
ViewSite Edition

 PUBLICATION VIEWSE-UM006I-JA-E–2015  2 
Supersedes Publication VIEWSE-UM006H-JA-E 

                                                                                                



Rockwell へのお問い合わせ 

Rockwell へのお問い合わせ カスタマー サポート電話番号 — 1.440.646.3434

オンライン サポート — http://www.rockwellautomation.com/support/

著作権情報 © 2014 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved.

本書およびそれに付随する Rockwell Software 製品の著作権は Rockwell Automation, Inc. が所有しています。

Rockwell Automation からの事前の書面による承諾を得ずに、いかなる複製および配布を行うことは固く禁

じられています。詳細については、使用許諾契約書をご参照ください。

商標情報 Allen-Bradley、DH+、FactoryTalk、Logix5000、PanelView、PLC-5、Rockwell、Rockwell Automation、

Rockwell Software、RSLinx、RSLogix、RSSql、RSView、SLC、SoftLogix、および WINtelligent は、Rockwell 

Automation, Inc. の商標です。 

ここに記載のない Rockwell Automation ソフトウェアまたはハードウェアもまた、Rockwell Automation, Inc. 

の登録またはその他の商標です。

その他の商標 ActiveX、Microsoft、Microsoft Access、SQL Server、Visual Basic、Visual C++、Visual SourceSafe、Windows、

Windows ME、Windows NT、Windows 2000、Windows Server-、Windows XP、Windows 7、Vista は Microsoft 

Corporation の米国または他の国における登録商標または商標です。

Adobe、Acrobat、および Reader は、米国およびその他の国々における Adobe Systems Incorporated の登録商

標まはた商標のいずれかです。

Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。

ControlNet は、ControlNet International の登録商標です。

DeviceNet は Open DeviceNet Vendor Association Inc. (ODVA) の商標です。

その他すべての商標はそれぞれの所有者の財産であることをここに確認します。

保証 本製品は使用許諾契約に従って保証されます。製品のパフォーマンスはシステム設定、実行中のアプリ

ケーションオペレータの制御、メンテナンスおよびその他の関連要因によって影響されることがあります。   

Rockwell Automation は、これらの介在要因については責任を負いかねます。本書に記載の指示は、装置、

手順、または記述された工程のすべての詳細またはバリエーションを網羅するものではなく、またインス

トール、運用、または保守時における発生の可能性があるすべての不測の事態に遭遇した際の対処を提供

するものではありません。この製品の実装はユーザーによって異なります。

本書は製品のリリース時において 新のものですが、付随のソフトウェアはリリース時以降に変更が発生

していることがあります。Rockwell Automation, Inc. は、本書またはソフトウェアに含まれるいずれの情報

を予告なしにいつでも変更することができる権限を有しています。本製品をインストールまたは使用する

際には、ご自身の責任において Rockwell からの 新の情報をご入手願います。

バージョン:8.00.00 CPR9 サービス リリース 7

2014 年 8 月 

http://www.rockwellautomation.com/support/
http://www.rockwellautomation.com/support/


目次
•  •  •  •  •
目次

1 • FactoryTalk View SE ユーザーズ ガイド ......................................... 1–1

FactoryTalk View Site Edition にようこそ...............................................................1– 1
FactoryTalk システムについて ................................................................................1– 1

FactoryTalk Services Platform ............................................................................1– 2
FactoryTalk サービスに関する詳細情報.........................................................1– 3

FactoryTalk View Site Edition ソフトウェア...........................................................1– 3
FactoryTalk View SE の機能 .............................................................................1– 5

クイック スタート: 必要なソフトウェアを設定する..........................................1– 6
手順 1: ネットワークのレイアウトを作成する ............................................1– 8
手順 2: FactoryTalk Services Platform をインストールする ..........................1– 8
手順 3: FactoryTalk View SE をインストールする ........................................1– 8
手順 4: 接続オプションを選択する ................................................................1– 9
手順 5: 必要なアクティベーション キーをインストールする .................1– 10
手順 6: FactoryTalk Directory の設定 .............................................................1– 11

Samples Water アプリケーションの詳細 .............................................................1– 11
新しい FactoryTalk View SE アプリケーションの作成 ......................................1– 13

手順 1: アプリケーションを作成する ..........................................................1– 14
手順 2: グラフィック ディスプレイを作成する .........................................1– 15
手順 3: FactoryTalk View SE Client でアプリケーションの 
実行テストを行う .......................................................................................1– 16

2 • FactoryTalk View Studio の詳細...................................................... 2–1

FactoryTalk View Studio について ...........................................................................2– 1
FactoryTalk Security 権限について ..................................................................2– 1

FactoryTalk View Studio でアプリケーションを開く ...........................................2– 2
HMI プロジェクト フォルダに対するアクセスの問題を解決する ...........2– 3
Samples Water アプリケーションを開く ........................................................2– 3

FactoryTalk View Studio メイン ウィンドウの各部分について ..........................2– 4
メニュー バー ....................................................................................................2– 5
ツールバー .........................................................................................................2– 5
エクスプローラ .................................................................................................2– 6
ワークスペース .................................................................................................2– 6
[アプリケーション] タブ..................................................................................2– 6
[通信] タブ..........................................................................................................2– 6
診断リスト .........................................................................................................2– 6
ステータス バー ................................................................................................2– 7
ワークブック モード ........................................................................................2– 8
メイン ウィンドウで項目を表示または非表示にする ................................2– 9
iii



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

エクスプローラ ウィンドウでの作業....................................................................2– 9
エクスプローラ ウィンドウを移動する ......................................................2– 10
フォルダを開閉する .......................................................................................2– 11
コンポーネント エディタを開く ..................................................................2– 11
コンポーネントを作成および修正する .......................................................2– 14
アプリケーションにコンポーネントを追加する .......................................2– 15
コンポーネントに名前を付ける ...................................................................2– 16
コンポーネントの削除、除外、名前変更 ...................................................2– 17

エディタの使用方法...............................................................................................2– 18
共通の操作にすばやくアクセスする ...........................................................2– 18
リストとコンポーネントを参照する ...........................................................2– 18
タグに名前を付ける .......................................................................................2– 19
コマンドを選択および作成する ...................................................................2– 19
式の作成 ...........................................................................................................2– 20

FactoryTalk View SE からの印刷 ...........................................................................2– 20
プリンタを選択する .......................................................................................2– 21
実行時に印刷する ...........................................................................................2– 21

3 • アプリケーションの計画.................................................................... 3–1

自動化するプロセスについて理解する.................................................................3– 1
ネットワーク レイアウトを計画する....................................................................3– 2

Windows ドメインまたはワークグループを選択する .................................3– 2
必要なコンピュータを決定する .....................................................................3– 3

通信を計画する .........................................................................................................3– 6
データへのアクセス方法を決定する .............................................................3– 7

アラームを監視および制御する.............................................................................3– 7
アラームの監視および制御システムを計画する .........................................3– 8
FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用する利点 .............................3– 8
従来型の HMI タグ アラーム ..........................................................................3– 9

HMI タグをいつ使用するか決定する ..................................................................3– 10
HMI タグ データベースを設計する ............................................................3– 10

信頼性の高い制御システムを設計する...............................................................3– 11
システムを保護する方法を計画する ...........................................................3– 11
組み込みのシステム可用性機能の使用を計画する ...................................3– 12

実行時アプリケーションを設定する...................................................................3– 13
グラフィック ディスプレイの階層を設計する ..........................................3– 14
一貫性を確保するためのテンプレートを作成する ...................................3– 14
ビジュアル デザインの原則を適用する ......................................................3– 15
トレンドの使用方法を計画する ...................................................................3– 16
実行時の言語切り替えを計画する ...............................................................3– 16
iv



目次
•  •  •  •  •
展開と維持が容易なシステムを設計する...........................................................3– 17
複数のユーザー用にアプリケーションを設計する ...................................3– 17

他のアプリケーションと統合し、システムをカスタマイズする...................3– 18

4 • FactoryTalk Directory を設定する ................................................... 4–1

FactoryTalk Directory について ................................................................................4– 1
ネットワークされたシステム内の FactoryTalk Directory ............................4– 2
FactoryTalk View SE アプリケーションの FactoryTalk Directory ................4– 4
ローカル ステーション アプリケーション ...................................................4– 4
ネットワーク アプリケーションを実行する ................................................4– 5

FactoryTalk Directory サーバーの場所を指定する ................................................4– 6
ローカル ステーション アプリケーションへの 

FactoryTalk Directory の設定.........................................................................4– 8
Network Directory サーバーを使用できない場合 .................................................4– 9

Network Directory ステータスの監視 ..............................................................4– 9

5 • セキュリティを設定する.................................................................... 5–1

FactoryTalk Security サービスの概要 ......................................................................5– 1
FactoryTalk Directory について ........................................................................5– 2
FactoryTalk Security に関する詳細情報 ..........................................................5– 3

FactoryTalk システムへの初期アクセス権を取得する ........................................5– 3
FactoryTalk View SE へのユーザーのログオンおよびログオフ .........................5– 5

FactoryTalk Directory へのログオン ................................................................5– 5
FactoryTalk View Studio へのログオン............................................................5– 7
FactoryTalk View SE Client へのログオン.......................................................5– 7

FactoryTalk View SE アプリケーションの保護方法を決定する .......................5– 10
実行時の FactoryTalk View SE アプリケーションの保護 ..........................5– 11
FactoryTalk システム リソースを保護する..................................................5– 13

FactoryTalk View SE で FactoryTalk アカウントを設定する .............................5– 13
実行時セキュリティ エディタでアカウントを設定する ..........................5– 14
実行時セキュリティ リストから All Users を削除する .............................5– 18
ログインとログアウトのマクロを指定する ...............................................5– 18
実行時セキュリティ アカウントを削除する ..............................................5– 20

HMI プロジェクト コンポーネントの実行時セキュリティを設定する .........5– 20
コマンドおよびマクロにセキュリティ コードを割り当てる ..................5– 21
グラフィック ディスプレイへのセキュリティ コードを割り当てる .....5– 22
OLE オブジェクトにセキュリティ コードを割り当てる ........................5– 23
HMI タグにセキュリティ コードを割り当てる ........................................5– 24

アプリケーションへの実行時アクセスを制御するその他の方法...................5– 25
オペレータを実行時環境にロックする .......................................................5– 25
署名ボタンを使用して、ユーザー アクションを制御する ......................5– 26
v



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

FactoryTalk Securityアカウントについて .............................................................5– 26
All Users アカウントについて .......................................................................5– 26
セキュリティを設定できるユーザーの指定 ...............................................5– 27

使用するアカウントのタイプを選択する...........................................................5– 28
グループ アカウントを作成する ..................................................................5– 29

ユーザーおよびコンピュータのアカウントを設定する...................................5– 30
ネットワーク アプリケーションのコンピュータ アカウントの作成 .....5– 31

システム全体のポリシーを設定する...................................................................5– 33
FactoryTalk システム リソースに対するセキュリティを設定する .................5– 35

FactoryTalk Security 設定を変更する ............................................................5– 35
ユーザーが実行できるアクションを指定する ...........................................5– 38
アクションを編成する ...................................................................................5– 38

継承した権限について理解する...........................................................................5– 39
継承のチェーンの分断 ...................................................................................5– 40
明示的な権限を使用して継承を上書きする ...............................................5– 41

FactoryTalk View SE での保護タスクの実行 .......................................................5– 42

6 • ネットワーク分散アプリケーションを操作する................................ 6–1

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク分散アプリケー 
ションについて .....................................................................................................6– 1
ネットワーク分散アプリケーションの構成 .................................................6– 2
FactoryTalk システムについて.........................................................................6– 4
FactoryTalk サービスに関する詳細情報.........................................................6– 4

ネットワーク分散アプリケーションの主な概念.................................................6– 4
FactoryTalk Network Directory ..........................................................................6– 4
FactoryTalk Security ......................................................................................6– 5
HMI サーバー ...................................................................................................6– 6
HMI プロジェクト ...........................................................................................6– 6
HMI クライアント ...........................................................................................6– 7
領域 ....................................................................................................................6– 7
絶対参照および相対参照 .................................................................................6– 8
システムの可用性 ...........................................................................................6– 10
言語切り替え ...................................................................................................6– 11

ネットワーク分散アプリケーションの作成.......................................................6– 11
ネットワーク分散アプリケーションへの領域およびサー 
バーを追加する ...................................................................................................6– 12
領域を追加および削除する ...........................................................................6– 12
HMI サーバーを追加する .............................................................................6– 13
データ サーバーを追加する ..........................................................................6– 14
タグ アラームとイベント サーバーを追加する .........................................6– 15
複数のサーバーを使用する時間を決定する ...............................................6– 15
vi



目次
•  •  •  •  •
複数の HMI サーバーを実行する .................................................................6– 16
HMI サーバーのディスク容量を監視する ..................................................6– 17

HMI サーバーのプロパティを設定する.............................................................6– 17
ホスト コンピュータの名前を変更する ......................................................6– 19
サーバーの起動方法を選択する ...................................................................6– 19
HMI サーバーの冗長性を設定する .............................................................6– 20
起動コンポーネントとシャットダウン コンポーネントを選択する ......6– 21
HMI サーバー コンポーネントを手動で起動および停止する ................6– 22

HMI サーバーのステータスを監視する ..............................................................6– 23
HMI サーバーを削除する.....................................................................................6– 23

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除する ................................6– 24
ネットワーク分散アプリケーションを名前変更および削除する...................6– 25

ネットワーク分散アプリケーションをバックアップおよび復元する ...6– 26

7 • ネットワーク ステーション アプリケーションを操作する ............... 7–1

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク ステーション アプ 
リケーションについて .........................................................................................7– 1
ネットワーク ステーション アプリケーションの構成 ...............................7– 2
FactoryTalk システムについて.........................................................................7– 3
FactoryTalk サービスに関する詳細情報.........................................................7– 4

ネットワーク ステーション アプリケーションの主な概念...............................7– 4
FactoryTalk Network Directory ..........................................................................7– 4
FactoryTalk Security ......................................................................................7– 5

HMI サーバー ...................................................................................................7– 5
HMI プロジェクト ...........................................................................................7– 6
HMI クライアント ...........................................................................................7– 6
領域 ....................................................................................................................7– 6
相対参照 .............................................................................................................7– 7
システムの可用性 .............................................................................................7– 7
言語切り替え .....................................................................................................7– 8

ネットワーク ステーション アプリケーションを作成する...............................7– 8
ネットワーク ステーション アプリケーションへの領域およ 
びサーバーを追加する .........................................................................................7– 9
領域を追加および削除する .............................................................................7– 9
HMI サーバーを追加する .............................................................................7– 10
データ サーバーを追加する ..........................................................................7– 11
タグ アラームとイベント サーバーを追加する .........................................7– 12
HMI サーバーのディスク容量を監視する ..................................................7– 13

HMI サーバーのプロパティを設定する.............................................................7– 13
HMI サーバー コンポーネントを手動で起動および停止する ................7– 14
vii



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

HMI サーバーのステータスを監視する ..............................................................7– 15
HMI サーバーを削除する.....................................................................................7– 15

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除する ................................7– 16
ネットワーク ステーション アプリケーションを名前変更および 
削除する ...............................................................................................................7– 17
ネットワーク ステーション アプリケーションをバックアッ 
プおよび復元する .......................................................................................7– 18

アプリケーションの場所を決定する...................................................................7– 18

8 • ローカル ステーション アプリケーションを操作する ...................... 8–1

FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケーションについて .......8– 1
ローカル ステーション アプリケーションの構成 .......................................8– 2
FactoryTalk システムについて.........................................................................8– 3
FactoryTalk サービスに関する詳細情報.........................................................8– 4

ローカル ステーション アプリケーションの主な概念.......................................8– 4
FactoryTalk Local Directory ...............................................................................8– 4
FactoryTalk Security ......................................................................................8– 5
HMI サーバー ....................................................................................................8– 5
HMI プロジェクト ............................................................................................8– 6
HMI クライアント ............................................................................................8– 6
相対参照 .............................................................................................................8– 6
言語切り替え .....................................................................................................8– 7

ローカル ステーション アプリケーションを作成する.......................................8– 7
新しいアプリケーションにプロジェクトをインポートする .....................8– 8

ローカル ステーション アプリケーションにサーバーを追加する...................8– 8
タグ アラームとイベント サーバーを追加する ...........................................8– 9

HMI サーバーのプロパティを設定する...............................................................8– 9
起動コンポーネントとシャットダウン コンポーネントを選択する ......8– 10

HMI サーバーのステータスを監視する ..............................................................8– 11
ローカル ステーション アプリケーションを名前変更、削除、 
コピーする ...........................................................................................................8– 11
ローカル ステーション アプリケーションのバックアップ 
および復元について ...................................................................................8– 12

9 • 通信を設定する .................................................................................. 9–1

データ サーバーについて........................................................................................9– 1
1 つのアプリケーションで複数のデータ サーバーを使用する .................9– 2

FactoryTalk View SE で通信を設定する .................................................................9– 3
FactoryTalk Security 権限について ..................................................................9– 5

アプリケーションにRSLinx Enterprise データ サーバーを追加する .................9– 5
全般プロパティを設定する .............................................................................9– 5
viii



目次
•  •  •  •  •
RSLinx Enterprise データ サーバーの冗長性を設定する .............................9– 7
FactoryTalk Alarms and Events のサポートを設定する .................................9– 8
RSLinx Enterprise データ サーバーを削除する .............................................9– 8

RSLinx Enterprise の通信を設定する ......................................................................9– 8
[プライマリ] タブおよび [セカンダリ] タブについて .................................9– 9

アプリケーションに OPC データ サーバーを追加する ....................................9– 10
全般プロパティを設定する ...........................................................................9– 10
OPC データ サーバーの冗長性を設定する ................................................9– 11
詳細なプロパティを設定する .......................................................................9– 13
OPC データ サーバーを削除する .................................................................9– 14

10• タグを操作する ................................................................................ 10–1

データ サーバー タグと HMI タグについて......................................................10– 1
直接参照によって重複を排除する ...............................................................10– 2
HMI タグの拡張機能を使用する .................................................................10– 2

FactoryTalk View SE アプリケーションでタグ データを使用する ..................10– 4
データ サーバー タグを設定する .................................................................10– 4
HMI タグを設定する .....................................................................................10– 5
タグ データを必要するタグ名を指定する ..................................................10– 5
タグの値をロギングする ...............................................................................10– 6
タグ関連の限界値を遵守する .......................................................................10– 6

タグ参照について ...................................................................................................10– 7
絶対参照 ...........................................................................................................10– 7
相対参照 ...........................................................................................................10– 8
ホーム領域 .......................................................................................................10– 8

タグ ブラウザの構成..............................................................................................10– 9
フォルダ内のタグを表示する .....................................................................10– 10
サーバー名を表示する .................................................................................10– 11
ホーム領域でタグを検索する .....................................................................10– 11

タグを検索して選択する.....................................................................................10– 11
タグまたはテキスト文字列を検索する .....................................................10– 12
すべてのタグまたはテキスト文字列のリストを検索する .....................10– 13
タグ ブラウザでタグを検索するには ........................................................10– 14
個々のタグの代わりにフォルダを選択する .............................................10– 14
タグのプロパティを表示する .....................................................................10– 15
タグにフィルタを適用する .........................................................................10– 16
HMI タグを作成、変更、インポートする ...............................................10– 17

オフライン タグを参照する................................................................................10– 17
RSLinx Enterpriseからオフライン タグを参照する ..................................10– 18
RSLinx Classic からオフライン タグを参照する ......................................10– 18
他の OPC サーバーからオフライン タグを参照する .............................10– 19
ix



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

HMI タグを操作する ...........................................................................................10– 19
HMI タグのタイプ ........................................................................................10– 19
HMI タグのデータ ソース .........................................................................10– 20

HMI タグを編成する ...........................................................................................10– 21
HMI タグに名前を付ける ...........................................................................10– 21
フォルダ内の HMI タグをグループ化する ..............................................10– 21
タグの統計を表示する .................................................................................10– 22

タグ エディタの構成............................................................................................10– 22
[適用] ボタンと [取消] ボタン .....................................................................10– 23
フォームとスプレッドシート .....................................................................10– 24
クエリー ボックス ........................................................................................10– 24
フォルダ階層 .................................................................................................10– 24

HMI タグを作成、変更、削除する ....................................................................10– 25
HMI タグのデータ ソースを選択する ...............................................................10– 26

デバイスから HMI タグ データを取得する ..............................................10– 26
メモリから HMI タグ データを取得する ..................................................10– 27

タグ エディタを使用しないで HMI タグを作成する.....................................10– 28
サードパーティ製アプリケーションでタグを作成する .........................10– 28
他の FactoryTalk View エディタでタグを作成する ..................................10– 28
タグをインポートおよびエクスポートする .............................................10– 29
PLC データベースからタグをインポートする .........................................10– 29

HMI タグのアラーム条件を定義する...............................................................10– 31
実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する .........................10– 31

11• HMI タグ アラームを設定する ......................................................... 11–1

HMI タグ アラームについて .................................................................................11– 1
HMI タグ アラームの機能 .............................................................................11– 2
FactoryTalk Alarms and Events について .......................................................11– 2

HMI タグ アラームの主な概念。...........................................................................11– 3
アナログ タグのアラームのしきい値 ..........................................................11– 3
デジタル タグのアラーム状態 ......................................................................11– 7
アラームの重要度 ...........................................................................................11– 7
アラーム メッセージ ......................................................................................11– 8
アラーム ログ ファイル .................................................................................11– 8
HMI タグ アラーム ディスプレイ ................................................................11– 8
アラーム認識 .................................................................................................11– 11
アラーム抑制 .................................................................................................11– 12
式の中のアラーム関数 .................................................................................11– 12
認識ビット .....................................................................................................11– 14
ハンドシェイク ビット ................................................................................11– 15
x



目次
•  •  •  •  •
HMI タグ アラームの設定手順の概要 ...............................................................11– 15
一般的な HMI タグ アラームの動作を設定する ..............................................11– 16

アラームの監視を設定する .........................................................................11– 18
アラームの重要度を設定する .....................................................................11– 19
アラーム メッセージを設定する ................................................................11– 20

HMI タグのアラーム条件を設定する ................................................................11– 22
HMI アナログ タグにアラームを設定する ...............................................11– 24
HMI デジタル タグにアラームを設定する ...............................................11– 24
実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する .........................11– 24

FactoryTalk View SE アラーム イベントについて ............................................11– 25
HMI タグ アラームのロギングを設定する .......................................................11– 27

ログ ファイルが格納または印刷される場所を指定する ........................11– 29
ログ ファイルを作成および削除する時間を指定する ............................11– 29
中央の ODBC データベースにロギングする周期を設定する ................11– 30
ODBC 形式にアラーム ログ ファイルを手動でエクスポートする .....11– 30
HMI アラーム ロギングの ODBC データベースのスキーマ ..................11– 31

HMI タグ アラーム ログ ファイルを表示する .................................................11– 33
アラーム ログ ファイル名 ...........................................................................11– 34
実行時にアラーム ログ ファイルに注釈を追加する ...............................11– 35

アラーム ロギングを抑制する............................................................................11– 36
アラームの印刷を抑制する .........................................................................11– 37

HMI タグ アラーム サマリを作成する ..............................................................11– 38
HMI タグ アラーム サマリの構成 ..............................................................11– 39
見出しを挿入する .........................................................................................11– 39
フォントを選択する .....................................................................................11– 40
色および点滅スタイルを選択する .............................................................11– 40
ボタンを選択する .........................................................................................11– 41
表示するデータを選択する .........................................................................11– 42
実行時にソートおよびフィルタを行う .....................................................11– 44

タグ プレースホルダを使用してアラーム情報のソースを指定する............11– 44
選択したアラームのコマンドまたはカスタム プログラムを実行する........11– 45

[実行] ボタンを使用してコマンドまたはプログラムを実行する .........11– 45
[ID] ボタンを使用してコマンドまたはプログラムを実行する .............11– 48

HMI タグ アラームの監視を開始および停止する ...........................................11– 48
HMI タグ アラームの監視を開始する方法 ...............................................11– 48
HMI タグ アラームの監視を停止する方法 ...............................................11– 49

12• FactoryTalk アラームを設定する.................................................... 12–1

FactoryTalk Alarms and Events について ...............................................................12– 1
FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用する利点 ...........................12– 2
従来の HMI タグ アラームについて ............................................................12– 5
xi



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

FactoryTalk Alarms and Events に関する詳細情報 .......................................12– 5
FactoryTalk Alarms and Events の主な概念 ...........................................................12– 7

アラームおよびイベント ...............................................................................12– 7
アラーム サーバー ..........................................................................................12– 7
レベル アラーム ..............................................................................................12– 8
偏差アラーム .................................................................................................12– 11
デジタル アラーム ........................................................................................12– 12
FactoryTalk アラームとイベント ディスプレイ........................................12– 12
アラームの優先度および重要度 .................................................................12– 14
アラーム クラス ............................................................................................12– 15
アラーム状態 .................................................................................................12– 15
アラーム タグ ................................................................................................12– 16
アラーム ステータス タグ ...........................................................................12– 16
アラーム メッセージ ....................................................................................12– 17
アラームの監査、診断、および履歴ログ .................................................12– 17

FactoryTalk アラームを設定する基本的な手順のまとめ ................................12– 18
システム全体のアラームとイベントのポリシーを設定する.........................12– 19

FactoryTalk アラーム情報へのアクセスを保護する.................................12– 21
Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する .......................................12– 22

FactoryTalk Alarms and Events のサポートを設定する .............................12– 22
デバイスベースのアラーム ソースを指定する ........................................12– 24

タグ アラームとイベント サーバーを操作する...............................................12– 24
アラームの優先度と履歴ロギングを設定する .........................................12– 25

FactoryTalk タグベースのアラームを設定する ................................................12– 27
タグベースのデジタル アラームを作成する ............................................12– 27
タグベースのレベル アラームを作成する ................................................12– 29
タグベースの偏差アラームを作成する .....................................................12– 30
タグベースのアラームを表示する .............................................................12– 31
タグベースのアラームのステータス タグを設定する ............................12– 32
タグベースのアラーム メッセージを設定する ........................................12– 33
アラーム メッセージに変数を追加する ....................................................12– 35
タグ更新頻度を指定する .............................................................................12– 36

 アラームとイベント履歴ロギングを設定する................................................12– 36
アラームとイベント ログ データベースを定義する ...............................12– 37
アラームとイベント履歴ロギングの有効化 .............................................12– 38

アラームとイベント ディスプレイを設定する................................................12– 38
アラームとイベントのグラフィック ライブラリについて ....................12– 39
アラームとイベント サマリを設定する ....................................................12– 39
アラームとイベント バナーを設定する ....................................................12– 42
実行時のアラームとイベント バナーについて ........................................12– 44

 アラーム サマリを使用してアラームに対して監視および応答する...........12– 46
アラームとイベント サマリの構成 ............................................................12– 47
xii



目次
•  •  •  •  •
アラームを認識する .....................................................................................12– 48
ラッチされたデジタル アラームをリセットする ....................................12– 50
アラームを抑制して無効化する .................................................................12– 50
アラームの抑制を解除する、またはアラームを有効化する .................12– 51
アラームを延期または延期を解除する .....................................................12– 51
[アラームの延期解除] ダイアログ ボックスで、アラー 
ムを延期解除している理由を説明するコメントを入力 
してから、[延期解除] をクリックします。............................................12– 53

アラーム ステータス エクスプローラのアラーム ソー 
スを操作する .............................................................................................12– 53

アラーム ステータス エクスプローラの構成 ...........................................12– 54
アラーム詳細を表示する .............................................................................12– 56
アラームを抑制解除および抑制する .........................................................12– 57
アラームを無効化および有効化する .........................................................12– 57

アラームとイベントの履歴ログを表示する.....................................................12– 58
アラームとイベントログ ビューアの構成 ................................................12– 59

 タグを使用して、アラームの操作およびステータスの取得を行う............12– 61
式で FactoryTalk アラーム関数を使用する .......................................................12– 63

アラームの重要度について情報を取得する .............................................12– 64
アラーム数について情報を取得する .........................................................12– 65
式内で FactoryTalk アラーム ソースを指定する.......................................12– 66
アラーム ソースが使用できなくなった場合 ............................................12– 67

アラームをインポートおよびエクスポートする.............................................12– 69
インポートおよびエクスポートの形式について .....................................12– 70

13• 言語切り替えを設定する.................................................................. 13–1

言語切り替えについて...........................................................................................13– 1
実行時に異なる言語で表示できるテキスト文字列...........................................13– 2

各種言語で表示できないテキスト文字列 ...................................................13– 3
言語切り替え設定手順の概要...............................................................................13– 6

FactoryTalk Security 権限について ................................................................13– 6
Windows 言語のフォント サポートを設定する .................................................13– 7

追加の Windows 言語のフォント サポートを有効にする .........................13– 7
新しい FactoryTalk View アプリケーションの言語を選択する........................13– 8

現在のアプリケーション言語について .......................................................13– 9
アプリケーションに言語を追加する...................................................................13– 9
デフォルトのアプリケーション言語を設定する.............................................13– 10

未定義のテキスト文字列をデフォルト言語で表示する .........................13– 11
アプリケーションのテキスト文字列をエクスポートする.............................13– 12

エクスポートに関する問題のトラブルシューティング .........................13– 13
エクスポート ファイルの形式 ....................................................................13– 13
xiii



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

Excel スプレッドシートにエクスポートされたテキスト 
文字列を操作する .............................................................................................13– 15
スプレッドシートの形式を維持する .........................................................13– 17
テキスト文字列を修正または翻訳する .....................................................13– 17
重複テキスト文字列を操作する .................................................................13– 18

Unicode テキスト ファイルにエクスポートされた文字列を操作する .........13– 19
ファイル名およびファイル形式 .................................................................13– 20
Unicode テキスト ファイルを Microsoft Excel で開く..............................13– 20
Unicode テキスト ファイルを Microsoft Excel で保存する......................13– 20
Excel で保存された Unicode ファイルの形式の違い................................13– 21
Unicode テキスト ファイルをメモ帳で保存する......................................13– 21
ファイル スキーマ ........................................................................................13– 21
二重引用符のペアを操作する .....................................................................13– 22
バックスラッシュと改行文字を操作する .................................................13– 23

翻訳または修正されたテキスト文字列をインポートする.............................13– 23
インポートに関する問題のトラブルシューティング .............................13– 25

実行時の言語切り替えを設定する.....................................................................13– 30
言語コマンドを使用して言語を切り替える .............................................13– 30

グラフィック ライブラリで多言語をサポートする........................................13– 31
新しいグラフィック ライブラリの言語サポート ....................................13– 31
多言語アプリケーションでグラフィック ライブラリを使用する ........13– 32

14• FactoryTalk システムの可用性を設定する ..................................... 14–1

システム可用性を 大にする FactoryTalk の機能 .............................................14– 1
システム可用性に関する詳細情報 ...............................................................14– 2

アプリケーション サーバーのステータスを監視する......................................14– 3
非冗長サーバーと冗長サーバーの状態 .......................................................14– 4
冗長サーバーに固有の状態 ...........................................................................14– 6
非冗長 HMI サーバーに障害が発生した場合 .............................................14– 7

Network Directory サーバーのステータスを監視する .......................................14– 8
Network Directory サーバーを使用できない場合 ........................................14– 9

システム可用性対策の一部としての冗長性.....................................................14– 10
冗長システムのレイアウトを計画する .....................................................14– 10
FactoryTalk View SE のシステム制限について .........................................14– 13
FactoryTalk View SE を冗長システムでアクティブ化する .....................14– 14
FactoryTalk View SE で冗長サーバーを設定する .....................................14– 15

冗長 HMI サーバー ペアを設定する ..................................................................14– 16
Network Directory をセカンダリ コンピュータで指定する .....................14– 16
HMI プロジェクト ファイルをセカンダリ コンピュー 
タにコピーする .........................................................................................14– 17

HMI サーバーの冗長性オプションを設定する ........................................14– 18
xiv



目次
•  •  •  •  •
セカンダリ HMI サーバーに変更を複製する ...........................................14– 19
冗長ペアでのアクティブな HMI サーバーを決定する ...................................14– 20

HMI サーバーがアクティブまたはスタンバイになる条件 ....................14– 21
アクティブ時マクロおよびスタンバイ時マクロを指定する .................14– 22
両方のサーバーがアクティブになった場合 .............................................14– 22

アクティブ サーバーとスタンバイ サーバーを手動で切り替える...............14– 24
FactoryTalk Security 権限について ..............................................................14– 25

プライマリ HMI サーバーに障害が発生した場合 ...........................................14– 25
スタンバイ状態のセカンダリ サーバーにフェイルオーバーする ........14– 26
プライマリ サーバーにスイッチバックするか、アクティブ 
サーバーを維持するか .............................................................................14– 26

プライマリ サーバーにスイッチバックしたときにクライ 
アントに通知する .....................................................................................14– 28

実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する ..................................14– 28
HMI タグのプロパティを修正する ............................................................14– 28
HMI タグ アラームのプロパティを変更する ...........................................14– 32

オンライン冗長システムで HMI データを管理する .......................................14– 35
冗長コンピュータのタイムクロックを同期する .....................................14– 35
診断ログおよびアラーム ログ データの保存を一元化する ...................14– 36
イベントを実行するサーバーを決定する .................................................14– 37
ディライブド タグとデータ ログ ファイルを同期する ..........................14– 37

ネットワーク クライアントとサーバーの接続を監視する............................14– 38
ネットワーク異常について .........................................................................14– 39

15• システム アクティビティのロギング............................................... 15–1

FactoryTalk Diagnostics について ..........................................................................15– 1
診断設定手順の概要 .......................................................................................15– 2
FactoryTalk Diagnostics に関する詳細情報...................................................15– 2

FactoryTalk Diagnostics の主な概念。....................................................................15– 2
宛先 ...................................................................................................................15– 3
メッセージ ルーティング ..............................................................................15– 3
メッセージのカテゴリ ...................................................................................15– 3

FactoryTalk View で FactoryTalk Diagnostics を設定する ...................................15– 5
メッセージ ルーティングを設定する ..........................................................15– 5
中央のデータベースにロギングする ...........................................................15– 6

診断リスト内のシステム イベントを追跡する..................................................15– 8
診断リストを操作する ...................................................................................15– 8
診断リストでメッセージを表示する ...........................................................15– 9
xv



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

FactoryTalk Diagnostics ログを表示する ............................................................15– 10

16• グラフィック ディスプレイを作成する ........................................... 16–1

グラフィック ディスプレイについて..................................................................16– 1
グラフィック ディスプレイ XML ファイルをインポートお 
よびエクスポートする ...............................................................................16– 2

グローバル オブジェクト ディスプレイについて .....................................16– 3
グラフィック エディタの構成..............................................................................16– 4

オブジェクト エクスプローラでディスプレイの内容を表示する ..........16– 6
プロパティ パネルにオブジェクトのプロパティを表示する ..................16– 7

グラフィック ディスプレイでの作業方法..........................................................16– 9
ズーム インとズーム アウト .........................................................................16– 9
ディスプレイのグリッドを設定する ...........................................................16– 9
ツールバーを使用する .................................................................................16– 10
オブジェクトを選択する .............................................................................16– 10
ショートカット メニューを使用して、アクションをすば 
やく実行する .............................................................................................16– 11

グラフィック オブジェクトの使用方法............................................................16– 11
オブジェクトを複製する .............................................................................16– 14
オブジェクトのサイズと形を変更する .....................................................16– 15
オブジェクトを配列する .............................................................................16– 16
オブジェクトを反転する .............................................................................16– 20
オブジェクトを回転する .............................................................................16– 21
オブジェクトをグループ化する .................................................................16– 22
オブジェクトのグループ化を解除する .....................................................16– 22
グループ化されたオブジェクトを変更する .............................................16– 23
色を適用する .................................................................................................16– 24
塗りつぶし模様のスタイルと色を適用する .............................................16– 25
線のプロパティを変更する .........................................................................16– 26
グラフィック オブジェクトに名前を付ける ............................................16– 26
タグおよび式をオブジェクトに割り当てる .............................................16– 27
グラフィック オブジェクトにヒントを追加する ....................................16– 28
タグの置き換えを使用してテキスト文字列を置換する .........................16– 29
ディスプレイの背景を作成する .................................................................16– 29

グラフィック ディスプレイのテスト................................................................16– 30
さまざまな状態でオブジェクトの外観をテストする .............................16– 31

グローバル オブジェクト ディスプレイを作成および操作する...................16– 31
グローバル オブジェクト ディスプレイを作成する ...............................16– 32
参照オブジェクトが含まれる標準ディスプレイを追加する .................16– 33
実行時のグローバル オブジェクト ディスプレイについて ...................16– 34
xvi



目次
•  •  •  •  •
コントローラ指示フェースプレートをアプリケーションに追加する.........16– 34
グラフィック エディタでフェースプレートを操作する ........................16– 35

グラフィック ライブラリからオブジェクトを使用する................................16– 36
ライブラリ ファイルの場所 ........................................................................16– 36

サードパーティ製アプリケーションからグラフィック ファイルを 
インポートする .................................................................................................16– 36

FactoryTalk View アプリケーションでビットマップを使用する ...........16– 37
ビットマップを使用する場合 .....................................................................16– 39

イメージ ブラウザを使用してイメージをインポートする............................16– 39
イメージ ブラウザを開く複数の方法 ........................................................16– 39

プレースホルダを使用してタグ値を指定する.................................................16– 41
タグ プレースホルダを作成する ................................................................16– 41
パラメータ ファイルを使用してタグ プレースホルダを置換する .......16– 42
パラメータ リストを使用してタグ プレースホルダを置換する ...........16– 43

グローバル オブジェクトに対するタグ プレースホルダを設定する...........16– 44
参照オブジェクトで使用するタグ プレースホルダを定義する ............16– 44
タグ プレースホルダを使用するグローバル オブジェクトを変更 
する .............................................................................................................16– 47

グラフィック ディスプレイの外観と動作を設定する....................................16– 48
グラフィック ディスプレイのプロパティを設定する ............................16– 48
グラフィック ディスプレイの実行時の動作を設定する ........................16– 55
ディスプレイをすばやく開くように設定する .........................................16– 59
デフォルトのディスプレイ設定を変更する .............................................16– 60

ディスプレイを FactoryTalk View SE Client ウィンドウに 
ドッキングする .................................................................................................16– 60
ディスプレイをドッキングするための Display コマンド パラ 
メータ .........................................................................................................16– 61

ドッキングされたディスプレイの外観と動作について .........................16– 62
ドッキングされたディスプレイを閉じる .................................................16– 64

実行時にディスプレイを印刷する.....................................................................16– 64

17• グラフィック オブジェクトを作成する ........................................... 17–1

FactoryTalk View SE でのグラフィック オブジェクトのタイプ ......................17– 1
グローバル オブジェクトについて ..............................................................17– 2

グラフィック オブジェクトのプロパティを設定する......................................17– 3
すべてのオブジェクトに共通のプロパティを設定する ...........................17– 4

複数のタイプの描画オブジェクトを作成する...................................................17– 5
四角形や正方形を描画する ...........................................................................17– 5
角の丸い四角形を描画する ...........................................................................17– 5
連続直線や多角形を描画する .......................................................................17– 6
楕円または円を描画する ...............................................................................17– 7
xvii



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

円弧またはくさび形を描画する ...................................................................17– 7
描画オブジェクトのプロパティを変更する ...............................................17– 8
テキスト オブジェクトを作成する ..............................................................17– 8
パネルを作成する ...........................................................................................17– 9

イメージをグラフィック ディスプレイに追加する........................................17– 10
グラフィック ディスプレイにイメージを配置する ................................17– 10
イメージをアプリケーションに追加する .................................................17– 10
イメージをグラフィック ディスプレイにインポートする ....................17– 11
イメージをグラフィック ディスプレイに貼り付ける ............................17– 11

データを使用するオブジェクトの操作方法。...................................................17– 11
タグ名を指定する .........................................................................................17– 11
入力フォーカスがあるオブジェクトを判断する .....................................17– 12
キーボードを使用して、フォーカスできるオブジェクトを 
選択する .....................................................................................................17– 12

タブ シーケンスからオブジェクトを削除する ........................................17– 13
さまざまなタイプの押しボタンを作成する.....................................................17– 14

ボタン式押しボタンを作成する .................................................................17– 15
瞬時式押しボタンを作成する .....................................................................17– 16
持続式押しボタンを作成する .....................................................................17– 17
ラッチ式押しボタンを作成する .................................................................17– 18
マルチステート押しボタンを作成する .....................................................17– 20
実行時エラー状態について .........................................................................17– 20
連動式押しボタンを作成する .....................................................................17– 21
ランプ式押しボタンを作成する .................................................................17– 22
ナビゲーション押しボタンを作成する .....................................................17– 24

複数のタイプのデータ ディスプレイ オブジェクトと入 
力オブジェクトを作成する .............................................................................17– 25
入力オブジェクトを使用してデータの取得および送信を行う .............17– 26
データの取得および送信のためのショートカット キー ........................17– 30
データの取得および送信のための FactoryTalk View コマンド ..............17– 31
スクリーン キーボードの構成 ....................................................................17– 31
数値および文字列ディスプレイ オブジェクトを作成する ....................17– 32
数値および文字列入力オブジェクトを作成する .....................................17– 33

さまざまなタイプのインジケータを作成する.................................................17– 33
インジケータの状態を設定する .................................................................17– 34
インジケータの接続を設定する .................................................................17– 34
マルチステート インジケータを作成する ................................................17– 35
シンボルを作成する .....................................................................................17– 35
リスト インジケータを作成する ................................................................17– 35

複数のタイプのゲージとグラフを作成する.....................................................17– 36
ゲージを使用して限界値を表示する .........................................................17– 36
グラフを使用して値を比較する .................................................................17– 36
xviii



目次
•  •  •  •  •
ゲージを作成する .........................................................................................17– 37
棒グラフを作成する .....................................................................................17– 38
スケールを作成する .....................................................................................17– 38

キー オブジェクトを使用して、キーボードの機能をシミュ 
レーションする .................................................................................................17– 38
複数のタイプのキー オブジェクトを作成する ........................................17– 39
複数のグラフィック オブジェクトで同じセットのキーを使用する ....17– 40

複数のタイプの詳細オブジェクトを作成する.................................................17– 41
矢印を作成する .............................................................................................17– 42
タグ ラベルを作成する ................................................................................17– 42
日付と時刻ディスプレイを作成する .........................................................17– 43
ディスプレイ リスト セレクタを作成する ...............................................17– 43

オペレータにローカル メッセージ ディスプレイで指示を出す...................17– 44
ローカル メッセージを設定する ................................................................17– 44
ローカル メッセージ ディスプレイを作成する .......................................17– 45

レシピの作成と復元.............................................................................................17– 47
レシピ オブジェクトを作成する ................................................................17– 47
実行時にレシピ値を復元して保存する .....................................................17– 47

コントロール リスト セレクタを作成する.......................................................17– 50
コントロール リスト セレクタで状態を選択する ...................................17– 51
キーを使用してリストをスクロールする .................................................17– 51
値タグを設定する .........................................................................................17– 51
コントロール リスト セレクタを作成する ...............................................17– 52

パイロット コントロール リスト セレクタを作成する..................................17– 52
パイロット コントロール リスト セレクタで状態を選択する ..............17– 53
キーを使用してリストをスクロールする .................................................17– 54
値タグを設定する .........................................................................................17– 55
パイロット コントロール セレクタを作成する .......................................17– 57
各状態のテキストおよび値を指定する .....................................................17– 57
パイロット コントロール リスト セレクタの接続を設定する ..............17– 57

アラームとイベント オブジェクトを作成する................................................17– 58
グローバル オブジェクトを作成する................................................................17– 59

参照オブジェクトを作成する .....................................................................17– 60
プレースホルダを使用して、グローバル オブジェクトの 
値を指定する .............................................................................................17– 61

グラフィック ライブラリにグローバル オブジェクトを追加する .......17– 61
参照オブジェクトのリンク プロパティを設定する........................................17– 62

LinkAnimation.................................................................................................17– 63
LinkConnections..............................................................................................17– 63
LinkSize...........................................................................................................17– 64
LinkToolTipText .............................................................................................17– 64
LinkBaseObject ...............................................................................................17– 65
xix



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

グループ化された参照オブジェクトのリンク プロパティ ....................17– 65
参照オブジェクトとベース オブジェクトの間のリンクを切断する ....17– 66

OLE オブジェクトの操作...................................................................................17– 66
OLE オブジェクトを作成する ....................................................................17– 67
OLE オブジェクトを変換する ...................................................................17– 67

ActiveX オブジェクトを操作する ......................................................................17– 67
ActiveX オブジェクトの属性.......................................................................17– 68
ActiveX オブジェクトを作成する...............................................................17– 69
FactoryTalk View と連携する ActiveX オブジェクトを設定する ...........17– 69
ActiveX ツールボックスでツールを設定する...........................................17– 70
実行時に ActiveX コンポーネントを自動的に展開する..........................17– 70

Symbol Factory を操作する ..................................................................................17– 71
Symbol Factory を開くには...........................................................................17– 71
グラフィックを選択するには .....................................................................17– 71
グラフィックを操作する .............................................................................17– 71

電子署名を使用して実行時に変更を許可する.................................................17– 72
タグ書き込み、コマンド、およびダウンロードのセキュ 
リティを保護する .....................................................................................17– 73

署名ボタンを作成する .................................................................................17– 74
グラフィック ディスプレイでオブジェクトを保護する ........................17– 75
FactoryTalk Diagnostics を使用して変更を追跡する.................................17– 75

18• グラフィック オブジェクトをアニメーション化する ..................... 18–1

FactoryTalk View のアニメーションについて.....................................................18– 1
FactoryTalk View グラフィック オブジェクトのアニメーショ 
ンを設定する .......................................................................................................18– 2
アニメーションをタグの値にリンクする ...................................................18– 3
アニメーションを式にリンクする ...............................................................18– 4
アニメーションをアクションにリンクする ...............................................18– 4
モーションの範囲の始点と終点を決定する ...............................................18– 5
モーションの範囲を定義する .......................................................................18– 5
オブジェクト グループにアニメーションを適用する ..............................18– 6
アニメーションをテストする .......................................................................18– 7
オブジェクトに適用されたアニメーションを表示する ...........................18– 8
アニメーション付きのオブジェクトをコピーまたは複製する ...............18– 8
グローバル オブジェクトとアニメーションについて ..............................18– 9

さまざまなタイプのアニメーションを使用する効果を作成する...................18– 9
オブジェクトを表示、非表示にする .........................................................18– 10
オブジェクトの色を変更する .....................................................................18– 10
オブジェクトの塗りつぶしレベルを変更する .........................................18– 15
ディスプレイ内でオブジェクトを水平移動する .....................................18– 15
xx



目次
•  •  •  •  •
ディスプレイ内でオブジェクトを垂直移動する .....................................18– 15
オブジェクトを回転する .............................................................................18– 16
オブジェクトの幅を変更する .....................................................................18– 17
オブジェクトの高さを変更する .................................................................18– 18
タッチ ゾーンを設定する ............................................................................18– 18
水平スライダを作成する .............................................................................18– 18
垂直スライダを作成する .............................................................................18– 19
OLE 動詞をアニメーション化する ............................................................18– 19

インデックス番号を使用してディスプレイ内のオブジェク 
トに移動する .....................................................................................................18– 20
オブジェクトのインデックス番号を確認する .........................................18– 20
タブ インデックス番号のしくみ ................................................................18– 21
タブ シーケンスを作成する ........................................................................18– 22
インデックス番号を変更する .....................................................................18– 23

キーを使用してオブジェクトとディスプレイを関連付ける.........................18– 23
オブジェクト キーを設定する ....................................................................18– 24
ディスプレイ キーを設定する ....................................................................18– 25
実行時にキー リストを表示する ................................................................18– 26
キーを使用してオブジェクト固有のコマンドを設定する .....................18– 27

ActiveX オブジェクトをアニメーション化する ..............................................18– 30
ActiveX オブジェクトのプロパティにタグを接続する...........................18– 31
オブジェクトのメソッドにタグを接続する .............................................18– 32
ActiveX オブジェクトのイベントにタグを接続する...............................18– 33

19• ナビゲーションを設定する .............................................................. 19–1

アプリケーションのディスプレイ階層を設計する...........................................19– 1
ディスプレイ間で移動する方法を設定する.......................................................19– 2

コマンドを使用してディスプレイを開く、閉じる、 
および切り替える .......................................................................................19– 3

ナビゲーションでディスプレイ タイプを選択する場合の注意 ..............19– 7
ディスプレイの呼び出し時間を短くする ...................................................19– 7

FactoryTalk View コマンドを実行するキーを設定する.....................................19– 7
優先順位を決定する一般的な規則 ...............................................................19– 8
優先順位と F1 キー ........................................................................................19– 9
優先順位と埋め込まれた ActiveX オブジェクト........................................19– 9
優先順位と埋め込み OLE オブジェクト ..................................................19– 10
キーボード ショートカット ........................................................................19– 10

ナビゲーション ボタンについて........................................................................19– 13
ナビゲーション ボタンの動作 ....................................................................19– 14
ナビゲーション ボタンを作成する ............................................................19– 14
ナビゲーション履歴を表示およびクリアする .........................................19– 16
xxi



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

20• 式を作成する.................................................................................... 20–1

式について ...............................................................................................................20– 1
FactoryTalk View SE で式を使用できる場所 ...............................................20– 1

エクスプレッション エディタで作業する..........................................................20– 2
式コンポーネント ...........................................................................................20– 3
式のシンタックスを確認する .......................................................................20– 4
式の切り取り、コピー、および貼り付け ...................................................20– 4
式の書式設定 ...................................................................................................20– 4

式でタグ名とタグ プレースホルダを使用する..................................................20– 5
タグ名で領域を指定する ...............................................................................20– 5
タグ プレースホルダを使用してタグ値を指定する ..................................20– 5

式で定数を使用する...............................................................................................20– 6
演算子を使用して式内の値を変更する...............................................................20– 6

算術演算子 .......................................................................................................20– 6
関係演算子 .......................................................................................................20– 7
論理演算子 .......................................................................................................20– 8
ビット演算子 ...................................................................................................20– 8
演算子の評価順 .............................................................................................20– 10

式で組み込み関数を使用する.............................................................................20– 12
数学関数 .........................................................................................................20– 12
ファイル関数 .................................................................................................20– 13
時間関数 .........................................................................................................20– 14
タグ関数 .........................................................................................................20– 16
セキュリティ関数 .........................................................................................20– 19
言語関数 .........................................................................................................20– 20
FactoryTalk アラーム関数.............................................................................20– 20

式で if-then-else 論理を使用する.........................................................................20– 22
ネストされた if - then - else.............................................................................20– 23

21• 埋め込み変数を作成する.................................................................. 21–1

埋め込み変数について...........................................................................................21– 1
埋め込み変数を挿入する.......................................................................................21– 2
数値埋め込み変数を作成する...............................................................................21– 4
文字列埋め込み変数を作成する...........................................................................21– 6
日付と時刻の埋め込み変数を作成する...............................................................21– 8
実行時の埋め込み変数の表示方法.....................................................................21– 10

数値埋め込み変数 .........................................................................................21– 10
文字列埋め込み変数 .....................................................................................21– 10
日付と時刻の埋め込み変数 .........................................................................21– 11
xxii



目次
•  •  •  •  •
実行時の埋め込み変数の更新方法.....................................................................21– 11

22• データ ロギングを設定する ............................................................. 22–1

データ ロギングについて......................................................................................22– 1
データ ログ モデル内のタグ データを収集する ........................................22– 1

データ ログ ストレージ形式.................................................................................22– 2
ODBC データベース ストレージ形式スキーマ ........................................22– 4

データ ログ モデルを作成する.............................................................................22– 6
ストレージ形式を指定する ...........................................................................22– 7
ログのパスを設定する ...................................................................................22– 8
データ ログ ファイルを設定し、管理する .................................................22– 9
データをロギングするタイミングを指定する .........................................22– 10
ロギングするデータを選択する .................................................................22– 10

ODBC データ ソースにデータをロギングする ..............................................22– 10
既存の ODBC データ ソースにデータをロギングする .........................22– 11
新しい ODBC データ ソースを作成する .................................................22– 12
リモート コンピュータへデータをロギングするための 
セキュリティを設定する .........................................................................22– 13

実行時に新しいファイルを作成する.................................................................22– 13
DataLogNewFile コマンドを使用する ........................................................22– 13

実行時にログのパスを切り替える.....................................................................22– 14
切り替えオプションを設定する .................................................................22– 14
手動でプライマリ パスに再び切り替える ................................................22– 15
セカンダリ パスからデータを移動する ....................................................22– 16

必要に応じてロギングする.................................................................................22– 17
DataLogSnapshot コマンドを使用する........................................................22– 17
ロギングを組み合わせる .............................................................................22– 18

既存のデータ ログ モデルを変更する...............................................................22– 19
SE Administration Console でログのパスを変更する ................................22– 19
モデルを変更することなく、実行時に各パラメータの変更を行う .....22– 19

データ ロギングを開始および停止する............................................................22– 20
データ ロギングを開始する方法 ................................................................22– 20
データ ロギングを停止する方法 ................................................................22– 21

23• トレンドを設定する......................................................................... 23–1

トレンドについて ...................................................................................................23– 1
現在のデータと履歴データのチャートを作成する ...................................23– 1

トレンド オブジェクトを作成する......................................................................23– 2
トレンドの名前を指定する ...........................................................................23– 4
トレンド プロパティを設定する ..................................................................23– 4
トレンドをテストする ...................................................................................23– 5
xxiii



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

トレンドの構成 .......................................................................................................23– 6
チャート ...........................................................................................................23– 7
チャートのタイトル .......................................................................................23– 7
X-軸 ...................................................................................................................23– 7
X-軸のレジェンド ...........................................................................................23– 7
Y-軸 ...................................................................................................................23– 7
Y-軸のレジェンド ...........................................................................................23– 7
ペン ...................................................................................................................23– 8
レジェンド .......................................................................................................23– 8
ペンのアイコン ...............................................................................................23– 9
ペン マーカー ..................................................................................................23– 9
値バー .............................................................................................................23– 11

トレンド チャートのスタイル............................................................................23– 11
標準チャートのスタイル .............................................................................23– 12
XY プロット チャートのスタイル ............................................................23– 12
分離されたグラフ .........................................................................................23– 13
チャートの幅全体にわたって値をプロットする .....................................23– 14

トレンドの色、フォント、線、およびレジェンドを選択する.....................23– 15
トレンドのハイライトの色を変更する .....................................................23– 15
トレンド オブジェクトの背景を変更する ................................................23– 16
現在の値のレジェンドを表示する .............................................................23– 16
線のレジェンドを表示する .........................................................................23– 17

シェーディングを使用してペンを比較する.....................................................23– 17
オーバーレイを使用して、リアルタイムのデータと履歴デー 
タを比較する .....................................................................................................23– 21
スナップショットとオーバーレイを設定する .........................................23– 21

トレンドのテンプレートを使用する.................................................................23– 22
一貫性のある外観を複数のトレンド チャートに適用する ....................23– 23
同じデータに対して複数のビューのセットを作成する .........................23– 23
標準ディスプレイに戻る .............................................................................23– 23
ペンの属性データを保存する .....................................................................23– 23
トレンドのテンプレートをロードする .....................................................23– 23
トレンド グラフィック ライブラリについて ...........................................23– 24

実行時にトレンドを操作する.............................................................................23– 25
実行時にバックグラウンドでデータを収集する .....................................23– 25
実行時にペンを選択する .............................................................................23– 27
実行時にトレンドのプロパティを変更する .............................................23– 27
実行時にトレンド チャートをスクロールする ........................................23– 28
さまざまな位置でペンの値を表示する .....................................................23– 29
2 つのポイントのペンの値の差を表示する ..............................................23– 30
トレンド チャートをズームする ................................................................23– 31
トレンド チャートをパンする ....................................................................23– 31
xxiv



目次
•  •  •  •  •
矢印キーを使用する .....................................................................................23– 32

トレンド チャートを印刷する ....................................................................23– 32

実行時にオーバーレイを使用する .............................................................23– 33

実行時エラーを修正する .............................................................................23– 33

24• ロジックとコントロールを追加する................................................ 24–1

ロジックとコントロールについて.......................................................................24– 1

ディライブド タグを作成して使用する..............................................................24– 1

ディライブド タグ エディタの構成 .............................................................24– 2

