジェクトは基本的に[条件]が[Touch Down]で既に追加されているので[効果/動作]のみに設定して修正

します。 

☞ 効果及び動作ページの設定方法はChapter7.6[効果および動作ページの設定方法]を参照してください。 

 

 

 [図. 効果および動作ページ]  
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9.4 モーメンタリー 

モーメンタリーはボタンを押している間に設定したビットアドレスの値がONになり、手を離すとOFFになる動作です。  

 

 

[図. モーメンタリー] 

 

No プロパティページ 説明 

1 基本 モーメンタリーアドレスを設定します。 

2 ランプ 
モーメンタリーオブジェクトのOn/ OFF時の形状を設定します。 

このページにはビットランプオブジェクトと同じなのでChapter9.1.2を参照してください。 

3 タッチオプション 
ブザー音とインターロックを設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなのでChapter9.3.3を参照してください。 

4 効果と動作 
モーメンタリー機能以外にもさらに[効果および動作]を追加することができます。 

[効果および動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 

 

9.4.1 基本ページ 

 

[ランプの特性]で[モーメンタリー]に設定します。  

 

[プロパティの設定]で[アドレスの数]は最大5個まで設定することができます。 

[スイッチアドレス]に設定した[アドレスの数]だけ、ビットのアドレスが追加されます。 
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設定したビットアドレスはボタンは押している間と同時にONになり、手を離すとすべてOFFになります。 

 

▶[最大実行回数]が[1]である場合にはボタンを押す瞬間ビットアドレスのONを一度書き、手を離すとOFFを書

き込みます。つまり、ボタンを押している間、そのアドレスのデータがPLCプログラム等によりOFFになっても

再びONにされません。 

▶[最大実行回数]が[2]以上である場合には、ボタンを押す瞬間をONに書き、設定した[間隔]ごとに[最大実行回

数]程ONに書きます。手を離すとOFFを書きます。 

▶[最大実行回数]が[0]である場合にはボタンを押す瞬間ONを書き、設定した[間隔]ごとに手を離すまでONを書

きます。つまり、ボタンを押している間、 

そのアドレスのデータがPLCプログラム等によりOFFになっても再びONになります。  

 

   

9.5 On/Off スイッチ 

On/Off スイッチは、ビットスイッチであり、ビットアドレスの[On / Off/ Reverse]の動作を設定します。  

 

[図. ON/OFF スイッチ] 

 

No プロパティページ 説明 

1 基本 On / Offスイッチのプロパティを設定します。 

2 ランプ 
On / OffスイッチのOn/ OFF時の形状を設定します。 

このページにはビットランプオブジェクトと同じなので、Chapter9.1.2を参照してください 

3 タッチオプション 
ブザー音とインターロックを設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなので、Chapter9.3.3を参照してください。 

4 タッチオプション 
On / Offスイッチ機能以外にもさらに[効果および動作]を追加することができます。 

[効果および動作]機能はChapter7.6を参照してください。 

 

9.5.1 基本ページ 
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[ランプの特性]で[On / Offスイッチ]に設定します。 

No プロパティ 説明 

1 
押しスイッチの 

プロパティ 

スイッチの動作を[On / Off/ Reverse]の中から選択します。   

は Off動作で、ビットアドレスのOffを書き込みます。. 

は On動作で、ビットアドレスにOnを書き込みます。 

は Reverse動作でビットアドレスのデータがOnであればOffを書き、 

Offの場合はOnを書き込みます。 

2 ランプアドレス On / Offの状態を表示するランプアドレスを設定します。 

3 スイッチアドレス 

設定された動作に応じて制御するビットアドレスを設定します。 

[ランプアドレスと同じように]をチェックするとランプアドレスと同じアドレスに設定され

ます。 

 

9.6 選択スイッチ 

選択スイッチは、複数のビットのアドレスを設定して、その中に1つのビットアドレスだけONになる動作です。 

 

[図. 選択スイッチ] 

  

No プロパティページ 説明 

1 基本 選択スイッチのアドレスを設定します.  

2 ランプ 選択スイッチの形状を設定します。 

3 タッチオプション 
ブザー音とインターロックを設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなのでChapter9.3.3を参照してください。 

4 効果と動作 
選択スイッチの機能以外にも[効果および動作]を追加することができます。 

[効果および動作]機能はChapter7.6を参照してください 

 

9.6.1 基本ページ 

 

[ランプの特性]で[選択スイッチ]に設定します。 

 

[プロパティの設定]で[ランプ数]と[ランプ＆スイッチアドレス]を設定します。 

[ランプ数]は最大8個まで設定できます。 

設定した[ランプ個数]だけ[ランプ＆スイッチアドレス]にビットのアドレスが追加されます。 

 

選択スイッチをタッチするたびに[ランプ＆スイッチアドレス]に登録されたビットアドレスが順番にOnになって、
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Onになったビットアドレスを除いたビットのアドレスは、すべてOffになります。 

最後の番号までOnになった後は、1回のビットアドレスがOnになります。 

 

 

 

 

 

 

 

9.6.2 ランプページ 

 

基本ページで設定したランプの数とアドレスに基づいて[設定]にランプの一覧が表示されます。 

リストで各ランプを選択した後、下段のランプの形状と文字列を設定します。 

 

 

[図. 選択スイッチのランプ設定] 

 

[図形の形状]で[四角形/楕円]を選択した場合は、各ランプの[線/塗りつぶし]のプロパティを設定しています。 

[図形の形状]で[イメージ]を選択した場合は各ランプのイメージを設定しています。  
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[図. 図形の形状をイメージとして選択した場合] 

 

[文字列]を設定して各ランプにテキストを追加することができます。 

 

9.7 画面の切り替え 

 

画面の切り替えオブジェクトは、メイン画面を移動したり、ウィンドウの画面をポップアップする動作をします。 

 

 

[図. 画面の切り替え] 

 

No プロパティページ 説明 

1 基本 画面の切り替え動作を設定します.  

2 形状 
画面切り替えボタンの外観を設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなのでChapter9.3.2を参照してください。 
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3 タッチオプション 
ブザー音とインターロックを設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなのでChapter9.3.3を参照してください。  

4 効果と動作 
画面切替機能以外にも[効果と動作]を追加することができます。 

[効果と動作]機能はChapter7.6を参照してください。 

 

9.7.1 基本ページ 

 

[ランプの特性]から[画面切り替え]に設定します。 

 

[画面切り替えボタンの特性]を[画面切替/前の画面/ウィンドウのポップアップ]の中から選択します。  

 

No プロパティ 説明 

1 画面の切り替え [H] 設定した[画面番号]に移動します。 

2 前の画面 [R] 現在画面の前に運転した画面に移動します。 

3 

ウィンドウの 

ポップアップ [P] 

設定した[画面番号]のウィンドウ画面をポップアップします。 

ウィンドウの画面は、現在のメイン画面の中央にポップアップされます。 

もう一度タッチするとポップアップされたウィンドウの画面が閉じます。 

 

 

9.8 ユーザー定義 

ユーザー定義のオブジェクトは、[スイッチ]と[ランプ]を任意に選択して使用することができます。 

 

 

[図. ユーザー定義オブジェクト] 
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No プロパティページ 説明 

1 基本 [スイッチ]と[ランプ]の機能を設定して、ランプのアドレスを設定します 

2 ランプ 

メインページで、選択したランプの機能に応じてランプの形状を設定します。 

ビットランプの場合はChapter9.1.2を参照してください。 

ワードランプである場合、Chapter9.2.1を参照してください。 

N-ビットの組み合わせである場合には、Chapter9.2.2を参照してください。 

Nビット個別である場合、Chapter9.2.3を参照してください。 

3 タッチオプション 
ブザー音とインターロックを設定します。 

このページはタッチオブジェクトと同じなので、Chapter9.3.3を参照してください。  

4 効果と動作 
画面切替機能に加えて、さらに[効果と動作]を追加することができます。 

このページはタッチオブジェクトと同じなので、Chapter9.3.4を参照してください。 

 

9.8.1 基本ページ 

 

[ランプの特性]で[ユーザー定義]に設定します。 

[プロパティの設定]で[スイッチ]と[ランプ]の機能を設定し、そのランプのアドレスを設定します。 

 

[スイッチ機能の使用]をチェックすると、[スイッチ動作設定]ボタンが活性化になります。 

[スイッチ動作設定]ボタンを押すと、[効果および動作]ページに移動し、[条件]に応じた動作を設定することがで

きます。  

[スイッチ機能の使用]をチェックせずに、ランプの機能のみも使用することもできます。 

 

 

[ランプ]機能を使用する場合は[ランプ機能の使用]をチェックして、ランプの種類を[ビットランプ/ワードランプ

/ N-ビット、組み合わせ/ Nビット個別]の中から選択します。.  

 

[ビットランプ]である場合には、ビットランプオブジェクトと同じ機能であるため、Chapter9.2ビットランプを

参照してください。 

[ワードランプ/ N-ビットの組み合わせ/ Nビット個別]である場合には、多相ランプオブジェクトと 

同じ機能のでChapter9.2多相ランプを参照してください。 
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CCHHAAPPTTEERR  1100  --  数数字字//文文字字列列オオブブジジェェククトト  

 

数字/文字列オブジェクトは、アドレス値を数値あるいは文字列として画面に表示する機能をします。  

 

 

[図. 数字/文字列オブジェクト] 

 

No オブジェクト 説明 

1 数字 設定したアドレスのデータを数値で表示します。 

2 文字列 設定したアドレスのデータを文字列として表示されます。 

3 時計 GX8の日付と時刻を表示します。 

4 数字キー表示 数字オブジェクトと同じか、[入力]ページの[入力使用]をチェックして、数値データを入力します。 

5 文字列キーを表示 文字オブジェクトと同じか、[入力]ページの[入力使用]をチェックして、文字データを入力します。 

 

10.1 数字オブジェクト 

 数字オブジェクトは[表示アドレス]に設定したアドレスのデータを数値で表示します。 

 

[図. 数字オブジェクト] 

10.1.1 データページ 

 

[表示の種類]で[数字]もしくは[7セグメント]を設定します。 
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[7セグメント]は、[数字]と同じであるが[スタイル]ページの[フォント]の部分だけ異なります。  

 

(1) アドレス 

[表示アドレス]で数字で表示するアドレスを設定します。アドレスのタイプとサイズを設定します。  

 

No アドレス 説明 

1 表示アドレス 数字で表示するワードアドレス（16ビット）を設定します。 

2 タイプ 

データタイプを設定します。設定したデータタイプに表示します。 

 

[DEC]は符号10進数です。[UDEC]は符号10進数です。 

[HEX]は16進数です。[BCD]は、10進数のように使用する16進数です。実際には16進数であるがA

〜Fが含まれているデータは表示されません。[FLOAT]は小数点データです。[BIN]は2進数です。 

3 サイズ 

アドレスのサイズを[16Bit/32Bit]中に設定します。 

表示アドレスが16Bitでサイズを32Bitに設定した場合には、設定した表示のアドレスの次の 

番地が上位ワードとなり、表示アドレスが下位ワードになって32Bitデータを表示します。 

 

(2) データ処理 

データ処理は、表示アドレスのデータを演算して表示する機能です。  

 

▶ スケーリング 

スケーリングは、データを表示範囲内で比例的に計算して表示します。 

 

 

[図. スケーリング] 

 

[アドレス]の[最小/最大]は[表示アドレス]の実際のデータ範囲です。 

[表示]の[最小/最大]は画面に表示するデータの範囲です。 

 

[アドレス]の[最小/最大]の[表示]の[最小/最大]を比例的に次のように計算します。 

表示値=[（表示の最大 - 表示の最小）/（アドレスの最大 - アドレスの最小値）] x実際のデータ 

 

上の図のように設定して、実際のデータが2000であれば、[（100-0）/（4000-0）] x2000=50のように 

計算して50と表示されます。実際のデータが0以下の値であれば[0]で表示し、4000以上の値であれば[100]に表示

されます。 

 

▶ 出力データ演算 

出力データ演算は、[表示アドレス]のデータを演算して表示する機能です。 
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[出力データ演算]をチェックして、[出力データ演算の使用]をチェックします。 

 

 

[図. 出力データ演算] 

 

[無視条件]をチェックすると、条件に使用するビットアドレスを設定することができます。 

該当するするビットアドレスのデータがONである場合には、出力データの演算が動作しません。 

該当するするビットアドレスのデータがOFFであれば出力データの演算が動作します。 

[無視条件]をチェックしていなければ、常に出力データの演算が動作します。 

 

[アドレス]と[演算子]を利用して演算を設定します。 

1番アドレスは[表示アドレス]に固定されています。 

[演算子]で[セミコロン（;）]を除く演算子を設定すると、2番のアドレスを追加することができます。 

 

上記のように設定した場合、内部アドレス[00000.00]がOFFのとき、[表示アドレス]に20を加えた値を表示します。  

 

No 演算子 説明 

1 + 両方の非演算子を加算します。 

2 - 両方の非演算子を減算します。 

3 * 両方の非演算子を乗算します 

4 / 両方の非演算子を除算します. 

5 ^ 両方の非演算子をビットごとのXOR演算をします。 

6 % 
両方の非演算子を残りの演算をして宛先アドレスに代入します。 

残りの演算は除算をした後、分け前はなく、残りが計算結果になる演算です。 

7 & 両方の非演算子をビットごとのAND演算をします 

8 | 両方の非演算子をビット単位のOR演算をします。 

9 << 

左ビットシフト演算子です。 

最初の非演算子を2進数で表現したとき、 

第二非演算子で指定した数だけ左にビットシフトをします。 

10 >> 

右ビットシフト演算子です。 

最初の非演算子を2進数で表現したとき、 

第二非演算子で指定した数だけ右にビットシフトをします。 

11 ; 演算式の終わりを意味します。 
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10.1.2 図形のページ 

 

数字の下に図形を追加するときに使用します。  

 

 

[図. 図形のページ] 

 

図形の形状で[イメージ]を選択した場合、上記のようにイメージを登録します。 

 

図形の形状で[四角形/楕円]を選択した場合は、次のように[線塗りつぶし]を設定します。 

 

 

 

設定した図形は数字のプロパティ画面を閉じた後、数字オブジェクトを選択してサイズを調整することができます。 
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10.1.3 スタイルページ 

 

数字のフォントと表示形式を設定します。 

 

 

[図. スタイルページ] 

 

(1) フォント 

 

▶ [データページ]で、[表示の種類]を[数字]に設定した場合、上記のようにフォントを設定します。 

 

No 数字フォント 説明 

1 フォントの種類 

フォントの種類をフォントリストから設定します。 

[固定幅フォントのみの使用可能]をチェックすると、数字の横と縦の幅が同じで、 

同じフォントのみにリストに表示されます。  

2 フォントサイズ フォントのサイズを設定します。 

3 フォントの色 
 数字の色を設定します。 

 数字の背景色を設定します。 

4 アンチエイリアシング 
フォントのサイズが大きくなると、フォントの曲線部分をよりスムーズに 

処理して鮮明にします。 

5 フォント編集 

 Bold機能で数字を大胆に表現します。 

 数字を傾け表現します。 

 数字に下線を表現します。 

 数字に取り消し線を表現します。 

6 フォント整列 
 数字を左に整列します。 

 数字を水平方向の中央に整列します。 
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 数字を右に整列します。 

7 間隔  

フォントを横方向に伸縮を調整する機能です。100％は、元のサイズです。[20〜800％]

の範囲で設定することができます。これは、固定幅フォントのみをサポートする機能で

す。 

 

▶ [データページ]で、[表示の種類]を  [7セグメント]に設定した場合に[7セグメント]は[数字]と 同じだが

[スタイル]ページの[フォント]の部分だけ異なります。 

7セグメントは、7個のLEDで数値を表示する素子です。 

 

 

[図. 7 セグメントに設定した場合のフォント] 

 

数字を表示するフォントを7セグメントタイプのイメージフォントに設定し、合計9種類のイメージフォントが提供

されます。 

 

[図. イメージフォントの種類] 

 

No 
7 セグメントの 

フォント 
説明 

1 フォントの幅 数字一字の幅です。  

2 フォントの高さ 数字一字の高さです。 

3 フォントの色 数字の色です。 

4 フォント背景色 数字の背景色です。 

5 フォントの整列 数字の[左/右]の整列を設定します。 

 

(2) 表示形式 

 

No 表示形式 説明 

1 データの長さ 

数字の全体の長さです。 

小数点と符号は、データの長さに含まれていません。 

実際のデータが[1234]であり、データの長さが[3]であれば、[234]に表示されます。 

 

▶ データページからアドレスの[サイズ]が16Bitである場合 

データタイプがUDEC（符号10進数）であれば、データの範囲が[0〜65535]であり、データタイ

プがDEC（符号10進数）であれば、データの範囲が[-32768〜32767]ですので、データの長さは

5桁までの設定ができます。 

データタイプがHEX（16進数）であれば、データの範囲が[0〜FFFF]であり、データタイプが 

BCDの場合、データの範囲が[0〜9999]ですので、データの長さは4桁までの設定ができます。 

データタイプが[BIN（2進数）]の場合、データの長さは16桁まで設定することができます。  
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▶ データページからアドレスの[サイズ]が32Bitである場合 

データタイプがUDEC（符号10進数）であれば、データの範囲が[0〜4294967295]であり、 

データタイプがDEC（符号10進数）であれば、データの範囲が[-2147483648〜2147483647]で

すので、データの長さは10桁まで設定することができます。 

データタイプがHEX（16進数）であれば、データの範囲が[0〜FFFFFFFF]であり、データタイプ

がBCDの場合、データの範囲が[0〜99999999]ですのでデータの長さは8桁までの設定ができま

す。 

データタイプが[BIN（2進数）]の場合、データの長さは32桁まで設定することができます。 

データタイプが[FLOAT（ミス）]である場合は、[サイズ]が、基本的に32Bitので、自動的に

[32Bit]に設定されます。データ範囲が[-99999999.99〜99999999.99]ですので、データの長さは 

10桁まで設定することができます。 

2 小数点の長さ 

数字に小数点をつけます。 

小数点の長さを[2]に設定すると、実際のデータが123であれば、[1.23]に表示されます。 

アドレスのタイプが[HEX]である場合には、設定することができません。 

 

[小数点の長さの可変アドレスの使用]をチェックするとアドレスを設定することができます。 

 

 

[図. 小数点可変アドレスの使用] 

 

小数点の長さをアドレスに設定する機能です。 

上記のように設定すると[D0100]のデータが小数点の長さになります。 

運転中に[D0100]のデータが変更されると、小数点の長さが変更になります。 

 

  

 

注意）実際のデータが[1.23]であり、小数点の長さが[2]である場合 

 

▶ アドレスのタイプが[DEC/ UDEC]である場合 

数字オブジェクトは整数のみ読み込むことができるので、1のみに読み込んで[0.01]に表示しま

す。 

したがって、タイプが[DEC/ UDEC]である場合は小数点があるデータを表示するときには、 

データを整数として読み込む必要があります。 

1桁の小数点はx10を、2桁の小数点はx100をして整数に変えます。 

上記のような場合1.23x100=123のように整数に変えてから読み込んで[1.23]で表示します。    

 

▶ アドレスのタイプが[FLOAT]である場合 

数字オブジェクトが1.23をそのまま読み込んで[1.23]で表示します。 

3 制御する長さ 

実際のデータで1の桁の数字から開始して、設定した[制御する長さ]ほどの数字を削除します。 

実際のデータが[12345]で[データ長]は5桁、[制御する長さ]は2桁の場合、[123]に表示されます 

[入力]ページで、[入力使用]をチェックした場合は、この機能を使用することができません。 

4 
'0'に空欄を 

埋める 

数字の空欄に0を入力します。 

データの長さが5桁であり、実際のデータが[12]であれば、[00012]と表示されます。 

データの長さが5桁で小数点の長さが2桁であり、実際のデータが[1.2]だと[001.20]に表示されま

す。 

5 
パスワード

('*'로 표시) 

データを*に表示します。主にパスワードを表示するときに使用します。 

実際のデータが[1234]であれば、[****]と表示されます。 



468 CHAPTER 10 -数字/文字列オブジェクト 

 

6 ワードスワップ 

データページの[アドレス]で設定したアドレスが16Bit（ワード）であり、[サイズ]を32Bitに設定

した場合は、[アドレス]に設定したアドレスは下位ワードとなり、そのアドレスの次の番地は、

上位ワードになって32Bitデータを表示します。 

ワードスワップをチェックすると、[アドレス]に設定したアドレスが上位ワードとなり、そのア

ドレスの次の番地下位ワードになります。 

7 
フォーマット 

マスクの使用 

数字の間に文字列を追加するときに使用します。 

[＃]は数字を意味します。 

[0]は、対応する数字がない場合は[0]に設定します。 

 

 

上記のように設定し、実際のデータが12345.6である場合は[12,345.60]で表示されま

す. 

 

[入力]ページで、[入力使用]をチェックした場合は、この機能を使用することができません 

 

10.1.4 ケースページ 

 

ケースページは[条件]に基づいて数字の色を変更したり、[点滅]効果を与えることができます..  

 

 

[図. ケースページ] 

 

登録されたケースの数だけ[追加]ボタンでケースを追加します。 

各ケースを選択した後、下段の[条件/色/点滅]を設定します。  
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No ケース 説明 

1 条件 

[色/点滅]を適用する条件を設定します。 

 

 

設定できる条件は、[ビット/ワード/ ASCII]条件です。 

条件を設定する方法はChapter7.7を参照してください。 

2 色 
フォントの色は、数字の色です。 

背景色は数字の背景色です 

3 点滅 
[使用]をチェックして[インターバル]を設定すると、数字が[インターバル]間隔で出たり消えたりを繰り

返します。  

 

必要のないケースでは、[削除]ボタンで削除します。   

 

1番と2番の条件がすべて満たさである場合、数字オブジェクトは1番の[フォントの色/背景色]で表示します。 

したがって、[上/下に]ボタンで番号を変更して、ケースの優先順位に合わせて設定します。 

[戻る]ボタンは、選択されたケースを一段押し上げます。 

[下へ]ボタンは、選択したケースを一段下げます。  
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10.2 文字列オブジェクト 

 文字列オブジェクトは、[表示アドレス]に設定したアドレスのデータを文字で表示します。 

[文字列の最大数]は255個まで表示することができます。  

 

 

[図. 文字列オブジェクト] 

 

No プロパティページ 説明 

1 データ [表示の種類]と[アドレス]を設定します。  

2 図形 
文字列の下に図形を追加するときに使用します。 

数字オブジェクトの図形ページと同じであるためChapter10.1.2を参照してください。 

3 スタイル 

文字列のフォントと表示形式を設定します。 

数字オブジェクトのスタイルページと同じ部分を除いた他の部分だけ設定します。 

同じ機能は、Chapter10.1.3を参照してください。 

4 入力 入力ページは数字キー表示/文字列のキーの表示オブジェクトで説明します。 

5 ケース 
[条件]に基づいて、文字の色や点滅効果を設定します。 

数字オブジェクトのケースページと同じであるためChapter10.1.4を参照してください。 

6 効果と動作 
文字列表示機能以外にも[効果と動作]を追加することができます。 

【効果と動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 
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10.2.1 データページ 

 

データページでは、文字列オブジェクトの表示タイプとアドレスを設定します。 

   

[表示の種類]を[文字列]に設定します。 

 

No データページ 説明 

1 表示アドレス 文字を読み込む開始アドレスを設定します。 

2 最大文字列数 

表示する文字列の数を設定します。 

 

16ビットのワードアドレスに保存できる文字の数は、[英語/数字/特殊文字など]は2文字、ハ

ングルは1文字です。  

 

上記のように[10]の文字を入力する場合は[表示アドレス]に2文字が入るので、表示アドレスを

はじめ、5つのワードアドレスが必要です。 

つまり、[D0030〜D0034]のデータを文字として読み込みます 

3 バイトスワップ 

1文字は8Bitであり、1Byte（バイト）です。 

コントローラのアドレス特性に基づいて、上位バイトと下位バイトを変える必要が 

あるときに設定します。 

データABCDをバイトスワップすると、BADCになります。 
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10.3 入力表示オブジェクト 

 

 [入力表示]は、キーパッド（テンキー）で入力されたキーの値を表示するオブジェクトです。 

 

 

[図. 入力表示] 

 

No プロパティページ 説明 

1 データ [表示タイプ]と[アドレス]とフォントを設定します。  

2 図形 
入力表示オブジェクトの下に図形を追加するときに使用します。 

数字オブジェクトの図形ページと同じであるため、Chapter10.1.2を参照してください。 

3 効果と動作 
表示機能の以外にも[効果と動作]を追加することができます。 

[効果と動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 

  

入力表示オブジェクトは下図のようにキーパッドの上に登録して、入力されたキーを示す機能をします。 

このオブジェクトは、入力は不可能であり、表示する機能のみにします。 

 

 

[図. 入力表示を使用] 

 

10.3.1 データページ 
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[表示の種類]で[入力表示]に設定します。 

[表示アドレス]は、自動的にSpecialアドレスの[DISPLAY_BUFFER]に設定されます。 

表示する文字の数を[文字列の最大数]に設定します。文字列の最大の数は255個まで設定することができます。  

[バイトスワップ]をチェックすると、上位バイトと下位バイトが変わります。データABCDをバイトスワップすれ

ば、 BADCになります。[スタイル]でフォントを設定します。 

 

10.4 時計オブジェクト 

時計オブジェクトはGX8の日付と時刻を表示します。  

 

 

[図. 時計オブジェクト] 

 

No プロパティページ 説明 

1 データ 日付と時刻を表示する形式を選択します。  

2 図形 
時計オブジェクトの下に図形を追加するときに使用します。 

数字オブジェクトの図形ページと、同じであるためChapter10.1.2を参照してください。 

3 効果と動作 
時計オブジェクトの機能の以外にもさらに[効果と動作]を追加することができます。 

[効果と動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 

 

[表示の種類]で[時計]に設定します。 

 

[表示形式]で[年/月/日/時/分/秒]の表示形式を選択します。 

Y-YEAR（年）、M-MONTH（月）、D-DAY（日）には、日付であり、H-HOUR（時）、M-MINUTE（分） 

、S-SECOND（秒）は、時間です。[年]表示でYYYY場合[2015]に表示して、YYであれば[15]のみを表示します。 

 

GX8の現在の時刻情報は、Special（特殊）アドレスに保存されています。 

[DATE_DD（日）]、[DATE_MM（月）]、[DATE_WEEK（株）]、[DATE_YYYY（年度）]、[TIME_HH（時）]、 

[TIME_MM（分）]、[TIME_SS（秒）]です。 

日付と時刻は、メニュー画面の下部のステータスバーや[コントロールパネル] - [日付/時刻]で変更することが 

できます。 
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日付と時刻を変更すると、時間を節約する特殊アドレスのデータも同じように変更されます。 

また、時間を節約する特殊アドレスを変更すると、GX8の日付と時刻が変更されます。 

 

10.5  数字キー表示オブジェクト 

 

 [数字キー表示オブジェクト]は、数字キーパッドを使用して、入力するときに使用します。 

数字オブジェクトと同じか、入力機能のみが追加されたオブジェクトです。 

[入力]ページで、[入力使用]をチェックすると、[数字キー表示オブジェクト]がされ、チェックを除けば、[数オブジ

ェクト]になります。 

 

 

[図. 数字キー表示オブジェクト] 

 

No 속성 페이지 説明 

1 データ 

[表示タイプ]と[アドレス]を設定します。 

数字オブジェクトのデータページと同じ部分を除いた他の部分だけを設定します。 

同じ機能は、Chapter10.1.1を参照してください。 

2 図形 
数字の下に図形を追加するときに使用します。 

数字オブジェクトの図形ページと同じであるためChapter10.1.2を参照してください。 

3 スタイル 

数字のフォントと表示形式を設定します。 

数字オブジェクトのスタイルページと同じ部分を除いた他の部分だけを設定します。 

同じ機能は、Chapter10.1.3を参照してください。 

4 入力 入力方法を設定します。 

5 ケース 
[条件]に基づいて、数値の色と点滅効果を設定します。 

数字オブジェクトのケースページと同じであるためChapter10.1.4を参照してください. 

6 効果と動作 
数字表示/入力機能の以外にもさらに [効果と動作]を追加することができます。 

[効果と動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 
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10.5.1 データページ 

 

文字データを入力するオブジェクトなので、データ処理の[入力制限/入力データ演算]が追加されます。 

 

(1) 入力制限 

入力制限は数字入力時、[入力範囲]を設定して、範囲内で入力されるようにしてくれる機能です。  

 

 

[図. 入力制限] 

 

[入力制限を使用する]をチェックした後、[最小]と[最大]を入力します。 

[最小]は、最も小さい値を設定し、[最大]は、最も大きな値を設定します。 

逆に設定すると、入力できません。 

 

[最小/最大]は、[Numeric]、定数として設定することもでき、アドレスに設定して運転中に[最小/最大]を変更する

こともできます。 

 

上記のように設定した場合、キーパッドに下記のように[最小]と[最大]が表示されます。入力範囲[0〜100]を外れた

データを入力して[Enter]キーを押すと、入力がされず、下図のような状態になります。 

 

 

[図. 入力範囲を超えるときにのデータの入力場合] 
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[入力範囲を超えると自動的にカーソルの移動]は[入力]ページで、[連続入力]を設定した場合に使用します。  

[入力範囲]外のデータを入力して[Enter]キーを押すと、その値が入力されず、カーソル（入力モード）が次の[キー

の入力]の数字キー表示のオブジェクトに移動します。 

  

[図. 入力範囲を超える場合、自動的にカーソルの移動設定] 

 

(2) 入力データ演算 

[入力データ演算]は、入力されたデータを演算して[表示アドレス]に保存する機能です。 

設定方法は、[出力データ演算]と同じです。.  

 

 

[図. 入力データ演算] 

 

[入力データ演算]をチェックして、[入力データ演算を使用]をチェックします。.  

 

[無視条件]をチェックすると、条件に使用するビットアドレスを設定することができます。 

対応するビットアドレスのデータがONである場合には、入力データの演算が動作しません。 

対応するビットアドレスのデータがOFFであれば、入力データ演算が動作します。 

[無視条件]をチェックしなければ、常に入力データの演算が動作します。  

 

[アドレス]と[演算子]を利用して演算を設定します。 

1番アドレスは[表示アドレス]に固定されています。 

[演算子]で[セミコロン（;）]を除いた演算子を設定すると、2番のアドレスを追加することができます。 

 

上記のように設定した場合、内部アドレス[00000.00]がOFFのとき、入力されたデータに20を加えた値を、 

[表示アドレス]に保存します。 
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10.5.2 スタイルページ 

 

 

 

No スタイルページ 説明 

1 入力データの初期化 入力データの初期化を選択すると、データを入力するとデータが初期化されます。 

2 入力中のデータを表示しない データを入力すると、データが表示されません。 

3 
設定桁数程、入力すればば入

力可能 

設定したデータの長さに合わせて入力する必要があり、入力が完了します。 

桁数が足りない場合は、入力されていません。 

 

10.5.3 入力ページ 

 

数字キー表示オブジェクトを登録すると、[入力]ページの[入力使用]がチェックされています。 

[入力使用]をチェックすると、データを入力できるように、複数の設定をするようにしてくれます。 

 

[入力]ページで、[入力使用]をチェックすると[数字キー表示オブジェクト]になり、チェックを除けば、[数字オブジ

ェクト]になります。 

 

 

[図. 入力ページ] 
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(1) 入力方法 

入力モードの条件とキーボードを設定します。 

 

No 入力方法のプロパティ 説明 

1 入力モードの条件 

入力モードは入力が可能な状態（活性化）です。 

[入力モード条件]が満たされる、数字キー表示オブジェクトは、入力モードになります。 

設定できる条件は[ビット条件/ワード条件/イベント]があります。  

 

 

[図. 入力モードの条件] 

 

▶ イベント条件の[イベントタイプ]が[Touch]である場合 

数字キー表示のオブジェクトをタッチすると、入力モードの状態になります。 

 

 

 

▶ イベント条件の[イベントタイプ]が[Key]である場合 

設定した[キー]を入力すると、入力モードの状態になります。  

 

 

 

条件を設定する方法は、Chapter7.7を参照してください。 

2 仮想キーボード 

[ポップアップ型/固定]の中から選択します。  

 

[ポップアップ型]は入力モードの状態になると[ウィンドウ番号]で設定されたキーボード

がポップアップになります。 

[固定]はキーボードをメイン画面に登録し、固定して使用することです。 

3 ウィンドウ番号 

キーボードを選択します。 

数字キー表示オブジェクトを登録すると、自動的に[Window65535-Tenkey]に設定されて

おり、文字キーの表示オブジェクトを登録すると自動的に[Window65534-Keyboard]に設

定されます。 

上記2つのキーボードはプロジェクトが生成されるときに自動的に作成されます。 

 

[65535-Tenkey]、[65534-Keyboard]ウィンドウの画面を削除したり、変更した場合には
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[プロジェクト管理]でウィンドウ画面を選択した後、マウスの右クリック時に表示される

ポップアップメニューから再生成することができます。 

[基本テンキーを追加]を実行すると[65535-Tenkey]ウィンドウ画面が生成されます。 

[文字列テンキーを追加]を実行すると[65534-Keyboard]ウィンドウ画面が生成されます。 

 

[図. プロジェクト管理] 

 

[ライブラリテンキーの追加]を実行するとTDSで提供する様々なテンキーを追加すること

ができます。 

 

 

[図. ライブラリテンキーを追加実行] 

 

追加するキーボードを選択した後、[追加]ボタンを押すと指定されたウィンドウの画面番

号に追加となります。 

ウィンドウ画面番号[65400〜65499]の100つの画面はライブラリテンキーを追加すること

ができる画面に指定されています。 

追加されたテンキー（キーボード）は以下の[ウィンドウ番号]の[選択]ボタンで登録する

ことができます。 
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[選択]ボタンを押すと、次のような[画面の選択]画面が表示されます。 

 

この画面では、登録されたテンキー（キーボード）のリストが表示されます。 

使用するキーボードを選択し、[確認]ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

[クリア]ボタンで選択されたキーボードを解除することができます。 

4 ポップアップ座標 

[仮想キーボード]が[ポップアップ型]である場合に設定します。 

[自動計算/ユーザーの指定]の中から選択します。 

 

[自動計算]は数字キー表示オブジェクトが登録された位置を基準に左右上下余裕のある位

置を自動的に計算してキーボードがポップアップされます。 

[ユーザーの指定]は[X]と[Y]座標を設定して指定された位置にキーボードがポップアップさ

れます。 

[X]と[Y]座標は、キーボードの左上角の位置になります。 

 

(2) 連続入力  

連続入力は画面に多数の数字キー表示オブジェクトを使用するときに設定します。 

入力が完了すると、入力モードが次の順番の数字キー表示オブジェクトに移動する機能です。   

 

 

[図. 連続入力] 

 

▶ 入力フォーカスの移動が[Auto]の場合 

同じ[キー入力グループ]の数字キーの表示オブジェクトの入力モードが[キー入力順]どおりに移動します.  

 

連続入力がされるように数字キーの表示オブジェクトは同じ[キー入力グループ]に設定します。 

入力モードの移動方向を考慮して[キー入力]を設定します。 

 

入力モードの状態である数字キーの表示オブジェクトからのデータを入力して[Enter]キーを押して入力を完了す

ると、自動的に次の[キーの入力]で入力モードが移動します。 
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このときデータを入力せずに、Enterキーを押しても次の順番の数字キーの表示オブジェクトに移動します。 

 

入力モードの状態で、[UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT]キーを押すと、近くの[上/下/左/右]の位置にある 

数字キーの表示オブジェクトを自動的に検索し、入力モードが移動します。 

 

[UP/ DOWN/ LEFT/ RIGHT]キーは[動作]で次のように設定します。 

 

 

[図. UP/DOWN/LEFT/RIGHTキー] 

 

下図では1番と2番の[キー入力グループ]を同一に設定し、1番[キーの入力]を1番で2番[キーの入力]を2番に設定し

たとき、1番の入力完了後、入力モードが自動的に2番に移動します。 

 

 

[図. 連続入力 Auto] 

 

▶ 入力フォーカスの移動が[Manual]の場合 

[Manual]は入力モードが移動する数字キーの表示オブジェクトを手動でそれぞれ指定して設定します。 

 

 

[図. Manual] 

 

[左/右/上/下/エンター]キーを押したときに移動する数字キーの表示オブジェクトのIDをそれぞれ設定します。 

 

No Manual 説明 

1 上 [Up] キーを押したときの入力モードが移動するオブジェクトの[ID]の値を設定します。 

2 下 [Down] キーを押したときの入力モードが移動するオブジェクトの[ID]の値を設定します。 

3 左 [Left] キーを押したときの入力モードが移動するオブジェクトの[ID]の値を設定します。 

4 右 [Right] キーを押したときの入力モードが移動するオブジェクトの[ID]の値を設定します。 
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5 エンター

(次へ) 
[Enter] キーを押したときの入力モードが移動するオブジェクトの[ID]の値を設定します。 

 

 

 

 

IDは、[オブジェクトのプロパティ]画面の左側中央にあります。 

 

 

[図. ID] 

 

(3) インターロック 

 

インターロックは[条件]を満たすと入力が可能になり、[条件]が満たされない場合入力を遮断する機能です。  

 

 

[図. インターロック] 

 

上記のように[ビットON]を選択すると設定したビットアドレス[Y005]がONのときに入力が可能になり、OFFのと

きに入力がブロックされます。 

[ビットOFF]を選択すると設定したビットアドレスがOFFのときに入力が可能になり、ONのときに入力がブロック

されます。 

 

[入力モード条件]を実行するときに、キー入力が遮断されていれば、数字キー表示オブジェクトの左上に下記のよ

うに、[キー入力インターロックアイコン]が一時的に表示されます。このアイコンは、数字キー表示オブジェクト

のプロパティで、[キー入力インターロックアイコン]をチェックした場合に表示されます。 
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[図. キー入力インターロックアイコン] 

 

 

 

 

(4) オプション 

[書き込み完了ビットの使用]と[タッチ音切]を設定します。 

 

 

[図. オプション] 

 

No オプション 説明 

1 
書き込み完了ビ

ットの使用 

数字キー表示オブジェクトにデータ入力が完了すると、設定したビットアドレスがONになる機

能です。 

 

  

[図.書き込み完了ビットを使用] 

 

ビットアドレスがONになると、自動的にOFFに復帰されないので、ONになったときOFFにして

くれるの動作を実行する必要があります。OFFしなければ、ずっとON状態を維持します。  

2 タッチ音切 

[入力モードの条件]をイベントにした場合、数字キーの表示オブジェクトをタッチすると、タッ

チ音を切ります。 

キーパッド（テンキー）のタッチ音はそのまま維持されます。 
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10.6 文字列のキーの表示オブジェクト 

 

 [文字列のキーの表示オブジェクト]は、キーパッドを使用して文字の入力ときに使用します。 

 

 

[図. 文字列のキーの表示オブジェクト] 

 

No プロパティページ 説明 

1 データ 

[表示タイプ]と[アドレス]を設定します。 

数字オブジェクトのデータページと同じ部分を除いた他の部分のみ設定します。 

同じ機能はChapter10.1.1を参照してください. 