ディライブド タグの使用方法 ......................................................................24– 3

ディライブド タグ コンポーネントを作成する .........................................24– 4

ディライブド タグの処理を開始および停止する ......................................24– 6

FactoryTalk View SE イベントを設定する ...........................................................24– 8

イベント エディタの構成 ..............................................................................24– 9

イベント コンポーネントを作成する ........................................................24– 11

イベントの処理を開始および停止する .....................................................24– 12

マクロを作成して使用する.................................................................................24– 14

マクロ シンタックス ....................................................................................24– 15

マクロ内でパラメータを指定する .............................................................24– 17

スペースを含むマクロ名を入力する .........................................................24– 17

マクロをネストする .....................................................................................24– 18

マクロを実行する .........................................................................................24– 18

ユーザーのログイン マクロとログアウト マクロを指定する ...............24– 19

クライアント キーを作成する............................................................................24– 20

クライアント キー コンポーネントを実行する .......................................24– 21

A • FactoryTalk View コマンド ..............................................................A–1

FactoryTalk View SE アプリケーションでコマンドを使用する ........................A– 1

コマンドの使用方法 ........................................................................................A– 1

コマンドでタグ プレースホルダーを使用する ...........................................A– 2

コマンドを実行する場所 ................................................................................A– 4

絶対参照と相対参照を使用する............................................................................A– 6

相対参照を解決する方法 ................................................................................A– 7

シンボルを作成する................................................................................................A– 8

重要なガイドライン ........................................................................................A– 9
xxv



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

コマンドを実行および作成する............................................................................A– 9

B • HMI タグの DDE 通信を設定する ......................................................B–1

DDE 通信の概要 ..................................................................................................... B– 1

HMI サーバーを DDE クライアントとして設定する......................................... B– 2

DDE を使用するHMI タグを作成する........................................................ B– 2

デバイスをデータ ソースとして指定する ................................................... B– 2

DDE アドレスのシンタックス ....................................................................... B– 3

新しいタグの値をスキャンする............................................................................ B– 3

C • SE Client オブジェクト モデルとディスプレイ コードを使用する.....C–1

VBA と FactoryTalk View を使用してアプリケーションを 
カスタマイズする ................................................................................................ C– 1

基本的な手順の概要 ........................................................................................ C– 2

プロシージャについて .................................................................................... C– 3

VBA コードの実行方法 ................................................................................. C– 3

VBA 統合開発環境の構成 ..................................................................................... C– 3

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデル ................................................ C– 5

オブジェクトを表示する ................................................................................ C– 8

FactoryTalk View SE Client オブジェクトに関する詳細情報 ........................... C– 10

VBA に関する詳細情報.................................................................................. C– 10

D • XML ファイルをインポートおよびエクスポートする .......................D–1

XML について ..........................................................................................................D– 1

グラフィック データを XML ファイルにエクスポートする ............................D– 1

エクスポートされた XML ファイルを修正する .................................................D– 2

XML ファイルをメモ帳に保存する ..............................................................D– 3

XML ファイルをテストする ..........................................................................D– 3

XML ファイルをインポートする ..........................................................................D– 4

エラー ログ ファイル ......................................................................................D– 4

グラフィック ディスプレイの XML ファイルをインポートする ............D– 4

グラフィック ディスプレイの XML ファイル構造 ............................................D– 5

I • インデックス....................................................................................... I–1
xxvi



1  ????????
1 FactoryTalk View SE ユーザーズ ガイド

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View Site Edition について。

 FactoryTalk システムについて。

 FactoryTalk View Site Edition ソフトウェア。

 FactoryTalk View ツールとユーティリティ。

 必要なソフトウェアを設定する方法。

 アクティベーションなしで FactoryTalk View SE を実行する方法。

 Samples Water アプリケーションの詳細。

 新しいネットワーク分散アプリケーションの作成を開始する方法。

FactoryTalk View Site Edition にようこそ

FactoryTalk View Site Edition は、ネットワーク上に分散された複数のユーザーと

サーバーを含む、ヒューマン マシン インターフェイス (HMI) アプリケーション

を開発および実行するための統合ソフトウェア パッケージです。

FactoryTalk View 製品ファミリのメンバである FactoryTalk View Site Edition (別称 
FactoryTalk View SE) は、強力で信頼性の高いプロセス監視および監視制御アプ

リケーションを構築するために必要なツールをすべて提供します。

FactoryTalk View Studio では、工場またはプロセスを反映する、FactoryTalk 
View SE ネットワーク分散、ネットワーク ステーション、またはローカル ス
テーション アプリケーションを作成できます。

FactoryTalk View Studio のエディタを使用して、必要なアプリケーション コン

ポーネントを作成および検証します。次に、展開したアプリケーションをオペ
レータが操作できるように FactoryTalk View SE Client を設定します。

FactoryTalk システムについて

FactoryTalk View Site Edition は強力で信頼性の高いプロセス監視および監視制御

アプリケーションを構築するために必要なツールをすべて提供します。
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FactoryTalk Services Platform

FactoryTalk Services Platform は、制御システム内で使用されるすべての FactoryTalk 
製品とアプリケーション向けの共通のサービス (診断メッセージ、ヘルス モニタ

リング サービス、およびリアルタイム データへのアクセスなど) を提供します。

これらのサービスを使用することにより、FactoryTalk 製品は、タグおよびグラ

フィック ディスプレイなどのシステム内で一度だけ定義すれば良いリソースを

共有でき、またそれらへ同時にアクセスすることができます。

FactoryTalk Services Platform は、FactoryTalk View SE のインストール中にバック

グラウンドでインストールされます。このプラットフォームで使用できるサー
ビスは以下のとおりです。

 FactoryTalk Directory は、自動制御システムに参加するシステム リソース

や、すべての FactoryTalk 製品やコンポーネントの名前へのアクセスを一元化

します。FactoryTalk Network Directory は FactoryTalk View SE ネットワーク ア
プリケーション用のリソースを管理し、FactoryTalk Local Directory は 
FactoryTalk View SE ローカル アプリケーション用のリソースを管理します。

詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設定するを参照してください。

 FactoryTalk Security は、FactoryTalk Directory でのユーザーの承認および許

可権限を一元化します。FactoryTalk View SE アプリケーションのセキュリ

ティに関しては、5 章、セキュリティを設定するを参照してください。

 FactoryTalk Live Data は、FactoryTalk 製品とデータ サーバー間の接続を管

理します。FactoryTalk View SE アプリケーションでのデータ通信の詳細につ

いては、9 章、通信を設定するを参照してください。

 FactoryTalk Diagnostics は、FactoryTalk システムを全体で生成されたアク

ティビティ、ステータス、警告、およびエラー メッセージを収集し、それら

へのアクセスを提供します。FactoryTalk View SE での診断の詳細については、

15 章、システム アクティビティのロギングを参照してください。

 FactoryTalk Administration Console は、複数のアプリケーションの開発、

管理、および保護のためのオプションのスタンドアロン ツールです。

FactoryTalk Services Platform のアップグレード後に FactoryTalk View SE ネットワーク アプ

リケーションを復元し、必要に応じてコンピュータ アカウントを設定するには、FactoryTalk 
Administration Console を使用する必要があります。それ以外の場合は、FactoryTalk View 
Studio が FactoryTalk View アプリケーションの開発および検証用の設定ソフトウェアにな

ります。
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FactoryTalk View SE と共にインストールされる FactoryTalk サー

ビス

FactoryTalk Services Platform では、FactoryTalk Alarms and Events サービスと、ソ

フトウェア ベースの製品アクティベーションもサポートされています。これら

のサービスは、FactoryTalk Services Platform と共にではなく、FactoryTalk View SE 
のインストール中に別個にインストールされます。

FactoryTalk Alarms and Events および FactoryTalk Activation の詳細については、以

下の FactoryTalk View SE ソフトウェアのリストを参照してください。

FactoryTalk サービスに関する詳細情報

このマニュアルには、FactoryTalk View で FactoryTalk サービスが使用される方法

を含め、FactoryTalk View SE アプリケーションの設計と開発に関する情報が記載

されています。

FactoryTalk のサービス、コンセプト、およびコンポーネントの詳細については、

FactoryTalk ヘルプを参照してください。

FactoryTalk ヘルプを開くには、以下の手順に従ってください。

 デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、次に [FactoryTalk ヘルプ] をクリックし

ます。

FactoryTalk のコンポーネントおよびサービスの設定に使用されるダイアログ 
ボックスの [ヘルプ] をクリックして、FactoryTalk ヘルプを開くこともでき

ます。

FactoryTalk View Site Edition ソフトウェア

FactoryTalk View SE は、ニーズに合わせてカスタマイズしたネットワークまたは

ローカル HMI アプリケーションを構築するために使用できる複数のソフトウェ

アで構成されています。 

お買い上げいただいたソフトウェア パッケージに応じて、FactoryTalk View Site 
Edition DVD から以下のソフトウェアを 1 つ以上インストールします。

FactoryTalk Services Platform は、FactoryTalk システム内の製品とアプリケー

ションに、共通のサービス (診断メッセージ、ヘルス モニタリング サービス、

およびリアルタイム データへのアクセスなど) を提供します。

FactoryTalk Services Platform の概要については、1-2ページ  を参照してください。
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FactoryTalk View Studio は、FactoryTalk View SE アプリケーションの開発およ

び検証用の設定ソフトウェアです。

FactoryTalk View Studio には、完全なアプリケーションを構築するためのエディ

タのほかに、構築したアプリケーションを検証するためのクライアントおよび
サーバー ソフトウェアが含まれています。エディタを使用して、必要に応じて、

単純または複雑なアプリケーションを構築できます。

FactoryTalk View Studio の機能の詳細については、2 章、FactoryTalk View Studio 
の詳細を参照してください。

FactoryTalk View Studio を使用して、開発したアプリケーション用の FactoryTalk 
Security サービスを設定することもできます。詳細については、5 章、セキュリ

ティを設定するを参照してください。

FactoryTalk View SE Client は、実行時に FactoryTalk View SE のローカル ステー

ション、ネットワーク ステーションおよびネットワーク分散アプリケーションを

照会し、これらのアプリケーションと対話するためのソフトウェアです。

FactoryTalk View SE Server (別称、HMI サーバー ) は、グラフィック ディスプ

レイなどの HMI プロジェクト コンポーネントを格納し、それらをクライアント

に提供します。またこのサーバーは、タグのデータベースが装備されており、
アラーム検出、および履歴データ ロギングを行います。

FactoryTalk View SE Server には、ユーザー インターフェイスはありません。 

インストールされたこのサーバーは、要求時にクライアントへ情報を提供する
「ヘッドレス」の Windows サービスとして動作します。

FactoryTalk Alarms and Events は、FactoryTalk View SE のインストール時に

バックグラウンドでインストールされ、FactoryTalk Directory で一元的なシステ

ム全体のアラーム監視および管理機能を提供します。

実行時クライアントが FactoryTalk デバイス ベースおよびタグ ベースのアラーム

情報を受信するようにするには、アプリケーション サーバーが FactoryTalk 
Alarms and Events サービスをサポートするように設定する必要があります。詳細

については、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください

FactoryTalk Activation は、Rockwell Software 製品をアクティブ化し、ソフト

ウェアのアクティベーション ファイルを管理する、セキュアなソフトウェア 
ベースのシステムを提供します。

FactoryTalk View Studio は、FactoryTalk View Machine Edition (ME) アプリケーション開発用の

設定ソフトウェアでもあります。FactoryTalk View ME の詳細については、FactoryTalk View 
Machine Edition ユーザーズ ガイドおよび ME ヘルプを参照してください。
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FactoryTalk View SE ソフトウェアのアクティブ化の詳細については、FactoryTalk 

View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

FactoryTalk View SE ソフトウェアの操作をサポートするFactoryTalk のツールと

ユーティリティ。概要については、FactoryTalk View Site Edition インストール 

ガイドの第 1 章を参照してください。

FactoryTalk View SE の機能

FactoryTalk View SE は、工場またはプロセスのための強力な自動化システムを作

成するために必要な柔軟性と機能を提供します。たとえば次のことができます。

 自己完結型でプロセスの他の部分に関係しない、工場またはプロセスのさま

ざまな部分に対応するローカル ステーション アプリケーションを作成する。

 工場またはプロセスのレイアウトを反映する複雑なアプリケーションを作成

する。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションには、複数のコン

ピュータで実行されてネットワーク接続されている、複数のサーバーを含む

ことができます。ネットワーク分散アプリケーションには、複数のクライアン

ト ユーザーが同時に接続することができます。

 FactoryTalk View Studio を使用して、ネットワーク アプリケーションをリ

モートで開いて修正する。

 FactoryTalk および FactoryTalk View SE に組み込まれたヘルス モニタリングお

よび冗長性機能を使用して、実行時のシステム可用性をサポートする。

 FactoryTalk Security サービスを使用して、FactoryTalk Directory でシステム ユー

ザーの認証および許可権限を一元化する。

 実行時に 高 40 種類の言語の切り替えをサポートする、複数言語アプリ

ケーションを作成する。ネットワーク分散アプリケーションでは、言語の異

なる複数のクライアントを同時に実行できます。

 HMI タグとアラーム プロパティを実行時に修正し、接続されているクライ

アントを再起動することなく、クライアントに変更が適用されるようにする。 

冗長ネットワーク分散アプリケーションでは、プライマリ HMI サーバーで

行った変更をセカンダリ サーバーに複製することができます。
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 FactoryTalk Alarms and Events および HMI タグ アラームが含まれる完全なア

ラーム監視システムを作成する。

FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用することで、FactoryTalk View SE 

アプリケーションでは、Logix5000 コントローラに直接プログラミングされ

たデバイス ベースのアラームを登録して表示できます。

 システム全体に対するアラームを表示するのではなく、特定のアラーム デー

タを表示するように、アラームのサマリとバナーをカスタマイズする。

 グローバル オブジェクト ディスプレイでグローバル オブジェクトを作成し、

それらのオブジェクトのコピーをアプリケーション全体で使用する。元のオ

ブジェクトを修正すると、リンクされているすべてのコピーも更新されます。

 選択したディスプレイを [FactoryTalk View SE Client] ウィンドウの端にドッキン

グさせ、常に固定された位置で表示されるようにする。

 FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルおよび VBA を使用して 

FactoryTalk View SE の機能を拡張し、Microsoft SQL Server や Microsoft Excel 

などの Windows プログラムと共有および相互運用する。

 時間軸に沿ってプロセス変数を示すトレンドを作成する。FactoryTalk View SE 

トレンドでは、トレンドごとに 大 100 ペン (タグ) で、リアルタイム データ

または履歴データを表示できます。

 FactoryTalk Diagnostics ログとリモート ODBC データベースにデータを同時に

記録し、プロダクション データについて多様な記録を作成する。

クイック スタート: 必要なソフトウェアを設定する

展開する自動化および制御システムの設計によって、FactoryTalk View SE ソフト

ウェアのどのコンポーネントをネットワーク コンピュータにインストールして

設定するかが決まります。ソフトウェアをどこにインストールするかは、アプ

リケーションのタイプによっても異なります。

FactoryTalk View Studio Enterprise は、FactoryTalk View SE ネットワーク分散、

ネットワーク ステーション、ローカル ステーション、および FactoryTalk View ME 

アプリケーションの開発および検証用設定ソフトウェアです。使用可能なアプ

リケーションを以下に示します。
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 ネットワーク分散アプリケーションを開発または実行する場合は、ニーズに
応じて、コンピュータごとに異なる組み合わせでソフトウェアをインストー
ルできます。

 ネットワーク ステーション アプリケーションを開発または実行する場合は、

必要なすべてのソフトウェア コンポーネントを 1 台のコンピュータにインス

トールする必要があります (データ サーバーの場合を除く)。ネットワー

ク ステーション アプリケーションは、異なるマシンに配置されている複

数のデータ サーバーに接続できます。

 ローカル ステーション アプリケーションを開発または実行する場合は、必

要なすべてのソフトウェア コンポーネントを 1 台のコンピュータにインス

トールする必要があります (OPC データ サーバーの場合を除く)。ローカル 
ステーション アプリケーションは、異なるマシンに配置されている複数

の OPC データ サーバーに接続できます。

 View Machine Edition アプリケーションを開発または実行する場合は、
FactoryTalk View Machine Edition ユーザーズ ガイドおよび ME ヘルプを参照してください。

このセクションの各手順では、ローカルおよびネットワーク アプリケーション

の開発と実行に必要なソフトウェアの設定に関わる、基本的なタスクについて
説明します。

インストール方法、およびプロダクション用の Site Edition ネットワーク分散、

ネットワーク ステーション、およびローカル ステーション アプリケーションを

展開する方法の詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイ

ドを参照してください。
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手順 1: ネットワークのレイアウトを作成する

ネットワーク分散アプリケーションを設計する場合は、ネットワークのレイア

ウトが特に重要になります。

ネットワークのタイプと構造によって、いずれかのサーバーを冗長ペアとして実

行するかどうかを含め、参加しているホスト コンピュータの役割が決まります。

10 台を超えるコンピュータを使用するネットワーク アプリケーションを計画す

る場合は、ネットワーク ドメイン コントローラを使用する必要があります。10 台

以下のコンピュータで構成されるネットワーク分散アプリケーションの場合は、

Windows ワークグループを使用できます。

手順 2: FactoryTalk Services Platform をインストールする

FactoryTalk View アプリケーションは、FactoryTalk ソフトウェア (FactoryTalk 

Directory など) に依存して実行されます。FactoryTalk Services Platform のインス

トール時に、FactoryTalk Network Directory と Local Directory がコンピュータ上に

自動的に設定されます。

手順 3: FactoryTalk View SE をインストールする

FactoryTalk View SE ソフトウェアをインストールすると、すべてのコンポーネン

トを 1 台のコンピュータにインストールするか、ネットワーク上の個々のコン

ピュータ上にコンポーネントを個別にインストールできるようになります。

ローカル ステーション アプリケーションを開発または実行する場合は、

FactoryTalk Services Platform およびすべての FactoryTalk View SE ソフトウェアを 

1 台のコンピュータにインストールする必要があります。

Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上では、FactoryTalk Directory またはその

他のアプリケーションを実行しないでください。

依存しているソフトウェアなしにコンピュータに FactoryTalk Directory サーバーだけを実行す

る場合は、コンピュータに FactoryTalk Services Platform だけをインストールします。

ローカル アプリケーションでは、別個のコンピュータで実行できるのは OPC データ サーバー

だけです。
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ネットワーク分散アプリケーションまたはネットワーク ステーション アプリ

ケーションを開発または実行する場合は、参加しているコンピュータに、すべ
ての FactoryTalk View SE ソフトウェアをインストールするか、選択したコン

ポーネントだけをインストールできます。

たとえば、オペレータが実行するコンピュータに、FactoryTalk View SE Client ソ
フトウェアだけをインストールすることができます。同様に、アプリケーション
全体でサーバーの負荷を分散するには、サーバー コンピュータに FactoryTalk 
View SE Server ソフトウェアだけをインストールします。

手順 4: 接続オプションを選択する

インストール時に、接続オプションを選択するように求められます。

RSLinx Enterprise を使用するタイミング

RSLinx Enterprise は、PanelView Plus 専用の端末からデスクトップ コンピュータ

にいたるまで、複数のプラットフォーム上で実行する FactoryTalk Live Data サー

バーです。

Allen-Bradley ローカル デバイスおよびリモート デバイス - 特に Logix5000 コン

トローラと通信する場合 - RSLinx Enterprise は FactoryTalk View アプリケーション

用のデータ通信ソフトウェアに推奨されます。

RSLinx Classic を使用するタイミング

RSLinx Enterprise は Logix コントローラを使用する場合に推奨されますが、場合

によっては Linx Classic を使用する必要があります。

たとえば、RSLinx Classic をインストールして使用すれば、DH+ (Data Highway +) 
ネットワークからのデータの提供、複雑なブリッジングおよびルーティングの
サポート、そしてコントローラから RSLinx への予期しないメッセージのサポー

トが可能になります。 

また、RSLinx Classic ではエイリアス トピック ショートカットの作成または 
RSLogix 5000 ファイルのアップロードやダウンロードなどのオンライン タスク

の実行が可能です。

サードパーティー製ローカル デバイスとリモート デバイスとの通信

Allen-Bradley 以外のローカル デバイスおよびリモート デバイスと通信する場合、

FactoryTalk View SE では OPC がサポートされます。OPC は、ベンダー固有の 
OPC サーバー経由で通信デバイスに接続する場合に使用されるプロトコルです。
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OPC によって、FactoryTalk View は他の OPC サーバーに対するクライアントと

して機能できます。つまり FactoryTalk View では、サードパーティー製 OPC 
サーバーを使用して、Siemens や Modicon などサードパーティー製のコントロー

ラ デバイスからタグの値を取得できます。

FactoryTalk View では、OPC-DA 2.05a 仕様がサポートされています。 

手順 5: 必要なアクティベーション キーをインストールする

必要な製品ライセンスのタイプは、インストールしたソフトウェアとその使用
目的によって異なります。

必要となるアクティベーションのタイプ、およびアクティベーション キーのイン

ストール方法については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参

照してください。

アクティベーションなしで FactoryTalk View SE を実行する

インストールする FactoryTalk View SE および RSLinx ソフトウェアについては、

完全なライセンスを取得する必要があります。

何らかの理由でアクティベーションを行うことができない場合は、猶予期間と
して、ライセンスのない状態で 長 7 日間使用できます。これによって、重要

なアプリケーションを中断することなく、問題を修正する時間が得られます。

アクティベーションが 7 日間以内に復元されると、通常の動作が再開されます。

猶予期間が切れてもアクティベーションができない場合、FactoryTalk View SE ソ
フトウェアはデモ モードで実行されます。

Site Edition ネットワーク分散アプリケーションをデモ モードで実行した場合は、

以下のことが可能です:

 FactoryTalk View Studio で、 大で 5 つの HMI サーバーをローカルに作成ま

たはロードする。

 HMI サーバーあたり 大 5 つのグラフィック ディスプレイを作成またはロー

ドする。

 高 2 時間まで、ローカル FactoryTalk View SE Client を実行する。リモート 
クライアントは、デモ モードのアプリケーションには接続できません。

 Symbol Factory から、それぞれのカテゴリの 初のグラフィックのみをイン

ポートする。Symbol Factory は、5,000 を超える高品質のグラフィック イメー

ジを揃えたグラフィック ライブラリです。
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手順 6: FactoryTalk Directory の設定

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのリソースとコンポーネント

へのアクセスを一元化します。

FactoryTalk Directory には、次の 2 つのタイプがあります。

 Local Directory は、たとえば FactoryTalk View SE ローカル ステーション ア
プリケーションなど、1 台のコンピュータに限定されたアプリケーションを

管理します。

 Network Directory は、たとえば FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプ

リケーションやネットワーク ステーション アプリケーションなど、ネット

ワークを通じて接続されている別個のコンピュータ上の、複数のクライアン
トとサーバーで構成されたアプリケーションを管理します。

どちらのディレクトリも、FactoryTalk Services Platform をインストールするとコン

ピュータ上に設定されます。Local Directory をローカル アプリケーションの一部

として使用する場合には、それ以上の設定は不要です。

Network Directory をネットワーク アプリケーションの一部として使用する場合

は、参加しているすべてのコンピュータが、同じ Network Directory コンピュー

タを指定するように設定する必要があります。詳細については、4 章、FactoryTalk 
Directory を設定するを参照してください。

Samples Water アプリケーションの詳細

FactoryTalk View SE に同梱されている Samples Water アプリケーションは、ネッ

トワーク分散アプリケーションの完全な機能を持った一例です。

FactoryTalk View SE の開発環境と実行時環境の詳細を見るには、FactoryTalk 
View Studio で Samples Water アプリケーションを開き、Samples Water クライアン

トを実行します。
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Samples Water アプリケーションを開くには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] をクリックし、

[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [Site Edition (ネッ

トワーク分散)] をクリックし、[継続] をクリックします。

3. [Site Edition (ネットワーク分散) アプリケーションを新規作成/開く] ダイアロ

グ ボックスで [Samples Water] をクリックし、アプリケーション言語を選択

して、[開く] をクリックします。

図では、Aeration というグラフィック ディスプレイと、ドッキングされていな

いオブジェクト ツールバーが、グラフィックス エディタで開かれています。 

FactoryTalk View Studio およびエディタの使用方法については、2 章、FactoryTalk 
View Studio の詳細を参照してください。
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FactoryTalk View Studio でディスプレイをテストするには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、テストするディス

プレイを右クリックして、[開く] をクリックします。

2. [表示] メニューで [ディスプレイのテスト] をクリックします。テストを停止

するには、[表示] メニューで [ディスプレイの編集] をクリックします。

Samples Water クライアントを実行するには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 

[FactoryTalk View] をクリックし、[Samples Water] をクリックします。 

ボタンとタッチゾーンを使用して、Water Samples アプリケーション内を移動し、

アラームのサマリとトレンドを確認し、アプリケーションの言語を切り替えます。

新しい FactoryTalk View SE アプリケーションの作成

単純なアプリケーションを新しく作成して、FactoryTalk View SE の開発機能と実

行時機能の練習を行うこともできます。そのための手順を以下に示します。

アプリケーション
内の他のディスプ
レイに移動するに
は、タッチゾーン
を使用して...

アプリケーション
内で言語を切り替
えます。

診断メッセージを
確認します。

ドッキングされた
アラーム バナーで 
FactoryTalk アラー

ムを確認します。

...次にメニュー 
バーのボタンを使
用します。
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手順 1: アプリケーションを作成する

初にアプリケーション自体を作成し、少なくとも 1 つの HMI サーバーを追加

します。

HMI サーバーにはプロジェクト コンポーネント (グラフィック ディスプレイな

ど) が格納され、それらのコンポーネントがクライアントに提供されます。また

このサーバーにはタグのデータベースが装備されており、アラーム検出、履歴
データ管理 (ロギング) を行います。

新しいネットワーク分散アプリケーションを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] をクリックし、

[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [Site Edition (ネッ

トワーク分散)] をクリックし、[継続] をクリックします。

3. [ Site Edition (ネットワーク分散) アプリケーションを新規作成/開く] ダイアロ

グ ボックスで、[新規作成] タブをクリックします。

4. アプリケーションの名前と説明を入力し、アプリケーションの言語を選択し
てから [作成] をクリックします。

[新規作成] タブに表示されるデフォルトの言語は、オペレーティング システ

ムの言語です。デフォルトの言語を受け入れるか、[言語] リストで、

Windows でサポートされている言語を選択します。詳細については、13 章、

言語切り替えを設定するを参照してください。

アプリケーションを作成すると、アプリケーションのルート、またはアプリ
ケーション内のその他の領域に HMI サーバーを追加できます。この例では、 

新しい HMI サーバーが含まれる領域を追加します。

アプリケーションに領域を追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
アイコンを右クリックし、[新しい領域] をクリックします。

2. 領域の名前と説明を入力し、[OK] をクリックします。
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HMI サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、作成した領域を右

クリックして [新しいサーバーの追加] をクリックし、[HMI サーバー ] をク

リックします。

2. [HMI サーバーの追加ウィザード] の [操作の選択] ウィンドウで [新しい HMI 
サーバーを作成する] をクリックし、[次へ] をクリックします。

[操作の選択] ウィンドウのその他のオプションについては、「HMI サーバー

を追加する」(ページ 6-13) を参照してください。 

3. HMI サーバーの名前と説明を入力し、[完了] をクリックします。

[HMI サーバーの追加ウィザード] のオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。

手順 2: グラフィック ディスプレイを作成する

アプリケーションに HMI サーバーを追加すると、HMI プロジェクトが作成され

ます。HMI プロジェクトには、アプリケーションのコンポーネントの作成と修

正に必要なすべてのエディタと生産性ツールが含まれています。 

エディタとそれらの機能のリストについては、「コンポーネント エディタを開

く」(ページ 2-11) を参照してください。エディタの使用方法については、エ

ディタのダイアログ ボックスで [ヘルプ] をクリックしてください。

この例では、グラフィックス エディタを使用してグラフィック ディスプレイを

作成し、そのディスプレイにグラフィック オブジェクトを追加します。

新しいディスプレイを作成するには

 FactoryTalk View Studioのエクスプローラ ウィンドウで、グラフィックス 
フォルダを開いてディスプレイ アイコンを右クリックし、[新規作成] をク

リックします。

エクスプローラ ウィンドウの右にあるワークスペースで、タイトルがない

ディスプレイが開きます。 

新しい HMI サーバーを作成したときに表示されるように設定されていた場合、[コントローラ指

示フェースプレートの追加] ダイアログ ボックスが開きます。フェースプレートを追加しない場

合は、[キャンセル] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。HMI サーバーの作成には影

響しません。フェースプレートの追加の詳細については、16-34ページ を参照してください。 
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ディスプレイにグラフィック オブジェクトを追加するには

1. グラフィックス エディタの [オブジェクト] メニューで [描画] をクリックし、

[四角形] をクリックします。

[オブジェクト] ツールバーで、追加するオブジェクトを表すボタンをクリッ

クすることもできます。

グラフィックス エディタの使用方法については、16 章、グラフィック ディ

スプレイを作成するおよび 17 章、グラフィック オブジェクトを作成するを

参照してください。

2. 四角形を描画する位置にポインタを置き、マウスの左ボタンを押したままに
して、マウスを下に、さらに右にドラッグします。

3. マウスのボタンを離すと、ディスプレイに四角形が配置されます。

新しいディスプレイを保存するには

1. [ファイル] メニューで [閉じる] をクリックします。

2. [はい] をクリックして変更を保存し、ディスプレイを閉じます。

3. [保存] ダイアログ ボックスにディスプレイの名前を入力し、[OK] をクリッ

クします。

手順 3: FactoryTalk View SE Client でアプリケーションの実行テ

ストを行う

FactoryTalk View Studio では、一度に 1 つずつのみ、グラフィック ディスプレイ

をテストできます。ディスプレイ間の移動をテストするには、FactoryTalk View 
SE Client でアプリケーションを実行します。

新しく作成したアプリケーションを実行するには、次を指定する、FactoryTalk 
View SE Client 設定ファイルを作成します。

 クライアントが接続するアプリケーションのタイプおよび名前。

 クライアントが起動したときに 初に実行されるディスプレイ。これは、 
新しく作成したディスプレイにすることもできます。

アプリケーションの開発中は、FactoryTalk View SE Client で、さまざまな段階でアプリケー

ションの実行テストを行うことを推奨します。それによって、実行時に発生した問題を解決す

ることができます。
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FactoryTalk View SE Client 設定ファイルを作成するには

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Site Edition 
Client] をクリックします。

2. FactoryTalk View SE Client ウィザードで [新規作成] をクリックし、ウィザー

ドの指示に従います。

FactoryTalk View SE Client ウィザードのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。

FactoryTalk View SE Client を実行するには

1. FactoryTalk View SE Client ウィザードの [完了オプション] ウィンドウで、 

[設定の保存後に FactoryTalk View SE Client を開く] を選択します。

2. [完了] をクリックします。

初に実行されるように指定したグラフィック ディスプレイが、

[FactoryTalk View SE Client] ウィンドウで開きます。

テストが終了したら、クライアントのタイトル バーにある閉じるボタンをク

リックして、クライアント ウィンドウを閉じます。
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2 FactoryTalk View Studio の詳細

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View Studio について。

 FactoryTalk View Studio でアプリケーションを開く方法。

 FactoryTalk View Studio メイン ウィンドウの各部分について。

 エクスプローラ ウィンドウでの作業。

 エディタの使用方法。

 FactoryTalk View SE からの印刷。

FactoryTalk View Studio について

FactoryTalk View Studio は、FactoryTalk View Site Edition アプリケーションの開発

および検証用の設定ソフトウェアです。

FactoryTalk View Studio には、完全なアプリケーションを構築するためのエディ

タのほかに、構築したアプリケーションを検証するためのソフトウェアが含ま
れています。エディタを使用して、必要に応じて、単純または複雑なアプリ
ケーションを構築できます。

FactoryTalk View Studio を使用して、開発したアプリケーション用の FactoryTalk 
Security サービスを設定することもできます。詳細については、5 章、セキュリ

ティを設定するを参照してください。

FactoryTalk View Studio を実行するには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックし、[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために FactoryTalk 
Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権限を持って

いなければなりません。 

オプションとして、FactoryTalk Administration Console を使用して、複数のアプリケーション

を開発、管理、および保護することができます。ただし、FactoryTalk Administration Console 
を使用して HMI サーバーや HMI プロジェクト コンポーネントを作成または修正することはで

きません。
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たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ

ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要

です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定するを

参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してくだ

さい。

FactoryTalk View Studio でアプリケーションを開く

FactoryTalk View Studio を起動すると、[アプリケーション タイプの選択] ダイア

ログ ボックスが開きます。以下を選択できます。

 [View Site Edition (ネットワーク分散)] : FactoryTalk View SE ネットワーク ア

プリケーション (ネットワーク分散アプリケーションとも呼ばれる) を作成ま

たは開くことができます。

 [View Site Edition (ネットワーク ステーション)] : FactoryTalk View SE ネット

ワーク ステーション アプリケーションを作成または開くことができます。

 [View Site Edition (ローカル ステーション)] : FactoryTalk View SE ローカル ア

プリケーション (ローカル ステーション アプリケーションとも呼ばれる) を

作成または開くことができます。

 [View Machine Edition] : FactoryTalk View Machine Edition アプリケーション

を作成または開くことができます。マシン レベル アプリケーション開発の

詳細については、FactoryTalk View Machine Edition ユーザーズ ガイドを参照

してください。

既存のアプリケーションを開くには

1. FactoryTalk View Studio を起動し、アプリケーション タイプを選択し、[継続] 

をクリックします。

2. [... アプリケーションを新規作成/開く] ダイアログ ボックスで、[既存] タブを

クリックします。
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3. 開くアプリケーションの名前をクリックし、アプリケーションの言語を選択
して、[開く] をクリックします。

HMI プロジェクト フォルダに対するアクセスの問題を解決する

HMI プロジェクト フォルダへのアクセスについて問題がある場合は、権限を変

更しなければならないことがあります。FactoryTalk View Studio でアプリケー

ションを開くには、HMI プロジェクトが含まれているフォルダに対して、

Windows の読み取りおよび書き込みアクセス権が必要になります。

Power Users カテゴリ内の Windows ユーザーは、書き込みアクセス権を持ってい

ない場合があります。

Power Users の書き込みアクセス権を設定するには

1. Windows エクスプローラで、HMI プロジェクト フォルダを右クリックし、 

[プロパティ ] をクリックします。

2. [セキュリティ ] タブで、グループまたはユーザー名のリストから [Power 
Users] を選択します。 

3. 名前のリストの下にある [権限] リストで、[フル コントロール] の横にある 
[許可] チェック ボックスを選択します。

Samples Water アプリケーションを開く

FactoryTalk View Studio 開発環境に慣れるために、FactoryTalk View SE と共にイン

ストールされている Samples Water アプリケーションを開きます。

既存のアプリケーションが複数の言語をサポートするように設定されておらず、[言語] リ
ストに <言語の選択> と表示されている場合、アプリケーションを開くには、先に言語を選

択する必要があります。詳細については、13 章、言語切り替えを設定するを参照してくだ

さい。

Windows XP または Windows Server 2003 では、HMI プロジェクト フォルダのデフォルト パ
スは、C:\Documents and Settings\All Users\ Shared Documents\RSView Enterprise\SE です。

Windows 7 Professional、Windows Vista、または Windows Server 2008 では、HMI プロジェ

クト フォルダのデフォルト パスは C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE です。
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Samples アプリケーションを開くには

1. FactoryTalk View Studio を起動し、[View Site Edition (ネットワーク分散)] をク

リックして、[継続] をクリックします。

2. [既存] タブで [Samples Water] をクリックし、アプリケーションの言語を選

択して、[開く] をクリックします。

FactoryTalk View Studio メイン ウィンドウの各部分について

アプリケーションを作成するかまたは開くと、その内容が FactoryTalk View 
Studio メイン ウィンドウに表示されます。

診断リスト

ステータス バー 

メニュー バー

エクスプロー
ラ ウィンドウ 

ワークスペース

ネットワーク上
のデバイスを

参照します

アプリケーション
を表示します

ツールバー
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メニュー バー

メニュー バーには、アクティブなウィンドウのメニュー項目が表示されます。

各エディタには独自のメニューがあります。

ツールバー

ツールバーには、よく使用されるメニュー項目にすばやくアクセスできるボ 
タンが並んでいます。ツールバーのボタンをポイントすると、そのボタンの名
前がツールチップに表示されます。

FactoryTalk View のエディタでは、すべて標準ツールバーを使用します。この図

ではドッキングされていない形式のツールバーを示しています。

グラフィックス エディタでは、グラフィック ディスプレイ、グローバル オブ

ジェクト ディスプレイ、またはライブラリを開いたときに表示されるツール

バーが追加されています。 

次の図は、ドッキングされていない形式のグラフィックス ツールバーとオブ

ジェクト ツールバーを示しています。

FactoryTalk View 7.0 では、検索、置換、および相互参照ツールバー ボタンが追

加されています。
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エクスプローラ

エクスプローラは、FactoryTalk View Studio で作業する場合にメインで使用す 

るツールです。エクスプローラから、アプリケーションの設定とコンポーネン
トの作成に使用するエディタにアクセスできます。エクスプローラの詳細につ
いては、ページ 2-9 を参照してください。

ワークスペース

ワークスペースは、FactoryTalk View Studio ウィンドウの空白の領域です。エク

スプローラからワークスペースにアイコンをドラッグすることで、エディタや
グラフィック ディスプレイを開くことができます。詳細については、「エクスプ

ローラ ウィンドウでの作業」(ページ 2-9) を参照してください。

[アプリケーション] タブ

[アプリケーション] タブにはエクスプローラ ウィンドウがあります。

[通信] タブ

[通信] タブには、RSLinx Enterprise をホストするコンピュータが利用できるネッ

トワーク上のデバイスが表示されます。このタブは、ネットワークのタイプを
設定する場合や、設定されたネットワーク上のデバイスを参照する場合に使用
します。 

詳細については、9 章、通信を設定するを参照してください。また RSLinx 
Enterprise ヘルプも参照してください。

診断リスト

診断リストには、システムのアクティビティに関する情報が表示されます。こ
のリストは、FactoryTalk View Studio メイン ウィンドウの下部にあるステータス 
バーの上にあります。

診断リストでは、メッセージの非表示、移動、サイズ変更、クリアができます。

Diagnostics Setup ツールを使用すると、診断リストに表示されるメッセージのタイ

プを選択できます。詳細については、「メッセージ ルーティング」(ページ 15-3) を
参照するか、Diagnostics Setup ツールで [ヘルプ] をクリックしてください。

診断メッセージの前には、青、黄、または赤色のアイコンがあります。青は情
報、黄は警告、赤はエラーを示します。
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診断リストを表示または非表示にするには

 FactoryTalk View Studio の [表示] メニューで、[診断リスト] をクリックします。

診断リストの横にチェック マークが表示されている場合には、リストを表示

することができます。

診断リストを移動するには

1. 診断リストの左下の移動用バーをクリックしたままにします。

2. リストを新しい位置にドラッグします。診断リストが自動的にドッキングさ

れないようにするには、Ctrl キーを押しながらドラッグします。

ドッキングされていない診断リストは、サイズを変更できます。サイズを変更

するには、リストの端または角をクリックして、目的のサイズになるまでド

ラッグします。

診断リストからメッセージを削除する

診断リストからメッセージを削除するには、次のいずれかの方法を使用します。

 [クリア] をクリックして、(リストの上部にある) 新のメッセージを削除す

るか、選択したメッセージを削除する。

 [すべてクリア] をクリックして、リスト内のすべてのメッセージを削除する。

診断リストからメッセージを削除しても、診断ログのメッセージは削除されま

せん。

ステータス バー

ステータス バーに表示される情報は、FactoryTalk View Studio での作業内容と、

ポインタの位置によって異なります。ステータス バーには、以下のことに関す

る情報が表示されます。

移動用バーが見えない場合は、診断リスト上部の端をドラッグして、リストを大きくします。

移動用バーをドラッグす
ると、診断リストを切り
離すことができます。
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 アクティブなウィンドウまたは選択しているツール。

たとえば、標準ツールバーの [開く] ボタンの上にポインタを置くと、 

ステータス バーに次のメッセージが表示されます。

 選択しているグラフィック オブジェクト。

たとえば、グラフィックス エディタでオブジェクトを選択すると、ステータ

ス バーにはそのオブジェクトの位置、サイズ、名前が表示されます。

ワークブック モード

ワークブック モードは、FactoryTalk View Studio ワークスペース内で開いたウィン

ドウを切り替える場合に便利です。 

ワークブック モードでは、ウィンドウがタブ化されているため、識別と選択が

簡単になっています。

ワークブック モードと通常モードを切り替えるには

 [表示] メニューで、[ワークブック モード] をクリックします。
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メイン ウィンドウで項目を表示または非表示にする

メイン ウィンドウの要素 (メニュー バーを除く) を表示または非表示にするに

は、[表示] メニューで項目をクリックします。項目の横にチェック マークがあ

る場合、その項目は表示されています。チェック マークがない場合、その項目

は非表示になっています。

エクスプローラ ウィンドウでの作業

エクスプローラは、FactoryTalk View Studio で作業する場合にメインで使用する

ツールです。アプリケーションの設定と、コンポーネントの作成および修正に
使用するエディタにアクセスできます。

以下の図は、エクスプローラ ウィンドウでネットワーク分散アプリケーション

がどのように表示されるかを示します。

ステータス バーが表示
されています。 標準のツールバーが

表示されています。ワークブック モードは
オフになっています。

エクスプローラ ウィン
ドウと診断リストは 
非表示になっています。
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エクスプローラ ウィンドウを移動する

エクスプローラのドッキングを切り離すには、次のいずれかの方法を使用します。

 エクスプローラのタイトル バーをクリックして、ウィンドウをドラッグす

る。エクスプローラが自動的にドッキングされないようにするには、Ctrl 
キーを押しながらドラッグします。

 エクスプローラのタイトル バーをダブルクリックします。それによって、エ

クスプローラがメイン ウィンドウの中央でフローティング状態になります。

それによって、新しい位置にドラッグできるようになります。

 エクスプローラのタイトル バーを右クリックして、新しいドッキング位置を

クリックします。浮動、または (Multiple Document Interface) MDI 子。

アプリケーション名

– 記号をクリッ 

クするとフォルダ
が閉じます。

+ 記号をクリック 

するとフォルダが
開きます。

コンポーネント
はエディタのアイ

コンの下に一覧
表示されます。

領域
HMI サーバー 

FactoryTalk  
Network Directory 
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MDI 子をクリックすると、エクスプローラは、メイン ウィンドウ内で移動、

小化、 大化、または復元ができるウィンドウになります。エクスプロー
ラをメイン ウィンドウの外に移動することはできません。

ドッキングされていないエクスプローラは、サイズを変更できます。サイズを
変更するには、ウィンドウの端または角をクリックして、目的のサイズになる
までドラッグします。

フォルダを開閉する

エクスプローラでは、エディタをフォルダで整理しています。

フォルダを開閉するには、次のいずれかの方法を使用します。

 フォルダのアイコンの横にある + または – 記号をクリックする。

 フォルダをダブルクリックする。

 フォルダをクリックして Enter キーを押す。そのときの状態に応じてフォル

ダが開くかまたは閉じます。

コンポーネント エディタを開く

アプリケーション コンポーネントを作成または修正するには、FactoryTalk View 
Studio のエディタを使用します。エディタは、エクスプローラ ウィンドウでは

アイコンで示されています。また、メニューでは項目で示されています。 

エディタを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 アプリケーション内のいずれかのコンポーネント (ディスプレイなど) をダブ

ルクリックする。

 エディタのアイコンをエクスプローラからワークスペースにドラッグする。
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 エディタのアイコンを右クリックして、[新規作成] または [開く] をクリック

する。

 [ツール] または [設定] メニューで、開くエディタをクリックします。

以下に、FactoryTalk View SE エディタとそれらの機能の一覧を示します。

FactoryTalk View Studio メニュー バーからエディタを開くことができる場合は、

メニュー名が記載されています。

エディタで複数のコンポーネントを作成できる場合は、ショートカット メニューに [新規作

成] が含まれています。エディタで 1 つのコンポーネントしか開くことができない場合は、

メニューに [開く] が含まれています。

目的 使用するエディタ

FactoryTalk View の実行時セキュリティ アカウント

を設定し、ユーザーおよびグループにセキュリティ 
コードを割り当て、ログインおよびログアウト マク

ロを割り当てる。

実行時セキュリティ 
([設定] メニュー )

FactoryTalk View のコマンドおよびマクロにセキュリ

ティ コードを割り当てる。

ランタイム保護コマンド 
([設定] メニュー )

ログに記録されるシステム アクティビティのタイプ

と、いつどこでどのように記録されるかを指定する。

ヒント:このエディタで指定した設定は、使用してい

るコンピュータに対してのみ適用されます。

Diagnostics Setup
([ツール] メニュー )

HMI タグ アラームについてのみ、どのようなアラー

ム アクティビティがいつどこでどのように記録され

るかを指定する。

ヒント:ヒント:このエディタで指定した設定は、コン

ピュータに HMI サーバーが含まれている場合に限

り、使用しているコンピュータに対してのみ適用さ
れます。

HMI タグ アラーム ログ 
セットアップ 
([ツール] メニュー )

アプリケーションに言語を追加し、デフォルトの言
語を設定し、テキスト文字列をエクスポートおよび
インポートする。

言語 
([ツール] メニュー )

コマンド ラインを開き、FactoryTalk View のコマン

ドとマクロを実行する。

コマンド ライン

HMI タグを作成し、HMI タグ アラームを設定する。 タグ
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グラフィック ディスプレイとグローバル オブジェ

クト ディスプレイを作成する、またはグラフィック 
ライブラリを開いてライブラリ オブジェクトを使用

する。

グラフィックス (ディスプ

レイ、グローバル オブ

ジェクト、またはライブラ
リ アイコン)

グラフィック ディスプレイで繰り返し使用するイ

メージをアプリケーションに追加する。

イメージ

実行時にグラフィック ディスプレイのタグ プレー

スホルダーを置き換える値のタグを指定する、パラ
メータ ファイルを作成する。

パラメータ

グラフィック ディスプレイの入力オブジェクトと

ディスプレイ オブジェクトの値を指定する、レシピ 
ファイルを作成する。

レシピ

トリガー値を含むローカル メッセージ ファイルと、

対応するメッセージを作成する。

ローカル メッセージ

HMI タグ アラームについてのみ、アラームの重要

度やユーザー メッセージなどの一般的な機能を設定

する。

アラーム セットアップ

HMI タグ アラームについてのみ、アラーム通知が抑

制されているタグのリストを表示する。

抑制リスト

他のタグまたは各種機能から派生した値を持つタグ
を作成する。

ディライブド タグ

FactoryTalk View コマンドまたはマクロをトリガーす

る式になるイベントを作成する。

イベント

一連の FactoryTalk View コマンドを実行するマクロ

を作成する。

マクロ

FactoryTalk View SE Client キーボードを再マッピン

グし、FactoryTalk View コマンドを実行する。

クライアント キー

選択したタグの値がいつどこで、どのように記録さ
れるかを指定する、データ ログ モデルを作成する。

データ ログ モデル

目的 使用するエディタ
2–13



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

コンポーネントを作成および修正する

エクスプローラでは、アプリケーション ディレクトリ以下のフォルダにある物

理ファイルを表すコンポーネントが管理されます。

コンポーネントを表示する

特定のエディタに関連付けられているコンポーネントを表示するには、次のい
ずれかの方法を使用します。

 エディタのアイコンの横にある + 記号をクリックする。

 エディタのアイコンをダブルクリックする。

 エディタのアイコンをクリックして、Enter キーを押す。

エディタで作成されたコンポーネントは、ツリー内のエディタのアイコンの下
に表示されます。

コンポーネントを作成する

新しいコンポーネントを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

 エディタのアイコンをワークスペースにドラッグする。

 エディタのアイコンを右クリックして、[新規作成] をクリックする。

コンポーネントを開く

コンポーネントを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 コンポーネントをダブルクリックする。

 コンポーネントをワークスペースにドラッグする。

 コンポーネントを右クリックして、[開く] をクリックする。

グラフィックス エ
ディタを使用して 
コンポーネントが 
作成されます。
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アプリケーションにコンポーネントを追加する

アプリケーションにコンポーネントを追加するには、次のいずれかの方法を使

用します。

 Windows エクスプローラから FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィン

ドウに物理ファイルをドラッグする。

 エディタのアイコンを右クリックして、[アプリケーションへのコンポーネン

トの追加] をクリックする。このオプションを使用すると、アプリケーション

内にファイルのコピーが作成されます。

ドラッグ アンド ドロップによってコンポーネントを追加するには

1. Windows エクスプローラで、アプリケーションに追加するファイルを特定し

ます。

2. そのファイルを FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウにド

ラッグします。

エクスプローラで、コンポーネントの修正に使用したエディタの下に、コン

ポーネントが自動的に追加されます。

コンポーネントの追加オプションを使用してコンポーネントを追加す

るには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、追加するコンポー

ネントの作成に使用したエディタを右クリックして、[アプリケーションへの

コンポーネントの追加] をクリックします。 

たとえばグラフィック ディスプレイを追加するには、ディスプレイ アイ 

コンを右クリックして、[アプリケーションへのコンポーネントの追加] をク

リックします。

2. 追加するコンポーネントを検索して選択し、[開く] をクリックします。

選択したコンポーネントがエクスプローラでエディタのアイコンの下に追加

されます。

連続する複数のコンポーネントを選択するには、選択する 初のコンポーネントをクリック

し、Shift キーを押しながら 後のコンポーネントをクリックします。複数のコンポーネン

トを別個に選択するには、Ctrl キーを押しながら各コンポーネントをクリックします。
2–15



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

コンポーネントに名前を付ける

FactoryTalk View Studio でコンポーネントに名前を付けると、ディスク上にファ

イル名が自動的に作成されます。エクスプローラ ウィンドウに表示されている

コンポーネント名が、ファイル名の一部になります。 

FactoryTalk View では、スペースを含め 長 260 文字の長いファイル名がサポー

トされています。ファイル名を決める場合は、拡張子 (.gfx) の 4 文字と、その

ファイルのパスに必要な全文字数を考慮する必要があります。残りは、ファイル
名に使用できる、スペースを含む文字数になります。

各ファイルは、ファイルが存在するパスに依存します。

たとえば以下のパスとファイル名の場合は、スペースを含め 115 文字になって

います。 大文字数は 260 であるため、スペースを含めてさらに 145 文字使用

できます。

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI 
Projects\InstantFizz_SE\Gfx\cip overview.gfx

以下に示す別のパスの例は、マクロの保存に基づいています。

C:\Documents and Settings\All Users\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI 
Projects\InstantFizz_SE\Mcr

パスだけで合計 108 文字あるため、260 - 108 = 142 になります。ファイル名には

スペースを含めて 大 142 文字使用でき、拡張子に 4 文字使用できます。

スペースを含むコンポーネント名を使用する

コンポーネント名には、前のグラフィック ディスプレイの例のように、スペー

スを含めることができます。コマンドにスペースが含まれるコンポーネント名
を使用する場合は、コンポーネント名を二重引用符 ( “ ” ) で囲む必要があります。

たとえば、名前にスペースが含まれているパラメータ ファイルをロードするに

は、次のディスプレイ コマンドを入力します。

Display Screen1 /P”Bottling Line 1”

特定の FactoryTalk View コマンドのコマンド シンタックスの詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。
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2 ????????
コマンドまたはマクロと競合する名前を避ける

コマンドやマクロの発行に関する問題を防ぐには、コマンドと同じ名前をマク

ロに付けないようにします。たとえば、ディスプレイ コマンドとの混同を避け

るには、マクロの名前を Display にせず、DisplayScreen という名前を付けます。

コンポーネントの削除、除外、名前変更

FactoryTalk View Studio では、コンポーネントについて次のような結果になります。

 コンポーネントを削除すると、コンポーネントおよび対応する物理ファイル

の両方が削除されます。

 コンポーネントを削除と、コンポーネントがエクスプローラ ウィンドウから

削除されますが、物理ファイルは削除されません。

 コンポーネントの名前を変更すると、コンポーネントと物理ファイルの両方

の名前が変更されます。

コンポーネントとファイルを削除するには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、削除するコンポー

ネントを右クリックして、[永久削除] をクリックします。

コンポーネントを削除には

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、削除コンポーネン

トを右クリックして、[削除] をクリックします。

コンポーネントの名前を変更するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、名前を変更するコン

ポーネントを右クリックして、[名前の変更] をクリックします。

2. 新しい名前を入力し、[OK] をクリックします。

物理ファイルの名前変更後にコンポーネントを復元する

Windows エクスプローラで物理ファイルの名前を変更すると、FactoryTalk View 

Studio で対応するコンポーネントを開くことができなくなります。コンポーネン

トを除外して、名前を変更したファイルをアプリケーションに追加する必要が

あります。
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物理ファイルの名前変更後にコンポーネントを復元するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでコンポーネントを右

クリックして、[削除] をクリックします。

2. 復元するコンポーネントの作成に使用したエディタのアイコンを右クリック
して、[アプリケーションへのコンポーネントの追加] をクリックします。

たとえばグラフィック ディスプレイを復元するには、ディスプレイ アイコン

を右クリックします。

3. 名前を変更した物理ファイルを検索して選択し、[開く] をクリックします。

エディタの使用方法

FactoryTalk View アプリケーションの開発に使用するエディタの多くは、機能が

類似しているため、類似する情報を必要とします。これらの機能を知っておく
ことで時間を節約できます。

共通の操作にすばやくアクセスする

ショートカット メニューを使用すると、さまざまな環境で頻繁に実行するアク

ションにすばやくアクセスできます。

エクスプローラでは、フォルダを除くツリー階層内のすべての要素にショート
カット メニューがあります。グラフィックス エディタでは、グラフィック ディ

スプレイとディスプレイ内のオブジェクトにはショートカット メニューがあり

ます。

ショートカット メニューを開くには

 アイコン、グラフィック ディスプレイ、またはオブジェクトの上にポインタ

を置き、右クリックします。

リストとコンポーネントを参照する

入力が必要なフィールドの横には [参照] ボタンが表示されます。たとえば、テ

キスト ボックスに情報を入力する代わりに、[参照] ボタンをクリックして次の

ものを開くことができます。

 テキスト ボックスの有効なエントリが記載されているリスト

 有効なエントリを検索して選択できる、ダイアログ ボックスまたはタグ ブ
ラウザなどのブラウザ

 有効なエントリを作成できるエディタ

[参照] ボタン
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2 ????????
タグに名前を付ける

タグは、デバイス、データ サーバー、および HMI タグ データベースに保存され

ます。

タグ名は、たとえば FactoryTalk View グラフィック ディスプレイ内の入力オブ

ジェクトの関係を指定するために使用します。タグ名を指定するには、次のい
ずれかの方法を使用します。

 タグの名前を入力する。名前を使用するためにタグを作成する必要はありま
せんが、後でタグを作成する必要があります。作成しないと、実行時にエ
ラーが発生します。

 [参照]ボタンまたは [タグ] ボタン (いずれか表示されているボタン) をクリッ

クしてタグ ブラウザを開き、タグを選択または作成する。

タグの詳細については、10 章、タグを操作するを参照してください。

コマンドを選択および作成する

FactoryTalk View コマンドを使用して、アプリケーション コンポーネントを操作

および制御できます。ほとんどのコマンドでは、精度と制御を向上させるため
のパラメータを指定できます。

実行時にコマンドを実行するキーとグラフィック オブジェクトを設定できます。

HMI サーバーのコマンド ラインからコマンドを実行するか、マクロのコマンド

のリストを作成して、コマンドが必要な場所でマクロを実行することもできます。

コマンドの選択と作成のためにコマンド ウィザードを使用できます。

コマンド ウィザードを開く

コマンド ウィザードを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 たとえばボタン オブジェクトの押下時のアクション テキスト ボックス、ま

たはコマンド ラインなど、コマンドを入力するテキスト ボックスの横にあ

る [参照] ボタンをクリックする。

 コマンドを入力するボックス、またはマクロ エディタ内でダブルクリック

する。

 [編集] メニューで、[コマンド] をクリックする。
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特定の FactoryTalk View コマンドの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