2 図形 
文字列の下に図形を追加するときに使用します。 

数字オブジェクトの図形ページと同じであるためChapter10.1.2を参照してください。 

3 スタイル 

文字列のフォントと表示形式を設定します。 

数字/数字キーの表示オブジェクトのスタイルページと同じ部分を除いた他の部分のみ設定し

ます。 

同じ機能は、Chapter10.1.3/ Chapter10.5.1を参照してください。 

4 入力 

入力方法を設定します。 

数字キーの表示オブジェクトの入力ページと同じ部分を除いた他の部分だけを設定します。 

同じ機能はChapter10.5.2を参照してください。 
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5 ケース 
[条件]に基づいて文字の色や点滅効果を設定します。 

数字オブジェクトのケースページと同じであるためChapter10.1.4を参照してください。 

6 効果と動作 
文字列の表示/入力機能以外にも[効果と動作]を追加することができます。 

[効果と動作]機能は、Chapter7.6を参照してください。 

 

 

 

10.6.1 データページ 

 

[アドレス]で[ハングルの使用]をチェックすると、ハングルを入力することができます。 

 

[英語/数字/特殊文字など]は1文字が8ビットであるが、ハングルは1文字が16ビットです。したがって、 

ハングルの5文字を入力したい場合は[文字列の最大数]を[10]に設定する必要があります。  

 

ハングルのキーパッドは別途登録しなくても[入力モード]の条件になるとシステムで自動的に 

ポップアップがされます。[仮想キーボード/ Windowsの画面/ポップアップ座標]は非活性化になります。 

 

 

[図. ハングル使用の設定] 

 

 

[図. ハングルのキーパッド] 

 

ENGボタンを押すと、英語キーパッドに変換されます。 

 

10.6.2 スタイルページ 

 

数字オブジェクトと異なる設定部分のみに説明します。  
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[図. 表示形式] 

 

[空白文字で空欄を植埋める]をチェックすると[文字列の最大数]程入力されない部分は空白文字（Spaceキー、

0x20）が保存されます。[空白文字で空欄を植埋める]をチェックしていなければ、入力されない部分は0になりま

す。 

10.6.3 入力ページ 

 

[入力]ページで[入力使用]をチェックすると[文字キーの表示オブジェクト]になるし、チェックをしないと[文字オブ

ジェクト]になります。 

 

文字キーの表示オブジェクトを登録すると[入力ページ]で[入力使用]がチェックされていて、下図のように設定が

されています。 

 

[図. 入力ページ] 

 

文字を入力するために、[ウィンドウ番号]に文字キーパッドが登録されています。 
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CCHHAAPPTTEERR  1111  --  メメッッセセーージジオオブブジジェェククトト  

 

アドレスのデータに基づいて文字列を表示するオブジェクトです。 

文字列は、直接入力するか、または[プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を表示します。 

 

[図. メッセージ] 

  

No プロパティページ 説明 

1 基本 メッセージの種類と使用するアドレスを設定します。 

2 メッセージ 表示するメッセージを文字列テーブルから選択するか、直接入力します。 

3 ディスプレイ メッセージの形やスクロールの使用、メッセージの表示を設定します。 

4 効果 効果および動作のページです。 

 

11.1 基本ページ 

 

メッセージは次の3つの種類があります。  

 

No 種類 説明 

1  ビット [B] 設定されたビットアドレスの[On/ OFF]に基づいてメッセージを表示します。 

2  ワード [W] ワードアドレスのデータに基づいてメッセージを表示します。 

3  ワード可変 [I] ワードアドレスのデータと同じID（番号）のメッセージを表示します。 

 

設定したメッセージの種類に応じて[アドレス]を設定します。  
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11.2  メッセージページ  

 

メッセージの種類に応じて、メッセージページは異なります。 

アドレスのデータに基づいて表示する文字列とフォントを設定します。 

文字列は、直接入力するか、または文字列テーブルに登録された文字列を登録します。 

 

11.2.1 ビットメッセージ 

 

ビットメッセージは、ビットアドレスのON/ OFF状態に応じて、メッセージを表示します。 

ON / OFF時に表示するメッセージを入力するか、文字列テーブルから選択します。  

 

 

[図. ビットメッセージ 

 

メッセージタイプを[直接入力/文字列テーブル/アドレスの読み取り]の中から選択します。 

No メッセージタイプ 説明 

1 直接入力 

メッセージを直接作成します。 
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2 文字列テーブル 

[プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を選択します。 

[メッセージグループ]で文字列のグループ名を選択します。 

 

 

文字列テーブルはChapter4.4[文字列]を参照してください。 

3 
アドレスの

読み取り 

設定したアドレスに保存されたデータを[最大の長さ]だけASCII文字で読み込んで表示します。  

 

 

 

[最大の長さ]は文字列の長さです。文字1つは8Bit（1Byte）なので、10個の文字を読み込むには

10Byte、すなわち5Wordが必要です。上記のように設定した場合、[D0100]から[D0104]まで保

存された文字列を読み込んでメッセージを表示します。 

 

文字列がABCDEFGHIJである場合には、[バイトスワップ]をチェックすると、BADCFEHGJIにな

ります。 

 

下のフォントでハングルの使用]をチェックした場合は、アドレスに保存され、データをハング

ルで読み取ってメッセージにハングルを表示します。 
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[文字色]は表示される文字列の文字色であり、[背景色]は文字列の背景色です。 

 

[フォント]で文字列を表示するフォントと整列を設定します。  

11.2.2 ワードメッセージ 

 

ワードメッセージは、ワードアドレスのデータに基づいてメッセージを表示します。 

ワードメッセージを[ワード条件]で設定し、条件が真のとき、表示されるメッセージを直接入力するか、 

文字列テーブルから選択します。 

 

 

[図. ワードメッセージ] 

 

メッセージタイプは、ビットメッセージと同じなので、ビットメッセージを参照してください。 

 

1番の基本メッセージが登録されています。 

[追加]ボタンでメッセージのリストを追加します。 

 

追加した全メッセージのリストの条件に該当しない場合は、[基本のメッセージ]が表示されます。 

基本のメッセージのメッセージを登録しなければ、メッセージが表示されません。 

 

必要のないメッセージのリストは[削除]ボタンで削除します。 

基本のメッセージは削除できません。 
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追加された各メッセージは、メッセージのリストから選択した後、下部の[メッセージ]と[条件]を設定します。 

 

  

 [図. メッセージ/条件の設定] 

 

メッセージは、[メッセージタイプ]で設定したメッセージの種類に応じてメッセージを入力します。 

[条件]は[X<a、a<X<b、ワード変更]の中から選択します。 

 

 

 

 

[図. 条件の設定] 

 

[X<a]は、二つのデータを比較し、条件が満たされると、該当するメッセージを表示します。 

[a<X<b]は、3つのデータを比較し、条件が満たされると、該当するメッセージを表示します。 

 

設定できる比較演算子は次のとおりです。 

 

No 比較演算子 説明 

1  両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、右の非演算子が大きいとき真となります。 

2  両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、左の非演算子が大きいとき真となります。 

3  
両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、右の非演算子が大きいか同じの場合に 

真となります。 

4  
両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、左の非演算子が大きいか同じの場合に 

真となります 

5  両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、両方の非演算子が同じの場合、真となります。 

6  両方の非演算子の間の比較に使われる演算子で、両方の非演算子が異なる場合に真となります。 

 

[ワード変更]は、設定したアドレスのデータが変更される場合、該当するメッセージを表示します。 

[文字色]は表示される文字列の文字色であり、[背景色]は文字列の背景色です。 
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11.2.3  ワード可変メッセージ 

 

ワード可変メッセージは、[基本のページ]で設定したワードアドレスのデータと同じIDの文字列を表示します。

文字列は、[プロジェクト] - [文字列]に登録された文字列を表示して直接入力することができません。    

 

 

[図. ワード可変メッセージ] 

 

メッセージグループは、[プロジェクト] - [文字列]のグループです。 

 

 

[図. プロジェクトの文字列] 

 

[選択固定/アドレス可変]の中から選択します。 
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No メッセージグループ 説明 

1 選択固定 メッセージグループを固定します。リストからグループ名を選択します 

2 アドレス可変 

アドレス変数は設定されたアドレスのデータに該当するグループIDの文字列を表示します。 

設定したアドレスのデータに基づいてグループを変更することができます.  

 

[[D0010]のデータが1である場合、グループIDが1の文字列を表示します。 

[D0010]のデータが2である場合、グループIDが2の文字列を表示します。 

 

[メッセージ]は表示する文字列IDの範囲です。 

[最小値]は、最も小さな文字列IDであり、[最大値]は最大の文字列IDです。 

 

基本のメッセージは[基本ページ]で設定したアドレスのデータが[最小値]と[最大値]の範囲を超える場合に表示する

メッセージで、作成しても、しなくていいます。 

 

[フォント]で表示する文字列のフォントと整列を設定します。 

 

11.3 ディスプレイページ 

メッセージオブジェクトの形状、スクロールおよびメッセージの表示を設定します。 

 

 

[図. ディスプレイページ] 
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▶ [表現]でメッセージオブジェクトの形状を設定します。 

[図形の形状]を[Rectangle/ Image]の中から選択します。 

 

[Rectangle]は四角形です。 四角形の[線の色/線の形状/線の太さ/塗りつぶし]を設定します。 

[文字の背景色を塗りつぶし色で使用]をチェックすると、[メッセージのページ]で設定した文字列[背景色]を四角形

の[塗りのつぶし色]と同じように適用されます。 

 

[Image]はイメージです。 

 

 

 

イメージライブラリからイメージを選択します。 

 

▶ [スクロール]は表示される文字列を設定した方向に移動するようにしてくれる機能です。 

[スクロール方向]は、文字列の移動方向です。  

 

 

 

No スクロール方向 説明 

1 None スクロール機能を使用しません。 

2 Left Scroll 文字列が左方向に移動します。 

3 Right Scroll 文字列が右方向に移動します。 

4 Up Scroll 文字列が上に移動します。 

5 Down Scroll 文字列が下に移動します。 

6 Manual Scroll 文字列を[Up/ Down/ Left/ Right]キーを使用して移動するようにします。 

 

[周期]は、文字列が動く周期です。100ms単位で設定します。 

[スクロールサイズ]は、動く距離です。ピクセル単位で設定します。 

 

▶ [メッセージの表示]は、メッセージを表示するためのオプションです。 

 

 

[図. メッセージ表示] 
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No メッセージ表示 説明 

1 最大長さの制限 
文字列で表示する文字の数を制限します。 

文字列が[最大の長さ]を超えると[最大の長さ]まで表示してそれ以上の文字は表示されません。 

2 表示ライン制限 

文字列の行を制限します。 

[スタートライン]は開始行です。[最後のライン]は最後の行です。 

文字列が合計3 行 の場合には、上記のように設定すると最初の行と第二行、2行のみ 

表示されます。 

3 文字列点滅 [文字列点滅周期]で文字列を点滅（出たり消える効果）します。 

11.4 キーページ 

 

[ディスプレイページ]の[スクロール]機能が設定された場合、[キーのページ]が生成されます。 

[スクロール]は、メッセージオブジェクトの文字列が設定した方向に移動する機能です。 

キーページでキーを設定して、移動を制御することができます。 

 

 

[図. キーページ] 

 

登録するキーをチェックします。 

キーの位置（X、Y）、幅/高さ、キャプションを変更することができます。 

[形状]でキーの形状を四角形またはイメージに設定することができます。   

 

No KEY 説明 

1 Up 文字列を上に移動させます。 

2 Down 文字列を下に移動させます。 

3 Left 文字列を左に移動させます。 

4 Right 文字列を右に移動させます。 

5 Play/Pause 文字列を停止/再生します。一度押すと停止し、もう一度押すと再生されます。 
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[図. スクロールキーの動作] 

 

11.5 効果のページ 

効果と動作のページです。 

[Chapter7.6効果および動作ページの設定]を参照してください。 

 

 

[図. 効果ページ] 
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CCHHAAPPTTEERR  1122  --  WWiinnddoowwssオオブブジジェェククトト  

 

ウィンドウオブジェクトを登録した位置に設定されたウィンドウの画面を呼び出すオブジェクトです。 

（ウィンドウの画面の生成は、Chapter5.1.2[ウィンドウ画面生成]を参照してください。） 

 

種類としては[固定/ビット/ワード/ワード間接]4つの方法があります。 

 

 

[図. ウィンドウオブジェクト] 

  

No プロパティページ 説明 

1 基本 ウィンドウオブジェクトの種類とアドレス、呼び出すウィンドウの画面を設定します。 

2 設定 ウィンドウのポップアップ位置、スタイルなどを設定します。 

3 キー ウィンドウのポップアップを制御するToggle（トグル）キーを登録します。 

4 効果と動作 [非表示/非活性/反転/点滅]効果を設定することができます。 

 

12.1 基本なページ 

ウィンドウオブジェクトの種類を[固定/ビット/ワード/ワード間接]の中から選択します。 

ウィンドウオブジェクトの種類に応じて[アドレス]と[ウィンドウの画面]を設定します。 

 

No 특성 説明 

1  固定 [Q] 設定したウィンドウの画面を常に呼び出して、メイン画面に固定して使用します.  

2  ビット [B] ビットアドレスの[ON / OFF]の状態に応じて設定されたウィンドウの画面を呼び出します。 

3  ワード [W] ワードアドレスのデータを利用して、ウィンドウの画面を呼び出します。 

4  ワード可変 [I] ワードアドレスのデータと同じ番号のウィンドウ画面番号を呼び出します。 
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12.1.1 固定ウィンドウ 

 

[固定ウィンドウ]オブジェクトは、設定したウィンドウの画面を常に呼び出して、メイン画面に固定して使用しま

す。 

 

 

[図. 固定ウィンドウ] 

 

 [画面設定]で固定的に呼び出す1つのウィンドウの画面を設定します. 

[選択]ボタンを押して、[画面の選択]ウィンドウで、ウィンドウの画面のリストの中から呼び出したいウィンドウ

画面を選択します。 
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[図. ウィンドウの画面を選択] 

 

 

 

[選択]ボタンを押せずに、下図のようにウィンドウの画面番号を直接入力して選択しても良いです。 

 

 

 

選択したウィンドウの画面をオフにするには、[クリア]ボタンをクリックします。 

 

参考）固定ウィンドウは、ウィンドウオブジェクトを登録してから設定することもありますが、[プロジェクト

管理]のウィンドウの画面を[マウスでドラッグ]して、メイン画面に[ドロップ]すると、自動的に固定ウィンドウ

でウィンドウオブジェクトが登録されます。 
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[図. マウスドラッグで固定ウィンドウを設定した画面] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.2 ビットWindows 

 

ビットWindowsは、ビットアドレスの[ON / OFF]の状態に応じて設定されたウィンドウの画面を呼び出します。

[ON]の状態のときのウィンドウ画面と[OFF]の状態のときのウィンドウの画面をそれぞれ呼び出すことができま

す。 
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[図. ビットWindows] 

 

[アドレス]でウィンドウ画面の呼び出しを制御するビットアドレスを設定します。 

[画面の設定]の[OFF時/ ON時]ウィンドウの画面をそれぞれ設定します。 

 

上記のように設定すると、[Y007]が[ON]の間に2回、Windowsの画面がポップアップされます。 

OFF時のウィンドウ画面はNoneには、Windowsの画面が設定されていないため、[Y007]が[OFF]になると、2回

のウィンドウ画面が閉じます。  

 

12.1.3 ワードウィンドウ 

 

ワードウィンドウは、ワードアドレスのデータを利用して、多数のウィンドウ画面を呼び出します。 

[Min（最小値）]と[Max（最大値）]区間に対して呼び出すウィンドウ画面を設定します。 

 

 

[図. ワードウィンドウ] 

[アドレス]でウィンドウ画面の呼び出しを制御するワードアドレスを設定します。     
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呼び出すウィンドウの画面数ほど[追加]ボタンをクリックします。 

[最小値/最大値/呼び出したウィンドウの画面]を設定します。 

 

上記のように設定した場合は、[D0010]のデータが[1〜100]である場合は1番のウィンドウ画面が 

呼び出されます。[D0010]のデータが[101〜200]である場合、2番のWindows画面が呼び出されます。 

[D0010]のデータが[0未満であるか、200を超えるの場合]呼び出されたウィンドウの画面が閉じます。 

 

12.1.4 ワード間接ウィンドウ 

 

[ワード間接ウィンドウ]はワードアドレスのデータと同じ番号のウィンドウ画面の番号を呼び出します。

設定された[アドレス] 

 

 

[図. ワード間接ウィンドウ] 

 

[アドレス]でウィンドウ画面の呼び出しを制御するワードアドレスを設定します。 

[画面の設定]で呼び出すウィンドウ画面番号の範囲を[最小/最大]に設定します。  

 

上記のように設定すれば内部アドレス[02000]のデータが1の場合、1番のウィンドウ画面が呼び出されます。 

内部アドレス[02000]のデータが2の場合、2番のウィンドウ画面が呼び出されます。 

内部アドレス[02000]のデータが10であれば10番のウィンドウ画面が呼び出されます。 

つまり、[02000]のデータが呼び出したウィンドウ画面の番号になります。 

 

[02000]のデータが[1〜10]以外である場合は、Windowsの画面が呼び出されず、以前に呼び出されたウィンドウ

の画面があれば閉じます。 

また、[1〜10]番に該当するウィンドウ画面がない場合は、Windowsの画面が呼び出されません。  

[ポップアップ条件]が上記のように、[常に動作]である場合は、[条件なし]と同じです。 
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つまり、条件にかかわらず、上記のように動作します。 

 

[条件]を設定すると、設定した条件が真である間だけ、Windowsの画面がポップアップします。 

[条件]を満たしていなければ[02000]のデータが[1〜10]であってもウィンドウがポップアップされません。 

（条件設定方法は、Chapter7.7[条件]ページの設定]を参照してください。） 

 

12.2 設定ページ 

[ウィンドウスタイル/ウィンドウの位置/ Windowsポップアップスタイル]を設定します。 

  

[ウィンドウスタイル]は、Windowsの画面が重なってポップアップされたときは常に上に見えるようにすること

ができます。[ウィンドウの位置]はWindowsの画面のポップアップ位置を設定します。 

[ウィンドウポップアップスタイル]でスライド効果をすることができます。 

  

 

[図. 設定ページ] 

  

12.2.1 ウィンドウ設定 

 

[ウィンドウスタイル]を[Normal/ Always GX8]の中から選択します。 

複数のウィンドウ画面がポップアップされて重なる場合に設定します。 

 

 

[図. ウィンドウ設定] 
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No ウィンドウスタイル 説明 

1 Normal 最後に呼び出されたウィンドウの画面が最も上に表示されます. 

2 Always GX8 常に現在のウィンドウ画面が最も上に表示されます。他のウィンドウの画面に隠れません。 

 

12.2.2 ウィンドウの位置 

 

[ウィンドウの位置]は、Windowsの画面のポップアップ位置を設定します。  

 

 

[図. ウィンドウ位置] 

 

[画面中央]は、上記の図のように設定し、ウィンドウの画面は画面の中央に呼び出されます。 

 

[ユーザー定義]は、[位置データ/基準点/ X位置/ Y位置]を直接設定します。 

 

 

[図. ユーザー定義]  

 

[ユーザー定義]に設定した場合は、[位置データ/基準点/ X位置/ Y位置]を次のように設定します。 

 

まず、[基準点]を設定します。 

 

[基準点]は[ウィンドウオブジェクトが登録された位置]が呼び出す[ウィンドウ画面]のいずれかの方向の基準点にな

るのかを設定します。総9種類の基準点があります。 

 

[図. 基準点] 
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左上(Left GX8) 中央上(Middle GX8) 右上(Right GX8) 

   

左中央 (Left Middle) 中央 (Center Middle) 右中央 (Right Middle) 

   

左下(Left Bottom) 中央下(Center Bottom) 右下(Right Bottom) 

   

 

次に、[位置データ]を[Normal/ Address Offset/ Address]の中から選択します。 

 

 

[図. 位置データ] 

 

選択された[位置データ]に基づいて、ポップアップされる[X位置]と[Y位置]が異なります。 

[X位置]はWindowsの画面がポップアップされる水平方向の位置（ピクセル）です。 

[Y位置]はWindowsの画面がポップアップされる垂直方向の位置（ピクセル）です。  

 

No 位置データ 説明 

1 Normal 

ウィンドウオブジェクトが登録された座標がX位置とY位置になります。 

 

 

2 Address Offset 

ウィンドウオブジェクトが登録された位置に設定したアドレスのデータを加えた位置がX位置とY

位置になります。アドレスのデータを変更して、X位置とY位置を運転中に変更することができま

す。 
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上記のように設定した場合、[X位置]はWindowsオブジェクトのX座標328に[D0010]の 

データを加えた値になります。 

[Y位置]は、WindowsオブジェクトのX座標275に[D0011]のデータを加えた値になります。 

3 Address 

設定したアドレスのデータがX位置とY位置になります。 

アドレスのデータを変更して、X位置とY位置を運転中に変更することができます。 

 

 

 

上記のように設定した場合は[D0010]のデータが[X位置]となります。 

[D0011]のデータが[Y位置]になります。 

 

12.2.3 ウィンドウのポップアップスタイル 

 

[ウィンドウのポップアップスタイル]は、Windowsの画面が呼び出されるときのスタイルを[ポップアップ/スラ

イド]中から設定します。 

 

 

[図. ウィンドウのポップアップスタイル] 

 

No 
ポップアップ

スタイル 
説明 

1 ポップアップ ウィンドウ画面がポップアップ（一度に表示される）方式で呼び出されます。. 

2 

スライド ウィンドウ画面がスライド方式で呼び出されます。 

[方向]を以下のように[Left（左）/ Right（右）/ GX8（上）/ Bottom（下）]中に設定します。 

 

 

[図. 方向] 

 

[Left]に設定した場合はWindowsの画面の呼び出し時にWindowsの画面が左から開始して 

ポップアップ位置までスライドに移動しながら表示されます。 

ウィンドウの画面を閉じると逆に現在のポップアップ位置から左にスライドで 移動しながら消え

ます。   
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12.3 キーページ 

ウィンドウオブジェクトで設定されたウィンドウの画面を[ポップアップ/解除]するToggle（トグル）キーを 

設定します。 

 

 

[図. キーページ] 

 

[キー][Toggleにチェックをします。 

キーの位置（X、Y）、幅、高さ、キャプションを設定することができます。 

 

下段の[形状]でキーの形状を四角形/イメージ中から選択して設定することができます。 

 

Toggleキーは下図のように、一度タッチすると、ウィンドウオブジェクトで設定されたウィンドウの画面がポップ
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アップされ、再びタッチすると、Windowsの画面が閉じます。 

 

  

[図. Toggle キーの動作] 

12.4 効果のページ 

ウィンドウオブジェクトに[隠し/非活性/反転/点滅]効果を設定することができます。 

これについての詳細は、Chapter7.7[条件ページの設定]とChapter7.8[効果ページの設定]を参照してください。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

No 効果 説明 

1 非表示 条件が真の場合、オブジェクトが隠しの処理がされて見えなくなります. 

2 非活性化 条件が真の場合に、オブジェクトを非活性化処理をして、設定されている動作を実行しません。 

3 反転 

条件が真の場合に、オブジェクトの色を反転（XOR）させます。 

   

4 点滅/周期 

条件が真の場合、オブジェクトが[周期]の間隔で出たり、消えたを繰り返します。 

主にオブジェクトを強調するために使用します。 

[周期]は100ms単位で、最大60,000x100 ms（=6,000秒）まで設定することができます。 
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CCHHAAPPTTEERR  1133  --  演演算算オオブブジジェェククトト  

演算オブジェクトは、画面に表示されません。つまり、ディスプレイの設定の部分がありません。 

[条件]と[動作]を設定して、条件が真の場合に設定された動作を実行するオブジェクトです。 

画面に登録するオブジェクトには、該当する画面が動作しているときに実行されます。 

 

13.1 演算オブジェクトの登録 

[オブジェクト]- [演算]を実行します。 

 

 

[図. 演算オブジェクト] 

 

[条件]と[動作]を設定します。[確認]ボタンを押すと画面の下部に以下のように演算オブジェクトが登録されます。 

 

 

画面に登録した演算オブジェクトは、画面の下部に以下のように確認することができます。 

登録された演算オブジェクトは登録された順序に従って、左演算オブジェクトから順番に実行されます。 
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計算機の形の演算オブジェクトを[ダブルクリック]と、プロパティ画面が表示されます。 

 

 

[図. 演算オブジェクトのリスト] 

 

上部の4つのボタンと演算オブジェクトを選択し、マウスの右クリック時に表示されるメニューで編集を行うこと

ができます。 

 

[図. 演算オブジェクトのポップアップメニュー] 

 

No プロパティ 説明 

1 
開く 

選択された演算オブジェクトのプロパティ]画面が開きます。 

演算オブジェクトを選択した後、ダブルクリックしてもプロパティ画面が開きます。 

2 コピー 選択された演算オブジェクトをコピーします。 

3 
貼り付け 

コピーした演算オブジェクトを貼り付けます.  

 ボタンを押すと、最後に登録された演算オブジェクトを[コピー]して[貼り付け]します。 

4 
削除 

 ボタンを実行するのと同じ動作です。 

選択した演算オブジェクトを削除します。 

5 全体選択 演算オブジェクト全体を選択します。 

6 
実行順序前へ 

 ボタンを実行するのと同じ動作です. 

演算オブジェクトを一段左に移動させて、実行順序を一段前へに移動します。 

7 
実行順序戻る  ボタンを実行するのと同じ動作です。 

演算オブジェクトを一段右に移動させて、実行順序を一段戻るに移動します。 
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13.2 [条件]ページの設定  

[条件]は、[アクション]を実行するための条件を設定するページです。  

条件を満たすと、設定された[動作]が実行されます。 

[条件]は[ビット/ワード/ ASCII/スケジュール/イベント/条件なし]条件があります。 

 

 

[図. 条件設定] 

 

各条件の説明は下記の通りです。詳細な内容は次のChapterで説明します。  

 

No 条件 説明 

1 ビット条件 設定したアドレスのON / OFFの値を条件として使用します。 

2 ワード条件 設定したアドレスのワード値（アナログ値）を条件として使用します。 

3 ASCII条件 設定したアドレスのASCII値（文字列）を条件として使用します。 

4 スケジュール 時間を条件として使用します。  

5 イベント タッチ入力を条件として使用します。 

6 条件なし 
常に実行を意味します。そのオブジェクトが登録されている画面が運転中に継続的に動作しま

す。 
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条件ページで共通に使用されるボタンを説明します。 

 

ボタン 説明 

 

[条件]は、このボタンで多数の条件を設定することができます。最大8個まで追加することができます。 

 

 

 該当する条件を削除します。 

 該当する条件を条件リストから上部に上げます。 

 該当する条件を条件リストから下に移動します。 

演算条件 [O] 
多数の[条件]リストを設定した場合、演算の条件を設定します。 

[AND]：すべての条件が[真]であれば真となります。[OR]：条件の1つ以上が[真]であれば真となります。 

  

13.2.1 [条件]ページ：ビット条件 

ビット条件は設定されたアドレスのON / OFFの値を条件として使用します。 

 

 

[図. ビット条件] 

 

プロパティ 説明 

アドレスの設定 

ビット条件で使用するアドレスを設定します。 

 

 

 
[OFF continue]に設定したアドレスのデータが0である間、継続に真となります。 

 
[ON continue]に設定したアドレスのデータが1である間、継続に真となります。 

 
[OFF edge]に設定したアドレスのデータが1から0に変わる瞬間1回真になります。 

 
[ON edge]に設定したアドレスのデータが0から1に変わる瞬間1回真になります。 

 
[REVERSE]に設定したアドレスのデータが1から0に変わったり、0から1に変わる瞬間1回真になります。 
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13.2.2 [条件]ページ: ワード条件 

 

ワード[Word]アドレスは、16ビット単位のアドレスを意味します。 

ワードの条件は、設定したワードアドレスのデータ（アナログ値）を条件として使用します。 

 

 

[図.ワード条件] 

 

(4) X < a 条件 

 

二つのデータを比較し、条件をみたすと、真となります。 

満たした条件になったとき、実行し続けるのではなく、[X]の値が変更されるとき、条件を確認し、条件が満たさ

れると1回、真になります。 

 

[X]と[a]は、アドレスを設定しても、一定の値を設定しても良いです。 

[X]と[a]との間の比較演算子は、6つあります。 

下図のように設定すれと、[D0100]のデータが変更されると、0より大きい値であれば1回、真になります。 

 

 

[図.ワード条件のX<a] 

 

속성 説明 

[X], [a] 

比較アドレスまたは値を設定します。 

 

 

비교 

연산자 

 2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右よりも小さい条件です。  

 2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも大きい条件です。 

 
2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも小さいか同じ条件で

す。 

 
2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側よりも大きいか同じ条件で

す。 

 2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側と同じ条件です。 

 2つの非演算子を比較する演算子であり、左側の非演算子の値が右側と違う条件です。 

 

(5) a<X<b 条件  

 

3つのデータを比較し、条件を満たすと、真となります。 
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満たした条件になったとき、実行し続けるのではなく、[X]の値が変更されるとき、条件を確認し、条件が満たさ

れると1回、真になります。 

 

[a]、[X]、[b]はアドレスを設定しても、定数値として設定しても良いです。  

主に[X]の値が[a]と[b]の間の条件を設定する時に使用します。 

 

下図.のように設定すると、[D0100]のデータが変更される時0と100の間の値の場合1度真になります。 

 

 

[図.ワード条件のa<X<b] 

 

(1)ワードの変更条件 

 

設定されたアドレスのデータが変更された場合、真になります。  

下図.のように設定すると、[D0100]のデータが変更される時1度、真になります。 

 

 

[図.ワード条件のワードの変更] 

 

13.2.3  [条件]ページ : ASCII条件 

 

設定したアドレスのASCII値(文字列)を条件として使用します。 

 

 

[図.ASCI I条件] 

 

上と下の文字列が開始されるアドレスを設定し、文字列の数を設定します。 ２つアドレスの間には、演算子を設

定します。 上のアドレスの文字列と下のアドレスの文字列を比較して条件を満たせば、真になります。 

 

 

[図.ASCII 条件] 

 

[==] 演算子は上のアドレスの文字列と下のアドレスの文字列が同一の場合、真になります。 

[=!] 演算子は上のアドレスの文字列と下のアドレスの文字列が異なる場合、真になります。 

[IN] 演算子は上のアドレスの文字列が下のアドレスの文字列に含まれている場合、真になります。 
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13.2.4 [条件]ページ : スケジュール 

 

スケジュール条件は時間を条件に設定します。 

 

 

[図.スケジュール条件] 

 

(4) 日付と時間 

 

日付と時間は、特定の日付と時間が条件となります。  

日付(年/月/日)と時間(市/分/秒)をすべて設定します。 該当日付の該当時間になると真になります。 

 

 

[図.日付と時間] 

 

(5) スケジュール 

 

スケジュールは希望する時間に真にすることができます。  

[日付]か[曜日]のうちどちらかを選択し、設定します。  

[日付]を設定すると、[年/月/日]に、[毎]を選択すると、[毎年/毎月/毎日]該当[時/分]で真になります。 

[曜日]を選択すると、該当[曜日ごとに]該当[時/分]になると真になります。  

[時/分]も同様に、[毎]に設定すると[毎時/毎分]ごとに真になります。 

 

 

[図.スケジュール] 

 

実行回数が[1]の場合は、該当[年/月/日/時/分]に1回、真になります。  

実行回数を[2]以上に設定し、間隔(秒単位)を設定すると、該当[年/月/日/時/分]に1回は真になり、その後に間隔毎

に(実行回数-1)ずつ、真になります。 

 

(6) インターバル 

 

インターバルは、周期的な条件を設定する時に使用します。  

下記のように設定すると、オブジェクトが実行してすぐに真になり0。5秒間真を維持した後、偽になります。 

真になった時点から以降、[20x100ms=2s]すなわち、2秒ごとに真になり、0。5秒間真をを維持した後、偽になる

ことを繰り返します。 



CHAPTER 13 -演算オブジェクト  517 

 

 

 

[図.インターバル] 

 

 

プロパティ 説明 

間隔 条件が真になる周期(時間間隔)です。 

維持時間 真を維持する時間です。 

最初の動作後  

間隔実行 

オブジェクトが実行してすぐに真になる機能です。  

チェックしなければ、オブジェクトが実行された後、間隔で設定した時間ほど過ぎた後に真になります。 

 

13.2.5 [条件] ページ : イベント 

 

イベントはタッチ入力を条件として使用します。 

 

 

[図.イベント] 

 

プロパティ 説明 

 

タッチダウン 
オブジェクトをタッチダウンした瞬間、真になります。 

 

タッチアップ 
オブジェクトをタッチアップした瞬間、真になります。 

 

モーメンタリ 

[入力遅延]に設定した時間以上にオブジェクトをタッチすると、真になって手を引く時までずっと真

が維持されます。 [動作]ページで最大実行回数を[2]以上に設定し[間隔]を設定すると、真の間、[間

隔]ごとに最大実行回数だけ、実行されます。 

 

タッチディレー 

[入力遅延]で設定した時間以上にオブジェクトをタッチすると、1度真になります。  

[動作]ページで最大実行回数を[2]以上設定しても、1回だけ実行されます。 

  

13.2.6 [条件] ページ : 条件なし 

 

条件なしは常に真な条件です。  

条件なしに設定して、[動作]を設定すると、[動作]は継続的に実行されます。 
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13.3 [動作] ページの設定 

 

[動作] ページの条件が真の場合、実行する動作を設定します。 

下図.のような動作には[ビット動作/ワード動作/ASCII動作/スクリプトの動作/イベントの動作/特殊機能/アクショ

ンなし]があります。 

 

 

[図.動作ページ] 

 

No 動作 説明 

1 ビット動作 ビットアドレスのデータを制御します。 

2 ワード動作 ワードアドレスのデータを制御します。 

3 ASCII動作 文字列を設定したアドレスに代入します。 

4 スクリプトの動作 スクリプト演算を設定します。 

5 イベントの動作 [キーボード/キーパッド/テンキー]のキー設定をします。 

6 特殊機能 [画面/印刷/SDメモリー/メモリー/システム/App/カメラ]などと関連した動作を設定します。 

7 アクションなし 実行する動作がありません。 
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この動作は右上段の をクリックしては最大5個まで入力が可能です。 多数の動作を登録すると、 

条件が真の時、上段の動作から順番に実行されます。 

 

 

[図.動作の追加] 

 

5つ以上の動作を追加すれば、下記のようにメッセージが表示されます。 

 

 

[図.動作数の制限メッセージ] 

 

各動作の右側には、下記のように3個のボタンがあります。 

 

動作 説明 

 該当動作を削除します。 

 

多数の動作を登録した場合、条件が真の時、上段の動作から順に実行されます。  

このボタンは動作の登録手順(実行手順)を変更するボタンで、該当動作を1駒上段に上げます。 

 

多数の動作を登録した場合、条件が真の時、上段の動作から順に実行されます。  

このボタンは動作の登録手順(実行手順)を変更するボタンで、該当動作を1段下段に降ります。 

 

条件が真の間、動作を実行するときに[最大実行回数/間隔/遅延時間]などを設定することができます。 

 

動作 説明 

最大実行回数 設定された動作を実行する回数です。  
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(0=∞) [0]は、条件が真の間、継続的に動作が実行されます。 

[1]は条件が引き続き真であっても、動作は1度だけ実行されます。  

間隔(100ms) 動作を実行する時間間隔です。 [0]は毎スキャンで最も早い速度です。  

遅延時間(100ms) 
動作を実行する遅延時間です。 [0]は、条件が真の時、すぐに動作が実行されます。  

[5]x100msに設定すると、条件が真の時[0。5秒]後に動作が実行されます。   

 

13.3.1 [動作] ページ : ビット動作 

 

(3) ビット 

 

条件が真の場合、ビットアドレスを制御します。 [ON]、[OFF]、[Reverse]として動作させます。 

 

 

[図.ビット] 

 

ビット 説明 

アドレス 制御しようとするビットアドレスを設定します。 

 

[OFF continue]です。 

条件が真の時、設定したアドレスのデータをOFFにします。 つまり、[0]になります。 

 

[ON continue]です。 

条件が真の時、設定したアドレスのデータをONにします。 つまり、[1]になります。 

 

[Reverse]です。 

条件が真の時、設定したアドレスのデータが[0]であれば[1]となり、[1]であれば[0]になります。 

 

[OFF pulse]です。  

条件が真の時、設定したアドレスのデータを[保留時間]の分だけOFFにします。  

つまり、アドレスのデータは維持時間の分だけ、[0]となり、その後には再び[1]になります。 

 

[ON pulse]です。 

条件が真の時、設定したアドレスのデータを[保留時間]の分だけONにします。  

つまり、アドレスのデータは維持時間の分だけ[1]となり、その後には再び[0]になります。 

グループ 

インデックス 

多数のビットアドレスにグループインデックスを設定します。  

多数のビットアドレスをグループ化するためには、[グループインデックス]に[0]を除外した番号を入力

します。 

[0]は、グループインデックスを使用しないということです。  

番号は同じ番号を設定すべきビットアドレスが一つのグループになります。 

 

 

同じグループインデックスに設定したビットアドレスの一つをONにすると、残りのアドレスのデータは

すべてOFFになります。 

例えば、[X001]から[X005]まで同じグループインデックスを設定し、[X001]を[ON]にすると、残りのア

ドレス[X002~X005]はすべてOFFとなります。  

維持時間 

(100ms) 

[OFF pulse]と[ON pulse]で使用します。 

OFFやONになると、その値を維持する時間になります。  

[1~600](100ms)の範囲で設定することができます。  
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(4) ビット選択 

 

多数のビットアドレスを設定します。 ビットアドレスは最大8個まで追加することができます。 

条件が真の場合、[番号]の順にビットアドレスをONにします。 

一つのビットアドレスがONになると、残りのビットアドレスはすべてOFFになります。  

 

 

[図.ビット選択] 

 

ビット選択 説明 

アドレス アドレス入力部分をダブルクリックしてアドレスを設定します。 

 

ビット選択に使用するアドレスを追加します。 最大8個まで追加することができます。 

8つ以上追加すると、以下のようなメッセージが表示されます。 

 

 

 選択したアドレスを削除します。 

 選択したアドレスを上位番号に上げます。 

 選択したアドレスを下位番号に下げます。 

 

13.3.2 [動作] ページ : ワード動作 

 

条件が真の場合、ワードアドレスのデータを制御します。  

ワードアドレスはアナログデータを保存する16ビットアドレスを意味します。  

このアドレスに何らかのデータを代入したり、演算の結果を代入するなどの動作をします。 
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[図.ワード演算] 

 

上記のように設定するとその条件が真の場合、[D0010]の値と[D0011]の値を加えた結果を[D0010]に代入してくれ

ます。 

 

ワード演算 説明 

対象アドレス 

演算の結果を保存するワードのアドレスを設定します。 

を利用し、データタイプを利用してデータタイプと大きさを設定することが出来ます。  

  

[データタイプと大きさ] 

アドレス 

番号[1]にアドレスを設定します。  

演算子で[;]を選択すると、番号[1]のアドレス値を対象のアドレスに代入する演算になります。  

 

演算子で[;]を除外した演算子を選択すると、番号[2]が生成されます。  

番号[2]に演算するアドレスを設定します。  

番号[1]と番号[2]を選択した演算子で計算し、その結果を対象のアドレスに代入します。  

上記のように継続的に演算子を設定して、演算するアドレスを設定し、演算式を増やしていくことができ

ます。 

 

演算は演算子の種類に関係なく、番号[1]から順に計算されます。  

つまり、番号[1]と番号[2]の計算結果を番号[3]と演算し、またその結果を番号[4]と演算します。   

演算子 

+ 2つの被演算子を足し算し、対象のアドレスに代入します。 

- 2つの被演算子を引き算し、対象のアドレスに代入します。 

* 2つの被演算子を掛け算し、対象のアドレスに代入します。 

/ 2つの被演算子を割り算し、対象のアドレスに代入します。 

^ 2つの被演算子をビットXOR演算をして対象のアドレスに代入します。 

% 
2つの被演算子の余りを演算し、対象のアドレスに代入します。  

余りの演算は割り算をした後、割り切れなかった余りが計算結果になる演算です。 

& 2つの被演算子をビットAND演算をして対象のアドレスに代入します。 

| 2つの被演算子をビットOR演算をして対象のアドレスに代入します。 

<< 

左方向ビットシフト演算子です。  

最初の被演算子を2進数で表現した場合、二番目の被演算子で指定した数だけ左にビットを移動します。  

例えば、最初の被演算子が[D0001]のデータが[1]であり、二番目の被演算子が定数[3]なので、  

[D0001]<<3]と演算したら、[1]を2進数で表現した値は[0000000000000001]になります。  

この値を3桁ほど左に移動すると[0000000000001000]になります。 この結果値を10進数に変更すると[8]

になります。 

>> 

右方向ビットシフト演算子です。  

最初の被演算子を2進数で表現した場合、二番目の被演算子で指定した数だけ右にビットを移動します。  

例えば、最初の被演算子が[D0001]のデータが[8]であり、二番目の被演算子が定数[3]なので、  
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[D0001]~3]と演算したら、[8]を2進数で表現した値は[0000000000001000]になります。  

この値を3桁ほど右に移動すると[0000000000000001]になります。 この結果値を10進数に変更すると[1]

になります。 

; 演算式の終わりを意味します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.3 [動作] ページ : ASCII 動作 

 

条件が真の場合、[読み取り]アドレスの文字列を読み取り、[対象]のアドレス代入(コピー)してくれます。  

 

 

[図.ASCII動作] 

 

ASCII文字は1文字が8bitです。 したがって、1ワード(16ビット)のアドレスには2つの文字が入ります。  

[対象]のアドレスと[読み取り]アドレスの右側からそれぞれ[文字の数]を設定します。  

 

上記のように設定した場合には、条件が真のとき、[D0020]から10個の文字なので、[D0020]から[D0024]まで 

5つのアドレスに入っている文字10個を[D0010]から[D0014]までに代入してくれます。  

 

[対象]のアドレスと[読み取り]アドレスの文字の個数は異なるように設定できます。  

[読み取り]アドレスの文字数が4文字で、[対象]アドレスの文字数が10文字であれば、4文字だけ下記のようにコピ

ーされます。 

 

 

[図.文字数が異なる設定した場合] 

 

 

[図.文字数を異なる設定した場合] 

 

13.3.4 [動作] ページ : スクリプトの動作 
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条件が真の場合、スクリプトを実行します。  

設定されたスクリプトは[プロジェクト]-[スクリプト]で修正ができます。 

スクリプトの使い方はChapter 4。5スクリプトを参考にしてください。 

 

 

[図.スクリプトの動作] 

 

 

13.3.5 [動作] ページ : イベント動作 

 

キーパッドのキーを作る時に使用します。 

 

 

[図.イベント動作] 

 

イベント動作 説明 

キー キーの種類を選択します。  

動作 
 キーを押すと動作します 

 キーを押し、離す際に動作します。 

 

キーの種類は非常に多様です。 文字入力キーパッドと数字入力キーパッド等多様に作ることができます。 

  

13.3.6 [動作] ページ : 特殊機能 

 

条件が真の場合、実行した特殊動作を設定します。 

 

[図.特殊機能 Screen] 

 

No 特殊機能 説明 

1 Screen 
[基本画面の移動/HDMI画面の移動/ウィンドウ画面のポップアップと移動/画面キャプチャ]など、画面

と関連した動作を設定します。 

2 Print 印刷と関連した動作を設定します。 

3 Storage GX8に装着されたメモリーと関連した動作を設定します。 
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4 Memory メモリコピー/ログデータの削除と関連した動作を設定します。 

5 System システム/セキュリティに関連した動作を設定します。 

6 App メニュー画面のアプリケーションを呼び出す機能をします。 

7 Camera GX8Rプレミアムモデルの内蔵/外付けカメラの動作を設定します。 

 

(1) [動作] ページ : 特殊(Screen) 

[基本画面の移動/HDMI画面の移動/ウィンドウ画面のポップアップと移動/画面キャプチャ]など、画面と関連した

動作を設定します。 

No Screen 説明 

1 Previous Screen 

現在の設定に転換される前の画面で画面転換をします。 

 

2 Screen Change 

設定した[画面番号]で画面転換をします。 

 

3 

HDMI1 Screen Change 

HDMI2 Screen Change 

HDMI3 Screen Change 

HDMI4 Screen Change 

[プロジェクター/PC/TV]などとGX8をHDMIで接続してGX8画面をモニタリングすることができます。 

GX8RプレミアムモデルはHDMI 1つが連結でき、GX8ViewはHDMI 4つを連結することができます。  

 

GX8メニュー画面の[コントロールパネル]-[HDMI]で[基本コピーモード]に設定した場合には、GX8の画面

と同じようにHDMIと連結された装置によりモニタリングされるので、別途HDMI画面を構成する必要が

ありません。  

 

しかし、[HDMIデュアルモード]に設定した場合は、別途HDMI画面を構成しモニタリングをします。

 

[図.メニュー画面HDMI 設定] 

 

TDSで[プロジェクト]-[プロパティ]メニューを実行すると、[プロジェクトのオプション]画面が表示されま

す。  

左上段の[GX8設定]でGX8のモデル名をクリックすると、右下段に[HDMI画面の設定]があります。 HDMI

デュアルモードを使用しGX8画面とは別途に、画面を構成するHDMIをチェックします。  

下記の図.は、プロジェクトがGX8Viewに設定されているので、HDMIを4つまで設定することができま

す。 



526 CHAPTER 13 -演算オブジェクト 

 

 

[図. プロジェクトのオプション] 

 

上記のようにチェックすると、[プロジェクト管理]ウィンドウで下記のように[HDMI1~HDMI4]画面が見

えます。 ここで別途のHDMI画面を生成し編集をします。 

 

[図. プロジェクト管理] 

 

上記のような機能を使用した場合、[HDMI1 Screen Change]を利用して、画面転換をします。  

条件が真の場合、設定した[画面番号]にHDMI画面が転換されます。 

 

 

HDMI2、 HDMI3、 HDMI3も同じ方法で使用します。 

4 Window Move 

ポップアップしているウォンドウ画面の位置を移動することにしてくれます。 

 

[タッチ]オブジェクトを利用して、[条件]ページは[イベント]-[タッチダウン]に設定し、 

[動作]ページで[Window Move]を選択した後、[画面番号]は移動させようとするウィンドウ画面の番号を
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設定します。  

この[タッチ]オブジェクトは、移動させようとするウィンドウ画面に登録しても、基本画面に登録しても

いいです。  

 

GX8の動作は、まず、[タッチ]オブジェクトをタッチした後、ポップアップしているウィンドウ画面を移

動させようとする位置をタッチすると、その位置にウィンドウの左上の角が来るように、位置が変わりま

す。  

 

 

 

5 Window Toggle 

条件が真の場合、設定した[画面番号]のウィンドウがポップアップします。 

 

 

6 ScreenShot 

条件が真の場合、現在画面をキャプチャーしてJPGイメージに保存してくれます。  

 

[ストレージ]は[Internal Memory/SD Card/USB]の中に選択します。  

[Internal Memory]はGX8の内部メモリです。 内部メモリに保存されたキャプチャイメージは[メニュー画

面]-[ファイルエクスプローラ]の[ScreenCapture]フォルダで確認することができます。  

[SD Card]はGX8に装着されたSDカードに保存されます。 [USB]はGX8に装着されたUSBメモリに保存され

ます。 [SD Card/USB]に保存されたキャプチャイメージは[UserData]-[ScreenCapture]フォルダで確認す

ることができます。  

 

ファイル名は[現在の日付-ファイル番号]として保存されます。 [ファイル番号]はファイル名が作られた

際、始まる番号です。  

つ ま り 、下記の よ う に設定さ れ て い る と き に キ ャ プ チ ャ イ メージ は SD カード に [UserData]-

[ScreenCapture]フォルダにJPGイメージで保存されると、一番目のファイルは[20170530-1]、二番目のフ

ァイルは[20170530-2]、三番目のファイルは[20170530-3] ...で作られます。 

 

 

 

(2) [動作] ページ : 特殊(Print)  

印刷と関連された動作を設定します。  

 

GX8View実行時、PCにロールプリンターを接続して、編集したフォーマットで印刷をすることができます。  

この機能はChapter 1。2。9[コントロールパネルアイコン・通信装置-プリンタ]、Chapter 4。11[ロールプリンタ]

を参考にしてください。 
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下記のようにRollPrinterを設定し、ロールプリンタIDを設定した場合、条件が真の時、接続されたロールプリンタ

ーで[印刷]が実行されます。 [ロールプリンタID]はTDSの[プロジェクト]-[ロールプリンタ]で印刷する 

ページのIDを意味します。 

 

 

[図.特殊機能RollPrinter] 

 

(3) [動作] ページ : 特殊(Storage) 

GX8に接続された保存装置と関連された動作を設定します。  

 

GX8で生成される警報/ログなどのデータをSDカードでバックアップに設定をすると、生成されたデータは自動的

にSDカードに保存されます。  

 

[図. SDカードでバックアップの設定] 

この時、データが発生するたびにSDカードに保存されると、システム負荷が生じるので、データが一つのフレー

ム(1K Word)が書き終わったら、SDカードに書き込みます。  

したがって、SDカードをGX8から抜き取らない限り[SDのアップデート]動作により、フレームが満たされていない

残量データをすべてSDカードにコピーしてくれます。 

 

 

[図.特殊機能 SD Update] 

 

(4) [動作] ページ : 特殊(Memory)  

メモリコピー/ログデータの削除と関連された動作を設定します。  

 

No Memory 説明 

1 Memory Copy 

[参照アドレス]のデータを[対象のアドレス]にコピーします。 [サイズ]はコピーするアドレ

スの数です。  

設定した[参照アドレス]と[対象のアドレス]は、開始アドレスとなります。 このアドレスを

初めとして[サイズ]分だけ、コピーをします。  

 

下記のように設定すると、[D0010]から[D0019]までのデータを[D0020]から[D0029]までに
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順次にコピーします。 つまり、D0020=D0010、D0021=D0011、D0022=D0012、。。

D0029=D0019となります。 

 

 

2 
System buffer Copy 

(indirect) 

GX8内部アドレス(システムバッファ)のデータをコピーします。  

間接アドレスで[参照アドレス]と[対象アドレス]のデータはGX8内部アドレスの番地となり

ます。  

[サイズ]はコピーするアドレスの数です。  

 

下記のように設定し、[D0010]の値は20で、[D0020]の値が40であれば、内部アドレス20番

地から29番地のデータを内部アドレス40番地から49番地まで順次コピーします。 つまり、

[00040]=[00020]、[00041]=[00021]、[00042]=[00022]、。。[00049]=[00029]となります。 

 

 

3 Log Clear 

GX8内部メモリに保存されたログデータを削除します。  

ログは、[ログID]1~16まで16個を設定することができます。  

[全体]を選択すると、全体のログデータを削除します。  

[選択]を選択して、該当ログIDを設定すると、該当のログのみ削除されます。 

 

 

(5) [動作] ページ : 特殊(System)  

システム/セキュリティに関連された動作を設定します。 

 

No Memory 説明 

1 Exit 運転画面を終了し、メニュー画面に移動します。 

2 Buzzer Sound 条件が真の場合、ブザーサウンドが鳴ります。 

3 N:1 Inter Lock 

多数のGX8と1つのコントローラが通信することを[N:1通信]といいます。  

 

多数のGX8が同時にコントローラを制御する時に発生する問題を防ぐため、GX8の入力にロ

ック設定します。  

[プロジェクト]-[プロパティ]メニューを実行すると表示される[プロジェクトのオプション]

画面で[N:1タッチ制御権管理を使用]をチェックした後、この[N:1 Inter Lock]動作を使用し

ます。  
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[図. タッチ制御権管理を使用] 

 

インターラックのアドレス[D0010]のデータが制御が可能なHMI IDとなります。  

このHMI IDを持つGX8を除いた残りのGX8はすべてタッチ入力が不可能となります。  

(HMI IDはGX8メニュー画面から[コントロールパネル]-[プロジェクト設定]-[11。HMI ID]で

確認することができます。) 

インターラックのアドレス[D0010]が[0]である場合はすべてのGX8の入力が可能です。  

 

インターラックの時間はタッチ入力をしなくなった時点より5分経過すると、インターラッ

クのアドレスに[0]を代入し、インターラックを解除してくれます。  

 

[N:1 Inter Lock]は自身のHMI IDをインターラックのアドレスに書き込む動作をすることに

よって、自身を除いたGX8への入力を防ぐことができます。 

4 N:1 Inter Unlock インターラックのアドレスに[0]を代入して、N:1インターラックを解除します。 

5 HMI IP Change 

GX8 IPアドレスを変更します。  

条件が真の場合、設定したIPアドレスにGX8 IPアドレスが変更されます。  

 

6 PLC IP Change 

PLC IPアドレスを変更します。 

条件が真の場合、設定したIPアドレスにPLC IPアドレスが変更されます。 

  

7 PLC Enable or Disable 

条件が真の場合、接続されたPLCを使用/使用しないを設定します。 

[使用]は通信をします。 [使用しない]は通信をしません。 

 

 

 

[PLCの状態保存アドレス]はPLC使用/使用しないの状態を保存してくれます。  

設定したアドレスが[1]は使用状態で、[0]であれば、使用しない状態です。   

8 Touch Lock(Password) 

TDSで[プロジェクト]-[プロパティ]-[グローバルロックオプション]-[グローバルタッチロッ

ク]を設定した場合、ロックをかける際、あるいはログインをしてロックを解除する時にこ

の動作を使用します。 
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[図.グローバルタッチロック使用] 

 

[グローバルタッチロック]は画面に登録されたすべてのオブジェクトに[タッチロック]を掛

けてタッチ入力を防ぐ機能です。 該当パスワードでログインをすればタッチ入力が可能に

なります。  

現場で臨時的にタッチの入力を防ぎ、作業する必要があるときに使用します。  

(グローバルタッチロックの詳細な説明はChapter 4。12。6[グローバルロックオプションペ

ージ]を参考にしてください。) 

プロジェクトを実行している場合にはロックはかかりません。 

 

 

 

上記のように設定したTouch Lock(Password)を動作させると、タッチロックがかかり、下記

の[Touch Lockの暗証番号入力画面]がポップアップします。  

 

 

[図.Touch Lock パスワード入力画面] 

 

タッチロックの状態で必要な作業を終えた後、その上のウィンドウで暗証番号を入力する

と、[タッチロックが解除されてパスワード表示ウィンドウは閉じます。 

 

 

再びタッチロックが必要な状況になると、Touch Lock(Password)が作動します。  

パスワードを入力せずに[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。 

 

 

 

間違ったパスワードを入力して[Enter]キーを押すと、次のメッセージが表示されます。 
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臨時パスワードを忘れた場合、鍵模様のアイコンを5秒間長押しすると、下段のパスワード

入力欄にパスワードが表示されます。 

 

[モード]を[表示する]に設定すると、タッチロックの状態で、正確なパスワードを入力する

前までは[Touch Lockのパスワード入力ウィンドウが表示されます。 

[モード]を[表示しない]に設定すると、タッチロックの状態で、パスワードを入力しなくて

も[Touch Lockの暗証番号入力ウィンドウ]を表示させないようにできます。  

 

下図.のように、[hide]ボタンと10、9、8、と逆カウントされる数字が見えます。  

[hide]ボタンを押すと、ログインウィンドウが閉じます。 

そして、数字が[0]になるとログインウィンドウが自動的に閉じます。  

[0~9、Clear、Enter]キーを押すと、カウントが再び10から逆カウントされます。 

 

 

 

9 Security Login 

[プロジェクト]-[セキュリティ]でセキュリティレベル機能を使用した場合にこの動作を利用

し、ログインをします。 セキュリティレベルの具体的な機能はChapter 4。7。2[セキュリ

ティレベルを使用]を参考にしてください。 

 

 

 

[入力種類]を[タッチキーパッド]に設定すると、動作の際に次のようなキーパッドがポップ

アップします。  

[セキュリティ]機能で設定したパスワードを入力した後、[Enter]キーを押すと、ログインす

ることができます。 
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[入力種類]を[QR Code]に設定した場合、GX8の前面カメラによってQRコードを認識した後

ログインをすることができます。  

(前面カメラはGX8Rプレミアムモデルに装着されています。)  

動作の際に次のような画面がポップアップされると、赤四角い領域内にQRコードを合わせ

て認識させます。 

 

 

 

10 Security Logout ログアウトしてログインを解除します。 この際セキュリティレベルは0レベルになります。 

11 Get Login User Name 

ログインしたセキュリティレベルのUser Nameを[保存アドレス]に保存してくれます。 

User Nameの文字の長さを[長さ]に設定します。 

 

 

 

 

[図. 보안] 

12 Get Login User ID 

ログインしたセキュリティレベルのIDを[保存アドレス]に保存してくれます。 

IDの文字の長さを[長さ]に設定します。 

 

 

13 Memo Count 

メモの数を設定したアドレスに保存してくれます。 

[未読の数]は読んでいないメモの数を設定したアドレスに保存してくれます。  

[全体数]は、メモの全体数を設定したアドレスに保存してくれます。 

 

 

14 Reboot System GX8を再起動します。 
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(6) [動作] ページ: 特殊(App)  

メニュー画面のアプリケーションを呼び出す動作を設定します。 

 

No Memory 説明 

1 FileBrower 

ファイルエクスプローラのアプリケーションを呼び出します。  

[保存場所]で[Internal Memory/SD Card/USB]を選択します。  

ファイルエクスプローラ呼び出し、[保存場所]から選択した保存装置を基本位置として表

示します。 

 

 

 

2 ScreenShotCall スクリーンショットアプリケーションを呼び出します。 

3 FTP Call FTPを呼び出します。 

4 VNC Call VNCビューアを呼び出します。 

5 USB By Pass Call 前面USBを呼び出します。 

6 Global Media Call 

リソースに登録されたグローバルメディアを運転中に呼び出します。  

 

グローバルメディアは[プロジェクト管理]-[リソース]で登録および管理することができま

す。  

グローバルメディアの種類は次のようになります。 

 

 

[図. グローバルメディアの種類] 

 

[プロジェクト管理]-[リソース]の右上の  ボタンを押してそれぞれのメディアを登録

します。 
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[図. プロジェクト管理-リソース] 

 

 

 

呼び出す[メディアタイプ]は[Image/Text/PDF/PDF Ext]の中で選択します。 

 

 

 

[メディアID]の ボタンをクリックすると、次のようにメディア選択できるダイアログが

表示されます。 呼び出すメディアを選択し、[確認]ボタンをクリックします。 
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[図. 呼び出すメディアの選択] 

 

上記のように設定すると、条件が真の場合下記のように指定したメディアが画面にポップ

アップします。 

 

 

 

グローバルメディアの詳しい説明はChapter 22。6。3[リソースの部分]を参照してくださ

い。 

7 LogViewer Call LogViewerを呼び出します。  

8 RecipeEditor Call Recipe編集機を呼び出します。  

9 ScreenNavigator Call Screen Navigatorを呼び出します。 

10 Memo Call 

[メモ読み取り]画面と[メモ書き込み]画面を呼び出します。  

現場でメモを書いたり、残されたメモを確認することができます。 

 

 

 

呼び出しタイプを[メモの読み取り]にすると、下記の画面が呼び出されメモを確認するこ

とができます。 
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[図. メモ読み取り画面] 

 

メモ書き込み画面が表示されメモを書き込むことが出来ます。 

 選択したメモを削除します。 

 メモリストが閉じて、選択したメモの内容のみ見ることができます。  

 上段にメモのリストが現れ、下段には選択したメモの内容を見ることができます。 

 

呼び出しタイプを[メモ書き込み]にすると、下図.のような画面が呼び出されメモを書くこ

とができます。 
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[図. メモ書き込み画面] 

 

Senderは送信者です。 

Receiverは受信者です。Addボタンを押すと受信者を選択することができます。 

 

[図.Add ボタン] 

テキストの書き込みモードと作図.モードです。 

テキストのフォントを設定します。  

書き込みモードと消去モードです。 

 テキストのサイズを設定します。  

 テキスト/図.の色を設定します。  

 Clearはメモを消去します。Sendはメモを送信します。Closeはメモの書

き込み画面を閉じます。  

11 Send Message 

[メッセージ管理者]に登録されたメッセージを送信します。  

送信しようとする[メッセージID]を設定します。  
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[メッセージ管理者]は[プロジェクト]-[メッセージ送信]メニューで実行すると表示されま

す。 

 

[図. メッセージ管理者] 

 

メモリ管理者に関する詳しい説明はChapter 4。10[メッセージの送信]を参照してくださ

い。 

 

(7) [動作] ページ : 特殊(Camera) 

GX8Rプレミアムモデルの内蔵/外付けカメラの動作を設定します。 

No Camera 説明 

1 Camera Record Start 

カメラの録画を始めます。  

[CameraRecord] フォルダに日付と名前で映像を保存します。 

 

2 Camera Record SGX8 

カメラ録画を停止します。  

 

3 Camera Barcode 

前面カメラを利用してバーコードを認識します。 

バーコードのタイプで[一般のバーコード]と[QRコードバーコード]を選択します。  

読み込んだバーコードは[保存アドレス]に保存されます。  

バーコードの長さは[データの長さ]へバイト単位で設定します。 
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[図. バーコード(一般)] 

 

 

[図. 2次元 バーコード(QR Code)] 

 

13.3.7 [動作] ページ : なし 

 

条件が真の場合、実行する動作がない場合、[なし]に設定します。 

 

 

[図. 動作なし] 
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CCHHAAPPTTEERR  1144  --  ススククリリーーンンココーールルオオブブジジェェククトト  

 

スクリ-ンコ-ルは多数の[基本画面/フレーム画面]を一つの基本画面に呼び出してモニタリングする機能です。  

スクリ-ンコ-ルオブジェクトで呼び出した画面をタッチすると該当画面に移動をします。  

 

 

[図.スクリーンコールオブジェクト] 

  

14.1 基本ページ 

 

14.1.1 画面呼び出しの種類 

 

[画面呼び出し種類]は[静的呼び出し]と[動的呼び出し]があります。 

 

No プロパティ 説明 

1 
静的 

呼び出し 

[対象画面設定]で1つの[基本画面/フレーム画面]を選択することができます。  

選択した画面を変更することはできず、本来のサイズそのままに呼び出されます。  

[呼び出し条件]と[サイズ]を設定することができます。 

 

 

2 
動的 

呼び出し 

[呼び出し条件]を設定し[条件]によって対象画面を変更することができ、画面のサイズも[拡大]に設定

して調節することができます。  

  

 

14.1.2 呼び出し条件 / 対象画面の設定 

 

[動的呼び出し]を設定した場合にのみ、[呼び出し条件]を設定することができます。  

[呼び出し条件]は[使用しない/ビット/ワード/ワード間接]の4つがあります。   
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[図.呼び出し条件] 

 

No プロパティ 説明 

1 使用しない[N] 

呼び出し条件を使用しないことで、静的呼び出しのように、[対象の画面設定]では選択した画面を変

更できずに呼び出されます。 

 

 

静的呼び出しと異なる点は、[サイズ]で[拡大]に設定して、対象画面の大きさを調節することが可能

です。 

2 ビット[B] 

ビットアドレスのON/ OFF状態に応じて、[対象画面の設定]で選択された画面を呼び出します。 

 

 

上記のように設定した場合は、[Y001]のデータが[OFF]のときに呼び出す画面と[ON]のときに呼び出

される画面を以下のように選択します。 

 

 

[選択]ボタンで呼び出す画面を選択します。 

[削除]ボタンで選択した画面を削除することができます。 

 

[ビット]の条件を使用すれば、最大2つの画面を変更しながら呼び出すことができます。 

3 
ワードケース 

[W] 

ワードアドレスのデータの範囲に基づいて設定された画面を呼び出します。 

 

上記のような設定の場合は、[D0013]のデータの範囲に基づいて、該当する画面を呼び出します。 

 

複 数 の 範囲 を 利 用 し て 、 多 数 の 画 面 に 変 更 し な が ら 呼 び 出 す こ と が で き ま す 。

 

 

範囲によって、呼び出す画面の数だけ[追加]ボタンを押してリストを生成します。  
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データの範囲である[最小/最大]を設定し、呼び出す画面を設定します。  

呼び出した画面は[画面]カラムをダブルクリックすると表示される ボタンをクリックし選択して

ください。 

 

4 ワード間接[I] 

ワードアドレスのデータと同じ番号の画面を呼び出しています。  

 

 

 

上記のように設定した場合、[D0010]というデータが呼び出す画面の番号となります。 

 

 

 

画面タイプは[Base Screen(基本画面)/Frame(フレーム)]の中に選択します。 

 

 

 

呼び出す画面の範囲を最小/最大]で設定します。  

呼び出した画面の範囲を外れた画面は呼び出されません。  

 

[画面番号オフセット]を[1]以上設定した場合、[D0010]のデータに[画面番号オフセット]を加えた値

が呼び出す画面の番号になります。  

 

つまり、[D0010]のデータが3で[画面番号オフセット]が2の場合、基本画面5番の画面が呼び出され

ます。  

 

データを変更して多数の画面を変更しながら、呼び出すことができます。 

 

 

 

 

 

 

対象画面の設定から呼び出す各画面を選択するため、[選択]ボタンを押すと、下記のように[画面選択]画面が表示されます。この画面から

呼び出す画面を選択した後、[確認]ボタンを押すと、選択されます。 
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[図.画面選択] 

 

14.1.3 オブジェクトや位置の設定 

 

スクリーンコールオブジェクトの呼び出し領域/位置/サイズを設定します。  

 

[静的呼び出し]である場合[呼び出し領域]と[位置]を設定することができ、[動的呼び出し]である場合、 

[サイズ]を設定することができます。 

 

 

[図. オブジェクト及び位置設定] 

 

No 
オブジェクト 

及び位置設定 
説明 

1 呼び出し領域 

対象の画面で呼び出しする部分を設定します。 

 

 

 

[ObjectOnly]対象の画面でオブジェクトだけ呼び出します。 

[Object+Global]対象の画面でオブジェクトとグローバル領域(マスター画面/フレーム画面)を

呼び出します。  

[FullScreen]対象の画面全体を呼び出します。  

2 位置 

対象の画面を呼び出しする位置を設定します。  

[固定]は対象画面の位置をそのまま呼び出します。 つまり対象画面にあるオブジェクト/グロ

ーバル領域などが登録された位置をそのまま呼び出されます。  

位置を変更することはできません。  

[ユーザーの指定]は対象の画面を呼び出す位置を、スクリンコールオブジェクトの位置を変更

することにより、変更することができます。 

3 サイズ 
呼び出した対象画面のサイズを[元の/拡大]の2種類の中で設定します。  

[元の]は対象画面のサイズそのままを呼び出します。  
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[拡大]は対象画面のサイズを調節することができます。  

 

14.2 スクリーンコール活用画面 

 

動的呼び出しのサイズ[拡大]を活用して一つの画面で多数の画面をモニタリングすることができます。  

各画面をタッチすると該当画面に移動します。 

 

 

[図. スクリーンコールの活用] 

 

 

[図. スクリーンコールの活用画面] 
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CCHHAAPPTTEERR  1155  --  ロロググビビュューーオオブブジジェェククトト  

 

[プロジェクト]-[ログ]設定で記録されたログデータを画面に表形式で表示するオブジェクトです。 

(ログの設定は、Chapter 4。2[ログ]を参考にしてください。)  

 

[オブジェクト]-[ログビュー]オブジェクトを実行します。 

 

 

[図.ログビューオブジェクト] 

 

 

[図. ログビュー] 

  

 

ログの設定を確認する方法は[プロジェクト]-[ログ]メニューを実行するか、[プロジェクト管理]-[プロジェクト]-[ログ]リス

トを実行し確認することができます。  

 

しかし、上のメニューを実行せず、ログビューオブジェクトのプレビュー下段の[ログテーブルの開く]メニューを実行す

ると、[ログの設定]にショートカットすることができます。 
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[図. ログテーブルを開く] 

 

15.1 基本ページ 

 

[プロジェクト]-[ログ]で設定した[ログID]を設定します。  

 

[日付/時間 降順整列]をチェックすると、最近の日付/時間で記録したログデータを上の行に表示し古いログデー

タであればあるほどの下に表示されます。 チェックしなければ最も古いログデータが最も上の行に表示され最近

のログデータであればあるほどの下に表示されます。 

  

  

15.2 スタイルページ 

 

表のスタイル(色/フォントなどのディスプレイ)を設定します。 

  

 

[図. スタイルページ] 
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表の外郭をフレームといいます。  

タイトルをタイトルバー、ログデータが表示される部分をデータ領域といいます。  

 

 

[図. ログビュー] 

 

No スタイル 説明 

1 フレーム 

表の外郭部分をフレームと呼びます。 

フレームの背景色と線のスタイルを設定します。 

アウトラインの[線の形状/線の色/線の太さ]を設定します。 

表のサイズがフレームと同様である場合、フレームは見えませんが、表よりフレームを大きく描いた場

合、上の図.のように右に背景が見えます。【背景色】は、フレームの背景色です。 

2 
タイトル 

バー 

タイトル部分を[タイトルバー]と言います。 

[タイトルバー非表示]をチェックすると、タイトルバーが表示されません。  

 

タイトルバーの表の部分のスタイルである[行の高さ(ピクセル)/背景の色/線の色/線の太さ/水平線の模様

/垂直線の形]を設定し、タイトルのテキストの[フォント]を設定します。  

 

[ソート&フィルター]をチェックすると、GX8運転中にタイトルバーをタッチすると、以下のような[ソ

ート&フィルター]メニューが出ます。 

 

 

[図. ソート&フィルター] 

 

[Ascending]は昇順、[Descending]は降順です。  

 

整列させたいカラムを選択した後、[ソート&フィルター]メニューの[Ascending]を実行すると、次のよ

うに、該当カラムのデータを基準に昇順整列します。  

 

また、ソートやフィルター機能が適用されたカラムはタイトルに(略)が表示されます。  

Ascendingは[Column(A)]、Descendingは[Column(D)]、Filterは[Column(F)]で表示されます。 
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[図. Ascending昇順の実行] 

 

[Filter]は必要なデータのみ検索し確認する機能です。  

Filterメニューを実行すると、下記のように範囲を設定する画面が表示されます。  

範囲を設定し、[OK]ボタンを押すと、該当範囲のログデータだけが検索されます。 

  

[図. Filter(フィルター) 実行] 

 

 

[Initial]は、ログビューを初期化し、[Close]は整列&フィルター画面を閉じます。 

3 データ領域 

表でログデータが表示される領域です。 

 

データ領域のスタイルである[行の高さ(ピクセル)/背景の色/線の色/線の太さ/水平線の模様/垂直線の模

様]を設定し、データのテキストや数字を表示する[フォント]を設定します。  

 

視覚的に行の区分をより容易に行うため、[ストライプの行の数/ストライプの色]を適用することができ

ます。 [ストライプの行の数]を[2]に設定して、ストライプの色を設定すると、[背景色]2列/[ストライプ

の色]2列に交替しながら行の色を表示します。 

 

 

[図. ストライプの適用] 
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15.3 カラムページ 

 

ログビューで表示するカラムを設定する部分です。 

ログデータのカラムは[Index/日付/時間/データ]となっています。  

データの個数は、ログ設定で[カラム数]と同数が生成されます。  

 

各カラムの[タイトル/幅/整列]などを設定します。 

 

 

[図.カラムページ] 

 

15.3.1 カラム設定 

 

各カラムの[タイトル/幅/整列]を編集するには[カラムデータ再指定を使用]をチェックします。  

 

[固定するカラム数]は[Left/Right]キーを実行してログビューを左右にスクロールする場合、設定した数のカラムは

スクロールされず、固定になります。  

 

[図. 固定するカラムの個数] 
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[図. 固定するカラムの個数を[4]個に設定した場合] 

 

[ログテーブルの設定から]ボタンを押すと、[プロジェクト]-[ログ]の設定にカラムが初期化されます。  

 

下段の[左/右ボタンでカラムの位置を左へ、右に移動することができます。 

 

No カラム設定 説明 

1 タイトル カラムのタイトルです。 テキストを入力して修正することができます。 

2 幅 カラムの幅(ピクセル)です。 数字を入力して修正することができます。  

3 整列 

カラムのデータ整列方式を[Left(左)/Center(中央)/Right(右)]の中に選択します。 

 

4 アドレス 

カラムに表示するデータが何かを表示してくれます。  

[Index]は順次つけられる番号です。  

[Date]は日付、[Time]は時間、[Address]はアドレス値(ログデータ)です。 

5 データタイプ [プロジェクト]-[ログ]-[ログアドレス]で設定したカラムのデータタイプを表示します。  

6 データ カラムに表示されるデータのサンプルとログのアドレスを表示します。 

 

15.3.2 ハイライトの設定 

 

特定状況でログデータを強調する時、ハイライト機能を使用します。  

 

ハイライト設定をするカラムを先に上段で選択した後、ハイライト設定で[追加]ボタンをクリックします。  

[条件]の編集でハイライトを表示する条件を設定します。  

[フォントカラーを使用]はハイライト条件が満たされると、該当カラムのデータを表示する色です。  

[背景色を使用]はハイライト条件が満たされると、該当カラムの背景を表示する色です。 
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[図. ハイライトの設定] 

 

対象を[セル]で選択すると、下図.のように該当カラムだけハイライトの色が適用されます。 

 

 

[図. ハイライト対象がセルの場合] 

 

対象を[ライン]で選択すると、下図.のように全体ラインがハイライト色で表示されます。 

 

 

[図. ハイライト対象がラインの場合] 

 

ハイライト条件が偽になると、該当ハイライトが消えます。 

 

[すべてのハイライト削除]メニューを実行すると、カラムに設定されたハイライト設定がすべて削除されます。    

 

15.4 キーページ 

 

ログビューで、必要なキー(ボタン)]の構成とデザインを設定します。 

 

上段の[キー]部分で必要なキーをチェックして追加します。  

[キー]の位置座標(X、Y)、サイズ(幅、高さ)、キャプション(文字列)をそれぞれ設定することができます。  

 

下段の[模様]の部分では追加したキーの[模様]とキャプション(文字列)に適用する[フォント]を設定します。  

[模様タイプ]をColorで選択した場合、四角形に色が適用された形になります。  

[模様タイプ]をImageで選択した場合、キーに適用するイメージを読み込みます。  

 

[全体適用]ボタンを押すと、全てのキーの形やフォントが同一に修正されます。  
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[図. キーページ] 

 

No キー種類 説明 

1 Up 

上位のログデータを確認するため、実行します。  

ログデータを１ラインずつ下に移動してくれます。  

カーソルが選択されている場合には、カーソルを1ライン上に上げます。 

2 Down 

下位のログデータを確認するため、実行します。  

ログデータを１ラインずつ上へ移動してくれます。 

カーソルが選択されている場合には、カーソルを1ライン下に降ろします。 

3 Left 
左側にあるログデータを確認するため、実行します。  

ログデータを1カラムずつ、右に移動させます。 

4 Right 
右側にあるログデータを確認するため、実行します。  

ログデータを1カラムずつ、左に移動させます。  

5 Prev 前のページに移動します。 

6 Next 次のページに移動します。  

7 First 最初のページに移動します。  

8 Last 最後のページに移動します。  

9 Cursor ログデータ1ラインを選択します。  

10 Date Search 
ログデータの検索機能で、日付を選択し[Apply]ボタンを押すと、該当日付のログデータのみ、 

検索することができます。 
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11 View Clear 
すべてのログデータを見えないようにします。  

GX8メモリの実際のログデータを削除することはありません。 

12 Today 今日の日付のログデータのみ表示します。  

13 History ログデータ全体を表示します。  

14 File 

[プロジェクト]-[ログ]設定で[バックアップ]が[SD Card]に設定された場合のみ実行されます。  

[SD Card]に保存されたログファイルを呼び出し表示します。  

[File]ボタンを押すと、[ファイルエクスプローラ]が実行され、[SD Card]に保存されたログファイルを選

択し、呼び出します。  

  

15.5 効果ページ 

 

設定した[条件]によって[非表示/非活性化/反転/点滅]効果を与えることができます。 

 

 

[図.効果ページ] 

 

No 効果 説明 

1 非表示 ログビューを非表示ます。  

2 非活性化 ログビューが動作しないようになります。  

3 反転 ログビューの色が反転し表示されます。  

4 点滅 ログビューが設定した[周期]で点滅します。  
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CCHHAAPPTTEERR  1166  --  警警報報ビビュューーオオブブジジェェククトト  

 

[プロジェクト]-[警報]設定で記録した警報データを画面に表示するオブジェクトです。 

(警報の設定は、Chapter 4。1[警報]を参考にしてください。) 

 

[オブジェクト]-[警報ビュー]オブジェクトを実行します。  

 

 

[図. 警報ビューオブジェクト] 

 

 

[図. 警報ビューオブジェクト] 

 

[警報]は[プロジェクト]-[警報]メニューを実行するか、[プロジェクト管理][プロジェクト][警報]リストから実行し設定しま

す。  

 

警報ビューオブジェクトでプレビューの下の[警報テーブル開く]メニューを実行すると、[プロジェクト][警報]画面が開か

れて[警報設定]内容をその場で確認することができます。 
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[図. 警報テーブル] 

 

16.1 基本ページ 

 

[プロジェクト]-[警報]で設定した[警報ブロック]と[警報グループ]を選択します。  

どのような警報をどのように表現するか設定します。 

 

 

[図. 基本ページ] 

  



CHAPTER 16 -警報ビューオブジェクト  557 

 

No 基本ページ 説明 

1 
警報 

選択 

[プロジェクト]-[警報]で設定した[警報ブロック]と[警報グループ]を選択します。 

[警報ブロック]を選択すると、該当ブロックに属した警報グループがリストに表示されます。 表示する

警報グループをチェックします。  

チェックした警報グループによる警報が発生/解除された際、保存した警報データを表示します。  

 

警報データは表の上段に古いデータを表示しており、下に最近のデータを表示します。 [日付/時間を降

順にソート]をチェックすると、表の上段に最近の警報データを表示し、下段には古い警報データを示す

ように整列します。  

 

[メッセージの自動改行を使用]は[警報の内容]が[Messageカラムの幅より長い場合、自動的に改行をして

次の行に警報の内容の残りの文字列を表示します。 

2 
警報 

種類 

[警報タイプ]を[現在警報/警報履歴]の中に選択します。  

[現在警報】は現在、発生中の警報のみ表示されます。 解除された警報は表示しません。  

現在警報の場合[点滅]をチェックし、表示される警報データ全体を点滅効果を与えて強調して表示する

ことができます。  

[警報履歴]は発生/解除された警報履歴データをすべて表示します。  

 

[表示区分]を[表スタイル/自由様式]の中に選択します。  

[表スタイル]は、表(テーブル)に警報データを表示します。  

[自由様式]は表なしで警報データを表示したり、警報タイプが[現在警報である場合、[スクロールオプシ

ョン]を設定して警報データを設定した方向に流れるように表示することができます。 

3 
スクロール 

オプション 

警報タイプが[現在警報]で、表示の区分が[自由様式]である場合、設定することができます。  

警報データを設定した方向にスクロールするように表示してくれます。  

 

[スクロールタイプ]を[None/Left Scroll/Right Scroll/Up Scroll/Down Scroll]の中から選択します。  

[None]はスクロールオプション機能を使用しません。  

[Left Scroll]は、警報データを左の方向に移動させます。  

[Right Scroll]は、警報データを右方向に移動させます。 

[Up Scroll]は、警報データを上側方向に移動させます。 

[Down Scroll]は、警報データを下方向に移動させます。 

 

[周期]はスクロール周期を(100ms)単位で設定します。 

 

[図. スクロールタイプがLeft Scrollの場合] 

 

 

[図. スクロールタイプがUp Scrollの場合] 
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16.2 スタイルページ 

 

警報ビューを表示するスタイル(色/フォントなどのディスプレイ)を設定します。  

スタイルのページは表示区分で[表スタイル/自由様式によって違うように構成されます。  

 

16.2.1 表示区分が [表スタイル]の場合のスタイル 

 

[基本]ページで[表示区分]を[表スタイル]で設定した場合のスタイルのページです。  

 

 

[図. 表示区分が[表スタイル]の場合、スタイルページ] 

 

表の外郭をフレームと言います。  

タイトルをタイトルバー、警報データが表示される部分をデータ領域と言います。 

 

 

[図. 警報ビュー_表スタイル] 
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No スタイル 説明 

1 フレーム 

表の外郭部分をフレームと言います。  

フレームの背景色と線のスタイルを設定します。  

外枠線の[線の形/線の色/線の太さ]を設定します。  

表のサイズをフレームと同様に描くとフレームは見えないが、表よりフレームを大きく描くと、上の

図のように右に背景が見えます。 [背景色]はフレームの背景色です。 

2 タイトルバー 

タイトルの部分を[タイトルバー]と申します。 

[タイトルバー非表示]をチェックすると、タイトルバーが見えなくなります。  

 