式の作成

多くのエディタでは式を使用して、タグや機能に基づく値を計算します。式は、
複雑な論理式の場合もあれば、タグ名である場合もあります。

詳細については、20 章、式を作成するを参照してください。

FactoryTalk View SE からの印刷

それぞれの FactoryTalk View SE エディタから、選択した項目、またはエディタ

の内容全体を印刷できます。

選択した項目を印刷するには

1. たとえばエディタのスプレッドシート内のレコードなど、印刷する項目を選
択します。

2. [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。

3. 印刷範囲で、[選択] をクリックします。

ウィンドウの内容全体を印刷するには

1. [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。

2. 印刷範囲で、[すべて] をクリックします。

左側のカテゴリを
クリックすると、
そのカテゴリのコ
マンドが右側に表
示されます。

リスト ボックスの

サイズを変更する
には、このバーを
左右にドラッグし
ます。

コマンドをクリッ
クすると、そのシ
ンタックスがここ
に表示されます。
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プリンタを選択する

プリンタを選択するには、先にプリンタをインストールする必要があります。

FactoryTalk View ではネットワーク プリンタでの印刷が可能です。プリンタの

インストールと設定の詳細については、Windows のマニュアルを参照してくだ

さい。

プリンタを選択するには

1. 任意の FactoryTalk View エディタの [ファイル] メニューで、[印刷の設定] を
クリックします。

2. デフォルトのプリンタを使用しない場合は、別のプリンタを指定します。

3. 用紙の向きと種類を選択します。

実行時に印刷する

実行時にグラフィック ディスプレイを印刷するには、PrintDisplay コマンドを使

用します。

オペレータが特定のディスプレイを印刷できるようにするには、それらのディ
スプレイについてコマンドを実行する方法を用意します。たとえば、押下時の
アクションとして PrintDisplay を使用して、ボタン オブジェクト、ディスプレイ 
キー、またはクライアント キーを作成します。

PrintDisplay コマンドを使用すると、他のディスプレイが部分的に重なっている

場合でも、FactoryTalk View でディスプレイ全体が印刷されます。モニタに表示

されたイメージを印刷するには、ScreenPrint コマンドを使用します。 

PrintDisplay コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参

照してください。

[印刷の設定] の設定は、開発用コンピュータに対してのみ適用されます。アプリケーションを別

のコンピュータで実行する場合は、そのコンピュータでもプリンタを設定する必要があります。
2–21



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

2–22



3  ????????
3 アプリケーションの計画

この章では、以下について説明します。

 自動化するプロセスについて理解する。

 ネットワークのレイアウトを計画する。

 通信を計画する。

 アラームを監視および制御する方法を計画する。

 HMI タグをいつ使用するか決定する。

 信頼性の高い制御システムを設計する。

 実行時アプリケーションを設定する。

 展開と維持が容易なシステムを設計する。

 他のアプリケーションと統合し、システムをカスタマイズする。

自動化するプロセスについて理解する

FactoryTalk View Site Edition を使用して効果的な制御システムを設計するには、

自動化するプロセスについて理解することが重要です。

多様なソースから情報を収集し、システムの全体的なパフォーマンスに影響す
る可能性がある詳細に注意を払います。効果的に計画を立てるには、以下のこ
とを行います。

 システムを使用するオペレータやその他の専門家の話を聞き、工場の操業を
適化する方法について意見を収集します。

 経営層や情報システム スタッフの話を聞き、計画および設計上の決定を支援

するために必要な事項を特定します。

 プロセスを構成要素に分けます。これにより、自動化されたシステムの各部分
がネットワーク全体にどのように分散されているか、視覚的に確認できます。

 必要なプロセス変数と、プログラム可能なコントローラまたはデバイス内の
プロセス変数の場所を特定します。

 システムが使用するデータ サーバーのタイプを決定します。

 どのプロセスでアラームが生成され、どのようにアラームを監視するかを決
定します。
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 プロセスのどの部分を保護すべきか、およびユーザー アクセスを制限する

も効率的な方法を決定します。

 システムの各部分での冗長性の必要性を評価します。

ネットワーク レイアウトを計画する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションを設計する場合は、ネッ

トワークのレイアウトが特に重要になります。

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール、およびネットワーク設計に影

響するシステム要件の詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール 
ガイドを参照してください。

Windows ドメインまたはワークグループを選択する

10 台を超えるコンピュータで構成されるネットワーク アプリケーションの場

合、ドメイン コントローラの使用は必須ではありませんが、使用することを強

くお勧めします。以下のドメインがサポートされています。

 Windows Server 2012 (Standard Edition)

 Windows Server 2012 R2 (Standard Edition)

 Windows Server 2008 with Service Pack 2 (Standard Edition)

 Windows Server 2008 R2 with Service Pack 1 (Standard Edition)

 Windows Server 2003 R2 with Service Pack 2 (Standard Edition、ネイティブ 
モード) 

Windows ワークグループ

10 台以下のコンピュータで構成されるネットワーク分散アプリケーションの場

合は、Windows ワークグループ ネットワーク環境で FactoryTalk View SE を使用

できます。

Windows ワークグループ内のアプリケーションのセキュリティを設定する場合

は、FactoryTalk Directory ユーザー アカウントを使用することをお勧めします。

これにより、FactoryTalk Directory でのセキュリティ サービスが一元化され、ア

カウント管理が簡素化されます。

FactoryTalk Directory、FactoryTalk View SE Server、またはその他のアプリケーション ソフト

ウェアを、Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータにインストールしないでくだ

さい。
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ユーザー アカウントの詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照

してください。

必要なコンピュータを決定する

ネットワーク分散アプリケーションは、1 台のコンピュータで開発し、検証する

ことができます。ただし通常は、ネットワーク アプリケーション コンポーネン

トはネットワーク全体の複数のコンピュータに分散されています。 

FactoryTalk View SE のシステム要件と、ネットワーク分散アプリケーション コン

ポーネントの実行に関する制限の詳細については、FactoryTalk View Site Edition 
インストール ガイドを参照してください。

Windows XP で実行されているワークグループ アプリケーションの場合、ワークグループ内の

各コンピュータ上で、単純なファイル共有をオフにする必要があります。詳細については、

FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

2 台のサーバー (または 2 組の冗長サーバー ) と 20 のクライアントを超えるネットワーク分散

アプリケーションを配置する場合、またはアーキテクチャに関するアドバイスを必要とする場

合は、お近くの Rockwell Automation 営業所にお問い合わせください。冗長 FactoryTalk View 
SE Server の設定についての詳細は、14 章、「FactoryTalk システムの可用性を設定する」を参

照してください。
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以下に、分散システムのアーキテクチャのサンプルを示します。これには、
FactoryTalk Directory サーバー、FactoryTalk View SE サーバーおよびクライアン

ト、RSLinx Enterprise データ サーバー、アプリケーションの開発および設定用

の FactoryTalk View Studio などが含まれます。

必要に応じて、プロダクション用に展開されるネットワーク分散アプリケー
ションには、一般的に以下のコンピュータが含まれます。

 FactoryTalk Network Directory サーバーを実行する 1 台のコンピュータ

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション リソー

スとコンポーネントへのアクセスを一元化します。

FactoryTalk Network Directory は、ネットワーク分散アプリケーションを管理

します。特定のネットワーク アプリケーション内のすべてのコンピュータ

は、同じ FactoryTalk Network Directory を指定していなければなりません。

詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設定するおよび 6 章、ネット

ワーク分散アプリケーションを操作するを参照してください。
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 FactoryTalk View SE Server を実行する 1 つ以上のコンピュータの冗長ペア 

アプリケーション内の HMI サーバーに、グラフィック ディスプレイなどの 
HMI プロジェクト コンポーネントが保存され、アプリケーション クライアン

トにコンポーネントが提供されます。

HMI サーバーにはタグのデータベースが装備され、アラーム検出と履歴デー

タ管理 (ロギング) も行われます。

FactoryTalk View SE Server ソフトウェアは、HMI サーバーを実行するコン

ピュータにインストールする必要があります。冗長 HMI サーバーの場合、

このソフトウェアはプライマリとセカンダリ (またはバックアップ) 両方の 
HMI サーバー コンピュータにインストールする必要があります。

冗長 HMI サーバーの詳細については、14 章、FactoryTalk システムの可用性

を設定するを参照してください。

 FactoryTalk Alarms and Events サーバーを実行する 1 つ以上のコンピュー

タの冗長ペア

 データ サーバーを実行する 1 つ以上のコンピュータの冗長ペア

クライアントはデータ サーバーを通じて通信を行います。それによって、

OPC-DA 2.05a 仕様に準拠したデバイスおよびその他のデータ サーバー内の

情報にアクセスできます。

FactoryTalk View SE アプリケーション内のデータ サーバーの詳細について

は、9 章、通信を設定するおよび 6 章、ネットワーク分散アプリケーション

を操作するを参照してください。

 FactoryTalk View Studio を実行する 1 つ以上のエンジニアリング ワークス

テーション 

FactoryTalk View Studio は、FactoryTalk View SE アプリケーションの開発およ

び検証用の設定ソフトウェアです。

FactoryTalk View Studio の機能の詳細については、2 章、FactoryTalk View Studio 
の詳細を参照してください。

RSLinx Enterprise の代わりに OPC データ サーバーを使用する場合は、専用のホスト コン

ピュータでデータ サーバーを実行することをお勧めします。

FactoryTalk View Studio は、FactoryTalk View Machine Edition アプリケーションを開発す

るためのツールでもあります。マシン レベル アプリケーション開発の詳細については、

FactoryTalk View Machine Edition ユーザーズ ガイドを参照してください。
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 FactoryTalk View SE Client を実行する 1 つ以上のオペレータ ワークステー

ション 

FactoryTalk View SE Client ソフトウェアは、オペレータが FactoryTalk View SE 
ネットワーク分散アプリケーション、ネットワーク ステーション アプリ

ケーション、およびローカル ステーション アプリケーションを操作するた

めの実行時環境を提供します。

FactoryTalk View SE Client の設定の詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。

 FactoryTalk View SE Administration Console を実行する 1 つ以上のメンテ

ナンス コンピュータ 

FactoryTalk View SE Administration Console は、配置された FactoryTalk View SE 
アプリケーションを管理するためのソフトウェアです。

Administration Console で使用可能なエディタのサブセットを使用して、

FactoryTalk View Studio をインストールせずにアプリケーションに対する軽微

な変更を行うことができます。

通信を計画する

制御システムの通信を計画するには、以下の情報を収集します。

 プロダクション ラインのコントローラまたはデバイスのタイプ、およびそれ

らと通信できるソフトウェア。これは、アプリケーションで必要となるデー
タ サーバーの数を決定するために役立ちます。

 アプリケーションがコントローラおよびデバイスのデータにアクセスしてそ
れらを収集する方法。

 通信が切断された場合にクライアントの中断を 小にするために、冗長化す
る必要があるシステム。これは、アプリケーションで必要となる冗長データ 
サーバー ペアの数を決定するために役立ちます。

詳細については、9 章、通信を設定するを参照してください。
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データへのアクセス方法を決定する

プログラム可能なコントローラまたはデバイスの値にアクセスするためには、
データ サーバー タグ、HMI タグ、または両方の組み合わせを使用できます。

さまざまな目的に応じて、アプリケーション内のデータ サーバーを使用して、

コントローラまたはデバイス内の値に直接アクセスできます。目的によっては、
HMI サーバーのタグ データベース内のタグを使用する必要があります。

適な方法を決定するには、使用しているコントローラまたはデバイスの種類
と、アプリケーションがコントローラまたはデバイスと通信する方法を知る必
要があります。

必要なデータだけを収集する

制御システムは、必要不可欠なデータだけが収集されるように設計します。こ
れにより、データ収集に必要な処理能力が軽減され、通信チャネルまたはネッ
トワーク上のトラフィック量の制御が容易になります。

プログラム可能なデータ テーブルおよびタグ データベースのレイアウトを設計

する場合には、データ収集要件も考慮する必要があります。

理想的には、ネットワーク トラフィックを軽減し、システム応答を 適にする

には、タグ アドレスがプログラム可能なコントローラ データ テーブルの連続的

なブロックを参照するようにします。

アラームを監視および制御する

アラームは、問題が発生した場合にオペレータに警告するため、ほとんどの工
場制御アプリケーションで重要な要素になっています。

アラームは、特定のデバイスまたはプロセスが事前定義された許容可能な限界
の範囲で停止したことを知らせたり、故障、摩耗、またはプロセスの不具合を
示したりします。多くの場合、アラームが認知されたかどうかを含めて、ア
ラームの記録をとることも重要です。

FactoryTalk View SE では、HMI タグを使用して従来型のアラーム システムを設

定できます。また、FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用して、アプリ

ケーション内の各種デバイスからのアラーム情報の、実行時クライアントやロ
グへの配信を一元化できます。

アラームの監視および制御の詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定

するおよび 12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。
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アラームの監視および制御システムを計画する

システムで使用するアラームの監視および制御のタイプを決定する前に、以下
のことを計画します。

 アラームがトリガーされる条件

 それらのアラームについてオペレータにどのように通知するか

 アラーム メッセージにどのような情報を含めるか

 それらのアラームに対してどのようなアクションが行われるか

 どのようなアラームで FactoryTalk View コマンドを使用して指定することが

できる追加のアクションが必要になるか

FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用する利点

アラームの監視および制御に FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用するこ

とには、従来型の HMI タグ アラームを使用する場合と比較して利点があります。

たとえば、FactoryTalk Alarms and Events では 1 つの統合されたアラーム情報の

セットが提供され、アプリケーションでシステム全体に対する視野とアラーム 
アクティビティのレコードが得られます。これは、FactoryTalk サービスをサ

ポートするアラーム サーバーによって可能になります。

アラームの監視および制御の設定に関する決定は、FactoryTalk View SE アプリ

ケーションの設計、アプリケーションが必要とするデバイスのタイプ、および
アラームの監視に必要なプロセスに応じて行います。

デバイス ベースのアラームを選択する

デバイス ベースのアラームは、内蔵アラームをサポートする Logix5000 コント

ローラに、アラーム検出命令を直接プログラミングすることで設定します。

デバイス ベースのアラームを使用する場合は、コントローラでアラーム命令を 
1 回プログラミングするだけで済みます。HMI タグについてアラーム定義を作

成する必要はありません。 

アラーム検出はコントローラ内で行われるため、処理が高速であり、コント
ローラ内であるためタイムスタンプがより正確であり、さらにアラームの状態
が安定します。

FactoryTalk Alarms and Events サービスをサポートする Logix5000 コントローラの一覧につい

ては、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。
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3 ????????
FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk Alarms and Events をサポートするよう

に設定された Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) によっ

て、デバイス ベースのアラームを受信します。詳細については、「Rockwell 
Automation デバイス サーバーを操作する」(ページ 12-22) を参照してください。

タグ ベースのアラームを選択する

タグ ベースのアラームは、プログラム可能なコントローラ (PLC-5 または SLC 
500) 内のタグ、またはアラーム検出機能が内蔵されていない、OPC データ サー

バーを通じて通信を行うサードパーティ製デバイス内のタグに対して、アラー
ム条件を指定することで設定します。

統合された FactoryTalk Alarms and Events サービスの利点を活かすには、HMI タ
グ アラームの代替方法としてタグ ベースのアラームを使用します。

FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加する 
FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーによって、タグ ベースのアラーム

情報を受信します。

詳細については、「タグ アラームとイベント サーバーを操作する」(ページ 12-24) 
および「FactoryTalk タグベースのアラームを設定する」(ページ 12-27) を参照し

てください。

従来型の HMI タグ アラーム

FactoryTalk View SE アプリケーションでは、FactoryTalk View SE Server のタグ 
データベース内のタグにアラームを設定することもできます。これらのアラー
ムは HMI タグ アラームと呼ばれます。

従来型の HMI アラーム システムは、アプリケーションでその他の目的で HMI 
タグを使用していて、アラームについてそれらのタグを監視したい場合に使用
します。

FactoryTalk View SE Client は、HMI タグが存在する HMI サーバーを通じて HMI 
タグ アラーム情報を受信します。

HMI タグ アラーム情報は、FactoryTalk Alarms and Events サービスでは配信され

ません。つまり、FactoryTalk アラーム ディスプレイおよびログを使用して、

HMI タグ アラームを監視および操作することはできません。

HMI タグ アラームの監視の詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定

するを参照してください。
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HMI タグをいつ使用するか決定する

HMI タグをアプリケーションで私用することで以下のような拡張機能を追

加できます。

 HMI タグの値が、指定されたしきい値を超えた場合にアラームをトリガー

する

 プログラム可能なコントローラまたはデバイスに値を送信する前に、値のス
ケーリングまたはオフセットを行う

 タグの値に対する不正な変更を防止するセキュリティ機能

 柔軟なアドレス指定。HMI タグでは、ハードコーディングされた物理アドレ

スまたはデバイス固有の変数名は不要です。つまり、タグ名がマッピングさ
れている物理アドレスを変更するだけで、アプリケーションを他のデバイス
で再利用できます。

 一部のコントローラや OPC サーバーでは作成できない、説明的なタグ名。

HMI タグの詳細については、「タグを操作する」(ページ 10-1) を参照してくだ

さい。

HMI タグ データベースを設計する

HMI タグ データベースを作成する場合は、事前の計画が重要です。優れた設計

を行えば、メンテナンスに要する時間が短縮され、デバイスから FactoryTalk 
View に対する応答時間も短縮されます。

以下の情報を収集します。

 プロセス フローチャート (またはプロセスおよび計装図)

 アプリケーションのプログラム可能なコントローラ データ テーブルまたは

レジスタ アドレスのリスト

 アプリケーションの HMI タグ アラーム要件
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HMI タグを編成する

HMI タグを作成する場合は、事前に編成方法を計画します。

 HMI タグの命名規則を定義します。誰にとってもわかりやすく論理的な名前

を選択します。それによってトラブルシューティングが容易になります。

 アプリケーションにとって意味のある方法で、関連する HMI タグをグルー

プ化します。たとえば、類似するすべてのデバイス、または工場フロアの関
連する領域などをグループ化します。

関連する HMI タグをグループ化するために、タグ エディタでフォルダを作成

できます。さらに詳細に編成するには、ネストされたフォルダを作成します。

信頼性の高い制御システムを設計する

制御システムのどの部分を保護し、どの部分を冗長化するかを計画することで、
信頼性と可用性の高いシステムを設計することが可能になります。

システムを保護する方法を計画する

制御システムを保護する方法を計画する場合は、以下のことを考慮します。

 工場内のさまざまな領域、または制御システムの各部分へのアクセスを必要
とする、ユーザーまたはユーザー グループのタイプ。

 システムのセキュリティを設定する特権などの管理特権を誰が持つか

 ユーザーがシステムにいつログオンするか、またパスワードを変更する必要
があるか。

 たとえばグラフィック ディスプレイに対する不測の変更を防止するために、

または特定の HMI タグに誰が書き込めるかを制御するために、どの HMI プ
ロジェクト コンポーネントを保護するか。

 工場内の特定の領域にあるコンピュータへのアクセスを制限するかどうか。

詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照してください。

すべての HMI タグをデータベースのルート フォルダに置かないようにしてください。ネス

トされたフォルダに含まれている HMI タグは、ルート フォルダ内のタグの総数には影響し

ません。フォルダ内のタグ数は 2000 未満に制限することをお勧めします。

一般的なセキュリティ ニーズを持つユーザーの管理を簡素化するために、ユーザー グルー

プのセキュリティを計画することをお勧めします。
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組み込みのシステム可用性機能の使用を計画する

完全な FactoryTalk システムは、展開したすべてのネットワーク、デバイス、お

よびソフトウェア アプリケーションで構成され、工場またはプロセスを監視お

よび制御します。

システムが安全かつ予測可能な方法でデータを提供できるかどうかは、いくつ
かの要素によって決まります。

データ損失とダウンタイムを 小にし、接続されているクライアントがシステ
ムの重要な部分を常に利用できるようにするために、FactoryTalk View SE は以下

のようなヘルス モニタリング機能と冗長性機能を備えています。

 非冗長および冗長アプリケーション サーバーのサーバー ステータス監視。 

 非接続操作。たとえば、接続されているクライアントは、FactoryTalk 
Directory が使用できなくなっても実行を継続できます。

 冗長アプリケーション サーバー。ネットワーク分散アプリケーションでは、

アプリケーション サーバーの冗長性を設定できます。

これらのサーバーとしては、FactoryTalk View SE Server (HMI サーバーとも呼

ばれる)、FactoryTalk Alarms and Events サーバー、デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise)、OPC データ サーバー (RSLinx Classic およびその他の OPC 2.05a 
Data Access サーバー ) などがあります。

 HMI タグおよびアラーム プロパティのオンラインでの変更のサポート。この

機能の詳細については、ページ 14-28 を参照してください。

 プライマリからセカンダリへの HMI サーバー変更の複製。この機能の詳細に

ついては、ページ 14-19 を参照してください。

 システム内の各コンピュータ (クライアントおよびサーバー ) に対するネッ

トワーク接続監視。この機能の詳細については、ページ 14-38 を参照してく

ださい。

詳細については、14 章、FactoryTalk システムの可用性を設定するを参照してく

ださい。

冗長アプリケーション サーバーについて

理論上は、理想的な冗長ソリューションでは、ハードウェア、ソフトウェア、
ネットワークなどすべての要素のバックアップ コピーが少なくとも 1 つ必要で

す。実際これはほとんど実現不可能であり、また必要でもありません。
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冗長性を設定する場合は、事前に以下のことを計画します。

 システム内のどのコンポーネントがバックアップを必要とするか。つまりど
の程度の冗長性が必要であるかを決定します。

 バックアップ システムをどこに (どのコンピュータに) 配置するか。

 ネットワーク レイアウトを計画し、各コンピュータで予測される処理負荷を

計算します。この情報は、アプリケーションのどの部分がハードウェアを共
有するかを計画するために役立ちます。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションでは、HMI サーバー、

アラーム サーバー、データ サーバーの冗長ペアを設定できます。詳細について

は、14 章、FactoryTalk システムの可用性を設定するを参照してください。

さらに、HMI タグ アラーム、データ ログ、およびアクティビティ ログ情報が 
ODBC 準拠データベースに自動的に送信されるように、FactoryTalk View SE を設

定できます。また、データベースが使用できなくなった場合にデータがローカ
ルでバッファ処理されるように、HMI サーバーを設定できます。

詳細情報:

 HMI タグ アラーム ロギングについては、11 章、HMI タグ アラームを設定す

るを参照してください。

 データ ロギングについては、22 章、データ ロギングを設定するを参照して

ください。

 アクティビティ ロギングについては、15 章、システム アクティビティのロ

ギングを参照してください。

実行時アプリケーションを設定する

グラフィック ディスプレイを設計する場合は、ユーザーのアプリケーション内

の移動に 適な方法で設計します。移動を容易にするために、以下のことを行
います。

 ディスプレイの階層を設計する。

 ディスプレイのテンプレートを作成する。

 ユーザーのディスプレイ操作を容易にするために、ビジュアル デザインの原

則を適用する。
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グラフィック ディスプレイとオブジェクトの作業の詳細については、16 章、グ

ラフィック ディスプレイを作成するおよび 17 章、グラフィック オブジェクト

を作成するを参照してください。

グラフィック ディスプレイの階層を設計する

正しく組織化されたグラフィック ディスプレイでは、情報が明確かつ一貫性を

持って提示されるため、ユーザーがシステム内を容易に移動できます。

階層とは、ユーザーが移動することで情報の詳細度が高まる、一連のグラ
フィック ディスプレイです。階層は、管理者、監督者、オペレータを含むすべ

てのアプリケーション ユーザーのニーズに応じて設計します。

個々のグラフィック ディスプレイを設計する前に、以下のことを計画します。

 概要やメニューを含む、アプリケーション全体にわたるディスプレイ階層。

 階層内をユーザーが移動する方法。

 FactoryTalk View SE Client ウィンドウ内でドッキングされるディスプレイ。

詳細については、19 章、ナビゲーションを設定するを参照してください。

一貫性を確保するためのテンプレートを作成する

アプリケーション内でグラフィック ディスプレイの外観の一貫性を維持するた

めに、同じ情報と基本的な機能は、各ディスプレイの同じ位置に配置します。
これにより、ユーザーはディスプレイ間を移動しても、類似する要素を簡単に
見つけることができます。

統一性を確保するには、テンプレートとして機能する共通要素を基にしてディ
スプレイを設計します。新しいディスプレイを設計する場合は、適切なテンプ
レートのコピーを基に設計を開始します。たとえば、テンプレートには以下の
要素が含まれることがあります。

 企業ロゴ

 タイトル

 日付と時刻

 ナビゲーション ボタン

テンプレートの配信と維持を容易にするには、グローバル オブジェクトを使用します。グロー

バル オブジェクトの詳細については、16 章、グラフィック ディスプレイを作成するを参照し

てください。
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3 ????????
ビジュアル デザインの原則を適用する

グラフィック ディスプレイを設計する場合には、オペレータの効率を向上させ

るビジュアル デザインの原則を適用します。以下の重要な原則を適用すること

を考慮してください。

一貫性

 記号や色の使用方法を統一する。

 ボタンのラベルと配置を統一する。

複数のディスプレイを設計する場合は、同じ種類のボタンを同じ位置に置き
ます。たとえば、1 つのディスプレイの特定の位置にスタート ボタンがある

場合は、次のディスプレイで停止ボタンを同じ位置に置かないようにします。

明確性

 すぐに認識できる記号を使用します。たとえば、タンクやバルブについて
は、Symbol Factory ライブラリにある記号のような、従来型の ISA 記号を使

用します。

 ディスプレイには過剰な情報を盛り込まないようにします。

 標準的で明確な用語を使用し、ユーザーが理解できないような略語や頭字語
は避けます。

 認識可能な意味を持つ色を使用します。たとえば欧州と北米では、赤と緑は
多くの場合停止と開始を意味します。停止ボタンには必ず赤を割り当て、開
始ボタンには必ず緑を割り当てることで、色の意味に一貫性を持たせます。

 明るい色の文字を暗い色の背景に置くなど、コントラストの強い色の組み合
わせを使用します。

ユーザビリティ

 タッチ画面を設計する場合は、重要なボタンにポップアップ ウィンドウが重

ならないように注意して配置します。ユーザーはウィンドウが重なったボタン
を押すことができないからです。

また、ボタンには十分な大きさと間隔を持たせ、作業用手袋を着用している
場合でもユーザーが簡単にタッチできるようにします。

 ディスプレイ間を簡単に移動できる方法が常に確保されるようにします。
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トレンドの使用方法を計画する

トレンドを設計する場合は、アプリケーション内でどのように使用されるかを
考慮します。たとえば、トレンドは以下のような目的で使用されます。

 プロセスのトレンドを分析する。

 プロダクションの効率性を監視する。

 政府規制への準拠を確保するために、プロセス変数をアーカイブする。

このような考慮事項に基づいて、どのタグを同じトレンドに、データ ログ モデ

ルから、時間軸に沿って、または別のタグとの関係で配置する必要があるかで
決定できます。

詳細については、23 章、トレンドを設定するを参照してください。

実行時の言語切り替えを計画する

複数の言語をサポートするアプリケーションを設計する場合には、以下の事項
を考慮します。

 オペレータが実行時に言語を切り替える方法。

たとえば、アプリケーションでサポートされている各言語について、言語コ
マンドを実行するボタンを作成できます。

 オペレータが言語を切り替える必要があるかどうか。切り替える必要がある
場合は、言語切り替えボタンがあるグラフィック ディスプレイを開くことが

できるセキュリティ特権をユーザーに与えます。

 グラフィック ディスプレイで、異なる言語を一貫した方法で効果的に表示

する。

たとえば、フランス語に切り替えるように設定されたボタンをキャプション
で識別するようにした場合は、言語を切り替えるとキャプションが変更され
ます。これを避けるには、代わりにフランス国旗のイメージをボタンに表示
させます。

詳細については、13 章、言語切り替えを設定するを参照してください。
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3 ????????
展開と維持が容易なシステムを設計する

FactoryTalk View SE には、簡単に使用できてメンテナンスも容易なアプリケー

ションを作成するためのツールと機能が含まれています。たとえば次のことが
できます。

 グローバル オブジェクトを作成し、オブジェクトのコピーをアプリケーション

全体に配信する。グローバル オブジェクトを修正すると、リンクされている

すべてのコピーに変更が適用されます。

グローバル オブジェクトの詳細については、16 章、グラフィック ディスプ

レイを作成するを参照してください。

 たとえば通信上の問題のトラブルシューティングのために、展開およびメン
テナンスの担当者がアプリケーションを検証できる、特別なグラフィック 
ディスプレイを作成する。

 OpenRSLogix5000 コマンドを使用して、HMI アプリケーションの各部分を、

プログラム可能なコントローラ内のロジックにリンクする。

たとえば、FactoryTalk View SE で実行されたアクションを RSLogix 5000 の 
Sequential Function Charts (SFC) にリンクして、オペレータが工場内で実行さ

れているプロセスの状態を追跡できるようにします。

OpenRSLogix5000 コマンドの詳細な使用方法については、FactoryTalk View 
Site Edition ヘルプを参照してください。

複数のユーザー用にアプリケーションを設計する

単一ユーザー環境に適した動作は、複数ユーザーの場合は適切でない場合があ
ります。

ネットワーク分散アプリケーションを設計する場合は、以下のような問題を考
慮してください。

 複数のクライアントで実行するグラフィック ディスプレイで、ディライブド 
タグ ファイルを停止するためにシャットダウン マクロを使用している場合

は、いずれかのクライアントでディスプレイを閉じると、ディライブド タグ

の処理が停止します。

ディライブド タグの処理は HMI サーバーで行われるため、これはそのディ

ライブド データを必要とするすべてのクライアントに影響する可能性があり

ます。ディライブド タグの詳細については、24 章、ロジックとコントロー

ルを追加するを参照してください。
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 タグの値はネットワーク分散アプリケーション全体にわたってグローバルに
取得されるため、タグの値をローカル情報の保存には使用しないでくださ
い。たとえば、 後に表示されたディスプレイを示すためにタグの値を使用
すると、アプリケーションに接続されているすべてのクライアントが同じタ
グの値を受け取ります。

他のアプリケーションと統合し、システムをカスタマイズする

Microsoft Excel などのプログラム、または Microsoft SQL Server にデータを要求

することが多い場合は、FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルとディス

プレイ コードを VBA と合わせて使用して、アプリケーションと FactoryTalk 
View SE を統合することを検討してください。

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルを使用して、以下の方法で制御シ

ステムをカスタマイズすることもできます。

カスタム アラーム イベントを追加する

PLC ロジックを使用してアラーム検出アルゴリズムを記述し、FactoryTalk View SE 
でアルゴリズムに応答するイベントを作成することができます。

オペレータ入力を確認する

VBA ロジックを使用して、オペレータの入力を確認します。たとえば、数値入

力オブジェクトにオペレータが入力した値が、別の数値入力オブジェクトの値
の10%以下であることを確認します。

カスタム オペレータ フォームを作成する

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルを使用して、VBA フォーム オブ

ジェクトにデータを入力し、グラフィック ディスプレイで使用します。たとえ

ば、オペレータがディスプレイからレシピ項目を選択できる、リスト ボックス

またはコンボ ボックスを用意します。

FactoryTalk View SE Client ウィンドウを操作する

FactoryTalk View SE Client ウィンドウのサイズに基づいてグラフィック ディスプ

レイを配置する VBA コードを記述して、実行時アプリケーションがさまざまな

デスクトップ サイズや解像度に動的に適応できるようにします。

診断ログにカスタム メッセージを送信する

診断リストと診断ログに特定のメッセージを送信し、VBA コードに関する問題

をオペレータに知らせます。
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システムを保護する

FactoryTalk View SE オブジェクト モデルを使用して、システムを使用している

ユーザーに関するセキュリティ情報を取得し、システムに対するアクセスを制
御します。

たとえば、ユーザーが特定のユーザー名でログインしている場合のみ、特定の
コンピュータ名を持つワークステーション上でグラフィック ディスプレイを表

示するコードを作成することで、保護されているコンピュータ上のグラフィッ
ク ディスプレイに対するユーザー アクセスを制限できます。
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4 FactoryTalk Directory を設定する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk Directory について。

 ネットワークされたシステム内での FactoryTalk Directory の使用。

 FactoryTalk Network Directory サーバーの場所の指定方法。

 Network Directory サーバーを使用できない場合。

FactoryTalk Directory について

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのリソースとコンポーネント

へのアクセスを一元化します。

電話帳や電子メールのアドレス帳のように、アプリケーションの各部分が単一
のコンピュータまたはネットワーク上で簡単に互いを簡単に見つけられるよう
に、FactoryTalk Directory はアプリケーションの各部分に検索サービスを提供し

ます。 

アプリケーション コンポーネントは元の環境に保存して、複製の必要なしにす

べてのクライアントに対して利用可能にすることができます。

FactoryTalk View Site Edition アプリケーションは 2 種類の FactoryTalk Directory を
使用します。

 FactoryTalk Local Directory (Local Directory とも呼ばれる) はローカル ス
テーション アプリケーションを管理します。

OPC データ サーバーを除くすべてのローカル アプリケーション コンポーネン

トを同じコンピュータに配置する必要があります。

 FactoryTalk Network Directory (Network Directory とも呼ばれる) はネット

ワーク分散アプリケーションおよびネットワーク ステーション アプリケー

ションを管理します。

ネットワーク分散アプリケーションは複数のクライアントおよびサーバーで
構成でき、ネットワークに接続している複数のコンピュータに分散できます。
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1 つの Network Directory が単一のネットワーク分散アプリケーションまたは

ネットワーク ステーション アプリケーションに参加しているすべての 
FactoryTalk 製品を管理します。

Local Directory と Network Directory の両方が FactoryTalk Services Platform でイン

ストールされます。詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール 
ガイドを参照してください。

ネットワークされたシステム内の FactoryTalk Directory

FactoryTalk Directory は、FactoryTalk View Site Edition およびその他の Rockwell 
Automation ソフトウェア製品によって使用される FactoryTalk の共通のサービス 
セットの 1 つです。

FactoryTalk サービスを使用し、FactoryTalk 製品およびコンポーネントを統合す

る自動化制御システムを FactoryTalk システムと呼びます。

FactoryTalk サービスの概要については、「FactoryTalk システムについて」(ページ 1-1) 
を参照してください。

以下の図は、FactoryTalk View SE アプリケーションを Network Directory、RSLinx、
および RSLogix ソフトウェアと一緒に、ネットワークされた FactoryTalk システ

ムに展開する方法を示します。
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図では、FactoryTalk View SE Client および FactoryTalk View Studio ソフトウェアを

ホストしているコンピュータが Network Directory を使用して、FactoryTalk View 
SE Server をホストしているコンピュータを検索します。

これにより、クライアントが FactoryTalk View グラフィック ディスプレイやデー

タ ログ モデルなど、さまざまなアプリケーション サービスにアクセスできます。

システム内の FactoryTalk View SE Server は Network Directory を使用して RSLinx 
Enterprise を検索し、ネットワーク デバイス (たとえば、PLC-5 や Logix5000 デバイ

ス) 上のデータへのアクセスを取得してグラフィック ディスプレイを更新します。

FactoryTalk システム

FactoryTalk Network Directory

ネットワーク アプリケーション - Waste Water

FactoryTalk Security 設定、

およびシステム ポリシー

Logix5000 コントローラPLC-5 コントローラ

FactoryTalk Services Platform  

FactoryTalk View SE Server   

FactoryTalk View SE Client   

FactoryTalk View Studio  

RSLinx Enterprise 

RSLogix 5000 
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FactoryTalk View SE アプリケーションの FactoryTalk Directory

FactoryTalk View Studio では、アプリケーションを作成するか開くと、アプリ

ケーションを管理する FactoryTalk Directory が以下の図に示すように Explorer ツ
リーの 上部に表示されます。

ローカル ステーション アプリケーション (左側に表示) の場合、エクスプローラ

に Local Directory のホスト コンピュータの場所アイコンと名前が表示されます。

ネットワーク分散アプリケーションの場合、エクスプローラにネットワーク ア
イコンが表示されます。

 Network Directory サーバーが FactoryTalk View Studio と同じコンピュータに配

置されている場合は localhost。

 Network Directory が別のコンピュータに配置されている場合は、ホスト コン

ピュータ名。

ローカル ステーション アプリケーション

FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケーションでは、Local 
Directory、FactoryTalk View SE Server、および FactoryTalk View SE Client のすべ

てを同じコンピュータにインストールして実行する必要があります。

Local Directory 
(ホスト コン 

ピュータ)

Network Directory 
(ホスト コン 

ピュータ)

アプリケーション

HMI プロジェクト 

コンポーネント
およびエディタ

HMI プロジェクト 

コンポーネント
およびエディタ

アプリケーション

領域

領域

FactoryTalk シス 

テムの設定

FactoryTalk シス 

テムの設定

HMI サーバー HMI サーバー 

FactoryTalk タグ 

アラームとイベン
ト サーバー 
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必要であれば、1 台の RSLinx Enterprise データ サーバー、または 1 台の FactoryTalk 
タグ アラームとイベント サーバーを追加できます。このサーバーもローカルに

インストールする必要があります。ローカル ステーション アプリケーションで

は、他のコンピュータにインストールできるのは OPC データ サーバーだけです。

詳細については、8 章、ローカル ステーション アプリケーションを操作するを

参照してください。

ネットワーク アプリケーションを実行する

ネットワーク アプリケーションは同じ Network Directory によって管理される複

数のアプリケーションのうちの 1 つである可能性があります。あるいは、ディ

レクトリ サーバーを使用するアプリケーションのみの場合もあります。

複数のアプリケーション、1 台の Network Directory コンピュータ

同じネットワークでホストされており、それぞれが制御システムとして機能す
る複数のアプリケーションを 1 つの Network Directory で管理できます。

これは他のアプリケーションが生産環境で動作している間に、1 つのアプリケー

ションを開発できることを意味します。また、複数のアプリケーションを同時
に実行し、各アプリケーションが企業ネットワーク内の異なる施設を制御する
ことができます。

アプリケーション ユーザーは複数のドメインのメンバーになることができます。

ドメインを使用していない場合、ネットワーク分散アプリケーションに接続し
ているすべてのコンピュータが同じ Windows ワークグループに属している必要

があります。

複数のアプリケーション、複数の Network Directory コンピュータ

また、ネットワークに Network Directory ソフトウェアを実行している複数のコン

ピュータを含めることができます。これは、次のような複数のネットワーク分
散アプリケーションを実行する場合に役立ちます。

 たとえば、ワイド エリア ネットワーク (WAN) のような低速なネットワーク

で分離されている。

これを行うには、WAN の両側のそれぞれのサイトに 1 つの Network Directory 
を設定します。

 データを共有する必要がない。

ネットワーク上の各コンピュータは Network Directory ソフトウェアを実行している 1 台のコン

ピュータのみに接続できます。1 台のコンピュータを複数の FactoryTalk Directory サーバーに

接続することはできません。
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FactoryTalk Directory サーバーの場所を指定する

FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションの場合、Network Directory 
サーバーをホストするコンピュータを指定する必要があります。

他の FactoryTalk View ソフトウェア コンポーネントと同じコンピュータで 
Network Directory サーバーを実行することも、専用のコンピュータで単独で実行

することもできます。

FactoryTalk View SE をインストールした後、FactoryTalk View Studio、FactoryTalk 
View SE Client、または FactoryTalk View SE Administration Console を実行する前

に、FactoryTalk Directory Server Location Utility を使用して次の内容を指定する必

要があります。

 Network Directory サーバーを実行している Localhost。

 アプリケーションに参加する他のすべてのコンピュータ上で Network Directory 
サーバーを実行しているコンピュータの名前。

ネットワーク分散アプリケーションまたはネットワーク ステーション アプリ

ケーションのすべての部分の展開に関する詳細情報については、FactoryTalk 
View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

Network Directory サーバー コンピュータ上の localhost を指定する

には

1. Network Directory サーバーをホストしているコンピュータ上で、[スタート] > 
[すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk Tools] をクリック

し、[FactoryTalk Directory の場所を指定します] をクリックします。

2. ログオンするように求められます。名前とパスワードを入力し、[OK] をク

リックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ユー

ティリティが実行されているコンピュータに、Network Directory および 
Windows で管理権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

3. FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、[ディレクトリ サー

バーをホストするコンピュータ] の下に localhost  が表示されている場合、

[OK] をクリックします。

Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上では、FactoryTalk Directory またはその

他のアプリケーションを実行しないでください。
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localhost が表示されていない場合は、[参照] ボタンをクリックします。

4. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[このコン

ピュータ] をクリックして [OK] をクリックします。

5. [OK] をクリックします。

アプリケーション コンピュータ上でディレクトリの場所を指定する

には

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalk Directory の場所を指定します] 
をクリックします。

2. FactoryTalk にログオンするように求められます。名前とパスワードを入力

し、[OK] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ユー

ティリティが実行されているコンピュータに、Network Directory および 
Windows で管理権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

3. FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、[参照] ボタンをク

リックします。

Network 
Directory サー

バーの場所を
指定するには、 
[参照] ボタン

をクリックし
ます。
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4. [FactoryTalk Directory サーバーの設定] ダイアログ ボックスで、[リモート コン

ピュータ] をクリックし、Network Directory サーバーの名前を入力して、[OK] 
をクリックします。

Network Directory サーバー コンピュータを検索して選択するには、[参照] ボ
タンをクリックします。

5. [OK] をクリックします。

Network Directory サーバーとしてリモート コンピュータを指定するには、リ

モート コンピュータの Network Directory と Windows に管理権限を持つユー

ザーとしてログオンする必要があります。

6. ネットワーク分散アプリケーションに参加する各コンピュータ上で 1 から 5 
のステップを繰り返します。

ローカル ステーション アプリケーションへの FactoryTalk 
Directory の設定

FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケーションの場合は、ソフト

ウェアのインストール中に場所が自動的に localhost に設定されるため、Local 
Directory を設定するために何も行う必要はありません。

ローカル ステーション アプリケーションのすべての部分の展開に関する詳細情

報については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してくだ

さい。

Network 
Directory サー

バーの場所を 
指定するには、 
[参照] ボタンを

クリックします。
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Network Directory サーバーを使用できない場合

クライアント コンピュータがアプリケーションに接続されている間に Network 
Directory を使用できなくなった場合、クライアントはディレクトリのローカル 
コピーを使用して正常な動作を続行します。

接続済みのクライアントを再起動する必要はありません。クライアントが必要
としているタグやディスプレイがそれまで使用されたことがない場合でも、タ
グ アドレスの解決、タグ値の読み取りおよび書き込み、アラームの確認、グラ

フィック ディスプレイの表示などを続行します。

Network Directory を使用できない間は、それに依存しているアプリケーションの

構造を変更できません。たとえば、領域やサーバーのアプリケーションへの追
加、新しいセキュリティ アカウントの作成、システム セキュリティ ポリシーの

変更などができません。

再び Network Directory を使用できるようになったとき、システム内の依存して

いるすべてのクライアントが自動的にディレクトリの使用を再開します。

Network Directory ステータスの監視

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、アクティブな Network 
Directory サーバーの現在のステータスを表示できます。 

 (接続済み) は、現在のコンピュータに配置された FactoryTalk システムに参

加しているすべての FactoryTalk 製品およびコンポーネントが、Network 
Directory サーバー コンピュータと接続され、通信していることを意味します。

 (読み取り専用) は、現在のコンピュータ上の FactoryTalk システムに参加し

ている製品およびコンポーネントが Network Directory サーバーから切断さ

れ、ローカル キャッシュから情報を取得していることを意味します。

 (不明) は、たとえば、システムが起動中でどのサーバーがアクティブである

かの判断を待機しているか、または現在のステータスを判断できないため
に、接続のステータスが一時的に不明であることを意味します。

Network Directory サーバーのステータスを確認するには

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalk Directory の場所を指定します] 
をクリックします。
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2. FactoryTalk にログオンするように求められます。名前とパスワードを入力

し、[OK] をクリックします。

3. FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、[ディレクトリ サー

バーをホストするコンピュータ] というラベルの横に表示される Network 
Directory サーバーのステータスを確認します。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ユーティリティが実

行されているコンピュータに、FactoryTalk Directory および Windows で管理権限を持つ必

要があります。詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照してください。

この Network 
Directory サーバー

のステータスは
「接続済み」です。
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5 セキュリティを設定する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk Security サービスが提供する内容。

 FactoryTalk システムへの初期アクセス権を取得する。

 FactoryTalk View SE へのユーザーのログオンおよびログオフ。

 FactoryTalk View SE アプリケーションの保護方法の決定する。

 FactoryTalk View SE での FactoryTalk アカウントの設定方法。

 HMI プロジェクト コンポーネントの実行時セキュリティの設定方法。

 アプリケーションへの実行時アクセスを制御するその他の方法。

 FactoryTalk Security アカウントを操作する。

 使用するアカウントのタイプを選択する。

 ユーザーとコンピュータのアカウントの設定方法。

 システム全体のポリシーの設定方法。

 FactoryTalk システム リソースに対するセキュリティを設定する。

 継承した権限について理解する。

 FactoryTalk View SE での保護されたタスクの実行。

FactoryTalk Security サービスの概要

FactoryTalk View Site Edition のような FactoryTalk 製品の場合、制御システムの一

部へのアクセスが許可されているユーザーについての情報が FactoryTalk Directory 
に保存されます。

FactoryTalk Security はこの情報を使用して、以下の 2 つの基本サービスを提供し

ます。

 ユーザー認証で、ユーザーの ID、実際にそのユーザーがサービスを要求した

かどうかを検証します。

 ユーザーの承認で、そのユーザーに対して定義されたアクセス権および権限
に基づいて、ユーザーによるソフトウェア リソースへのアクセス要求を検証

します。
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たとえば、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーション ユーザーが 

FactoryTalk View Studio にログインするとき、FactoryTalk Security サービスでは

初にユーザーの ID を検証します。

認証に成功した場合、セキュリティ サービスがユーザーに割り当てられた権限

を確認し、アプリケーションの安全な部分に対して実行されたアクションを許

可します。

ネットワーク分散アプリケーションで、セキュリティ サービスは、現在のコン

ピュータ上で許可されたアクションをユーザーが実行できるかどうかを確認し

ます。

さらに、FactoryTalk Security サービスでは、ユーザーがパスワードを変更する必

要がある頻度や、ユーザーがアプリケーションのバックアップおよび復元を実

行できるかどうかなどのシステム全体のポリシーを管理します。このようなポ

リシーの詳細については、ページ 5-33 を参照してください。

FactoryTalk Directory について

FactoryTalk Directory ソフトウェアは電話帳や電子メールのアドレス帳のような

役割を果たし、コンピュータ上、またはネットワーク上でアプリケーションの

各部分が互いを検索することが可能になります。FactoryTalk Directory には、次

の 2 つのタイプがあります。

 FactoryTalk Local Directory (Local Directory とも呼ばれる ) は FactoryTalk 

View SE ローカル ステーション アプリケーションを管理します。データ 

サーバーを除くすべてのローカル ステーション アプリケーション コンポー

ネントを同じコンピュータに配置する必要があります。

 FactoryTalk Network Directory (Network Directory とも呼ばれる ) は、

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションおよびネットワーク 

ステーション アプリケーションを管理します。ネットワーク アプリケー

ションには、1 つのネットワーク上で接続されている複数のコンピュータの

複数のクライアントおよびサーバーが含めることができます。ネットワーク 

ステーション アプリケーションには 1 つのクライアントおよび HMI サー

バーを含めることができ、1 台のコンピュータに配置する必要があります。

Local Directory と Network Directory の両方が同じコンピュータで使用されている

場合でも、FactoryTalk Security 設定は個別に保存されます。
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これは、セキュリティ権限を 2 回設定する必要があることを意味します。1 回は 
Local Directory に対して、もう 1 回は Network Directory に対して設定し、同じコン

ピュータ上のローカル ステーション アプリケーションおよびネットワーク分散

アプリケーションへのアクセスをユーザーに許可します。

FactoryTalk Directory の詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設定する

を参照してください。

FactoryTalk Security に関する詳細情報

FactoryTalk システムの観点から見た FactoryTalk Security の詳細と、セットアップ

の手順については、FactoryTalk Security System Configuration ガイドまたは

FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

FactoryTalk Security System Configuration ガイドを開くには

 FactoryTalk View Studio のヘルプ メニューで、[ オンライン ブック ] をクリッ

クし、[FactoryTalk Security System Configuration ガイド ] をクリックします。

FactoryTalk Security ヘルプを開くには、以下の手順に従ってくだ

さい

1. デスクトップで [ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、次に [FactoryTalk ヘルプ ] をクリックし

ます。

2. [ 内容 ] タブで、ブック [FactoryTalk Security の設定 ] を開きます。

また、FactoryTalk リソースのセキュリティ設定に使用するダイアログ ボックス

で [ ヘルプ ] をクリックして、FactoryTalk Security ヘルプにアクセスすることも

できます。

FactoryTalk システムへの初期アクセス権を取得する

FactoryTalk Services Platform のインストール中に、FactoryTalk View SE をインス

トールする場合、コンピュータ上で Local Directory と Network Directory が設定さ

れます。

ディレクトリ構成の一部として、以下のように FactoryTalk ユーザー グループが

作成されます。

 Windows Administrator は、コンピュータに対する管理権限を持つ Windows 
ユーザーにリンクされたグループです。

 Administrators は管理権限を持つ FactoryTalk ユーザーのグループです。 
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以下の図は、これらのグループが FactoryTalk View Studio のどこに表示されるか

を示します。

デフォルトでは、Windows Administrator グループが FactoryTalk システムの管理

者グループに属しています。

これはローカル コンピュータに対する管理権限を持つ Windows ユーザーが、

FactoryTalk システムのセキュリティを設定する能力を含めて、ローカル アプリ

ケーションおよびネットワーク アプリケーションへのフル アクセス権を持って

いることを意味します。

All Users アカウントについて

FactoryTalk Services Platform のインストール時に、Local Directory と Network 
Directory に All Users という名前のアカウントが自動的に作成されます。

ローカル アプリケーションまたはネットワーク分散アプリケーションまたは

ネットワーク ステーション アプリケーションの作成時に、アプリケーションの

実行時セキュリティ リストにも All Users アカウントが自動的に作成されます。

デフォルトでは、このアカウントにすべての実行時セキュリティ コードが許可

されます。

これらのすべては、FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール後の初期設

定では、作成したすべての FactoryTalk システム ユーザーが FactoryTalk View 
Studio 内のアプリケーションを開いたり、作成したり、変更したり、FactoryTalk 
View SE Client 内でアプリケーションを実行したりできることを意味します。

Windows Administrator グループは FactoryTalk 
管理者グループに属しています。両方のグ
ループが FactoryTalk Directory のインストー

ル中に作成されます。
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すべてのユーザーに対してフル アクセスを維持する場合、何もする必要はあり

ません。

選択したユーザーおよびコンピュータに対して FactoryTalk システム リソースへ

のアクセスを制限するには、All Users アカウントを削除し、保護するユーザー

およびコンピュータに対してアカウントを作成し、そのアカウントに適切なセ
キュリティ権限を付与します。

詳細については、「FactoryTalk View SE アプリケーションの保護方法を決定する」

( ページ 5-10) を参照してください。

FactoryTalk View SE へのユーザーのログオンおよびログオフ

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール後は、すべてのユーザーがコン

ピュータ上のネットワーク アプリケーションおよびローカル アプリケーション

への完全な初期アクセス権を持っています。

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、または 
FactoryTalk View SE Client を実行するためにログオンする必要はありません。 

現在の Windows ユーザーは自動的に FactoryTalk View SE にログオンされます。

ただし、ユーザーを変更する場合や、FactoryTalk システムの保護された部分へ

のアクセス権を取得する場合は、ログオンおよびログオフする必要があります。

以下のセクションでは、FactoryTalk View SE ソフトウェア コンポーネントおよ

び FactoryTalk Directory へのログオンおよびログオフを行う方法について説明し

ます。 

FactoryTalk Directory へのログオン

現在の Windows セッションで FactoryTalk Directory にログオンするには、次の手

順を実行します。

 FactoryTalk View SE Client、FactoryTalk View Studio、または FactoryTalk 
View SE Administration Console で FactoryTalk View SE アプリケーションを開

くか実行します。

 [FactoryTalk にログオンする ] ツールを使用します。

All Users アカウントは実行時セキュリティ エディタに表示されますが、他の FactoryTalk グ
ループのアカウントが含まれているユーザー グループ フォルダでは表示されません。実行時

セキュリティおよび FactoryTalk Directory からの All Users の削除の詳細については、ページ 
5-18 および ページ 5-26 をそれぞれ参照してください。
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[FactoryTalk にログオンする ] を開くには

 デスクトップで、[ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックしてから [FactoryTalk にログオンする ] をク

リックします。

FactoryTalk Directory へのログオンに関する詳細については、FactoryTalk Security 
ヘルプを参照してください。

シングル サインオンについて

シングル サインオンは、1 人のユーザーに対して、各製品へ個別にログオンす

る必要なしに複数の FactoryTalk 製品へのアクセスを許可する FactoryTalk Security 
ポリシーです。

シングル サインオンはシステム ポリシーとして設定され、デフォルトで有効に

なっています。 

シングル サインオンが有効になっていて、ユーザーが FactoryTalk Directory にロ

グオン済みの場合、FactoryTalk 製品の起動時に、 初にそのユーザーの資格情

報が確認されます。

この図で、現在の Network Directory ユーザーの名前は administrator です。現在のユーザーが

存在していない場合、[ ディレクトリ ネットワークにログオンされていません ] と表示され、 

[ ログオン日時 ] が空白になり、[FactoryTalk にログオンする ] に [ ログオン ] ボタンのみが表示

されます。

ネットワークまたは 
Local Directory にログ

オンします。

シングル サインオンが

有効になっている場合、
現在のユーザーがシン
グル サインオン ユー

ザーでもあります。

クリックして現在の 
ユーザーを変更するか、 
ログオフします。
5–6



5 • セキュリティを設定する  
•  •  •  •  •

5 ????????
FactoryTalk Security サービスでシングル サインオン ユーザーに対してアクセス

が許可された場合、現在の Windows セッションでログオンを要求する必要があ

りません。

シングル サインオンおよびその他の FactoryTalk システム全体のポリシーに関す

る詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

FactoryTalk View Studio へのログオン

FactoryTalk View Studio、または FactoryTalk View SE Administration Console で現在

のユーザーをログオフするには、ファイル メニューから、[ ログオフ < 名前 >] 
をクリックします (UserName は現在のユーザー名 )。

ログオフするとき、現在開いているアプリケーションを閉じる必要があります。

現在のユーザーをログオフした後、[ ファイル ] メニューから [ ログオン ] をク

リックして、別のユーザーとしてログオンすることができます。

FactoryTalk View SE Client へのログオン

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール後に、実行時セキュリティ リ
ストに All Users アカウントが自動的に追加され、すべての実行時セキュリティ 
コードが許可されます。

これによって、クライアントを実行したり、ディスプレイを開いたり、タグに
書き込んだり、コマンドやマクロを実行したりといった権限がすべての 
FactoryTalk View SE Client ユーザーに付与されます。

保護されている FactoryTalk システムでは、All Users アカウントを削除して、実

行時セキュリティ リストにユーザーを追加し、ユーザーにアプリケーションを

実行するために必要なセキュリティ権限を付与する必要があります。詳細につ
いては、それぞれ ページ 5-18、ページ 5-14、およびページ 5-42 を参照してくだ

さい。

例外は [FactoryTalk Directory の場所を指定します ] ツールです。このツールを使用するか、

または Network Directory サーバーとしてリモート コンピュータを指定するには、管理権限を

持つユーザーとしてログオンする必要があります。詳細については、ページ 4-6 を参照してく

ださい。

シングル サインオンが有効になっている場合、FactoryTalk View Studio ユーザーを変更して

も、FactoryTalk Directory ユーザーは変更されません。現在のディレクトリ ユーザーを変更す

るには、[FactoryTalk にログオンする ] ツールを使用する必要があります。詳細については、

「FactoryTalk Directory へのログオン」( ページ 5-5) を参照してください。
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クライアントの起動時のログオン

シングル サインオンが有効になっている場合、FactoryTalk View SE Client の起動

時に、クライアントは現在の FactoryTalk Directory ユーザーとしてログオンするよ

うに試行します。

FactoryTalk Directory にログオンしているユーザーがいない場合、ユーザーが 
FactoryTalk Windows にリンクされたユーザーとして設定されていると、クライ