タイトルバーの表部分のスタイルである[行の高さ(ピクセル)/背景色/線の色/線の太さ/水平線の形/垂

直線の形]を設定し、タイトルのテキストに対する[フォント]を設定します。  

 

[日付/時間]のタイトルバーには整列機能があります。  

カラムのタイトルをタッチすると、該当カラムを基準に整列します。  

タッチするごとに[昇順/降順]に変更され、整列します。 

3 データ領域 

表で警報データが表示される領域です。 

 

データ領域のスタイルである[行の高さ(ピクセル)/背景色/線の色/線の太さ/水平線の形/垂直線の形]を

設定して、警報データを表示する[フォント]を設定します。  

 

[ユーザ定義の色を使用]をチェックし、発生中の警報データの色と解除された警報データの色を区分

して設定できます。 上の警報ビューで、赤色に表示された上位4つの警報は発生中の警報で、下の黒

で表示された3つの警報は解除された警報です。  

 

[Offテキストの色/Off背景色]は解除された警報の文字色/背景色です。  

[Onテキストの色/On背景色]は発生中の警報の文字色/背景色です。 

 

16.2.2 表示区分が[自由様式]の場合のスタイル 

 

 [基本]ページで[表示区分]を[自由様式]に設定した場合のスタイルのページです。 

 

 

[図. 表示区分が[自由様式]の場合、スタイルページ] 
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[図. 警報ビュー_自由様式] 

 

No スタイル 説明 

1 フレーム 

外郭部分をフレームと言います。  

フレームの背景色と線のスタイルを設定します。  

外枠の[線の形/線の色/線の太さ]を設定します。  

[背景色]はフレームの背景色です。 

2 データ領域 

警報データが表示される領域です。 

[行の高さ(ピクセルと警報データを表示する[フォント]を設定します。  

 

[ユーザ定義の色を使用]をチェックして発生中の警報データの色と解除された警報データの色を区分し

て設定できます。 上の警報ビューで、赤色に表示された上位4つの警報は発生中の警報で、下の黒で表

示された3つの警報は解除された警報です。  

 

[Offテキストの色/Off背景色]は解除された警報の文字色/背景色です。  

[Onテキストの色/On背景色]は発生中の警報の文字色/背景色です。 

 

16.3 カラムページ 

 

カラムの構成と順番を設定します。  

 

 

[図. カラムページ] 
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16.3.1 カラムの設定 

 

[プロジェクト]-[警報]設定でブロックの[カラムのフォーマット]で[ユーザー指定カラム]を使用した場合、[カラム

のフォーマット]で設定した通りに、[カラム設定]で表示されます。  

 

[現在警報 ]の場合、発生日付 (TriggerData)/発生時間 (TriggerTime)/警報内容 (Message)/サンプリングデータ

(Address)]カラムがあり、[警報履歴]の場合、発生日付(TriggerData)/発生時間(TriggerTime)/警報内容(Message)/確

認の日付 (AckDate)/確認時間 (AckTime)/解除日時 (RecoverDate)/解除時間 (RecoverTime)/サンプリングデータ

(Address)/発生回数(OccurCount)/MTTR(警報の統計)]カラムがあります。  

このカラムは[カラムデータ再指定を使用]をチェックしてカラムの構成及び各カラムの[タイトル/幅/整列/データ]

を編集することができます。 

 

No カラムの設定 説明 

1 タイトル カラムのタイトルです。テキストを入力し修正することが出来ます。  

2 幅 カラムの幅(ピクセル)です。 数字を入力して修正することができます。   

3 ソート 

カラムのデータソート方式を[Left(左)/Center(中央)/Right(右)]の中に選択します。 

 

4 データ 

カラムに表示するデータのタイプを表示します。  

 

カラムが日付/時間の場合には日付/時間のデータタイプを選択します。 

  

 

カラムがサンプリングデータの場合にはダブルクリックして何番目のサンプリングアドレスであるか

を設定します。 

 

 

5 
データ 

サンプル 
カラムに表示されるデータのサンプルを表示します。 

 

下段の[追加]ボタンでカラムを追加することができます。  

また、削除したいカラムを選択し、[削除]ボタンを押すと、選択したカラムが削除されます。  

 

[カラム設定初期化]ボタンを押すと、[プロジェクト]-[警報]の設定にカラムが初期化されます。  

 

16.3.2 表示順 
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カラムの表示順を変更します。  

 

下段の[左/右]ボタンでカラムの位置を左と右に移動することができます。  

 

No プロパテ

ィ 
説明 

1 左[L] 選択したカラムを左に１コマ移動します。 

2 右[R] 選択したカラムを右に１コマ移動します。 

  

 

16.4 キーページ 

 

警報ビューで、必要な[キー(ボタン)]の構成とデザインを設定します。 

 

上段の[キー]部分で必要なキーをチェックし、追加します。  

[キー]の位置座標(X、Y)、サイズ(幅、高さ)、キャプション(文字列)をそれぞれ設定することができます。  

 

 

[図. キーページ] 

 

No キーの種類 説明 

1 Up 

上にある警報データを確認するため、実行します。  

警報データを一ラインずつ下に移動してくれます。  

カーソルが選択されている場合には、カーソルを一ライン上に上げます。 

2 Down 

下にある警報データを確認するため、実行します。  

警報データを一ラインずつ上へ移動してくれます。 

カーソルが選択されている場合には、カーソルを一ライン下に下げます 

3 Left 
左にある警報データを確認するため、実行します。  

警報データを一つのカラムずつ左に移動されます。   

4 Right 右にある警報データを確認するため、実行します。  



CHAPTER 16 -警報ビューオブジェクト  563 

 

警報データを一つのカラムずつ右に移動されます。  

5 Prev 現在の前のページに移動します。  

6 Next 現在の次のページに移動します。   

7 First 最初のページに移動します。  

8 Last 最後のページに移動します。  

9 Cursor 警報データの一つのラインを選択します。  

10 Delete 選択した警報データを削除します。 

11 Del All 全ての警報データを削除します。 

12 Clear Occur 選択した警報データの発生回数を初期化します。 

13 ClearAll Occur 全ての警報データの発生回数を初期化します。 

14 Confirm 選択した警報データの確認した日付/時間を記録します。 

15 Confirm All 全ての警報データの確認した日付/時間を記録します。 

16 Solution 

措置事項が設定された警報データを[Cursor]で選択後、[Solution]ボタンを押すと、設定された措置事

項が実行されます。  

措置事項は警報データをタッチして直接選択した場合にも実行されます。 

17 Date Search 

警報データ検索機能で、日付を選択して[Apply]ボタンを押すと、該当日付の警報データだけを検索し

て表示します。 

 

18 

Statistics View 

(警報統計ビュ

ー) 

日付範囲で警報データを検索して確認したり、ファイルに保存します。 

 

 

 

Alarm Blockは警報ブロックであり、Alarm Groupは警報グループです。  

Dateは日付別に検索する時に使用します。 [今日/最近2日間/最近3日間/最近一週間/最近一ヶ月/日付

期間]の中から選択します。 [Date]を設定し、[Search]ボタンを押すと、その期間に発生した警報デー
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タを検索してリストを表示します。  

 

[Export]ボタンを押すと、ファイルエクスプローラが実行されて、検索した警報データを[GX8内部メ

モリー/USB/SDカードにファイルに保存してくれます。  

 

[Title]は、タイトルを変更するボタンです。 [Title]ボタンを押すと、次のようにタイトルが赤色に表示

されます。 変更しようという題を選択すると、[文字列キーパッド]が実行されて修正が可能です。  

 

 

 

[Count]は発生頻度、[MTTR]は発生後から解除までの時間、[MTTF]は解除後から発生までの時間、

[MTBF]は発生から次の発生までの時間を意味します。 

 

警報統計は4.1.5[警報統計を使用]を参考にしてください。 

 Current Alarm 
現在、発生中の警報のみを表示して解除された警報データは表示しません。  

もう一度タッチすると、全体警報データを表示します。 

19 Today 今日の日付の警報データのみ表示されます。  

20 History 警報データの全てが表示されます。 

  

下段の[形]の部分では追加したキーの[形]とキャプション(文字列)に適用する[フォント]を設定します。  

[形のタイプ]をColorで選択した場合、四角形に色が適用された形になります。  

[形のタイプ]をImageで選択した場合、キーに適用するイメージを読み込みます。  

 

[全体適用]ボタンを押すと、全てのキーの形やフォントが同一に修正されます。   
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16.5 効果ページ 

 

設定した[条件]によって[非表示/非活性化/反転/点滅]効果を与えることができます。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

No 効果 説明 

1 非表示 警報ビューが見えなくなります。  

2 非活性化 警報ビューが動作しなくなります。  

3 反転 警報ビューの色が反転し、表示されます。  

4 点滅 警報ビューが設定した [周期]で点滅します。  
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CCHHAAPPTTEERR  1177  --  ググララフフオオブブジジェェククトト  

 

グラフのオブジェクトは希望するアドレスのデータ値をユーザーが一目で見ることができるように[グラフ/トレンド/ロググ

ラフ/ゲージ]で表現します。 つまり、アドレスの変化するデータを絵で表現できる機能です。 

 

 

[図. グラフオブジェクト] 

 

17.1 グラフオブジェクト 

 

グラフは指定したアドレスのデータを[棒グラフ/線グラフ/点線グラフ/点グラフ/散布図/円グラフ]で表すこ

とができます。 これはグラフのデータに合わせ少し早いグラフの解析をできるようにします。 

 

 

[図. グラフオブジェクト] 
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17.1.1 ディスプレイページ 

  

グラフのディスプレイページでは、グラフの種類及びタイトルと形態を変更することができます。 

 

 

[図.グラフディスプレイページ] 

  

 (1) グラフタイプ 

グラフタイプを設定します。 グラフタイプには、棒グラフ、折れ線グラフ、点グラフ、散布図、円グラフがあり、

選択時に各グラフに該当する設定オプションが表示されます。 円グラフを使用時は別に、ホールサイズを設定す

ることができます。 

 

 

[図.グラフタイプ] 

 

(2) グラフの一般設定 

詳細設定の未使用時には、基本的なグラフの設定だけを使用します。 

 

 

[図. 詳細設定の未使用] 
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No 一般設定 説明 

1 タイトル 
グラフのタイトルを設定します。  

非表示(H)を使用してタイトルを見えないようにすることもできます。 

2 パネル グラフを外部パネルの線とその背景を選択します。 

3 グラフの背景 グラフの枠線とグラフの中の背景を選択します。 

4 軸設定 

軸位置 
X軸とY軸位置をそれぞれ設定します。 X軸の上または下、Y軸は左または右に設定すること

ができます。 

最小 

X、Y軸の最小値を設定します。ここでの最小値はグラフの目盛りの開始値を意味します。 

Auto:自動的に値を設定します。 Const:ユーザーが直接定数値を入力します。 

Address:指定したアドレスのデータ値を最小値として設定します。 

最大 軸の最大値を設定します。 最小値と同じ方式に設定されます。 

フォーマット 軸の目盛り数字の単位を設定します。 小数点一桁目または二桁目に設定が可能です。 

5 凡例 
現在、グラフシリーズリストを示す凡例を設定します。 ユーザーが希望する位置に設定す

ることができます。 

  

 

[図. グラフ設定の名称] 

 

 (3) グラフの詳細設定 – タイトル 

グラフの詳細設定を使用すると、より詳しいグラフ設定を使用することができ、[タイトル]、[フレーム]、[軸]、

[凡例]タブでそれぞれ詳細設定ができます。 

タイトルはグラフのタイトルを設定する部分です。 そのグラフのタイトルとフォントを設定でき、補助タイト

ルも作ることができます。 

 

 

[図. タイトル] 
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No タイトルの設定 説明 

1 タイトルを非表示 [H] グラフのタイトルを非表示にします。 

2 
タイトル 

/補助タイトル 

フォント

設定  
タイトルのフォントとサイズを設定します。 

入力設定 

[直接入力]、[文字列テーブル]、[アドレス]を使用してタイトルを表示します。 

[アドレス]に使われる場合、タイトルに使用されるアドレスを持っていなければな

りません。 

3 位置[P] 
タイトルの位置を設定します。 

[Left]、[Right]、[GX8]、[Bottom]、[UserDefine]に設定することができます。 

4 左[L] 
[位置]-[UserDefine]に設定した場合、タイトルの位置をグラフの左側を基準によっ

て位置を設定します。 

5 上[T] 
[位置]-[UserDefine]に設定した場合、タイトルの位置をグラフの上端を基準によっ

て位置を設定します。 

6 角度[A] [位置]-[UserDefine]に設定した場合、タイトルの角度を設定します。 

 

(4) グラフの詳細設定 – フレーム 

フレームは線と背景を設定する部分です。  

 

 

[図.フレーム] 

 

No フレーム 設定 説明 

1 パネル 

線の種類[N] グラフの線の種類と色を設定します。 

背景[G] グラフの背景、 背景効果、 背景色を設定します。 

余白 
グラフの余白を設定し 

大きさを直接設定することが出来ます。 

2 グラフ 背景 
線の種類[Y] グラフの背景線を設定します。 

背景[K] グラフの背景、背景効果、背景色を設定します。 
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(5) グラフの詳細設定 – 軸 

 グラフのX、Y軸を設定している部分で軸の作成、軸で表示される目盛、補助目盛を設定することができます。 

 

 

[図. 軸] 

 

No 軸設定 説明 

1 目盛 

フォーマット[F] 軸で表示される文字フォーマットを設定します。 

最小タイプ[N] 

目盛のタイプと最小値を設定します。 

Auto : 自動で値を設定します。  

Const : ユーザーが直接定数値を入力します。 

Address : 指定したアドレスデータ値を最小値で設定します。 

Series : カーソルの位置した値によりグラフ表示値が変わります。 

最大タイプ[X] 
目盛のタイプと 最大値を設定します。 

上の最小タイプと同一。  

個数[C] 目盛の個数を設定します。 

太さ[K] 目盛の太さを設定します。 

長さ[E] 目盛の長さを設定します。 

線の種類[S] 目盛線の種類を設定します。 

線の色[O] 目盛線の色を設定します。 

グリッド線使用[G] 目盛線のグリッド線を追加します。 

グリッド線の種類[D] グリッド線の形を設定します。 

グリッド線の色[Q] グリッド線の色を設定します。 

ラベル使用[B] 目盛のラベルを使用します。 

フォント[Z] 目盛のラベルフォントを設定します。 

角度[A] 目盛のラベルの角度を設定します。 

2 補助 目盛 

個数[C] 補助目盛の個数を設定します。 

長さ[L] 補助目盛の長さ設定します。 

太さ[T] 補助目盛の太さ設定します。 

線の種類[S] 補助目盛の線の種類を設定します。 

線の色[O] 補助目盛の線の色を設定します。 

グリッド線使用[G] 補助目盛のグリッド線を追加します。 

グリッド線の種類[Y] グリッド線の種類を設定します。 

グリッド線の色[R] グリッド線の色を設定します。 
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(6) グラフの詳細設定 – 凡例 

グラフの線の種類を確認するために凡例を設定することが出来ます。 

 

 

[図.凡例] 

 

No 凡例設定 説明 

1 使用[U] 軸を表示する凡例の使用を設定します。 

2 位置[P] 
凡例の位置を設定します。 [Left]、 [LeftGX8]、 [LeftMiddle]、 [LeftBottom]、 [Right]、 

[RightGX8]、 [RightMiddle]、 [RightBottom]、 [UserDefine]で設定することが出来ます。 

3 左[E] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 左の位置を設定します。 

4 上[O] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 上の位置を設定します。 

5 幅[W] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 幅を設定します。 

6 高さ[H] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 高さを設定します。 

7 行の幅[A] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 行の幅を設定します。 

8 線[I] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 線の種類と色を設定します。 

9 背景[G] [位置]-[UserDefine]で設定した場合、 背景と背景色を設定します。 

10 余白 

左[L] 凡例の内部文字の左の幅を設定します。 

右(R] 凡例の内部文字の右の幅を設定します。 

上[T] 凡例の内部文字の上の幅を設定します。 

下[B] 凡例の内部文字の下の幅を設定します。 

11 フォント[F] フォントのサイズと種類を設定します。 
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17.1.2 シリーズページ 

 

グラフのシリーズページです。  

シリーズとは同じシリーズ情報を持っているグラフの集合です。 

例えば、次の図はBar型のSeriesとPoint Line型のSeries、2つのシリーズがあります。 

 

 

[図. シリーズ ページ] 

 

(1) シリーズリスト 

 

シリーズを追加または削除します。  

上へ、下へキーを利用してリストの順番を並べ替えることができ、コピー機能を使用することができます。  

シリーズのリストから選択したシリーズは以下のシリーズ情報、データオプションで個別ごとに性質を付与するこ

とができます。 

 

[図. シリーズ リスト] 

 

No シリーズリストボタン 説明 

1 追加[A] シリーズ 情報を追加します。 

2 削除[D] 選択したシリーズ情報を削除します。 

3 上へ[U] 選択したシリーズ情報 リストを一つ上に上げます 

4 下へ[O] 選択したシリーズ情報 リストを一つ下に下げます。 

5 コピー[C] 選択したシリーズ情報をコピーします。 
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(2) シリーズ情報 

 

選択したシリーズの外形を決定します。  

シリーズの名前、種類、線を設定することができます。 シリーズの種類はBar、Line、Point Line、Pointがあり、

該当のシリーズに合わせて線のスタイル及び種類と色を設定することができます。  

 

 

[図. シリーズ 情報] 

 

No シリーズ種類 説明 

1 Bar 棒グラフの形を持つシリーズを生成します。 

2 Line 折れ線グラフの形を持つシリーズを生成します。 

3 Point Line 折れ線グラフの折れる地点でポイント(点)ができるグラフを描きます。  

4 Point ポイント(点)でを生成されるグラフを描きます。 

  

   

[図. シリーズ種類とスタイル及びポイント] 

 

シリーズのスタイルとポイントで線とブラシの形、色や太さを設定することができます。  

スタイル-ブラシスタイル(内部を満たすプロパティ)は、Bar型のグラフでのみ使用できます。 

また、ポイントは点が入ったグラフであるPoint Line、Pointでのみ使用できます。  
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(3) シリーズデータ 

 

シリーズのデータ値を定義します。 X、Yデータをそれぞれ設定することができます。 

 

 
[図. シリーズデータ] 

 

No データ設定 説明 

1 
データ

入力 

順次[L] 
データの開始アドレス、最大個数、増加値を設定すると、開始アドレスからアドレス

が増加値分だけ、順次増加して表示されます。 

非順次[R] 設定したデータの数だけアドレスを個別に設定します。 

2 データ個数  使用するデータの個数を指定します。  

3 
データ 

セット 

X、Y 値[X] 
X、Y軸のデータともに変数を持つようになります。X、Yいずれも設定しなければなり

ません。 

Y値[Y] 
Y軸のデータだけが変数を持つようになります。 データの個数がN個の場合、X軸に

自動的にN個だけ開始点が同一の間隔で配列されます。 

X値を 

中央に配置[A] 

Y軸のデータだけが変数を持とうとするとき活性化し、X軸のラインが自動的に中央に

配置します。 

4 最初のアドレス 順次を使用する時、設定することになるデータの初期開始アドレスです。 

5 増加 順次における情報の増加値を選択します。 

6 タイプ 
アドレスタイプを決定します。 アドレスの種類(DEC、UDEC、HEX、BCD、FLOAT)と

アドレスのサイズ(16Bit、32Bit)を決定することができます。 

7 最小 
データ変数の最小値を設定します。 アドレス指定または を利用して定

数値を設定することができます。 

8 最大 
データ変数の最大値を設定します。 アドレス指定または を利用して定

数値を設定することができます。 

9 
範囲外データの描写除外

[E] 
該当項目の設定時の最大値以上の数値は描きません。 
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(4) シリーズ表示条件 

 

グラフの中にシリーズを非表示にしておき、条件を利用し表示するようにすることができます。 

以下図のように設定すると、該当シリーズは普段は非表示でも、SYS:00150.00=ONになると 

表示されるようになります。 

 

 

[図. シリーズ表示条件]  

 

17.1.3 オプション ページ 

 

グラフのオプションページです。カーソル、記録、表示ポイント、制限線、更新条件などユーザーの都合に合わせ

て、多様な機能をグラフに追加することができます。 

 

 

[図. オプション] 
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(1) カーソル 

 

グラフの端点を表示するカーソルを生成します。 カーソルはX、Y軸に平行する二つのカーソルラインと端点を表

示するポイントで構成されています。  

 

 

[図. カーソル] 

 

No カーソル設定 説明 

1 カーソルライン 
カーソルラインを編集します。 種類、 色、 太さ、 フォーマット(小数点単位)を設定すること

が出来ます。 

2 X値表示 カーソルが表示するX値を表示します。 

3 X値保存  
カーソル表示するX値を設定したアドレスに保存します。  

アドレスに関する詳しい事項は[Chapter 7.5アドレスの入力]を参考してください。 

4 Y値表示 
カーソルが表示するY値を表示します。 X値と同時に選択する場合二つの情報をすべて表示しま

す。  

5 
Yカーソル値保

存 

カーソルが表示するY値を設定したアドレスに保存します。 X値の保存と同じ方法で設定可能で

す。 

6 ポイント設定 
X、Y軸のカーソルラインが交差する点に現れてポイントを設定します。 ポイントの種類、サイ

ズ、ラインスタイル、ブラシスタイルを設定することができます。 

  

 カーソルとポイントを設定した場合、次の図のようにグラフが見られるようになります。 
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[図. カーソルの表示] 

 

 

(2) 記録(History} 

 

現在のデータ以前のデータをグラフに表示する機能です。  

以前のデータは現在のデータと区別するため、ダウントーンで表示することができます。  

 

 

[図. 記録] 

 

No 記録 説明 

1 記録個数 表示する以前のデータ数を設定します。 

2 
ダウントーン

使用 

以前データと現在データを区別するため、以前データはダウントーンで表示することができま

す。 

3 記録削除 条件を設定して、該当条件になると、以前のデータをすべて消します。 

  

(3) 表示ポイント 

 

表示ポイントを使用してグラフ内の望む地点を表示することができます。 

 

 

[図. 表示ポイント] 

 

No 表示ポイント 説明 

1 種類 表示ポイントの種類は点、四角形、円形、イメージがあります。 

2 基本位置 X、Yアドレス値を基準にポイントの位置を指定します。 

3 サイズ 表示ポイントのサイズを設定します。 W(広さ)、H(高さ)をそれぞれ設定します。 

4 線の種類  ポイントのラインスタイルを設定します。 ラインはポイントを取り巻く角です 

5 ブラシスタイル ポイントのブラシスタイルを設定します。 ブラシとは、塗りつぶしです。 
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6 X、 Yアドレス 表示ポイントのアドレスを設定します。 X、Yアドレスそれぞれ設定可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 制限線 

 

グラフの指定したアドレス値に制限線を引いてユーザーが定めた基準を認知できるように手伝ってくれます。 

 

 
[図.制限線] 

 

No 制限線設定 説明 

1 タイプ X軸あるいはY軸を指定して制限を設定します。 

2 アドレス X、Y軸の制限線を位置させるアドレスを設定します。 

3 線の種類 制限線の線の種類を設定します。 

4 線の色 制限線の線の色を設定します。 

5 線の太さ 制限線の太さを設定します。 最大10まで設定が可能です。 

  

 

[図. 表示ポイント&制限線] 
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17.1.4 キーページ 

 

[オプション]-[カーソル]を使用する場合、[キー]を生成できるようになります。  

ここで[キー]はカーソルの位置を変更させることができるボタンのことです。  

 

 

[図. キーページ] 

 

(1) キーリスト 

グラフのカーソルを動かすことのできるようにするキーを生成します。 生成されるキーはグラフの下段に自動的

に生成され、一つのオブジェクトで作られるようになります。  

 

 

[図. キーリスト] 

 

No キーオブジェクト 説明 
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1 Up カーソルの位置を上へ移動させるキーを生成します。 

2 Down カーソルの位置を下へ移動させるキーを生成します。 

3 Left カーソルの位置を左へ移動させるキーを生成します。 

4 Right カーソルの位置を右へ移動させるキーを生成します。 

5 Cursor 現在位置のカーソルを教えてくれるキーを生成します。 

 

No キーカラム 説明 

1 X 選択したキーのX座標位置を設定します。 

2 Y 選択したキーのY座標位置を設定します。 

3 幅 選択したキーの幅を設定します。 

4 高さ 選択したキーの高さを設定します。 

5 キャプション 選択したキーの名前をユーザーの設定によって変更できます。 

 

(2) スタイル設定 

 

 

[図. スタイル設定] 

 

No スタイル設定 説明 

1 形タイプ[T] キーの形を設定します。 図形とイメージで設定できます。 

2 線のスタイル[Y] キーの形がColorの場合、線の形を設定します。 

3 線の色[C] キーの形がColorの場合、線の色を設定します。 

4 線の太さ[W] キーの形がColorの場合、太さを設定します。 

5 塗りつぶし色[F] キーの形がColorの場合、塗りつぶす色を設定します。 

6 背景の色[O] キーの形がColorの場合、背景の色を設定します。 

7 背景色B] キーの背景色を設定します。 

8 キャプション使用[U] キーの名前を表示するように設定します。 

9 フォント設定 キャプションのフォントの種類、大きさ、飾りを設定します。 

10 全体適用[P] 設定したスタイルを全てのキーに適用させます。 

 

1.1.5  効果 ページ 

 

グラフ動作以外の該当オブジェクトに多様な効果を追加させることができます。  

これについての詳しい内容は、[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]を参照してください。 
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[図. グラフ効果] 

 

 

 

 

 

 

17.2 トレンドオブジェクト 

 

トレンド時間に合わせてデータの変化を表示してくれるグラフです。  

[17.1のグラフ]とは違ってX、Y軸の一つだけデータ変数に設定が可能であり、他の軸は日付を表示します。  

 

 

[図. 5.2 トレンドオブジェクト] 

 

17.2.1 ディスプレイページ 

 

ディスプレイページではトレンドのタイプと外形を設定します。  

これは[17.1のグラフ]と同様に一般の設定と詳細設定に分かれており、詳しい内容の理解には、[グラフ]設定をご参

考ください。 
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[図. ディスプレイページ] 

(1) グラフ タイプ 

 

グラフのタイプを設定します。 グラフのタイプによって表現される部分が異なります。 

 

 

[図. グラフタイプ] 

 

 
グラフ 

タイプ 
データ変数 説明 

 
 

Y軸をデータ変数に持ち、

X軸に時間を持ちます。 

Y軸をデータ変数として、左側から右側に移りながら描かれます。 

 
 

Y軸をデータ変数として、右側から左側に移りながら描かれます。 

 
 

Y軸をデータ変数に持ち、

X軸に時間を持ちます。 

X軸をデータ変数で、下段から上段に移りながら描かれます。 

 
 

X軸をデータ変数で、上段で下段に移りながら描かれます。 

 

(2) グラフの一般設定 

 

グラフを設定する部分にトレンドを表示するサンプル数、タイトル、軸設定、フレーム、凡例などを設定するこ

とができます。 
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[図. グラフの一般設定] 

 

No 一般設定 説明 

1 トレンド 
トレンドのサンプル数を指定します。 サンプルというトレンドグラフの情報を保存することでサン

プル数を指定してどれだけのデータを保存するかどうかを設定します。 

2 タイトル タイトルを直接入力します。 を使用するとタイトルは表示されません。 

3 軸 

軸はグラフに表示される目盛を意味します。 データ、日付、軸の位置をそれぞれ調整し、少なくと

も、最大値を設定します。 グラフタイプによって軸位置が下記のように変わってきます。 

 

データはY軸、日付はX軸なので、データ軸(Left、Right)、日付軸は(GX8、Bottom)中

で選択が可能です。 

 

データはX軸、日付はY軸なので、データ軸(GX8、Bottom)、日付軸は(Left、Right)中

で選択が可能です。 

フォーマット 
日付の表示形式を設定します。 年、月、日、時、分、秒を多様に組み合わせて表示

することができます。 

4 フレーム パネルとグラフ背景を設定します。 この機能は[16.1のグラフ]のディスプレイ設定と同じです。 

5 凡例 凡例を設定します。 この機能は[16.1のグラフ]のディスプレイ設定と同じです。 

 (3) グラフの詳細設定 – トレンド 

 

グラフの一般設定よりトレンド、タイトル、フレーム、軸、凡例を詳しくそれぞれ設定することができます。 

 

 

 [図. 詳細設定の使用] 

 

No 詳細設定 説明 

1 
サンプリン

グ 

サンプリングの数はトレンドを表示する個数です。  

少なくとも100個、最大20,000まで設定可能です。 

2 
サンプリン

グの条件 

サンプリングが発生する条件を設定します。 これは[効果及び動作]の条件設定と同じです。 

[効果及び動作]ページの設定に関する内容は、[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]をご参照
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ください。 

 

(4) グラフ詳細設定 – タイトル 

 

タイトルはトレンドの題名を指し、該当タイトルのスタイルの変更及び補助のタイトルを追加する機能です。 こ

れは[16.1のグラフ]と同一に設定です。詳しい内容は、[Chapter 17.1のグラフ]をご参考ください。 

 

 

[図. タイトル] 

 

 

 

 

 

 

(5) グラフの詳細設定 – フレーム 

 

フレームはトレンドの背景と線を設定する部分でとトレンドのブジェクトの外形スタイル変更パネルに分かれてい

ます。 詳しい内容は、[Chapter 17.1のグラフ]をご参考ください。 

 

 

[図. フレーム] 

 

(6) グラフの詳細設定 – 軸 

 

トレンドの軸は、データ軸と日付軸に分けられています。 一般的に軸設定には目盛りとタイトルを追加すること
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ができる機能があり、該当内容の装飾も可能です。 詳しい内容は、[Chapter 17.1のグラフ]をご参考ください。 

 

 

[図. 軸] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) グラフの詳細設定 – 凡例 

 

トレントシリーズを表示する凡例機能です。 

これはグラフと同様にシリーズに関する情報を区別し、利用者が識別しやすくするためにシリーズにタイトルを付ける

機能です。 

 

[図. 凡例] 

 

17.2.2 シリーズページ 
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トレンドのシリーズページです。 基本的なシリーズの機能は[16.1のグラフ]と同じです。 [グラフ]のシリーズとは

違って、[Line]と[Point Line]２種類のみ使用することができ、Bar型とPoint型を使用できません。 その他のスタイ

ル及びポイントは[16.1のグラフ]と同じです。 

 

 

[図. シリーズページ] 

 

(1) データ 

 

シリーズのデータを設定するページです。 トレンドでは１つの軸は日付を表現するので１つのデータのみ設定

できます。 次の図と一緒に表示するデータのタイプとアドレスを設定します。 その後、データの最小値と最大

値も設定してくれます。 

 

[図. シリーズデータ] 

 

(2) 表示条件 

 

シリーズを非表示にしておいたり、条件を利用し表示されるようにすることができます。 

以下図の通り設定する時、該当シリーズは普段は非表示だが、[SYS:00150.00]がONになる時に表示されます。 

 

 

[図. シリーズの表示条件]  
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17.2.3 オプションページ 

 

トレンドのオプションページです。 

カーソル、表示ポイント、制限線をユーザーの利便性に合わせてグラフに追加することができます。  

この機能は記録オプションを除いた[17.1のグラフ]のオプションと同じです。  

[カーソル]を使用する場合、[キー]を生成し、該当トレンドのカーソル位置を制御できます。 

 

 

[図. オプションページ] 

 

 

17.2.4 キーページ 

  

 [オプション]-[カーソル]を使用する場合に、キーを生成できるようになります。キーページではグラフの画面移

動とカーソルの位置などを調整するキーを生成することができます。 使用する場合は、キーの左側のチェックボ

ックスを選択すると生成されます。 カーソルは現在のポイントの名前、サイズ、値を表示します。 

この機能は[17.1のグラフ]のカーソルと同じです。 
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[図. キーページ] 

 

No 
キー 

オブジェクト 
説明 

1 Up カーソルの位置を上に上げます。  グラフを使用する場合のみ適用されます。 

2 Down カーソルの 位置を下に下げます。  グラフを使用する場合のみ適用されます。 

3 Left カーソルの 位置を左に移動させます。  グラフを使用する場合のみ適用されます。 

4 Right カーソルの 位置を右に移動させます。 グラフを使用する場合のみ適用されます。 

5 Prev 
グラフ画面の前のページを表示します。  グラフを使用する場合に現在のページを基準と

して下側のページを表示、  グラフを使用する場合は左のページを表示します。 

6 Next 
グラフ画面の次のページを表示します。  グラフを使用する場合に現在のページを基準と

して上側のページをページ表示、  グラフを使用する場合右側のページを表示します。  

7 First サンプリングしたデータの初期データにカーソルを移動させます。  

8 Last サンプリングしたデータの最終データに カーソルを移動させます。  

9 Clear 現在まで書いたグラフを全て削除します。  

10 Action グラフの動作/停止を変更します。  

11 Cursor グラフのカーソルを活性化/非活性化します。  

 

 

 

 

 

 

[カーソル]を使用すれば、次の図のようにユーザーが希望するカーソル位置の情報を表示する役割をすることにな

ります。 このような[カーソル]は[キー]を利用してコントロールすることが出来ます。 
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[図. カーソル] 

 

17.2.5 効果ページ 

 

グラフの動作以外の該当オブジェクトへ多様な効果を追加することができます。  

詳しい内容は、[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]をご参照ください。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 レコードオブジェクト 

 

レコードは[ログビューオブジェクト]とは違い、ログデータを[トレンド]形式で描いたものです。  
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これはトレンドとグラフを描き方が同じです。 レコードは保存されたログデータがなければなりません。  

 

 

[図. レコードオブジェクト] 

 

17.3.1 ディスプレイページ 

 

レコードのオブジェクトのディスプレイページです。  

レコードのタイプと外形を設定する部分です。  

これはロググラフのディスプレイと[17.2トレンド]のディスプレイと同一になるよう設定する機能です。 

 

 

[図. ディスプレイページ] 

17.3.2 シリーズページ 

 

レコードのシリーズページです。  
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[図. シリーズページ] 

 

 (1) シリーズリスト 

 

シリーズリストを表示、シリーズ自動生成機能があります。 主にログに登録されている情報を使用するために次

の図でログ、ハンドルネームを選択してシリーズを生成します。 

 

ログIDは、現在のログの設定に登録されているログのみが表示されます。 その後  

キーを押して設定されたログシリーズを生成します。  

生成されたシリーズは、シリーズの情報やデータで修正することができます。  

 

 

[図. シリーズの自動生成] 

 

 

 

 

 

 

(2) シリーズ情報 

 

レコードのシリーズ情報です。 [20.2トレンド]のシリーズ情報と同じです。 
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[図. シリーズ情報] 

 

(3) シリーズデータ 

  

シリーズデータ設定ページです。 レコードはログデータとして書き込まれるため、ログのアドレスを設定します。 

先にログ番号を選択した後、アドレス値を指定して設定します。 

データの最小値、最大値もこの画面で設定可能です。 

 

 

[図. シリーズデータ] 

 

 

(4) 表示条件 

グラフの中のシリーズを非表示にしておき、条件を利用して表示するようにすることができます。 

下図の通り設定する時、該当シリーズは普段は非表示だが、SYS:00150.00=ON一の場合には表示されるように

なります。 

 

 

[図. シリーズの表示条件] 

17.3.3 オプションページ 

 

レコードのオプションページです。 カーソル、表示ポイント、制限線をユーザーの利便性に合わせてグラフに
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追加することができます。 この機能は記録オプションを除いた[17.1のグラフ]のオプションページと同じです。 

 

 

[図. オプションページ] 

 

17.3.4 キーページ 

 

レコードのキーを生成するページです。  

これは、[オプション]-[カーソル]を使用する場合に設定でき、該当キーを利用してカーソルを操作することがで

きます。 この機能は[17.1のグラフ]のキーページと同じです。 

 

 

[図. キーページ] 

 

 

 

 

17.3.5 効果ページ 

 

グラフ動作以外の該当オブジェクトに多様な効果を追加することができます。  
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詳しい内容は、[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]をご参照ください。 

 

 

[図. レコード効果] 

17.4 ゲージオブジェクト 

 

ゲージとは長さ、角度、形などの計量的基準となるもの全てを表します。  

GX8 Designer Studioでゲージはデータの変化をユーザーが見慣れたゲージ形式により表現しデータを一目で把

握することができるようにしてくれます。 ゲージの種類は閉領域の塗りつぶし、棒型、円形があります。 

 

 

[図. ゲージオブジェクト] 

  

 

 

 

 

 

 

 

17.4.1 ディスプレイ ページ – スタイル設定 

 

ゲージのディスプレイページです。 ゲージタイプによってスタイルと塗りつぶし色が変わります。 
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スタイル設定は、ゲージの形を変更する部分のことです。 

 

 

[図. ディスプレイページ] 

 

(1) ゲージスタイル 

閉領域塗りつぶしの場合、ゲージの形が存在せず、[棒型]、[円形]の場合にのみ変更可能です。 [円形の場合、ユー

ザーが好きな角度に設定することもできます。 

 

 

 

 
[図. ゲージスタイル] 

 

(2) ゲージパネル 

ゲージパネルはゲージオブジェクトの全体のことです。 それに対する背景、余白を設定することができます。 

 

[図. ゲージパネル] 

 

 

 

 

 

 

No パネル 設定 説明 

1 線の種類[S] オブジェクトの線のスタイルと線の色を設定します。 

2 背景[G] オブジェクトの背景と背景色を設定します。 
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3 余白 

左[L] オブジェクト内でゲージの間の左側の余白を設定します。 

右[R] オブジェクト内でゲージの間の右側余白を設定します。 

上[T] オブジェクト内でゲージの間の上の方の余白を設定します。 

下[B] オブジェクト内でゲージの間の下の余白を設定します。 

  

(3) ゲージの背景 

 オブジェクト全体の背景ではなく、ゲージのみの背景を設定します。  

 

 

[図. ゲージ背景] 

 

No 背景設定 説明 

1 線の種類[Y] ゲージの枠線のスタイルや線の色を設定します。 

2 背景[U] ゲージの背景と背景色を設定します。 

 

ゲージとパネルが変化する時、表示される領域を次の図でみせます。 

 

 

[図. ゲージパネル、背景] 

 

17.4.2 ディスプレイ ページ – 塗りつぶし設定 

 

ゲージを塗りつぶす方向と方法の設定をします。  

また、これは区間を設定して塗りつぶす色を変更をすることもできます。 

 

 
[図. 塗りつぶし設定] 

(1) ゲージの方向 

ゲージが表示される方向を設定することができます。 また、ゲージが表示される時に変化する色合いを設定を

します。 閉領域に色を塗る場合、棒形と同様に方向や色を設定します。 
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[図. ゲージ方向] 

  

No ゲージ方向設定 説明 

1 
目盛 

方向 

[U] ゲージが上がる方向を下から上に設定します。 

[D] ゲージが上がる方向を上から下に設定します。 

[L] ゲージが上がる方向を右から左に設定します。 

[R] ゲージが上がる方向を左から右に設定します。 

[L] ゲージが動く方向を左から右に設定します。 

[R] ゲージが動く方向を右から左に設定します。 

2 
塗りつぶ

し方式 

単色 ゲージが塗りつぶされる色を単色に設定します。 

超過時 

塗りつぶし色 

ゲージの範囲を超過する時の塗りつぶし色を設定します。 

グラデーション色 ゲージが塗りつぶされる色をグラデーションカラーに設定します。 

メータグラフ 

塗りつぶし 
円形グラフの使用の際、色の塗りつぶしの使用/不使用を設定します。 

 

(2) 範囲設定 

範囲設定は区間を設定し、ゲージが上がる時に色を変更させる機能です。 該当範囲の数を設定し、最小値、最大

値を設定して使用します。 

 

[図. 範囲設定] 

 

No 範囲設定 説明 

1 範囲個数[C] 範囲(区間)の個数を設定します。 

2 
色表示用参照アドレ

ス使用[N] 

範囲の表示に使用するアドレスを設定します。 データのアドレスと共に使用する場合、デ

ータの変化によって塗りつぶし色を変更させることができます。 

3 No 範囲区間の番号です。 

4 Min 範囲区間の最小値を設定します。 

5 Max 範囲区間の最大値を設定します。 

6 Fill Color 該当範囲区間で塗りつぶす色を設定します。 

範囲を設定すると次の図のようにゲージの変化の値によって色を変化させることができます。  
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[図. 範囲設定ゲージ] 