アントは現在の Windows ユーザーとしてログオンを試行します。

Windows にリンクされたユーザーがアプリケーションの実行を許可されていな

い場合、別のユーザーとしてログオンするかどうかを尋ねられます。
[FactoryTalk View SE Client ログイン ] ダイアログ ボックス ( 以下の図に示す ) を
開き、[ 再試行 ] をクリックします。 

FactoryTalk View SE Client の起動時にすべてのユーザーのログオンを強制する場

合、シングル サインオンを無効にすることができます。詳細については、

FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

クライアントの実行中に現在のユーザーを変更する

ユーザーに実行時に FactoryTalk View SE Client へのログオンを許可するには、 

ログイン ( またはログアウト ) コマンドを実行する方法を提供します。

たとえば、グラフィック ディスプレイに、押下時のアクションとしてログイン 
コマンドがあるボタンを含めます。現在のユーザーがボタンをクリックすると、
[FactoryTalk View SE Client ログイン ] ダイアログ ボックスが開きます。

シングル サインオンが有効になっている場合、FactoryTalk View SE Client ユーザーを変更して

も、FactoryTalk Directory ユーザーは変更されません。現在のディレクトリ ユーザーを変更す

るには、[FactoryTalk にログオンする ] ツールを使用する必要があります。詳細については、

「FactoryTalk Directory へのログオン」( ページ 5-5) を参照してください。
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5 ????????
別のユーザーとしてログオンするには

 [FactoryTalk View SE Client ログイン ] ダイアログ ボックスで、ログオンする

ユーザーの名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。

実行時に現在のユーザーをログオフする

現在の FactoryTalk View SE Client ユーザーに実行時のクライアントからのログオ

フを許可するには、ログアウト コマンドを実行する方法を提供します。

たとえば、グラフィック ディスプレイに、押下時のアクションとしてログアウ

ト コマンドがあるボタンを含めます。現在のユーザーがログオフすると、次の

イベントが発生します。

1. 現在実行中のすべてのディスプレイが閉じられます。

2. 現在のユーザーのマクロが実行され、ユーザーがログオフされます。

ユーザー マクロに関する詳細については、「ログインとログアウトのマクロ

を指定する」( ページ 5-18) を参照してください。

3. FactoryTalk View SE Client がアクティベーション キーを使用している場合、

キーが解放され、他のクライアントが使用できるようになります。

4. [FactoryTalk View SE Client ログイン ] ダイアログ ボックスが開き、別のユー

ザーでログオンできます。

実行時に現在のユーザーのパスワードを変更する

現在の FactoryTalk View SE Client クライアント ユーザーに実行時にパスワード

の変更を許可するには、パスワード コマンドを実行する方法を提供します。

たとえば、グラフィック ディスプレイに、押下時のアクションとしてパスワー

ド コマンドがあるボタンを含めます。現在のユーザーがボタンをクリックする

と、[ パスワードの変更 ] ダイアログ ボックスが開きます。

現在のドメイン内または別のドメイン内に関わらず、同じ名前の FactoryTalk ユーザー アカウン

トが存在している場合は、シンタックス「domain\user name」を使用してログオンする必要

があります。

非アクティブな状態が一定時間続いた後に現在のユーザーが自動的にログオフするように 
FactoryTalk View SE Client を設定できます。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィ

ザードの [ ヘルプ ] をクリックしてください。
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パスワードを変更するには

 [ パスワードの変更 ] ダイアログ ボックスで、現在のパスワードを入力した後

新しいパスワードを (2 回 ) 入力し、[OK] をクリックします。

FactoryTalk View SE アプリケーションの保護方法を決定する

完全な FactoryTalk 制御システムの設計の一部として、システムの一部を保護す

る方法とその範囲を検討します。

実行時に FactoryTalk View SE アプリケーションを保護することのみが必要か、

アプリケーションで使用するすべての FactoryTalk システム リソースを保護する

必要があるかを決定します。

アプリケーションおよびそのユーザーにとって何が 適かに基づいて決定して
ください。たとえば、以下のことを検討してください。

 複数のユーザー、ソフトウェア、コンピュータ、およびネットワーク デバイ

スが FactoryTalk View SE アプリケーション内および FactoryTalk システム全体

で果たす役割。

FactoryTalk Network Directory で保持されるセキュリティ設定が単一のネット

ワーク アプリケーションに参加しているすべての FactoryTalk 製品に適用さ

れるという点に留意してください。

 アカウントを設定するユーザー グループのタイプ。

似たようなニーズを持つ複数のユーザーの管理を簡略化するために、グルー
プ アカウントの設定が推奨されます。詳細については、ページ 5-29 を参照

してください。

FactoryTalk ユーザーがパスワードを変更する必要があるかどうかや、パスワードの変更が必要

な頻度は、システム セキュリティ ポリシーとして設定されます。詳細については、FactoryTalk 
Security ヘルプを参照してください。
5–10



5 • セキュリティを設定する  
•  •  •  •  •

5 ????????
 一部のユーザー グループが特定のコンピュータまたはコンピュータのグルー

プのリソースのみへのアクセス権を持つべきかどうか。

 どのユーザー グループに対してアプリケーション コンポーネントの作成お

よび変更を可能にすべきか。

 どのユーザー グループに対してアプリケーションのセキュリティの設定を可

能にすべきか。たとえば、ユーザー アカウントの作成または変更、システム

全体のセキュリティ ポリシーの設定を許可されるユーザーを決定します。

 どのようなシステム全体のセキュリティ ポリシーが制御システム全体に適

切か。

たとえば、パスワードを定期的に変更することをユーザーに要求するか、ま
たはユーザーが FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Client を起

動するたびにログオンを強制します。

 どのユーザー グループに対して FactoryTalk View SE Client 内でのアプリケー

ションの実行を可能にすべきか、またはネットワーク分散アプリケーション
のどの部分に対してユーザーがアクセス権をもつべきか。

 どのHMI プロジェクト コンポーネント (FactoryTalk View コマンドおよびマク

ロ、グラフィック ディスプレイ、OLE オブジェクト、または HMI タグ ) を
実行時に保護する必要があるか。

選択した内容に応じて、実行する必要がある設定タスクが決まります。

実行時の FactoryTalk View SE アプリケーションの保護 

FactoryTalk View SE はアプリケーション、FactoryTalk View コマンドおよびマク

ロ、グラフィック ディスプレイ、OLE オブジェクト、HMI タグへの実行時アク

セスを管理します。

FactoryTalk View SE アプリケーションの実行時セキュリティの設定には以下のタ

スクが含まれます。

 実行時セキュリティ エディタで、次のことを実行します。

 保護する FactoryTalk ユーザーおよびグループのアカウントを追加する。

 追加するアカウントに FactoryTalk View セキュリティ コード (A-P) を割り

当てる。
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 実行時セキュリティ アカウントのリストから ALL USERS を削除する。

 FactoryTalk View SE エディタで、FactoryTalk View セキュリティ コード 

(A-P) を、保護する HMI プロジェクト コンポーネントに割り当てる。

以下の図に示すように、FactoryTalk View Studio でこれらのタスクを実行します。

詳細は、以下を参照してください。

 「FactoryTalk View SE で FactoryTalk アカウントを設定する」( ページ 5-13) 

 「HMI プロジェクト  コンポーネントの実行時セキュリティを設定する」

( ページ 5-20) 

 「アプリケーションへの実行時アクセスを制御するその他の方法」( ページ 5-25) 

FactoryTalk View SE Client でアプリケーションを実行するには、実行時セキュリティ リス

ト内のユーザーおよびグループが、一般的なアクションの「読み取り」や「子の一覧表示」

に加えて、少なくとも 1 つの FactoryTalk View セキュリティ コード (A-P) を持っている必

要があります。FactoryTalk セキュリティ権限の詳細については、ページ 5-42 を参照してく

ださい。

アプリケーションに対する
実行時セキュリティ アカ 

ウントを設定するには、 
[ 設定 ] メニューから、 

[ 実行時セキュリティ ] をク

リックします。

セキュリティ コードを 
FactoryTalk View コマン

ドおよびマクロに割り当
てるには、[ ランタイム

保護コマンド ] をクリッ

クします。

タグ エディタおよびグ

ラフィック エディタで、

セキュリティ コードを 
HMI タグ、グラフィック 
ディスプレイ、および 
OLE オブジェクトの動詞

に割り当てます。

また、エクスプローラ ウィ

ンドウで、実行時セキュリ
ティ アイコンをダブルク

リックすることもできます。
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5 ????????
FactoryTalk システム リソースを保護する

FactoryTalk Security サービスは、FactoryTalk Directory、アプリケーション自体、

アプリケーション内の領域、参加しているユーザー、コンピュータ、およびデ
バイスなどのシステム リソースへのアクセスを管理します。

これらの FactoryTalk システム リソースへのアクセス保護には以下のタスクが含

まれます。

 FactoryTalk Local または Network Directory から ALL USERS を削除する。

 保護するユーザー、グループ、およびコンピュータの FactoryTalk アカウント

を作成する。

 セキュリティ権限を FactoryTalk ユーザーおよびグループのアカウントに割り

当てる。

 システム全体のセキュリティおよび製品のポリシーを設定する。

詳細については、以下を参照してください。

 「FactoryTalk Security アカウントについて」( ページ 5-26) 

 「ユーザーおよびコンピュータのアカウントを設定する」( ページ 5-30) 

 「システム全体のポリシーを設定する」( ページ 5-33) 

 「FactoryTalk システム リソースに対するセキュリティを設定する」( ページ 5-35) 

 「継承した権限について理解する」( ページ 5-39) 

 「FactoryTalk View SE での保護タスクの実行」( ページ 5-42) 

包括的な情報および設定の手順については、FactoryTalk Security ヘルプを参照し

てください。

FactoryTalk View SE で FactoryTalk アカウントを設定する

実行時の FactoryTalk View SE アプリケーション コンポーネントへの FactoryTalk 
ユーザーのアクセスを保護するには、次の手順を実行してユーザーに対する実
行時セキュリティを設定する必要があります。

 ユーザーの FactoryTalk アカウントを実行時セキュリティ リストに追加する。

 アカウントに少なくとも 1 つの FactoryTalk View セキュリティ コード (A-P) 
を割り当てる。
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オプションで、実行時セキュリティ アカウントにログインおよびログアウトの

マクロを指定することもできます。詳細については、ページ 5-18 を参照してく

ださい。

実行時セキュリティ アカウントの設定後に、保護する HMI プロジェクト コン

ポーネントを設定できます。詳細については、ページ 5-20 を参照してください。

実行時セキュリティ エディタでアカウントを設定する

ユーザーまたはグループのアカウントを実行時セキュリティ リストに追加する

とき、既存の FactoryTalk セキュリティ アカウントへの参照のみを作成します。 

存在していないユーザーを追加する場合、 初に FactoryTalk アカウントを作成

し、その後で実行時セキュリティ エディタでアカウントを追加する必要があり

ます。

FactoryTalk アカウントの作成に関する詳細については、「ユーザーおよびコン

ピュータのアカウントを設定する」( ページ 5-30) を参照してください。

同じ Network Directory で管理される複数のアプリケーションを実行している場

合、FactoryTalk アカウントをアプリケーションごとに追加する必要があります。

複数の領域が含まれているネットワーク分散アプリケーションでは、すべての
領域が同じ実行時セキュリティ アカウントのリストを共有します。

実行時セキュリティ エディタを開くには

 FactoryTalk View Studio の [ 設定 ] メニューから、[ 実行時セキュリティ ] をク

リックします。

また、エクスプローラ ウィンドウで、実行時セキュリティ アイコンをダブ

ルクリックすることもできます。
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5 ????????
ユーザーを追加し、セキュリティ コードを割り当てるには

1. 実行時セキュリティ エディタで、[ セキュリティ アカウント ] をクリックし

ます。

ユーザーを追加する
か、選択したアカウン
トのセキュリティ 
コードを表示したり 
変更したりするには、 
[ セキュリティ アカ 

ウント ] をクリックし

ます。

ユーザー グループの

リスト ( 保護可能な 
HMI プロジェクト 
コンポーネントへのア
クセス レベル付き )。

FactoryTalk ユーザー

またはグループを追
加するには、[ 追加 ] 
をクリックします。

選択したユーザーま
たはグループにセ
キュリティ コードを

割り当てるには、[ 許
可 ] チェック ボック

スを選択します。

ユーザーまたはア 
クションごとにセ
キュリティ コードを

設定します。
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2. [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスの [ 許可 ] タブで、[ ユーザー ] オ
プションをクリックします。

選択したセキュリティ コードにユーザー アカウントを割り当てることによっ

て権限を設定する場合は、[ アクション ] をクリックします。

3. [ 追加 ] をクリックし、追加するユーザーまたはグループのアカウントを選

択し、[OK] をクリックします。

4. 実行時セキュリティ リストで、追加したアカウントを選択します。

5. 選択したアカウントに対して明示的に許可する FactoryTalk View セキュリ

ティ コードの横にある [ 許可 ] チェック ボックスを選択します。

すべてのコード (A-P) を選択するには、[ すべてのアクション ] の横にある

チェック ボックスを選択するか、または FactoryTalk View セキュリティ コー

ドの見出しの横にあるチェックボックスを選択します。

6. 選択したアカウントに対して明示的に拒否する FactoryTalk View セキュリ

ティ コードの横にある [ 拒否 ] チェック ボックスを選択します。

7. 実行時セキュリティで設定するユーザーまたはグループのアカウントごと
に、3 から 6 のステップを繰り返します。

例 – HMI コンポーネントへの実行時アクセスの設定

必要な FactoryTalk View セキュリティ コードを割り当てられたユーザーのみが、

実行時に保護されたコマンドを実行したり、保護されたグラフィック ディスプ

レイを開いたり、保護された HMI タグに書き込んだりできます。

この例では、3 つのユーザー グループが実行時セキュリティ アカウント リスト

に追加され、以下のセキュリティ コードを割り当てられます。

ネットワーク アプリケーションのセキュリティを設定する場合は、ユーザー アカウントと

ともにコンピュータ アカウントを選択してから [OK] をクリックする必要があります。

また、[ 許可 ] チェック ボックスをオフにしてセキュリティ コードを拒否することもできま

す。これを行う場合、常に明示的な拒否が明示的な許可よりも優先されるという点に留意

してください。これは、セキュリティを設定しているアカウントが複数のグループに属し

ている場合に重要です。

たとえば、John Doe がコード ABC を許可される 1 つのグループと、コード B が明示的に

拒否される別のグループに属している場合、John Doe にはコード A と C のみが許可され

ます。詳細については、「継承した権限について理解する」( ページ 5-39) を参照してくだ

さい。
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 監督者グループにはセキュリティ コード A ～ P が許可されている。

 Operators グループにはセキュリティ コード B、C、および E が許可されて

いる。

 Visitors グループにはセキュリティ B が許可されている。

次に、以下の HMI プロジェクト コンポーネントにセキュリティ コードが割り当

てられています。

 「Overview」という名前のグラフィック ディスプレイにはセキュリティ コー

ド B が割り当てられている。

 「Boiler」という名前のグラフィック ディスプレイにはセキュリティ コード C 
が割り当てられている。

 DisplayClientClose コマンドにはセキュリティ コード D が割り当てられて

いる。

 「BoilerTemp」という名前の HMI タグにはセキュリティ コード E が割り当て

られている。

これは、以下のことを意味します。

 監督者グループは実行時のフル アクセス権が付与されている。

 Operators グループのメンバは「Overview」と「Boiler」のグラフィック ディス

プレイを開くことができ、「BoilerTemp」タグに書き込むことができる。メン

バは DisplayClientClose コマンドを実行できない。

 Visitors グループは「Overview」グラフィック ディスプレイのみを開くこと

ができる。

ユーザーが複数のグループに属している場合、各グループに許可または拒否さ
れているセキュリティ コードがそのユーザーに対して組み合わせられます。

たとえば、John Doe がセキュリティ コード A および B を許可されている 1 つの

グループと、C および D を許可されている別のグループに属している場合、 

A、B、C、および D を許可されます。

または、John が A、B、C、および D を許可されている 1 つのグループと、明示

的に B が拒否されている別のグループに属している場合、John には A、C、およ

び D のみが許可されます。
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実行時セキュリティ リストから All Users を削除する

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール後は、すべての FactoryTalk 
ユーザーがコンピュータ上のネットワーク アプリケーションおよびローカル ア
プリケーションへの実行時のフル アクセス権を持っています。

作成する各ネットワーク アプリケーションまたはローカル アプリケーションに

対して、実行時セキュリティ リストに All Users アカウントが自動的に追加され

ます。個々のユーザー アカウントまたはグループ アカウントに対して実行時セ

キュリティを設定するには、All Users アカウントを削除する必要があります。

実行時セキュリティ リストから All Users を削除しても、FactoryTalk Directory か
ら対応するアカウントが削除されることはありません。

これは、アカウントの削除後も、制御システムの一部がすべてのユーザーに対し
て保護されないままであることを意味します。たとえば、すべてのユーザーが 
FactoryTalk View Studio 内のアプリケーションを作成したり変更したりできます。

FactoryTalk システム リソースへのアクセスを制限するには、FactoryTalk 
Directory から All Users を削除する必要もあります。詳細については、「All Users 
アカウントについて」( ページ 5-26) を参照してください。

実行時セキュリティ リストから All Users アカウントを削除するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、実行時セキュリ

ティ アイコンを右クリックして、[ 開く ] をクリックします。

2. 実行時セキュリティ エディタのアカウント リストで、[ セキュリティ アカ

ウント ] をクリックします。

3. [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、ALL USERS アカウントを選択

し、[ 削除 ] をクリックします。

ログインとログアウトのマクロを指定する

ログインとログアウトのマクロを実行時セキュリティ エディタに表示されてい

るユーザーまたはグループのアカウントに割り当てることができます。マクロ
はユーザー ( または複数のユーザー ) が、実行時にアプリケーションにログオン

またはログオフするときに実行されます。

少なくとも 1 つの他のアカウントを実行時セキュリティ リストに追加するまで、All Users ア
カウントを削除できません。
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FactoryTalk View コマンドが含まれるマクロ コンポーネントをログインまたはロ

グアウトのマクロにすることができます。たとえば、ログイン マクロに特定の

グラフィック ディスプレイを開くコマンドを含めたり、ログアウト マクロに状

況依存キーを再定義するコマンドを含めたりすることができます。

ネットワーク分散アプリケーションでは、ログインまたはログアウトのマクロ
は、配置されている領域のみで動作します。たとえば、「Bottling」領域に配置さ

れたログイン マクロを指定する場合、ユーザーが FactoryTalk View SE Client に
ログインすると、「Bottling」領域がクライアントのホーム領域である場合にの

み、このマクロが動作します。

実行時のログオンおよびログオフの詳細については、「FactoryTalk View SE への

ユーザーのログオンおよびログオフ」( ページ 5-5) を参照してください。

マクロの作成の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加するを

参照してください。

クライアントのホーム領域は、クライアント設定ファイルに対してコンポーネントを選択する

ときに指定します。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの [ ヘルプ ] をク

リックしてください。

マクロ名を入力する
か、[ 参照 ] ボタンを

クリックして、選択
したアカウントに対
するマクロを検索し
て選択します。

アカウント リスト

で、 角かっこ [ ] で
ユーザー名を指定し
ます。
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ログインまたはログオフのマクロをユーザー アカウントに割り当て

るには

1. 実行時セキュリティ エディタで、ログインまたはログアウトのマクロを設定

するユーザーまたはグループのアカウントをクリックします。

2. ログインまたはログアウトのマクロ名を入力し、[ 適用 ] をクリックします。

コマンド ウィザードでマクロを検索して選択するには、[ 参照 ] ボタンをク

リックします。

3. マクロを設定する各アカウントに対して 1 と 2 のステップを繰り返し、 

[ 閉じる ] をクリックします。

実行時セキュリティ アカウントを削除する

実行時セキュリティ リストからユーザーまたはグループのアカウントを削除し

ても、Network Directory または Local Directory から対応する FactoryTalk アカウン

トが削除されることはありません。

ただし、FactoryTalk Directory からユーザーまたはグループを削除し、そのアカ

ウントが実行時セキュリティ リストに存在する場合は、次回、実行時セキュリ

ティ エディタで変更を保存したときに、自動的に削除されます。

実行時セキュリティ アカウントを手動で削除することもできます。

実行時セキュリティ リストからアカウントを削除するには

1. 実行時セキュリティ エディタで、[ セキュリティ アカウント ] をクリックし

ます。

2. [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、削除するユーザーまたはグ

ループのアカウントを選択し、[ 削除 ] をクリックします。

HMI プロジェクト コンポーネントの実行時セキュリティを設定する

FactoryTalk View SE は、FactoryTalk View コマンドおよびマクロ、グラフィック 
ディスプレイ、OLE オブジェクト、HMI タグへの実行時アクセスを管理します。

FactoryTalk View Studio のこれらの HMI プロジェクト コンポーネントに対して、

それぞれのエディタでセキュリティを設定します。

マクロの名前にスペースが含まれている場合、名前を引用符で囲む必要があります。
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コマンドおよびマクロにセキュリティ コードを割り当てる

ランタイム保護コマンド エディタで、保護するコマンドおよびマクロのリスト

を作成し、それぞれにセキュリティ コードを割り当てることができます。

特定のコマンドまたはマクロとして同じセキュリティ コードを割り当てられた

ユーザーまたはグループのみが、実行時にコマンドまたはマクロを実行できます。

コマンドまたはマクロにセキュリティを割り当てるには

1. FactoryTalk View Studio の [ 設定 ] メニューから、[ ランタイム保護コマンド ] 
をクリックします。

2. [ コマンド ] テキスト ボックスで、保護するコマンドまたはマクロを入力し

ます。コマンドまたはマクロを検索して選択するには、[ 参照 ] ボタンをク

リックします。

3. オプションの説明を入力し、セキュリティ コードを選択して、[ 適用 ] をク

リックします。

ランタイム保護コマンド エディタのオプションの詳細については、[ ヘルプ ] を
クリックしてください。

Unspecified_Command について

ランタイム保護コマンド エディタでは、「Commands」リストの 初のレコード

が Unspecified_Command と呼ばれます。

ログイン コマンドへのアクセスは制限されません。 

コマンドまたはマ
クロを入力する
か、参照します。

保護されるコ 
マンドおよびマ 
クロのリスト

セキュリティ 
コードを選択し
ます。
5–21



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

保護されるコマンドとして表示されていないコマンドまたはマクロは、
Unspecified_Command に対して選択されたセキュリティ コードを使用します。

初期設定では、セキュリティ コードはアスタリスク ( *) です。これは、少なく

とも 1 つのセキュリティ コードを割り当てられたユーザーが、指定されていな

いコマンドまたはマクロへのアクセス権を持つことを意味します。

Unspecified_Command に対するセキュリティ コードをアスタリスクのままにし

ている場合、ランタイム保護コマンド エディタで、保護するすべての 
FactoryTalk View コマンドおよびマクロをリスト表示する必要があります。

グラフィック ディスプレイへのセキュリティ コードを割り当てる

グラフィック エディタで、グラフィック ディスプレイのセキュリティを設定で

きます。グラフィック ディスプレイの作成時にセキュリティ コードを割り当て

ることも、後で割り当てることもできます。

グラフィック ディスプレイのセキュリティ コードを割り当てられたユーザーま

たはグループのみが、実行時にディスプレイを開くことができます。アスタリ
スク (*) が割り当てられたグラフィック ディスプレイを開くには、ユーザーに少

なくとも 1 つのセキュリティ コードを割り当てられている必要があります。

グラフィック ディスプレイにセキュリティ コードを割り当てるには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、保護するグラ

フィック ディスプレイをダブルクリックします。

2. ディスプレイを右クリックし、[ ディスプレイの設定 ] をクリックします。

3. [ ディスプレイの設定 ] ダイアログ ボックスの [ プロパティ ] タブにある [ セ
キュリティ ] リストで、アスタリスク (*) 以外のセキュリティ コードを選択

し、[OK] をクリックします。

セキュリティ コードを

選択します。
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OLE オブジェクトにセキュリティ コードを割り当てる

グラフィック エディタで、OLE 動詞アニメーションがあるグラフィック オブ

ジェクトに対してセキュリティを設定できます。

OLE 動詞のセキュリティ コードを割り当てられたユーザーまたはグループのみ

が、実行時に OLE オブジェクトをアクティブ化または変更できます。アスタリ

スク (*) が割り当てられた OLE オブジェクトをアクティブ化するには、ユー

ザーに少なくとも 1 つのセキュリティ コードを割り当てられている必要があり

ます。

OLE オブジェクトにセキュリティを割り当てるには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、保護する OLE オブ

ジェクトが含まれているグラフィック ディスプレイをダブルクリックします。

2. OLE オブジェクトを右クリックし、[ アニメーション ] をクリックして、

[OLE 動詞 ] をクリックします。

一度 OLE オブジェクトがアクティブ化されると、関連付けられたアプリケーションでオペレー

タが実行できる内容を制御する方法はありません。したがって、プログラムを保護できる唯一

の方法は、FactoryTalk View で OLE オブジェクトの動詞にセキュリティを割り当てることです。

セキュリティ 
コードを選択
します。
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3. [OLE 動詞 ] タブで、保護する動詞を選択します。

4. [ セキュリティ ] リストで、アスタリスク (*) 以外のセキュリティ コードを選
択します。

5. [ 適用 ] をクリックします。

HMI タグにセキュリティ コードを割り当てる

タグ エディタで、HMI タグに対するセキュリティを設定し、ユーザーがタグに

書き込めないようにすることができます。

タグのセキュリティ コードを割り当てられたユーザーまたはグループのみが、

実行時にタグの値を変更できます。アスタリスク (*) が割り当てられたタグの値

を変更するには、ユーザーに少なくとも 1 つのセキュリティ コードを割り当て

られている必要があります。

HMI タグにセキュリティを割り当てるには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、タグ アイコンを右

クリックして、[ 開く ] をクリックします。

2. タグ エディタで、保護する HMI タグを選択します。

3. [ セキュリティ ] リストで、アスタリスク (*) 以外のセキュリティ コードを選

択します。

4. [ 適用 ] をクリックします。

データ サーバー タグにセキュリティ コードを割り当てることはできません。ユーザーがデー

タ サーバー タグの値を変更できないようにするには、アドレスを HMI タグにマッピングし、

HMI タグを保護します。

セキュリティ コードを

選択します。
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アプリケーションへの実行時アクセスを制御するその他の方法

実行時の FactoryTalk View SE アプリケーションへのアクセスをさらに制限する

には、ユーザーが FactoryTalk View SE Client 環境を離れることができないように

します。

また、アプリケーション内の FactoryTalk View の署名ボタンを使用して、選択し

たユーザー アクションを制御することもできます。

オペレータを実行時環境にロックする

オペレータを実行時環境にロックするには、以下のいずれかまたは複数を実行
します。

 選択したディスプレイからタイトル バーを削除するか、ボタンを 小化・ 

大化して、グラフィック ディスプレイの操作権限を制限します。

これを行うには、[ ディスプレイ設定 ] ダイアログ ボックスで [ タイトル 
バー ]、[ ボタンの 小化 ]、および [ ボタンの 大化 ] のチェックボックスを

外します。詳細については、16 章、グラフィック ディスプレイを作成する

を参照してください。

 クライアントからタイトル バーを削除するか、ボタンを 小化・ 大化し

て、クライアント ウィンドウの操作権限を制限します。

これを行うには、FactoryTalk View SE Client ウィザードで [ タイトルバーの表

示 ]、および [ システム メニューの表示 ] チェックボックスをオフにし、ボ

タンを閉じます。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの 
[ ヘルプ ] をクリックしてください。

 別のアプリケーションへの切り替えを防ぎます。これを行うには、FactoryTalk 
View SE Client ウィザードで [ 別のアプリケーションへの切り替えを無効化 ] 
のチェックボックスを選択します。詳細については、FactoryTalk View SE Client 
ウィザードの [ ヘルプ ] をクリックしてください。

 Desklock ツールを使用して、デスクトップへのアクセスを制限します。

Desklock を開くには、デスクトップ上で [ スタート ] > [ すべてのプログラム ] > 
[Rockwell Software] > [FactoryTalk View] > [ ツール ] を選択してから、[DeskLock] 
をクリックします。DeskLock の使用法の詳細については、ツールの [ ヘルプ ] 
をクリックします。
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署名ボタンを使用して、ユーザー アクションを制御する

コマンド、グラフィック オブジェクト、タグをさらに保護し、FactoryTalk 
View SE グラフィック ディスプレイに署名ボタンを表示するには。

署名ボタンを使用すると、以下に示す実行時のオペレータ アクションを制御で

きます。

 タグの値の設定。

 コマンドの実行。

 プログラミング可能なコントローラやデバイスへの値のダウンロード。

署名ボタンの詳細については、17 章、グラフィック オブジェクトを作成するを

参照してください

FactoryTalk Security アカウントについて

FactoryTalk View SE アプリケーションの保護されている部分へのアクセスを必要

とするすべてのユーザーおよびユーザーのグループは、そのアプリケーション
を管理する Network Directory または Local Directory で設定されたアカウントが必

要です。

ネットワーク分散アプリケーションの場合、アプリケーションでコンピュータ、
またはコンピュータのグループに対してアカウントを設定することもできます。

ユーザーおよびコンピュータのアカウントが FactoryTalk Directory に保存される

ため、FactoryTalk View SE アプリケーションに対して作成したアカウントは、 

同じディレクトリを使用するあらゆる FactoryTalk 製品で使用できます。

Local Directory と Network Directory の両方が同じコンピュータで使用されている

場合でも、FactoryTalk Security 設定は個別に保存されます。

これは、セキュリティ権限を 2 回設定する必要があることを意味します。1 回は 
Local Directory に対して、もう 1 回は Network Directory に対して設定し、同じ 

コンピュータ上のローカル アプリケーションおよびネットワーク分散アプリ

ケーションへのアクセスをユーザーに許可します。

All Users アカウントについて

FactoryTalk Services Platform のインストール時に、Local Directory と Network 
Directory に All Users という名前のアカウントが自動的に作成されます。
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これは、FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストール後の初期設定では、 

すべての FactoryTalk システム ユーザーが FactoryTalk View Studio 内のアプリ

ケーションを開いたり、作成したり、変更したりできることを意味します。

選択したユーザーおよびコンピュータに対して FactoryTalk システム リソースへ

のアクセスを制限するには、All Users アカウントを削除し、保護するユーザー

およびコンピュータに対してアカウントを作成し、そのアカウントに適切なセ
キュリティ権限を付与します。

FactoryTalk Directory から All Users を削除すると、ディレクトリが管理するあら

ゆるアプリケーションやディレクトリのシステム フォルダを含めて、ディレク

トリ階層のすべてのレベルでアカウントが削除されます。

これは、すべてのユーザーが制御システムのすべての部分へのフル アクセス権

を失うことを意味します。

FactoryTalk Directory から All Users アカウントを削除するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ディレクトリ ノー

ドを右クリックして、[ セキュリティ ] をクリックします。

2. アカウントのリストで、ALL USERS を選択し、[ セキュリティ アカウント ] 
をクリックします。

3. [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、ALL USERS アカウントを選択

し、[ 削除 ] をクリックして、[OK] をクリックします。

セキュリティを設定できるユーザーの指定

セキュリティを設定するとき、 初に実行すべきことの 1 つは、許可されてい

る、信頼されたユーザーのグループのみが FactoryTalk Directory でセキュリティ

設定を変更できることを確認することです。 

これを行うには、管理者グループ権限のメンバにのみ、FactoryTalk Directory で
のセキュリティの設定アクションの実行を許可します。

FactoryTalk Directory から All Users アカウントを削除する前に、ディレクトリに対するセキュ

リティを設定できる権限を持つ少なくとも 1 つの他のアカウントを作成したことを確認してく

ださい。詳細については、次の「セキュリティを設定できるユーザーの指定」を参照してくだ

さい。

FactoryTalk Directory から All Users を削除する場合、実行時セキュリティ エディタで対応する

アカウントが削除されます。予期しない結果を避けるには、All Users アカウントを削除する前

に、必要な実行時アカウントを設定したことを確認してください。
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管理者グループは、FactoryTalk Services Platform のインストール時に FactoryTalk 
Network Directory と Local Directory の両方に対して自動的に作成されます。個々

のユーザーに管理権限を付与するには、対象ユーザーを管理者グループに追加
します。

セキュリティ権限の設定に関する詳細については、ページ 5-33 を参照してく 

ださい。グループへのユーザーの追加に関する詳細については、FactoryTalk 
Security ヘルプを参照してください。

使用するアカウントのタイプを選択する

FactoryTalk View Studio で、以下のユーザーおよびユーザー グループのアカウン

トを作成できます。

 FactoryTalk Directory で作成したユーザーおよびユーザー グループのアカウント。

 Windows のユーザーおよびグループを参照するユーザーおよびユーザー グ
ループのアカウント。これらは Windows にリンクされたユーザー アカウン

トと呼ばれます。

作成したアカウントのプロパティを変更できます。アカウントの削除、無効化、
または再アクティブ化も可能です。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプ

を参照してください。

FactoryTalk Directory で作成したアカウントを使用する

FactoryTalk Directory で作成したユーザーがシステム リソースへのアクセスを試

行すると、FactoryTalk Directory はユーザー名とパスワードが有効かどうか、 

そのアカウントがアクティブか、ロックされているかを判断します。

Windows ドメインに依存せずにセキュリティ管理を一元化する場合や、制御

ネットワークとは異なる Windows ネットワークのセキュリティが必要な場合は、

このタイプのユーザーまたはグループのアカウントを使用します。

たとえば、以下の場合に FactoryTalk アカウントを検討してください。

 Windows ドメインではなく、Windows ワークグループを使用する場合。

 すべてのオペレータが同じ Windows アカウントを共有して、コンピュータへ

のアクセスを取得する場合。

Windows Administrator グループも FactoryTalk 管理者グループに対して自動的に作成されて追加

されます。これは、コンピュータ上の Windows 管理者もセキュリティを設定できることを意味

します。詳細については、「FactoryTalk システムへの初期アクセス権を取得する」( ページ 5-3) 
を参照してください。
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 コンピュータが常に特定の Windows アカウントでログオンする場合。この場

合、個別のアカウントを使用することで、Windows へのアクセス権に依存せ

ずに、異なるオペレータに異なるレベルの制御システムへのアクセス権を付
与することができます。

 コンピュータの再起動後に Windows ネットワークに自動的にログオンするた

め、制御プログラムを自動的に実行できます。

詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

Windows にリンクされたアカウントを使用する

Windows にリンクされたユーザーがシステム リソースへのアクセスを試行する

と、FactoryTalk Directory は Windows に依存してユーザー名とパスワードが有効

かどうか、そのアカウントがアクティブか、ロックされているかを判断します。

Windows ネットワークのセキュリティ ニーズが制御システムのセキュリティ 
ニーズと一致している場合、このタイプのユーザーまたはグループのアカウン
トを使用します。たとえば、以下の場合に Windows にリンクされたアカウント

を検討してください。

 制御システムが独自のドメイン ( たいていの場合は、ビジネス システムから

独立している ) に配置され、ユーザー アカウントおよびパスワードを Windows 
と FactoryTalk ソフトウェア プログラムで共有できる場合。

 オペレータが各自の Windows アカウントでコンピュータにログオンおよびロ

グオフでき、使用するソフトウェア プログラムが自動的に起動する。

詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

両方のタイプのユーザー アカウントを使用する

アプリケーションで両方のタイプの FactoryTalk Security ユーザー アカウントを

使用する場合、Windows にリンクされたアカウントのみが Windows ドメインの

既存のアカウントを参照できることに注意してください。 

これは、元の FactoryTalk アカウントを Windows にリンクされたアカウントに変

更することはできず、FactoryTalk アカウントを Windows にリンクされたユー

ザー グループに追加することもできないということを意味します。

グループ アカウントを作成する

どちらのタイプの FactoryTalk Security アカウントを使用する場合も、FactoryTalk 
View SE アプリケーションのセキュリティを設定するときに、 初にグループ 
アカウントを作成してアクセス権限を設定することが推奨されています。
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グループ アカウントを使用すると、同じセキュリティ ニーズの複数のユーザー

に管理権限を簡単に割り当てて管理することができます。各ユーザーに個別に
権限を割り当てるのではなく、新しいユーザーに対してアカウントを作成し、
それらのユーザーを適切なグループに追加します。

後で個々のユーザーの権限を変更する場合は、ユーザーのアカウントを別のグ
ループに移動します。また、ユーザーが属しているグループを変更することに
よって、複数のユーザーの権限を一度に変更することもできます。

ユーザーおよびコンピュータのアカウントを設定する

FactoryTalk View Studio で、システム フィルダのユーザーとグループ サブ フォル

ダにユーザー アカウントを作成します。

以下の図は、このフォルダがエクスプローラ ウィンドウのどこに表示されるか

を示します。

新しいユーザー グループを作成するには

 ユーザーとグループ フォルダ内のユーザー グループ フォルダを右クリック

し、[ 新規 ] をポイントして、[ ユーザー グループ ] をクリックします。

[ 新しいユーザー グループ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につい

ては、[ ヘルプ ] をクリックしてください。

Windows にリンクされたグループを FactoryTalk グループに追加できます。FactoryTalk 
Directory のインストール時に Windows Administrator グループが自動的に FactoryTalk 管理者

グループに追加されます。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

ユーザー アカウントを設

定するには、ユーザー グ
ループ フォルダまたは

ユーザー フォルダを右ク

リックし、[ 新規 ] をク

リックします。

ユーザー グルー 

プアイコン
5–30



5 • セキュリティを設定する  
•  •  •  •  •

5 ????????
新しいユーザーを作成するには

 ユーザーとグループ フォルダ内のユーザー フォルダを右クリックし、[ 新規 ] 
をポイントして、[ ユーザー ] をクリックします。

[ 新しいユーザー ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ ヘルプ ] をクリックしてください。

Windows にリンクされたグループを作成するには

 ユーザーとグループ フォルダ内のユーザー グループ フォルダを右クリック

し、[ 新規 ] をポイントして、[Windows にリンクされたユーザー グループ ] 
をクリックします。

[Windows にリンクされた新しいユーザー グループ ] ダイアログ ボックスの

オプションの詳細については、[ ヘルプ ] をクリックしてください。

Windows にリンクされたユーザーを作成するには

 ユーザーとグループ フォルダ内のユーザー フォルダを右クリックし、[ 新規 ] 
をポイントして、[Windows にリンクされたユーザー ] をクリックします。

[Windows にリンクされた新しいユーザー ] ダイアログ ボックスのオプション

の詳細については、[ ヘルプ ] をクリックしてください。

ネットワーク アプリケーションのコンピュータ アカウントの作成

FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションの場合、システム リソース

へのアクセス権を持つユーザーの指定に加えて、アクセスできるコンピュータ
を指定できます。

これを行うには、コンピュータ アカウントを作成し、セキュリティ権限の設定

時にユーザー アカウントをコンピュータまたはコンピュータのグループに割り

当てます。

ユーザー アカウントを特定のコンピュータに関連付けない場合は、権限の設定

時に All Computers アカウントを使用できます。このアカウントは Network 
Directory で自動的に作成されます。

FactoryTalk View Studio で、システム フィルダ内のコンピュータとグループ フォ

ルダにコンピュータ アカウントを作成します。 

Windows にリンクされたアカウントは既存の Windows アカウントを参照します。新しい 
Windows ユーザーまたはグループを作成する場合、Windows で作成する必要があります。 

詳細については、Windows ヘルプを参照してください。

ユーザー ア
イコン

Windows にリン

クされたユー
ザー グループ 
アイコン

Windows にリン

クされたユー
ザー アイコン
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以下の図は、このフォルダがエクスプローラ ウィンドウのどこに表示されるか

を示します。

新しいコンピュータを作成するには

 コンピュータとグループ フォルダ内のコンピュータ フォルダを右クリック

し、[ 新しいコンピュータ ] をクリックします。

[ 新しいコンピュータ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、

[ ヘルプ ] をクリックしてください。

新しいコンピュータ グループを作成するには

 コンピュータとグループ フォルダ内のコンピュータ グループ フォルダを右

クリックし、[ 新しいコンピュータ グループ ] をクリックします。

[ 新しいコンピュータ グループ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細 

については、[ ヘルプ ] をクリックしてください。

ローカル ステーション アプリケーションの場合はコンピュータとグループ フォルダが存在し

ません。単一のコンピュータに限定されたアプリケーションにはコンピュータ アカウントを作

成できません。

コンピュータ アカウントを

設定するには、コンピュー
タ グループ フォルダまたは

コンピュータ フォルダを右

クリックし、[ 新規 ] をク

リックします。

コンピュー 
タ アイコン

コンピュー 
タ グループ ア
イコン
5–32



5 • セキュリティを設定する  
•  •  •  •  •

5 ????????
システム全体のポリシーを設定する

FactoryTalk View Studio で、システムの全般的な特性を決定する製品およびシス

テムのポリシーを設定できます。

これらの仕様は FactoryTalk Directory に保存され、システム フォルダのすべての

設定と同様に、単一の Local Directory または Network Directory によって管理され

るすべての FactoryTalk 製品に適用されます。

以下の図は、ポリシー フォルダがエクスプローラ ウィンドウのどこに表示され

るかを示します。

製品ポリシー

製品ポリシーは、FactoryTalk システム内の個々の製品を保護できる機能のセッ

トです。 

FactoryTalk View SE では、インターネット インフォメーション サービスで、セ

キュア Web サイトを設定および使用するための製品ポリシーを設定できます。

詳細については、FactoryTalk View SE セキュア Web サイト セットアップ ツール

の [ ヘルプ ] をクリックしてください。

製品ポリシーの詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

システム ポリシー

FactoryTalk View SE アプリケーションで、以下のシステム ポリシーを設定でき

ます。ローカル ステーション アプリケーションには、ヘルス モニタリング ポ

リシーや Live Data ポリシーは含まれません。これらのポリシーはネットワーク

分散アプリケーションのみに適用されるためです。

ポリシー フォルダで、

アプリケーションの製品
とシステムのポリシーを
設定します。
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 FactoryTalk Alarms and Events 設定には、アラームとイベントの履歴ログ

に監査メッセージを送信する方法、抑制アラームをアラーム履歴ログに送信

するかどうか、イベントのバッファ オプション、各ポリシー カテゴリに関

連付けられた重要度の範囲などが含まれます。

 ユーザー権限の割り当て設定では FactoryTalk Directory のコンテンツをバック

アップおよび復元できるユーザーを指定したり、冗長サーバー ペアでアク

ティブなサーバーとスタンバイ サーバーを手動で切り替えたりします。

 ヘルス モニタリング ポリシー設定は、システム可用性パラメータを定義し

ます。これらにはシステムがリモート コンピュータへのネットワーク接続を

確認する頻度、システムが通信エラーと判断するまでにネットワーク障害が

継続する時間が含まれます。

 Live Data ポリシー設定では、ネットワーク上で分散される FactoryTalk シス

テムに使用される通信プロトコルが指定されます。

 監査ポリシー設定では、システムの使用中に記録されるセキュリティ情報 

が指定されます。これには、ユーザーがアクションを試行するときに 

FactoryTalk Diagnostics が監査メッセージを記録するかどうか、アクセスが許

可されるか拒否されるかが含まれます。

 セキュリティ ポリシー設定では、セキュリティ アカウントおよびパスワー

ドの全般的な特性が指定されます。これには、シングル サインオンが有効か

どうか、アカウントがロックされるまでに許容される無効なログオン試行の

回数が含まれます。

システム ポリシーの設定に関する詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを

参照してください。

ヘルス モニタリング ポリシー設定を変更すると、予期しない動作が発生する可能性があり

ます。ほとんどのネットワークでは、デフォルトのポリシー設定によって 良の結果が得

られます。 

Live Data ポリシー設定を変更すると、予期しない動作が発生する可能性があります。実行

中のプロダクション システムでは設定を変更しないでください。変更を反映するには、

ネットワーク上のすべてのコンピュータをシャット ダウンして再起動する必要があります。 
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FactoryTalk システム リソースに対するセキュリティを設定する

FactoryTalk Security は FactoryTalk Directory、アプリケーション、アプリケーション
内の領域およびそのコンテンツ、システム フォルダおよびそのコンテンツなど
のシステム リソースに対するセキュリティを管理します。 

FactoryTalk View Studio では、エクスプローラ ウィンドウでフォルダまたはア
イコンを右クリックし、[ セキュリティ ] をクリックして、これらのリソースへ
のユーザー アクセス権限を設定できます。以下の図は、この方法で保護できる
リソースを示します。

FactoryTalk Security 設定を変更する

[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスを使用して、リソースへのアクセス権

限を付与するユーザーまたはユーザーのグループを追加し、アクセスのレベル
を定義するアクションを実行するための権限を許可または拒否します。

ネットワーク分散アプリケーションに対する権限の設定時に、ユーザーおよび
ユーザーのグループを特定のコンピュータまたはコンピュータのグループに関
連付けることができます。 

システム フォルダま

たはそのサブフォルダ
へのアクセス権限を設
定します。

この方法では、システ
ム ポリシーを設定で

きるユーザーを指定す
ることも、ユーザーお
よびコンピュータのア
カウントを作成するこ
ともできます。

アクセス権限 
 (FactoryTalk Directory
への ) を設定します。

デフォルトでは、アプ
リケーションおよびシ
ステム フォルダがディ

レクトリで設定された
権限を継承します。

アプリケーション内
の領域へのアクセス
権限を設定します。

HMI サーバーは常に

親領域に対して設定
された権限を継承し
ます。HMI サーバー

へのアクセス権限の
みを設定することは
できません。

Set up access to
アプリケーションへ
のアクセス権限を設
定します。
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これは、システム リソースへのアクセス権限を持つユーザーだけではなく、シ

ステム リソースへアクセスできるコンピュータも指定できます。

[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、保護するリソース

のフォルダまたはアイコンを右クリックして、[ セキュリティ ] をクリック

します。

List of user groups さまざ

まなレベルの FactoryTalk 
Directory へのアクセス権

限を持つユーザー グルー

プのリスト。

リストにグループ ( また

は個々のユーザー ) を追

加するには、[ 追加 ] をク

リックします。

ユーザー リストで選択し

たユーザーまたはグルー
プにアクションを実行す
る権限を設定するには、 
[ 許可 ] チェック ボックス

および [ 拒否 ] チェック 
ボックスを選択します。

Network Directory アイコンを右クリックして [ セ
キュリティ ] を選択し、FactoryTalk Directory への

アクセス権限を設定します。アプリケーションおよ
びシステム フォルダがディレクトリで設定された権

限を継承します。

ユーザーまたはアクション
ごとに権限を設定します。
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[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ ヘルプ ] をクリックしてください。

FactoryTalk Security 権限をユーザーに割り当てるには

1. [ 許可 ] タブで、許可付与者を表示する [ ユーザー ] オプションをクリックし

ます。

また、アクションごとに権限を設定することもできます。これは、アクション
を選択し、アクションを実行できるユーザーまたはユーザーのグループを指
定することを意味します。

2. [ 追加 ] をクリックし、追加するユーザーまたはユーザーのグループを選択

し、[OK] をクリックします。

追加したユーザーまたはユーザーのグループは [ 許可 ] タブの [ ユーザー ] リ
ストで選択されている ( 強調表示されている ) 必要があります。

3. 選択したユーザーまたはユーザーのグループにアクションを実行する権限を
明示的に割り当てるには、アクションの横にある [ 許可 ] チェック ボックス
を選択します。

また、以下の項目の横にある [ 許可 ] チェック ボックスを選択することもで
きます。

 このリソースに適用するすべてのアクションを選択するには [ すべてのア
クション ]。

 カテゴリ内のすべてのアクションを選択するには、[ 共通 ] などのアク
ションのカテゴリ。

4. アクションを実行する権限を明示的に拒否するには、アクションの横にある 
[ 拒否 ] チェック ボックスを選択します。

5. 権限を設定する各ユーザーまたはユーザーのグループに対して、2 から 4 の
ステップを繰り返します。

6. [OK] をクリックします。

権限が設定されていないユーザーはリストから削除されます。

権限の割り当て関する詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。

この図の [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスはネットワーク アプリケーションのも

のです。ローカル ステーション アプリケーション用のダイアログ ボックスには [ コン

ピュータ ] 列がありません。

ネットワーク アプリケーションの場合、ユーザーまたはユーザーのグループをコンピュー

タまたはコンピュータのグループに割り当ててから、[OK] をクリックする必要があります。
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ユーザーが実行できるアクションを指定する

システム リソースへのアクセスを保護するには、リソースに対してアクション

を実行する権限を持つユーザーまたはユーザーのグループを指定します。

前の図の [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、オペレータ グループは 
FactoryTalk Network Directory での共通アクションの「読み取り」や「子の一覧表

示」を実行するための権限を持っています。 

これは、オペレータ グループのメンバが FactoryTalk View SE Client でディレク

トリによって管理されるアプリケーションの実行を許可されることを意味しま
す。許可される共通アクションの詳細については、ページ 5-45 の例を参照して

ください。

明示的な権限と暗黙的な権限について

アクションに対して [ 拒否 ] チェック ボックスを選択すると、権限が明示的に拒

否されます。これを実行する場合、明示的な拒否が明示的な許可よりも優先さ
れるという点に留意してください。これは、セキュリティを設定しているアカ
ウントが複数のグループに属している場合に重要です。

たとえば、ユーザーがアプリケーションの削除を許可されている 1 つのグルー

プと、権限が明示的に拒否されている別のグループに属している場合、この
ユーザーはアプリケーションの削除を許可されません。

また、アクションに対して [ 許可 ] チェック ボックスをオフにして、アクション

の実行を暗黙的に拒否することもできます。

この場合、ユーザーがアプリケーションの削除を許可されている 1 つのグルー

プと、その権限が暗黙的に拒否されている別のグループに属している場合、こ
のユーザーはアプリケーションの削除を許可されます。

アクションを編成する

単一のステップで複数のアクションをユーザーまたはユーザーのグループに割
り当てるには、アクションを編成します。たとえば、以下に従ってアクション
を編成します。

 役割またはジョブ ( オペレータ、スーパーバイザ、保守エンジニアなど )。

 装置ユーザーのアクセス先 ( ホッパー、ミキサー、オーブンなど )。

以下の図に示すように、アクション グループを追加すると、アクション グルー

プ フォルダの下のエクスプローラ ウィンドウ、[ ユーザー アクション グループ ] 
の下の [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスに表示されます。
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単一のアクションを実行する権限の許可または拒否と同様に、アクション グ
ループを実行する権限を許可または拒否します。権限の割り当てに関する詳細
については、ページ 5-38 を参照してください。

アクション グループを追加するには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アクション グループ 
フォルダを右クリックし、[ 新しいアクション グループ ] をクリックします。

[ 新しいアクション グループ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につ

いては、[ ヘルプ ] をクリックしてください。

継承した権限について理解する

継承とは、FactoryTalk Directory で定義したセキュリティ設定が、ディレクトリ

が管理するすべてのシステム リソースに展開されることを意味します。このよ

うなリソースにはアプリケーションやアプリケーション内の領域に加えて、シ
ステム フォルダやそのサブフォルダが含まれます。

継承によって、FactoryTalk システム全体で幅広いユーザーに対して基本レベル

のアクセス権限を定義できます。その後、必要に応じて、低レベルのリソース
から継承した権限を上書きすることによって、選択したユーザーに対するセ
キュリティ設定を調整できます。

FactoryTalk View SE アプリケーションでは、HMI サーバーは常にそのサーバー

が配置されている領域に割り当てられた権限を継承します。HMI サーバーへの

アクセス権限のみを設定することはできません。

新しく追加されたグループ、
[ ライン オペレータ アクション ] が   

エクスプローラ ウィンドウと 

[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボッ  

クスに表示されます。
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ただし、FactoryTalk Directory で始まる継承のチェーンは、ユーザーが実行時に特

定の HMI プロジェクト コンポーネントにアクセスする能力には反映されません。

特定の FactoryTalk View コマンドおよびマクロ、グラフィック ディスプレイ、

OLE オブジェクト、または HMI タグへのアクセスを制限するには、FactoryTalk 
View SE アプリケーション内でこれらのコンポーネントを個別に保護する必要が

あります。

詳細については、「HMI プロジェクト コンポーネントの実行時セキュリティを

設定する」( ページ 5-20) を参照してください。

継承のしくみの詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してください。

継承のチェーンの分断

継承のチェーンを分断すると、継承された権限を上書きできます。

継承のチェーンを分断するには

 リソースの [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、[ 許可を受け継がな

い ] チェック ボックスを選択します。

権限を継承する代わりに、次のオプションのいずれかを選択するように求め
られます。

実行時に個々の HMI タグを保護するには、FactoryTalk View でセキュリティ コードを割り当て

ます。HMI タグおよびデータ サーバー タグを含めて、タグ全般へのアクセスを制御するには、

タグ アクション「値の書き込み」を実行する権限を許可または拒否します。
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 継承した権限をコピーし、リソースに対して明示的にする。

 リソースから継承したすべての権限を削除します。

明示的な権限を使用して継承を上書きする

選択したリソースへのアクションに対する明示的な権限を許可または拒否する
ことによって継承を上書きすることもできます。

たとえば、ページ 5-45 のテーブルでは、監督者グループは FactoryTalk Network 
Directory でセキュリティの設定を除くすべての共通アクションを実行する権限

を持っています。

このアプリケーションの [ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスでは、以下の

表に示すように、FactoryTalk Directory で監督者グループに対して設定された継

承した権限にグレーのチェック マークが表示されます。

このグループのアプリケーション レベルでのアクセス権限を拡張またはさらに

制限するには、次の明示的な変更を行い、継承された権限を上書きします。

継承のチェーンの分断は、[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで選択したユーザーま

たはユーザーのグループではなく、リソースに適用されます。

継承した権限をコピーすることを選択した場合、継承された権限を持つ、一覧表示されて

いるすべてのユーザーに変更が適用されます。継承したすべての権限を削除するように選

択した場合、継承された権限を持つ、一覧表示されているすべてのユーザーが [ セキュリ

ティ設定 ] ダイアログ ボックスから削除されます。

グレーのチェック 
マークは、これらの
アクションを実行す
るための継承された
権限を示します。

明示的な許可

明示的な拒否
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 [セキュリティの設定] アクションの横にある [許可] チェック ボックスを選択

します。

アプリケーションでのセキュリティの設定アクションの明示的な許可は、 
監督者がアプリケーションに対してセキュリティを設定し、実行時セキュリ
ティ アカウントを追加し、セキュリティ コードをユーザーに割り当て、

HMI プロジェクト コンポーネントを保護できることを意味します。

 [ 永久削除 ] アクションの横にある [ 拒否 ] チェック ボックスを選択します。

アプリケーションに対する永久削除アクションの明示的な拒否は、監督者が
アプリケーションを削除できないことを意味します。

以下の図に示すように、[ 有効許可 ] タブでこれらの変更が反映されます。

権限の設定時、または継承された権限の上書き時に、これらの優先ルールが維
持されることに注意してください。

 明示的な拒否は明示的な許可よりも優先される。

 明示的な許可は暗黙敵な拒否よりも優先される。

FactoryTalk View SE での保護タスクの実行

FactoryTalk View SE で特定のタスクを実行するには、ユーザーは FactoryTalk 
Directory、アプリケーション、またはタスクが許可された領域へのアクセスに必

要なセキュリティ権限を持っている必要があります。

明示的な権限 ( 許可または拒否 ) を使用して特定のリソースに対する継承を上書きする場合、

これらの権限が低レベルのリソースによって継承される権限になります。

チェック マークは、

セキュリティの設
定が許可されるこ
とを意味します。

チェック マークが

付いていない場合
は、削除が拒否さ
れることを意味し
ます。
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詳細情報 :

 権限をユーザーに割り当てる方法については、ページ 5-38 を参照してくだ

さい。

 継承された権限のしくみについては、ページ 5-39 を参照してください。

FactoryTalk View SE ユーザーが実行できるタスクの一部には、追加の権限が必要

です。関連する権限の詳細については、以下を参照してください。

 冗長ペアのアクティブなサーバーとセカンダリ サーバーの切り替えについて

は、ページ 14-22 を参照してください。

 FactoryTalk アラームの有効化と無効化、抑制と抑制解除、または通知につい

ては、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

[ セキュリティ設定 ] ダイアログ ボックスで、RSLinx Enterprise などの他の 
FactoryTalk 製品に対するアクションも参照できます。製品に固有のアクション

の詳細については、製品のドキュメントを参照してください。

目的
該当するコンポー 
ネントまたはツール 必要なセキュリティ権限

既存のネットワーク分散アプリケーション、
ネットワーク ステーション アプリケー

ション、またはローカル ステーション ア
プリケーションを開いて、コンテンツを表
示する。

FactoryTalk View Studio

FactoryTalk View SE 
Administration Console

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

既存のネットワーク分散アプリケーション、
ネットワーク ステーション アプリケー

ション、またはローカル ステーション ア
プリケーションを実行して、タグに書き込
む。

FactoryTalk View SE Client 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

タグの値の書き込み

 実行時セキュリティ エディタで設定

された少なくとも 1 つのセキュリ

ティ コード (A ～ P)。詳細について

は、ページ 5-13 を参照してください。

共通アクションの読み取りおよび子の一覧表示では、ネットワークまたはローカル システムへの基本アクセ

スが許可されます。アクセス権を拡張するには、この表の以下の部分で示すように、セキュリティ権限を追加
します。

既存のアプリケーションを開き、プロパ
ティを変更する。

FactoryTalk View Studio

FactoryTalk View SE 
Administration Console

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み
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アプリケーションを作成し、プロパティを
変更する。

新しい領域、HMI サーバー、データ サー

バー、またはタグ アラームとイベント 
サーバーをアプリケーションに追加する。

FactoryTalk View Studio 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の子の作成

共通の書き込み

既存の HMI サーバー、データ サーバー、

またはタグ アラームとイベント サー

バーのプロパティを変更する。

FactoryTalk View Studio 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

HMI プロジェクト コンポーネントの作成

または変更を行う。たとえば、グラフィッ
ク ディスプレイや派生したタグ ファイル

など。

HMI プロジェクト コンポーネントをアプ

リケーションに追加する。

FactoryTalk View Studio 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の子の作成

共通の書き込み

共通の削除

領域、HMI サーバー、データ サーバー、

またはタグ アラームとイベント サー

バーをアプリケーションから削除する。

FactoryTalk View Studio 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

共通の削除

アプリケーション内の領域など、アプリ
ケーション リソースへのアクセスを保護 

する。

FactoryTalk View Studio 共通のセキュリティの設定

FactoryTalk ユーザーおよびコンピュータの

アカウントを作成して管理する。

FactoryTalk View Studio 共通のセキュリティの設定

共通の子の作成

共通の書き込み

共通の削除

( 実行時セキュリティ エディタで ) ユー

ザー アカウントを FactoryTalk View に追加

する。

( ランタイム保護コマンド エディタで ) 
FactoryTalk View コマンドおよびマクロを

保護する。

重要 : これらのタスクを実行するには、ア

プリケーション レベルで必要な権限を設定

する必要があります。 

FactoryTalk View Studio 共通のセキュリティの設定

共通の書き込み

目的
該当するコンポー 
ネントまたはツール 必要なセキュリティ権限
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例 – 共通アクションを使用して、FactoryTalk View SE ネットワーク

分散アプリケーションでユーザー グループにセキュリティを設定する

以下の表に、システム管理者が共通アクションを FactoryTalk View ユーザーの 
4 つのグループ ( 管理者、エンジニア、監督者、およびオペレータ ) に割り当て、

ネットワーク分散アプリケーションへの適切なレベルのアクセス権限を付与す
る方法を示します。

ネットワーク分散アプリケーション、ネッ
トワーク ステーション アプリケーション、

またはローカル ステーション アプリケー

ションを削除する。

アプリケーション マネー

ジャー

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の削除

ネットワーク分散アプリケーション、ネッ
トワーク ステーション アプリケーション、

またはローカル ステーション アプリケー

ションの名前を変更する。

アプリケーション マネー

ジャー

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

ローカル ステーション アプリケーション

をコピーする。

アプリケーション マネー

ジャー

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

アプリケーションのバックアップおよび復元を行うには、以下の権限に加えて、FactoryTalk Directory コンテン

ツのバックアップおよび復元が許可されている必要があります。 

ネットワーク分散アプリケーションをバッ
クアップする。

FactoryTalk View Studio 共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

ネットワーク分散アプリケーションを復元
する。

FactoryTalk Administration 
Console

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

ローカル ステーション アプリケーション

をバックアップおよび復元する。

アプリケーション マネー

ジャー

共通の読み取り

共通の子の一覧表示

共通の書き込み

目的
該当するコンポー 
ネントまたはツール 必要なセキュリティ権限
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継承された権限の上書きに関する詳細については、ページ 5-39 を参照してく

ださい。

設定するアクセス権限のレベル 対象グループ 権限を Network Directory 
で設定

継承された権下を上書き 

フル アクセス。

これには、以下の機能が含まれます。

 アプリケーションを作成する

 領域およびサーバーを追加する

 HMI プロジェクト コンポーネント

を作成する

 FactoryTalk Directory が管理するす

べてのリソースに対する権限を設定
する

 新しいユーザー アカウントを作成

する

 実行時セキュリティ アカウントを追

加する

 HMI プロジェクト コンポーネント

を保護する

フル アクセス権限を持つユーザーが

実行できるタスクの完全なリストにつ
いては、この例の前の表を参照してく
ださい。

管理者 共通のアクションを許可
する。

 セキュリティの設定

 子の作成

 永久削除

 子の一覧表示

 読み取り

 書き込み

タグ アクションを許可 

する

 値の書き込み

変更なし。

低レベルのすべてのリ
ソースで継承された権限
を維持する。

このグループのメンバは以下の機能を
実行できないということ以外、管理者
と同じアクセス権限。

 システム フィルダのユーザーとグ

ループ サブ フォルダにセキュリ

ティを設定する。

 FactoryTalk Directory でユーザーを作

成する。

ただし、このグループのメンバは、
実行時セキュリティ アカウントの追

加、セキュリティ コードの割り当

て、ランタイム保護コマンド エディ

タの使用が可能です。

エンジニア 共通のアクションを許可
する。

 管理者と同じ

タグ アクションを許可 

する

 値の書き込み

( システム フィルダの ) 
ユーザーとグループ フォ

ルダで以下の共通アク
ションを明示的に拒否し
ます。 

 セキュリティの設定

 永久削除

 子の作成

継承された他のすべての
権限を維持する。
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実行時アクセス ( 次のオペレータ グ
ループを参照 ) に加えて、このグルー

プのメンバは以下を実行できます。

 既存のアプリケーションを変更する。

 HMI サーバーのプロパティを変更

する。

 HMI プロジェクト コンポーネント

を作成する。

監督者 共通のアクションを許可
する。

 読み取り

 子の一覧表示

タグ アクション :

 値の書き込み

アプリケーションに対し
て以下の共通アクション
を明示的に許可します。 

 永久削除

 書き込み 

 子の作成

継承された他のすべての
権限を維持する。

実行時アクセス。このグループのメン
バは以下のみを実行できます。

 既存のアプリケーションをロード 
する。

ただし、このグループのメンバは 
HMI サーバーのプロパティを変更で

きず、HMI プロジェクト コンポー

ネントを表示することもできませ
ん。HMI サーバーがエクスプローラ 
ウィンドウでロックされていると表
示されます。

 FactoryTalk View SE Client でアプリ

ケーションを実行する。

 実行時にタグに書き込む。

重要 : 個々の HMI タグへのアクセ

スを制限するには、実行時セキュリ
ティ エディタでこのグループにセ

キュリティ コードを割り当てます。

オペレータ 共通のアクションを許可
する。

 読み取り

 子の一覧表示

タグ アクションを許可 

する

 値の書き込み

変更なし。

低レベルのリソースで継
承されたすべての権限を
維持します。

表示されている共通アクションに加えて、この例の各グループがタグ アクションの値の書

き込みを許可されます。このアクションでは、HMI タグおよびデータ サーバー タグへの一

般的なアクセスが制御されます。

個々の HMI タグの実行時セキュリティも設定できます。詳細については、「HMI タグにセ

キュリティ コードを割り当てる」( ページ 5-24) を参照してください。

設定するアクセス権限のレベル 対象グループ 権限を Network Directory 
で設定

継承された権下を上書き 
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6 ネットワーク分散アプリケーションを操作

する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View Site Edition ネットワーク分散アプリケーションについて。

 ネットワーク分散アプリケーションの主な概念。

 ネットワーク分散アプリケーションの作成方法。

 ネットワーク分散アプリケーションへの領域およびサーバーの追加方法。

 HMI サーバーのプロパティの設定方法。

 HMI サーバーのステータスの監視方法。

 HMI サーバーの削除方法。

 ネットワーク分散アプリケーションの名前変更および削除方法。

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク分散アプリケーション

について

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk View Site Edition ローカル ステーション、

ネットワーク ステーション、ネットワーク分散アプリケーションを作成できま

す。ここでは、エクスプローラ ウィンドウでネットワーク分散アプリケーション

がどのように表示されるかを示します。
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ネットワーク ステーション アプリケーションは 7 章、ネットワーク ステーション 
アプリケーションを操作するに記載されています。ローカル ステーション アプリ

ケーションは 8 章、ローカル ステーション アプリケーションを操作するに記載

されています。

ネットワーク分散アプリケーションの構成

典型的な FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーション (別称、分散ア

プリケーション) は以下で構成されています。

 ネストされた領域を含む領域。アプリケーションを管理可能な各部分で分割
するか、制御中の処理に対して意味がある方法で整理します。

また、領域を使用して、同じ名前を使用するサーバーを分離できます。たと
えば、同じセットのグラフィック ディスプレイまたはタグを含むプロジェク

トを実行する 2 つの HMI サーバーなどです。

 1 つ以上の HMI サーバー。FactoryTalk View コンポーネントおよびサービス

をアプリケーション クライアントを提供します。

HMI プロジェクト 

コンポーネント
およびエディタ

アプリケーション

領域

領域

FactoryTalk
Network Directory
(ホスト コンピュー 

タ名)

FactoryTalk シス 

テムの設定

HMI サーバー 

FactoryTalk タグ 

アラームとイベン
ト サーバー 
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FactoryTalk View アプリケーションは 低でも 1 つの HMI サーバーを含む必

要があります。ネットワーク分散アプリケーションは、1 つのネットワーク

上の異なるコンピュータ上で実行される 大で 10 個の HMI サーバー、また

は 大で 10 個の冗長 HMI サーバー ペアを含めることができます。

 グラフィック ディスプレイ、HMI タグ、データ ログ モデルなどの HMI プロ

ジェクト コンポーネント。

 1 つ以上のデータ サーバー。HMI タグを使用しているかに関わらず、クライ

アントに、プログラム可能なコントローラ、デバイス、および OPC-DA 2.05a 
仕様に準拠している他のデータ サーバー内の情報へのアクセスを提供します。

ネットワーク分散アプリケーションでは、異なるコンピュータ上で実行され
ている、複数の RSLinx Enterprise および OPC データ サーバー (RSLinx Classic 
を含む) を使用できます。また、アプリケーションの各データ サーバーに対

してホスト コンピュータの冗長ペアを設定できます。

RSLinx Enterprise サーバーは、ControlLogix コントローラなどのデバイスで検

出されるアラームを登録するように設定できます。詳細については、12 章、

FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。 

 ユーザーの一覧、および実行時に保護された HMI プロジェクト コンポーネン

トにアクセスするユーザーの権限を許可または拒否するセキュリティ コード。

 アラーム検出を内蔵していないデバイス内のタグに対してアラーム監視およ
び制御を提供する、1 つ以上の FactoryTalk タグ アラームおよびイベント 
サーバー (オプション)。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定

するを参照してください。

ネットワーク分散アプリケーション、FactoryTalk Network Directory、HMI サー

バー、HMI クライアント、およびデータ サーバーのバックグラウンドにあるソ

フトウェア プログラムは、ネットワーク上の異なるコンピュータ上に配置でき

ます。 

ただし、1 つのネットワーク分散アプリケーションに参加するすべてのコン

ピュータは、同じ Network Directory を指定していなければなりません。詳細 

については、4 章、FactoryTalk Directory を設定するを参照してください。

OPC データ サーバーは各ベンダーにより異なります。一部には HMI サーバーのタグ デー

タベースのような独自のタグ データベースが含まれていますが、それと同時に、他はコン

トローラ内に存在するタグ データベースまたはアドレスを参照します。これは、RSLinx お
よび Logix5000 と同様です。
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FactoryTalk システムについて

FactoryTalk View SE およびその他の Rockwell Automation ソフトウェア製品は共

通の FactoryTalk サービスのセットを使用して、診断メッセージやリアルタイム 
データへのアクセスなど、特定の機能をサポートします。

FactoryTalk Directory などのこれらのサービスは、FactoryTalk View SE のインス

トール時に FactoryTalk Services Platform と共にインストールされます。

FactoryTalk サービスの概要については、1-2ページ  を参照してください。

FactoryTalk サービスを使用し、FactoryTalk 製品およびコンポーネントを統合す

る自動化制御システムは FactoryTalk システムと呼ばれます。

FactoryTalk サービスに関する詳細情報

このマニュアルには、FactoryTalk View で FactoryTalk サービスが使用される方法

を含め、FactoryTalk View SE アプリケーションの設計に関する情報が記載されて

います。

FactoryTalk システム、サービス、概念、およびコンポーネントのさらに詳しい

情報については、FactoryTalk ヘルプを参照してください。

FactoryTalk ヘルプを開くには、以下の手順に従ってください。

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalkヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk のコンポーネントおよびサービスの設定に使用されるダイアログ 
ボックスの [ヘルプ] をクリックして、FactoryTalk ヘルプを開くこともでき

ます。

ネットワーク分散アプリケーションの主な概念

このセクションでは、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションに

ついて説明するために使用される共通の用語と概念の一部を示します。

FactoryTalk Network Directory

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション リソース 
コンポーネントへのアクセスを一元化します。
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たとえば、ネットワーク分散アプリケーションのグラフィック ディスプレイに

アクセスするため、HMI クライアントは FactoryTalk Directory を使用して、ディ

スプレイを提供する HMI サーバーをホストしているネットワーク上のコン

ピュータを検出します。

FactoryTalk Network Directory (Network Directory とも呼ばれる) は、FactoryTalk 
View SE ネットワーク分散アプリケーションを管理します。特定のネットワーク

分散アプリケーションに参加しているすべてのコンピュータは、ネットワーク 
サーバー上にある共通の Network Directory を共有する必要があります。

FactoryTalk Network Directory の詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設

定するを参照してください

FactoryTalk Security

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションは FactoryTalk Security 
サービスを使用して、アプリケーション ユーザーを認証および許可できます。

FactoryTalk View SE のインストール中、コンピュータ上の管理者権限を持つ 
Windows ユーザーは、同じコンピュータ上で FactoryTalk Local Directory または

Network Directory によって管理される FactoryTalk View SE アプリケーションへの

完全な初期アクセス権を持つように設定されます。 

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk ユーザー、グループ、およびコン

ピュータのアカウントを作成し、Network Directory、アプリケーション、アプリ

ケーション内の領域などのリソースへのアクセス権を持つアカウントを指定で
きます。

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定する

を参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために FactoryTalk 
Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権限を持って

いなければなりません。 

Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上では、FactoryTalk Directory またはその

他のアプリケーションを実行しないでください。
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たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要
です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

HMI サーバー

HMI サーバーは、クライアントの要求時にクライアントへ情報を提供するソフ

トウェア プログラムです。

HMI サーバーは、グラフィック ディスプレイなどの HMI プロジェクト コン

ポーネントが格納され、それらのコンポーネントがクライアントに提供されま
す。また、HMI サーバーは、タグのデータベースを管理し、HMI タグ アラーム

を検出し、履歴データのログを記録します。

FactoryTalk View Studio では、 初にネットワーク分散アプリケーションを作成

してから、1 つ以上の HMI サーバーをアプリケーションに追加します。ネット

ワーク分散アプリケーション内の各領域またはサブ領域には、HMI サーバーを 
1 つのみ含めることができます。詳細情報:

 HMI サーバーをアプリケーションに追加する場合は、6-13ページ  を参照し

てください。

 冗長 HMI サーバーを設定する場合は、6-20ページ  を参照してください。

 HMI サーバーの起動時に実行するコンポーネントを指定する場合は、 

6-20ページ  を参照してください。

HMI プロジェクト

HMI プロジェクトには、グラフィック ディスプレイ、データ ログ モデル、HMI 
タグ、HMI タグ アラーム、およびその他のサービスが含まれています。HMI プ
ロジェクトは、新しい HMI サーバーをネットワーク分散アプリケーションに追

加するときに作成されます。

HMI プロジェクトは、 初のクライアントがサーバーに接続するとき、または

オペレーティング システムが初期化するときに、HMI サーバーによってロード

されます。詳細については、「サーバーの起動方法を選択する」(ページ 6-19) を
参照してください。
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HMI クライアント

HMI クライアントは、HMI サーバーまたはデータ サーバーから情報を取得する

か、それらのサーバーに情報を書き込むソフトウェア プログラムです。

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、および 
FactoryTalk View SE Client はすべて HMI クライアントです。

領域

すべての FactoryTalk View アプリケーションには、アプリケーションと同じ名前

を持つ、アプリケーション ルート領域という 1 つのシステム定義領域がありま

す。アプリケーション ルート領域には、1 つの HMI サーバーと 1 つ以上のデー

タ サーバーを含めることができます。

ネットワーク分散アプリケーションでは、追加領域を作成し、アプリケーション
を管理可能な論理部分に分割するか、制御中の処理に合った方法で分類します。

たとえば、領域は処理の 1 つの部分、または処理施設内の 1 つの区域を表すこ

とができます。ある自動車工場は、プレスおよび製造、修理部門、塗装部門、
エンジン、およびトランスミッションという領域に分割できます。製パン所は
材料、混合、パン焼き、および梱包という領域に分割できます。

または、同一の生産ラインのある工場を、ライン 1、ライン 2、ライン 3 などと

いう領域に分割できます。新しい生産ラインをアプリケーションに追加するに
は、新しい領域を作成してから、同一の HMI サーバー プロジェクトをその領域

にコピーします。

ネットワーク分散アプリケーションに追加する各領域には、1 つ以上のサブ領

域、および 1 つ以上のデータ サーバーを含めることができます。各領域または

サブ領域には、HMI サーバーを 1 つのみ含めることができます。

各領域またはサブ領域には複数のデータ サーバーおよびアラーム サーバーを含

めることができますが、各領域に 1 つのデータ サーバーまたはアラーム サー

バーのみを含めるのが 良の方法です。

ホーム領域について

ネットワーク分散アプリケーションでは、グラフィック ディスプレイなどの所

定のアプリケーション コンポーネントを含む領域は、ホーム領域と呼ばれます。

領域を指定せずにアプリケーション コンポーネントを参照すると、FactoryTalk 
View SE はホーム領域を使用して、コンポーネントを検索します。
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たとえば、グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトが領域を指定せずにタ

グを参照する場合、FactoryTalk View では、タグおよびディスプレイが同じホー

ム領域にあることを想定します。

ディスプレイのホーム領域内にある HMI サーバーまたはデータ サーバーでタグ

が検出されない場合、ディスプレイを実行すると、エラーのログが記録されます。

絶対参照および相対参照

ネットワーク分散アプリケーションでは、FactoryTalk View コマンドを構築する

場合、またはグラフィック オブジェクトをプロセス データに接続する場合に、

絶対参照または相対参照を使用して、グラフィック ディスプレイやタグなどの

アプリケーション コンポーネントを参照できます。

 絶対参照は、コンポーネントの名前および配置されている領域 (ネストされ

た領域の場合は複数の領域) を参照して、特定のコンポーネントを直接指定

します。

たとえば、AssemblyLineNorth という領域内の Detail というグラフィック 
ディスプレイに対する絶対参照は、以下のとおりです。

/AssemblyLineNorth::Detail

絶対参照を使用することで、どこから参照されているかに関わらず、特定の
場所の特定のコンポーネントが確実に使用されるようにできます。

 相対参照は、現在のサーバーまたは領域に関連するコンポーネントを指定し
ます。たとえば、Detail というグラフィック ディスプレイに対する相対参照

は、以下のようにディスプレイの名前だけです。

Detail

相対参照を使用するときは、FactoryTalk View は、コンポーネントが現在の領

域内に配置されていることを想定します。

たとえば、同一の生産ラインがある工場の場合に、ネットワーク分散アプリ
ケーションでコンポーネント名を再使用するには、相対参照を使用します。
そのようなアプリケーションは、各生産ラインを表す異なる領域を含んでい
ることがありますが、各領域には同じコンポーネント名が含まれています。

アプリケーションのルート領域への絶対参照は、アプリケーションの名前が FactoryTalk 
View Studio のルート領域に表示される場合でも、そのアプリケーションの名前は含みま

せん。
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絶対参照のシンタックス

絶対参照を使用する場合:

 領域名の前にスラッシュ (/) を付けます。また、スラッシュを使用して領域

名と他の領域名を区切ります。

 2 つのコロン (::) して領域名とコンポーネント名を区切ります。

例:同じグラフィック ディスプレイ内のタグに対する絶対参照と相対

参照

以前の例で使用した Detail という名前のグラフィック ディスプレイには、

AssemblyLineNorth 領域内の Speed という名前のタグに対する絶対参照が含まれ

ています。絶対参照は以下のとおりです。

/AssemblyLineNorth::Speed

また、ディスプレイには Temp という名前のタグに対する相対参照が含まれてい

ます。相対参照のタグの名前は以下のとおりです。

Temp

Detail ディスプレイを AssemblyLineSouth という名前の領域にコピーすると、ディ

スプレイはそのタグに対する絶対参照を含んでいるため、AssemblyLineNorth 領
域で Speed という名前のタグを探し続けます。

ただし、ディスプレイはそのタグに対する相対参照が含まれているため、
AssemblyLineSouth 領域で Temp という名前のタグを探します。

Detail ディスプレイが実行されているときに、Temp という名前のタグが 
AssemblyLineSouth 領域で見つからない場合は、FactoryTalk Diagnostics エラーの

ログが記録されます。

例:Display コマンドによる絶対参照と相対参照の使用

オペレータの押下時に Overview という名前のディスプレイが表示されるボタンを

作成するには、以下のいずれかの方法で、押下時のアクションで Display コマンド

を使用します。

 Baking という領域にある Overview というディスプレイに対する絶対参照を

作成するには、以下のように入力します。

Display /Baking::Overview
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 Packaging という領域にある Overview というディスプレイに対する絶対参照

を作成するには、以下のように入力します。

Display /Packaging::Overview

 アプリケーションのルート領域の Overview というディスプレイに対する絶

対参照を作成するには、以下のように入力します。

Display /::Overview

 Display コマンドが実行されている領域の、Overview というディスプレイに

対する相対参照を作成するには、以下のように入力します。

Display Overview

システムの可用性

データの損失とダウン タイムを 小限に抑え、制御システムの重要な部分が、接

続されたクライアントに対して可用性を確実に維持するため、FactoryTalk View SE 
は、サーバー ステータスの監視、オンライン変更のサポート、冗長サーバーの

サポートなどの機能を提供します。

これらとその他の可用性機能に関する情報については、14 章、FactoryTalk シス

テムの可用性を設定するを参照してください。

HMI サーバーの冗長性について

プロセス監視および制御の自動化では、システムの一部が使用できないか故障
したとき、冗長性は正常な動作を続けるためのプロセスを実行するシステムの
機能を参照します。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションでは、HMI サーバーなど

の重要なコンポーネントについて、ペアになったコンピュータで冗長性を設定
できます。HMI 冗長性は、ネットワーク分散アプリケーションのみで設定でき

ます。ペアのうちの 1 台のコンピュータがプライマリ サーバーをホストして、

もう 1 台がセカンダリ (またはバックアップ) サーバーをホストします。

コマンド ウィザードを使用して、パラメータとしてアプリケーション コンポーネントを利用

するコマンドを構築します。ウィザードにより、選択するコンポーネントの場所に基づいて適

切なシンタックスを構築できます。

HMI 冗長性は、ネットワーク分散アプリケーションのみで設定できます。ネットワーク分散ア

プリケーションおよびネットワーク ステーション アプリケーションではデータ サーバーおよび 
FTAE 冗長性を設定できますが、ローカル ステーション アプリケーションでは設定できません。
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プライマリ HMI サーバーがアプリケーション クライアントにサービスを提供で

きない場合は、システムはセカンダリ サーバーに切り替わり、FactoryTalk View 
SE Clientは通常どおりに引き続き動作します。クライアントまたはサーバー 
コンピュータを再起動する必要はありません。

データ サーバーおよび FTAE 冗長性はネットワーク分散アプリケーションおよ

びステーション アプリケーションで設定できます。冗長性はローカル ステー

ション アプリケーションでは使用できません。詳細については、「冗長 HMI 
サーバー ペアを設定する」(ページ 14-16) を参照してください。

言語切り替え

FactoryTalk View SE アプリケーションのユーザー定義のテキスト文字列を 大 
40 種類の異なる言語で使用可能にするには、アプリケーションに対して言語切

り替えを設定します。

実行時に、同じネットワーク分散アプリケーションに接続された複数の 
FactoryTalk View SE Client は同時に異なる言語を使用できます。詳細については、

13 章、言語切り替えを設定するを参照してください。

ネットワーク分散アプリケーションの作成

ネットワーク分散アプリケーションを作成するには、FactoryTalk View Studio で
初にアプリケーションを作成してから、領域、HMI サーバー、データ サー

バー、FactoryTalk タグ アラームおよびイベント サーバーなどの要素を追加し

ます。 

ネットワーク分散アプリケーションを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Studio] をクリッ

クします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [ View Site Edition 
(ネットワーク分散)] を選択し、[継続] をクリックします。 

3. [Site Edition (ネットワーク分散) アプリケーションを新規作成/開く] ダイアロ

グ ボックスで、[新規作成] タブをクリックします。

サードパーティ製の OPC データ サーバーなど、その他のアプリケーション サーバーにおける

冗長性の設定の詳細については、製品マニュアルを参照してください。
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4. アプリケーションの名前と説明を入力し、アプリケーションの言語を選択し
てから [作成] をクリックします。

エクスプローラ ウィンドウで、アプリケーションのアイコンと名前が 
Network Directory アイコンの下に表示されます。

ネットワーク分散アプリケーションへの領域およびサーバーを追加
する

ネットワーク分散アプリケーションは、1 つ以上の領域、 大 10 個の HMI サー

バー (領域またはサブ領域ごとに 1 つ)、必要に応じて複数のデータ サーバーと 
FactoryTalk タグ アラームおよびイベント サーバーからで構成できます。アプリ

ケーションの作成後に、これらの要素をアプリケーションに追加します。 

領域を追加および削除する

ネットワーク分散アプリケーションでは、領域を追加および削除できます。 
領域をコピーすることはできません。

領域を追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しい領域] をク

リックします。

アプリケーション名
は 32 文字までです。

アプリケーション言
語は任意の Windows 
言語にできます。
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2. [新しい領域] ダイアログ ボックスで、領域の名前とオプションの説明を入力

し、[OK] をクリックします。

領域を削除するには

 削除する領域を右クリックしてから、[永久削除] をクリックします。 

領域を削除しても、その領域にある HMI サーバーとデータ サーバーはディ

スクから削除されません。

HMI サーバーを追加する

ネットワーク分散アプリケーションを作成した後に、少なくとも 1 つの HMI 
サーバーを、アプリケーションのルート領域、または追加した領域のいずれか
に追加する必要があります。

ネットワーク分散アプリケーションには、複数の HMI サーバーを含めることが

できますが、アプリケーションの各領域には 1 つの HMI サーバーしか含めるこ

とはできません。

HMI サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[HMI サーバー ] をクリックします。

2. HMI サーバーの追加 ウィザードの [操作の選択] ウィンドウで、以下のいず

れかのオプションをクリックします。

 新しい HMI サーバーを作成する。HMI サーバーを作成すると、サーバー

の HMI プロジェクトが自動的に作成されます。
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 既に存在する HMI サーバーをコピーする。HMI サーバーをコピーした後
に、オリジナルを変更してもコピーには影響せず、その逆も同様です。

 新しい HMI サーバーの基礎として RSView32、FactoryTalk View SE、また
は FactoryTalk View Machine Edition からプロジェクトをインポートします。
プロジェクトをコピーした後に、オリジナルを変更してもコピーには影
響せず、その逆も同様です。

 HMI サーバーのコピーを作成せずに、既存の HMI サーバーにアタッチ

する。

3. [次へ] をクリックして、ウィザードの指示に従い、サーバーの追加を完了し

ます。

HMI サーバーを追加した後に、プロパティを設定できます。詳細については、

6-17ページ  を参照してください。

次に、エクスプローラ ウィンドウのエディタを使用して、グラフィック ディス

プレイ、HMI タグ、データ ログ モデルなどの HMI プロジェクト コンポーネン

トを作成します。

データ サーバーを追加する

ネットワーク分散アプリケーションの各領域には、1 つ以上のデータ サーバー

を含むことができます。 

RSLinx Enterprise データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise)] をクリックします。

2. サーバーの名前と場所、セカンダリ サーバーを使用して冗長性を提供するか

どうか、サーバーが FactoryTalk Alarms and Events をサポートするかどうかな

ど、サーバーのプロパティを設定します。

詳細については、RSLinx Enterprise 製品のマニュアルを参照してください。

別のアプリケーションで使用している既存の HMI サーバーには接続できません。

新しい HMI サーバーを作成したときに表示されるように設定されていた場合は、[コントローラ

指示フェースプレートの追加] ダイアログ ボックスが開きます。フェースプレートを追加しない

場合は、[キャンセル] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。サーバーの作成には影

響しません。フェースプレートの追加の詳細については、16-34ページ を参照してください。
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OPC データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[OPC データ サーバー ] をクリックします。

2. サーバーの名前と場所、セカンダリ サーバーを使用して冗長性を提供するか

どうかなど、サーバーのプロパティを設定します。

詳細については、RSLinx Classic (または他の OPC データ サーバー ) 製品のマ

ニュアルを参照してください。

RSLinx および OPC データ サーバーの設定に関する追加情報については、9 章、

通信を設定するを参照してください。

タグ アラームとイベント サーバーを追加する

オプションで、FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーをアプリケーション

に追加できます。

タグ アラームおよびイベント サーバーは、FactoryTalk Alarms and Events サービス

を使用して、アラーム検出が組み込まれていないプログラム可能なコントローラ 
(PLC-5 または SLC 500) とその他のデバイスのタグ用のアラームを監視および制

御できます。

タグ アラームおよびイベント サーバーの詳細については、12 章、FactoryTalk ア
ラームを設定するを参照してください。

複数のサーバーを使用する時間を決定する

ネットワーク分散アプリケーションには複数の HMI サーバーまたはデータ サー

バーは必要ありませんが、追加のサーバーを使用すると役に立つ場合がありま
す。たとえば、以下の場合にサーバーを追加します。

 HMI サーバーまたはデータ サーバーの冗長性を設定する場合。

 名前の競合の心配や、すべてのプロジェクト ファイルを後で統合する必要が

なく、異なる HMI サーバーで異なるインテグレーターを動作させる場合。
6–15



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

冗長操作にサーバーを追加する

プライマリ サーバーが利用できない場合にセカンダリ アプリケーション サー

バーを提供するには、冗長 HMI サーバーおよび冗長データ サーバーを設定し

ます。

アプリケーション内の各サーバーについて、別々に冗長性を設定する必要があ
ります。詳細については、14 章、FactoryTalk システムの可用性を設定するを参

照してください。

負荷分散のためにサーバーを追加する

時間がたつにつれて、HMI プロジェクトのサイズが大きくなるか、HMI サー

バーまたはデータ サーバーに接続するクライアントの数が、サーバーを実行し

ているコンピュータが過負荷になるポイントまで増加することがあります。

負荷を分散するには、別の HMI サーバーまたはデータ サーバーを別のコン

ピュータにインストールしてから、HMI プロジェクト コンポーネントの一部、

または OPC サーバー タグの一部を新しいサーバーに移動します。これにより、

コンピュータ間でより効率的に処理が分散されます。

複数の HMI サーバーを実行する

ネットワーク分散アプリケーションの各領域には、HMI サーバーは 1 つしか含

めることができません。

プロダクション用にネットワーク分散アプリケーションを展開する場合は、各
ホスト コンピュータで実行される HMI サーバーは 2 つ以下にします。HMI サー

バーが冗長ペアのプライマリ パートナーおよびセカンダリ パートナーである場

合は、コンピュータ 1 台につき 1 つのサーバーのみが許可されます。

システムの制限および要件の詳細については、14 章、FactoryTalk View SE のシス

テム制限についてを参照してください。

HMI サーバー名を提供する

使用しているすべてのアプリケーションから HMI サーバーを削除して、HMI 
サーバーのプロジェクト ファイルを削除しても、FactoryTalk Directory は、HMI 
サーバー名を格納し、削除しません。

2 台のサーバー (または 2 組の冗長サーバー ) と 20 のクライアントを超えるネットワーク分散

アプリケーションを配置する場合、またはアーキテクチャに関するアドバイスを必要とする場

合は、お近くの Rockwell Automation 営業所にお問い合わせください。冗長 FactoryTalk View 
SE Server の設定についての詳細は、14 章、FactoryTalk システムの可用性を設定するを参照

してください。
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これは、すべての HMI サーバーに一意の名前が必要であることを意味します。

 アプリケーションから HMI サーバーを削除した後であっても、HMI サー

バーの名前は再利用できません。

 複数のユーザーが同じ FactoryTalk Directory を共有する場合、すべてのユー

ザーによって作成されたすべての HMI サーバーの名前は一意である必要が

あります。

同様に、複数のアプリケーションが同じ FactoryTalk Directory を共有する場合

は、各アプリケーションの各 HMI サーバーの名前は一意である必要があり

ます。

HMI サーバーのディスク容量を監視する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションを展開した後、500 MB 
未満に低下しないようにするために、HMI サーバーが実行されているコン

ピュータのディスク容量を監視します。

ディスク容量を監視するには

1. HMI サーバーのイベント エディタで、HMI サーバーのハード ディスクで使

用可能な空き容量を返すため、free_bytes 関数を使用するイベントを作成し

ます。

2. HMI アナログまたはデジタル アラーム タグを作成します。

ディスク容量が現在のレベル以下から 500 MB 以上に低下した時刻を示すに

は、HMI アナログ タグのアラーム条件を設定します。ディスク容量が 500 
MB 未満に低下した時刻のみを示すには、HMI デジタル タグのアラーム条件

を設定します。

イベントの設定の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加する

を参照してください。

HMI サーバーのプロパティを設定する

HMI サーバーをネットワーク分散アプリケーションに追加した後に、[プロパ

ティ ] ダイアログ ボックスを使用すると、以下を行えます。

 HMI サーバーの起動タイプを選択する。

 HMI サーバーの冗長性を設定する。

 HMI サーバーの起動時に実行されるコンポーネントを選択する。
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 HMI サーバーのシャットダウン時に実行されるマクロを指定する。HMI サー

バーが冗長である場合は、サーバーがアクティブになるとき、またはスタン
バイ モードになるときのマクロを指定します。

 HMI サーバーが実行されているコンピュータの名前を変更する。

ネットワーク分散アプリケーションの各 HMI サーバーのプロパティを個別に設

定する必要があります。

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のエ

クスプローラ ウィンドウで、HMI サーバー アイコンを右クリックして、 

[プロパティ ] をクリックします。

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。
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ホスト コンピュータの名前を変更する

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、HMI サー

バーが実行されているコンピュータの名前が [サーバーをホストするコンピュー

タ] テキスト ボックスの横に表示されます。 

ホスト コンピュータの名前を変更するには、HMI サーバーのコピーが新しいホ

ストとなるコンピュータ上に存在している必要があります。

サーバーの起動方法を選択する

クライアントの初回接続時、またはオペレーティング システムの初期化時に、

オンデマンドで HMI サーバーを起動するように設定できます。

クライアントの初回接続時に HMI サーバーを起動する

オンデマンドで起動するように設定された HMI サーバーは、クライアントが 
HMI サーバー プロジェクトに初めてアクセスしたときにロードされます。接続

された 後のクライアントが閉じると、サーバーのロードが解除されます。

制御システムが開発中の場合のみ、オンデマンドで HMI サーバーを起動しま

す。実行時環境で、HMI タグ アラームとログに記録されたデータが失われるこ

とがないようするには、オペレーティング システムが起動されたときに、HMI 
サーバーを起動する必要があります。

オペレーティング システムの初期化時に HMI サーバーを起動する

オペレーティング システムの初期化時に起動されるように設定された HMI サー

バーは、Windows の起動時にロードされます。このオプションを使用して、

HMI サーバーの冗長性を設定する必要があります。

また、この起動オプションは、ホスト コンピュータが再起動されると HMI サー

バーが自動的に動作を再開するため、プロダクション用に推奨されます。 

HMI サーバーはサービスとして実行されるため、Windows にログオンして、

HMI サーバーを実行する必要はありません。

HMI サーバーの冗長を設定する場合、サーバーの起動時にコンポーネントを実

行するか、サーバーがアクティブになったときにコンポーネントが起動される
ようにマクロを指定することができます。詳細については、6-21ページ  を参照

してください。

ライセンスのない HMI サーバーはオンデマンドで起動されるように設定することのみ可能です。
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Windows の起動時に起動される HMI サーバーのロードを解除するには、その起

動タイプをオンデマンドに変更してから、接続されたすべてのクライアントを
閉じます。

HMI サーバーの冗長性を設定する

HMI サーバーでエラーが発生したときにクライアントの障害を 小限に抑える

には、[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長] タブで、 

[セカンダリ サーバーによる冗長性の提供] チェック ボックスを選択します。

セカンダリ サーバーを選択する

FactoryTalk View SE では、冗長 (またはバックアップ) サーバーはセカンダリ 
サーバーと呼ばれています。

冗長ペアのセカンダリ サーバーを指定するには、[HMI サーバーのプロパティ ] 
ダイアログ ボックスの [冗長] タブで、セカンダリ HMI サーバーをホストしてい

るコンピュータの名前を提供します。

プライマリ HMI サーバーの [冗長] タブで指定する設定はアプリケーションと共

に保存され、プライマリ サーバーとセカンダリ サーバーの両方で同じ設定にな

ります。セカンダリ サーバーをホストしているコンピュータでさらに設定する

必要はありません。

冗長 HMI サーバーの設定の詳細については、14 章、FactoryTalk システムの可用

性を設定するを参照してください。

セカンダリ HMI サーバーに変更を複製する

冗長性のない FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションでは、実行

時にタグ プロパティとアラーム条件を修正し (AlarmAcceptEdits を発行した後)、
クライアントを再起動することなく、接続されたクライアントでこれらの変更
を有効化できます。

HMI サーバーの起動タイプを変更する場合、変更内容を有効化するにはサーバーのホスト コン

ピュータを再起動する必要があります。

このオプションは、オペレーティング システムの初期化時に、HMI サーバーの起動タイプが 
[オペレーティング システムの初期化時に起動コンポーネントをロードおよび実行します] に設

定されている場合のみ使用できます。HMI サーバーの起動タイプの詳細については、6-19ページ  
を参照してください。
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冗長 HMI サーバーを含むアプリケーションでは、プライマリ サーバーで行なっ

た HMI アプリケーション コンポーネントの変更をセカンダリ サーバーに複製で

きます。詳細については、14-20ページ  を参照してください。

起動コンポーネントとシャットダウン コンポーネントを選択する

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [コンポーネント] タブで、

HMI サーバーの起動時または停止時に実行する、以下を含む各項目のチェック 
ボックスを選択します。 

 HMI サーバーが起動されるときに、実行するコンポーネント。

 HMI サーバーがシャットダウンされるときに、実行するマクロ。

 システムがセカンダリ HMI サーバーに切り替わるか、プライマリ HMI サー

バーに戻るときに、実行されるマクロ。

必要であれば、コンポーネントの名前を指定します。[コンポーネント] タブの

オプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

マクロの詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加するを参照して

ください。

HMI サーバーがアクティブになったときにマクロを実行する

HMI サーバーがアクティブになったときに実行するマクロはアクティブ時マク

ロと呼ばれています。別の HMI サーバーに障害が発生したとき、または起動時

にアクティブ サーバーであるときに、HMI サーバーはアクティブになることが

あります。

任意の FactoryTalk View マクロはアクティブ時マクロとして使用できます。[冗
長] タブでセカンダリ サーバーを設定していない場合は、アクティブ時マクロを

実行するためのオプションは使用できません。

HMI サーバーがスタンバイ モードになったときにマクロを実行する

HMI サーバーがスタンバイ モードになったときに実行するマクロはスタンバイ

時マクロと呼ばれています。 

[コンポーネント] タブの項目の順番は、HMI サーバーの起動時に項目が実行される順番ではあ

りません。コンポーネントを特定の順番で実行する必要がある場合、コンポーネントを起動す

るマクロを作成してから、HMI サーバーの起動時に実行するマクロを選択します。
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たとえば、プライマリ HMI サーバーが回復すると、システムはアクティブなセ

カンダリからプライマリ サーバーに切り替わります。プライマリ サーバーがア

クティブになると、セカンダリはスタンバイに切り替わり、スタンバイ時マク

ロが実行されます。

任意の FactoryTalk View マクロはスタンバイ時マクロとして使用できます。[冗
長] タブでセカンダリ サーバーを設定していない場合は、スタンバイ時マクロを

実行するためのオプションは使用できません。

HMI サーバー コンポーネントを手動で起動および停止する

冗長ペアのセカンダリ HMI サーバーを含むネットワーク分散アプリケーション

の各 HMI サーバーの場合、サーバー コンポーネントを手動で起動および停止で

きます。

HMI サーバー コンポーネントを手動で起動するには

1. FactoryTalk View Studio で、ネットワーク分散アプリケーションを開きます。

2. エクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] 

をクリックします。

3. [コンポーネント] タブで、[起動コンポーネントの実行] をクリックします。

HMI サーバー用に選択した起動コンポーネントの実行が開始されます。

HMI サーバー コンポーネントを手動で停止するには

1. FactoryTalk View Studio で、ネットワーク分散アプリケーションを開きます。

2. エクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] 

をクリックします。

3. [コンポーネント] タブで、[すべての実行コンポーネントの停止] をクリック

します。

サーバー コンピュータの電源が故障するなどの、マクロが実行できない状況でアクティブな 
HMI サーバーで障害が発生した場合、スタンバイ時マクロは実行されません。

冗長性が HMI サーバーに対して設定されていると、プライマリおよびセカンダリ HMI サー

バーで [起動コンポーネントの実行] ボタンが使用できます。起動コンポーネントを実行す

るサーバーに応じて、いずれかのボタンをクリックします。
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アラーム、データ ログ モデル、ディライブド タグのコンポーネント、およ

びイベント コンポーネントを含む、コンピュータで実行されているすべての

コンポーネントの実行が停止します。シャットダウン マクロが [コンポーネン

ト] タブで指定されている場合は、指定されたマクロも実行されます。

HMI サーバーのステータスを監視する

FactoryTalk View Studio の [サーバー ステータス] ダイアログ ボックスで、HMI 

サーバーの動作ステータスを表示して、サーバーがサービスを提供できるよう

になっているかを判断し、問題をトラブルシューティングできます。

たとえば、アクティブ状態の HMI サーバーは完全にロードされ、接続されたク

ライアントにサービスを提供できるようになっています。クライアントは、

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Client、または FactoryTalk View SE 

Administration Console のいずれかになります。

サーバー状態の詳細については、「アプリケーション サーバーのステータスを監

視する」(ページ 14-3)  を参照してください。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバー アイ

コンを右クリックして、[サーバー ステータス] をクリックします。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

HMI サーバーを削除する

HMI プロジェクト ファイルを削除することなく、HMI サーバーをアプリケー

ションから削除してから、後で HMI サーバーをアプリケーションに追加でき

ます。 

また、コンポーネントをアプリケーションの他の HMI サーバーにコピーすると

きに、HMI サーバーを一時的に追加することもできます。

冗長性が HMI サーバーに対して設定されていると、プライマリおよびセカンダリ HMI サー

バーで [すべての実行コンポーネントの停止] ボタンが使用できます。コンポーネントを停

止するサーバーに応じて、いずれかのボタンをクリックします。
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HMI サーバーを削除するには

1. HMI サーバーからすべてのクライアントを切断します(クライアントは、

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、または 
FactoryTalk View SE Client のいずれかになります)。

2. FactoryTalk View Studio を起動し、削除する HMI サーバーを含むアプリケー

ションを開きます。

3. HMI サーバーを右クリックして、[永久削除] をクリックします。

これにより、HMI サーバーのプロジェクト ファイルは削除されません。

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除する

HMI サーバーをアプリケーションから削除した後に、プロジェクト ファイルを

削除する場合は、個別に削除する必要があります。

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除するには

1. HMI サーバーからすべてのクライアントを切断します(クライアントは、

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、または 
FactoryTalk View SE Client のいずれかになります)。

2. Windows エクスプローラで、HMI サーバーをホストしているコンピュータ上

の HMI プロジェクト フォルダを参照します。 

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\
All Users\Shared Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

3. HMI プロジェクト フォルダで、アプリケーションから削除した HMI サー

バーと同じ名前のサブフォルダを削除します。 

たとえば、Water という名前の HMI サーバーを削除すると、Water という名

前の HMI プロジェクト フォルダも削除されます。
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ネットワーク分散アプリケーションを名前変更および削除する

アプリケーション マネージャー ツールを使用して、ネットワーク分散アプリ

ケーションを名前変更または削除します。

アプリケーション マネージャーを実行するには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてから [アプリケーション マネー

ジャー ] をクリックします。

アプリケーション マネージャーのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。

ネットワーク分散アプリケーションの名前を変更するには

1. アプリケーション マネージャーで、[Site Edition (ネットワーク分散)] をク

リックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーション名の変更] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、名前変更の操作を完了し

ます。

ネットワーク分散アプリケーションを削除するには

1. アプリケーション マネージャーで、[Site Edition (ネットワーク分散)] をク

リックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーションの削除] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、削除の操作を完了します。

ネットワーク分散アプリケーションを削除しても、その中で設定されている 
HMI サーバーおよびデータ サーバーは自動的に削除されません。詳細:

 HMI サーバー ファイルの削除については、6-24ページ  を参照してください。

 データ サーバーの除外およびそのキャッシュ ファイルの削除については、

9-14ページ  を参照してください。

使用中のネットワーク分散アプリケーションの名前を変更したり削除したりすることはできま

せん。 初に、アプリケーションからすべてのユーザーを切断してください。
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ネットワーク分散アプリケーションをバックアップおよび復元
する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションのバックアップおよび

復元に関してはいくつかの手順があります。これらの操作の実行に関する詳細
については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してくだ

さい。
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7 ネットワーク ステーション アプリケー

ションを操作する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View Site Edition ネットワーク ステーション アプリケーションに

ついて。

 ネットワーク ステーション アプリケーションの主な概念。

 ネットワーク ステーション アプリケーションの作成方法。

 ネットワーク ステーション アプリケーションへの領域およびサーバーの追

加方法。

 HMI サーバーのプロパティの設定方法。

 HMI サーバーのステータスの監視方法。

 HMI サーバーの削除方法。

 ネットワーク ステーション アプリケーションの名前変更および削除方法。

FactoryTalk View Site Edition ネットワーク ステーション アプリ

ケーションについて

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk View Site Edition ローカル ステーション、ネットワーク ス
テーション、ネットワーク分散アプリケーションを作成できます。以下の図は、FactoryTalk View 
Studio エクスプローラ ウィンドウで FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーション

がどのように表示されるかを示します。
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ネットワーク分散アプリケーションは 6 章、ネットワーク分散アプリケーションを

操作するに記載されています。ローカル ステーション アプリケーションは 8 章、

ローカル ステーション アプリケーションを操作するに記載されています。

ネットワーク ステーション アプリケーションの構成

一般的な FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーションは以

下の要素で構成されています。

 1 つ以上の領域。アプリケーションを管理可能な各部分で分割するか、制御

中の処理に対して意味がある方法で整理します。FactoryTalk View SE ネット

ワーク ステーション アプリケーションに追加できる HMI サーバーは 1 つだ

けである点に留意してください。

 HMI サーバー。FactoryTalk View のコンポーネントとサービスをアプリケー

ション クライアントに提供します。ネットワーク ステーション アプリケー

ションに含めることができる HMI サーバーは 1 つだけです。 

 グラフィック ディスプレイ、HMI タグ、データ ログ モデルなどの HMI プロ

ジェクト コンポーネント。

 1 つ以上のデータ サーバー。HMI タグを使用しているかに関わらず、クライ

アントに、プログラム可能なコントローラ、デバイス、および OPC-DA 2.05a 

仕様に準拠している他のデータ サーバー内の情報へのアクセスを提供します。

HMI プロジェクト 

コンポーネント
およびエディタ

アプリケーション

領域

FactoryTalk
Network Directory
(ホスト コンピュータ名)

FactoryTalk システ 

ムの設定

HMI サーバー 
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ネットワーク ステーション アプリケーションでは、異なるコンピュータ上

で実行されている、複数の RSLinx Enterprise および OPC データ サーバー 

(RSLinx Classic を含む) を使用できます。また、アプリケーションの各データ 
サーバーに対してホスト コンピュータの冗長ペアを設定できます。

RSLinx Enterprise サーバーは、Logix5000 コントローラで検出されたデバイス 

ベースのアラームに登録するように設定できます。詳細については、12 章、

FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。 

 ユーザーの一覧、および実行時に保護された HMI プロジェクト コンポーネン

トにアクセスするユーザーの権限を許可または拒否するセキュリティ コード。

 アラーム検出を内蔵していないデバイス内のタグに対してアラーム監視およ

び制御を提供する、1 つ以上の FactoryTalk タグ アラームおよびイベント 

サーバー (オプション)。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定

するを参照してください。

HMI サーバーと HMI クライアントは、ネットワーク ステーション アプリケー

ションのバックグラウンドにあるソフトウェア プログラムであり、同じコン

ピュータに配置する必要があります。FactoryTalk Directory サーバー、RSLinx 

Enterprise データ サーバー、および OPC データ サーバーは、リモート コン

ピュータに配置することができます。

FactoryTalk システムについて

FactoryTalk View SE およびその他の Rockwell Automation ソフトウェア製品は共

通の FactoryTalk サービスのセットを使用して、診断メッセージやリアルタイム 

データへのアクセスなど、特定の機能をサポートします。

FactoryTalk Directory などのこれらのサービスは、FactoryTalk View SE のインス

トール時に FactoryTalk Services Platform と共にインストールされます。FactoryTalk 
サービスの概要については、1-1ページ  を参照してください。

FactoryTalk サービスを使用し、FactoryTalk 製品およびコンポーネントを統合す

る自動化制御システムは FactoryTalk システムと呼ばれます。

OPC データ サーバーは各ベンダーにより異なります。一部には HMI サーバーのタグ デー

タベースのような独自のタグ データベースが含まれていますが、それと同時に、他はコン

トローラ内に存在するタグ データベースまたはアドレスを参照します。これは、RSLinx お
よび RSLogix と同様です。
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FactoryTalk サービスに関する詳細情報

このマニュアルには、FactoryTalk View で FactoryTalk サービスが使用される方法

を含め、FactoryTalk View SE アプリケーションの設計に関する情報が記載されて

います。

FactoryTalk システム、サービス、概念、およびコンポーネントのさらに詳しい

情報については、FactoryTalk ヘルプを参照してください。

FactoryTalk ヘルプを開くには、以下の手順に従ってください。

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 

[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalkヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk のコンポーネントおよびサービスの設定に使用されるダイアログ 

ボックスの [ヘルプ] をクリックして、FactoryTalk ヘルプを開くこともでき

ます。

ネットワーク ステーション アプリケーションの主な概念

このセクションでは、FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリ

ケーションについて説明するために使用される共通の用語と概念の一部を示し

ます。

FactoryTalk Network Directory

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション リソース 

コンポーネントへのアクセスを一元化します。

FactoryTalk Network Directory (Network Directory とも呼ばれる) は、FactoryTalk 

View SE ネットワーク分散アプリケーションおよびネットワーク ステーション 

アプリケーションを管理します。 

FactoryTalk Network Directory の詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設

定するを参照してください

Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上では、FactoryTalk Directory またはその

他のアプリケーションを実行しないでください。
7–4



7 • ネットワーク ステーション アプリケーションを操作する    
•  •  •  •  •

7 ????????
FactoryTalk Security

FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーションは FactoryTalk 
Security サービスを使用して、アプリケーション ユーザーを認証および許可でき

ます。

FactoryTalk View SE のインストール中、コンピュータ上の管理者権限を持つ 
Windows ユーザーは、同じコンピュータ上で FactoryTalk Local Directory または

Network Directory によって管理される FactoryTalk View SE アプリケーションへの

完全な初期アクセス権を持つように設定されます。 

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk ユーザー、グループ、およびコン

ピュータのアカウントを作成し、Network Directory、アプリケーション、アプリ

ケーション内の領域などのリソースへのアクセス権を持つアカウントを指定で
きます。

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定する

を参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために FactoryTalk 
Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権限を持って

いなければなりません。 

たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要
です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

HMI サーバー

HMI サーバーは、クライアントの要求時にクライアントへ情報を提供するソフ

トウェア プログラムです。

HMI サーバーは、グラフィック ディスプレイなどの HMI プロジェクト コン

ポーネントが格納され、それらのコンポーネントがクライアントに提供されま
す。また、HMI サーバーは、タグのデータベースを管理し、HMI タグ アラーム

を検出し、履歴データのログを記録します。
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FactoryTalk View Studio では、 初にネットワーク ステーション アプリケーション

を作成してから、アプリケーションに HMI サーバーを 1 つだけ追加します。 

 アプリケーションに HMI サーバーを追加する方法については、7-10ページ 
を参照してください。

HMI プロジェクト

HMI プロジェクトには、グラフィック ディスプレイ、データ ログ モデル、HMI 
タグ、HMI タグ アラーム、およびその他のサービスが含まれています。ネット

ワーク ステーション アプリケーションに含めることができる HMI プロジェクト

は 1 つだけです。

HMI クライアント

HMI クライアントは、HMI サーバーまたはデータ サーバーから情報を取得する

か、それらのサーバーに情報を書き込むソフトウェア プログラムです。FactoryTalk 
View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、および FactoryTalk View 
SE Client はすべて HMI クライアントです。

領域

すべての FactoryTalk View アプリケーションには、アプリケーションと同じ名前

を持つ、アプリケーション ルート領域という 1 つのシステム定義領域がありま

す。アプリケーション ルート領域には、1 つの HMI サーバーと 1 つ以上の OPC 
データ サーバーを含めることができます。システムのベスト プラクティスとし

て、ルート領域または個別の領域に配置する RSLinx Enterprise データ サーバー

は 1 つだけにします。

FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーションには、HMI サーバーを 1 つ
だけ含める必要があります。HMI サーバーは、アプリケーションのルート領域 (エクスプロー

ラ ウィンドウ内のアイコンおよびアプリケーション名)、または作成した領域内に追加すること

ができます。

FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーションには、HMI サーバーを 1 つ
だけ含める必要があります。HMI サーバーは、アプリケーションのルート領域 (エクスプロー

ラ ウィンドウ内のアイコンおよびアプリケーション名)、または作成した領域内に追加すること

ができます。
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ホーム領域について

ネットワーク ステーション アプリケーションでは、グラフィック ディスプレイ

などの所定のアプリケーション コンポーネントを含む領域は、ホーム領域と呼

ばれます。

領域を指定せずにアプリケーション コンポーネントを参照すると、FactoryTalk 
View SE はホーム領域を使用して、コンポーネントを検索します。

たとえば、グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトが領域を指定せずにタ

グを参照する場合、FactoryTalk View では、タグおよびディスプレイが同じホー

ム領域にあることを想定します。

ディスプレイのホーム領域内にある HMI サーバーまたはデータ サーバーでタグ

が検出されない場合、ディスプレイを実行すると、エラーのログが記録されます。

相対参照

[領域] を使用する場合には、ネットワーク ステーション アプリケーションに両

方の参照タイプを設定することができます。ネットワーク ステーション アプリ

ケーションでは、FactoryTalk View コマンドを構築する場合、またはグラフィッ

ク オブジェクトをプロセス データに接続する場合に、相対参照を使用して、グ

ラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション コンポーネントを参照

できます。

相対参照では、現在のアプリケーションに関連するコンポーネントが指定され
ます。

たとえば、Detail という名前のディスプレイに対する相対参照は、単純にディス

プレイ名Detail になります。グラフィック ディスプレイで、実行時に Detail ディ

スプレイを開くボタンを設定するには、 

Display Detail

をボタンの押下時のアクションとして使用します。

システムの可用性

データの損失とダウン タイムを 小限に抑え、制御システムの重要な部分が、

接続されたクライアントに対して可用性を確実に維持するため、FactoryTalk 
View SE は、サーバー ステータスの監視やオンライン変更のサポートなどの機