 

17.4.3 ディスプレイ ページ – 目盛 & 矢印設定 

 

ゲージに表示される矢印と目盛りを設定する部分です。 

 

 
[図. 目盛] 

 

(1) 目盛 

No 目盛 設定 説明 

1 

大きい

目盛  

使用 

目盛サイズ 大きい目盛のサイズを設定します。 

分割個数 ゲージを分割する大目盛りの数を設定します。 

余白 大きい目盛の余白を設定します。 

長さ 大きい目盛の長さを設定します。 長さは最大100まで設定可能です。 

太さ 大きい目盛の太さを設定します。 太さは最大10まで設定可能です。 

2 

小さい 

目盛 

使用 

分割個数 大きい目盛りの間を分割してくれる小さい目盛りの数を設定します。 

長さ 小さい目盛の長さを設定します。 長さは最大24まで設定可能です。 

太さ 小さい目盛りの太さを設定します。 太さは最大10まで設定可能です。 

スケール  

方向 

小さい目盛りのスケールの方向を設定します。 普通の方向は目盛りの方向が内側

から外側へ、 反対方向は外側から内側に目盛りが描かれます。 

3 

大きい 

目盛  

使用 

角度 ラベルの角度を設定します。 

フォント ラベルのフォントを指定します。 

余白 ラベルが内側または外側の基準からどれだけの距離の余白かを設定します。 

値フォーマット ラベルの単位を小数点以下一または以下二桁目に設定します。 

ラベル位置 ラベルの位置をゲージ枠基準で、内側 又は外側に設定します。 

 

 

 

(2) 矢印 

矢印はゲージのタイプが円形である場合に使用されます。 ユーザー希望の長さと矢印の形を設定して使用しま
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す。 

 

[図. 矢印] 

 

No 範囲設定 説明 

1 矢印スタイル ゲージを示す矢印の形を設定します。 色やイメージを設定して使用します。 

2 長さのタイプ 

長さのタイプを決定します。 Autoを選択したとき、ゲージの大きさに合わせて矢印の長さが自

動設定されます。 Valueを選択したとき、ユーザーが長さを直接指定します。 ゲージの大きさを

調節しても矢印の長さは変わりません。 

3 長さ 矢印の長さを直接設定します。 長さがタイプのValueを選択したとき、活性化します。 

4 太さ 矢印の太さを設定します。 1で最大10まで設定できます。 

  

17.4.4 データ ページ 

 

ゲージのデータページです。 データソースのアドレスと入力範囲、表示範囲を設定することができます。 

 

 

[図. データ] 

 

No データ 説明 

1 データソース ゲージの値を示すデータのソースアドレスを設定します。 

2 入力範囲 
データの入力範囲を設定します。データが入力範囲の最大となるとゲージが最後まで満たされま

す。 

3 表示枠 データの表示枠を設定します。 表示枠はゲージに表示される目盛の数字です。 

 

 

 

 

 

 

17.4.5 効果ページ 
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グラフ動作以外の該当オブジェクトに多様な効果を追加することができます。これについての詳しい内容は、

[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]を参照してください。 

 

 

[図. 効果ページ] 
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CCHHAAPPTTEERR  1188  --  ススラライイドドオオブブジジェェククトト  

 

 [スライドオブジェクト]は、多数の画面を一定時間間隔を置いて順次に画面に表示してアニメーションション効

果を表わす機能です。 使用できるスライドの個数は64個であり、図形のみ登録されます。 

 

 

[図. スライドオブジェクト] 

 

[プレビュー]は、最初のスライド画面を表示して、[動作]ボタンを押すと、スライド動作を見ることができます。  

スライドオブジェクトの大きさがスライド画面の大きさになります。  

[幅/高さ]を修正してスライド画面の大きさを設定することができます。  

 

18.1 基本 ページ 

 

▶スライド画面を生成します。 

[スライドの数]を設定すると、設定した数だけスライド画面が生成されます。  

また、[追加]ボタンを押すと新しいスライド画面が生成されます。  

[スライドの個数]は最大64個まで設定することができます。 

 

No スライド設定 説明 

1 左 選択したスライド画面を左に移動させます。 

2 右 選択したスライド画面を右に移動させます。 

3 追加 最後の番号の次の番号で新しいスライド画面を生成します。 

4 削除 選択したスライド画面を削除します。 
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▶ スライド画面の背景色を設定します。  

 

 

 

No スライド編集 説明 

1 背景色 スライドの画面の背景色を設定します。 

2 背景色を透明に 背景色を透明に処理して動作の際に登録したオブジェクトだけを表示します 

3 全てのスライドに適用 [背景色/背景色を透明に]設定をすべてのスライド画面に適用します。 

 

▶各スライド画面を編集します。 

 

スライド画面リストで編集しようとするスライド画面を選択すると、下にその画面の編集画面が表示されます。 

 

 

[図. スライド画面の編集] 

 

スライド画面上段の[選択/点/塗りつぶし/イメージ/テキスト/四角目盛/円目盛/四角形/楕円/多角線]メニューを

利用して図形に属するオブジェクトを登録します。 [動作]は設定できません。  

図形オブジェクトを画面に登録する方法はChapter 8[オブジェクト(1)]を参照してください。  

 

画面の大きさはスライドオブジェクトのサイズと同じです。  

スライドオブジェクトの[幅と高さ]を変更すると、スライド画面のサイズも変更されます。  

 

スライド画面で[Ctrl+マウスホイールを調節すると、画面を[拡大/縮小]して見ることができます。 実際のサイ

ズが変更されるものではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.2 条件ページ 
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スライドオブジェクトが動作する条件と[アニメーション]設定をします。 

 

 

[図. 条件ページ] 

 

[条件]で、スライドのオブジェクトを動作させる条件を設定します。  

設定した条件が真の間、スライドオブジェクトが動作します。  

(条件設定方法はChapter 7.7[条件ページの設定]をご参照ください。) 

 

[アニメーション]はスライド画面を動作させる[周期]と[方向]を設定します。  

[アニメーションスライド周期を使用]と[ユーザー指定値の使用]の中から選択します。  

 

[アニメーションスライド周期を使用]は[周期]と[スライドの周期タイプ]を直接設定して、設定した[周期]ごとにス

ライドを変更してアニメーション効果を与えます。  

 

[周期]は100ms単位で設定します。  

[スライドの周期タイプ]は方向により4種類があります。  

 

 

 

No スライド周期タイプ 説明 

1 Begin->End、 Begin->End 
1度スライドから最後の番号のスライドまで順番に表示します。 

最後の番号のスライド表示後再び1番スライドに移動します。 

2 End->Begin、 End->Begin 
最後の番号のスライドから1番スライドまで順番に繰り返し表示します。 

1番スライド表示後、再び最後のスライドに移動します。 

3 Begin->End->Begin->End 
1番スライドから最後の番号のスライドまでに順番に表示して再び最後の番号のスラ

イドから1番スライドまでに順番に表示します。 

4 End->Begin->End->Begin 最後の番号のスライドから1番スライドまで順番に表示して再び1番スライドから最後
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の番号のスライドまで順番に表示します。 

 

上記のように設定した場合、200msの周期で、スライドが1->2->3->4->1->2->3->4->1->2->3->4...のように

表示します。  

 

[ユーザー指定の使用]は、ワードアドレスを設定して、ワードアドレスのデータに該当するスライドを表示して

アニメーション効果を与えます。 

 

 

[図. ユーザー指定値の使用] 

 

[ユーザー指定値アドレス]のデータを変更し、スライドを移動します。  

上記のように設定した場合、[MW000010]のデータが[1]であれば、スライド画面1番が表示されます。 

 

18.3 効果ページ 

 

設定した[条件]によって[非表示/非活性化/反転/点滅]効果を与えることができます。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

No 効果 説明 

1 非表示 条件が真の時、スライドオブジェクトを非表示にします。  

2 非活性化 条件が真の時、スライドオブジェクトが動作しません。  

3 反転 条件が真の時、スライドオブジェクトの色が反転して表示されます。  

4 点滅 条件が真の時、スライドオブジェクトが設定した[周期]で点滅します。 
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CCHHAAPPTTEERR  1199  --  ビビデデオオオオブブジジェェククトト  

 

 [ビデオオブジェクト]はビデオ(動画)ファイルを画面に表示して再生する機能です。 

サポートするビデオ(動画)ファイルは[WMV/MP4]です。 最大容量は300MByteまでサポートします。 

 

 

[図. ビデオビューの設定ページ] 

 

注意)動画ファイルは製作されたコーデックによって再生できない場合もあります。  

解像度が非常に大きな動画ファイルを小さなサイズで再生する場合、遅くなることがあります。  

[元の大きさ]で再生する場合、品質が最も良くて,640x480解像度を推奨します。 

 

19.1 ビデオページ 

 

再生するビデオファイルを読み込んで、ビューの大きさ及び保存媒体のタイプを設定するページです。 

 

 

[図. ビデオページ] 

 

 

 

 

No ビデオ設定 説明 

1 保存媒体タイプ [None]は[ファイル名]で添付した動画ファイルをGX8本体に保存します。 
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[SD Card]は[ファイル名]で添付した動画ファイルをGX8に装着されたSDカードに保存してくれま

す。 

2 ファイル名 

動画ファイルを添付します。  

[開く]ボタンを押すと、下記の[開く]画面が表示されます。 

 

 

[図. 開く画面] 

ビデオ(動画)ファイルを選択して、[開く]ボタンを押すと、添付が完了します。 

3 ビューサイズ 

[元のサイズ]をチェックすると、添付した動画の元のサイズで再生にします。  

[元のサイズ]で再生すると、画像品質が一番いいです。 

[元のサイズ]をチェックしない場合ビデオオブジェクトのサイズに合わせての再生になります。  

 

19.2 キーページ 

 

ビデオ画面に表示されるキーを設定し、設定したキーを利用してビデオを作動することができます。 

 

[図. キーページ] 

ビデオオブジェクトのキーは5種類あります。追加するキーを選択してチェックしたり、除外することができま

す。キーの位置(X、Y)、幅と高さ、キャプションを変更することができます。 
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No 
ビデオキーのリス

ト 
説明 

1 Play/Pause 
ビデオを再生したり、一時停止をします。 

一時停止をすると再生を止めた位置から再び再生されます。  

2 SGX8 ビデオ再生を中止します。 SGX8は再生すると最初から再生されます。 

3 Backward ビデオの再生の区間を後ろに移動します。  

4 Forward ビデオを再生区間を前に移動します。 

5 File GX8内に保存されているビデオファイルを読み込みます。 

 

19.3 条件ページ 

 

ビデオのオブジェクトを動作させる条件を設定します。     

[使用]をチェックしないと条件が設定されないので、ビデオ再生がいつも実行されます。  

(条件設定方法はChapter 7.7[条件ページの設定]をご参照ください。) 

 

 

[図. 条件ページ] 
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CCHHAAPPTTEERR  2200  --  カカメメララオオブブジジェェククトト  

 

[カメラオブジェクト]は[内蔵カメラ/外付けカメラ/CCTV]によって撮影した映像を見たり、記録します。  

カメラはGX8Rプレミアムモデルでサポートする機能です。   

 

 

[図. カメラオブジェクト] 

 

20.1 カメラページ 

 

カメラの[タイプ]によって様々なカメラを設定することができます。 

 

No カメラ設定 説明 

1 タイプ 

[カム]はGX8Rに装着された前面カメラで撮影する映像を表示します。 

[CCTV]はGX8Rのビデオ(VIDEO)ポートに装着されたCCTVで撮影する映像を表示します。 

[USB外装カメラ]GX8RのUSBポートに装着されたUSB外装カメラで撮影する映像を表示します。 

2 保存媒体使用 
[SDカード]をチェックすると、撮影した映像をGX8Rに装着されたSDカードに保存します。 

[SDカード]をチェックしなければ、撮影した映像をGX8Rのメモリに保存します。  

3 反転 [使用]をチェックすると、カメラの映像を上下反転(180度回転)して表示します。  

4 USB装置ID 

[USB外装カメラ]使用時、USB装置のIDを設定します。  

IDはメニュー画面の[コントロールパネル]-[オプション装置]-[USB管理者]で確認することができ

ます。 

5 
フォーカスグリ

ッド 使用 

[フォーカスグリッドを使用]をチェックすると、カメラオブジェクトの上に登録したオブジェク

トが、カメラオブジェクトの後ろに隠れず、カメラ撮影映像の上に見えます。   
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20.2 キーページ 

 

カメラオブジェクトに必要なキーを登録します。  

映像を記録したり、SnapShotを保存することができます。 

 

 

[図. カメラキーページ] 

 

No キー 説明 

1 Record Start 

映像の記録を開始します。  

記録が開始されると、カメラオブジェクトの左上に赤い点が現れて点滅します。 

  

[カメラページ]で[保存媒体の使用]の設定に応じて映像ファイルをSDカード/GX8に保存します。  

GX8は[CameraRecord]フォルダに保存されます。 

2 Record End 映像の記録を終了します。 赤い点表示が消えます。   

3 Snap Shot 
カメラの撮影映像をスクリーンショットで保存します。 

GX8は[CameraScreenShot]フォルダに保存されます。 

 

[形]でキーの形を設定します。  

[四角型/イメージ]の中に選択して設定できます。  

[全体適用]ボタンを押すと、設定したキーの形が全てのキーに適用されます。 
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20.3 効果 ページ 

 

設定した条件によって[非表示]効果と[動作]を設定することができます。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

[非表示]効果は条件が真の時、カメラオブジェクトを非表示にします。 

[条件/効果/動作]の設定はChapter 7.6~7.9をご参考ください。 
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CCHHAAPPTTEERR  2211  --  テテーーブブルルオオブブジジェェククトト  

 

 [テーブル]は、表を作るときに使用します。  

 

メニューからテーブルオブジェクトを選択すると、下図のように5 x 4の表が表示されます。  

必要なだけの横/縦のセルをドラッグし、青色領域を設定した後、編集画面に表が全体のサイズで描かれます。  

 

次の図のように両端と中央にある白い点を利用してテーブルの大きさを自由に調節することができます。 また、生成さ

れたテーブルをダブルクリックするか、マウスを右クリックによってテーブルビューのプロパティページに入ることがで

きます。 

 

[図. テーブル生成] 

 

21.1 基本ページ 

 

テーブルのスタイルと各セルにオブジェクトを設定します。 

 

 

[図. テーブルビューのプロパティページ] 
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21.1.1 テーブルのスタイル 

 

No 
テーブル 

スタイル 
説明 

1 間隔 

[同一/自由]の中で選択します。  

[同一]はテーブルの各セルの各間隔を同一に設定します。  

各セルの間隔は別途で調節できます。  

 

[自由]はテーブルの間隔を自由に変更することができます。 

変更する方法は設定後のテーブルの線にマウスを置くと、手の形に変わりドラッグをして変更する

ことができます。 

 

 

間隔を再び[同一]に変更する場合、再びすべてのテーブルの間隔が同一の元の位置に戻ります。 

2 外郭線 
テーブルの外郭線のスタイルを設定します。  

[線のスタイル/カラー/厚さ]を設定します。 

3 内部線 
テーブルの内部線の形スタイルを設定します。  

[線のスタイル/カラー/厚さ]を設定します。 

4 
テーブル 

サイズ 

テーブルの横/縦セル(コマ)を変更することができます。 

 

 

横と縦を設定した後、[適用]ボタンをクリックします。 

 

多数のセル(2個以上)を選択すると、下段の ボタンが活性化されます。  

結合ボタンを押すと、2つ以上のセルが結合されます。  

結合されたセルを選択すると、[分割]ボタンが活性化されます。 [分割]ボタンを押すと、結合されたセルが再び

分割されます。 

 

21.1.2 セルの定義 

 

各セルのオブジェクトを設定します。   

 

 

[図. セルの定義] 
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上の表で各セルにオブジェクトが設定されていない場合にはセルをダブルクリックすると、設定できるオブジェ

クトのリストが表示されます。  

[Text(テキスト)/Image(イメージ)/Numeric(数字)/String(文字)/Clock(時計)/Lamp(ランプ)]オブジェクトを設定す

ることができます。  

上の表から、このように設定しなくても、各セルを選択した後、次の[セル定義]から設定できます。 

 

No セルの定義 説明 

1 
オブジェクト 

タイプ 

セルに登録するオブジェクト タイプを設定します。  

 

 

 

 [Text(テキスト)/Image(イメージ)/Numeric(数字)/String(文字)/Clock(時計)/Lamp(ランプ)]オブジ

ェクトを設定することができます。  

 

[オブジェクトプロパティ設定]ボタンを押すと、設定したオブジェクトのプロパティ画面が開かれ

ます。 

 

2 垂直整列 

セルの高さを基準に登録したオブジェクトの垂直方向の並び替えを[GX8(上)/Middle(中

央)/Bottom(下)]の中から選択します。 

 

3 水平整列 

セルの幅を基準に登録したオブジェクトの水平方向の並び替えを[Left(左)/Center(中央)/ 

Right(右)]の中から選択します。 

 

4 

ブラシスタイ

ル 

塗りつぶし色 

背景色 

 

  

 

[ブラシスタイル]はセル塗りつぶすパターンです。 17つのパターンの中から選択します。 

選択したパターンから黒い部分は[塗りつぶし色]で塗られ、白い部分は[背景色]になります。  

5 
セルの幅 

セルの高さ 

間隔が[同一]の場合、[セルの幅/セルの高さ]を変更すると、各セルが設定した[セルの幅/セルの高

さ]に一括調整され、テーブルの全体サイズが変更されます。 

 

間隔が[自由]の場合、選択したセルの[セルの幅/セルの高さ]のみを調節します。   
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21.2 効果ページ 

 

ビット/ワード条件に従ってテーブルに効果を付与することができます。 

 

 

[図. 効果ページ] 

 

No 効果 説明 

1 非表示 条件が真の時、テーブルオブジェクトが非表示になります。  

2 非活性化 条件が真の時、テーブルオブジェクトが動作しません。  

3 反転 条件が真の時、テーブルオブジェクトの色が反転して表示されます。  

4 点滅 条件が真の時、テーブルオブジェクトが設定した[周期]で点滅します。 
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CCHHAAPPTTEERR  2222  --  表表示示メメニニュューー  

 

[表示]メニューを説明します。  

表示メニューはGX8 Design Studioプログラムで見ることができるものに対する様々な編集を可能にします。 

表示言語、ヒントの表示可否、拡大/縮小などを設定することができます。 また、左側/右側に表示されるドッキングウィン

ドウを管理して、画面を様々な形態で整列させることができます。 

 

 

[図. 表示メニュー] 

 

22.1 表示言語 

 

GX8 Design Studioプログラムで表示する言語を選択します。  

初期のインストール時は英語で表示され、[表示]-[言語/Language]で韓国語に変更することができます。 

 

 

[図. 言語] 

22.2 状態表示 

 

22.2.1 状態番号 

 

[状態番号]はランプに設定されたアドレスのデータの状態に応じて、実際GX8で動作しているかのようにオブジ

ェクトの形を表示する機能です。    

 

 

[図. 状態番号] 

 

ビットアドレスの場合には、[ON/OFF]状態に応じてオブジェクトを表示してくれます。 [ON状態]はオブジェク

トのデータが[ON]の時のオブジェクトの形を表示してくれます。 状態の番号では1に該当します。 [OFF状態]

はオブジェクトのデータが[OFF]の時のオブジェクトの形を表示してくれます。 状態の番号では0に該当します。 

ワードアドレスの場合には、最初の[0]ビットから最後の[15]ビットまでの状態に応じてオブジェクトの状態を表

示してくれます。 
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22.2.2 多国語言語の選択 

 

多国語言語の選択は、ユーザーが[プロジェクト]–[多国語]からあらかじめ登録しておいたそれぞれのStringに設

定された言語を画面に表示してくれます。 Stringは0~15まで登録が可能です。  

 

 

[図. 多国語言語の選択] 

 

22.3 ヒント 

 

ヒントはオブジェクトの左側上段に現れるアドバイスです。 ヒントの種類はName、All address、Read 

Address、Write Address、ID、Memoがおり、ヒントオプションで、フォント、色などを修正することができま

す。 

 

22.3.1 ヒント表示 

 

 

[図. ヒント] 

 

[ヒント表示]メニューは、風船ヘルプの表示するかしないかを設定します。 一度実行すると、ヒントが表示さ

れて、もう一度実行すると、ヒントが表示されません。 

 

22.3.2 ヒントオプション設定 

 

ヒントの[色/背景色/サイズ]を設定します。 Chapter 6.9.4の[編集]-[オプション設定]-[ヒントオプション]と同様

です。 
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[図. ヒントオプション] 

22.3.3 ヒント選択 

 

ユーザーが表示したいヒントを選択することができます。 Name、All Address、Read Address、Write Address、

ID、Memoの中から選択が可能です。 

No 種類 説明 

1 Name 

オブジェクト名をオブジェクトの左側上段に表示します。 オブジェクト

名は略語で表示され、各名称は[表オブジェクト名表示]で確認することが

できます。 
 

2 All address 
Read AddressとWrite Addressをすべて表示します。 オブジェクトのアド

レスがない場合は表示されません。 

 

3 Read Address 
現在、オブジェクトとして読み込んでくるデータのアドレスを表示しま

す。 

 

4 Write Address 
現在、オブジェクトで他のオブジェクトにデータを送る対象のアドレスを

表示します。 

 

5 ID 

オブジェクトのハンドルネームで、画面に登録された順番につけられる番

号です。 画面に一番先に登録されたオブジェクトは[00001]、二番目に登

録されたオブジェクトは[00002]に表示されます。 
 

6 Memo オブジェクトのプロパティ創意[メモ]で入力したメモが表示されます。 

 

 

オブジェクト名の表示は次の表のとおりです。 

No オブジェクト 英文表記 タグ名表示 

1 点 Dot [DT] 
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2 線 Line [LN] 

3 楕円 Ellipse [EL] 

4 弧 Arc [AC] 

5 π Pi [PI] 

6 弦 Chord [CD] 

7 四角形 Rectangle [RT] 

8 多角線 Polyline [PL] 

9 多角形 Polygon [PG] 

10 イメージ Image [IG] 

11 テキスト Text [TX] 

12 四角の目盛り Rectangle Scale [RL] 

13 円形の目盛 Circle Scale [CL] 

14 On/offランプ Bit Lamp [BL] 

15 多相ランプ Multiple Lamp [ML] 

16 モメンタリーボタン Momentary Switch [PS] 

17 On/offスイッチ Bit Switch [BS] 

18 選択スイッチ Select Switch [SS] 

19 画面転換ランプ Screen Change [SC] 

20 ユーザ定義ランプ User defined Lamp [UL] 

21 数字 Numeric [NU] 

22 文字列 String [ST] 

23 時計 Clock [CK] 

24 メッセージ Message [MV] 

25 ウィンドウ Window [WV] 

26 スクリーンコール Screen Call [SC] 

27 ログビュー Log View [LV] 

28 警報ビュー Alarm View [AV] 

29 グラフ Graph [GV] 

30 トレンド Trend [TV] 

31 ロググラフ Log Graph [LG] 

32 ゲージ Gauge Graph [GG] 

33 スライド Slide [SL] 

34 ビデオ Video [VV] 

35 カメラ Camera [CV] 

36 テーブル Table [TV] 

 

22.4 拡大/縮小 

 

プロジェクトの編集画面の拡大/縮小率を設定します。 基本設定値は100%であり、40%~400%まで設定が可能

です。 
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[図. 拡大/縮小] 

 

[Ctrlキー]を押した状態でマウスホイールを利用しても拡大/縮小が可能です。  

 

No 拡大/縮小 機能 

1 ズームイン 
 

現在画面より画面を拡大してみます。  

拡大可能な最大値は400%です。 

2 基本ズーム 
 

基本の大きさである100%に戻ります。 

3 ズームアウト 
 

現在画面より画面を縮小してみます。  

縮小可能な最小値は40%です。   

4 ユーザー設定値 
 

何%拡大/縮小されたかを表示、望む大きさに拡大/縮小の割合を設定が

可能です。 

22.5 ドッキングウィンドウ 

 

ドッキングは磁石のように引き寄せられでくっつくことをを意味します。 

これは基本作業画面にユーザーが追加希望するドッキングウィンドウを追加し使用することができます。 

GX8 Design Studioで提供する機能性ドッキングウィンドウには[プロジェクト管理]、[リスト]、[プロパティ]、

[ユーザーライブラリ]があります。 

 

22.5.1 ドッキングウィンドウの使い方 

 

ドッキングウィンドウは作業画面にドッキングさせたり、分離させたりすることができ、必要に応じて表示/非

表示の設定ができます。  

 

(1)ドッキングウィンドウ分離 

ドッキングされ左右に固定されたドッキングウィンドウはマウスドラッグで容易に分離が可能です。 

 

[図.ドッキングウィンドウ分離] 

 

固定されたリストウインドウの[タイトル]部分をクリックした後、マウスでドラッグし、外の部分に移動すると、

ドッキングウィンドウが以下図のように分離されます。 
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[図. ドッキングウィンドウ分離] 

 

 

 

 

(2) 左右にドッキング 

分離されたドッキングウィンドウは固定されたドッキングウィンドウを分離する時と同様、[タイトル]部分を[ド

ラッグして縦になったリストの部分に[ドロップ]すると、ドッキングされます。 すべてのドッキングウィンド

ウは左・右に自由にドッキングが可能です。 

 

 

[図. ドッキングウィンドウの固定] 

 

(3) 自動非表示(Auto Hide) 

様々なドッキングウィンドウを同時に使用するときは、使用しようとするドッキングウィンドウをすべてドッキ

ング後Auto Hide、必要時に簡単に表示することができます。 

 

①ドッキングウィンドウのAuto Hide 
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[図. Auto Hide 未使用] 

Auto Hideを使用せず、いくつかのドッキングウィンドウを実行すると、上図のようにスペースを占有してしま

い作画をするスペースが不足します。 この場合にAuto Hideを使用すれと、ドッキングされたウィンドウが角

の部分にタイトルのみ表示される非表示状態になり、より広く作画空間を使用することができます。 普段は下

段の[図.Auto Hide使用]のようにタイトルのみ表示されますが、使用時にはマウスを当てて、[図.ウィンドウのタ

イトル選択]のように拡大して使用することができます。 この拡大されたウィンドウを固定させるためには画び

ょうの絵を固定[ ]]に変更し、固定を解除して最小化させるには画びょうの形を解除[ ]に変更します。 

 

[図. Auto Hide 使用] 
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[図. ウィンドウのタイトル選択時] 

 

ドッキングウィンドウの位置はタイトルがある上段部分をマウスでドラッグしてユーザーに合わせて変更するこ

とができます。 

 

22.6 プロジェクト管理 

 

[プロジェクト管理]はプロジェクトの画面と全域設定の状況を一目で把握して管理するウィンドウです。 

[プロジェクト管理]はプロジェクト、画面、リソースに分かれており、プログラムを実行して新規プロジェクト

を生成したり、既存のプロジェクトを開くと、プロジェクト管理者画面や全域設定のリストが表示されます。 

 

22.6.1 プロジェクト 

 

[プロジェクト管理者]–[プロジェクト]はプロジェクト全域に適用される共通設定で、プロジェクトメニューのプ

ロパティ、シンボル、通信ブロック、多国語、警報、ログ、レシピ、セキュリティ、スクリプトのすべての設定

を示しています。 各リストをダブルクリックすると、その設定画面が表示されます。 
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[図. プロジェクト] 

 

No プロジェクト 説明 

1  HMI 選択 現在設定されているタッチ・モデルの確認および変更が可能です。 

2 
プロジェクトプロ

パティ 

現在設定されているプロジェクトプロパティを確認することができます。 

(プロジェクトプロパティは、[Chapter 4.12.1 GX8設定]を参照してください。) 

3 デバイス 
現在接続されているデバイスを設定します。 

(デバイスは[Chapter 4.12.2 PLC設定]を参照してください。) 

4 シンボル 
シンボル設定を表示します。 ダブルクリックすると、シンボル設定ウィンドウが開きます。

(シンボルは、[Chapter 4.6シンボル]を参照してください。) 

5 通信ブロック 
通信ブロックを表示します。 ダブルクリックすると、通信ブロック設定ウィンドウが開きま

す。(通信ブロックは[Chapter 4.8通信ブロック]を参照してください。) 

6 多国語テーブル 
多国語のテーブルを表示します。 

(多国語のテーブルは[Chapter 4.4文字列]を参照してください。) 

7 警報 
警報データを表示します。 

(警報の設定は[Chapter 4.1警報]を参考にしてください。) 

8 ログ 
ログデータを表示します。 

(ログの設定は[Chapter 4.2ログ]を参考にしてください。) 

9 レシピ 
レシピデータを表示します。 

(レシピの設定は[Chapter 4.3のレシピ]を参考にしてください。) 

10 セキュリティー 
セキュリティ設定を表示します。 

(セキュリティの設定は[Chapter 4.7セキュリティ]を参照してください。) 

11 スクリプト スクリプト設定を表示します。 
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(スクリプト設定は[Chapter 4.5スクリプト]を参考にしてください。) 

12 メッセージ発送 
メッセージ管理者を表示します。  

(メッセージ管理者は[Chapter 4.10メール送信]を参照してください。) 

13 日程 
日程のテーブルダイヤルログを表示します。  

(日程は[Chapter 4.9一定]を参照してください。) 

14 ロールプリンター 
ロールプリンターの編集画面を表示します。  

(ロールプリンターは[Chapter 4.11ロールをプリンタ]を参考にしてください。) 

 

22.6.2 画面部分 

 

プロジェクトの画面構成を一目で見ることができます。  

[マスター画面/基本画面/ウィンドウ画面/フレーム画面/イメージスクリーン]がツリー構造になっています。 

 

(1) マスター画面 

 

 

[図.マスター画面] 

 

No メニュー 説明 

1 開く 選択したマスター画面を開きます。 

2 閉じる 選択したマスター画面を閉じます。 

 

① マスター画面プロパティ 

 

 

[図. マスター画面プロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 画面番号 マスター画面の画面番号を示します。 
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マスター画面は1つなので、画面の番号を変更することはできません。 

2 画面名称 マスター画面の名称を表示します。  

3 セキュリティーレベル マスター画面はこの機能をサポートしません。   

4 セキュリティーログ使用 マスター画面はこの機能をサポートしません。  

5 スクリーンのナビゲーターから除外 マスター画面はこの機能をサポートしません。  

6 背景 タイプ 
マスター画面の背景のタイプを選択します。  

背景の種類は[透明]、[色]、[グラデーション]、[イメージ]があります。 

 

(2) 基本画面 

 

 

[図.基本画面] 

 

No メニュー 説明 

1 新しい画面 新しい基本画面を生成します。 

2 
新しい画面 

グループ 
新しい画面のフォルダーを作って基本画面を分類することができます。 

3 読み込み 保存されている基本画面を追加します。 

4 開く 選択された基本画面を開きます。 

5 閉じる 選択された基本画面を閉じます。 

6 削除 選択された基本画面を 削除します。 

7 コピー 選択された基本画面をコピーします。 

8 貼り付け 
[コピー]機能を先行する時に使用することができます。 コピーされた基本画面を現プロジェ

クトの基本画面や他プロジェクトの基本画面に貼り付けることができます。 

9 画面コピー 

選択された基本画面を設定に合わせてコピーして追加します。 

画面コピーを押すと設定画面が表示されます。 [画面リストの後ろに追加]はコピーした画面

を登録された基本画面の番号の中で最も大きな番号の次の番号に追加します。 この時画面番

号の増加値を設定可能です。 [画面番号の変更]は[開始画面番号]を入力して入力した番号でコ

ピーした画面を追加します。 

 

10 別名で保存 選択した基本画面のファイル名を変更します。 

11 スクリプト 選択した基本画面のみ適用されるスクリプトを設定します。 
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12 演算 選択した基本画面のみ適用される演算を設定 します。  

13 送信 
プロジェクトの作画と連結されたGX8の作画を比較して選択した画面だけを別に送信できま

す。 

14 保存 
選択した基本画面を他の名前で保存します。  

保存された画面は[読み込み]で追加することができます。 

15 
ユーザライブラリ

に追加 
ユーザライブラリに選択された画面を保存することができます。 

 

 

 

① 基本画面プロパティ 

 

 

[図. 基本画面プロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 画面番号 基本画面の画面番号を示します。 

2 画面めい 基本画面の名称を表示します。   

3 セキュリティーレベル 

基本画面のセキュリティレベルを設定します。 セキュリティレベルは0から最大15まで

と[プロジェクト]-[セキュリティ]のあらかじめ設定された暗号によります。 (セキュリテ

ィレベル0はセキュリティ、未設定状態です。) 

4 
セキュリティーログ使

用 

[セキュリティレベル]が[1]以上設定されている場合、[セキュリティログを使用]をチェ

ックすれば、ログイン/ログアウト情報をGX8メモリに記録します。  

セキュリティに関する詳しい事項は[Chapter 4.7セキュリティ]を参考にしてください。 

5 
スクリーンのナビゲー

ターから除外 

適用時スクリーンのナビゲーターから除外されます。 

スクリーンナビゲーターは上段メニューにあり、Chapter 1.2.8[コントロールパネルアイ

コン--システム部分]で(15)の上段メニューを参考にしてください。   

6 マスター画面使用 
基本画面にマスター画面を適用します。  

マスター画面はChapter 5.4[マスター、画面のメニュー]を参考にしてください。 

7 背景タイプ 
基本画面の背景のタイプを選択します。  

背景の種類は[透明/カラー/グラデーション/イメージがあります。 
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(3) ウィンドウ画面 

 

 
[図. ウィンドウ画面のポップアップメニュー] 

 

No メニュー 説明 

1 新しい画面 新しいウィンドウ画面を生成します。 

2 画面貼り付け 事前にコピーされたウィンドウ画面を貼り付けます。 

3 新しい画面グループ 新たなウィンドウ画面グループを生成します。 

4 読み込み 保存されているウィンドウ画面を追加します。 

5 
基本テンキー追加 基本テンキーを追加します。 すでにテンキーが生成されている場合には追加されませ

ん。 

6 
文字列テンキー追加 文字を入力できるKeyboardを追加します。  

同様にすでに生成されている場合には追加されません。 

7 

ライブラリテンキー追懐 ライブラリに登録されたテンキー(キーパッド)ウィンドウ画面を追加します。 

ウィンドウ画面で登録しようとするテンキーを選択した後、[ウィンドウ番号]を入力

し、下段の[追加]ボタンをクリックします。 ライブラリテンキーで登録することができ

るウィンドウ番号は[65400~65499]番に固定されています。 
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8 開く 選択されたウィンドウ画面を開きます。 

9 閉じる 選択されたウィンドウ画面を閉じます。 

10 削除 選択されたウィンドウ画面を削除します。 

11 コピー 選択されたウィンドウ画面をコピーします。 

12 

貼り付け [コピー]機能を先行する時に使用することができます。 コピーされたウィンドウ画面を

現プロジェクトのウィンドウ画面や他のプロジェクトの基本画面に貼り付けることがで

きます。 

13 

画面コピー 選択されたウィンドウ画面を設定に合わせてコピーして追加します。 画面コピーを押

すと設定画面が表示されます。 [画面リストの後ろに追加]はコピーした画面を登録され

た基本画面の番号の中で最も大きな番号の次の番号に追加します。 この時画面番号の

増加値を設定可能です。 [画面番号の変更]は[開始画面番号]を入力して入力した番号に

コピーした画面を追加します。 

 

14 ファイル名変更 選択したウィンドウ画面の名前を変更します。 

15 スクリプト 選択したウィンドウ画面にのみ適用されるスクリプトを設定します。 

16 演算 選択したウィンドウ画面にのみ適用される演算を設定します。 

17 
送信 プロジェクトの作画と連結されたGX8に保存されている作画を比較して選択したウィン

ドウ画面だけを別に送信できます。 

18 
保存 選択した基本画面を他の名前で保存します。この保存された画面は[読み込む]によって

追加することができます。  

19 ユーザライブラリに追加 ユーザライブラリに選択したウィンドウ画面を保存することができます 

 

① ウィンドウ画面プロパティ 
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[図. ウィンドウ画面プロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 画面番号 ウィンドウ画面の画面番号を表示します 

2 画面名称 ウィンドウ画面の名称を表示します。 

3 セキュリティレベル マスター画面はこの機能をサポートしません。   

4 セキュリティログ使用 マスター画面はこの機能をサポートしません。   

5 スクリーンのナビゲーターから除外 マスター画面はこの機能をサポートしません。   

6 画面のサイズ設定 ウィンドウ画面の幅、 高さ、 スタイルを設定します。 

7 背景 タイプ 
ウィンドウ画面の背景タイプを選択します。  

背景の種類は[透明]、[色]、[グラデーション]、[イメージ]があります。 

(4) フレーム画面 

 

 

[図. フレーム画面のポップアップメニュー] 
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No メニュー 説明 

1 新しい画面 新しいフレーム画面を生成します。 

2 画面貼り付け 事前にコピーされたフレームの画面を貼り付けます。 

3 新しい画面グループ 新しい画面のフォルダーを作ってフレーム画面を分類することができます。 

4 読み込み 保存されているフレーム画面を追加します。 

5 開く 選択されたフレーム画面を開きます。 

6 閉じる 選択されたフレーム画面を閉じます。 

7 削除 選択されたフレームの画面を削除します。 

8 コピー 選択されたフレームの画面をコピーします。 

9 

貼り付け [コピー]機能を先行する時に使用することができます。 コピーされたフレームの画面を

現プロジェクトのフレーム画面や他プロジェクトのフレーム画面に貼り付けることがで

きます。 

10 

画面コピー 選択されたフレームの画面を設定に合わせてコピーして追加します。 画面コピーを押

すと設定画面が表示されます。 [画面リストの後ろに追加]はコピーした画面を登録され

たフレーム画面の番号の中で最も大きな番号の次の番号に追加します。 この時画面番

号の増加値を設定可能です。 [画面番号の変更]は[開始画面番号]を入力して入力した番

号でコピーした画面を追加します。 

 

11 ファイル名変更 選択したフレーム画面の名前を変更します。 

12 スクリプト フレーム画面はこの機能をサポートしません。 

13 演算 選択したフレームの画面でだけ適用される演算を設定します。 

14 
送信 プロジェクトの作画と連結されたGX8に保存されている作画を比較して選択したフレー

ムの画面を別々に送信できます。 

15 
保存 選択したフレームの画面を別名で保存します。 この保存された画面は[読み込み]によっ

て追加することができます。  

16 ユーザライブラリに追加 ユーザライブラリに選択したフレームの画面を保存することができます。 

① フレーム画面プロパティ 

 

[図. フレーム画面の画面プロパティ] 

 



CHAPTER 22 -表示メニュー  631 

 

No プロパティ 説明 

1 画面番号 フレーム画面の画面番号を表示します。 

2 画面名称 フレームの画面名称を表示します。  

3 セキュリティレベル フレーム画面はこの機能をサポートしません。 

4 セキュリティログ使用 フレーム画面はこの機能をサポートしません。 

5 スクリーンのナビゲーターから除外 フレーム 画面はこの機能をサポートしません。 

6 背景 フレーム画面では背景 設定をサポートしません。 

 

(5) イメージスクリーン 

 
[図. イメージスクリーン画面のポップアップメニュー] 

 

No メニュー 説明 

1 新しい画面 新しいイメージスクリーン画面を生成します。 

2 画面貼り付け 事前にコピーされたイメージスクリーンの画面を貼り付けます。 

3 新しい画面グループ 新しい画面のフォルダーを作ってイメージスクリーン画面を分類することができます。 

4 読み込み 保存されているイメージスクリーン画面を追加します。 

5 開く 選択されたイメージスクリーン画面を開きます。 

6 閉じる 選択されたイメージスクリーン画面を閉じます。 

7 削除 選択されたイメージスクリーンの画面を削除します。 

8 コピー 選択されたイメージスクリーンの画面をコピーします。 

9 

貼り付け [コピー]機能を先行する時に使用することができます。 コピーされたイメージスクリー

ン画面を現プロジェクトのイメージスクリーン画面や他プロジェクトのイメージスクリ

ーン画面に貼り付けることができます。 

10 画面コピー 

選択されたイメージスクリーン画面を設定に合わせてコピーして追加します。 画面コ

ピーを押すと設定画面が表示されます。 [画面リストの後ろに追加]はコピーした画面を

登録されたイメージスクリーン画面の番号の中で最も大きな番号の次の番号に追加しま

す。 この時画面番号の増加値を設定可能です。 [画面番号の変更]は[開始画面番号]を入

力して入力した番号でコピーした画面を追加します。 
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11 ファイル名変更 選択したイメージスクリーン画面の名前を変更します。 