能を提供します。
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これらとその他の可用性機能に関する情報については、14 章、FactoryTalk シス

テムの可用性を設定するを参照してください。

言語切り替え

FactoryTalk View SE アプリケーションのユーザー定義のテキスト文字列を 大 
40 種類の異なる言語で使用可能にするには、アプリケーションに対して言語切

り替えを設定します。

 詳細については、13 章、言語切り替えを設定するを参照してください。

ネットワーク ステーション アプリケーションを作成する

ネットワーク ステーション アプリケーションを作成するには、FactoryTalk View 
Studio で 初にアプリケーションを作成してから、領域、HMI サーバー、デー

タ サーバー、FactoryTalk タグ アラームおよびイベント サーバーなどの要素を追

加します。 

ネットワーク ステーション アプリケーションを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Studio] をクリッ

クします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [ View Site Edition 
(ネットワーク ステーション)] を選択し、[継続] をクリックします。 

3. [Site Edition (ネットワーク ステーション) アプリケーションを新規作成/開く] 
ダイアログ ボックスで、[新規作成] タブをクリックします。

HMI 冗長性は、ネットワーク分散アプリケーションのみで設定できます。ネットワーク分散

アプリケーションおよびネットワーク ステーション アプリケーションではデータ サーバーお

よび FTAE 冗長性を設定できますが、ローカル ステーション アプリケーションでは設定でき

ません。
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4. アプリケーションの名前と説明を入力し、アプリケーションの言語を選択し
てから [作成] をクリックします。

エクスプローラ ウィンドウで、アプリケーションのアイコンと名前が 
Network Directory アイコンの下に表示されます。

ネットワーク ステーション アプリケーションへの領域およびサー

バーを追加する

ネットワーク ステーション アプリケーションは、1 つ以上の領域、1 つの HMI 
サーバー、さらに必要に応じて複数のデータ サーバーと FactoryTalk タグ アラー

ムとイベント サーバーで構成できます。アプリケーションの作成後に、これら

の要素をアプリケーションに追加します。 

領域を追加および削除する

ネットワーク ステーション アプリケーションでは領域を追加および削除できま

す。領域をコピーすることはできません。

領域を追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しい領域] をク

リックします。

アプリケーション名
は 32 文字までです。

アプリケーション言
語は任意の Windows 
言語にできます。
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2. [新しい領域] ダイアログ ボックスで、領域の名前とオプションの説明を入力

し、[OK] をクリックします。

領域を削除するには

 削除する領域を右クリックしてから、[永久削除] をクリックします。 

領域を削除しても、その領域にある HMI サーバーとデータ サーバーはディ

スクから削除されません。

HMI サーバーを追加する

ネットワーク ステーション アプリケーションを作成した後に、1 つの HMI サー

バーを、アプリケーションのルート領域、または追加した領域のいずれかに追
加する必要があります。

ネットワーク ステーション アプリケーションに含めることができる HMI サー

バーは 1 つだけです。

HMI サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[HMI サーバー ] をクリックします。

2. HMI サーバーの追加 ウィザードの [操作の選択] ウィンドウで、以下のいず

れかのオプションをクリックします。
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 新しい HMI サーバーを作成する。HMI サーバーを作成すると、サーバー

の HMI プロジェクトが自動的に作成されます。

 既に存在する HMI サーバーをコピーする。HMI サーバーをコピーした後

に、オリジナルを変更してもコピーには影響せず、その逆も同様です。

 新しい HMI サーバーの基礎として RSView32、FactoryTalk View SE、また

は FactoryTalk View Machine Edition からプロジェクトをインポートします。

プロジェクトをコピーした後に、オリジナルを変更してもコピーには影
響せず、その逆も同様です。

 HMI サーバーのコピーを作成せずに、既存の HMI サーバーにアタッチ

する。

3. [次へ] をクリックして、ウィザードの指示に従い、サーバーの追加を完了し

ます。

HMI サーバーを追加した後に、プロパティを設定できます。詳細については、
7-13ページ  を参照してください。

次に、エクスプローラ ウィンドウのエディタを使用して、グラフィック ディス
プレイ、HMI タグ、データ ログ モデルなどの HMI プロジェクト コンポーネン
トを作成します。

データ サーバーを追加する

アプリケーション ルート領域には、1 つの HMI サーバーと 1 つ以上の OPC デー

タ サーバーを含めることができます。システムのベスト プラクティスとして、

ルート領域または個別の領域に配置する RSLinx Enterprise データ サーバーは 
1 つだけにします。

別のアプリケーションで使用している既存の HMI サーバーには接続できません。

新しい HMI サーバーを作成したときに表示されるように設定されていた場合は、[コントローラ

指示フェースプレートの追加] ダイアログ ボックスが開きます。フェースプレートを追加しない

場合は、[キャンセル] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。サーバーの作成には影

響しません。フェースプレートの追加の詳細については、16-34ページ を参照してください。 
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RSLinx Enterprise データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの

追加] をクリックし、[Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise)] をクリックします。

2. サーバーの名前と場所、セカンダリ サーバーを使用して冗長性を提供するか

どうか、サーバーでアラームおよびイベントがサポートされるかどうかな
ど、サーバーのプロパティを設定します。

詳細については、RSLinx Enterprise 製品のマニュアルを参照してください。

OPC データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[OPC データ サーバー ] をクリックします。

2. サーバーの名前と場所、セカンダリ サーバーを使用して冗長性を提供するか

どうかなど、サーバーのプロパティを設定します。

詳細については、RSLinx Classic (または他の OPC データ サーバー ) 製品のマ

ニュアルを参照してください。

RSLinx および OPC データ サーバーの設定に関する追加情報については、9 章、

通信を設定するを参照してください。

タグ アラームとイベント サーバーを追加する

オプションで、FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーをアプリケーション

に追加できます。

タグ アラームおよびイベント サーバーは、FactoryTalk Alarms and Events サービス

を使用して、アラーム検出が組み込まれていないプログラム可能なコントローラ 
(PLC-5 または SLC 500) とその他のデバイスのタグ用のアラームを監視および制

御できます。

タグ アラームおよびイベント サーバーの詳細については、12 章、FactoryTalk ア
ラームを設定するを参照してください。

HMI サーバー名を提供する

使用しているすべてのアプリケーションから HMI サーバーを削除して、HMI 
サーバーのプロジェクト ファイルを削除しても、FactoryTalk Directory は、HMI 
サーバー名を格納し、削除しません。
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これは、すべての HMI サーバーに一意の名前が必要であることを意味します。

 アプリケーションから HMI サーバーを削除した後であっても、HMI サー

バーの名前は再利用できません。

 複数のユーザーが同じ FactoryTalk Directory を共有する場合、すべてのユー

ザーによって作成されたすべての HMI サーバーの名前は一意である必要が

あります。

同様に、複数のアプリケーションが同じ FactoryTalk Directory を共有する場合

は、各アプリケーションの各 HMI サーバーの名前は一意である必要があり

ます。

HMI サーバーのディスク容量を監視する

FactoryTalk View SE ネットワーク ステーション アプリケーションを展開した後、

500 MB 未満に低下しないようにするために、HMI サーバーが実行されているコン

ピュータのディスク容量を監視します。

ディスク容量を監視するには

1. HMI サーバーのイベント エディタで、HMI サーバーのハード ディスクで使

用可能な空き容量を返すため、free_bytes 関数を使用するイベントを作成し

ます。

2. HMI アナログまたはデジタル アラーム タグを作成します。

ディスク容量が現在のレベル以下から 500 MB 以上に低下した時刻を示すに

は、HMI アナログ タグのアラーム条件を設定します。ディスク容量が 500 MB 
未満に低下した時刻のみを示すには、HMI デジタル タグのアラーム条件を

設定します。

イベントの設定の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加する

を参照してください。

HMI サーバーのプロパティを設定する

HMI サーバーをネットワーク ステーション アプリケーションに追加した後に、

[プロパティ ] ダイアログ ボックスを使用すると、以下を行えます。

 HMI サーバーの起動時に実行されるコンポーネントを選択する。

 HMI サーバーのシャットダウン時に実行されるマクロを指定する。
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[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio または SE Administration Console のエクスプローラ 
ウィンドウで、HMI サーバー アイコンを右クリックし、[プロパティ ] をク

リックします。

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

HMI サーバー コンポーネントを手動で起動および停止する

ネットワーク ステーション アプリケーション内の HMI サーバーでは、サーバー

のコンポーネントを手動で起動および停止できます。

HMI サーバー コンポーネントを手動で起動するには

1. FactoryTalk View Studio または SE Administration Console で、ネットワーク ス
テーション アプリケーションを開きます。

2. エクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] 
をクリックします。

3. [コンポーネント] タブで、[起動コンポーネントの実行] をクリックします。

HMI サーバー用に選択した起動コンポーネントの実行が開始されます。

HMI サーバー コンポーネントを手動で停止するには

1. FactoryTalk View Studio で、ネットワーク ステーション アプリケーションを

開きます。

2. エクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバーを右クリックして [プロパティ ] 
をクリックします。
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3. [コンポーネント] タブで、[すべての実行コンポーネントの停止] をクリック

します。

アラーム、データ ログ モデル、ディライブド タグのコンポーネント、およ

びイベント コンポーネントを含む、コンピュータで実行されているすべての

コンポーネントの実行が停止します。シャットダウン マクロが [コンポーネン

ト] タブで指定されている場合は、指定されたマクロも実行されます。

HMI サーバーのステータスを監視する

FactoryTalk View Studio の [サーバー ステータス] ダイアログ ボックスで、HMI 
サーバーの動作ステータスを表示して、サーバーがサービスを提供できるよう
になっているかを判断し、問題をトラブルシューティングできます。

たとえば、アクティブ状態の HMI サーバーは完全にロードされ、接続されたク

ライアントにサービスを提供できるようになっています。クライアントは、
FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Client、または FactoryTalk View SE 
Administration Console のいずれかになります。

サーバー状態の詳細については、「アプリケーション サーバーのステータスを監

視する」(ページ 14-3) を参照してください。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバー アイ

コンを右クリックして、[サーバー ステータス] をクリックします。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

HMI サーバーを削除する

HMI プロジェクト ファイルを削除することなく、HMI サーバーをアプリケー

ションから削除してから、後で HMI サーバーをアプリケーションに追加できます。 
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また、コンポーネントをアプリケーションの他の HMI サーバーにコピーすると

きに、HMI サーバーを一時的に追加することもできます。

HMI サーバーを削除するには

1. HMI サーバーからすべてのクライアントを切断します(クライアントは、

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、または 
FactoryTalk View SE Client のいずれかになります)。

2. FactoryTalk View Studio を起動し、削除する HMI サーバーを含むアプリケー

ションを開きます。

3. HMI サーバーを右クリックして、[永久削除] をクリックします。

これにより、HMI サーバーのプロジェクト ファイルは削除されません。

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除する

HMI サーバーをアプリケーションから削除した後に、プロジェクト ファイルを

削除する場合は、個別に削除する必要があります。

HMI サーバーのプロジェクト ファイルを削除するには

1. HMI サーバーからすべてのクライアントを切断します(クライアントは、

FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、または 
FactoryTalk View SE Client のいずれかになります)。

2. Windows エクスプローラで、HMI サーバーをホストしているコンピュータ上

の HMI プロジェクト フォルダを参照します。 

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\
All Users\Shared Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects

3. HMI プロジェクト フォルダで、アプリケーションから削除した HMI サー

バーと同じ名前のサブフォルダを削除します。 

たとえば、Water という名前の HMI サーバーを削除すると、Water という名

前の HMI プロジェクト フォルダも削除されます。
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ネットワーク ステーション アプリケーションを名前変更および削除

する

アプリケーション マネージャー ツールを使用して、ネットワーク ステーション 
アプリケーションを名前変更または削除します。

アプリケーション マネージャーを実行するには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてから [アプリケーション マネー

ジャー ] をクリックします。

アプリケーション マネージャーのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。

ネットワーク ステーション アプリケーションの名前を変更するには

1. アプリケーション マネージャーで、[Site Edition (ネットワーク ステーション)] 
をクリックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーション名の変更] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、名前変更の操作を完了し

ます。

ネットワーク ステーション アプリケーションを削除するには

1. アプリケーション マネージャーで、[Site Edition (ネットワーク ステーション)] 
をクリックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーションの削除] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、削除の操作を完了します。

ネットワーク ステーション アプリケーションを削除しても、その中で設定され

ている HMI サーバーおよびデータ サーバーは自動的に削除されません。詳細:

 HMI サーバー ファイルの削除については、7-16ページ  を参照してください。

 データ サーバーの除外およびそのキャッシュ ファイルの削除については、

9-14ページ  を参照してください。

使用中のネットワーク ステーション アプリケーションの名前を変更したり削除したりするこ

とはできません。 初に、アプリケーションからすべてのユーザーを切断してください。
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ネットワーク ステーション アプリケーションをバックアップおよ

び復元する

アプリケーション マネージャー ツールは、ネットワーク ステーション アプリ

ケーションのコピー、バックアップ、および復元にも使用します。詳細につい
ては、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドで、ローカル アプリ

ケーションの展開に関する説明を参照してください。

アプリケーションの場所を決定する

ネットワーク ステーション アプリケーションのプロパティは、FactoryTalk 
Admin Console 内のどのコンピュータからでも参照できます。また FactoryTalk 
Admin Console では、ネットワーク分散アプリケーションとネットワーク ステー

ション アプリケーションを区別することはできません。

アプリケーションのホスト コンピュータを指定するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Studio] をクリッ

クします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [ View Site Edition 
(ネットワーク ステーション)] を選択し、[継続] をクリックします。 

3. [Site Edition (ネットワーク ステーション) アプリケーションを新規作成/開く] 
ダイアログ ボックスで、[既存] タブをクリックします。
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HMI サーバー コンピュータの列の値には、そのアプリケーションに追加された 
HMI サーバーのステータスが反映されます。ステータスの値には以下のものが

あります。

 Localhost - HMI サーバーは現在のコンピュータに存在します。

 コンピュータ名 - HMI サーバーは表示されている名前のコンピュータ 
(NVCARBCBAS113 など) に存在します。この例は、ユーザーがこのコン

ピュータから開くことができないため利用できません。 

 <Unassigned> - アプリケーションに HMI サーバーが追加されていません。

 <Needs rehosting> - アプリケーションは.BAK ファイルから復元されているた

め、ユーザーがHMI サーバーをローカル コンピュータにリホストする必要

があります。

HMI サーバーをリホストするには

.bak ファイルから復元されたアプリケーションはリホストする必要があります。

.bak ファイルの復元の詳細については、FactoryTalk ヘルプを参照してください。

1. HMI サーバーのバックアップと復元ユーティリティを使用して、HMI サー

バーを復元します。詳細については、HMI サーバーのバックアップと復元

ユーティリティのヘルプを参照してください。
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2. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックしてから、[FactoryTalk View Studio] をクリッ

クします。

3. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで [ View Site Edition 
(ネットワーク ステーション)] を選択し、[継続] をクリックします。 

4. [Site Edition (ネットワーク ステーション) アプリケーションを新規作成/開く] ダ
イアログ ボックスで、[既存] タブをクリックします。

5. リホストする HMI サーバーが含まれているアプリケーションを選択し、[開く] 
をクリックします。

6. HMI サーバーを右クリックして、[プロパティ ] を選択します。

7. [プロパティ ] ダイアログ ボックスで [リホスト] ボタンをクリックします。
7–20



8  ????????
8 ローカル ステーション アプリケーションを

操作する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View Site Edition ローカル ステーション アプリケーションにつ

いて。

 ローカル ステーション アプリケーションの主な概念。

 ローカル ステーション アプリケーションの作成方法。

 ローカル ステーション アプリケーションへのサーバーの追加方法。

 HMI サーバーのプロパティを設定する。

 HMI サーバーのステータスを監視する。

 ローカル ステーション アプリケーションを名前変更、削除、コピー、バッ

クアップする。

FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケーションにつ

いて

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk View Site Edition ネットワークおよび

ローカル ステーション アプリケーションを作成できます。以下の図は、

FactoryTalk View Studio エクスプローラ ウィンドウで FactoryTalk View SE ネット

ワーク ステーション アプリケーションがどのように表示されるかを示します。
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ネットワーク分散アプリケーションについては、6 章、ネットワーク分散アプリ

ケーションを操作するに記載されています。ネットワーク ステーション アプリ

ケーションについては、第 7 章「ネットワーク ステーション アプリケーションの

作業」に記載されています。

ローカル ステーション アプリケーションの構成

一般的な FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケーションは以下の

要素で構成されています。

 アプリケーション ルート領域。ローカル ステーション アプリケーションに

領域を追加することはできません。

 HMI サーバー。FactoryTalk View のコンポーネントとサービスをアプリケー

ション クライアントに提供します。

ローカル ステーション アプリケーションに含めることができる HMI サー

バーは 1 つだけです。HMI サーバーはアプリケーションが作成されたときに

自動的に作成され、アプリケーションと同じ名前が付けられます。

 グラフィック ディスプレイ、HMI タグ、データ ログ モデルなどの HMI プロ

ジェクト コンポーネント。

 1 つ以上のデータ サーバー。HMI タグを使用しているかに関わらず、クライ 

アントに、プログラム可能なコントローラ、デバイス、および OPC-DA 2.05a 
仕様に準拠している他のデータ サーバー内の情報へのアクセスを提供します。

HMI プロジェクト 

コンポーネント、
およびエディタ

アプリケーション
FactoryTalk
Local Directory
(ホスト コンピュータ名)

FactoryTalk シス 

テムの設定

HMI サーバー 
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ローカル ステーション アプリケーションは 1 つの RSLinx Enterprise データ 
サーバーをサポートします。このデータ サーバーは、アプリケーションと同

じコンピュータ上で実行する必要があります。他のコンピュータに配置する
ことができるのは OPC データ サーバー (RSLinx Classic を含む) だけです。

RSLinx Enterprise サーバーは、Logix5000 コントローラで検出されたデバイス 
ベースのアラームに登録するように設定できます。詳細については、12 章、

FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

 ユーザーの一覧、および実行時に保護された HMI プロジェクト コンポーネン

トにアクセスするユーザーの権限を許可または拒否するセキュリティ コード。

 FactoryTalk タグアラームとイベント サーバー (オプション)。アラーム検出機

能が内蔵されていないデバイスのタグについて、アラームの監視および制御
を可能にします。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを

参照してください。

ローカル ステーション アプリケーションの背後にあるソフトウェア プログラム 
(FactoryTalk Local Directory、HMI サーバー、HMI クライアント、RSLinx Enterprise 
データ サーバー ) は、同じコンピュータに配置する必要があります。OPC デー

タ サーバーのみ、リモート コンピュータに存在することができます。

ローカル ステーション アプリケーションを管理する FactoryTalk Local Directory 
の場所は、FactoryTalk View Site Edition をインストールすると自動的に設定され

ます。

FactoryTalk システムについて

FactoryTalk View SE およびその他の Rockwell Automation ソフトウェア製品は共

通の FactoryTalk サービスのセットを使用して、診断メッセージやリアルタイム 
データへのアクセスなど、特定の機能をサポートします。

FactoryTalk Directory などのこれらのサービスは、FactoryTalk View SE のインス

トール時に FactoryTalk Services Platform と共にインストールされます。FactoryTalk 
サービスの概要については、1-1ページ  を参照してください。

FactoryTalk サービスを使用し、FactoryTalk 製品およびコンポーネントを統合す

る自動化制御システムは FactoryTalk システムと呼ばれます。

OPC データ サーバーは各ベンダーにより異なります。一部には HMI サーバーのタグ デー

タベースのような独自のタグ データベースが含まれていますが、それと同時に、他はコン

トローラ内に存在するタグ データベースまたはアドレスを参照します。これは、RSLinx お
よび Logix5000 と同様です。
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FactoryTalk サービスに関する詳細情報

このマニュアルには、FactoryTalk View SE アプリケーションの開発と展開に関す

る情報が記載されています。これには、FactoryTalk View が FactoryTalk サービス

を使用する方法も含まれています。

FactoryTalk のサービス、コンセプト、およびコンポーネントの追加の詳細につ

いては、FactoryTalk ヘルプを参照してください。

FactoryTalk ヘルプを開くには、以下の手順に従ってください。

 デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、次に [FactoryTalk ヘルプ] をクリックし

ます。

FactoryTalk のコンポーネントおよびサービスの設定に使用されるダイアログ 
ボックスの [ヘルプ] をクリックして、FactoryTalk ヘルプにアクセスすることも

できます。

ローカル ステーション アプリケーションの主な概念

このセクションでは、FactoryTalk View SE ローカル ステーション アプリケー

ションについて説明するために使用される共通の用語と概念の一部を示します。

FactoryTalk Local Directory

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション リソース

とコンポーネントへのアクセスを一元化します。 

たとえば、データ サーバーのタグの値にアクセスする場合、HMI クライアント

では FactoryTalk Directory を使用して、どのコンピュータがデータ サーバーをホ

ストしているかを特定します。

FactoryTalk Local Directory(Local Directory とも呼ばれる) は FactoryTalk View SE 
ローカル ステーション アプリケーションを管理します。Local Directory は、

ローカル ステーション アプリケーションと同じコンピュータに存在する必要が

あります。

詳細については、4 章、FactoryTalk Directory を設定するを参照してください。

Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータ上では、FactoryTalk Directory またはその

他のアプリケーションを実行しないでください。
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FactoryTalk Security

FactoryTalk Local Directory は FactoryTalk Security サービスを使用して、FactoryTalk 
View SE ローカル ステーション アプリケーションのユーザーの認証と許可を行

うことができます。

FactoryTalk View SE のインストール中、コンピュータ上の管理者権限を持つ 
Windows ユーザーは、同じコンピュータ上で FactoryTalk Local Directory または

Network Directory によって管理される FactoryTalk View SE アプリケーションへの

完全な初期アクセス権を持つように設定されます。 

FactoryTalk View Studio では、FactoryTalk のユーザー アカウントとグループ アカ

ウントを作成して、Local Directory やアプリケーションなどのリソースへのアク

セス権を持つアカウントを指定できます。

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定する

を参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために FactoryTalk 
Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権限を持って

いなければなりません。 

たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要
です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

HMI サーバー

HMI サーバーは、クライアントの要求時にクライアントへ情報を提供するソフ

トウェア プログラムです。

HMI サーバーは、グラフィック ディスプレイなどの HMI プロジェクト コン

ポーネントが格納され、それらのコンポーネントがクライアントに提供されま
す。また、HMI サーバーは、タグのデータベースを管理し、HMI タグ アラーム

を検出し、履歴データのログを記録します。
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FactoryTalk View Studio では、ローカル ステーション アプリケーションを作成す

ると HMI サーバーが自動的に作成され、アプリケーションと同じ名前が付けら

れます。

ローカル ステーション アプリケーションに含めることができる HMI サーバーは 
1 つだけです。

HMI プロジェクト

HMI プロジェクトには、グラフィック ディスプレイ、データ ログ モデル、HMI 
タグ、HMI タグ アラーム、およびその他のサービスが含まれています。

HMI プロジェクトは、ローカル ステーション アプリケーションを作成したとき

に、HMI サーバーと合わせて作成されます。HMI プロジェクトは、HMI サー

バーによってロードされます。

HMI クライアント

HMI クライアントは、HMI サーバーまたはデータ サーバーから情報を取得する

か、それらのサーバーに情報を書き込むソフトウェア プログラムです。FactoryTalk 
View Studio、FactoryTalk View SE Administration Console、FactoryTalk View 
SE Client は、すべて HMI クライアントです。

相対参照

ローカル ステーション アプリケーションでは、FactoryTalk View コマンドを構築

する場合、またはグラフィック オブジェクトをプロセス データに接続する場合

に、相対参照を使用して、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケー

ション コンポーネントを参照できます。

相対参照では、現在のアプリケーションに関連するコンポーネントが指定され
ます。

たとえば、Detail という名前のディスプレイに対する相対参照は、単純にディス

プレイ名Detail になります。グラフィック ディスプレイで、実行時に Detail ディ

スプレイを開くボタンを設定するには、 

Display Detail

をボタンの押下時のアクションとして使用します。
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言語切り替え

アプリケーションのユーザー定義のテキスト文字列を 大 40 種類の異なる言語

で実行中に使用可能にするには、アプリケーションに対して言語切り替えを設
定します。

詳細については、13 章、言語切り替えを設定するを参照してください。

ローカル ステーション アプリケーションを作成する

ローカル ステーション アプリケーションを作成するには、FactoryTalk View 
Studio で 初にアプリケーションを作成し、RSLinx Enterprise サーバー、FactoryTalk 
タグ アラームとイベント サーバー、OPC データ サーバーなどのエレメントを追

加します。 

ローカル ステーション アプリケーションを作成するには

1. デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] をクリックし、[FactoryTalk View Studio] をクリックします。

2. [アプリケーション タイプの選択] ダイアログ ボックスで、[Site Edition (ロー

カル ステーション)] を選択して、[継続] をクリックします。

3. [Site Edition (ローカル ステーション) アプリケーションを新規作成/開く] ダイ

アログ ボックスで、[新規作成] タブをクリックします。

4. アプリケーションの名前と説明を入力し、アプリケーションの言語を選択し
てから [作成] をクリックします。

エクスプローラ ウィンドウで、アプリケーションのアイコンと名前が Local 
Directory アイコンの下に表示されます。ローカル ステーション アプリケー

ションを作成すると、HMI サーバーにアプリケーションと同じ名前が付けら

れます。

新しいアプリケーションを作成したときに表示されるように設定されていた場合は、[コント

ローラ指示フェースプレートの追加] ダイアログ ボックスが開きます。フェースプレートを

追加しない場合は、[キャンセル] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。アプリ

ケーションの作成には影響しません。フェースプレートの追加の詳細については、16-34
ページ を参照してください。 
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新しいアプリケーションにプロジェクトをインポートする

RSView32、FactoryTalk View SE、または FactoryTalk View Machine Edition からプ

ロジェクトをインポートして、新しいローカル ステーション アプリケーション

を作成できます。 

HMI プロジェクトをインポートした後に、オリジナルのプロジェクトを変更し

てもコピーには影響せず、その逆も同様です。

既存のローカル ステーション アプリケーションにプロジェクトをインポートす

ることはできません。

プロジェクトのインポートの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘル

プを参照してください。

ローカル ステーション アプリケーションにサーバーを追加する

ローカル ステーション アプリケーションに含めることができるのは、1 つの 
HMI サーバーと 1 つの RSLinx Enterprise データ サーバーだけです。ただし、

OPC データ サーバーと FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーは複数追

加することができます。アプリケーションの作成後に、これらの要素をアプリ
ケーションに追加します。 

RSLinx Enterprise サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでアプリケーションの

ルートを右クリックし、[新しいサーバーの追加] をクリックして、さらに 
[ Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise)] をクリックし

ます。

2. サーバー名などのサーバー プロパティと、サーバーでアラームとイベントが

サポートされるかどうかを設定します。

詳細については、RSLinx Enterprise 製品のマニュアルを参照してください。

OPC データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでアプリケーションの

ルートを右クリックし、[新しいサーバーの追加] をクリックし、さらに 
[OPC データ サーバー ] をクリックします。

場所は localhost に自動的に設定され、変更することはできません。ローカル ステーション 
アプリケーションは 1 つの RSLinx Enterprise データ サーバーをサポートします。このデー

タ サーバーは、アプリケーションと同じコンピュータ上で実行する必要があります。
8–8



8 • ローカル ステーション アプリケーションを操作する    
•  •  •  •  •

8 ????????
2. サーバーの名前と場所、セカンダリ サーバーを使用して冗長性を提供するか

どうかなど、サーバーのプロパティを設定します。

詳細については、RSLinx Classic (または他の OPC データ サーバー ) 製品のマ

ニュアルを参照してください。

RSLinx および OPC データ サーバーの設定に関する追加情報については、9 章、

通信を設定するを参照してください。

タグ アラームとイベント サーバーを追加する

オプションで、FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーをアプリケーション

に追加できます。

タグ アラームおよびイベント サーバーは、FactoryTalk Alarms and Events サービス

を使用して、アラーム検出が組み込まれていないプログラム可能なコントローラ 

(PLC-5 または SLC 500) とその他のデバイスのタグ用のアラームを監視および制

御できます。

HMI サーバーのプロパティを設定する

ローカル ステーション アプリケーションを作成したら、[HMI サーバーのプロ

パティ ] ダイアログ ボックスを使用して次のことを行います。 

 HMI サーバーの説明を追加する。

 HMI サーバーの起動時に実行されるコンポーネントを選択する。

 HMI サーバーがシャットダウンされたときに実行されるマクロを指定する。

 コンポーネントを手動で開始または停止する。

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで HMI サーバーのアイ

コンを右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。

ローカル ステーション アプリケーションの HMI サーバーの起動タイプを指定する必要はあり

ません。HMI サーバーは、FactoryTalk View SE Client がアプリケーションに接続するたびに自

動的に起動します。
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[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

起動コンポーネントとシャットダウン コンポーネントを選択する

[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [コンポーネント] タブで、

HMI サーバーが実行されたときに実行する、以下を含む各項目のチェック ボッ

クスを選択します。 

 HMI サーバーが起動したときに実行するコンポーネント。

 HMI サーバーがシャットダウンされたときに実行するマクロ。

[コンポーネント] タブの項目の順番は、HMI サーバーの起動時に項目が実行される順番ではあ

りません。コンポーネントを特定の順番で実行する必要がある場合、コンポーネントを起動す

るマクロを作成してから、HMI サーバーの起動時に実行するマクロを選択します。
8–10



8 • ローカル ステーション アプリケーションを操作する    
•  •  •  •  •

8 ????????
HMI サーバーのステータスを監視する

FactoryTalk View Studio の [サーバー ステータス] ダイアログ ボックスで、HMI 
サーバーの動作ステータスを表示して、サーバーがサービスを提供できるよう
になっているかを判断し、問題をトラブルシューティングできます。

たとえば、アクティブ状態の HMI サーバーは完全にロードされ、接続されたク

ライアントにサービスを提供できるようになっています。クライアントは、
FactoryTalk View Studio、FactoryTalk View SE Client、または FactoryTalk View SE 
Administration Console の場合があります。

サーバー状態の詳細については、「アプリケーション サーバーのステータスを監

視する」(ページ 14-3) を参照してください。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバー アイ

コンを右クリックして、[サーバー ステータス] をクリックします。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

ローカル ステーション アプリケーションを名前変更、削除、コピー

する

アプリケーション マネージャー ツールを使用して、ローカル ステーション ア
プリケーションを名前変更、削除、またはコピーします。

アプリケーション マネージャーを実行するには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックしてから [アプリケーション マネー

ジャー ] をクリックします。

アプリケーション マネージャーのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。
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ローカル ステーション アプリケーションの名前を変更するには

1. アプリケーション マネージャーで [Site Edition (ローカル ステーション)] を
クリックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーション名の変更] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、名前変更の操作を完了し

ます。

ローカル ステーション アプリケーションを削除するには

1. アプリケーション マネージャーで [Site Edition (ローカル ステーション)] を
クリックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーションの削除] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. アプリケーション マネージャーの指示に従って、削除の操作を完了します。

ローカル ステーション アプリケーションについては、アプリケーションに関連

付けられている HMI サーバー プロジェクトを削除するかどうかを選択できま

す。詳細については、アプリケーション マネージャーの [ヘルプ] をクリックし

てください。

データ サーバーの除外およびそのキャッシュ ファイルの削除の詳細について

は、9-14ページ  を参照してください。

ローカル ステーション アプリケーションをコピーするには

1. アプリケーション マネージャーで [Site Edition (ローカル ステーション)] をク

リックして、[次へ] をクリックします。

2. [アプリケーションのコピー ] をクリックして、[次へ] をクリックします。

3. コピーするアプリケーションを選択して、[次へ] をクリックします。

4. コピーに名前を付けて、[完了] をクリックします。

ローカル ステーション アプリケーションのバックアップおよび復

元について

アプリケーション マネージャー ツールは、ローカル アプリケーションのコ

ピー、バックアップ、および復元にも使用します。詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition インストール ガイドで、ローカル アプリケーションの展開に関

する説明を参照してください。
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9 通信を設定する

この章では、以下について説明します。

 データ サーバーおよび FactoryTalk Live Data。

 通信を設定する基本的な手順。

 RSLinx Enterprise データ サーバーをアプリケーションに追加する。

 RSLinx Enterprise で通信を設定する。

 OPC (Open Platform Communications) データ サーバーをアプリケーションに追

加する。

データ サーバーについて

データ サーバーでは、デバイスにアクセスし、FactoryTalk View アプリケーション

の値の参照、読み取り、書き込みを行うことができます。

FactoryTalk View SE では、以下のタイプのデータ サーバーがサポートされてい

ます。

 Rockwell Automation デバイス サーバー RSLinx Enterprise は、すべての 
Rockwell Automation デバイスおよびネットワークで推奨されるデータ サー

バーです。 
RSLinx Enterprise ではアクティベーションまたはライセンスは不要であり、

どのアプリケーションにも必要なだけインストールできます。 
RSLinx Enterprise では、デバイス ベースのアラームおよびイベント用のサー

ビスも用意されています。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設

定するを参照してください。

 OPC データ サーバーは、OPC-DataAccess Standard v2.05a をサポートするす

べてのデータ サーバーのことを指します。

OPC Foundation は、異なるベンダーのソフトウェアを連動させる規格やテクノ

ロジーを提供する非営利団体です。

FactoryTalk View SE では、以下の OPC Data Access v2.05a サーバーを利用でき

ます。

 KepServer Enterprise は、Siemens または Modicon コントローラなど、Rockwell 
Automation 以外のデバイスとの通信に使用します。 

KEPServer Enterprise では、アクティベーションまたはライセンスが必要です。
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 RSLinx Classic は以下の状況で使用します。

 デバイスにアクセスするには、CIP から非 CIP へのルーティングが必要な

場合。

 予期しないメッセージがコントローラからのデータ送信に使用されてい
る場合。

 エイリアス トピック (同じデバイスに対する複数のパス) が必要な場合。

FactoryTalk Live Data について

FactoryTalk Live Data は、アプリケーション内のデータ サーバー間の接続と、

FactoryTalk View SE クライアントなどの FactoryTalk Live Data クライアントを管

理します。

FactoryTalk Live Data では、Web、およびセキュリティに優れた TCP/IP プロトコ

ルを使用してデータが提供され、切断と再接続も高速です。

FactoryTalk View SE には HMI タグ データベースがあり、そこでも FactoryTalk 
Live Data を使用して FactoryTalk View SE クライアントとの通信が行われます。

FactoryTalk Live Data は、FactoryTalk Services Platform と同時にインストールされ

る共通のサービスの 1 つです。その他の FactoryTalk サービスの詳細については、

ページ 1-2 を参照してください。

1 つのアプリケーションで複数のデータ サーバーを使用する

FactoryTalk View SE アプリケーションでは、複数のデータ サーバーを使用する

ことで以下のことができます。

 冗長性を提供する。 

冗長性は、ネットワーク アプリケーションでのみサポートされています。冗

長性を提供するには、別のコンピュータにセカンダリ データ サーバーを設

定します。プライマリ データ サーバーのコンピュータでは、サーバーの [プ
ロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長性] タブで設定を変更して、プライマ

リ サーバーに障害が発生した場合にセカンダリ サーバーにクライアントが

切り替わるようにします。 

RSLinx Classic は、FactoryTalk View SE Server と同じコンピュータで実行する場合に

はアクティベーション キーは不要です。

RSLinx Classic Gateway は任意のコンピュータで実行できますが、アクティベーション 
キーが必要になります。
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 Rockwell Automation 以外のコントローラと通信する。

たとえば、(1) データ サーバー - RSLinx Enterprise は、EtherNet/IP 経由で 
Logix Controller と通信します。(2) OPC データ サーバー - KEPServer Enterprise 
は ProfiNet 経由で Siemens S7-300 と通信します。

 負荷を分散する。

1 つのデータ サーバーを実行中の CPU の使用率が高い場合には、別のコン

ピュータで別のデータ サーバーを作成して処理負荷を分散します。

ネットワーク アプリケーションでは、ネットワーク内の別のコンピュータにあ

る複数の RSLinx Enterprise および OPC データ サーバーを使用できます。

ローカル アプリケーションで使用できる RSLinx Enterprise サーバーは 1 つだけ

です。このサーバーはアプリケーションと同じコンピュータになければなりま
せん。

複数のコントローラと通信する

RSLinx Enterprise は、複数のネットワークにわたる複数のコントローラに同時に

サービスを提供するように設計されたサーバーです。RSLinx Enterprise では、 

他のコントローラに対するサービスに影響することなく、プログラムのダウン
ロード、切断、電源遮断、およびオンライン変更からの回復が可能です。

RSLinx Classic でも複数のネットワークにわたる複数のコントローラを同時に提

供できますが、異常な状態を管理するようには設計されていません。コント
ローラまたはデバイスの電源がオフになると、RSLinx Classic はタイムアウトを

待ってから他のデバイスに対するサービス提供を開始します。また RSLinx 
Classic ではオンライン変更が自動的に管理されないため、プログラムのダウン

ロード後に再起動が必要な場合があります。

KEPServer Enterprise も、複数のネットワークにわたる複数のコントローラを同

時に提供できます。

FactoryTalk View SE で通信を設定する

FactoryTalk View SE アプリケーションの通信の設定には以下の基本的なタスクが

含まれます。

OPC データ サーバーはそれぞれ別個のコンピュータに配置することができます

が、これは推奨されません。
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1. ネットワークと、ネットワークに接続されているデバイスに関する情報を収
集します。以下のどのデータ サーバーを使用するかを決定します。

 Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise)

 その他の OPC-DA 2.05a 準拠サーバー

 RSLinx Classic

 KEPServer Enterpriser

2. データ サーバーをインストールして設定します。 

 RSLinx Enterprise は、FactoryTalk View SE と同時に自動的にインストール

されます。Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) を 
FactoryTalk View SE アプリケーションに追加し、サーバーのプロパティを

設定します。詳細については、ページ 9-5 を参照してください。

 RSLinx Classic と KEPServer Enterprise は、別個にインストールして設定す

る必要があります。OPC データ サーバーを FactoryTalk View SE アプリ

ケーションに追加し、サーバーのプロパティを設定します。詳細につい
ては、ページ 9-10 を参照してください。

RSLinx Enterprise または RSLinx Classic のインストールの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

3. アプリケーションとデバイスの通信が確立されたら、アプリケーションがデ
バイス内の値にどのようにアクセスするかを決定します。データ サーバー内
のタグを直接参照するか、デバイスをデータ ソースとして使用する HMI タ
グを作成するか、または両方の方法を使用することができます。

アプリケーション内でタグを使用する方法の詳細については、10 章、タグを
操作するを参照してください。 

4. アプリケーション内のタグの値を取得する必要がある場合は、FactoryTalk 
View SE グラフィック ディスプレイで接続を作成します。

たとえば、オペレータが特定のタグの値を読み取りおよび書き込みできるよ
うにするには、ディスプレイ内に入力オブジェクトを作成し、そのオブジェ
クトをタグの名前またはアドレスに接続します。

グラフィック オブジェクトにタグ名を付ける方法の詳細については、10 章、
タグを操作するおよび 17 章、グラフィック オブジェクトを作成するを参照

してください。

RSLinx Enterprise は、FactoryTalk View アプリケーション用に推奨されるサーバーです。

データ サーバーのタイプの選択については、ページ 9-1 を参照してください。
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FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護するために FactoryTalk Security サービスを使用

する場合、ユーザーは特定のタスクを実行するために必要なセキュリティ権限
を持っていなければなりません。 

たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成権限が必要です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定する

を参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。

アプリケーションにRSLinx Enterprise データ サーバーを追加する

FactoryTalk View SE ネットワーク アプリケーションには複数の RSLinx データ 
サーバーを含めることができ、1 つの領域内に複数のデータ サーバーを作成で

きます。

ローカル アプリケーションには、1 つの RSLinx Enterprise データ サーバーのみ

を含めることができます。このデータ サーバーはアプリケーションと同じコン

ピュータになければなりません。

RSLinx Enterprise データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション 
ルートを右クリックするか、領域名を右クリックして、[新しいサーバーの追

加] をクリックし、[Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise)] をクリックします。

2. [RSLinx Enterprise のプロパティ ] ダイアログ ボックスでオプションを選択

し、以下のセクションで説明するように各タブに情報を入力します。

3. 完了したら、[OK] をクリックします。

全般プロパティを設定する

RSLinx Enterprise サーバーの [プロパティ] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、

データ サーバーの名前と説明を入力し、データ サーバーをホストするコン

ピュータの名前を指定します。
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名前

データ サーバーの名前を入力します。この名前はエクスプローラ ウィンドウに

表示されます。この名前にダッシュまたはハイフン ( – ) を含めることはできま

せん。

説明

データ サーバーの説明を入力します。たとえばこの説明には、サーバーの場所、

故障時の連絡先の担当者名または電話番号、バージョン情報などを含めること

ができます。

RSLinx Enterprise サーバーをホストするコンピュータ

RSLinx Enterprise データ サーバーを実行するコンピュータの名前を入力します。

コンピュータを検索して選択するには、[参照] ボタンをクリックします。

データ サーバーをホストするコンピュータの名前は、ネットワーク アプリケー

ションでのみ変更できます。ローカル アプリケーションには、1 つの RSLinx 

Enterprise データ サーバーのみを追加することができます。このデータ サーバー

はアプリケーションと同じコンピュータになければなりません。
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RSLinx Enterprise データ サーバーの冗長性を設定する

RSLinx Enterprise サーバーを利用できなくなった、または障害が発生したときに

クライアントの障害を 小限に抑えるには、データ サーバーの冗長性を設定し

ます。このオプションはネットワーク アプリケーションでのみ使用できます。

RSLinx Enterprise サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長性] タブ

で、セカンダリ (またはバックアップ) データ サーバーの名前と、プライマリ 
データ サーバーが再度使用可能になったときに FactoryTalk View をプライマリ 
データ サーバーに切り替えるかどうかを指定します。

セカンダリ サーバーによる冗長性の提供

データ サーバーの冗長性を設定するかどうかに応じて、このチェック ボックス

を選択またはクリアします。

ローカル アプリケーションの場合は、[RSLinx Enterprise サーバーのプロパティ ] ダイアログ 
ボックスに [冗長性] タブがありません。ローカル アプリケーションではデータ サーバーの冗

長性はサポートされていません。

冗長性設定 (非冗長から冗長、またはその逆) を変更する場合、変更を有効化するには、冗長ペ

アをホストするコンピュータと、FactoryTalk Network Directory サーバーをホストするコン

ピュータを再起動する必要があります。
9–7
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セカンダリ サーバーを実行するコンピュータ

セカンダリ データ サーバーを実行しているコンピュータの名前を入力します。

コンピュータを検索して選択するには、[参照] ボタンをクリックします。

スイッチバック オプション

プライマリ データ サーバーが使用可能になったときに FactoryTalk View SE がプ

ライマリ データ サーバーにスイッチバックするのを防止するには、オプション

の [プライマリ サーバーが再度使用可能になってもセカンダリ サーバーで続行] 
を選択します。

プライマリ データ サーバーが使用可能になったときに FactoryTalk View SE がプ

ライマリ データ サーバーにスイッチバックするようにするには、オプションの 
[プライマリ サーバーが再度使用可能になっても、セカンダリ サーバーの使用を

継続します。] を選択します。

FactoryTalk Alarms and Events のサポートを設定する

RSLinx Enterprise サーバーが FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用して、

Logix5000 コントローラで検出されたアラームを送受信できるようにするには、

[アラームおよびイベント] タブで、[アラームおよびイベントのサポートを有効

にします] チェック ボックスを選択します。

詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

RSLinx Enterprise データ サーバーを削除する

RSLinx Enterprise データ サーバーが不要になった場合は、アプリケーションか

ら削除することができます。

RSLinx Enterprise データ サーバーを削除するには 

FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、削除する RSLinx 
Enterprise データ サーバーを右クリックし、[永久削除] をクリックします。

RSLinx Enterprise の通信を設定する

ドライバおよびデバイスの追加または削除、ドライバおよびデバイスのプロパ
ティの設定、デバイスのショートカットの作成、ショートカットの FactoryTalk 
Alarms and Events サービスへのサポートの有効化、またはオフライン タグ ファイ

ル内のタグの参照を行うには、RSLinx 通信設定エディタを使用します。
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通信設定エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、RSLinx Enterprise 
データ サーバー アイコンの横にある + 記号をクリックします。

2. 通信設定アイコンをダブルクリックします。

通信設定エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

[プライマリ] タブおよび [セカンダリ] タブについて

RSLinx Enterprise データ サーバーの冗長性を設定していない場合は、通信設定

エディタには [プライマリ] タブしか表示されません。

ネットワーク アプリケーションでプライマリとセカンダリ両方の RSLinx 
Enterprise データ サーバーを設定すると、通信設定エディタに [プライマリ] タブ

と [セカンダリ] タブが表示されます。

これらのタブを使用して、障害が発生した場合に使用する別のネットワークま
たは別のハードウェアの RSLinx Enterprise を指定できます。

冗長サーバー ペアについてデバイス ショートカットを指定する場合は、プライマリ サーバー

とセカンダリ サーバーのショートカット名を正確に一致させる必要があります。名前が異なっ

ていると、これらのショートカットを使用するタグ参照が、データを確実に取得できなくなり

ます。
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アプリケーションに OPC データ サーバーを追加する

RSLinx Classic で使用する OPC データ サーバー追加するか、Modicon や Siemens 

などのサードパーティ製デバイスで使用する KEPServer Enterprise を追加します。

ローカル アプリケーションまたはネットワーク アプリケーションには、複数の 

OPC データ サーバーを追加できます。ネットワーク アプリケーションでは、1 つ

の領域に複数の OPC データ サーバーを含めることができます。

RSLinx Enterprise データ サーバーの追加の詳細については、ページ 9-2 を参照し

てください。

OPC データ サーバーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでアプリケーションの

ルートまたは領域名を右クリックし、[新しいサーバーの追加] をクリックし

て、[OPC データ サーバー ] をクリックします。

2. [OPC データ サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの各タブで、オプ

ションを選択して情報を入力します。

3. 完了したら、[OK] をクリックします。

全般プロパティを設定する

[OPC データ サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、デー

タ サーバーの名前と説明を入力し、コンピュータと OPC サーバーの名前を指定

します。

名前

データ サーバーの名前を入力します。この名前はエクスプローラ ウィンドウに

表示されます。この名前にダッシュまたはハイフン ( – ) を含めることはできま

せん。

説明

データ サーバーの説明を入力します。たとえば、この説明にはサーバーの場所、

故障時の連絡先の担当者名または電話番号、またはバージョン情報などを含め

ることができます。
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OPC サーバーを実行するコンピュータ

OPC サーバーを実行しているコンピュータの名前を入力します。コンピュータ

を検索して選択するには、[参照] ボタンをクリックします。

OPC サーバー名 (Prog ID)

OPC サーバーのプログラム ID を入力します。プログラム ID を参照するには、 

[参照] ボタンをクリックします。

RSLinx Classic を OPC サーバーとして使用するには、[参照] ボタンをクリックし

て、[RSLinx リモート OPC サーバー ] をクリックします。

OPC データ サーバーの冗長性を設定する

OPC サーバーを利用できなくなった、または障害が発生したときにクライアン

トの障害を 小限に抑えるには、データ サーバーの冗長性を設定します。この

オプションはネットワーク アプリケーションでのみ使用できます。

OPC サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長性] タブで、セカンダ

リ (またはバックアップ) データ サーバーの名前と、プライマリ データ サーバー

が再度使用可能になったときに FactoryTalk View をプライマリ データ サーバー

に切り替えるかどうかを指定します。

オプションの [リモート コンピュータでサーバーをホスティングする] を選択した場合のみ 
[参照] ボタンは利用可能です。

ネットワーク アプリケーションでは、[RSLinx OPC サーバー ] ではなく、必ず [RSLinx リモー

ト OPC サーバー ] を選択します。
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セカンダリ サーバーによる冗長性の提供

データ サーバーの冗長性を設定するかどうかに応じて、このチェック ボックス

を選択またはクリアします。

セカンダリ サーバーを実行するコンピュータ

セカンダリ データ サーバーを実行しているコンピュータの名前を入力します。

コンピュータを検索して選択するには、[参照] ボタンをクリックします。

スイッチバック オプション

プライマリ データ サーバーが使用可能になったときに FactoryTalk View SE がプ

ライマリ データ サーバーにスイッチバックするのを防止するには、オプション

の [プライマリ サーバーが再度使用可能になっても、セカンダリ サーバーの使

用を継続します。] を選択します。

プライマリ データ サーバーが使用可能になったときに FactoryTalk View SE がプ

ライマリ データ サーバーにスイッチバックするようにするには、オプションの 
[プライマリ サーバーが使用可能になったときにプライマリ サーバーに切り替

える] を選択します。

ローカル アプリケーションの場合は、[OPC データ サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボック

スに [冗長性] タブがありません。ローカル アプリケーションではデータ サーバーの冗長性は

サポートされていません。
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詳細なプロパティを設定する

[詳細] タブで、データ サーバーのタグのキャッシュを設定します。キャッシュ

によって、データ サーバーに接続していないときでもタグ名を表示することが

できます。

拡張情報をサーバー キャッシュ ファイルに含める

データ サーバーに接続していない場合でも、データ タイプなどタグに関する追

加情報が表示されるようにするには、このチェック ボックスを選択します。

データ サーバー キャッシュを作成するには

1. タグのリストを表示するには、OPC データ サーバーが実行されていて、 

デバイスが接続されていることを確認します。

2. [OPC データ サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [詳細] タブで、 

[拡張情報をサーバー キャッシュ ファイルに含める] チェック ボックスを選

択します。

3. [キャッシュの作成] をクリックして、[OK] をクリックします。

データ サーバーのキャッシュを同期する

データ サーバーでタグを追加、変更、または削除した場合は、キャッシュを手

動で同期する必要があります。データ サーバーのキャッシュの同期は、キャッ

シュの作成後に行うことができます。

データ サーバーのキャッシュを同期するには

1. タグのリストを表示するには、OPC データ サーバーが実行されていて、デ

バイスが接続されていることを確認します。
9–13
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2. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでデータ サーバーを右

クリックして、[プロパティ ] をクリックします。

3. [OPC データ サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [詳細] タブで、 

[同期] をクリックして [OK] をクリックします。

OPC データ サーバーを削除する

OPC データ サーバーが不要になった場合は、アプリケーションから削除するこ

とができます。データ サーバーを削除すると、データ サーバーのキャッシュ 
ファイルも削除されます。

OPC データ サーバーを削除するには 

FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、削除する OPC データ 
サーバーを右クリックして、[永久削除] をクリックします。
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この章では、以下について説明します。

 データ サーバー タグ、HMI タグ、およびそれらの属性。

 FactoryTalk View Site Edition アプリケーションでタグ データを使用する。

 タグ参照の仕組み。

 タグ ブラウザの構成。

 タグを検索して選択する。

 オフライン タグを参照する。

 HMI タグについて。

 HMI タグを編成方法。

 HMI タグ エディタの構成。

 HMI タグを作成、変更、削除する。

 HMI タグのデータ ソースを選択する。

 タグ エディタを使用せずに HMI タグを作成する。

 HMI タグのアラーム条件を決定する。

データ サーバー タグと HMI タグについて

FactoryTalk View Site Edition は、自動または制御アプリケーション、フィールド 
システムまたはデバイス、ビジネスまたはオフィス アプリケーション間での

データ交換に関する、Open Platform Communications Data Access (OPC-DA) 2.05a 
仕様に準拠しています。

タグは、ネットワーク デバイスまたはコンピュータのメモリ (RAM) 内の変数を

表す論理名です。FactoryTalk View Site Edition では、2 つのタイプのタグを使用

できます。

 データ サーバー タグ (OPC-DA 仕様では直接参照タグ、またはデータ アイテ

ムとも呼ばれる) により、アプリケーションに追加したデータ サーバーを通

じて、すべての OPC-DA 準拠タグの基本的な属性に直接アクセスできます。
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 HMI タグにより、実行時のセキュリティとデータ操作にプロパティを追加で

きます。HMI タグはタグ エディタで作成され、HMI サーバーのタグ データ

ベースに保存されます。HMI タグの詳細については、この章の ページ 10-19 
以降のセクションを参照してください。

直接参照によって重複を排除する

アプリケーションの用途によっては、デバイス内のタグ、または OPC サーバーの

データベース内のタグに対する直接参照は、HMI タグに比べて利点があります。

たとえば、データ サーバー タグを使用して、HMI サーバーのタグ データベース

内の変更を複製することなく、デバイス内のタグを追加、変更、または削除で
きます。

複雑なデータ タイプへのアクセスを提供する

一部のデバイス (Logix5000 コントローラなど) ではアレイや構造などのデータ 
タイプがサポートされており、それには何百ものメンバ エレメントを含めるこ

とができます。

データ サーバー タグを使用するとタグの値を直接参照することができ、メン 

バ エレメントそれぞれの HMI タグを作成する必要がありません。

HMI タグの拡張機能を使用する 

実行時セキュリティ、スケーリング、タグの値のオフセット、柔軟性の高いア
ドレス指定などの拡張機能の利点を活かすために、FactoryTalk View Studio のタ

グ エディタで HMI タグを作成できます。

タグまたはデバイスの値を保護する

HMI タグを使用することで、実行時にタグまたはデバイスの値を保護すること

ができます。

たとえば、ユーザーがデバイス内で値を変更できないようにするには、デバイ
スのアドレスに HMI タグを作成し、その HMI タグにセキュリティ コードを割

り当てます。詳細については、「HMI タグにセキュリティ コードを割り当てる」

(ページ 5-24) を参照してください。

値のスケーリングとオフセットを行う

HMI タグには、一部のデータ サーバーではサポートされていない、スケーリン

グとオフセットの機能があります。
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スケーリングとオフセットを使用すると、ネットワーク デバイスから送信され

た生データをコンピュータのメモリに保存する前に変更し、また FactoryTalk 
View で指定された値をデバイスまたはデータ サーバーに書き込む前に変更する

ことができます。

スケールは増倍係数であり、デバイスからの値に増倍係数を掛けます。オフ
セットは固定値であり、デバイスからの値に増倍係数を掛けた後で、オフセッ
ト量が追加されます。

小値と 大値を指定する

HMI タグを使用することで、ネットワーク デバイスまたはデータ サーバーに書

き込むことができる 小値と 大値を指定できます。

この 小値と 大値は、デバイスまたはサーバーから読み取られる値には影響
しません。

たとえば、 小値を 0、 大値を 100 に指定すると、FactoryTalk View ではデバ

イスから値 200 を読み取ってメモリに保存できますが、この値をデバイスに書

き込むことはできません。

値をメモリに保存する

デバイスを接続していない場合、またはアクセス可能なデバイスがない場合で
も値を保存できる、HMI メモリ タグを作成します。たとえば、メモリ タグを使

用して以下のことを実行できます。

 計算結果を保存する。

 一時的なカウンタまたはインデックスとして使用する。

 たとえばどのグラフィック ディスプレイを 後に表示したかなど、システム

の現在の状態に関する情報を維持する。

HMI メモリ タグの詳細については、「HMI タグのデータ ソース」(ページ 10-20) 
を参照してください。

HMI タグ名を再利用する

HMI タグでは、ハードコーディングされた物理アドレスまたはデバイス固有の

変数名は不要です。つまり、HMI タグ名がマッピングされている物理アドレス

を変更することで、アプリケーションを他のデバイスで再利用できます。

タグに書き込むことができる値の範囲をさらに定義するには、FactoryTalk View SE の数値入力

オブジェクトに対して、 小値と 大値を指定します。詳細については、「オペレータ入力を

確認する」(ページ 17-29) を参照してください。
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HMI タグには説明的な名前を付けることができます。ただし一部のコントロー

ラや OPC サーバーでは作成できない場合があります。

HMI タグを使用したアラームを監視する

HMI タグでは、タグが特定の値の場合に別の方法でアラームをトリガーするこ

ともできます。HMI のアナログ タグおよびデジタル タグにアラーム条件を設定

できます。

詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定するを参照してください。

FactoryTalk View SE アプリケーションでタグ データを使用する

FactoryTalk View SE アプリケーションでは必要に応じて、データ サーバー タグ

と HMI タグを組み合わせて使用することができます。

2 つのタイプのタグの設定には以下の基本的なタスクが含まれます。

データ サーバー タグを設定する

Logix5000 やその他の OPC 準拠のデバイスなどにあるデータ サーバー タグを使

用する場合は、タグ データが必要なタグの場所を直接参照します。

アプリケーションのデータ サーバー タグの設定には以下の基本的なタスクが含

まれます。

1. OPC サーバーまたはプロセッサ内でタグを作成するか、プロセッサ内の既存

のタグを使用します。タグの作成の詳細について

 独自のタグ データベースを持つ OPC-DA サーバーについては、OPC-DA 
サーバーに付属するマニュアルを参照してください。

 Logix5000 コントローラの場合は、コントローラのプログラミング ソフト

ウェアのマニュアルを参照してください。

2. まだデータ サーバーがない場合は、FactoryTalk View Studio のエクスプロー

ラ ウィンドウでアプリケーションにデータ サーバーを追加します。

3. アプリケーションがタグの値を使用する必要がある場合は、データ サーバー 
タグにアプリケーション コンポーネントを接続します。

FactoryTalk View SE では、FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用してアラームのモニ

タと制御を行うこともできます。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを

参照してください
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たとえば、FactoryTalk View SE グラフィック ディスプレイで、グラフィック 
オブジェクトのアニメーションをデータ サーバー タグに追加します。実行時

にタグの値がオブジェクトに渡され、値の変更に従って表示が変わります。

HMI タグを設定する

HMI サーバーのタグ データベースに保存されているタグを使用するには、ネッ

トワーク デバイス内のアドレスにタグを接続してから、タグ データを必要とす

るすべての HMI タグを参照します。

アプリケーションの HMI タグの設定には以下の基本的なタスクが含まれます。

1. まだデータ サーバーがない場合は、FactoryTalk View Studio のエクスプロー

ラ ウィンドウでアプリケーションに HMI サーバーを追加します。それぞれ

の HMI サーバーには 1 つのタグ データベースが含まれます。

2. タグ エディタで、データ サーバーまたは DDE アドレスにタグ名をマッピン

グして HMI デバイス タグを作成するか、HMI メモリ タグを作成します。詳

細については、「HMI タグを作成、変更、削除する」(ページ 10-25) を参照し

てください。

3. アプリケーションがタグの値を使用する必要がある場合は、HMI タグにアプ

リケーション コンポーネントを接続します。

たとえば、FactoryTalk View SE グラフィック ディスプレイで、数値入力オブ

ジェクトを HMI タグに接続します。実行時にタグの値がオブジェクトに渡

され、オペレータはタグから読み取るか、タグに書き込むことができます。

タグ データを必要するタグ名を指定する

ライブ タグ データが必要な場合、アプリケーションのデータ サーバー名または 
HMI タグ名を指定します。

たとえば、生産ライン上のタンクを表すグラフィック オブジェクトを作成し、

実行時のタンクのレベルを示すオブジェクトを設定できます。

それには、タンクのレベルをモニタするネットワーク デバイスによって更新さ

れるタグを使用して、オブジェクトに塗りつぶしアニメーションを添付します。
実行時には、タグの値によってグラフィック オブジェクトの塗りつぶしレベル

が決定されます。
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[アニメーション] ダイアログ ボックスで塗りつぶしレベルにタグを接続するに

は、以下を実行します。

 タグ名を入力する。

 タグ ブラウザでタグを検索および選択する。

タグは、オンラインでデバイスに接続している状態で参照するか、または 
PLC プログラム ファイルなどのオフライン ファイルから参照できます。詳

細については、ページ 10-9 を参照してください。

 タグがない場合はタグを作成します。

デバイスまたは OPC サーバーで、新しいデータ サーバー タグを作成します。

たとえば Logix5000 デバイスで、RSLogix 5000 プログラミング ソフトウェア

を使用してタグを作成します。

FactoryTalk View Studio のタグ エディタで、新しい HMI タグを作成します。

詳細については、「HMI タグを作成、変更、削除する」(ページ 10-25) を参照

してください。

タグの値をロギングする

タグの値をロギングするには、FactoryTalk View Studio で、どの値をいつロギン

グするかを指定するデータ ログ モデルを作成します。データ ログ モデル内の

タグをポーリングし、それらの値をロギングするには、実行時にデータ ログ モ
デルを開始する必要があります。

データ ロギングの設定の詳細については、22 章、データ ロギングを設定するを

参照してください。

タグ関連の限界値を遵守する

グラフィック ディスプレイには、式から作成したものや、タグから作成したも

のを含めて、合計で 大 3000 個の接続を含めることができます。

 式の中のタグ数に関係なく、オブジェクトに関連付けられた各式は 1 つの接

続としてカウントされます。

存在しないタグの名前を入力することもできます。その場合は、実行時にエラーが発生し

ないように、タグを作成する際にタグ名のスペルの一貫性を確認してください。

タグ名では、数字に加えて文字も使用します。30 桁を超える数字のタグ名は、タグ ブラウ

ザに正しく表示されない可能性があります。
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 オブジェクトの各アニメーション (タッチ アニメーション以外) は 1 つの接続

としてカウントされます。

 タグにリンクされたオブジェクトの Connections プロパティに含まれている

各接続は、1 つの接続としてカウントされます。

 トレンド オブジェクト設定された各ペンは、1 つの接続としてカウントされ

ます。

 同じ式またはタグ接続の重複する参照は、追加接続としてカウントされま
す。たとえば 1 つのディスプレイには、数値入力を 3000 まで含めることが

できます。すべての数値入力オブジェクトが同じタグを参照している場合も

同様です。

アプリケーション内の各 HMI サーバーには、アラームに設定される HMI タグを 
40,000 まで含めることができます。これらのうち 10,000 は、HMI アナログ タグ

にすることができます。

タグ参照について

タグ名を入力すると、タグに対する参照が作成されます。

たとえば、グラフィック ディスプレイ内のファンのグラフィック表示をアニ

メーション化するには、FanRunning という名前のタグを参照し、その値をアニ

メーションに使用します。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションおよびステーション ア
プリケーションでは、タグに対する絶対参照または相対参照を使用できます。
ローカル ステーション アプリケーションでは、相対参照のみ使用できます。詳

細については、「絶対参照および相対参照」(ページ 6-8) を参照してください。

絶対参照

絶対参照では、タグの名前と配置されている領域 (ネストされた領域の場合は複

数) を参照することで、特定のタグを直接指定します。

たとえば、Cooling 領域の Fans サブ領域にある Extractor という名前のタグに対

する絶対参照は以下のようになります。

埋め込み変数に関連付けられたタグは、限界値にカウントされます。

RSLinx Enterprise は、FactoryTalk View アプリケーション用に推奨されるデータ通信ソフト

ウェアです。
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/Cooling/Fans::Extractor

絶対参照を使用することで、どこから参照されているかに関わらず、特定の場
所の特定のタグが確実に使用されるようにできます。

相対参照

相対参照は、現在のサーバーまたは領域に関連するタグを指定します。Extractor 
という名前のタグに対する相対参照は、次のようにタグの名前だけになります。

Extractor

相対参照を使用するときは、FactoryTalk View は、タグが現在の領域内に配置さ

れていることを想定します。

たとえば、同一の生産ラインがある工場の場合に、ネットワーク分散アプリ
ケーションでコンポーネント名を再使用するには、相対参照を使用します。

アプリケーションには、各生産ラインを表すために異なる複数の領域が設定さ
れている場合があります。ただし各領域内では、グラフィック ディスプレイな

どのアプリケーション コンポーネントに同じ名前が使用されます。

ホーム領域

ネットワーク分散アプリケーションでは、アプリケーション コンポーネント 
(タグやグラフィック ディスプレイなど) が配置されている領域をホーム領域と

呼びます。

領域を指定せずにアプリケーション コンポーネントを参照すると、FactoryTalk 
View SE はホーム領域を使用して、コンポーネントを検索します。 

たとえば、Cooling 領域でグラフィック ディスプレイを作成し、タグ (たとえば 
FanStart) に対する相対参照を追加した場合、FactoryTalk View SE はグラフィック 
ディスプレイのホーム領域内 (Cooling) でタグを探します。

ディスプレイのホーム領域内にある HMI サーバーまたはデータ サーバーでタ

グが検出されない場合、ディスプレイを実行すると、エラーのログが記録され
ます。

タグ ブラウザでホーム領域を検索する

以下の図に示すように、タグ ブラウザでは、ネットワーク分散アプリケーション

内のホーム領域は太字で表示されます。
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タグ ブラウザでは、正しいシンタックスによって、タグに対する参照が自動的

に構成されます。

選択したタグがホーム領域内にある場合、タグ ブラウザでは自動的に相対参照

が使用されます。タグがホーム領域内にない場合、タグ ブラウザでは絶対参照

が使用されます。

タグ ブラウザの構成

FactoryTalk View SE アプリケーションでタグを使用するには、タグの名前とパス

を入力するか、タグ ブラウザでタグを検索して選択します。 

タグ ブラウザを開く

タグ ブラウザを開く方法は、FactoryTalk View SE 内の場所によって異なります。

 コマンド ウィザードでは、タグをパラメータとして使用するコマンドに関し

ては、[タグ] フィールドの横にある [参照] ボタンをクリックします。

 タグ エディタでは、HMI デバイス タグを作成する際に、[アドレス] フィー

ルドの横にある [参照] ボタンをクリックします。

 グラフィックス エディタでは、[アニメーション] ダイアログ ボックスで [タ
グ] をクリックします。

 グラフィック オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスでは、[接続] 
タブで、[タグ] 列の [参照] ボタンをクリックします。

 エクスプレッション エディタでは、タグ名を挿入する場所にカーソルを置い

て、[タグ] をクリックします。

 データ ログ モデル エディタの [モデル内のタグ] タブでは、[追加するタグ] 
フィールドの横にある [参照] ボタンをクリックします。

このアプリケーション
のホーム領域は Waste 
Water という名前です。

ホーム領域には、2 つ
のデータ サーバーと 
1 つの HMI サーバーが

含まれています。
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フォルダ内のタグを表示する

タグ ブラウザの左側のフォルダ ディスプレイには、アプリケーションの HMI 
サーバーとデータ サーバー内のアプリケーションのルート フォルダと、タグが

含まれているすべてのフォルダが表示されます。ネットワーク分散アプリケー
ションには、アプリケーション内の各領域を表すフォルダもあります。

フォルダ内のタグを表示するには、フォルダを選択します。前に示した図では、
InfluentPump フォルダが開いており、InfluentPump フォルダには右側に表示され

ているタグが含まれています。

ルート フォルダ 

領域フォルダ

フォルダ ペイン 

タグ ペイン 

フォルダまたはタグ
がよく見えるように
するには、このバー
を左右にドラッグし

ます。

選択したタグがこ
こに表示されます。
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サーバー名を表示する

デフォルトでは、タグ ブラウザにフォルダが表示されますが、フォルダが属す

る HMI サーバーまたはデータ サーバーは表示されません。サーバー名を表示す

るには、[フォルダ] ペインの空白の領域を右クリックして、[サーバー名の表示] 
をクリックします。

ホーム領域でタグを検索する

ホーム領域内のタグを特定するには、フォルダ ペインの空白の領域を右クリッ

クして、[ホーム領域へ移動] をクリックします。ホーム領域が自動的に選択さ

れます。

ホーム領域の詳細については、ページ 10-8 を参照してください。

タグを検索して選択する

[検索] を使用して、FactoryTalk View SE アプリケーション内の異なる多数のコン

ポーネント全体から、特定のタグまたはテキスト文字列をすべて検索できます。
タグを参照する各コンポーネント内のすべてのテキスト文字列を検索すること
もできます。[相互参照] を使用すると、それらのタグを参照するすべてのタグ

とコンポーネントのリストが表示されます。

タグ ブラウザを使用することもできます。

サーバー名が非表示になって
いるフォルダ リスト

同じフォルダ リストでサー

バー名を表示
10–11



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

タグまたはテキスト文字列を検索する

1. ツールバーの  をクリックするか、[ツール] メニューから [検索] を選択します。

2. テキスト文字列を [検索結果] に入力するか、検索するタグを以下の方法で指

定します。

a. [検索結果] の横にある [参照] ボタン ( ) をクリックします。

b. タグ ブラウザの左のペインで該当するフォルダに移動して、右のペイン

でタグを選択し、[OK] をクリックして選択を保存し、ブラウザを閉じ

ます。

3. 必要に応じて、[検索範囲] で、検索する製品コンポーネントのタイプを指定

します (デフォルトではすべてのコンポーネントが選択されています)。 

a. [検索範囲] の横にある [参照] ボタン ( ) をクリックします。 

b. [検索範囲] ダイアログ ボックスで、検索する製品コンポーネントのタイ

プを選択し、[OK] をクリックして選択を保存し、ダイアログ ボックスを

閉じます。

4. ネットワーク分散アプリケーションを使用している場合は、[検索条件] で、

検索対象の HMI サーバーを指定します (デフォルトではすべてのサーバーが

選択されています)。

a. [検索条件] の横にある [参照] ボタン ( ) をクリックします。

b. [検索条件] ダイアログ ボックスで、検索対象とする特定の HMI サーバーを

選択し、[OK] をクリックして [検索条件] ダイアログ ボックスを閉じます。

5. [検索オプション] で、単語検索の制限を指定します。

6. 検索する [方向] を選択します。

a. すべてのコンポーネントについて、表示されているものより前のタグま
たはテキスト文字列を検索するには、[上] を選択します。 

b. すべてのコンポーネントについて、表示されているものより後のタグま
たはテキスト文字列を検索するには、[下] を選択します。
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7. [次を検索] をクリックします。見つかったタグまたはテキスト文字列の場所

は、[見つかったアイテム] に表示されます。検索結果に並ぶ各アイテムを検

索するには、[次を検索] を再度クリックします。見つかったアイテムをク

リックすると、アイテムが適切なエディタで開きます。 

8. 必要に応じて [すべて検索] をクリックすると、検索基準に一致するすべての

アイテムのスプレッドシートが表示されます。スプレッドシート内の見つ
かったアイテムをダブルクリックすると、アイテムが開きます。

すべてのタグまたはテキスト文字列のリストを検索する

1. ツールバーで  をクリックするか、ツール メニューから [相互参照] を選択

します。

2. テキスト文字列を [検索結果] に入力するか、検索するタグを以下の方法で指

定します。

a. [検索結果] の横にある [参照] ボタン ( ) をクリックします。 

b. タグ ブラウザの左のペインで該当するフォルダに移動して、右のペイン

でタグを選択し、[OK] をクリックして選択を保存し、ブラウザを閉じ

ます。

3. 必要に応じて、[検索範囲] で、検索する製品コンポーネントのタイプを指定

します (デフォルトではすべてのコンポーネントが選択されています)。 

a. [検索範囲] の横にある [参照] ボタンをクリックします。 

b. [検索範囲] ダイアログ ボックスで、検索する製品コンポーネントのタイ

プを選択し、[OK] をクリックして選択を保存し、ダイアログ ボックスを

閉じます。

4. ネットワーク分散アプリケーションを使用している場合は、[検索条件] で、

検索対象の HMI サーバーを指定します (デフォルトではすべてのサーバーが

選択されています)。

a. [検索条件] の横にある [参照] ボタン ( ) をクリックします。

b. [検索条件] ダイアログ ボックスで、検索対象とする特定の HMI サー

バーを選択し、[OK] をクリックして [検索条件] ダイアログ ボックスを

閉じます。
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5. [検索] をクリックすると、見つかったすべてのアイテムがスプレッドシート

形式で表示されます。 

6. 見つかったアイテムをダブルクリックすると、アイテムが適切なエディタで
開きます。

タグ ブラウザでタグを検索するには

タグ ブラウザで、タグを検索するフォルダを選択し、必要なタグを選択します。

タグ ブラウザを開いた場所に応じて、1 つまたは複数のタグを選択できます。

たとえば、データ ログ モデル エディタからブラウザを開いた場合には、複数の

タグを選択できます。

データ サーバーまたは HMI サーバーのどちらにあるタグも選択できます。現在

選択されているタグは、タグ ブラウザの下部にある [選択したタグ] に表示され

ます。複数のサーバーで同じタグ名が使用されている場合は、タグ名と合わせ
てサーバー名も表示されます。

個々のタグの代わりにフォルダを選択する

タグ ブラウザでは、たとえばフェースプレート オブジェクトの構造タグを選択

するなどのために、フォルダを選択することもできます。

フォルダを選択すると、フォルダ内のすべてのメンバ エレメントが選択されま

す。次の図のように、[選択したタグ] には、タグ名の代わりにフォルダ名が表

示されます。

複数のタグを選択できる場合は、[選択したタグ] ラベルの下にタグの名前が表示されます。
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タグのプロパティを表示する

タグ ブラウザでタグのプロパティを表示するには、タグを右クリックして、 

[プロパティ ] をクリックします。[タグのプロパティ ] ダイアログ ボックスに、

タグに関する情報が表示されます。

プロパティはスナップショットであるため、リアルタイムでは更新されません。
複数のタグのプロパティを同時に表示することはできません。

デフォルトでは、タグ ブラウザにはタグの説明は表示されません。タグの説明を表示または非

表示にするには、右ペインの空白の領域を右クリックして、[説明の表示] をクリックします。

選択したフォルダが 
[選択したタグ] に表

示されます。
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タグにフィルタを適用する

名前がパターンに一致するタグだけを表示するには、[タグ フィルタ] リスト 
ボックスにパターンを入力して、Enter キーを押します。 

タグ フィルタをこ

こに入力します。

フィルタをクリア
するには、リスト
内の [<なし>] を
クリックします。
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タグ フィルタ リストには、適用した過去 10 個のフィルタが表示されます。 

ワイルドカード文字を使用してフィルタを作成することもできます。

タグ フィルタを削除するには

 タグ ブラウザの [タグ フィルタ] リストで、[<なし>] をクリックします。

HMI タグを作成、変更、インポートする

タグ ブラウザでは、HMI タグ用に新しいフォルダを作成し、HMI タグを作成お

よび変更し、あるいは PLC または SLC データベースからタグをインポートする

こともできます。

これらのアクションを実行するには、タグ ブラウザの右ペインで右クリックし

て、以下のように選択します。

 [新規 HMI タグ] をクリックして、新しい HMI タグを作成する。 

 [HMI タグの編集] をクリックして、既存の HMI タグを変更する。

 [PLC タグのインポート] をクリックして、別のデータベースからタグをイン

ポートする。

HMI タグの作成とプロパティの変更については、ページ 10-17 を参照してくだ

さい。PLC データベースからのタグのインポートについては、ページ 10-29、ま

たは FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

オフライン タグを参照する

タグ ブラウザでは、アプリケーションをデバイスに接続しているときに使用で

きるタグが、オンライン フォルダにあります。PLC プログラム ファイルなど、

オフライン ファイルから使用できるタグは、オフライン フォルダにあります。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) を表す。
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RSLinx Enterpriseからオフライン タグを参照する

アプリケーション内の各 RSLinx Enterprise ショートカットに関しては、タグ ブ
ラウザにオフラインおよびオンライン フォルダが表示されます。

オフライン フォルダは、ディスクに保存されている PLC または Logix5000 プロ

グラム内のタグの参照に使用します。RSLinx Enterprise のショートカットがシン

ボルにアクセスできる場合は、オフライン フォルダでもシンボルを参照でき

ます。 

オフラインでタグを参照する方法、または RSLinx Enterprise でショートカット

にシンボルを追加する方法の詳細については、RSLinx Enterprise ヘルプを参照し

てください。

[通信設定] ダイアログ ボックスでオフライン ファイルを参照する

には

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、RSLinx Enterprise ア
イコンをダブルクリックします。

2. [通信設定] をダブルクリックして、[RSLinx Enterprise 通信設定] ダイアログ 
ボックスを開きます。

3. オフライン タグ ファイルの横にある [参照] ボタンをクリックします。

RSLinx Classic からオフライン タグを参照する

アプリケーション内の各 RSLinx Classic の各トピックに関しては、タグ ブラウ

ザにオフラインおよびオンライン フォルダが表示されます。

オフライン フォルダは、ディスクに保存されている PLC または Logix5000 プロ

グラム内のタグの参照に使用します。RSLinx トピックがシンボルにアクセスで

きる場合には、オフライン フォルダ内のシンボルを参照することもできます。

オフライン 
フォルダ オンライン 

フォルダ
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RSLinx 内のトピックにシンボルを追加する方法の詳細については、RSLinx Classic 
ヘルプを参照してください。

他の OPC サーバーからオフライン タグを参照する

RSLinx Classic 以外の OPC サーバーのオフライン タグを参照するには、データ 
サーバー キャッシュを設定します。

デバイスに接続していない場合、オフライン タグは、オンライン タグが含まれ

ているフォルダと同じタグ ブラウザ フォルダにあります(RSLinx では、オフラ

イン タグは別のフォルダにあります)。

OPC データ サーバーのキャッシュ ファイルの設定および管理の詳細について

は、「詳細なプロパティを設定する」(ページ 9-13) を参照してください。

HMI タグを操作する

FactoryTalk View SE では、HMI サーバーには HMI タグを保存できるタグ データ

ベースがあります。

アプリケーション内の HMI タグを使用して、タグまたはデバイスの値の保護、

データの操作、またはアラームのトリガーを行う拡張プロパティを利用できます。

FactoryTalk View Studio のタグ エディタでは、HMI タグを作成し、また既存のタグ

のプロパティを変更できます。詳細については、「HMI タグを作成、変更、削除

する」(ページ 10-25) を参照してください。ネットワーク分散アプリケーションで

は、HMI タグをローカルで (同じコンピュータで) またはリモートで (別のコン

ピュータの FactoryTalk View Studio で) 作成または変更できます。

HMI タグのタイプ

HMI サーバーのタグ データベースには、以下のタイプのタグを含めることがで

きます。

タグ 保存されるデータのタイプ

アナログ 値の範囲。

HMI アナログ タグは、温度や回転制御の位置などの変数の状

態を表します。

デジタル 0 または 1。

HMI デジタル タグは、スイッチ、接点、リレーなど、オンと

オフを切り替えるデバイスを表します。
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HMI タグのデータ ソース 

HMI のアナログ、デジタル、または文字列タグを作成する場合は、タグの値の

ソースを指定します。これはデータ ソースと呼ばれます。

HMI タグには、以下の 2 つのタイプのデータ ソースを指定できます。

 デバイスをデータ ソースとする HMI タグは、FactoryTalk View SE 以外の外

部ソースからデータを受け取ります。

データは、RSLinx を通じて、プログラム可能なコントローラまたはその他の

デバイスから、あるいは別の OPC または DDE データ サーバーから受け取る

ことができます。

 メモリをデータ ソースとする HMI タグは、内部の FactoryTalk View SE から

データを受け取ります。

メモリ タグを使用して、値を内部で保存できます。

保持性メモリ タグについて

デフォルトでは、HMI メモリ タグの値は、タグが含まれている HMI サーバーを

シャットダウンして再起動すると、タグに指定された初期値に戻ります。

HMI サーバーがシャットダウンされても、設定された 後の値を保持するよう

にメモリ タグを設定するには、タグ エディタでタグの [保持性] チェック ボック

スをオンにします。

保持性メモリ タグの値は、常に HMI サーバーのシャットダウン時の 後の値に

なります。つまり、タグの値はタグに指定された初期値には戻りません。

文字列 ASCII 文字、連続する文字、または単語全体 ( 大 82 文字)。

HMI 文字列タグは、英数字の製品コードを使用するバーコード 
スキャナなど、テキストを使用するデバイスを表します。

システム HMI タグ アラーム情報、システムの時刻および日付など、シ

ステムの実行中に生成される情報。

FactoryTalk View では、HMI プロジェクトが作成されるときにシ

ステム タグが作成されます。システム タグは、タグ データ

ベースのシステムというフォルダに保存されます。システム 
タグは、その他のタイプのタグを使用するすべての場所で使用
できます。システム タグのプロパティを変更することはでき

ません。 

タグ 保存されるデータのタイプ
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HMI タグを編成する

特にタグ データベースが大きい場合などに HMI タグを使いやすくするには、 

命名規則を確立するか、フォルダにタグをグループ化することで、関連するタ
グを整理します。

HMI タグに名前を付ける

HMI タグの命名規則を確立することで、開発時および実行時にタグの検索と表示

を行う場合に、ワイルドカード文字をより効果的に使用できるようになります。

タグ名では、以下のタイプの文字を 大 255 文字使用できます。

 A ～ Z (大文字と小文字)

 0 ～ 9

 アンダースコア ( _ ) とダッシュ ( – )

フォルダに保存されている HMI タグの場合は、フォルダ名がタグ名の一部にな

り、フォルダ名を区切るバックスラッシュも 1 文字としてカウントされます。

タグ名では大文字と小文字を混在させることができます。タグ名では可読性の
ために大文字と小文字が保持されますが、大文字と小文字は区別されません。
たとえば、タグ名 MixerValve1 は mixervalve1 と同じです。

タグ名を括弧で囲む

式では、先頭が数字のタグ名、またはダッシュを含むタグ名は、たとえば {N33-0} 
のように括弧で囲む必要があります。

括弧は、たとえば {alarm*} のように、式で複数のタグを表すためにワイルド

カード文字と合わせて使用できます。

式でタグを使用する方法の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを

追加するを参照してください。

フォルダ内の HMI タグをグループ化する

タグを整理するには、相互に関連するタグのフォルダをタグ エディタで作成し

ます。 

フォルダに保存されているタグに名前を付ける場合は、フォルダ名をタグ名の
残りの部分と分けるためにバックスラッシュ ( \ ) を使用します。たとえば、Pump 
という名前のフォルダ内のタグ名の先頭は Pump\ にします。
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さらにタグを整理するために、フォルダをネストすることもできます。たとえ
ば、工場がゾーンに分割されている場合には、タグ データベースを 初にゾーン

で整理し、次にゾーン内の機械、 後に各機械内のデバイスで整理できます。
この場合、ネストされたフォルダ内のタグ名の先頭は Area1\Machine1\Pump にな

ります。

タグ エディタでのフォルダの作成、複製、削除の詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

タグの統計を表示する

[タグの統計] ダイアログ ボックスには、HMI サーバーに含まれているタグの数

が表示され、タグ データベースが 後に変更された日付など、タグに関する情

報も表示されます。

タグの統計を表示するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、タグ エディタを開

きます。 

2. [表示] メニューで [タグの統計] をクリックします。

タグ エディタの構成

FactoryTalk View Studio では、タグ エディタを使用して以下のことを行います。

 HMI タグを作成してプロパティを変更する。

 HMI タグを複製、削除する。

 フォルダを作成して関連するタグをグループ化する。

 フォルダを複製、ネスト、削除する。

タグ エディタを開いている場合は、[表示] メニューとツールバーのアイテムを

使用して、エディタの外観をコントロールすることができます。

タグ エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI タグ フォルダ

を開きます。

2. タグ アイコンを右クリックして [開く] をクリックします。

すべての HMI タグをデータベースのルート フォルダに置かないようにしてください。ネスト

されたフォルダに含まれている HMI タグは、ルート フォルダ内のタグの総数には影響しませ

ん。フォルダ内のタグ数は 2000 未満に制限することをお勧めします。 
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タグ アイコンをダブルクリックするか、アイコンを FactoryTalk View Studio 
ワークスペースにドラッグすることもできます。

以下の図のように、タグ エディタの主要な部分としては、フォーム、クエ

リー ボックス、フォルダ階層、スプレッドシートがあります。

[適用] ボタンと [取消] ボタン

タグ エディタに情報を入力すると、[前へ] ボタンと [次へ] ボタンが [適用] ボタン

と [取消] ボタンに変わります。

タグおよびアラーム情報を保存するには、[適用] をクリックします。タグのプ

ロパティに対する変更をキャンセルするには、[取消] をクリックします。

フォーム

クエリー 
ボックス

フォルダ
階層

スプレッドシート

このチェック 
ボックスを選
択してタグの
アラーム条件
を追加します。

アラームを変
更するには 
[アラーム] 
をクリックし
ます。
10–23



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

フォームとスプレッドシート

フォームの上部で、タグ名、タイプ、セキュリティ、さらにタグのタイプの詳
細など、タグの基本的な特性を定義します。

フォームの下部では、データ ソース (タグの値の取得元) を指定します。

アナログ タグまたはデジタル タグのアラーム条件を定義するには、[アラーム] 
チェック ボックスを選択します。一度アラームを定義した後に変更をするには、

[アラーム] ボタンをクリックします。

クエリー ボックス

スプレッドシートに表示するタグを選択するには、クエリー ボックスを使用し

ます。

それによって、フォルダ階層を参照することなく、別のフォルダ内のタグを変
更することができます。タグ名を入力して 1 つのタグを選択することも、ワイ

ルドカード文字を入力して複数のタグを選択することもできます。

フォルダ階層

階層とスプレッドシートは連動しています。階層にはタグ フォルダが表示され、

スプレッドシートにはフォルダ内のタグが表示されます。

階層ウィンドウにはルートというフォルダ アイコンが、フォルダ階層の 上位

に常に表示されます。このフォルダには、ユーザーまたは FactoryTalk View に
よって作成されたすべてのタグ フォルダが含まれています。

フォルダ アイコンにプラス ( + ) 記号が表示されている場合、そのフォルダには 
1 つ以上のネストされたフォルダがあります。フォルダのアイコンが空白である

場合、そのフォルダには他のフォルダは含まれていません。

フォルダをネストする場合には、フォルダ名のバックスラッシュもタグ名の 
1 文字としてカウントされることに注意してください。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) を表す。

このワイルドカード文字を単独で使用すると、タグ 
データベース内のすべてのタグが表示されます。
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HMI タグを作成、変更、削除する

HMI タグを作成、変更、複製、削除するには、タグ エディタを使用します。 

これらの操作の詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照して

ください。

HMI タグを作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで HMI タグ フォルダを

開き、タグ アイコンをダブルクリックします。

2. タグ エディタでフォルダに新しいタグを追加するには、フォルダ階層ウィン

ドウ ([検索] フィールドの下) でフォルダをダブルクリックします。

3. フォームをクリアして [名前] ボックスにカーソルを置くには、エディタの

フォーム セクションで [新規作成] をクリックします。

フォルダを開いている場合は、フォルダ名が [名前] ボックスに自動的に挿入

され、フォルダ名の右側にカーソルが置かれます。

4. タグの名前を入力して、タイプを選択します。

5. タグ セクションで、作成するタグのタイプに必要な追加情報を指定します。

6. データ ソースを選択して、必要な情報を指定します。

7. タグにアラームを設定するには [アラーム] ボックスを選択します。

詳細については、「HMI タグのアラーム条件を定義する」(ページ 10-31) を参

照してください。

8. [適用] をクリックすると、タグがデータベースに保存されます。

タグを修正するには

1. タグ エディタで、修正するタグを特定して選択します。

エディタのフォーム セクションにタグの属性が表示されます。

2. 選択した属性を修正します。

既存のタグについては、タグ名とタグのタイプを除くすべての部分を修正で
きます。

3. [適用] をクリックして変更を保存します。
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タグを複製するには

1. タグ エディタで、複製するタグを特定して選択します。

2. [編集] メニューで [複製] をクリックします。

エディタのツールバーの [複製] ボタンをクリックすることもできます。

ハイライトされた行の下に新しい行が挿入されます。新しい行には、タグ名
を除き、すべて同じ情報が複製されます。

3. [タグ名] フィールドに新しいタグの名前を入力します。

4. [適用] をクリックします。

タグを削除するには

1. タグ エディタで、削除するタグを特定して選択します。

2. [編集] メニューで [永久削除] をクリックします。

エディタのツールバーの [永久削除] ボタンをクリックすることもできます。

HMI タグのデータ ソースを選択する

HMI タグのデータ ソースは、外部のデバイス、または FactoryTalk View になり

ます。

デバイスから HMI タグ データを取得する

デバイスをデータ ソースとする HMI タグは、FactoryTalk View 以外の外部ソー

スからデータを受け取ります。データは以下のソースから取得できます。

 RSLinx を通じて Allen-Bradley または SoftLogix 5 のプログラム可能なコント

ローラから

 OPC または DDE データ サーバーを通じてネットワーク デバイスから

 OPC または DDE データ サーバーを通じて別の Windows プログラムから

OPC 通信の設定の詳細については、9 章、通信を設定するを参照してください。

DDE 通信の詳細については、付録 B、HMI タグの DDE 通信を設定するを参照し

てください。

タグを削除する場合は注意が必要です。[永久削除] を 一度クリックすると、タグが削除されま

す。確認メッセージは表示されず、削除したタグを元に戻すことはできません。 
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デバイス タグを作成するには

1. タグ エディタのフォーム セクションで、[デバイス] をクリックします。

2. [アドレス] ボックスで、データ サーバー タグまたは DDE アイテムの名前を

入力します。

タグのアドレスを検索して選択するには、[参照] ボタンをクリックします。

OPC タグのシンタックスのアドレスを指定する

OPC タグのアドレスのシンタックスは以下のとおりです。

[AccessPath]Address 

または

::[AccessPath]Address

:: は、先頭にコロン (:) が付いているアドレスの場合に必要です。

アクセス パスは次のいずれかになります。

 RSLinx OPC サーバーとの通信の場合、アクセス パスは、デバイスのショー

トカットの名前、または RSLinx の DDE/OPC トピックになります。

 その他の OPC サーバーとの通信の場合、アクセス パスは任意です。アクセ

ス パスのシンタックスの詳細については、OPC サーバーのマニュアルを参

照してください。

アクセス パスを囲む角括弧は、シンタックスの一部です。オプションのパラ

メータを示すものではありません。

メモリから HMI タグ データを取得する

メモリをデータ ソースとする HMI タグは、内部の FactoryTalk View からデータ

を受け取ります。

メモリ タグを作成するには

1. タグ エディタのフォーム セクションで、[メモリ] をクリックします。

2. [初期値] フィールドにタグの初期値を入力します。この値が、HMI プロジェ

クトを 初にロードしたときのメモリ タグの値になります。

プロジェクトの開始時にメモリ タグが特定の値を使用するようにするには、

起動マクロで [設定] または [=] (等しい) コマンドを使用して、タグの値を指

定します。
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マクロの使用方法の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加

するを参照してください。

メモリ タグの値は、ディライブド タグ、イベント、またはグラフィック オ

ブジェクトを使用して設定することもできます。

3. HMI サーバーがシャットダウンしたときのタグの値を保持するには、[保持

性] チェック ボックスを選択します。

次回 HMI サーバーを起動したときにメモリ タグが初期値に戻るようにする

には、[保持性] チェック ボックスをオフにします。

タグ エディタを使用しないで HMI タグを作成する

タグ エディタでタグを作成する方法に加えて、以下のいずれかの方法で HMI 

サーバーのタグ データベースにタグを追加することもできます。

 サードパーティ製アプリケーション内でタグを作成し、FactoryTalk View にイン

ポートする。

 タグ ブラウザからタグを作成する。

 PLC または SLC データベースからタグをインポートする。

サードパーティ製アプリケーションでタグを作成する

Microsoft Excel などサードパーティ製のスプレッドシート エディタを使用して

タグを作成し、タグのインポートおよびエクスポート ウィザードを使用して 

FactoryTalk View にインポートできます。詳細については、ページ 10-29 を参照

してください。

インポートしたタグは、すでに HMI サーバーのタグ データベースにあるタグと

マージすることができます。それによって、データベース内で同じ名前を持つ

タグが、新しい情報によって更新されます。

他の FactoryTalk View エディタでタグを作成する

タグを使用するエディタであれば、タグ データベースにアクセスすることがで

きます。
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タグ ブラウザでタグを作成するには

1. タグ ブラウザを開くには、[タグ] または [参照] ボタンのどちらかをクリック

します。

2. タグ ブラウザで、タグを作成するフォルダを開き、[コンテンツ] ペインの空

白の領域を右クリックして、[新規 HMI タグ] をクリックします。

タグ ブラウザでタグを作成する方法の詳細については、ブラウザで [ヘルプ] 
をクリックしてください。

タグをインポートおよびエクスポートする

タグのインポートおよびエクスポート ウィザードを使用して、PLC または SLC 
データベースを FactoryTalk View にインポートすることもできます。タグのイン

ポートおよびエクスポート ウィザードは、HMI サーバーと同じコンピュータで

実行する必要があります。

タグのインポートおよびエクスポート ウィザードを開く

ウィザードを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[タグのインポートおよびエ

クスポート ウィザード] をクリックします。

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[タグのインポートおよびエク

スポート ウィザード] をクリックします。

タグのインポートおよびエクスポート ウィザードのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

PLC データベースからタグをインポートする

PLC データベースからタグを選択して FactoryTalk View HMI タグ データベース

にインポートするには、[PLC タグのインポート] ダイアログ ボックスを使用し

ます。

この方法でインポートしたタグは、データベースにコピーされます。ソース デー

タベースとは共有されません。つまり、FactoryTalk View でタグを変更しても、

インポート元のデータベースには影響しません。逆も同様です。
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[PLC タグのインポート] ダイアログ ボックスを開く

[PLC タグのインポート] ダイアログ ボックスを開くには、次のいずれかの方法

を使用します。

 タグ エディタで、ツールバーの DB ブラウザ ボタンをクリックするか、 

[編集] メニューから [その他のデータベース] を選択します。

 タグ ブラウザで、[コンテンツ] ペインの空白の領域を右クリックして、

[PLC タグのインポート] をクリックします。

以下のどのデータベースからもタグをインポートできます。

 WINtelligent LOGIC 5 または A.I.5 を使用して作成されたレガシー PLC データ

ベース(ファイル拡張子: .dsc)

 外部データベースとして保存される RSLogix 5/500 (ファイル拡張子 .ctd)

 RSLogix 5 内部データベース (ファイル拡張子 .rsp)

 RSLogix 500 内部データベース、(ファイル拡張子 .rss)

タグ エディタ

の DB ブラウ

ザ ボタン

フィルタを使用し
て、特定のタグ 
またはタグのセッ
トを検索します。

ワイルドカード、
またはスラッシュ
を含むフィルタは
使用できません。 
たとえば、B3/1 を
含むフィルタでは 
B3/10 や B3/11
などは表示されま
せん。
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PLC および SLC アドレスについては、[PLC タグのインポート] ダイアログ ボッ

クスには、PLC プログラミング ソフトウェアのシンボル リストまたはアドレス 
リストで使用されるアドレスだけが表示されます。

[PLC タグのインポート] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

HMI タグのアラーム条件を定義する

HMI のアナログ タグとデジタル タグのアラームを定義できます。

FactoryTalk View は、実行時にタグ データベース内のタグの値をスキャンし、そ

れらのタグに対して設定されている限界値と比較します。タグの値が限界値を
超えた場合は、アラームがトリガーされます。

HMI タグにアラームが設定されている場合には、タグ エディタのスプレッドシー

トの [アラーム] 列に X と表示されます。タグを選択すると、エディタのフォー

ムのアラーム ボタンを使用できるようになります。

HMI タグを使用してアラーム システムを設定する方法については、11 章、HMI 
タグ アラームを設定するを参照してください。

実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションの HMI タグとそれらの

アラーム定義は修正することができ、接続されている実行時クライアントを再
起動することなく、クライアントに変更を適用することができます。 

冗長ネットワーク分散アプリケーションでは、プライマリ サーバーで行った変

更をセカンダリ サーバーに複製することもできます。

詳細については、「実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する」(ペー

ジ 14-28) を参照してください。
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11 HMI タグ アラームを設定する

この章では、以下について説明します。

 HMI タグ アラームについて。

 HMI タグ アラームの主な概念。

 HMI タグ アラームの設定に関する手順。

 一般的なアラームの動作を設定する。

 HMI タグのアラーム条件を設定する。

 FactoryTalk View SE アラーム イベントについて。

 HMI タグ アラーム ロギングを設定する。

 HMI タグ アラーム ログ ファイルを表示する。

 アラーム ロギングを抑制する。

 HMI タグ アラーム サマリを作成する。

 タグ プレースホルダを使用してアラームを指定する。

 アラームに応答してコマンドまたはカスタム プログラムを実行する。

 HMI タグ アラーム監視を開始および停止する。

HMI タグ アラームについて

アラームは、問題が発生した場合にオペレータに警告するため、ほとんどの工
場制御アプリケーションで重要な要素になっています。

アラームは、特定のデバイスまたはプロセスが事前定義された許容可能な限界
の範囲で停止したことを知らせたり、故障、摩耗、またはプロセスの不具合を
示したりします。多くの場合、アラームが認知されたかどうかを含めて、 
アラームの記録をとることも重要です。

FactoryTalk View Site Edition で、HMI サーバーのタグ データベースで監視するタ

グにアラーム条件を指定できます。

HMI アナログ タグおよび HMI デジタル タグに設定されたアラームは、HMI 
サーバーで検出されます。
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アラームが検出されると、オペレータがグラフィック ディスプレイでアラーム

を表示および認識できるように、接続された FactoryTalk View SE クライアント

に通知が送信されます。

HMI タグ アラームの機能

HMI タグ アラームを使用すると、以下を実行できます。

 1 台の HMI サーバーにつき 大 40,000 のタグ (これらのうちの 10,000 をアナ

ログ タグにすることが可能) まで、アラーム用のアナログまたはデジタル 
HMI タグを監視する。

 HMI タグ アラーム サマリに、 新の 2,000 のアラーム トランザクションを

表示する。

 大で 8 つの異なる重要度レベルを定義してアラームを視覚的に識別する。

 システムのデフォルト メッセージまたはカスタム メッセージを使用して 
HMI タグ アラームを記述する。

 ファイル、プリンタ、または両方にアラーム メッセージをロギングする。

 メンテナンスおよびチューニングのために HMI タグ アラームを抑制する。

 コマンドまたはマクロをアラームに関連付けてアラームのカスタム処理を提
供する。

 アラーム情報を FactoryTalk View SE コンポーネントと共有する。たとえば、

グラフィック ディスプレイの式でアラームの HMI タグ アラーム関数を使用

できます。

 認識ビットを使用して冗長 HMI サーバー ペアのアラーム認識を同期する。

 AlarmEvent コマンドを使用して、HMI タグ アラーム サマリで通知、ロギン

グ、印刷、および表示するために作成するアラーム検出アルゴリズムに応答
する。

FactoryTalk Alarms and Events について

HMI タグ アラーム システムは、HMI サーバーのタグ データベースのタグ用に

設定されたアラームしか検出しません。HMI タグ アラーム検出には、FactoryTalk 
アラームは含まれません。 

FactoryTalk Directory でアラームの監視および制御を集中管理するには、以下の

タイプの FactoryTalk アラームを設定します。
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 デバイスベースのアラーム、Logix5000 コントローラに直接アラーム検出命

令をプログラムすることによって設定します。

FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加す

る Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) を経由してデバ

イスベースのアラームを受信します。

 タグベースのアラーム、プログラム可能な古いコントローラ (PLC-5 または

SLC 500)、OPC データ サーバーを経由して通信するサードパーティ製のデバ

イス、または HMI サーバーのタグ データベース (HMI タグ) にあるタグのア

ラーム条件を指定するために設定します。

FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加す

る FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバーを経由してタグベースのア

ラームを受信します。

詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

HMI タグ アラームの主な概念。

このセクションでは、HMI タグ アラーム サービス、コンポーネント、および

データについて説明するために使用される共通の用語と概念の一部を示します。

アナログ タグのアラームのしきい値

HMI アナログ タグは、その値がさまざまなレベルまたはしきい値を超えるとき

に多数のアラームをトリガーできます。 

大 8 つのアラームのしきい値を割り当てることができます。それぞれ、 

アラームの重要さを示すために異なるレベルの重要度が割り当てられます。

低のしきい値は 1、 高のしきい値は 8 です。タグに 8 つのしきい値すべてを

使用する必要はありませんが、使用するものは昇順に設定する必要があります。

たとえば、しきい値 1、2、および 8 を割り当てる場合、順番通りに割り当てる

必要があります。

しきい値は、増加 (しきい値を超えて上がる値を監視) させたり、減少 (しきい値

を超えて値が下がる値を監視) させたりすることが可能です。以下の例のタグに

は、増加と減少の両方のしきい値があります。
11–3



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

例:アラームのしきい値

この例では、モーターの回転/分 (rpm) を監視するので、タグの値が変化します。

図中の X はタグがアラーム状態になったことを示し、O はタグがアラーム状態

ではなくなったことを示しています。

指定されたしきい値設定では、モーターは 2,000 rpm ～ 3,000 rpm の間で動作す

る必要があり、そうでない場合に、アラームがトリガーされます。

モーターの速度 トリガーするアラームの重要度

3000 rpm を上回る 8

4000 rpm を上回る 4

5000 rpm を上回る 1

5000 rpm を下回る * 4

4000 rpm を下回る * 8

2000 rpm を下回る 8

1000 rpm を下回る 6

1 rpm を下回る 4

5000

4000

2000

1000

しきい値
しきい値

の値

アラーム
重要度
レベル

時刻

*

*増加

減少

6

5

4

3

2

1

1

4

8

8

6

4

しきい値は昇順に設定す

3000

セーフ ゾーン

X X

XX

X

X O

O

 る必要があります

1
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アラーム セットアップ エディタで [通常の動作範囲に近付いたときにアラーム

を生成する] チェック ボックスが選択されていると、モーター速度が 5,000 rpm 
および 4,000 rpm を下回る場合と、1 rpm および 1,000 rpm を上回る場合に、 

アラームが発生します。

変数のしきい値

しきい値の値は、定数または変数です。前の例では、定数のしきい値を使用し
ています。

変数のしきい値を定義するには、アナログ タグのアラームのしきい値を設定す

るときにタグ名を指定します。指定されたタグの値が変化すると、しきい値が
変化します。

アラーム フォルト

変数のしきい値は、重要度が高いしきい値より上でも、重要度が低いしきい値
より下でもいけません。これが発生すると、監視されているタグに対してア
ラーム フォルトが生成されます。

アラーム フォルトを解消するには、隣り合うしきい値と重なり合わないように

変数のしきい値を変更します。これは、隣り合うしきい値も変数である場合、こ
れらの境界が実行時に動的に決定されるために、複雑になる可能性があります。 

アラーム フォルトが生成されると、以下のイベントが発生します。

 タグのアラーム ステータスが、フォルトが生成される前の状態のままになる。

 アラーム フォルトが、アラーム ログ ファイルやプリンタなど、ユーザーが

設定したすべてのアラーム報告デバイスに報告される。

 タグのアラーム フォルト ステータス ビットが値テーブルで設定される。こ

れにより、アラーム フォルトが生成されたことが他のアプリケーションに通

知されます。

 「アラーム フォルト」が、アラーム サマリの [アラームのタイプ] 列にポスト

される。

変数のしきい値は、しきい値の連続スキャンおよびアラーム フォルトの検出のために、定数の

しきい値よりもシステム リソースを多量に使用します。
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フォルトの対象のしきい値が通常の動作範囲に戻ると、アラーム フォルト状態

がクリアになり、out-of-alarm-fault ステータスが生成、ロギングされ、タグのア

ラーム監視が通常に戻ります。

デッドバンド

ライン圧力などの一部の測定値の場合、タグの値が重要なしきい値の上下に素

早く変動することがあります。このような状況が存在する場合に、変動によっ

て不要なアラームがトリガーされないようにバッファとしてデッドバンドを作

成できます。

しきい値が増加する (上昇する値を監視する) ときは、デッドバンド範囲はしき

い値の下に配置されます。しきい値が減少する (下降する値を監視する) ときは、

デッドバンドはしきい値の上に配置されます。

以下の図に、増加するしきい値が 4,000 rpm で、デッドバンド値が 500 rpm の場

合を示します。再度アラームがトリガーされる前に、rpm は 3,500 rpm まで下降

してから 4,000rpm を超えて上昇する必要があります。

デッドバンド範囲は上図のように絶対値にするか、タグの 小または 大の

パーセントに設定できます。たとえば、図のデッドバンドが 2 パーセントのと

きは、その範囲は 5,000 rpm の 2 パーセント、つまり 100 rpm になります。

5000

4000

3500

3000

2000

1000

0

アラーム状態

アラームの範囲外

アラーム
状態再度

rpm

しきい値

時刻

デッド

n

X X
X バンド
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バッファを必要としない場合は、デッドバンドを 0 に設定する必要があります。

デッドバンドが 0 の場合は、タグの値がそのしきい値のいずれかを上回るとす

ぐにアラームがトリガーされます。

デジタル タグのアラーム状態

HMI デジタル タグは、オンまたはオフのいずれかです。しきい値の代わりに、

デジタル タグにはアラーム状態があります。

アラームの重要度

HMI タグ アラームは、重要度を 1 ( 高) ～ 8 ( 低) の範囲に設定して、異なる

レベルの重要度を示すことができます。

たとえば、レベル 1 のアラームはタンクがあふれそうな状態を示していますが、

レベル 4 のアラームはタンクに液体が半分入った状態を警告しています。両方

のアラームは同じタグを監視しますが、重要度レベルは異なります。

アラームの重要度を設定する場合は、重要度レベルの意味すること、それらを
トリガーする動作を指定します。重要度は、アラームがアラーム バナーに表示

される順番を決定します。

安全性が重要となるアプリケーションでは、注意してデッドバンドを使用します。上図では、

アラームがトリガーされる前に 500 rpm を超えると変数が変動する必要があります。

アラームをトリガーする場合 作成されるデジタル アラームのタイプ

タグの値が 1 の場合 オン

タグの値が 0 の場合 オフ

タグの値が 
0 から 1 または 1 から 0 に変化するとき

変更 *

タグの値が 
0 から 1 に変化するときのみ

オンに変更 *

タグの値が 
1 から 0 に変化するときのみ

オフに変更*

表のアスタリスク (*) は、状態が変化するタイプのデジタル アラームを示しています。これら

は、状態が変化した直後にアラーム状態ではなくなるとみなされます。
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アラーム メッセージ

アラーム メッセージはアラームに関する情報を報告します。HMI タグ アラーム

に設定できる 3 つのタイプのメッセージがあります。

 アラーム状態メッセージ: タグがアラーム状態になると生成されます。

 アラーム外メッセージ: タグがアラーム状態ではなくなると生成されます。

 認識メッセージ: オペレータがアラームを認識すると生成されます。

メッセージ タイプごとに、デフォルト メッセージを使用するか、カスタム メッ

セージを作成して、メッセージをログ ファイル、プリンタ、またはその両方の

宛先に送ります。

アラーム ログ ファイル

アラーム ログ ファイルは、HMI タグ アラームのインシデントを記録します。

HMI タグ アラーム ログ ビューアでアラーム ログ ファイルの内容を表示でき

ます。

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールを使用して、ログ ファイルが作成

および削除される頻度を設定できます。また、ツールを使用して、中央の 

ODBC 準拠のデータベースへの自動ロギングを設定することもできます。

外部 ODBC データベースにアラーム ログ データをエクスポートする場合は、

Microsoft Excel や Microsoft Visual Basic などのサードパーティ製の ODBC 準拠の

アプリケーションを使用するデータベースに記録を表示できます。

HMI タグ アラーム ディスプレイ

HMI タグ アラーム情報は、アラーム ログ ファイルと、アラームが生成された 

HMI サーバー コンピュータに記録されます。

アラーム ログ ファイルのレコードを表示するには、HMI タグ アラーム ログ 

ビューアを使用します。

実行時にアラーム ログ ファイルを ODBC データベースに手動でエクスポートするには、

AlarmLogSendToODBC コマンドを使用します。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参

照してください。
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HMI サーバー コンピュータのメモリに記録されたアラーム情報を表示するに

は、FactoryTalk View SE グラフィック ディスプレイで HMI タグ アラーム サマリ

などのグラフィック オブジェクトを使用します。

アラーム ログ ビューア

HMI タグ アラーム ログ ビューアでアラーム ログ ファイルの内容を表示します。

ファイルの内容はアラーム セットアップ エディタで定義された重要度によって

異なります。詳細については、ページ 11-19 を参照してください。

デフォルトでは、ログ ファイルは以下の場合にレコードを生成します。

 タグがアラーム状態になる。

 タグがアラーム状態ではなくなる。

 アラームが認識される。

 アラームで設定されたタグが抑制される。

 アラーム フォルトが生成される。

アラーム ログ ビューアの設定の詳細については、ページ 11-33 を参照してくだ

さい。

アラーム サマリ

HMI タグ アラーム サマリは、FactoryTalk View SE グラフィック エディタで作成

されたグラフィック オブジェクトで、HMI サーバー コンピュータのメモリに記

録された HMI タグ アラーム情報を表示します。

1 つの HMI タグ アラーム サマリには、異なるコンピュータに存在する複数の 
HMI サーバーからのアラームを表示できます。各 HMI サーバーは 大 2,000 ま
でのアラームのリストを保持します。

新しいアラームが発生すると、アラーム サマリのリストの 1 番上に表示されま

す。リストが一杯になったときに新しいアラームが生成されると、リストの 
1 番下にあるアラーム ( も古いアラーム) がシステムによって自動的に認識され

て、リストから削除されます。

HMI タグ アラーム サマリとアラーム ログ ビューアには、HMI タグ アラーム情報のみ表示でき

ます。FactoryTalk アラーム情報を表示するには、FactoryTalk View SE と同時にインストール

された FactoryTalk オブジェクトを設定する必要があります。詳細については、12 章、

FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

アラーム ロギングはシステム リソースを使用します。システムが遅くなるのを回避するには、

重要なアラーム情報のみをロギングすることを確認します。 
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アラーム ログ ファイルでは、システムによって自動的に認識されるアラーム

は、TransType (トランザクション タイプ) フィールドの SysAk (システム認識) に

よって特定されます。

また、タグがアラーム状態でなくなり、それが手動で認識された場合も、ア

ラームはアラーム サマリから削除されます。アラームがリストから削除される

と、メモリからも削除されます。AlarmOff コマンドを実行すると、アラーム サ

マリの内容全体が消去されます。

HMI タグ アラーム サマリを設定する場合、表示するアラーム情報、およびア

ラーム サマリでの情報の表示方法を指定できます。

たとえば、アラーム インシデントごとに異なる色を指定できます。低重要度の

アラームを青色に、中重要度を黄色に、および高重要度を赤色に設定できます。

これによって、オペレータがアラームの重要度を一目で識別できるようになり

ます。

アラーム サマリ作成の詳細については、ページ 11-38 を参照してください。

グラフィック ディスプレイおよびオブジェクト

FactoryTalk View SE は、HMI タグ アラーム ステータス情報をシステム タグの

セットによりグラフィック ディスプレイで使用できるようにします。

数値および文字列ディスプレイ オブジェクトを持つこれらのシステム タグは、

グラフィック ディスプレイの HMI タグ アラームに関する特定の情報を表示する

のに使用できます。詳細については、次の「アラーム システム タグ」を参照し

てください。

また、可視性と色のアニメーションを追加して、アラーム ステータス情報を表

示するオブジェクトの外観に影響を与えることもできます。

HMI タグ アラーム情報のグラフィク ライブラリには、グラフィック ディスプレ

イにドラッグできるアラーム関連のグラフィック オブジェクト、たとえば、ア

ラーム バナーなどがあります。ライブラリ内のグラフィク オブジェクトをその

まま使用するか、アプリケーションのニーズに合わせて修正します。

AlarmOff は、HMI タグ アラームで使用される FactoryTalk View コマンド の 1 つです。AlarmOff 
およびその他のコマンドに関する詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照