12 スクリプト イメージスクリーン画面はこの機能をサポートしません。 

13 演算 イメージスクリーン画面はこの機能をサポートしません。 

14 
送信 プロジェクトの作画と連結されたGX8に保存されている作画を比較して選択したイメー

ジスクリーン画面だけを別に送信できます。 

15 
保存 選択したイメージスクリーンの画面を別名で保存します。この保存された画面は[読み

込み]によって追加することができます。  

16 ユーザライブラリに追加 ユーザライブラリに選択したイメージスクリーン画面を保存することができます。 

 

① イメージスクリーン画面 プロパティ 

 

 

[図. イメージスクリーン画面の画面プロパティ] 

 

No プロパティ 説明 

1 画面番号 イメージスクリーン画面の画面番号を表示します。 

2 画面名称 イメージスクリーン画面の名称を表示します。 

3 セキュリティレベル イメージスクリーン画面はこの機能をサポートしません。 

4 セキュリティログ使用 イメージスクリーン画面はこの機能をサポートしません。 

5 スクリーンナビゲーターから除外 イメージスクリーン画面はこの機能をサポートしません。 

6 画面のサイズ設定 ウィンドウ画面の幅、高さ、スタイルを設定します。 

7 背景 フレーム画面では背景設定が不可能です。 

22.6.3 リソース部分 

 

 プロジェクトのリソースであるグローバルイメージ]と[グローバルオブジェクト]を一目で見ることができます。 

 

(1) グローバルイメージ 

[Global Image/Video/Sound/Text/PDF]を登録することができます。  

【グローバルイメージ]に追加したイメージはイメージオブジェクトの[ワード間接]条件で使用したり、編集画面

に直接ドラッグアンドドロップして編集画面に登録することができます。  
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【グローバルイメージ/テキスト/PDF]に追加したファイルは[プロジェクト]-[警報]-[措置事項]で使用することが

できます。 

 

 

グローバルなイメージは登録された順番に数字が決められます。  

登録されたイメージは、上段の と を利用して追加/削除できます。 

 

 

[図. グローバルイメージ] 

 

(2) グローバルオブジェクト 

グローバルオブジェクトは頻繁に使用する図形、タグ、グループを登録して簡単に取り出して使用できる機能で

す。継承の概念が適用され、簡単に修正が可能です。 

 

 

[図.グローバルオブジェクト] 

 

登録されたグローバルオブジェクトを画面で使用すると、プロパティの内容を継承されることとなります。 継

承はプロパティの内容をそのまま持っている状態を意味します。 グローバルオブジェクトのウィンドウリスト

でプロパティを変更すると、画面に登録されているすべてのグローバルオブジェクトのプロパティが同時に適用

されます。  

従って、同じプロパティを持ったオブジェクト、グループをコピーし、さまざまな画面で使用する場合にグロー

バルオブジェクトに登録して使用し、修正時には、グローバルオブジェクトリストから一度だけを修正すればい
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いので有用に使用することができます。 

 

①グローバルオブジェクト登録 

グローバルオブジェクトは、画面にあるオブジェクト、グループをグローバルオブジェクトウィンドウにドラッ

グ&ドロップして登録します。 

 

 

[図. グローバルオブジェクト登録] 

 

②グローバルオブジェクトの使用 

グローバルオブジェクトのウィンドウに登録されたリストを画面で使用するには下図のように選択してドラッグ

&ドロップで登録することができます。 

 

 

[図. オブジェクト使用] 

 

③削除やプロパティ変更 

登録されたグローバルオブジェクトは、下図のように各オブジェクトの左クリック–[削除]をクリックして削除

することができます。 一度に多くのグローバルオブジェクトを削除するには、削除しようとするリストを選択

した後、上段の[削除]ボタンを利用します。 グローバルオブジェクトを削除するには下記のように[使用された

グローバルオブジェクトは一般のオブジェクトに解除されます。]というメッセージが表示されます。 

 

[図. 削除確認メッセージ] 

[Yes]ボタンを押すと、削除されて、[No]ボタンを押すと、削除が取り消しされます。 グローバルオブジェクト

のウィンドウでオブジェクト左クリックをしてポップアップウィンドウからプロパティを選択して変更すること
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ができます。 グローバルオブジェクトがグループの場合には、下図のような画面が現れてグループ内の各オブ

ジェクトのプロパティを変更することができます。 

 

 

[図. グループプロパティリスト] 

 

④継承の解除 

継承は全体的にあるいは部分的に解除してプロパティを修正して使用することができます。  

継承を解除すれば、グローバルオブジェクトリストからプロパティを変更しても適用されません。 

 

 

[図. 図形の継承解除] 

 

グローバルオブジェクトから呼び出し画面に登録した図形をダブルクリックすると、上のようにプロパティ画面

が表示されます。 継承の解除と効果の再設定は全てのオブジェクトに共通な部分です。 部分的継承の解除はオ

ブジェクトの特性上、少しずつ異なり、各機能は下記の通りです。 

 

No 部分解除 イメージ 説明 

1 
Cancel Inheritance  

(継承解除)  

継承を解除します。 すべてのプロパティが修正できます。 

2 
Redefine Address 

 (アドレス再設定)  
プロパティの中のアドレスを再設定可能にします。 

3 
Redefine Image 

 (イメージ再設定)  

プロパティの中のイメージを再設定可能にします。 

4 
Redefine Caption  

(キャプション再設定)  
プロパティの中のテキストを修正可能にします。 

5 
Redefine Effect 

 (効果再設定)  
プロパティの中で、[効果及び動作]を修正可能にします。 

 

継承を解除すれば、設定できる部分が活性化されてプロパティを修正することができるが、今後グローバルオブ

ジェクトのプロパティが変更されても継承を受けないので変更された内容が適用されません。 

 

22.7 リストウインドウ 
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リストのウィンドウは現在編集画面に登録されたオブジェクト/グループのリストを表示し、全体的な管理を可

能にします。 リストウインドウの構成は[全体]、[選択]、[ユーザー]ページで構成されています。 

 

22.7.1 ページ種類 

 

リストのウィンドウは[全体]、[選択]、[指定]ページで構成されています。  

  

(1) 全体 

画面にある全てのオブジェクトとオブジェクトのグループを表示します。 ID、手順、位置を表示します。 

 

[図.リストウインドウ – 全体] 

 

(2) 選択 

現在のユーザーが選択したオブジェクトのみ表示されます。 

 

 

[図. リストウインドウ – 選択] 

 

 

 

 

(3) 指定 
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全体のオブジェクトのうち、ユーザーが選択した種類のオブジェクトだけを表示します。 下記のように必要な

オブジェクトの種類を選択すると、選択されたオブジェクトのリストが表示されます。 

 

 

[図. リストウインドウ – 指定] 

 

22.7.2 リスト順番 

 

リストのウィンドウ画面右側の上段にあるオブジェクトリストの順番を設定することができます。  

それぞれの機能は以下のとおりです。 

 

No 順番整列 イメージ 説明 

1 背面に移動 
 

選択した オブジェクトの順番を一つ下げます。 

2 前面に移動 
 

選択した オブジェクトの順番を一つ上げます。 

3 最前面に移動 
 

選択した オブジェクトの順番を最も上に上げます。 

4 最背面に移動 
 

選択した オブジェクトの順番を最も下に下げます。 

 

22.8 プロパティウィンドウ 

プロパティウィンドウは画面プロパティや画面に登録されたタグと図形のプロパティを表示し、編集できるよう

にしてくれます。 

         

[図. プロパティ – 全体拡張]           [図.プロパティ – 全体縮小] 



638 CHAPTER 22 -表示メニュー 

 

22.8.1 プロパティウィンドウの構成 

 

プロパティウィンドウの詳細内容を説明します。  

 

No 詳細構成 説明 

1 全体拡張 プロパティをすべて表示します 

2 全体縮小 プロパティをすべて折りたたみ項目別に表示します。 

3 
ドッキン

グ可能 

チェックすると、プロパティウィンドウを右にドッキングすることができ、、チェックしなければプ

ロパティウィンドウが分離されてドッキングされません。 

 

22.9 ユーザ・ライブラリーウィンドウ 

 

よく使用するオブジェクトまたは画面をユーザ・ライブラリーのウィンドウに登録し、簡単に使用することがで

きます。 

 

22.9.1 ユーザ・ライブラリーウィンドウ 登録 

 

下の[図.ユーザライブラリのウィンドウ]の1番領域でユーザライブラリを構成するフォルダを構成することがで

きます。 フォルダの構成を終えた後、目的のフォルダを選択して追加しようとするオブジェクトを2番領域に

ドラッグ&ドロップして追加することができます。 

 

          

[図. ユーザライブラリ]          [図. オブジェクト追加] 

 

22.9.2 ユーザ・ライブラリーウィンドウ 使用 

 

ユーザライブラリに登録されたオブジェクトと画面をユーザ・ライブラリー登録と同じ方法で希望する画面にド

ラッグ&ドロップして使用することができます。 追加時に[図.アドレスマッピング]と同じウィンドウが現われ

るようになり、現在アドレスの設定と変更されるアドレスを設定することができます。 
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[図. アドレスマッピング] 

 

22.9.3 ユーザ・ライブラリーウィンドウプロパティ 

 

No プロパティ 説明 

1  ユーザライブラリにオブジェクトを保存するフォルダを開きます。 

2  ユーザライブラリに画面を保存するフォルダを開きます。 

3 
 

新しいフォルダを追加します。 サブフォルダを作るためには、希望する上位フォルダを右クリッ

クした後、グループの追加を選択します。 

4 
 

選択したフォルダを削除します。 

5 
 

保存されているユーザライブラリを取得します。 

6 
 

現在作成したユーザライブラリを保存します。 

7 
 

フォルダに入っているファイルを全体選択します。 

8 
 

選択したファイルを削除します。 

9 
 

ファイルを名前で確認します。 

10 
 

ファイルをイメージで見ます。 
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22.10 画面整列 

 

22.10.1 最小化 

 

プログラムで開かれているすべての画面を最小化して下段に整列します。 

 

 

[図. 最小化] 

 

22.10.2 最大化 

 

プログラムに開かれているすべての画面を最大化して表示します。 

 

 

[図. 最大化] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHAPTER 22 -表示メニュー  641 

 

22.10.3 階段式 

 

プログラムで開かれているすべての画面を順番に階段式で並び替えをします。 

 

 

[図. 階段式] 

 

22.10.4 整列式 

 

プログラムで開かれているすべての画面を整列状に配列します。 

 

 

[図. 整列式] 

 

22.10.5 全体を閉じる 

 

プログラムで開かれているすべての画面を閉じます。 

 

 

[図. 全体を閉じる] 
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CCHHAAPPTTEERR  2233  --  道道具具メメニニュューー    

[道具]メニューにはプロジェクトの編集や管理に便利な機能が集まっています。 特に、使用したオブジェクトとアドレスを

検索する機能とアドレスを変換する機能があり、他のプロジェクトにも簡単に適用させたり、一度に変更させることができ

ます。  

 

[図. 道具メニュー] 

No 道具メニュー 説明 

1 
アドレス/オブジェク

ト検索 

プロジェクトで使用したアドレスとオブジェクトを検索し、エクセルファイルで管理する道具です。 

2 アドレス変換 プロジェクトで使用したアドレスを一気に変更および修正する道具です。 

3 画面管理 基本、ウィンドウ、フレーム画面を管理する道具です。 

4 画面プレビュー 作画画面のプレビューによって、イメージとして保存する道具です。 

5 
プロジェクトイメージ

管理 

プロジェクトで使用したイメージを管理する道具です。 

6 イメージライブラリ プロジェクトで使用するライブラリを管理する道具です。 

7 文字列の変換 
プロジェクトで使用中のテキストを文字列テーブルに変換したり、文字列テーブルを一般テキストに

変換する道具です。 

8 復元ディスク GX8のすべてのプログラムやデータを初期化させるためのディスクを作る道具です。 

9 
条件&効果&アクショ

ン検索 

プロジェクトで使用中の条件、効果やアクションを検索して管理する道具です。 

 

23.1 アドレス/オブジェクトの検索 

プロジェクトで使用しているアドレスおよびオブジェクトを[検索]する機能です。また、これを[エクセ

ルファイル]にまとめ作画をしながら使用したオブジェクト/アドレスを簡単に管理できるようにします。 

 

[図. アドレス/オブジェクトの検索]  

No アドレス/オブジェ

クト検索 
説明 

1 検索[S] 設定された条件を基準に、プロジェクトのオブジェクトやアドレスを検索します。 

2 エクセル変換 [X] 検索結果をエクセルファイルに出力して管理します。 
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23.1.1 オブジェクトの検索 

 

検索条件を基準に、プロジェクトで使用している全てのオブジェクトを検索します。 

検索結果として出てきたアドレス/オブジェクトは[マウスをダブルクリック]すると該当オブジェクトのプロパテ

ィウィンドウがポップアップします。 ポップアップしたプロパティウィンドウでプロパティ値をいつでも修正

できます。 修正を行い、プロパティウィンドウを閉じると修正された結果がすぐ表示されます。 

 

 

[図. オブジェクト検索] 

 

(1) オブジェクトの検索プロパティ 

オブジェクトの検索はフィルタリング設定を基準に行われます。フィルタリング値であるオブジェクトの位置と種

類を選択して検索条件を設定します。 

 

 

[図. オブジェクトの検索プロパティ] 

  

No オブジェクト 

検索 
説明 

1 プロジェクト 現在、作画プロジェクト名を表示します。 

2 位置[L] 

検索しようとする画面を選択して検索できます。  

画面の種類はMaster、Base、Frame、Windowがあり、Allは、現在すべての画面にあるオブジェ

クト/アドレスを検索できます。 

 

 

 

3 オブジェクト[B] 

選択した画面あるいは全体画面で検索するオブジェクトを設定します。  

ALLを選択すると、該当の画面あるいは全体画面で生成された全てのオブジェクトを検索します。 
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23.1.2 アドレス検索 

 

検索条件を基準に、プロジェクトで使用している全てのアドレスを検索します。 

検索結果として出てきたアドレス/オブジェクトを[マウスをダブルクリック]でプロパティ値を修正することができ

ます。 

 

 

[図. アドレス検索] 

 

(1) アドレス検索のプロパティ 

アドレス検索はフィルタリング設定を基準に行われます。  

フィルタリング値であるPLCのアドレス、アドレス名、アドレス番地を選択して検索条件を設定します。 

 

 

[図. アドレスプロパティ] 

 

No 
アドレスプロパ

ティ 
説明 

1 プロジェクト 現在、プロジェクト名を表示します。 

2 位置[L] アドレスを検索しようとする画面を選択します。 

3 オブジェクト[B] アドレスで検索したいオブジェクトの種類を選択します。 

4 PLC[P] 

検索しようというアドレスの種類を選択します。 

 

5 アドレス名[N] 

[PLC]、 [Symbol] アドレスを 選択した場合、アドレス名を選択します。 

  

6 
アドレスキーワ

ード[K] 

検索アドレス値を入力します。 

Ex) PLC Mの名前を持つ00010番地のアドレスを検索します。 
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23.1.3 検索結果 

 

検索結果をリストで出力し、それぞれのカラムごとに[整列]が可能で、該当[オブジェクト]、[アドレス]のプロパ

ティウィンドウを開き、変更することができます。 

  

(1)オブジェクト検索結果 

[オブジェクト]を基準に検索した場合、オブジェクト検索結果リストは、中央に位置し、[オブジェクト]を選択

すれば、該当[アドレス]が結果リストの下段に出力されます。 [ステータスバー]は、検索結果の数を出力します。  

 

 

[図. オブジェクト検索結果] 

 

(2) アドレス検索結果 

[アドレス]を基準に検索した場合、アドレス検索結果リストは、中央に位置し、[アドレス]を選択すれば、該当

[オブジェクト]が結果リストの下段に出力されます。 [ステータスバー]は、検索結果の数を出力します。 

 

 

[図. アドレス検索結果] 
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検索結果リスト 説明 

オブジェクト 

No 検索したオブジェクトの順番を表示します。 

Location 検索したオブジェクトが位置する画面を表示します。 

Type オブジェクトの種類を表示します。 

Object ID 検索したオブジェクトのオブジェクト番号を表示します。 

Address Count 検索したオブジェクトのアドレス数を表示します。 

X オブジェクトのx座標を表示します。 

Y オブジェクトのy座標を表示します。 

Width オブジェクトの長さを表示します。 

Height オブジェクトの高さを表示します。 

Image オブジェクトのイメージを使用するかどうかを表示します。 

Text オブジェクトのテキストを使用するかどうかを表示します。 

MEMO オブジェクトの編集ウィンドウで記録したメモを表示します。 

Update Time 最後に修正された日付を示します。 

アドレス 

No 検索したアドレスの順番を表示します。 

Location 検索したアドレスが位置した画面を表示します。 

PLC アドレスの種類を示します。 

Address 検索されたアドレスの番地を表示します。  

Data アドレスが使用中のデータの長さを表示します。 

RW 
アドレスの読み取り(Read)、書き込み(Write)または読み込み/書き込み(Read&Write)す

るかどうかを表示します。 

 

(3) 検索結果と整列方法 

 

[昇順]、[降順]整列方法は結果リストのカラムタイトルを[マウスクリック]すると、次のような小さな矢印模様が

現れて配置されます。 

 

 

[図. 検索結果の整列] 

 

No 整列 オプション 説明 

1  [昇順] 整列をします。 

2  [降順] 整列をします。 

 

(4) オブジェクト及びアドレスの編集 

[オブジェクト]あるいは[アドレス]の検索結果を修正する方法は簡単です。 次の図のように修正しようとする

[オブジェクト]あるいは[アドレス]を[マウスをダブルクリック]し該当オブジェクトのプロパティウィンドウが現

れ、簡単に修正することができます。 
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[図. オブジェクト及びアドレス編集] 

 

23.1.4 エクセル変換 

 

検索された結果内訳をエクセルファイルに変換して保存することができます。  

[エクセル変換]ボタンをクリックすると、次の図のようにエクセルファイルが自動的に生成されます。 

 

[図. エクセル変換] 
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23.2 アドレス変換 

 

プロジェクトに登録されたアドレスを[検索]して[変換]にするができます。 [フィルタ]を使用して検索

条件を設定することができます。 検索された日程の範囲のアドレス値を一括で変更したりアドレスを一つに変換

できます。 

 

 

[図.アドレス変換] 

 

No アドレス変換 説明 

1 検索[S] 変換する対象アドレスを検索します。 

2 変換[V] 対象アドレスを変更するアドレスに変換します。 

3 適用[A] 変換した結果に適用させます。 

4 閉じる アドレス変換画面を閉じます 

 

23.2.1 変換設定 

 

変換しようとする対象のアドレスを検索オプションを設定して検索できます。 また、対象フィルタオプションを

利用し、画面、データの種類を設定して検索できます。  
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(1) アドレス変換 

[対象のアドレス]のアドレスタイプと範囲を設定し、[検索]ボタンをクリックします。 

 

 

[図. アドレス] 

 

No アドレス変換 説明 

1 変更規則 

 

対象のアドレスを変更のアドレスにそのまま変換します。 

対象のアドレスと変更アドレス間のアドレス範囲が同じだと正常に変換され

るが、違う場合、一部は変換ができないので注意が必要です。 

 

対象のアドレスで設定した増減の値の分、アドレスが増減して変換されま

す。もし、下記のように増減値が1番の設定で対象のアドレスが内部0番地だ

ったら、変更のアドレスは内部1番地になります。

 

 

対象のアドレスを変換する時に、設定のスタートアドレスを基準に増減の値

の分、増減してアドレスを変換します。 つまり、開始アドレスが0000でイン

クリメント値が3だったら、対象のアドレスは0000、0003、0006の順に変更

されます。  

 

様式に合わせて作成したcsvファイルを読み込むことでオブジェクト別にそれ

ぞれのアドレスを1:1対応させ変換します。 つまり、同じ内部100番地アドレ

スを一括で変換するのではなくオブジェクトに設定された内部100番地アドレ

スをそれぞれ変換できます。 

 

様式に合わせて作成されたcsvファイルを読み込むことでアドレスを1:Nに変

換します。  

1:1と異なり、内部100番地のアドレスを一括して変換します。 

2 対象アドレス 

アドレスを変更する対象のアドレスのアドレスタイプと範囲を設定します。

 

3 変更アドレス 

変更するアドレスのアドレスタイプと範囲を設定します。  

 

4 検索 [アドレスタイプ]と[アドレス範囲]を基準に検索をします。 

5 変換 
[対象のアドレス]を設定した[アドレスタイプ]、[アドレス範囲]に合わせて変

換します。 

 (2) フィルター 

アドレス検索によって得られた結果値を再度希望する条件でフィルタリングすることができます。 

 

[図. フィルター] 

No 
フィルタープロパ

ティ 
説明 
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1 All Screen[X] 全体画面をフィルタリングすることができるように設定します。 

2 Master Screen[A] フィルター条件にマスター画面を追加します。 

3 Base Screen フィルター条件に基本画面を追加します。 

4 Window Screen フィルター条件にウィンドウ画面を追加します。 

5 Frame Screen フィルター条件にグローバル画面を追加します。 

6 Hdmi Screen フィルター条件にHdmiの画面を追加します。 

7 All Global Data[D] グローバルデータをフィルタリングすることができるように設定します。 

8 Log[L] フィルター条件にログを追加します。 

9 Alarm[M] フィルター条件に警報を追加します。 

10 Recipe[R] フィルター条件にレシピを追加します。 

11 Script[P] フィルター条件にスクリプトを追加します。 

12 Security[U] フィルター条件にセキュリティページを追加します。  

13 Device[V] フィルター条件にPLCアドレスが割り当てられたデバイス(PLC)を追加します。 

14 ProjecGX8tion[P] フィルター条件にプロジェクトプロパティで設定した内容を追加します。 

  

23.2.2 変換結果 

 

[対象のアドレス]、[変更アドレス]に設定された値を[検索]、[変換]ボタンで実行した結果リストを表示します。 

 

[図. 検索 & 変換結果] 

 

No 
変換結果プロパ

ティ 
説明 

1 
直接アドレス入

力で一括変換 

アドレス変換ページを使用せず、検索された結果ウィンドウで変更アドレスを直接入力した

後、残りのアドレスを一括で変換します。 変換時、対象アドレスの規則に合わせ変換されま

す。 

つまり、対象のアドレスが0000番地、0001番地、0002番地の順で順番ならば変更のアドレスも

順番に変換されます。 

2 番号 検索された情報の順番を表示します。 

3 位置 アドレスが使用されたオブジェクトの位置を示します。 

4 画面番号 アドレスが使用されたオブジェクトの画面番号を示します。 

5 種類 アドレスが使用されたオブジェクトの種類を示します。 

6 ID オブジェクトのID値を表示します。 

7 
読み込み/書き込

み 

アドレスが読み込みあるいは書き込みのオブジェクトなのか種類を表示します。 

8 サイズ アドレスが使用されたオブジェクトのアドレスの大きさを表示します。 
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9 対象アドレス 変更しようとするアドレスで[対象のアドレス]-[検索]によって検索された結果を表示します。 

10 変更アドレス [変更アドレス]設定によって変更されたアドレスです。  

 

23.2.3 アドレス変換の使用(Find&Replace/Increase、Decrese/Calculation) 

 

(1)アドレス変換は[検索]-[変換]-[適用]の順で行われます。 つまり、変換するアドレスを検索し、変換規則及び変

換アドレスを設定して変換した後、適用して変換を完了します。 

 

[対象のアドレス]の[アドレス]、[フィルタ]を設定して[検索]をします。 [検索]を押すと下段[変換結果]に検索した

アドレスが表われます。 まだ変換規則及び変更アドレスを設定しなかったために変更アドレスには対象のアドレ

スが表示されます。 

 

[図. アドレス変換の使用 1] 

 

(2)[変更ルール]を設定して各[変更ルール]によって、[変更アドレス]、[変更条件(開始アドレス、増加値など)]を設

定し、[変換]をします。[変換]を押すと下段[変換結果]の[変更アドレス]に変更されたアドレスが表示されます。  

 

 

[図. アドレス変換の使用 2] 

 

(3) アドレスに問題が発生した場合、次のようなウィンドウが立ち上がり、問題が発生したアドレスを確認して修

正します。 

 

 

[図. アドレス変換の使用 3] 
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(4) [適用]ボタンにより最終確認をしてYesを選択すると、アドレス変換が終了となります。 

 

 

[図. アドレス変換 使用 4] 

 

23.2.4 アドレス返還の使用(User Define) 

 

User Define(1:1、1:N)を使用したアドレス変換も[検索]-[変換]-[適用]の順番で行われます。  

変換するアドレスを検索し、エクセルファイルを使用して変換するアドレスを設定し変換を行います。 

 

(1)[対象のアドレス]の[アドレス]、[フィルタ]を設定して[検索]をします。 [検索]を押すと下段[変換結果]に検索し

たアドレスが表示されます。 検索した結果を[保存]により、エクセルファイルで保存します。 

 

 

[図. User Define-保存] 
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(2) エクセルファイルを開き、変更するアドレスを設定します。 1:1の場合、それぞれのアドレスを個別に設定し

なければならないが、1:Nの場合、アドレス別に一括で設定しなければなりません。 つまり、同じ内部100番地ア

ドレスとしても1:1はオブジェクト別にそれぞれを設定するが、1:Nはオブジェクトと関係なく、すべての内部100

番地アドレスを変換します。 1:1の場合Target addressを修正して、1:Nの場合After addressを修正します。 

 

 

[図. User Define(1:1) 設定] 

 

 

[図. User Define(1:N) 設定] 

 

(3) エクセルファイルで変換アドレス設定を終えると、ファイルを保存して[読み込み]によりファイルを読み込み

ます。エクセルファイルをインポートし、[変換]ボタンを押し、変換します。   

 

 

[図. User Define(1:1) アドレス変換] 
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[図. User Define(1:N) 주소 변환] 

 

(4) [適用]ボタンによって最終確認をしてYesを選択すると、アドレス変換が終了します。 
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23.3 画面管理 

 

プロジェクトで使用中のすべての画面を簡単かつ簡単に管理することができるようにしてくれます。 

プロジェクト上の多くの画面を画面リスト別、グループ別に管理し、それぞれの画面選択しプロパティを変更した

り、追加、コピー、および削除が可能です。これによって多くの画面で構成されたプロジェクトでも画面を負担と

せずに簡単に管理することができます。 

 

 

[図. 画面管理] 

 

No 画面管理 説明 

1 新しい画面[S] 選択した画面のリストに新しい画面を追加します。 

2 新しいグループ[G] 選択した画面のリストに新しいグループを生成します。 

3 上へ[U] 上位フォルダに移動します。 

4 削除[D] 選択したリスト을 削除します。 

5 
 

[構成リスト] スタイルを大きいアイコンに変更します。 

6 
 

[構成リスト] スタイルを小さいアイコンに変更します。 

7 
 

[構成リスト] スタイルを詳細表示に変更します。 
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23.3.1 画面 / 構成リスト 

 

[画面リスト] を選択すると、[構成リスト]が表示されます。 [構成リスト]では、複数の画面をドラッグして

[Ctrl+C]、[Ctrl+V]をすると,一度にコピーおよび貼り付けを行うことができます。 

 

 

[図. 画面管理] 

 

(1) 新しい画面の追加  

画面のリストを選択して、[新しい画面]ボタンを押すと、下図のように新しい画面が追加されます。 

または、画面を選択し、[Ctrl+C]、[Ctrl+V]をして新しい画面を追加できます。 

 

 

[図. 新しい画面の追加] 
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(2) 新しいグループの追加 

 

画面のリストを選択して、[新しいグループ]ボタンを押すと、下図のようにフォルダが追加されます。 画面をフォ

ルダ単位で分離して管理できます。 

 

 
[図. 新しいグループ追加] 

 

(3) 削除  

 

画面を選択し、[削除]ボタンを選択すると、下図のように削除の確認ウィンドウが表示されます。以下図のように

[選択した画面を削除しますか?]というメッセージが出て、[YES]をクリックすると、画面が正常に削除されます。 

 

 

[図. 削除] 
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(4) 画面プロパティ 

 

[画面管理]より[画面プロパティ]を変更および確認することができます。 次の図のように画面を選択して[マウスを

ダブルクリック]を選択すると、[画面プロパティ]の画面が表示されます。 [画面プロパティ]から変更した内訳は

[画面管理]画面ですぐ確認できます。 

 

 

[図. 画面プロパティ] 
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23.4 画面プレビュー 

 

 [画面プレビュー]は作画プロジェクトの画面をイメージファイルで保存する機能です。 プロジェクトを

文書化する時に簡単に作画画面をイメージファイルに保存してくれる道具です。 

 

 

[図. 画面プレビュー] 

 

No 画面プレビュー 説明 

1 イメージ保存[S] 選択した画面を保存します。 

2 
クリップボードにコ

ピー[C] 
選択した画面をクリップボードにコピーします。 

 

No 画面プレビュー 説明 

1 
画面

タイプ 

基本画面 画面リストに基本画面を追加します。 

ウィンドウ画面 画面リストにウィンドウ画面を追加します。 

マスター

/フレーム 
画面リストにマスター/フレーム画面を追加します。 

Hdmi画面 画面リストにHdmi画面を追加します。 

2 状態[T] 

 
画面のオブジェクトイメージをOFFの状態に表示します。 

 
画面のオブジェクトイメージをONの状態に表示します。 

 

画面上のオブジェクトのうちワードアドレスの場合、最初の00ビットから最後の

15ビットまでのON/OFF状態に応じてオブジェクトの状態を表示します。 ワード

ランプオブジェクト、ワードメッセージオブジェクトでは設定された順番通りに

状態を表示します。 

3 ヒントビュー [H] 
画面で使用中のオブジェクト名を表示し設定されている効果および動作を表示し

ます。 

4 
画面

リスト 
全体選択 画面リストのイメージを全体選択します。 
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23.4.1 画面イメージ保存 

 

画面イメージを次のように保存します。 まず状態の情報およびヒントの表示をするかを設定します。  

下図は、イメージの保存前の[状態]の情報を'ON'に変更し、[ヒントの表示]をチェックして画面でのオブジェクト

名を活性化した画面です。 

 

 

[図. 画面イメージ保存1] 

 

上記のように保存する画面の設定を終え、上段の[イメージ保存]ボタンを選択します。  

ボタンを選択すると、下図のように保存経路を選択するウィンドウが表示されます。  

イメージはビットマップ(.BMP)ファイルとして保存されます。 

[クリップボードにコピー]ボタンを選択すると、該当画面をすぐにコピーして使用することができます。 

 

 

[図. 画面イメージ保存-保存経路設定] 
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23.5 プロジェクトイメージ管理 

プロジェクトで使用中のイメージを検索して保存のタイプを選択し、ファイルとして保存したり、使用

中のイメージの容量を確認及び管理できる機能です。 イメージの保存のタイプは[.bmp]あるいは[.png]の中から選

択できます。 

  

 

[図. プロジェクトイメージ管理] 

 

No ボタン 説明 

1 検索[S] プロジェクトで使用中のイメージを検索します。 

2 変換[C] 選択したイメージを[.bmp]あるいは[.png]のフォーマットに変換します。 

3 
中腹したイメー

ジの整理 

プロジェクトで使用中のイメージのうち重複したイメージを整理します。 イメージは同一であ

るが大きさが異なる場合、ビルド時に二つのイメージが含まれてしまいます。  

このように重複したイメージを整理して、不要な容量を減らすことができます。 

4 最適化実行 
プロジェクトで使用中のイメージの最適化を進めます。 最適化を進行すると、元のイメージの

品質が多少落ちることがあります。  

5 保存[E] 選択したイメージを保存します。 

 

23.5.1 検索 & 変換 

 

イメージの画面位置やフォーマットを設定して検索します。  

検索されたイメージを他のフォーマット及び同一フォーマットに変換してイメージファイルの形で保存します。 
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[図. 検索 & 変換] 

 

No 
検索 & 変換プロパ

ティ 
説明 

1 検索 

位置[L] 

イメージを検索する画面を設定します。  

Allを選択すると、すべての画面にあるイメージを検索します。 

 

 

フォーマット 
検索するイメージのフォーマットを選択します。  

検索可能なフォーマットの種類はBmp[B]、Jpg[J]、Png[P]、Svs[B]です。 

2 変換 
対象 

フォーマット 

検索されたイメージの中から選択したイメージを変更するフォーマットを設定します。  

変換可能なフォーマットの種類はBmp[B]、Png[P]2種類です。 

3 全体選択[A]  

検索されたイメージを全て選択したり、ファイルフォーマットを設定して選択します。 

 

 

 

23.5.2 検索リスト 

 

イメージの 検索結果及び変換結果を表示します。 各イメージのファイルサイズとファイル名を確認することがで

きリストファイルを選択し保存及び変換することが出来ます。 

 

 

[図. 検索リスト] 
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No 検索リストプロパティ 説明 

1 NO 検索したイメージ リストの順番でイメージ選択をチェックします。 

2 ID プロジェクトで使用した ID値を表示します。 

3 Location プロジェクトで該当イメージが使用中の位置を表示します。 

4 Thumnail プロジェクトで使用したイメージを表示します。 

5 
Send To SdCard 

選択したイメージをSDCardに保存します。 

(注意: SDCardが装着されてない場合、イメージが出力されない可能性があります。) 

6 FileName イメージファイル名を表示します。 

7 Format イメージファイルのフォーマットを表示します。 

8 Width イメージの幅を表示します。 

9 Height イメージの高さを表示します。 

10 Image Size イメージファイルのサイズを表示します。 

11 Optimize W オブジェクトが最適化された後の長さを表示します。 

12 Optimize H オブジェクトが最適化された後の高さを表示します。 

13 
、  

カラムのタイトルをクリックし、イメージを整列を実行します。 

(1) イメージ フォーマット変更 

イメージフォーマットを変更しようとする場合、[対象のフォーマット]と[対象のイメージ]を選択し、[変換]ボタン

をクリックすると、次の図のようにイメージファイルフォーマットが変更されたことを確認することができます。 

 

 

[図. イメージ フォーマット 変更] 

 

(2) イメージの保存 

選択したイメージを[保存]ボタンを使ってファイルに保存することができます。  

 

 

[図. イメージ保存] 
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23.5.3 統計 

 

プロジェクトで使用するすべてのイメージファイルの統計を表示します。  

プロジェクトの各画面に位置しているイメージをファイルフォーマット形式ごとに個数およびサイズを表示し使用

されたイメージの全体個数及びサイズを確認することができます。 

 

 

[図. 統計] 

 

No 統計プロパティ 説明 

1 Location 基本、 ウィンドウ、 グローバル画面の位置を出力します。 

2 
ファイルフォー

マット/ Total 

Count 画面に存在するイメージのファイルの全体個数を出力します。 

Size 画面に存在するイメージのファイルの全体サイズを出力します。 

3  カラムのタイトルをクリックするとイメージの整列を実行します。 [降順]、 [昇順] 
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23.6 イメージライブラリ  

 

基本で提供される[ユーザーライブラリ]または[グローバルイメージ]を登録および管理する機能を持って

います。 特に、[警報]-[措置事項]で使用されるメディア(pdf、text、image)は[グローバルイメージ]に登録されて

いることで使用することができ、一度登録すれば、簡単にプロジェクトに適用することができます。  

 

 

[図. イメージライブラリ] 

 

No イメージライブラリ 説明 

1  
イメージの出力を大きいアイコン形式で表示します。 

2 
 

イメージ出力を詳細表示形式で表示します。 

3 
 

イメージを小さいサイズで表示します。 

4  イメージを大きいサイズで表示します。 

5  イメージのリストの色の選択をします。  

6 
 

選択した経路にイメージを追加します。 
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7 
 

選択したイメージを削除します。 

  

No イメージライブラリ 説明 

1 ユーザーライブラリ [U] 検索されたイメージのリストの順番、イメージ選択をチェックします。 

2 グローバルイメージ[G] プロジェクトで使用されたID値を表示します。 

 

23.6.1 グローバルイメージ 

ユーザーが直接登録するデータです。  

登録できるデータでは、Image、Video、Sound、Text、PDFがあります。 グローバルイメージで登録することが

できるVideoのファイル形式はmp4であり、Soundのファイル形式はwavです。 

[ライブラリ経路]で登録するデータのタイプを選択して、 ボタンをクリックしてデータを登録します。 イメー

ジが登録されれば、自動的にファイル名の横に[ID値]が割り当てられ、その値を[警報]-[措置事項]の[措置事項アイ

テム番号]として使用したり[ワード間接]により使用することができます。 

 

 

[図. グローバルイメージ] 

23.7 文字列変換 

 

文字列変換は、プロジェクトで使用中のテキストを文字列(多国語)のテーブルに変更したり、 

文字列(多国語)のテーブルに設定されている文字列をテキストに変更させる機能です。 プロジェクト全体の文字列

を変更することもありますが、特定の画面及び範囲の文字列のみ変更することもできます。 

文字列変換を使用するためには必ずプロジェクトに文字列(多国語)のテーブルが設定されていなければなりません。  
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[図. 文字列(多国語)テーブル変換機] 

 

No 文字列テーブル変換機 説明 

1 
変換 

モード 

文字->文字列(多国語)テーブル 
オブジェクトで使用中の一般テキストを文字列(多国語)のテーブルに

変換します。 

文字列(多国語)テーブル->文字 
オブジェクトで使用中の文字列(多国語)のテーブルを一般テキストに

変換します。 

2 
変換領域

設定 

全体 全体画面で文字列変換を進行します。 

マスター画面 マスター画面のみで文字列変換を進行します。 

フレーム画面 フレーム画面のみで文字列変換を進行します。 

基本画面 基本画面のみで文字列変換を進行します。 

ウィンドウ画面 ウィンドウ画面のみで文字列変換を進行します。 

HDMI画面 HDMI画面のみで文字列変換を進行します。 

警報 警報設定のみで文字列変換を進行します。 

3 
画面 

範囲 

全体 選択した変換領域の全画面で文字列変換を進行します。 

範囲 選択した変換領域の内、特定範囲内だけで文字列変換を進行します。 

4 変換 変換機で設定した内容に応じて変換を開始します。 

5 閉じる 文字列(多国語)テーブル変換機のウィンドウを閉じます。 

 

23.7.1 文字->文字列(多国語)テーブルの変換 

 

オブジェクトで作成したテキストを文字列(多国語)のテーブルに変換するためには、まず文字列(多国語)のテーブ

ルを設定しなければなりません。 文字列(多国語)のテーブルを設定しない場合、文字列変換は実行されません。 

文字列(多国語)のテーブルの設定方法はChapter 4.4[文字列]を参照してください。 

 

[図. 文字列(多国語) 設定] 

 

上記のように文字列(多国語)設定が終わったら、文字列変換を開始できます。 変換モードを[文字->文字列(多国

語)テーブル]に設定して、使用する文字列テーブルおよび変換する画面の種類や範囲を設定します。 
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[図. 文字->文字列(多国語)テーブルの変換] 

 

設定が完了すると、[変換]ボタンを押して変換を実行します。 変換を実行することになれば、変更前の内訳は修復

されず、これに変換前に、別名で保存するという案内画面が現れます。 案内の内容に沿って保存し実行をするに

は、[Yes]を、保存なしで実行する場合には、[No]をクリックします。  

 

 

[図. 案内画面] 

 

保存の有無を設定すると、文字列変換が自動進行されます。 変更が完了すると、以下のような案内画面が現れま

す。 

 

[図. 文字列変換完了の案内画面] 

 

変換が完了すれば、設定された領域にあったテキストが文字列に変更されており、各オブジェクトの文字列のペー

ジで確認可能です。 もし従来の文字列(多国語)のテーブルに設定されていないテキストである場合、変換後、文字

列(多国語)のテーブルに自動的に登録されます。  

 

[図. 文字列変換後の文字列テーブルに新たに登録されたテキスト] 
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23.7.2 文字列(多国語)テーブル->文字変換 

 

文字列(多国語)のテーブルを一般テキストに変換するのは文字->文字列(多国語)のテーブルに変更することと同じ

方法で行われて、変換する画面領域と画面の範囲を設定して変換を開始します。 

 

 

[図. 文字列(多国語)テーブル->文字の設定] 

 

変換が完了すると、オブジェクトで文字列(多国語)のテーブルが一般テキストに変換されたことを確認できます。 

 

 

[図. 文字列(多国語)テーブル->文字変換の前/後] 

 

 

23.8 復元ディスクの作成 

 

復元ディスクはGX8本体に反応がなかったり、動作しない場合に使用し、起動ディスクによってGX8を

初期化します。 復元ディスクを作るためにはSD Cardが必要であり、GX8本体のOS、Hydra、Daemon、Utilおよ

びすべてのデータが初期化されます。(注:初期化作業を開始すると、以前のデーターは復元されません) 
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[図. 復元ディスクの作成] 

 

23.8.1 復元ディスクの作成 

 

復元ディスクを作るためにはSDカードが必要です。 SDカードをPCに接続して次の手順によって復元のディスク

作りを進めます。 

 

(1) SDカードをPCに接続します。 

(2) [修復ディスク作成]を実行します。 

(3) SDカードのドライブの位置を選択します。 

(4) 復元ディスクを使用するGX8のシリーズを選択します。 

(5) Goボタンをクリックして、復元ディスクの作成を進めます 

 

Target Driveを選択して復元ディスクを作成することになれば、次の図のようにディスクが作られます。 

 

 

[図. 復元ディスク] 

  

23.8.2 復元ディスクの使用方法 

 

GX8の背面にある、SD Cardのカバーを開けると、次の図のようにSDCardスロット、白いスイッチおよびリセット

ボタンが表示されます。 これを利用してGX8の初期化および復元を進めます。 スイッチおよびリセットボタンの

位置はGX8の機種によって少しずつ異なります。 

 

 

[図. GX8 SD Card スロット] 

 

(1) GX8本体背面に位置したSD Cardスロットカバーを開きます。 

(2) 製作した修復ディスクをSD Cardスロットへ装着します。 

(3) SD Cardスロット横の白いスイッチを全て下に下げ、リセットボタンを利用してGX8をリセットします。 

(4) GX8が自動的に再起動された後、復元システムが自動的に実行されます。 

(5) 復元が正常に完了すると、GX8で数回のブザー音が鳴ります。  

ブザー音が鳴ったら、SDカードを取りはずし、スイッチをもとの位置に上げた後、リセット・ボタンを利用

してGX8を再起動させます。再起動が完了すれば、すべての過程は終了です。 
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23.8.3 復元ディスクのフォーマット方法 

 

復元ディスクとして使用するために使用したSDカードは復元ディスクとして作った後、容量が減ってしまいます。 

復元ディスクで使用済みSDカードを元の容量に戻すためにはフォーマットが必要です。 フォーマットの際、ウィ

ンドウから提供するフォーマットではフォーマットされず、SD Association社から提供されるフォーマットプログ

ラムを使用しなければなりません。 

 

(1) www.Sdcard.org に接続します。 

 

 

[図. SD Association社 ホームページ] 

 

(2) [Downloads]メニューページに入ります。ダウンロード可能なソフトウェア中で、SD Memory Card 

Formatterを選択します。 選択可能なOSではウィンドウとMacがあるので、ご使用のOSに合わせてダウンロ

ードします。 

 

 

 [図. SD Memory Card Formatterダウンロードページ]  

(3) 利用許諾契約画面下段のAcceptボタンを押すとダウンロードが行われます。 ダウンロードが完了すれば、イ

ンストールプログラムによってインストールを進めます。インストールが完了すれば、プログラムを実行しま

す。 

 

http://www.sdcard.org/
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[図. SD Card Formatter 画面] 

 

(4) フォーマットをするSDカードを選択し、フォーマットオプションを[Quick format]に指定し[Format]ボタンで

フォーマットを実行します。フォーマットを実行するとSDカード内のすべてのデータが失われるというメッ

セージが表示されます。 [はい(Y)]をクリックしてフォーマットを開始します。 フォーマットが完了すれば、

以下のようにフォーマット完了というウィンドウが表示されます。 

 

 

[図. フォーマット完了画面] 

 

(5) フォーマットが完了すると、下図のようにSD Cardの元々の容量に戻ったことを確認することができます。 

 

 

[図. SD Card フォーマット完了] 

 

 

 

 

 

 

 

23.9 条件&効果&アクション検索 
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条件＆効果＆アクション検索はプロジェクトで使用されているオブジェクトの動作条件、効果、動作

を検索し管理する機能です。フィルターを使用して検索領域と範囲を設定することができ、検索された結果を

Excelファイルに作成しユーザーが便利に管理することが出来ます。 

 

 

[図. 条件&効果&アクション検索] 

 

No 条件&効果&アクション検索 説明 

1 検索 条件、効果及び動作を検索します。 

2 エクセル保存 検索された結果をエクセルで保存します。  

3 条件検索 オブジェクトで使用中の条件を検索します。 

4 効果検索 オブジェクトで使用中の効果を検索します。 

5 アクション検索 オブジェクトで使用中のアクションを検索します。 

6 フィルター アドレス、効果及びアクションを検索する領域を設定します。 

7 閉じる 条件&効果&アクション検索画面を閉じます。 

 

23.9.1 条件検索 ページ 

 

プロジェクトで使用中の条件を検索することができます。  

各条件のタイプにより設定をすると、その条件がどの画面、どのオブジェクトで使用中なのか一目で把握すること

ができます。 

  

 

[図. 条件検索ページ] 

 

条件検索で検索することができる条件タイプは次のようになります。  

これは[効果及び動作]ページで設定できる条件の種類と同じです。 
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[図. 条件タイプ] 

 

23.9.2 効果 検索ページ 

 

プロジェクトで使用中の効果を検索できます。 検索する効果のタイプを設定すると、その効果がどの画面、どの

オブジェクトで使用中なのかを一目で把握することができます。  

  

 

 

[図. 効果検索ページ] 

 

効果検索することができる効果のタイプは[効果及び動作]ページで設定できる効果の種類と同じです。 

  

23.9.3 アクション検索 ページ 

 

プロジェクトで使用中の動作を検索することができます。 検索するアクションタイプを設定し、対象のアドレス

や状態を選択すれば、該当アクションがどの画面、どのオブジェクトで使用中なのか一目で把握することができま

す。 

 

 

[図. アクション検索ページ] 

 

アクション検索することができるアクションタイプは次のようになります。 これは[効果及び動作]ページで設定で

きる動作の種類と同じです。 

 

[図. アクションタイプ] 
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23.9.4 フィルター 

 

条件、効果やアクションを検索する時、検索する画面の種類や範囲を設定することができます。または既に検索さ

れた結果値でフィルタリングして再検索をする場合もあります。 

 

 

[図. フィルター] 

 

23.9.5 検索結果 

 

条件、効果やアクション検索やフィルターを選択した後、[検索]ボタンを押すと設定した内容に対する検索結果が

表示されます。 検索結果は[エクセル保存]によって簡単に管理できます。 

 

 

[図. 検索結果] 

 

No 検索結果 説明 

1 No 検索結果の順番を表示します。 

2 Location 検索された対象が位置した画面を表示します。 

3 Screen No。 検索された対象が位置した画面番号を表示します。 

4 Kind 検索された対象のオブジェクトタイプを表示します。 

5 ID 検索された対象のオブジェクトID番号を表示します。 

6 Description 検索した条件、効果あるいはアクションを表示します。 

7 
 

検索された内容の中でキーワードを入力して対象を探します 

8  検索したキーワードにより探した次の対象を表示します 

9 
 

検索したキーワードにより探した以前の対象をを表示します。 

 

 

 

 

 

 



676 CHAPTER 23 -道具メニュー 

 

 

 [エクセル保存]をすると、下図のように検索結果がエクセルファイルとして生成されます。 

 

 

[図. エクセル保存] 
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CCHHAAPPTTEERR  2244  --  送送信信メメニニュューー  

 

24.1 オフラインでの仮想運転 

 

[オフラインでの仮想運転]はプロジェクトをタッチスクリーンへ送信せずにPC上で仮想的に運転する機能です。 つまり、

GX8で実行される画面と同じようにPC上で動作し、使用されるアドレス情報を詳しく観察することができる機能を持ってい

ます。 実行方法としては、次の図のように実行アイコンをクリックするか、[F12]ショートカットキーで使用できます。 

 

 

[図. オフラインでの仮想運転のメニュー] 

 

マウスで動作画面をクリックすると実際のGX8画面を指で押した時と同一に動作します。 左側のプレビュー表示画面では動

作画面を確認し、右側の画面リストやアドレスリストではアドレスの状態や値を表示及び制御できるようになっています。 

 

 

[図. 仮想運転の画面] 

 

24.1.1 プレビュー画面 

 

プレビュー画面はGX8の画面と同一です。  

タッチの代わりにマウスを利用してクリックすると、作画のタッチ動作を確認できます。  

 

 

[図. プレビュー画面] 

 

24.1.2 監視ウィンドウ(Inspector) 

 

監視ウィンドウ (Inspector)はプレビューで使用される画面、オブジェクト、PLCアドレスについての情報を表示
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してくれる機能とアドレスに直接入力できる機能を持っています。確認したい画面からPLCアドレスを直接入力

し、オブジェクトのOn/Offまたはアナログ値の変化をプレビュー画面で確認することができます。アドレスリ

ストは大きく三つの部分に区分されます。 画面リストを示す[画面リスト]とアドレス検索をするための[検索オ

プション]、アドレス情報を観察するための[監視リスト]があります。 

 

 

[図. 監視ウィンドウ] 

 

No アドレスリスト 説明 

1 画面リスト 画面リストを表示、マウスで選択しその画面に移動することができます。 

2 検索オプション 作画プロジェクトで使用されるアドレスを検索する機能です。  

3 監視リスト 
オブジェクトの動作やアドレスが変化するのをお気に入りのように登録し観察するための機能

です。 

  

(1) 監視ウィンドウ固定解除 

 

他の様々な応用プログラムのようにオフライン仮想運転の監視ウィンドウもドッキングを解除させることができ

ます。次の図のようにアドレスリストウインドウを[マウスドラッグ]し、ウィンドウ外への移動ができます。  

 

   

[図. 監視ウィンドウ固定解除] 

 

監視ウィンドウを再び固定したいときには、再び[マウスドラッグ]により、本来の位置にもどします。 次の図

のように固定される部分が青い色に変わるのを確認できます。  
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[図. 監視ウィンドウ固定] 

 

24.1.3 画面のリスト 

 

実行する作画の画面リストを表示します。 該当画面を確認する場合は[ボタン]あるいは[画面番号]をクリックす

ると、すぐに画面が移動するのを確認できます。 

 

 

[図. 画面のリスト] 

  

No 画面のリスト 説明 

1 前の画面 前の画面に移動します。 

2 次の画面 次の画面に移動します。 

3 No 画面番号を表示します。 

4 Name 画面の名前を表示します。 

  

24.1.4 検索オプション 

 

プレビュー画面で動作しているアドレスを検索したり、変更できるようにする機能です。これはPLCアドレスと

システムアドレスに分かれていて、システムアドレスはGX8内部アドレスを指します。 

 

 

[図. 検索オプション] 
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No 検索オプション 説明 

1 
アドレスデータ  

表示形式 

検索するアドレスのタイプを設定します。  

これは[DEC]、[UDEC]、[HEX]、[BIN]に分けられています。 

2 PLCアドレス 

デバイス PLCのアドレスグループを設定します。(‘D’、 ‘M’ 等) 

アドレス PLCのアドレスを設定します。 

適用 
PLCデバイス、アドレスを設定し、該当ボタンをクリックするとPLC アドレス検索リス

トを出力します。 

3 

システム 

アドレスの 

範囲 

始め 
システムアドレスを検索する最初のアドレスを入力します。  

これは最小0から10、239まで可能です。  

終わり 
システムアドレスを検索する最後のアドレスを入力します。  

これは最小0から10、239まで可能です。 

適用 
システム検索アドレスを設定し、該当ボタンをクリックするとシステムアドレス検索 

リストを出力します。 

4 PLCアドレスリスト PLCアドレス検索リストを出力します。 

5 システムアドレスリスト Systemアドレスの検索リストを出力します。 

 

(1) PLCアドレス、システムアドレスの検索 

該当検索アドレスを設定し、[適用]ボタンをクリックすると、検索結果を表示します。  

 

 

[図. アドレス検索] 

 

No カラム項目 説明 

1 Device 検索したアドレス名 (‘D’、 ‘M’、 ‘System’ 等)を表示します。 

2 アドレス 検索したデバイスのアドレスを表示します。 

3 値 アドレスの状態を10進数で表示します。 これはユーザーが直接値を入力することができます。 

4 
ビット

データ 

アドレスの状態を2進数で表示します。これはユーザーが直接ビットの状態の変更ができます。 

 

(2) PLCアドレス、システムアドレス値の変更 

検索のアドレスの[値]、[ビットデータ]を利用して該当アドレスの値を変更することができます。[値]は10進数で

表示して[ビットデータ]は2進数で表示します。変更しようとする該当カラムを[マウスでダブルクリック]します。  
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[図. アドレス値の変更] 

 

24.1.5 監視リスト 

 

検索されたアドレスを監視リストに入れて動作が変化することによって変更されるアドレス値の監視ができるよ

うにします。これは頻繁に使用したり、ユーザーが注視したいアドレスの詳細を確認することができる機能です。  

 

 

[図. アドレス監視リスト] 

 

No アドレスリスト 説明 

1 監視リスト追加 検索結果一覧から選択したアドレスを監視リストに追加します。 

2 監視リスト削除 選択したアドレスを監視リストから削除します。 

 

24.1.6 オフライン仮想運転の情報及び終了 

 

オフライン仮想運転もTDSで提供するプログラムの一つであるためバージョンが存在します。バージョンを確認

するためには、[情報]ボタンを利用します。 

 

 

[図. オフライン仮想運転の情報及び終了] 
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No 仮想運転 説明 

1 情報 仮想運転プログラムのバージョンを確認します。 

2 終了 オフライン仮想運転を終了します。 

 

24.2 オンライン仮想運転 

 

[オフライン仮想運転]とは違いオンライン仮想運転は、実際にGX8がPLCと通信するようにPCがPLCと通信しながら

動作を確認することができます。PCのイーサネット・ポートやシリアルポートを実際のPLC(制御)と接続し、通信

しながら動作を確認することができます。 

 

 

[図. オンライン仮想運転のメニュー] 

 

[送信]メニューから[オンライン仮想運転]をクリックするか、[F10]ショートカットキーから実行します。 

 

 

[図. オンライン仮想運転の最初の画面] 

 

オンライン仮想運転を実行すると、[GX8View]応用プログラムが作動し、ライセンスキーが無い場合、2時間ごと

に実行の終了を警告します。もし、PC HMIのSCADAソフトウェア[GX8View]のライセンスキーがPCに登録されて

いる場合には、時間制限なしでPCを使いPLCを監視/制御することができます。  

GX8Viewについての詳しい内容はChapter 26[GX8View実行]を参考してください。 
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24.3 ビルドと送信 

 

作画プロジェクトをGX8に送信するときに使用する機能です。 該当機能は[全体ビルド及び送信]、[ビルド及び送

信]があります。 

 

 

 

 

[図. ビルドと送信] 

 

No アイコン 説明 

1 全体ビルド及び送信 
作画プロジェクト全体をGX8へ送信します。  

現在の作業中のプロジェクトのすべての要素をビルドし送信します。 

2 ビルド及び送信 
プロジェクトを開いた後、修正された内容のみをビルドして送信します。 つまり、修正表示(*)

のある部分のみビルドして送信します。 

 

 

[図. プロジェクトビルド] 

 

24.3.1 プロジェクトのビルド設定 

 

プロジェクトのビルド設定はGX8へのビルド、連結、ファイル比較、送信機能を持ち、送信時のアップロード情

報(バックアップ用プロジェクトファイル)、自動時間同期化などのオプション機能を持っています。 

 



684 CHAPTER 24 -送信メニュー 

 

 

[図. プロジェクトのビルド設定] 

 

 

No 
プロジェクトのビルド 

プロパティ 

説明 

1 

全体ビルド/ビルド TDSプロジェクトビルドの再実行をします。すでにビルドし送信が実行されている場合

ビルドの必要はありません。前項で説明したように全体ビルドと修正した内容のみビル

ドする方法があります。 

2 
連結 GX8とPCのTDSを連結するための連結設定ウィンドウが表示されます。 

(USBとEthernet接続可能) 

3 
ファイル比較 GX8に保存されているプロジェクトファイルと現在TDSで開かれているプロジェクトフ

ァイルを比較します。 比較した結果をリストで表示します。 

4 送信 GX8でビルドされたプロジェクトを送信します。 

5 接続情報 GX8とTDSの接続状態を表示します。 

6 

ビルドファイルにプロジ

ェクトファイルを含む 

以降GX8から元のプロジェクトファイルをアップロードする際には必ずチェックをして

ください。 

チェックをした場合、ビルド時にプロジェクトのオリジナルファイルをバックアップし

てGX8へ一緒に送信します。 

チェックをしない場合、以降GX8からのプロジェクトファイルを絶対アップロードする

ことはできません。 

7 
バージョンチェック無視 GX8へ送信時にファームウェア(OS、Daemon、Hydra、Util)バージョンをチェックせ

ず、無条件に作画を送信します。 

8 自動時間同期化 GX8でプロジェクトの送信時、PCの時間をGX8に同期させます。 

9 
ビルドの完了時 

電送機自動実行 
GX8と接続された状態の時、ビルド後自動的にGX8へ作画を送信します。 

10 閉じる プロジェクトビルドウィンドウを閉じます。 

 

(1) 連結 

 

GX8とTDSを連結させるための連結設定を話します。 [接続]をクリックすると、次の図のように連結設定ウィン

ドウが表示されます。 これはユーザーが設定する連結装置によって異なります。 また、連結されたGX8の情報

を確認できるようになります。  

 

 

[図. プロジェクのビルド連結-USB] 
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[図. プロジェクトのビルド連結-Ethernet] 

 

No 連結設定 説明 

1  Ethernet 

GX8とTDSをEthernetで連結する方式で設定します。 

これを使用するためにはPCとGX8がEthernetで連結されていなければならず、割

り当てられたIP情報を確認して設定しなければなりません。 

2  USB 
GX8とTDSをUSBで連結する方式に設定します。  

これは他の設定をせずにGX8の全面USBと連結させ、使用されます。 

3  連結 EthernetあるいはUSBの設定により、GX8と連結します。 

4 連結情報 連結に成功すれば、連結されたGX8の各種情報を示します。 

5 時間同期化 直ちに、PCの時間をGX8のタイムで適用させます。 

6 確認 現在の状態を保存して終了します。 

7 取り消し 現在の状態を保存しなくて終了します。 

  

1) Ethernet連結方法 

 

イーサネットを使用するためにはIP設定をしなければなりません。 GX8と連結するPCのIP状態とGX8に設定したIP

状態を確認すればいいです。 また、公認IPとして使われる場合、そのまま設定すればいいが、社説IPを使用する

場合、同じネットワークに位置(サブネットマスク設定必要)していなければなりません。  

 

 

[図. Ethernet連結方法] 

 

No Ethernet連結 説明 

1 PC IP[B] 
現在、PCのIPを選択します。 設定するのではなく、選択します。PCが2つ以上のIPを持っている場

合、実際のイーサネットの線では連結されたネットワークカードのIPで選択します。 

2 検索範囲[R] GX8のIPを正確に知らない場合、検索でGX8を発見することができます。 

3 IP[I] GX8に設定されたIPを正確に記入して連結を押すと、すぐに連結することができます。 

4 ポート[P] デフォルトで3510ポートを利用します。 特殊な用途に使用される設定です。 

5 検索[S] 
私設IPを使用し、同じネットワーク(検索範囲)にあるようになったら、GX8を検索して見つけること

ができます。 

  

 自分のIPを確認する方法はウィンドウのCommandウィンドウ利用して確認できます。 キーボード[ウィンド

ウ]+[R]を押すと、次のようなCMDウィンドウが表示され、[ipconfig–all]を入力して自分に割り当てられたIP情

報を確認することができます。 
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[図. PC IPアドレス確認方法] 

 

GX8に割り当てられたIPアドレスを確認する方法はGX8[メニュー画面]-[コントロールパネル]で確認しなければ

なりません。 次の図のようにGX8イーサネット情報を確認及び設定することができます。  

 

 

[図. GX8 IP アドレス確認方法] 

 

2) US接続方法 

  

Ethernet接続とは違い、USB接続を使用する場合は、設定するものはありません。 ただ、USB接続設定を押して、

[接続]を押すと連結され、接続情報が表示されます。 

 

 

[図. USB連結方法] 

 

3) 連結情報 

 

TDSとGX8が連結されれば、機器の状態情報を表示してくれます。  

これによってGX8にあるOS状態と各種システムバージョン、IPアドレスを確認することができます。 
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[図. 連結情報] 

 

 

 

No 連結情報 説明 

1 Model Name GX8モデル名を表示します。 

2 OS Version GX8 OSバージョンを表示します。 

3 Hydra Version GX8 Hydraのバージョンを表示します。 

4 Daemon Version GX8 OSバージョンを表示します。 

5 Util Version GX8 Utilのバージョンを表示します。 

6 IP GX8 IPアドレスを表示します。 

7 Subnet Mask GX8 Subnet Maskのアドレスを表示します。 

8 Mac GX8 Macアドレスを表示します。 

  

(2) ファイル比較 

 

GX8とPCが連結された(EthernetまたはUSB)状態でファイル比較が可能です。 連結されたGX8にダウンロードされ

ているプロジェクトファイルとPCのTDSで行われているプロジェクプファイルが比較され、リストの形で異なる点

が表示されます。 

グローバルデータ(アラート、ログ、レシピなど)、グローバルイメージ、マスター画面、基本画面、ウィンドウ、

フレーム画面、イメージスクリーンなどすべての画面要素を比較して同じか違うことを表示します。 

 

 

[図. ファイル比較結果] 

 

No ファイル比較 説明 

1 連結 GX8を交代して再連結する必要があるか、つなげたいが断たれた場合、連結します。 

2 ファイル比較 GX8を再連結した場合、再度比較して結果を表示します。 
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3 
他ファイルの

選択 

プロジェクトの比較結果が他のすべてのファイルを一括選択します。 

もちろん、マウスクリックで個別選択することができます。 一括選択又は個別選択後、選択さ

れた画面のみ送信することができます。 

4 送信 選択された画面またはグローバルデータをGX8で送信します。 

5 閉じる ファイル比較ウィンドウを閉じます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

(3) 送信 

  

連結されたGX8でプロジェクトファイルを送信します。 連結されたEthernetまたはUSBでプロジェクトファイル

が送信されます。 TDSで設定したGX8モデルと実際のGX8のモデルが異なる場合は下記のようなエラーメッセー

ジが表示されます。 TDSの[プロジェクト/プロパティ]メニューでGX8モデルを再設定することができます。 

 

 

[図. 送信エラーメッセージ–モデルの不一致] 

 

ケーブルの連結とモデル設定に問題がなければ、送信は数秒以内に完了されます。 

 

24.3.2 プロジェクトのビルド過程 

プロジェクトビルドが完了される過程を表示します。 特に、ビルドの過程で問題が発生される部分を把握でき

るようになります。 

 

 

[図. プロジェクトのビルド過程] 

 

No ビルド過程 説明 

1 初期化 ビルドファイルが初期化されます。 

2 通信テーブル生成 PLCと通信できる通信のテーブルを生成します。 

3 プロジェクト情報 プロジェクトのHMI設定情報を生成します。 

4 画面情報 プロジェクト画面ごとの情報を生成します。 
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5 全域データ情報 ログ、警報、セキュリティなど、転役データ情報を生成します。 

6 
ビルドファイル生成 以前のデータをビルドファイルに生成します。  

この過程までがビルドが完了した状態です。  

7 
OSチェックおよび 

送信用ファイル生成 

TDSで送信するOSとGX8にあるOSのバージョンをチェックして 

送信用のファイルが生成されます。 

8 送信ファイル生成 GX8に作画プロジェクトが送信されます。 

  

 

 

 

24.3.3 プロジェクトのビルドリスト 

 

プロジェクトをビルドする過程で行われているリストとエラー発生時、登録されるリストを表示します。  

また、ビルドファイルのメモリーを確認することができます。 

 

 

[図. プロジェクトのビルドリスト] 

 

No 
ビルドリスト 

プロパティ 
説明 

1 メッセージ ビルドの過程のメッセージを表示します。 

2 エラー及びアラート ビルド時に発生されたエラーリストを表示します。 

3 ビルドファイルリスト ビルドされたファイルのサイズさや説明を表示します。 

 

(1) メッセージ 

 

ビルドの過程で完了されたリストをメッセージ形式で表示します。  
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[図. メッセージ] 

 

(2) エラー及びアラート 

 

ビルド時に発生したエラーや警告を一覧で示します。 特に、発生したエラーの説明を表示します。 エ

ラーが発生したときに、ビルドの失敗が発生して送信できません。 警告はビルドと送信には影響しま

せんが、ユーザのミスするかどうかを再確認してくれます。 

 

 
[図. エラーリスト] 

(3) ビルドファイルリスト、メモリ情報 

 

ビルドが完了されて生成されたファイルの名前、説明、ファイルのサイズを一覧で示します。  

 

 
[図. ビルドファイルのリスト] 

 

24.3.4 プロジェクトのメモリー使用 

 

プロジェクトをビルドすると、GX8全体メモリーで、現プロジェクトの使用量を知ることができます。 

設定されたGX8モデルの全体メモリ容量が表示され、使用したメモリのサイズが[ビルドメモリーのサイズ]で表

示されます。 
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[図. プロジェクトのメモリー使用表示] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.4 画面送信 

 

[画面送信]は各画面を選択的に送信する時に使用します。 一般的には[全体ビルド及び送信]を通じた、全体プロ

ジェクトファイルをビルドして送信する方法を主に使用します。  

特別な場合、[画面送信]を利用して選択した画面のみ送信することもできます。 

 

 

[図. 画面送信] 

 

[画面送信]を実行すると、以下のようなウィンドウが表示されます。 
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[図. 送信画面の選択] 

 

プロジェクトのすべての画面とグローバルデータ、イメージスクリーンなどの構成要素をリストの形式で表示し

てくれます。 送信を望む画面を選択(チェック)して、選択された要素のみ送信することができます。 

また、前章で説明した[ファイル比較]を通じた結果を見て、選択した後、送信することもできます。 

ただし、個別選択して配信した画面は、今後アップロードされません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5 送信用のファイル作成(OSを含む) 

 

[送信用のファイルづくりはTDSで送信用ファイル(*.HBZ)をGX8でダウンロードさせる場合、使用されます。 こ

れは使用者が作画プロジェクトではなく、送信用のファイルだけを持っている場合GX8にプロジェクトを送信す

ることができます。 主に使用者がプロジェクトファイルの元のを流出することなく、送信用ファイルだけを渡

してGX8に送信したいときに使用します。 これを使用するためには優先的に[送信用のファイル]を作らなければ

なりません。 これは、送信用のファイルづくりで作ることができます。 

 

 

 

 

[図. 送信用のファイル作成] 

 

[送信用のファイル作りを実行すると、以下のようなウィンドウが表示されます。 
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[図. HBZファイル保存経路] 

 

[ファイル名]を設定し、[保存]を実行すると、HBZファイルが生成されて保存されます。 

[送信用のファイルづくり(OSを含む)]はプロジェクトファイルと現在TDSのバージョンに含まれたOS(ファームウ

ェア)までHBZファイルに含ませます。  

この後[プロジェクトファイル送信]を利用して、作られたHBZファイルを選択し送信することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.6 プロジェクトのファイル送信 

 

上記、説明した送信用ファイル(HBZ)を選択し送信するための機能です。 

 

 

[図. プロジェクトのファイル送信] 

 

アイコンをクリックすることになると、[接続設定]のウインドウが現れるようになります。 GX8と連結してから

*.HBZファイルを探して[開く]、送信されます。 

 

  

[図. 連結とHBZファイル選択] 

 

連結設定の過程は[プロジェクトビルド設定]の[接続]で詳細に確認できます。 
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24.7 データのアップロード 

 

GX8にある作画プロジェクト、グローバルデータをPCでアップロードさせる場合、使用されます。 つまり、使

用者がPC環境でログ、警報、レシピあるいはプロジェクトファイルを確認しようとするなら、この機能を使用

すればいいです。 アップロードをするためには、[ダウンロード]と同一に結ば設定(USBまたはEthernet)を先に

しなければなりません。 

  

 

[図. アップロード] 

 

No 
アップロード

プロパティ 

説明 

1 再連結[C] 連結できない場合ホクウン他のGX8と接続する場合、再び接続設定ウィンドウに戻ります。 

2 アップロード[U] 選択したファイルに対して、アップロードを開始します。 

3 プロジェクト 連結したGX8の作画プロジェクトをアップロードする場合は、選択します。 

4 ログ 連結したGX8のログデータをアップロードする場合は、選択します。 

5 アラート 連結したGX8の警報データをアップロードする場合は、選択します。 

6 レシピ 連結したGX8のレシピデータをアップロードする場合は、選択します。 
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7 保存経路 アップロードデータが保存される経路を設定します。 

  

(1) ログ/アラートのアップロード設定 

ログ、アラーとデータをアップロードする場合、ログや警報の日付を設定してインポートすることができます。 

 

 

[図. ログ/アラートのアップロード] 

 

No 
アップロード

プロパティ 

説明 

1 ログ、 アラートID アップロードした証跡IDやアラーとグループを選択します。 

2 日付情報 

今日 アップロードするデータを今日の日付に記録されたログ、アラーとデータに設定します。 

最近1週間 アップロードするデータを最近1週間に記録されたログ、アラーとデータに設定します。 

期間設定 期間設定に該当するログ、アラーとデータをアップロードデータに設定します。 

 

 

24.8 ビルドオプション 

 

ビルドオプションと移送オプションに分かれており、使用者にもうちょっと簡単にビルド・配信をできるように

サポートする役割です。  

 

 

[図. ビルドオプション] 

 

実行すると、以下のようなウィンドウが表示されます。 
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[図. ビルド送信オプション] 

 

(1) ビルドオプション 

 

ビルドオプションでは使用者が希望するデータを含めているか、ビルド後自動的に送信できるように設定する機

能です。 

 

 

[図. ビルドオプション] 

 

 

 

 

 

 

No ビルドプロパティ 説明 

1 
アップロードデータを 

含む[U] 

ビルド時のアップロードデータを一緒に送信します。この機能を使用せず、ビル

ドをするようになると、TDSでGX8のデータをアップロードできなくなります。 

2 自動送信 [A] 

ビルドの後、GX8と連結されていたら、直ちに送信実行されます。 

この機能を設定しなければ、ビルドし、[送信]ボタンをクリックしてこそ、送信

されます。 

3 プロジェクトファイル 保存[S] 

ビルド前プロジェクトファイルが自動的に保存されます。 

設定しなければ、ビルドプロセス中に自動的にプロジェクトファイルが保存され

ません。 

 

(2) 送信オプション 

 

送信オプションを使用して、使用者が少しでも早く簡単に送信できるようにします。 これは送信時連結の設定、

ファイル送信、データ送信等に関する機能です。 
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[図. 送信オプション] 

 

No 送信プロパティ 説明 

1 
変更データ送信 同じプロジェクトを送信する場合、変更されたデータのみ送信することになります。  

この機能を使用すると、より早い送信が可能になります。 

2 
ダウンロード後、送信機を

閉じる 

[ダウンロード]が完了した後、送信機を自動的に閉じます。 

この機能を使用しないと、ダウンロード後、送信機が開いたままになります。 

3 
送信接続時再び連結するか

どうか確認しない 

送信時にGX8との[接続設定]を再び確認しないように設定します。 

この機能を使用しない場合、送信時毎に接続設定ウィンドウが表示されます。 

4 
以前送信されたファイル送

信 

送信時、以前と同一のファイルを送信します。  

これはプロジェクトファイルを再び指定しなくても良い機能です。 

5 自動時間同期化 設定すれば、送信するとき、自動的にPCの時間をGX8に設定します。 
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CCHHAAPPTTEERR  2255  --  ヘヘルルププメメニニュューー  

 

ヘルプメニューを説明します。  

  

 

[図. ヘルプメニュー] 

 

ヘルプメニューを実行すると、TDSソフトウェアマニュアルが実行されます。  

製品情報を選択すると、TDSソフトウェアバージョンを確認することができます。 

 

25.1 ヘルプ 

  

ヘルプメニューを選択すると、下図のようにソフトウェアマニュアルが実行されます。  

左からチャプターをクリックしてご希望のページに移動することができます。 

 

 

[図. TDS ソフトウェアマニュアル] 
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25.2 製品情報 

 

製品情報のメニューを実行すると、下図のようにTDSソフトウェアバージョンを確認することができます。  

 

 

[図. 製品情報] 
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CCHHAAPPTTEERR  2266  --  GGXX88VViieeww実実行行  

 

GX8View(SCADA)はウィンドウズ基盤の自動化現場監視/制御用ソフトウェアです。 

 

26.1 GX8View(SCADA)種類 

 

GX8Viewプログラムはタグの数によって5つの製品があります。  

 

No GX8Viewモデル名 タグの数 

1 GX8-VIEW100P 100 tags 

2 GX8-VIEW300P 300 tags 

3 GX8-VIEW600P 600 tags 

4 GX8-VIEW1300P 1300 tags 

5 GX8-VIEW2000P 2000 tags 

6 GX8-VIEWFULLP 無限 tags 

 

GX8Viewを搭載したパネルPCのGX8PPC製品もあります。  

GX8PPCはアルミニウム本体、15"、1024x768の一体型Panel PCです。 

  

 

No GX8PPCモデル名 Windows 7 Embedded 

1 GX8PPC1500XA-WN-R8H64 GX8View(X)、 RAM 8GB、 eMMc 64GB 

2 GX8PPC1500XA-WF-R8H64 GX8View(O)、 RAM 8GB、 eMMc 64GB 

3 GX8PPC1500XA-WN-R8HE256 GX8View(X)、 RAM 8GB、 SSD 256GB 

4 GX8PPC1500XA-WF- R8HE256 GX8View(O)、 RAM 8GB、 SSD 256GB 
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26.2 GX8Viewプロジェクト生成 

 

GX8ViewプロジェクトはソフトウェアGX8 Design Sutio(以下TDS)を利用してGX8製品のプロジェクトと同一の方

法により生成、具現化します。  

[タグ別]プログラムのみならず、[デバイス別]プログラムが可能で、GX8ViewプロジェクトをGX8製品プロジェクト

に変換したり、反対にGX8製品プロジェクトをGX8Viewプロジェクトに変換することができます。  

 

TDSで[新しいプロジェクト]メニューを実行すると、次のような[プロジェクトウィザード]が生成されます。  

この時、[モデル選択]で[GX8-PC/IPC Series]を選択し、モデルリストで解像度を選択します。 

  

 

 

[図. GX8Viewプロジェクト生成] 

 

使用するGX8Viewプログラムによって、[オプション]で最大タグ個数を設定します。  

 

 

 

下の[次へ]ボタンを押すと、通信設定]画面に移行ます。  

通信設定画面では通信しようとするPLCの設定をします。  

通信ポートは基本的にシリアルポートの[COM1/COM2/COM3/COM4]とEthernetポートが表示されます。 
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[図. GX8View プロジェクト生成時通信設定] 

 

通信設定はこの画面で設定することもできますが、、[プロジェクト]-[プロパティ]メニューで設定できるので、下

記の[完了]ボタンでプロジェクトの生成を完了します。  

 

プロジェクト生成時に設定した内容は、[プロジェクト]-[プロパティ]メニューの実行時に表示される[プロジェクト

のオプション]画面で修正することができます。 左側上段の[GX8設定]からGX8Viewのモデル名を選択し、右側の

画面で設定をします。  

 

 

[図. プロジェクトオプション] 
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[プロジェクト作成]を完了後、[ファイル]-[保存]メニューを実行し生成したプロジェクトをファイルに保存します。 

 

26.3 コントローラ(PLC)設定    

 

26.3.1 PLC設定方法 

 

GX8Viewを実行するPCのポートに接続するPLC(コントローラ)の設定をします。  

 

[プロジェクト]-[プロパティ]メニューを実行すると表示される[プロジェクトのオプション]画面からPLCの設定をし

ます。  

 

 

[図. プロジェクトオプション] 

 

通信しようとするポートを選択した後、上段の[PLCの追加]メニューを実行し、通信しようとするPLCを設定します。  

 

PCのシリアルポート番号は基本的で提供さてるものは[COM1~COM4]よりも多いので、[プロジェクト]-[プロパテ

ィ]から追加や変更が可能です。 

 

[PLC設定]でマウスを右クリックすると、下図のように[シリアル・ポート追加]メニューが表示されます。  

最後のシリアルポート番号の次の番号が生成されます。  

 

 

[図. プロジェクト オプションでシリアルポート追加] 

 

シリアル・ポート番号を変更しようとするシリアルポートを選択後、マウス右クリックをすると、[シリアル・ポ
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ート番号の変更]メニューが表示されます。  

 

[図. プロジェクト オプションでシリアルポート番号変更] 

 

下記のように、[変更ポート番号]を入力すると、COM3がCOM7に変更されます。  

 

 

[図. プロジェクトオプションでシリアルポート番号変更] 

 

26.3.2 通信エラー発生 

 

GX8Viewを実行時に設定されたPLCとの通信エラーが発生した場合、下図のような画面が表示されます。  

 

 

[図. 通信エラー] 

 

通信エラーが発生した場合、該当通信マニュアルを確認しPCとPLC間のケーブル配線図及び通信設定をチェックし

ます。  

 

 

 

 

 

 

26.4 アドレスの入力/タグの数 
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26.4.1 内部アドレス (Systemアドレス) 

 

GX8Viewの内部アドレス(システムバッファ)は、GX8製品の10倍が提供され、0~102399番地まで使用することが

できます。 内部アドレスの単位は16ビット(ワード)です。  

 

 

[図. GX8 製品の内部アドレス] 

 

 

[図. GX8Viewの内部アドレス] 

 

26.4.2 PLCのアドレス管理 

 

GX8Viewは使用可能なアドレス(タグ)の数によって、ライセンスが異なります。  

したがって、アドレスを管理するためのシンボル管理者と通信ブロックを利用します。  

 

(1)シンボル管理者登録  

 

[プロジェクト]-[シンボル]メニューを実行し、[シンボル管理者]にアドレスを登録した後、アドレス入力時に[シン

ボル]アドレスを使用します。  

シンボル管理者はChapter 4.6[シンボル]を参照してください。  

 

(2)通信ブロック登録 

 

[プロジェクト]-[通信ブロック]メニューを実行してPLCと通信するアドレステーブルを作成します。  

通信ブロックの詳細はChapter 4.8通信ブロック]を参照してください。  

 

(3)プロジェクトに登録できる最大タグ数を超過した場合  

 

購入したGX8Viewはライセンスによってプロジェクトに登録できる最大タグ数が制限されています。  

この最大のタグ数を超過した場合、[送信]-[全体ビルドおよび送信]実行時に下図のようにエラーが発生します。  
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[図. タグ数を超過した場合のエラーメッセージ] 

 

最大タグ数と現在、プロジェクトで使用したタグ数は、下段のステータスバーで確認することができます。  

 

 

[図. 状態バーのタグ数の表示] 

 

26.5 GX8View実行 

 

TDSでプロジェクトを作成し、プロジェクト実行することができます。 

  

26.5.1 GX8View実行方法 

 

[プロジェクト]メニューの [GX8View実行]を選択します。  

 

 

[図. GX8View実行メニュー] 

 

あるいはデスクトップのGX8Viewアイコン を選択します。  

 

購入したGX8ViewライセンスキーがPCに登録されていない場合、以下のようなメッセージが表示されます。  
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[図. ライセンスキーメッセージ] 

 

ライセンスキーを登録しなくても、2時間までは実行することができます。  

2時間後自動的に終了します。 

 

26.5.2 GX8View実行画面 

 

GX8Viewの実行画面です。 この画面の上段にはメニューとツールバーがあります。  

 

 

[図. GX8View実行画面] 
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26.6 GX8View画面メニュー 

 

GX8View画面のメニューを説明します。  

 

 

[図. メニュー] 

 

26.6.1 ファイルメニュー 

 

ファイルメニューです。  

 

 

[図. Fileメニュー] 

 

No ファイルメニュー 説明 

1 プロジェクト開く 

GX8ViewプログラムでHBZファイルを直接開いてプロジェクトを実行します。  

[HBZファイル]はTDSで生成したプロジェクトをビルドした送信用ファイルで、TDSで[送

信]-[送信用ファイル作成]メニューで生成します。 

 

 

[図. プロジェクト画面を開く] 

 

2 プロジェクト中止 現在実行中のプロジェクトを中止して実行画面を閉じます。   

3 プロジェクト実行 最後に実行したプロジェクトを実行します。  
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4 
GX8Viewオプション 

開く 

[開始オプション]ページはGX8Viewプログラムを開始する時のオプションです。  

 

 

[図. 開始オプション] 

 

[ウィンドウ開始時、自動実行]はPCのウィンドウズを実行したときにGX8Viewプログラ

ムを自動的に実行させるオプションです。  

[自動プロジェクトスタート]はGX8Viewプログラムの実行時にプロジェクトを自動的に

実行させるオプションです。  

[GX8View開始時、全体画面]はGX8Viewプログラムの実行時の画面を最大化するオプシ

ョンです。  

ポップアップメニュー]は実行画面でマウスを右クリックして表示されるポップアップメ

ニューから使用するかどうかを設定します。 

  

 

 

[図. マウス右クリック時の画面] 

 

[スクリーンショットを保存する経路]は、画面キャプチャーファイルの保存経路です。

[変更]ボタンで保存する経路を変更することが出来ます。  

[HMIの別名]はGX8Viewの別名です。 

 

 

[図. 文字読み上げ機能オプション] 

 

[文字読み上げ機能オプション] ページは文字を音声に変換する機能のオプションです。 



710 CHAPTER 26 -GX8View実行 

 

[速度]は、音声の速度を調節します。 

[ボリューム]は、音声を大きくしたり、小さくしたりします。  

[声】は声リストから選択します。  

[サンプル]は、サンプルの文字として、[オーディオサンプル再生]ボタンを押すと、作成

した文字をオプションに合わせて音声を聞くことができます。  

5 
コントロールパネルを

開く 

メニュー画面のコントロールパネルのメニューです。  

コントロールパネル(制御版)は[プロジェクトの中止]をすれば設定ができます。  

プロジェクトの実行中にはコントロールパネルのすべてのメニューは無効化されます。 

  

 

 

コントロールパネルの詳細内容はChapter 1.2.7~1.2.11[コントロールパネルアイコン]を

参照してください。  

6 新しい画面 

新たに実行画面を生成します。  

[コントロールパネル]-[プロジェクト設定]-[3.開始画面番号]で設定した画面に新たに実行

画面が生成されます。  

7 画面を開く 

[Screen List Dialog]で画面を選択し、下段の[OK]ボタンを押すと、選択した画面に新し

い実行画面が生成されます。 
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8 ホーム画面 
[コントロールパネル]-[プロジェクト設定]-[3.開始画面番号]で設定した画面に移動しま

す。 

9 前の画面 

前の画面に移動します。 

現在の画面の前に運転していた画面に移動します。  

プロジェクト実行後、画面移動のない場合、前の画面がないので[前の画面]メニューが

不活化し実行することはできません。 

10 次の画面 

次の画面に移動します。  

[前の画面]メニューを実行して前の画面に移動した場合、[次の画面]メニューを実行すれ

ば、再び[前の画面]メニューを実行する前の画面に戻ることができます。  

前の画面のメニューを実行していない場合、[次の画面]メニューが不活化して実行する

ことはできません。 

11 全体画面 

メニューを除いた実行画面を画面全体に表示します。 

 

 

 

画面上でマウスの右クリックを使用すると次のようなメニューが表示されます。 

 

 

 

 

メニューを実行すれば再びメニューの含まれた実行画面になります。   
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12 画面最小化 GX8Viewプログラム画面を最小化します。  

13 終了 

GX8Viewプログラムを終了します。 [Yes]ボタンを押すと終了します。 

 

 

 

26.6.2 道具メニュー 

 

道具メニューです。 

 

 

[図. 道具メニュー] 

 

No 道具メニュー 説明 

1 スクリーンショット保存 

GX8Viewプログラムの全体画面がキャプチャーされ、保存されます。  

スクリーンショット保存する経路は[GX8Viewオプション]で設定することが出来ます。  

ファイル名は[日付-番号.PNG]として保存されます。 

保存完了後、下記のようなメッセージが表示されます。 

 

 

2 

ファイルブラウザの開

く 

 

ファイルエクスプローラの画面が表示されます。  

 

[図. ファイルエクスプローラ] 
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3 
アプリケーション リストを

開く 

アプリケーションのリストは、よく実行するアプリケーションを登録しておき、登録し

ておいたアプリケーションを[道具]-[アプリケーションリストを開く]メニューから実行

するために使用します。  

 

GX8Viewプログラムを全体画面で実行している場合、他のアプリケーションを実行する

にはGX8Viewプログラムを最小化するか、閉じて他のアプリケーションを探し実行しな

ければなりません。そのような作業を減らすために使用します。  

これはPCの[ショートカット]のような機能です。  

 

 

 

▶[設定]ボタンを押すと、[追加/削除]ボタンが活性化されて[アプリケーションの登録/

削除]をすることができます。  

[追加]ボタンを押すと、[開く]ダイアログが表示されます。 [開く]ダイアログで実行フ

ァイルを選択し追加します。  

すべての実行ファイル(イメージ/文書/プログラム等)を追加することができます。  

 

追加された実行ファイルはチェックを入れて[削除]ボタンを押すと、削除することがで

きます。  

 

▶再び[設定]ボタンを押すと、[追加/削除]ボタンが無効化され、アプリケーションを実

行できる状態になります。  

 

下図のように実行しようとするアプリケーションをクリックすると、実行されます。   

  



714 CHAPTER 26 -GX8View実行 

 

 

4 
ログ検索 

 

ログデータを[ログID/日付]で検索して表示する[ログ表示]画面を実行します。  

GX8の上段メニューの[LogViewer]と同一の機能です。  

詳しい説明はChapter 4.2.5[ログデータの表示]を参考にしてください。 

 

5 レシピ編集機 

レシピを確認して編集できる[レシピエディタ]が実行されます。 

アイテムの名前とレシピデータを編集することができます。  

 

GX8の上段メニューの[Recipe]と同一の機能です。  

詳しい説明はChapter 4.3.8[運転中の上段メニューのレシピエディタ]を参考にしてくだ

さい。 

 



CHAPTER 26 -GX8View実行  715 

 

 

6 スクリーンナビゲーター 

プロジェクトのすべての画面を一覧で確認しながら実行する画面を選択できる[スクリ

ーンナビゲータ]が実行されます。  

GX8の上段メニューの[Screen Navigator]と同一の機能です。  

 

 

7 システムモニタ 

[システムモニタリング]で[システムの状態/ネットワークの分析/情報]をモニタリングす

ることができます。  

GX8の上段メニューの[System Monitor]と同一の機能です。  

詳しい説明はChapter 1.2.8[(15)の上段メニュー]を参考にしてください。 

 

 

 

8 
レポートビューアー 

開く 

レポートビューアーを実行します。  

詳しい説明はChapter 28[報告書(レポート)]を参考にしてください。 

9 通信テーブルを開く 

現在の実行画面の通信テーブルを見ることができます。  

GX8の上段メニューの[CommTable Monitor]と同一の機能です。 

 

現在の実行画面で使用しているアドレスが登録されています。  
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アドレスと該当アドレスの値をリアルタイムでモニタリングすることができます。 

   

 

 

[データタイプ]を設定すると、[値]を設定したデータタイプで表示します。  

[更新時間]で設定した時間間隔でアドレスと値をアップデートします。  

 

[アドレス]を選択した後、[ウォッチリスト追加]を押すと、ウォッチリストに該当アド

レスが登録されます。 このウォッチリストに登録されたアドレスは画面が変更されて

も、常にモニタリングすることができます。 

10 メモ生成 

GX8Viewプログラムでメモを生成します。  

作成されたメモは[道具]-[メモ表示]で確認することができます。  

 

[送信者]を入力します。  

 

 

[受信者]は[Add]ボタンを押して下記の画面で設定することができます。 
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[全体]をチェックすると誰でも確認することができます。  

[全体]チェックを解除した後、[コントロールパネル]-[セキュリティ]よりセキュリティ

レベル設定をしたIDを設定すると、そのレベルのユーザーだけがメモを確認することが

できるようになります。  

[登録されたID]でIDを選択した後、矢印を利用して[受信するID]に設定して、[OK]ボタ

ンをクリックします。 

 

メモの内容は、[テキストモード/ペイントモード]を選択して作成します。  

[テキストモード]は本文エリアをクリックすると、以下のような[文字キーパッド]が表

示されます。  

文字キーパッドで作成したり、キーボードで作成することができます。  

テキストの[フォント/サイズ/カラー]を設定します。 

 

 

[ペイントモード]は絵を描くようにペンを使い作成します。  

[ペン/消しゴム]で作成し、[ペン/消しゴム]の大きさや色を設定することができます。  

 

この機能はオブジェクトの[効果及び動作]ページの[動作]で下図のように[特殊]-[App]-

[Memo Call]で[メモ書き]から設定したものと同一の動作です。 

 

 

11 メモプレビュー 

[ツール] – [メモ作成]で作成したメモを確認します。 

メモリストで、メモの[送信者/タイトル/日付/既読]を確認することができ、メモリスト

で確認したいメモを選択すると、下部にメモの内容が表示されます。 

メモを読めば、[Read]カラムがチェックされます。 
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この機能はオブジェクトの[効果及び動作]ページの[動作]で下図のように[特殊]-[App]-

[Memo Call]で[メモを読む]に設定したものと同一の動作です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6.3 ウィンドウメニュー 

 

実行画面と関連したウィンドウメニューです。 

 

 

[図. Windowメニュー] 

 

No ウィンドウメニュー 説明 
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1 閉じる 選択(活性化)されている実行画面を閉じます。  

2 全てを閉じる 全体の実行画面を閉じます。  

3 タイル式 整列式での実行画面を整列します。 

4 階段式 階段式での実行画面を整列します。  

5 次に 次の画面に切り替えます。  

6 前に 前の画面に切り替えます。  

7 実行画面のリスト 
実行中の画面がリストに見えます。  

チェックされている画面が現在活性化されている画面です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26.6.4 ヘルプメニュー 

 

GX8Viewのバージョンとライセンス情報を見ることができます。 

 

 

[図. ヘルプメニュー] 

 

情報のメニューを実行すると、以下のような画面が表示されます。  

 

[HydraX Version]はGX8Viewプログラムのバージョンです。  

[ライセンス]はGX8Viewライセンスの登録情報を表示してくれます。  
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[図. 情報メニュー]  

 

[キー状態]はライセンスキーの認証がされたかどうか(成功/失敗)を表示します。  

正常に認証された場合、[成功]と表示され、認証されていない場合には、[失敗]と表示されます。 

[キータイプ]は認証したキーの種類です。  

[タグの個数]はGX8View製品の種類によってプログラムで使用できる最大タグの個数を表示します。  

 

ライセンスキーを認証しない場合は、下記のように表示します。  

ライセンスキーを認証しなくてもGX8Viewプログラムは最大2時間まで実行することができます。 2時間後に自動

的に終了します。 

 

[図. 情報メニュー] 

 

26.6.5 ツールバー(アイコン) 

 

画面のメニューの下には次のようなツールバーがあります。  

これはほとんどメニューに含まる機能です。  

 

 

 

 

[図. ツールバー] 
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No ツールバー 説明 

1 
  

プロジェクトを開く(Open Project)メニューです。  

2 
  

プロジェクトの中止(SGX8 Project)メニューです。  

3 
 

プロジェクト実行(Run Project)メニューです。  

4 
  

スクリーンショット保存(Save ScreenShot)メニューです。  

5 
  

ファイルブラウザ開く（Open FileBrowser)メニューです。  

6 
  

アプリケーション一覧を開く(Open Application List)メニューです。  

7 
  

ログ検索(Search Log)メニューです。  

8 
  

レシピ編集(Recipe Editor)メニューです。 

9 
  

スクリーンナビゲーター(Screen Navigator)メニューです。  

10 
  

システムモニター(System Monitor)メニューです。  

11 
  

レポートビューアー(Open ReportViewer)メニューです。 

12 
  

通信テーブルを開く(Open CommTable Monitor)メニューです。 

13 
  

メモ生成(Create Memo)メニューです。 

14 
  

メモを見る(View Memo)メニューです。 

15 
  

新しい画面(New Screen)メニューです。  

16 
  

画面を開く(Open Screen)メニューです。 

17 
  

ホーム画面(Home Screen)メニューです。 

18 
  

前の画面(Previous Screen)メニューです。 

19 
  

次の画面(Next Screen)メニューです。 

20 
 

マルチ画面モード(Multi Screen Mode)メニューです。 

 

2つ以上の実行画面を運転する場合、メニューが活性化されます。  

選択した実行画面をGX8Viewプログラム外で表示してくれます。  

 

モニターを2つ以上使用するとき、実行画面をGX8Viewプログラムの外部モニターに移動させて運転

する場合に使用します。 

  

 

 



722 CHAPTER 26 -GX8View実行 

 

GX8Viewプログラム外に出た実行画面でマウスを右クリックをしたら、[画面ツールバー]が表示され

ます。  

 

 

[図.マルチ画面のツールバー] 

 

21 
 

マルチ画面の設定保存(Save Screen Position)メニューです。  

 

[マルチ画面モード]メニューを実行してマルチ画面を使用する場合、現在の設定を保存してくれま

す。  

保存が完了すると、下記のようなメッセージが表示されます。 

 

 

 

マルチ画面の設定を保存すると、GX8Viewプログラムの実行時の保存されたマルチ画面状態で実行さ

れます。   

22 
  

タイル(Tile)メニューです。 

23 
  

階段式(Cascade)メニューです。 

24 
  

全体画面(Full Screen)メニューです。 

25 
  

画面の最小化(Minimize Screen)メニューです。 

26 
  

クローズ(Close)メニューです。 

27 
  

終了(Exit)メニューです。 
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CCHHAAPPTTEERR  2277  --  デデーータタベベーースス((DDaattaaBBaassee))    

 

27.1 データベースの接続 

 

GX8ViewはOLE DBとODBC、二つのデータベース接続を提供し、Oracle、MySQL、SQLLite、MSSQLなど多様な

データベースと連動することができます。 

データベースとの接続の為には、[データベース管理者]を利用し、ネットワーク上にあるDB Serverと接続

(Connection)のための設定をしなければなりません。 

[プロジェクト]>[データベース]ボタンを押すと、下図のようにデータベース管理者画面が表示されます。 

 

 

[図. データベース管理者] 

 

27.1.1 データベースの追加及び接続設定 

 

[データベース管理者]画面のメニューで[データベースの追加]ボタンを押すと、画面左側に'DB1'という名でデー

タベースアイテムが生成されます。 

データベースアイテムが生成されると、接続設定によってデータベースに接続できます。 

 

 

[図. データベースの接続設定] 

 

 データベースのタイプ:データベースの種類を選択します。 Oracle、MySQL、SQLLite、ODBCなど接続する

データベースを選択します。 

[参考]ODBCを利用したデータベース接続方法はChapter 27.1.2[ODBCを利用した接続]を参照してください。 
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 ODBC管理者:'ODBCデータソース管理者'を実行します。 ODBCを利用したデータベース接続の場合、必ず

'ODBCデータソース管理者'に接続するデータベースを登録して使用しなければなりません。  

 ホスト:データベースがインストール/運用されているサーバー(PC)のIPを入力します。 ただし、ODBCの場

合、ODBC管理者に登録されたデータベースの名前を選択しなければなりません。 

 データベース:データベースサービスの名前を入力します。 一つのホストで複数のデータベースサービスを

運用できるためにこれを区別するために、DBサービスの名前を指定しなければなりません。 

 使用者:データベースログイン・アイディ(ID)を入力します。 

 パスワード:データベースログインの暗証番号(Password)を入力します。 

 ダイナミック接続の使用:データベースに常時Connectionをしておきデータの照会をするか、必要時のみ接

続するかどうかを設定するオプションです。 一般的にデータ照合が秒単位で頻繁に起きる場合にはチェッ

クせずに、間欠的なデータ照合が必要な場合にはオプションをチェックしてください。 

 接続テスト:データベース接続が可能な状態かどうかのテストを実行します。 

 

  

27.1.2 ODBCを利用した接続 

 

ODBC(open database connectivity)はマイクロソフトが開発した開放型のデータベース接続道具でOracle、

MSSQL、MySQLなど様々なデータベースを各企業からODBCドライバの提供を受け、データベースとの接続が

できます。 

 

ODBCを利用して接続するためには、まずはODBCデータベースの元の管理者を利用し、データベース接続を設

定しなければなりません。 

 

 

[図. ODBC データ元の管理者] 

 

[図.データベース管理者]で[ODBC管理者]をクリックしてODBCデータソースの管理者を実行して、画面右側にあ

る[追加]ボタンをクリックします。 
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[図. 新しいデータの元の作成] 

 

[新しいデータソース作成]画面で接続したいデータベースを選択します。  

例えば、新しいMSSQLを登録して使用したい場合、[SQL Server]を選択して、下図の順に情報入力し、[次]を押

してください。 

 

1) データベース名及びサーバの定義 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



726 CHAPTER 27 -データベース(DataBase) 

 

2) ID及びPW設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) データベース接続テスト及び完了 
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順番に入力し、[確認]を押すと下図のように[any]というデータベース接続の項目が生成されます。 
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27.2 データ照会 

 

一般的にデータベースは一つ以上のテーブルで構成されており、このようなテーブルから希望するデータを照会

したり挿入/修正するためにクエリー(Query)という標準化された言語を使用します。 

 

この章ではクエリーを使用し、データベースにデータを入出力する方法について説明します。 

 

データベース管理者には大きく二つのデータの照会、および挿入/削除の方法を提供します。 

クエリーに慣れていない、もしくは簡単なデータ照会/操作だけが必要な場合には、[テーブル(Table)]を利用した

方法を使用し、二つ以上のテーブルでクエリーを使用した複雑なデータ照会/操作を行う場合には、質疑(Query)

を利用した方法を使用してください。 

 

27.2.1 テーブル(Table)を利用したデータの入出力  

 

クエリー(Query)が分からなくても[データベース管理者]で提供する'テーブル'機能と'データベーステーブルオブ

ジェクト'を利用することにより、データの照会/挿入/削除/修正のような複雑な動作を簡単に行うことができま

す。 

 

[データベース管理者]画面の上段ツールバーで[テーブルの追加]ボタンを押すと、下図のように、テーブルの追

加画面が表示されます。 

 

 

[図. テーブルの追加画面] 
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1) 情報 

 

データベーステーブルオブジェクトに表示するテーブルを指定し、照会/挿入/削除/修正などの作業遂行条件を

設定することができます。  

 

データベースに接続可能な状態ならテーブルの名義コンボボックスに自動的にテーブルリストが表示され、[デ

ータ生成]ボタンを押すと、自動的に下記の[データセット]欄にテーブルに含まるデータフィールドのリストが表

示されます。 

もし、データが接続されない場合、テーブル名を手動で入力すればよいです。 

 

- 完了ビットの使用：照会/挿入/削除/修正などのクエリーが完了したのか否かを成功/失敗に関係なく設定さ

れたBitアドレスをONにします。 

(※一度ONにされた完了ビットは自動的にOFFにはなりません。) 

 

- 実行結果の保存：指定されたアドレスに照会/挿入/削除/修正などのクエリーが正常に実行されたのか結果

を1と-1の値に記録します。 クエリーの実行が成功的な場合、1を記録し、エラーなどによって実行されな

いと-1を記録します。  

 

2) 照会/挿入/削除/修正 

 

[データベーステーブル]オブジェクトを利用しなくても、文字列/数字キー表示 オブジェクトを利用し簡単に照

会/挿入/削除/修正の作業をすることができます。 

 

画面に文字列、あるいは数字キーの表示オブジェクトを配置し、編集ダイアログのアドレス入力ランサーの

DataBaseカテゴリーを選択すると、下記の図のように登録されたテーブルのフィールド情報が表示されます。 

 

 

[図. データベーステーブルフィールド情報] 

 

例えば、'DB1'というデータベースに'Table1'テーブルが登録されている場合、照会条件を登録して実行すると、

データベースサーバからクエリー結果のリターンを得ることとなりますが、画面ではわからないのですが、メモ

リ上に[図.仮想データテーブル]のようなテーブルの形で生成されます。 

No EMPNO ENAME JOB MGR HIREDATE SAL COMM DEPTNO 

1 1100 佐藤 Emp Y 2011。02。03 120000  10 

2 1200 田中 Emp N 2012。03。02 134500  10 

3 1300 鈴木 Emp N 2013。05。11 145000  20 
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4 1400 高橋 Emp N 2014。01。01 154000  10 

5 1500 野田 Emp Y 2009。12。23 290000  30 

6 1600 安部 Emp N 2014。05。20 300000  20 

7 1700 川口 Emp N 2008。08。05 451000  20 

8 1800 川崎 Emp N 2009。09。09 521000  10 

9 1900 秋吉 Emp N 2011。11。12 854000  30 

10 2000 吉田 Emp Y 2011。06。30 452000  10 

[図. 仮想データテーブル] 

 

データベースサーバからの情報を受け、メモリ上に生成されたデータテーブルの個数は'DB1.Table1._COUNT'に

記録されます。例えば、クエリーの実行結果10個のデータを受け取ったとして、'DB1.Table1._COUNT'には10が

記録されます。  

 

No アドレス 説明 

1 
DB名.テーブル名._COUNT 

(DB1.Table1._COUNT) 

データベースから受け取ったデータの個数(Row Count)情報が記録されるアドレ

スです。 

2 
DB名.テーブル名._ROW 

(DB1.Table1._ROW) 

データテーブルのうちで照会/修正・削除を希望するライン(Row)番号を指定す

るアドレスです。 

 

[図. 仮想データテーブル]で6番の安部データを画面に表示したい場合は、文字/数字のオブジェクトを利用して

アドレス欄に'DB1.Table1.EMPNO'、'DB1.Table1.ENAME'、'DB1.Table1.JOB'などのフィールドを登録して、

'DB1.Table1._ROW'に、希望する番号を入力します。 

 

- 照会条件:データベース管理者のテーブルに定義されたテーブルのデーター照会条件を設定します。 

 

- 挿入条件:'DB1.Table1.EMPNO'、'DB1.Table1.ENAME'、'DB1.Table1.JOB'に記録し

たデータをデータベースに追加する条件を設定します。 

 

- 削除条件:DB名.テーブル名._ROW(ex:DB1.Table1._ROW)に定義された番号に該当するデータ(row)をテーブル

から削除する条件を設定します。 

(テーブルの行(row)開始番号は0からです。) 

 

- 修正条件:DB名、テーブル前._ROW(ex:DB1.Table1._ROW)に定義された番号に該当するデータ(row)を

'DB1.Table1.EMPNO'、'DB1.Table1.ENAME'、'DB1.Table1.JOB'に定義されたデータでの改新(update)する条

件を設定します。 

 

3) データセット(Data Set) 

 

‘データベーステーブル'オブジェクトに表示するフィールドを定義し、必要に応じて、媒介変数を定義すること

ができます。 

 

▶ フィールドリスト 

 

データベースが連結可能な状態なら、SQL編集欄の[フィールドに自動登録]ボタンを利用して自動的にデータフ

ィールドを登録することができます。 もし、データベース接続をできない場合には手動でデータフィールドを

登録しなければなりません。 
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手動でデータフィールドを登録する場合、左側の[追加]ボタンを押すと、下図のようにデータフィールドの登録

画面が表示されます。 

 

 

- フィールド名:データベーステーブルに定義されているフィールド(Field)名を入力します。 

- 資料型:データタイプを指定します。 

- データサイズ:数字型(DEC、Floatなど)の場合、データのサイズを指定します。 

- 文字列の長さ:資料型がASCIIの場合、文字列のサイズを指定します。 

- 表示:DataBase Tableオブジェクトに表示するかどうかの設定をします。 

- タイトル:DataBase Tableオブジェクト上に表示するコラムタイトルを設定します。 

- リンク使用:タッチのメモリと連動するアドレスを指定します。 

 

[参考]テーブルのデータのうち、条件を満たすデータが一つ以上の場合、リンクされたアドレスに望むデータを割

り当てるには'DB1.Table1._ROW'に希望するRow番号を指定しなければなりません。 

 

▶ 媒介変数 

 

前でEMPという名前で新しいテーブルを登録すると、データベース管理者画面下のSQL編集欄には

'SELECT*FROM EMP'というクエリー(Query)構文が自動的に登録されます。 

 

このクエリーの'EMP'というテーブルにあるすべてのデータを照会するという意味です。 しかし、一般的にテー

ブルにあるすべてのデータを照会することはまれです。一般的にクエリーは次のようなフレーズで作成されます。 

 

SELECT*FROM EMP  

WHERE SAL>1000; 

 

EMPテーブルのデータの中からSALフィールドの値が1000より大きなデータだけを照会するという意味です。 

このクエリーで'SAL>1000'の部分がまるでフィルターと同じような役割を果たすことになります、状況によっ

て500より大きかったり、2000より大きい場合にはデータを照会する場合があります。 このような場合、

'1000'部分を媒介変数として登録してSYSTEMバッファやPLCアドレスにマッピングしておくと、より細密に希望

するデータを照会することができます。 
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[図. 媒介変数の活用例] 

 

[図. 媒介変数の活用例]と一緒に'MyValue'という媒介変数を登録してこれを'SYS:00100'にマッピングクエリーに

':MyValue'と登録しておけば、データの照会に':MyValue'の値を'SYS:00100'によって簡単に変えることができま

す。 

 

4) SQL編集 

 

テーブルを追加する時、自動で生成されるクエリー(Query)をそのまま使用してもいいが、より複雑で精巧なデ

ータ管理が必要なら、SQL編集画面で希望する構文を作成することができます。 

 

例えば、前の'SAL>1000'構文を利用したフィルター以外にフィルター条件を追加したり、照会した結果のデー

タを名前順に整列させたい場合、次のように作成できます。 

 

SELECT * FROM EMP 

 WHERE SAL > 1000 

    AND HIREDATE > ‘2016-01-01’ 

 ORDER BY ENAME; 

 

- フィールドに自動登録：選択したテーブルに含まれたフィールドリストを自動的に'データセット'の'フィー

ルドリスト'欄に登録します。ただし、編集中のコンピューターがデータベースサーバーに接続可能な状態

でなければなりません。 

 

- 検査：ユーザーが作成したクエリー(Query)が有効かどうかの検査を行っています。ただし、編集中のコン

ピューターがデータベースサーバーに接続可能な状態でなければなりません。 

 

※ クエリー(Query)の全ての命令語や活用法はその範囲がとても広いので、すべてを説明することは難しい点

があります。 したがって、より多様な活用法を希望する方は'標準SQL'関連の本を参考にしたり、インター

ネット検索を活用してください。 

 

 

 

 

 



CHAPTER 27 -データベース(DataBase)  733 

 

27.2.2 クエリー(Query)を利用したデータ入出力 

 

2.2.1テーブル(Table)を利用したデータ入出力がクエリー(Query)に不慣れなユーザのための機能なら、クエリー

(Query)を利用したデータ入出力はクエリー(Query)に詳しい使用者のための機能でより複雑で多様なデータ入出

力の設定をすることができます。 

 

 

 

- 質疑種類：SELECT、UPDATE、INSERT、DELETEの中から必要な作業を選択します。 

 

- 質疑の名前：クエリー(Query)の名前を定義します。重複したクエリーの名前は使用できません。 

 

- 最大実行回数：画面下の実行条件を満たした場合の実行する回数を設定します。 

 

- 実行周期：最大実行回数が無限(0)であったり、2より大きいときの実行間隔を設定します。 最小実行周期

は100msです。 

 

- 最大行数：照会(SELECT)クエリーを実行した時、返還されるデータセットの最大個数を設定します。 

 

- 完了ビットの使用：クエリー実行の完了の有無を成功/失敗に関係なく設定されたBitアドレスをONにしま

す。 (※一度ONされた完了ビットは自動的にOFFにはなりません。) 

 

- 実行結果の保存：指定されたアドレスに照会/挿入/削除/修正などのクエリー実行が正常に実行されたのか

結果を1と-1の値で記録します。クエリー実行が成功的に行なわれれば、1を記録し、エラーによって実行

されない場合には-1を記録します。  

 

※ データセットやSQL編集機能説明はChapter 27.2.1[テーブル(Table)を利用したデータ入出力]を参照してくだ

さい。 
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CCHHAAPPTTEERR  2288  --  報報告告書書((レレポポーートト))  

 

GX8View(SCADA)はエクセルファイル形式の報告書を簡単に出力することができます。 エクセルファイルに直接記入して必

要な形式を作成し、任意の場所に決められた様式に設定値や現在値を入力し簡単にレポートの保存/出力が可能です。 

 

 

[図. 報告書の実行] 

 

報告書を実行すると、以下のような設定画面が表示されます。 

 

 

[図. 報告書ダイアログ] 

 

次に説明するフォーム/リストのレポートを複数追加して使用することができます。  

つまり、2つ以上のレポートを保存/出力することもでき、複数の累積リストをエクセルファイルで保存させることができま

す。 
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28.1 報告書(レポート) 情報 

 

レポート情報の設定では、レポートタイプを選択でき、レポート生成条件などを設定します。 

 

28.1.1 レポートタイプ 

 

報告所の種類(タイプ)は３つあります。  

 

 

[図. 報告書種類] 

 

No 報告書種類 説明 

1 
フォーム

(Form) 

一般的な報告書様式をMSエクセルであらかじめ直観的に記入した後、生産量、不良改修、生産パラ

メータのような変化するデータは、希望する時(ビットtriggerなど)に記録される報告書です。  

2 リスト(List) 
主にタイトルとコラム名だけエクセルで事前に記入してあり、下方向や右方向で時間別に累積され

るデータを記録する報告書です。 ログ記録と類似した機能です。 

3 自由様式 
エクセル各セル(Cell)ごとに自由にデータや文字を記入できる機能です。スクリプト関数を利用して

動的に望む時に任意の場所にデータを記録することができます。 

 

28.1.2 エクセルのフォームファイル 

 

レポートの書式が作成されているエクセルファイルを選択します。 

つまり、事前に格納されているMSエクセルファイルを指定します。 

エクセルファイルの作成方法はとても簡単かつ直観的です。 

 

(1) フォームタイプの場合 

下図のように望む形、文字をエクセルに直接記入します。  

"$V(アドレス)"という予約語を除いたすべての文字は、レポートの結果(エクセルファイル)にそのまま反映されま

す。 

エクセルの応用機能(マクロ、グラフなど)はいずれも使うことができます。 
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[図. エクセルフォームファイル] 

 

1) システムバッファ 

システムバッファの値をエクセルのセルに記録するための予約語は"$V(SYS:システムのバッファのアドレス)"

です。 つまり、"$V(SYS:00000)"をエクセルの[B、5]セルに入力すると、レポート生成時、システムバッファ

のアドレス0度の値が保存されます。 

一般的な10進数データがない場合、拡張予約語を使用することができます。 

-$V(SYS:00000:32:FLOAT)":システムバッファのアドレス0と1の値を32bitの実数で処理して保存します。 

-"$V(SYS:00000:7:ASCII)":システムバッファのアドレス0~3の値をアスキー7文字で処理して保存します。 

-"$V(SYS:00000:16:HEX)":システムバッファのアドレス0値を16bit 16進数として保存します。 

-"$V(SYS:00000:16:DEC)":システムバッファのアドレス0値を16bit符号10進数として保存します。 

-"$V(SYS:00000:16:UDEC)":システムバッファのアドレス0値を16bit符号なし10進数として保存します。 

-"$V(SYS:00000)":システムバッファのアドレス0値を16bit符号なし10進数として保存します。 

つまり、データサイズとデータ型を省略すると、16bit/符号なし10進数とみなします。 

 

2) PLCアドレス 

 PLC値をエクセルのセルに記録するための予約語は"$V(SYMBOL:シンボルの名前)"です。  

つまり、"$V(SYSMBOL:シンボル1)"をエクセルの[H、5]セルに入力すると、レポート生成時、[シンボル1]アド

レスの値が保存されます。例えば下記の例で[シンボル1]は、シンボル管理者であらかじめ登録しておいた

"D0008"を意味します。 

 

 

[図. シンボル管理者実行] 

 

 

[図. シンボル管理者] 
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一般的な10進数データがない場合、同様に拡張予約語を使用することができます。 

-“ "$V(SYSMBOL:シンボル1:32:FLOAT)":シンボル1に登録されたアドレスに操作実数である場合、実数で処理して保

存します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1:7:ASCII)":シンボル1に登録されたアドレスがASCII 7文字の場合、文字列として保存します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1:16:HEX)":シンボル1に登録されたアドレスの値を16bit 16進数として保存します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1:16:DEC)":シンボル1に登録されたアドレスの値を16bit符号10進数として保存します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1:16:UDEC)":シンボル1に登録されたアドレスの値を16bit符号なし10進数として保存します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1)":シンボル1に登録されたアドレスの値を16bit符号なし10進数として保存します。 

つまり、データサイズとデータ型を省略すると、16bit/符号なし10進数とみなします。 

-"$V(シンボル1)":"SYMBOL"、データサイズ、データ型を省略すると、16bit/符号なし10進数とみなします。 

 

(2) リストタイプの場合 

基本的なものは、フォームタイプの場合と同じです。 

下図のように望んでいる形、文字をエクセルに直接入力します。  

"$V(アドレス、DOWN/RIGHT)"と"$DT(日付or時間、DOWN/RIGHT)"という予約語を除いたすべての文字は、レポ

ートの結果(エクセルファイル)にそのまま反映されます。 

エクセルの応用機能(マクロ、グラフなど)はいずれも使うことができます 

 

 

[図. エクセルのリストファイル] 

 

日付と時間も次のように同じ予約語で累積出力することが出来ます。 

“$DT(日付/時間形式、方向)”で構成されます。 

-"$DT(yyyy/MM/dd hh:mm:ss、DOWN)":[データ生成条件]が満たされるたびに、[年/月/日 時:分:秒]を下方向にセ

ルを変えて出力します。 

-"$DT(hh:mm:ss、DOWN)":[データ生成条件]が満たされるたびに、[時:分:秒]を下方向にセルを移動して出力します。 

-"$DT(yyyy/MM/dd、RIGHT)":[データ生成条件]が満たされるたびに、[年/月/日]を右方向にセルを移動して出力し

ます。 

 

データ値は上(フォームタイプ)で説明した予約語ルールに従います。ただし、リストタイプでは方向(DOWN or 

RIGHT)だけが追加されます。 

-"$V(SYS:00000:16:HEX、DOWN)":システムバッファのアドレス0値を16bit 16進数として保存します。[データ生成

条件]が満たされるたびに、下記のセルへ移動して記録します。 

-"$V(SYSMBOL:シンボル1、RIGHT)":シンボル1に登録されたアドレスの値を16bit符号なし10進数として保存しま

す。 [データ生成条件]が満たされるたびに、右側のセルへ移動して記録します。 
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[レポート生成条件]が満たされたら、[データ生成条件]が満たされるたびに累積保存されたデータがリスト化され

てファイルとして保存されます。 

 

(3) 自由様式の場合 

 

望む形、文字をエクセルに直接記入します。  

フォーム/リストレポートとは異なり、別途の予約語をサポートしません。 

希望するデータを特定の場所に記入するためにスクリプトのみを利用します。 

エクセルの応用機能(マクロ、グラフなど)はいずれも使うことができます 

 

 

 

[図. 自由形式のスクリプト登録] 

 

[スクリプトの編集]ボタンを押すと、自由形式レポート専用スクリプト登録ウィンドウが表示されます。 

ポップアップした[レポートスクリプト]ウィンドウで[関数]をクリックすると、関数の一覧が表示され、[カテゴリ

ー選択]をレポートで選択すると、"SetReportData"という関数を登録することができます。 

 

 

[図. 自由形式のスクリプト登録] 
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[図. SetReportData関数] 

 

例えば、SetReportData('Sheet1'、'A1'、[@SYS:00000:16:DEC]、"");  

構文をスクリプトに使用すると、エクセルファイルの[Sheet1]シートに[A、1]セル位置にシステムバッファ0アドレ

スの値を16ビット符号処理して保存することになります。 スクリプトの実行条件に合わせ、データは記入され、

実際エクセルファイルが出力される時は、フォーム/リストレポートのように[レポート生成条件]に従います。 

 

28.1.3 レポート生成の条件 

 

リポート生成条件は、レポートの結果つまり、エクセルファイルを所定の位置に保存(又はプリント)させる条件

を意味します。これで引き続き扱ってきた条件と同一に設定することができます。 

 

 

 

[図. レポート生成の条件] 
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28.1.4 データ生成の条件 

 

レポートの形式が、[リスト]である場合のみ設定します。リストレポートは、主に下の方向や右方向で時間別累

積されるデータを記録する報告書なので、累積される時点(ログ条件と類似)が必要です。 

[データ生成条件]はリストにデータが累積される条件を意味します。 

 

 

[図. データ生成の条件] 

 

28.2 保存及び出力 

 

保存および出力ではファイルが保存される経路、および保存の名前のルールなどを設定します。 

 

 
[図. 保存及び出力] 

 

28.2.1 プリントと保存 

 

 

[図. プリント& 保存] 
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No 項目 説明 

1 プリントタイプ 
[ファイルの保存]を主に使用します。 [プリント]も同時に設定して、保存と同時に印刷もできま

す。 

2 保存タイプ 

[上書き]に設定すると、ファイル生成条件が満たされ、ファイルが生成されるとき、同じ名前の

ファイルがすでにあれば上書きすることになります。 [名前の変更]に設定すると、ファイルの

名前の後ろに"_1"のように上書きはせず生成します。 

3 保存経路 レポートが保存される経路を設定します。 

 

 

28.2.2 レポートのファイル名 

 

 

[図. レポートのファイル名] 

 

No 項目 説明 

1 保存ファイル名 
ファイルの名称を記入します。 他のオプションを設定すると、基本保存ファイル名の後ろ

に続きます。 

2 
レポートファイル名 

サンプル 

基本保存ファイル名の後ろに続きます。 

保存されたファイル名をあらかじめサンプルに示します。  

"New Report HMI 2017-09-04 004838 12345.xlsx"の場合、 

"New Report":保存ファイル名 

"HMI":HMI別称(オプション) 

"2017-09-04":保存の日付(オプション) 

"000438":保存時間(時分秒)(オプション) 

"12345":保存の瞬間のPLC値や内部バッファの値を表現(オプション) 

3 HMI別名を含む HMI別名込みを選択すると、GX8で設定した別名が含まれます 

4 日付時間を含む 日程時間を含むを選択すると、保存された時点の日付、時間がファイル名に含まれます 

5 アドレス値を含む 
アドレス値を含むを選択すると、ファイル名の最後に数字や文字で追加情報の追加が可能で

す。 主にライン名や装備名または生産の種類を追加したりします。 
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28.3 レポート前/後アクション 

 

レポートの出力の前後にアクションを設定することができます。 

ファイルが生成される前に特定ビットをOnさせたり、ワード値を設定することができます。 

また、ファイル生成後、値を初期化したり、完了情報としても使用可能です。 

 

 

[図. レポート前/後アクション] 

 

アクションについては[Chapter 7.6効果及び動作ページの設定方法]をご参考ください。 