してください。
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アラーム システム タグ

HMI タグ アラームのステータス情報を提供するシステム タグは、HMI サーバー

で作成および更新されます。これらのシステム タグは、FactoryTalk View SE で
タグ名を指定できる場所で使用できます。

アラーム認識

オペレータは、アラーム サマリまたは一部の他の HMI タグ アラームのディスプ

レイに表示される HMI タグ アラームを認識できます。アラームを認識してもア

ラームの原因となる状態は解消されませんが、オペレータがアラームに気付い
ていることが示されます。

アラームではなく、タグが認識されます。1 つのタグが複数のアラームの原因に

なることがあります。

表示するアラーム ステータス情報 使用するシステム タグ タイプ

新かつ も高い重要度のアラーム。同じまたは高い
重要度のアラームが発生すると、前のアラームが認識
されたかどうかとは無関係に、 初のアラームが置き
換えられます。

system\AlarmBanner 文字列

新かつ も高い重要度のアラームの日付。 system\AlarmMostRecentDate 文字列

新かつ も高い重要度のアラームのタグのしきい値
ラベル。

system\AlarmMostRecentLabel 文字列

新かつ も高い重要度のアラームの重要度。 system\AlarmMostRecentSeverity アナログ

新かつ も高い重要度のアラームのタグの説明。 system\AlarmMostRecentTagDesc 文字列

新かつ も高い重要度のアラームのタグの名前。 system\AlarmMostRecentTagname 文字列

新かつ も高い重要度のアラームの時間。 system\AlarmMostRecentTime 文字列

新かつ も高い重要度のアラームの単位。 system\AlarmMostRecentUnits 文字列

認識されておらず、抑制されたアラームの数。 system\AlarmStatus 文字列

フィルタされていないアラーム サマリのアラーム ト
ランザクションの数。

system\AlarmSummaryItems アナログ

フィルタされていないアラーム サマリの認識されて

いないアラームの数。

system\AlarmSummaryItemsUnacked アナログ

アラームが抑制されたタグの数。 system\AlarmSuppressedCount アナログ
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たとえば、認識される時間までに、温度を示すタグが Warm、Hot、および 
Overheat アラームをトリガーすることがあります。また、タグは認識される前に

何度かアラーム状態になったり、アラート状態でなくなったりすることもあり
ます。 

以前と現在のすべてのタグのアラームに必要なのは 1 回の認識のみです。この

ため、アラーム ログ ファイルはアラームより少ない認識を示すことがあります。

アラームを認識する

HMI タグ アラームを認識するには、以下のいずれかの方法を使用します。

 HMI タグ アラーム サマリで、[認識] または [すべて認識] をクリックする。

 FactoryTalk View コマンド Acknowledge を単独で使用するか、パラメータと一

緒に使用して、タグまたはタグのグループの名前を指定する。

 FactoryTalk View コマンド AcknowledgeAll を使用する。また FactoryTalk View 
Site Edition ヘルプも参照してください。

認識されていないアラームは、HMI タグ アラーム サマリが一杯になるか、 

アラーム監視がオフになるか、システムがシャットダウンするまでは、未処理
のままになります。

アラーム抑制

1 つまたは複数の HMI タグについてアラーム監視を抑制できます。これは、 

機器の一部をテストするか、修理または保守を実行するのに便利です。

アラーム監視を抑制するには、FactoryTalk View コマンド SuppressOn を使用しま

す。監視されていないタグのリストを表示するには、抑制リストを使用します。
また、このリストから監視を再開することもできます。

SuppressOn コマンドおよび SuppressOff コマンドの使用に関する詳細について

は、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

式の中のアラーム関数

HMI タグがアラーム状態になるか、FactoryTalk View SE アラーム イベントが発

生すると、タグまたはアラーム イベントの値と共にアラームに関する情報が記

録されます。 

式を使用すると、タグごとにこの情報を取得できます。
11–12



11 • HMI タグ アラームを設定する    
•  •  •  •  •

11 ????????
アラーム状態の HMI タグをチェックする

HMI タグがアラーム状態であることをシステムが検出すると、内部アラーム 
ビットを設定し、タグがアラーム状態ではなくなると、ビットをリセットします。

以下の式は、HMI タグがアラーム状態であるかどうかをチェックします。

ALM_IN_ALARM (tag )

ここで、tag はアラームをチェックする HMI タグの名前です。

タグがアラーム状態である場合は、式の結果は 1 です。タグがアラーム状態で

ない場合は、式の結果は 0 です。

この式を使用する方法の 1 つは、ディスプレイのグラフィック オブジェクトの

可視性をアニメーション化することです。タグがアラーム状態になると、
ALM_IN_ALARM 式が 1 に設定され、オブジェクトが表示されます。これは、

アラームにオペレータの注意を集めるのに効果的な方法です。

認識された HMI タグ アラームをチェックする

以下の式は、HMI タグ アラームが認識されたかどうかをチェックします。

ALM_ACK (tag )

アラームが認識されると、式 ALM_ACK は 1 を返します。タグが認識されずに

アラーム状態でなくなった場合は、式の結果は 0 です。

以下の式は、指定されたパターンの複数のアラームがこれまでに認識されてい
るかをチェックします。

ALM_ALLACKED (tag *)

パターンが一致するすべてのタグが認識されると、式 ALM_ALLACKED (tag *) は 
1 を返します。いずれかのタグが認識されていないときは、式は 0 を返します。

アラーム監視が開始されたとき、アラーム状態になっていないタグの ALM_ACK 式は、デ

フォルトでは 1 を返します。デフォルトの動作を逆にするには、HMI サーバーが実行されて

いるコンピュータにレジストリ キー Alarm Initially Acked を作成します。さらに、キーの文字

列値を False に変更します。

キーを作成または変更するには、Windows Regedit32 ユーティリティを使用します。キーは次

の場所にあります。

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Rockwell Software\RSView Enterprise\
Alarm Server

Regedit32 ユーティリティの使用法の詳細については、レジストリ エディタ ウィンドウの 
[ヘルプ] をクリックしてください。
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アラームを監視するために式に他の関数を使用することもできます。アラーム機
能の完全なリストについては、「タグ関数」(ページ 20-16) を参照してください。

アラーム式でワイルドカード文字を使用する

組み込みアラーム関数では、式にワイルドカード文字を使用すると、一度に複
数のタグに関する情報を取得できます。

たとえば、以下の式はタグの任意のグループがアラーム状態であるかどうかを
チェックします。

ALM_IN_ALARM (alarm *)

ここで、alarm * は「alarm」で始まる名前のすべてのタグを示します。

1 つ以上のタグがアラーム状態である場合は、式の結果は 1 です。すべてのタグ

がアラーム状態でない場合は、式の結果は 0 です。

認識ビット

認識ビットは、以下の目的で使用できるデジタル タグです。

 HMI タグ アラームを認識する。

 HMI タグ アラームの認識された状態を監視する。

タグに認識ビットを設定している場合は、HMI サーバーは、認識ビットの値

を監視して、認識ビットの値が 0 から1 に変わるとアラームを自動的に認識し

ます。

アラーム ログ ファイルで、このトランザクションは、TransType (トランザク

ションのタイプ) フィールドの RmAck (リモート認識) によって識別されます。

グラフィック ディスプレイに 20 を超える HMI タグ アラーム関数が必要なときは、ディラ

イブド タグでアラーム関数を使用することをお勧めします。また FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプも参照してください。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) を表す。

アラーム式内のワイルドカードのパターンが多数のタグに一致する場合は、式を解決するのに

時間がかかることがあります。
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オペレータがアラームを認識すると、認識ビットは 1 に設定されます。オート 
リセット機能が有効である場合、タグがアラーム状態に戻ると、HMI サーバー

は認識ビットを 0 にリセットします。

認識ビットは、HMI タグ データベースでデジタル タグとして設定する必要があ

ります。認識ビットの設定の詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘル

プを参照してください。

ハンドシェイク ビット

ハンドシェイク ビットは、HMI タグ アラームのステータスを監視するために使

用できるデジタル タグです。

1 つのタグでハンドシェイク ビットを設定している場合は、タグがアラーム状

態になると、HMI サーバーはハンドシェイク ビットを 1 に設定します。オート 
リセット機能が有効な場合は、タグがアラーム状態でなくなると、HMI サー

バーはハンドシェイク ビットを 0 にリセットします。

ハンドシェイク ビットは、HMI タグ データベースでデジタル タグとして設定す

る必要があります。ハンドシェイク ビットの設定の詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

ハンドシェイクをオンに切り替える

ハンドシェイクは、デフォルトではオフになっています。ハンドシェイクをオン
に切り替えるには、以下を実行します。

 AlarmOn コマンドに /H パラメータを使用する。

 HandshakeOn コマンドを使用する。

FactoryTalk View SE ハンドシェイク コマンドの詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

HMI タグ アラームの設定手順の概要

FactoryTalk View SE アプリケーションの HMI タグ アラーム設定には以下のタス

クが含まれます。各タスクの詳細については、この章の後に続くセクションで
説明します。

HMI サーバーは、各認識ビット タグの値を監視します。多くの認識ビットを使用すると、シス

テムが大幅に遅くなることがあります。
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1. アラーム セットアップ エディタで、HMI サーバーのすべてのアラームの属

性を設定する。

 [セットアップ] タブで、 大更新頻度、HMI サーバーの冗長性が設定さ

れている場合の動作、およびその値が通常の範囲に近付いたときにアナ
ログ タグのアラームを生成するかどうかを指定する。

 [重要度] タブで、ロギング先と、アラーム重要度レベル (1 ～ 8) とアラー

ム イベントの通知タイプを指定する。

 [ユーザー メッセージ] タブで、アラーム発生時にシステムのデフォルト 
メッセージの代わりに使用するユーザーのデフォルト メッセージを作成

する。

2. HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールを使用して、アラーム ログ 
ファイルを設定する。ファイルが保存される場所、およびログ ファイルが作

成および削除される時間 (または、作成および削除するかどうか) を指定でき

ます。

3. タグ エディタのアナログまたはデジタル アラーム エディタで、監視する 
HMI タグごとのアラーム条件を指定する。アナログとデジタル タグではア

ラームを定義できますが、文字列タグには定義できません。

4. グラフィック エディタで、アラーム情報ディスプレイを設定する。グラ

フィックディスプレイでは、以下を実行できます。

 アラーム サマリを設定する。

 アラーム関数またはアラーム システム タグを使用する数値または文字列

ディスプレイを埋め込む。

 アラームの監視を開始および停止する方法を提供する。

一般的な HMI タグ アラームの動作を設定する

アラーム セットアップ エディタを使用して、所定の HMI サーバーのすべての 
HMI タグ アラームの一般的な機能を指定できます。以下のタブがあります。

FactoryTalk View AlarmOn および AlarmOff コマンドは、HMI サーバーで監視するア

ラームを制御します。アラームの監視の開始と停止を選択する方法は、ネットワーク分

散アプリケーションでは特に重要です。詳細については、ページ 11-48 を参照してくだ

さい。
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 [セットアップ] タブ、アラームの監視と通知の一般的な動作を指定します。

 [重要度] タブ、個々の重要度についてロギングとアラームの動作を設定し

ます。

 [ユーザー メッセージ] タブ、デフォルトのシステム メッセージの代わりに使

用するカスタム アラーム メッセージを作成します。

アラーム セットアップ エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。

アラーム セットアップ エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI タグ アラーム 
フォルダを開きます。 

2. アラーム セットアップ アイコンを右クリックして、[開く] をクリックします。

また、アラーム セットアップ アイコンをダブルクリックするか、アイコン

を FactoryTalk View Studio のワークスペースにドラッグすることもできます。

アラームの重要
度を設定する。

アラーム メッ

セージを作成し、 
システム メッ

セージと置き換
える。
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アラームの監視を設定する

アラーム セットアップ エディタの [セットアップ] タブで、以下を指定できます。

 アラームがトリガーしきい値を超えてから戻ったときにシステムがどのよう

に動作するか。

 システムが新しいアラームをチェックする頻度。

 冗長 HMI サーバーの使用中にアラームがロギングおよび印刷される場所。

アラーム トリガーのしきい値

アナログ タグの値が指定されたアラームのしきい値に達すると、HMI タグ ア
ラームがトリガーされます。

タグの値がアラームのしきい値の上下で変動する場合は、タグの値がしきい値
を上回るか下回るたびにアラームがトリガーされます。この機能を使用するか
どうかを指定できます。動作の例については、ページ 11-4 を参照してください。

システムがアラームをチェックする頻度を指定する

システムは、アラーム セットアップ エディタで指定された 大更新頻度よりも

頻繁にアラームをチェックすることはありません。

大更新頻度と、タグの値が変化すると思われる頻度を一致させます。たとえ
ば、ゆっくりと変動する温度を監視している場合は、急激に変化する製造工程
を監視する場合よりも頻繁にアラームをチェックしないようにします。

冗長サーバーでアラーム監視を設定する

冗長 HMI サーバーを設定した場合、HMI タグ アラームは、アクティブな HMI 
サーバーのみか、アクティブおよびスタンバイの両方の HMI サーバーでロギン

グおよび印刷できます。

詳細については、14 章、FactoryTalk システムの可用性を設定するを参照してく

ださい。

HMI タグ アラームの状態を適切に同期するには、プライマリとセカンダリの HMI サーバーの

クロックがタイム サーバーと同期し続けることが必要です。クロックが同期していない場合に

フェイルオーバーが発生すると、複数のアラームまたは矛盾した情報がアラーム サマリに表示

されることがあります。
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アラームの重要度を設定する

アラーム セットアップ エディタの [重要度] タブで、各 HMI タグ アラームの重

要度とアラーム インシデントに対してロギング先と通知オプションを設定でき

ます。

各重要度またはインシデントについて、アラーム ログ ファイル、プリンタ、ま

たは両方にロギングできます。また、特定の重要度のアラームについて通知を

処理する方法を指定することもできます。

アラームまたはインシ
デント

ロギング内容 (ファイル、プリンタ、またはその両

方にロギング)

1 ～ 8 の重要度 アラーム状態メッセージ。

アラームの範囲外 アラーム外メッセージ (アラーム状態メッセージをロ

ギングするように設定された任意の重要度の場合)。

認識 認識メッセージ (アラーム状態メッセージをロギン

グするように設定された任意の重要度の場合)。

フォルト すべてフォルト メッセージ。

抑制 すべて抑制メッセージ。

アラームの
重要度

アラーム 
インシデント
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アラーム メッセージを設定する

アラーム メッセージは、HMI タグ アラームに関する情報を報告します。アラー

ム メッセージを設定する場合は、システムのデフォルトを使用するか、各メッ

セージの内容を定義できます。

アラーム セットアップ エディタの [ユーザー メッセージ] タブで、以下の内容を

定義できます。

 アラーム状態メッセージ: アナログ タグのアラームのしきい値を超えた場合

か、デジタル タグが状態を変更した場合にロギングされます。

 アラーム外メッセージ: タグがアラーム状態ではなくなるとロギングされます。

 認識メッセージ: アラームが認識されたときにロギングされます。

プリンタにロギングする場合は、ドットマトリクス プリンタなどの連続用紙プリンタのみ使用

できます。レーザ プリンタなどのページ プリンタはサポートされていません。

ユーザ定義のメッ
セージを作成するに
は、対応するボック
スにメッセージを入
力します。

ファイルまたはプ 
リンタにロギングす
る際のユーザー メッ

セージを作成でき 
ます。
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[ユーザー メッセージ] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

メッセージの内容を定義する

メッセージの内容を定義するには、システムのデフォルト メッセージ、ユー

ザーのデフォルト メッセージ、およびカスタム メッセージの任意の組合せを使

用します。

システムのデフォルト メッセージは一連のプレースホルダです。実行時に、これ

らのプレースホルダはトリガーされたアラームに関する情報に置き換わります。

すべてのアラームおよびアラーム イベントには、システム デフォルト メッセー

ジが自動的に使用されます。アラーム イベントは、AlarmEvent コマンドにより /L 
パラメータを使用したログ メッセージ文字列を指定していない場合に使用され

ます。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

アラーム メッセージは、HMI タグ アラーム サマリではなく、HMI タグ アラーム ログ ファイ

ルに表示されます。

プレースホルダ 置き換わる内容

\C タグの現在の値。

\D メッセージが送信された日付。

\L アナログ アラームとデジタル アラーム エディタの

アナログ アラーム フィールドで指定されるアラー

ム ラベル。

\N アラームのタグ名。

\S アラームのタグの説明。

\T メッセージが送信される時刻。

\U タグ エディタの単位フィールドで指定されている

単位。

\V 超えたしきい値。

\C、\L、\U、および \V がアラーム認識メッセージに使用される場合は、それらのプレースホル

ダには情報が含まれません。
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例:メッセージ プレースホルダ

out-of-alarm メッセージを以下のように設定します。

\11D \8T Tag \10N is out of alarm.

実行時に、以下のように表示されます。

01/22/06 11:45:02 Tag PUMP3 is out of alarm.
01/22/06 11:47:23 Tag PUMP4 is out of alarm.
01/22/06 11:48:14 Tag PUMP5 is out of alarm.

[メッセージ] 列の幅は、バックスラッシュとプレースホルダ文字の間に指定され

たスペースの数です。この例では、[日付] 列には 11 のスペース (\11D) があり、時

刻には 8 のスペース (\8T) があり、タグ名には 10 のスペース (\10N) があります。

ユーザー デフォルト メッセージ: システムのデフォルト メッセージを置き換え

るために作成するメッセージです。言葉とプレースホルダの両方を使用して、

ユーザー デフォルトを定義できます。

カスタム メッセージ: タグごとに適用されます。タグ エディタの、アナログ ア

ラームまたはデジタル アラームのいずれかのエディタにある [アラーム メッ

セージ] タブで設定できます。

カスタム メッセージを作成するには、希望するメッセージを入力します。言葉

とプレースホルダの両方を使用して、カスタム メッセージを定義できます。

HMI タグのアラーム条件を設定する

タグ エディタでアナログ アラームおよびデジタル アラーム エディタを使用し

て、アラームを監視するアナログおよびデジタル タグごとにアラームをトリ

ガーする条件を指定できます。

タグ エディタを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI タグ フォルダ

を開いて、タグ アイコンを右クリックし、[開く] をクリックします。
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タグを作成するときにタグにアラームを設定するか、後でアラームを設定する
こともできます。

アラーム条件をアナログまたはデジタル タグに追加するには

1. タグ エディタのスプレッドシート セクションで、アラーム条件を設定する

アナログまたはデジタル タグを選択します。

2. タグ エディタのフォーム セクションで、アラーム ボタンの隣にあるチェッ

ク ボックスを選択します。

すでにタグに設定されたアラーム条件を修正するには

1. タグ エディタのスプレッドシート セクションで、アラーム条件を修正する

アナログまたはデジタル タグを選択します。

2. タグ エディタのフォーム セクションで、[アラーム] をクリックします。

タグにアラームが定
義されている場合は、
[アラーム] 列に X が
表示されます。

選択したタグにア
ラームを追加するに
は、[アラーム] 
チェック ボックスま

たはボタンをクリッ
クします。
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HMI アナログ タグにアラームを設定する

HMI アナログ タグのアラーム設定には以下のタスクが含まれます。

1. アラームのしきい値を設定し、しきい値を超えたときに表示するメッセージ
を選択します。

2. タグがアラーム状態ではなくなり、オペレータがアラームを認識したときに
送信されるメッセージを設定します。

3. デッドバンドやハンドシェイクなどの高度な機能を設定します。

アナログ アラーム エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

HMI デジタル タグにアラームを設定する

HMI デジタル タグのアラーム設定には以下のタスクが含まれます。

1. アラーム状態を設定します。

2. タグがアラーム状態ではなくなり、オペレータがアラームを認識したときに
送信されるメッセージを設定します。

3. ハンドシェイクなどの高度な機能を設定します。

デジタル アラーム エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションでは、実行時に HMI タ
グ プロパティとアラーム プロパティを修正し、クライアントを再起動すること

なく、接続されたクライアントでこれらの変更を有効化できます。 

HMI タグ プロパティは、FactoryTalk View Studio のタグ エディタ、HMI タグ ダ
イアログ ボックス (タグ ブラウザから開くことができる) またはタグ インポート

およびエクスポート ウィザードで修正できます。

HMI タグ アラーム プロパティは、タグ エディタから開くことができるアナログ

またはデジタル アラーム エディタで修正できます。アラーム変更を有効化する

ために、AlarmAcceptEdits コマンドを実行する必要があります。

冗長ネットワーク分散アプリケーションの場合は、FactoryTalk View Studio でプ

ライマリ サーバーで行なった変更をセカンダリ サーバーに複製することもでき

ます。
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詳細情報:

 HMI タグ プロパティの修正については、ページ 14-28 を参照してください。

 HMI タグ アラーム プロパティの修正については、ページ 14-32 を参照して

ください。

 プライマリ サーバーからセカンダリ サーバーに変更を複製する場合は、

ページ 14-19 を参照してください。

FactoryTalk View SE アラーム イベントについて

PLC ラダー ロジック、カスタム プログラム、または他の対応するツールを使用

してアラーム検出アルゴリズムを記述することにより、HMI タグ アラーム監視

をカスタマイズおよび拡張できます。

さらに、アラーム サマリでの通知、ロギング、印刷、および表示のためにア

ラーム検出アルゴリズムに応答するように、アラーム イベントを HMI タグ ア
ラームのサブシステムに追加できます。

アラーム イベントにタグ名を使用することで、タグのアラーム機能をカスタマ

イズできます。たとえば、アラーム イベントを使用して 8 つを超えるしきい値

が設定されたタグを提供することができます。また、アラーム イベントを使用

してアラームのタイム スタンプを指定することもできます。

アラームはバックグラウンドでスキャンされるため、急速に発生した複数のア
ラームは、それらがすべて同時にスキャンされて同じタイム スタンプを生成する

ことがあるため、FactoryTalk View SE で順番通りに表示されないことがあります。

アラームが発生する順番が重要な場合は、PLC でアラームをバッファし、ア

ラーム イベントを使用することで FactoryTalk View SE でアラームに正確なタイ

ム スタンプで記録することによって、HMI タグ アラームの正確なタイム スタン

プを記録できます。

FactoryTalk View SE アラーム イベントを作成するには、AlarmEvent コマンドを

使用します。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

イベントベースのアラームの動作方法

FactoryTalk View SE アラーム イベントによって、HMI タグを使用しなくてもア

ラームを作成できます。イベントベースのアラームは、HMI タグ アラームの動

作と同じように機能します。以下を実行できます。

 HMI タグ アラーム サマリで、イベントベースのアラームを表示およびフィ

ルタする。
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 Acknowledge コマンドを使用して、イベントベースのアラームを個別に認識、

またはワイルドカード文字を使用して認識する。

 アラーム システム タグでイベントベースのアラームを使用する。

 イベントベースのアラームをディスクまたはプリンタにロギングする。

また、式内の HMI タグ アラーム関数に FactoryTalk View SE アラーム イベントを

使用することもできます。

FactoryTalk View SE、またはアプリケーション用に作成したアラーム検出アルゴ

リズムでは、イベントベースのアラームに現在時刻、または固有の日付と時刻
をスタンプできます。

イベントベースのアラームと HMI タグ アラームの違い

FactoryTalk View SE アラーム イベントは、以下の点が HMI タグ アラームとは異

なります。

 アナログ アラーム イベントでは、しきい値を指定できない。すべてのアナ

ログ アラーム イベントは 0 の値を持っている。

 イベントベースのアラームには、アラーム ラベルを指定できない。つまり、

HMI デジタル タグのアラームには IntoAlarm と OutOfAlarm ラベルを、また

は HMI アナログ タグのアラームにはしきい値ラベルを使用できません。

 イベントベースのアラームは抑制できない。

 アラーム イベントには認識ビットとハンドシェイク ビットがない。

 イベントベースのアラームでは、コマンド、マクロ、またはカスタム プログ

ラムを実行するための識別機能を使用できない。

 AlarmOff コマンドを実行した後、または HMI サーバーがシャットダウンし

た後、イベントベースのアラームは保持されない。

アラーム イベントに名前を付ける

作成する各アラーム イベントには名前を指定する必要があります。イベント名

は、タグにアラーム条件が設定されていない限りは、HMI サーバーのタグ デー

タベースのタグにできます。

AlarmOn コマンドを実行するまでアラーム イベントは処理されず、AlarmOff コマンドを実行し

た後はアラーム イベントは処理されなくなります。
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アラーム イベント名は 大 255 文字の長さで、以下の文字を含むことができ

ます。

 A ～ Z

 0 ～ 9

 アンダースコア ( _ ) とダッシュ ( – )

アラーム イベント名が数字で始まるか、ハイフンを含む場合に、式で使用する

場合、たとえば、{N33-0} のように名前をかっこ { } で囲みます。

また、1 つの式で複数のアラーム イベントを表すためにワイルドカード文字を

使用するときは、たとえば、{alarm*} のようにかっこを使用します。

アラーム イベント名では可読性のために大文字と小文字が保持されますが、大

文字と小文字は区別されません。たとえば、HopperOverflow と hopperoverflow と
いう名前のアラーム イベントは区別されません。

イベントベースのアラームのロギング方法

アラーム ログ ファイルは、アラーム トランザクションがロギングされた順番で

イベントベースのアラームを表示します。アラーム イベントにタイム スタンプ

を指定すると、アラーム ログでは、トランザクションは順番に表示されません。

アラーム イベントのタイプについて

AlarmEvent コマンドを使用して、into-alarm と out-of-alarm イベントを作成しま

す。out-of alarm イベントが受信される前に、同じイベント名の複数の into-alarm 
イベントを処理できます。

状態が変化するタイプのアラームには InAndOutOfAlarm イベント タイプを使用

します。それより前に into-alarm イベントがない場合は、out-of-alarm イベントは

無視されます。

HMI タグ アラームのロギングを設定する

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールを使用して、以下を指定します。

 アラーム ログ ファイルを保存する場所。

 アラーム ログ ファイルが作成または削除される時間。
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 アラーム データを中央の ODBC 準拠のデータベースにロギングするかどう

か (オプション)。

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールを開く

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールを開くには、以下のいずれかの方

法を使用します。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console の 
[ツール] メニューで、[HMI タグ アラーム ログ セットアップ] をクリックし

ます。

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[SE HMI タグ アラーム ログ 
セットアップ] をクリックします。

HMI タグ アラーム ログ ファイルの詳細については、以下を参照してください。

 「実行時にアラーム ログ ファイルに注釈を追加する」(ページ 11-35) 。

 「HMI タグ アラーム ログ ファイルを表示する」(ページ 11-33) 。

アラーム ロギングは、アラームのタグを監視する HMI サーバーが実行されているコンピュータ

ごとに個別に設定する必要があります。これを行わない場合、設定は有効にはなりません。

2 つの HMI サーバーがコンピュータで実行されている場合は、アラーム ログには両方の HMI 
サーバーのデータが含まれます。ハード ディスクの全容量がコンピュータで消費されると、 

アラーム ロギングが停止します。
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ログ ファイルが格納または印刷される場所を指定する

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールの [ロギング] タブで、コンピュー

タ上でアラーム ログ ファイルを格納する場所を指定できます。デフォルトの場

所は以下の通りです。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\SE\AlarmLog

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\All 
Users\Shared Documents\RSView Enterprise\SE\AlarmLog

アラーム情報をプリンタにロギングする場合は、情報を印刷する場所も指定で

きます。[ロギング] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックし

てください。

ログ ファイルを作成および削除する時間を指定する

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールの [ファイル管理] タブで、アラー

ム ログ ファイルが作成および削除される時間を指定できます。

システムを設定して新しいログ ファイルを定期的に作成したり、新しいファイ

ルの作成を禁止したりすることができます。

24 時間ごとに、 大 26 の新しいファイルを作成できます。27 番目のファイル

を作成しようとすると、FactoryTalk View は 26 番目のファイルにデータをロギン

グし続けます。夜中に、次の日付のために、 初の新しいファイルで再度順番

が開始されます。

指定された期間の後か、指定された数のファイルが作成されると、ログ ファイ

ルを削除するようにファイル管理を設定できます。削除するようにスケジュー

ルされたファイルは、新しいファイルが作成されると削除されます。

たとえば、毎日新しいファイルで開始して、3 日ごとに も古いファイルを削除

するようにロギングを設定すると、システムは、当日と 3 日前までのアラーム 

ログ ファイルを保存します。新しいファイルを作成するたびに、 も古いファ

イルは削除されます。

ファイルを削除しないようにするには、[古いファイルの削除] の下のチェック 

ボックスをオフにします。
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[ファイル管理] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

中央の ODBC データベースにロギングする周期を設定する

HMI タグ アラーム ログ セットアップ ツールの [セントラル ロギング] タブで、

中央の ODBC 準拠のデータベースへのロギングを設定できます。 

セントラル ロギングを行うには、アラーム ログ ファイルの内容を定期的に 
ODBC 準拠のデータベースにエクスポートします。FactoryTalk View は次の 
ODBC 準拠のデータベースをサポートしています。Sybase SQL サーバー、Oracle、
および Microsoft SQL サーバー。

[セントラル ロギング] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

セキュリティを設定してリモート コンピュータにアラームをロギン

グする

HMI サーバーのコンピュータに配置されていない ODBC データベースに HMI 
タグ アラームをロギングしている場合は、特定の DCOM セキュリティ設定を変

更する必要があります。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してくだ

さい。

ODBC 形式にアラーム ログ ファイルを手動でエクスポートする

また、FactoryTalk View コマンドの AlarmLogSendToODBC を使用して、アラーム 
ログ ファイルの内容を手動で ODBC 準拠のデータベースにエクスポートするこ

ともできます。

指定されたデータベースのテーブルが ODBC に準拠していない場合は、エクス

ポートが失敗します。テーブルが存在しない場合は、FactoryTalk View はテーブ

ルの作成を試みます。

ODBC テーブルにデータをエクスポートすると、FactoryTalk View はアラーム ロ
グ .dat ファイルを格納する同じパスにある Alarm.exp と呼ばれる制御ファイルに

データの追跡を保持します。データをエクスポートするたびに、 新のデータ
のみがエクスポートされます。

も古いファイルを削除するようにファイル管理を設定し、ODBC データベースにデータをエ

クスポートする場合は、 も古いファイルが削除される前に確実にデータをエクスポートして

ください。これを行わない場合は も古いデータが失われます。
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ただし、制御ファイルを削除すると、AlarmLogSendToODBC コマンドを実行した

ときに .dat ファイル内のすべてのアラーム ログ データがエクスポートされます。

例:必要に応じて ODBC 形式にアラーム ログ ファイルをエクスポー

トする

必要に応じてアラーム ログ ファイルの内容を ODBC 準拠のデータベースにエク

スポートするには、押下時のアクションとして AlarmLogSendToODBC コマンド

を使用するボタンを含むグラフィック ディスプレイを作成します。

実行時にオペレータがボタンを押すと、アラーム ログ ファイルの内容が ODBC 
データベースにエクスポートされます。

AlarmLogSendToODBC コマンドは、 後にエクスポートしてからアラーム ログ 
ファイルに追加されたレポートのみをエクスポートします。

HMI アラーム ロギングの ODBC データベースのスキーマ

FactoryTalk View は、ODBC 準拠のデータベースに格納できる HMI タグ アラー

ムおよびデータ ログ情報を生成します。

ODBC 形式で格納される HMI タグ アラーム データは、以下の表を使用します。

アラーム ログ ファイル名に名前を付ける方法については、ページ 11-34 を参照

してください。

列 内容 SQL データ タイプ 長さ

TimeStmp データがロギングされた時刻および日付 
(UTC 形式)。

ヒント: ODBC データベースが 
SQL_TIMESTAMP をサポートしていない場合

は、データが切り捨てられることがあります。 
Oracle ODBC ドライバを使用している場合は、

たとえば、日付と時刻データの切り捨てを防
ぐためには、SQL_TIMESTAMP の代わりに 
SQL_DATE を使用します。

SQL_TIMESTAMP ドライ 
バに依存

MilliTime データがロギングされたときのミリ秒単位の
時刻。

SQL_INTEGER 3
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TransType 生成されたアラームのタイプ。トランザク
ション タイプは、以下のうちの 1 つです。

SysAk (システム認識)
InAlm (アラーム状態)
OutAlm (アラーム外)
InFlt (フォルト状態)
OutFt (非フォルト状態)
Ack (認識)
RmAck (リモート認識)
SupOn (抑制オン)
SupOf (抑制オフ)
Remar (注釈)

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

6

AlarmType FactoryTalk View がトランザクション タイプに

割り当てる番号。

0＝SysAk (システム認識)
1＝InAlm (アラーム状態)
2＝OutAlm (アラーム外)
3＝InFlt (フォルト状態)
4＝OutFt (非フォルト状態)
5＝Ack (認識)
6＝RmAck (リモート認識)
7＝SupOn (抑制オン)
8＝SupOf (抑制オフ)
9＝Remar (注釈)

SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

1

SrcArea アラームが発生した領域。 SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

80

TagName アラームの原因となったタグまたはアラーム 
イベントの名前。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

255

TagValue アラームが発生したときのタグの値。 SQL_DOUBLE、または 

SQL_INTEGER、 または 
SQL_SMALLINT

20 (小数点以

下の桁数 10)

TagType アラームのタグのタイプ:アナログの場合は 2、
デジタルの場合は 1。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

1

ThreshVal しきい値。 SQL_DOUBLE、または 
SQL_FLOAT

20 (小数点以

下の桁数 10)

列 内容 SQL データ タイプ 長さ
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HMI タグ アラーム ログ ファイルを表示する

HMI タグ アラーム ログ ビューアでアラーム ログ ファイルの内容を表示します。

ファイルの内容はアラーム セットアップ エディタで定義された重要度によって

異なります。詳細については、ページ 11-19 を参照してください。

ローカル コンピュータまたはリモート コンピュータに格納されたアラーム ログ 
ファイルを表示し、アラーム ログ ビューアに表示されるログ ファイルの数を選

択できます。各アラーム ログ ファイルは、HMI タグ アラーム ログ ビューアの

別々のタブに表示されます。

ThreshNum しきい値の番号。 SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

1

ThreshLabl しきい値のラベル。 SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

21

Severity アラームの重要度。 SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

1

UserID アラーム トランザクションを開始したユー

ザーの名前 (ドメイン名があればドメイン名を

含む)。トランザクションが HMI サーバーに

よって起動されたときは、ユーザーは NT 
Authority\System です。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

38

Dscrptn トランザクション (アラーム) タイプに関連す

るメッセージ、アラーム イベントのログ メッ

セージ、またはアラーム ログの注釈。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

132

SrcComputr アラームを発生させたコマンドまたはアク
ションを開始したコンピュータの名前。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

15

UserName アラーム トランザクションを開始したユー

ザーの名前 (ドメイン名があればドメイン名を

含む)。トランザクションが HMI サーバーに

よって起動されたときは、ユーザーは NT 
Authority\System です。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

255

列 内容 SQL データ タイプ 長さ
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アラーム ログ ビューアを開く

HMI タグ アラーム ログ ビューアを開くには、以下のいずれかの方法を使用し

ます。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console の 
[ツール] メニューで、[HMI タグ アラーム ログ ビューア] をクリックします。

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[SE HMI タグ アラーム ログ 
ビューア] をクリックします。

アラーム ログ ビューアのヘルプを開くには

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk View] > [ツール] をクリックし、[SE HMI タグ アラーム ログ 
ビューア ヘルプ] をクリックします。

実行時にアラーム ログ ビューアを表示するには

1. グラフィック ディスプレイで、HMI タグ アラーム ログ ビューアを開くため

にオペレータが使用できるボタンを作成します。

2. 押下時のアクションとして、以下のコマンドを入力します。

AppStart “C:\Program Files\Rockwell Software\RSView Enterprise\ 
AlarmLogViewer.exe”

パラメータにスペースがあるため、引用符を含む必要があります。

アラーム ログ ファイル名

HMI タグ アラーム情報は、専用の形式でファイル セットに格納されます。

アラーム ログ ファイルが作成されると、自動的に名前が付けられます。名前

は、ファイルが作成された日付とその中に含まれているデータのタイプに基づ
いています。

名前の形式は、YYYYMMDDnz.dat です。ここで、

実行時、オペレーティング システムのルールが原因で、アラーム ログ ビューアが FactoryTalk 
View SE Client ウィンドウの背面に開くことがあります。これに気づかない場合は、再度

ビューアを開こうとして、別のインスタンスを開くことになります。これによって、同時に複

数のビューアを開くことになります。

これを防ぐには、ビューアを手動で前面に移動して、不要な場合は閉じます。また、Rockwell 
Automation ナレッジベースの Answer ID 9041 で文書化された、プログラムを使用した解決方

法を使用することもできます。
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 YYYY は 4 桁の年です。

 MM は月です。

 DD は日です。

 n は連続する文字 (‘A’、‘B’、‘C’ など) です。この文字は、ファイルが作成さ

れた順番を示します。1 日に 大 26 のファイル (‘A’～‘Z’) を作成できます。

夜中に、順番は再度 ‘a’ から開始されます。

 z はファイル タイプです。‘L’ ( 大文字の L) はアラーム用です。

短いファイル名を使用する場合、またはログ ファイルを格納するパスが長い

ファイル名をサポートしていない場合は、名前の形式は YYMMDDnz.dat になり

ます。ここで、YY は年の 後の 2 桁です。

例: HMI タグ アラーム ログ ファイル名

20061015BL.dat という名前のログ ファイルは、2006 年 10 月 15 日に作成されま

した。‘ B’ は、この日に作成された 2 番目のファイルであることを示します。‘L’ 
(大文字の L) は、アラーム ログ ファイルであることを示します。

実行時にアラーム ログ ファイルに注釈を追加する

AlarmLogRemark コマンドを使用して、実行時に情報を HMI タグ アラーム ログ 
ファイルに追加します。 

コマンドのパラメータによって、テキスト コメント、アラームの重要度、およ

びタグ名をアラーム ログ ファイルに追加できます。他のパラメータによって、

注釈のテキスト部分をオペレータに要求したり、アラーム ログ ファイルだけで

なく、プリンタに注釈をロギングしたりできます。 

HMI タグ アラーム サマリにアラーム ログの注釈は表示できません。
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実行時には、一度に 1 つの [アラーム ログの注釈] ダイアログ ボックスのみが表

示され、次が表示される前にオペレータがダイアログ ボックスに応答する必要

があります。AlarmLogRemark の使用の詳細については、FactoryTalk View Site 

Edition ヘルプを参照してください。

アラーム ロギングを抑制する

指定された HMI タグのアラーム監視を抑制できます。これは、機器をテストす

るか、修理または保守を実行するのに便利です。

アラーム監視を抑制するには、SuppressOn コマンドを使用します。指定された

タグのすべてのアラームを抑制するには、AlarmOn コマンドの前に SuppressOn 

コマンドを実行します。これらのコマンドの使用の詳細については、FactoryTalk 

View Site Edition ヘルプを参照してください。

抑制リストを使用して、アラーム監視が行われていないタグを表示したり、ア

ラーム監視をオンに戻したりします。

抑制リストを開く

1. FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のエ

クスプローラ ウィンドウで、HMI タグ アラーム フォルダを開きます。 

2. 抑制リスト アイコンを右クリックしてから、[開く] をクリックします。

また、抑制リスト アイコンをダブルクリックするか、アイコンを FactoryTalk 

View Studio のワークスペースにドラッグすることもできます。

AlarmLogRemark コマンドを使用する前にアラーム ロギングをオンにする必要があります。ア

ラーム ロギングを開始するには、AlarmLogOn コマンドを実行します。また FactoryTalk View 
Site Edition ヘルプも参照してください。

オペレータにアラーム ロ
グ ファイルの注釈を入力

するように要求するに
は、AlarmLogRemark コ
マンドと共に /P パラ

メータを使用します。
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抑制リストの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

アラームの印刷を抑制する

すべての HMI タグのアラームの印刷を抑制するには、AlarmPrintOff コマンドを

使用します。アラームの印刷をリセットするには、AlarmPrintOn コマンドを使

用します。

適切な順番で AlarmOn および AlarmPrintOff を使用する

AlarmOn コマンドが実行されているときに、HMI タグ アラームの監視が開始さ

れると、アラームはアラーム ログ ファイルとプリンタにロギングされます。 

これはアラーム ログ ファイルとプリンタの両方の宛先が設定されている場合に

限ります。プリンタへのロギングを停止するには、AlarmPrintOff コマンドを実

行します。

AlarmOn および AlarmPrintOff が実行する順番は、実行時に発生する内容に影響

します。

 初に AlarmOn が実行されると、AlarmPrintOff が実行されるまでアラームは

アラーム ログ ファイルとプリンタにロギングされます。

 初に AlarmPrintOff が実行されてから、AlarmOn が続くときは、アラームは

アラーム ログ ファイルにロギングされますが、プリンタにはロギングされ

ません。プリンタへのロギングを再開するには、AlarmPrintOn を実行する必

要があります。

実行時に、FactoryTalk View SE Client から抑制リストを開くことはできません。

タグの抑制をオフに
するには、タグ名を
クリックしてから、
[抑制オフ] をクリッ

クします。

[すべてオフ] をク

リックして、リスト
のすべてのタグの抑
制をオフにします。
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AlarmPrintOff および AlarmPrintOn コマンドは、FactoryTalk View セッション全体

で保持されません。現在のセッションで AlarmOn の前に AlarmPrintOff を実行す

ると、アラームはプリンタに印刷されません。

ただし、FactoryTalk View SE をシャットダウンしてから再起動して、AlarmOn コ
マンドを実行すると、AlarmPrintOff を実行するまでアラームがアラーム ログ 
ファイルとプリンタの両方にロギングされます。

HMI タグ アラーム サマリを作成する

HMI タグ アラーム サマリは、HMI サーバー (または複数のサーバー ) に記録さ

れたアクティブ アラームを表示する表です。実行時に、オペレータは FactoryTalk 
View グラフィック ディスプレイ内でアラーム サマリを使用して、アラームを表

示したり、アラームを操作したりできます。

ディスプレイ内で新しいアラーム サマリのオブジェクトを作成するか、HMI タ
グ アラーム情報のグラフィック ライブラリで使用できる作成済みのアラーム 
サマリを使用できます。

新しい HMI タグ アラーム サマリ オブジェクトを作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ディスプレイ アイ

コンを右クリックして、[開く] をクリックします。

2. [オブジェクト] メニューで、[詳細] を選択してから [HMI タグ アラーム サマ

リ] をクリックします。

3. マウスをディスプレイ上で斜めにドラッグし、適切なサイズのアラーム サマ

リを描いてから、マウスのボタンを離します。

オブジェクトはディスプレイの一部にするか、グラフィック ディスプレイ全

体を埋めることができます。 

HMI タグ アラーム サマリの作成の詳細については、FactoryTalk View Site Edition 
ヘルプを参照してください。
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HMI タグ アラーム サマリの構成

グラフィック ディスプレイ内の新しい HMI タグ アラーム サマリ オブジェクト

は、以下のような外観になります。

アラーム サマリを設定するときに、表の列の数、列の幅、および列に含める情

報を決定します。

アラーム サマリに情報を提供する HMI タグと領域 (ネットワーク分散アプリ

ケーション内) を指定することもできます。

見出しを挿入する

[挿入] メニューの見出しを使用して (以下の図に示す)、実行時に HMI タグ ア
ラーム サマリに表示される情報を定義できます。

見出しを追加するには、メニューの項目をクリックしてから、アラーム サマリ

のヘッダー領域をクリックします。任意の数の見出しを追加でき、任意の順番
で配置できます。 

オペレータ名の見出しを挿入して、オペレータの名前を含めることができます。タグがアラー

ム状態になると、オペレータ名の列に Windows システム アカウントの名前が表示されます。

ユーザーがアラームを認識すると、列にそのユーザーの名前が表示されます。

[挿入] メニューのコ

マンドを使用して、
ヘッダー領域に見
出しを挿入します。

マウスを使用して、
スプリット バーを

上下に移動します。

実行時にアラーム
情報がアラーム サ
マリの本文に表示
されます。

[形式] メニューのコ

マンドを使用して、
ボタン バーの位置

とボタン バーに含

めるボタンを指定
する。
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フォントを選択する

HMI タグ アラーム サマリのヘッダーと本文は別のフォントにすることができま

す。たとえば、ヘッダーに大きなフォント、本文用に小さなフォントを選択で
きます。

フォントを変更するには、[形式] メニューで、[BodyFont] をクリックし、コン

ピュータで利用できるすべてのフォントを表示します。

大きなフォントをヘッダー領域に収めるには、スプリット バーを下方向にド

ラッグして領域のサイズを大きくします。

色および点滅スタイルを選択する

HMI タグ アラーム サマリの項目の色または点滅スタイルを指定するには、[形
式] メニューで [色] をクリックします。[色] ダイアログ ボックスで、以下に色を

指定できます。

 重要度 1 ～ 8 のメッセージ。

 アラーム外およびフォルト状態のメッセージ。

 ヘッダー、本文、およびボタンの領域。

ローカル アプリケーションの [挿入] メニューには [領域名] 見出しが含まれていません。

[挿入] メニューの項目をクリックすると、2 つのボックスがアラーム 
サマリに表示されます。ボックスをドラッグして、位置を変更しま
す。ボックスのハンドルをドラッグして、列の幅を変更します。
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また、以下に点滅スタイルを指定できます。

 重要度 1 ～ 8 のメッセージ。

 アラーム外およびフォルト状態のメッセージ。

[色] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリック

してください。

ボタンを選択する

[ボタン] ダイアログ ボックスで、HMI タグ アラーム サマリのボタン バーの位

置と、そのボタンの内容を指定できます。

個々のボタンの説明については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照して

ください。

HMI タグ アラーム サマリのボタンを選択する

1. アラーム サマリ エディタの [形式] メニューで、[ボタン] をクリックします。

2. [ボタン] ダイアログ ボックスで、アラーム サマリに配置する各ボタンの隣に

あるチェック ボックスを選択します。ボタンを削除するには、チェック 
ボックスをオフにします。 

ボタン バーを配置するには

1. アラーム サマリ エディタの [形式] メニューで、[ボタン バーの位置] をク

リックします。

2. 場所をクリックします。

以下の図では、ボタン バーは左にあります。

実行時に使用できるように、オペレータに [フィルタ] ボタンと [ソート] ボタンを提供すること

ができます。設計時に、アラーム サマリにソートおよびフィルタを設定することもできます。

設計時のフィルタまたはソート操作の結果は、実行時にアラーム サマリをアクティブにするた

びに保持されます。詳細については、「表示するデータを選択する」(ページ 11-42) を参照して

ください。
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ボタンのテキストを変更するには

1. 変更するボタンをダブルクリックします。

2. ボタンに新しいテキストを入力します。

表示するデータを選択する

実行時にアラーム情報が表示される方法とその内容を決めるために、HMI タグ 
アラーム サマリにソートとフィルタを設定できます。ネットワーク アプリケー

ションの場合は、アラーム サマリに完全なタグ名も表示できます。

タグ名付きの領域の名前を表示する

タグ名にそのタグが属する領域の名前を付けて表示するには、[データ] メニュー

の [完全なタグ名の表示] をクリックします。

このオプションは、ローカル アプリケーションでは使用できません。

アラーム情報をソートする

ソートを使用して、表示されるアラーム情報の順番を指定できます。フィルタ
されたデータもフィルタされていないデータもソートできます。[ソート] ダイ

アログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてくだ

さい。

ローカル アプリケーションでは、領域の名前によってソートすることはできま

せん。
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アラーム情報をフィルタする

フィルタを使用して情報を選択します。つまり、アラーム サマリに表示する情

報を指定します。フィルタで指定していない情報は、アラーム サマリに表示さ

れません。[フィルタ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

ローカル アプリケーションでは、領域の名前によってフィルタすることはでき

ません。

例:フィルタで領域とタグ名を使用する

Powertrain という領域からアラーム情報をすべて集めるには、以下のように入力

します。

/Powertrain::*

タグ名 Coolant_East に関して、現在の領域からアラーム情報を集めるには、以下

のように入力します。

Coolant_East

Coolant で始まる名前のすべてのタグに関して、現在の領域からアラーム情報を

集めるには、以下のように入力します。

Coolant*

現在の領域のアラーム情報すべて集めるには、以下のように入力します。

*

パターンに一致するタグ名に関して、特定の領域からアラームを集めるには、
以下のように入力します。

/Powertrain::Coolant*
/Press::FlowValve*

複数の HMI サーバーからアラームを集めるには、以下のように入力できます。

/Powertrain::*
/Press::*

また、領域またはタグ名を入力する代わりに、[領域] ボタンと [タグ] ボタンを

使用して領域またはタグ名を参照することもできます。
11–43



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

実行時にソートおよびフィルタを行う

デフォルトでは、HMI タグ アラーム サマリのアラーム情報は、日付と時刻、 

重要度、領域の名前 (ネットワーク分散アプリケーションのみ)、タグ名の順 

にソートされます。

これは、アラームが時系列で表示されることを意味します。同じ日時のアラー
ムが複数ある場合は、重要度の順番で表示されます。同じ日時で同じ重要度の
アラームがある場合は、タグ名の順番で表示されます。

[フィルタ] ボタンと [ソート] ボタンをボタン バーに追加すると、オペレータが

アラーム サマリに表示されるタイプまたは情報の順番を変更できるようになり

ます。実行時のフィルタとソート基準の変更は保存されません。

タグ プレースホルダを使用してアラーム情報のソースを指定する

タグ プレースホルダを使用して、HMI タグ アラーム サマリに表示するタグの領

域、サブ領域、またはフォルダ名を指定できます。

タグ プレースホルダは、クロスハッチ文字 (#) の後に 1 ～ 500 の番号を続けたも

のです。タグ プレースホルダにはワイルドカード文字とフォルダ名を含めるこ

ともできます。

実行時に、グラフィック ディスプレイのタグ プレースホルダは、ディスプレイ

でロードされたパラメータ ファイルまたはパラメータ リストで指定されたタグ

の値に置き換わります。

グラフィック ディスプレイでのタグ プレースホルダの使用の詳細については、

ページ 16-41 を参照してください。

例:タグ プレースホルダを使用して領域およびタグを指定する

次の例では、タグ プレースホルダ#1 をさまざまな方法で使用しています。

タグ プレースホルダは、必要なアラーム情報が含まれる領域の名前を表わすこ

とができ、領域に含まれるすべてのタグ (ワイルドカードで示される)を指定し

ます。

/#1::*

タグ プレースホルダは、サブ領域の名前を表わすことができます。

/Area1/#1/Area3::*

タグ プレースホルダは、指定された領域のタグの名前を表わすことができます。
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Area1::#1

タグ プレースホルダは、必要なアラーム情報が含まれる、指定された領域の

フォルダの名前を表わすことができ、領域に含まれるすべてのタグ (ワイルド

カードで示される)を指定します。

Area1::Folder/#1/*

選択したアラームのコマンドまたはカスタム プログラムを実行する

HMI タグ アラーム サマリでは、[実行] ボタンと [ID] ボタンを使用し、アラーム

に応じて、コマンド、マクロ、またはカスタム プログラムを実行します。

[実行] ボタンを使用してコマンドまたはプログラムを実行する

[実行] ボタンを使用して、ハイライトされたアラームに関してオペレータが実

行するコマンド、マクロ、またはカスタム プログラムを指定します。

また、Execute コマンドでパラメータを使用して、ハイライトされたアラームか

ら得られたデータをコマンドまたはカスタム プログラムに渡すこともできます。

たとえば、ハイライトされたアラームに関する情報を FactoryTalk Diagnostics ロ

グに転送するために、Execute コマンドとして注釈を指定できます。

タグの値とアラームの重要度を追加するには、Execute コマンドで使用できるパ

ラメータのリストから重要度と値を選択します。

Execute コマンド パラメータを追加する

パラメータは、[コマンドの実行] ダイアログ ボックスにリストされるのと同じ

順番で Execute コマンドに追加されます。

パラメータをマクロに渡すことによって、コマンド内のどの位置にでもパラ

メータを代入できます。マクロでのパラメータ使用の詳細については、「マクロ

内でパラメータを指定する」(ページ 24-17) を参照してください。

重要度と値は、IntoAlarm タイプのアラームの場合のみ表示されます。アラーム タイプ 
OutOfAlarm と IntoFault については、重要度は常に 0 になります。
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Execute コマンド パラメータは、[パラメータをカンマで区切る] チェック ボック

スを選択しない限りはスペースで区切ります。

領域名をパラメータに追加する

Execute コマンドのパラメータに領域名を含めるには、[コマンドの実行] ダイア

ログ ボックスで、[領域名の挿入] チェック ボックスを選択します。

実行時に、アラーム サマリでハイライトされたアラームの領域が [コマンド テ
キストの実行] フィールドの 初と 2 番目のワードの間に挿入されます。

領域の名前の位置は変更できないため、Execute コマンドを設定しているとき

に、[OK] をクリックする前に、ダイアログ ボックスの 1 番下に表示されてい 

るシンタックスが正しいことを確認してください。

代わりに、マクロを使用して、コマンド内の任意の位置にパラメータを代入す
ることができます。

[実行] ボタンを使用してカスタム プログラムを実行する

カスタム プログラムを実行する [実行] ボタンを設定する場合で、アラーム サマ

リを 1 つのアプリケーションから別のアプリケーションにコピーする場合、カス

タム プログラムが新しいアプリケーションで使用できることを確認する必要が

あります。これを行わない場合、[実行] ボタンはプログラムを実行しません。

例:[実行] ボタンで AlarmLogRemark を使用する

アラーム ログ ファイルに注釈を追加することをオペレータに要求するには、以

下の図に示すように、[コマンドの実行] ダイアログ ボックスで、[コマンド テキ

ストの実行] ボックスに AlarmLogRemark /P /T を入力してからタグ名パラメータ

を選択します。

スペースはコマンド テキストの終わりに自動的に追加されません。パラメータを使用している

ときに、コマンド、マクロ、またはカスタム プログラムの終わりと 初のパラメータの間にス

ペースを挿入するには、コマンド テキストの終わりに必ずスペースを入力してください。

Execute コマンドにタグ名パラメータを追加すると、アラーム サマリに領域が表示されていな

い場合でも領域の名前が常に含まるようになります。
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実行時:

 AlarmLogRemark コマンドの /P パラメータは、オペレータに注釈を入力する

ことを求めるプロンプトを表示します。

 AlarmLogRemark コマンドの /T パラメータは、アラーム ログ ファイルの 
[TagName] 列の文字列をロギングします。

 Execute コマンドのタグ名パラメータは、アラーム サマリでハイライトされ

たタグの名前を、アラーム ログ ファイルの [TagName] 列に記録します。

パラメータがアラーム サマリの [実行] ボタンのコマンド行に渡される順番は変

更できません。 

AlarmLogRemark コマンドが設定されているアラーム サマリの [実行] ボタンを使

用して、/T パラメータにタグ名を正しく追加するには、/T パラメータがコマンド

行の 後にあることを確認します。
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AlarmLogRemark コマンドの使用の詳細については、「実行時にアラーム ログ 
ファイルに注釈を追加する」(ページ 11-35) 、または FactoryTalk View Site Edition 
ヘルプを参照してください。

[ID] ボタンを使用してコマンドまたはプログラムを実行する

[ID] ボタンを使用して、HMI タグがアラーム状態のときにオペレータが実行で

きるコマンド、マクロ、またはカスタム プログラムを指定して、アラームに関

する追加情報を提供できます。

たとえば、動作が速すぎるモータを操作する方法に関する手順を含むディスプ
レイを開くため、[ID] ボタンを使用して Display コマンドを実行します。

[ID] ボタンの設定の詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照

してください。

HMI タグ アラームの監視を開始および停止する

HMI タグ アラームの監視を開始および停止するには多くの方法があります。 

アプリケーションに 適な方法を選択してください。

オペレータに HMI タグ アラームを開始および停止する方法を提供するには、 

グラフィック オブジェクトとあわせて FactoryTalk View コマンドおよびマクロを

使用します。FactoryTalk View コマンドのシンタックスの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

HMI タグ アラームの監視を開始する方法

アラームの監視を開始するには、以下のいずれかの方法を使用します。

 [HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [コンポーネント] タブ

で、[アラーム] チェック ボックスを選択します。アラームの監視は、HMI 
サーバーが次回実行されたとき、または HMI サーバーのコンポーネントが

手動で開始されたときに開始されます。

 マクロ エディタで、マクロの AlarmOn コマンドを使用します。[HMI サー

バーのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [コンポーネント] タブでマクロを

指定します。HMI サーバーが実行されると、アラーム監視が開始されます。
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 グラフィック エディタで、押下時のアクションとして AlarmOn を実行する

ボタン オブジェクトを作成します。ボタンを押すと、アラーム監視が開始さ

れます。

 グラフィック エディタで、アクションとして AlarmOn を実行するグラフィッ

ク オブジェクトにタッチ アニメーションを指定します。オブジェクトに触

れると、アラーム監視が開始されます。

 イベント エディタで、イベントの [アクション] ボックスに AlarmOn コマン

ドを入力します。

 FactoryTalk View Studio (または FactoryTalk View SE Administration Console) の
コマンド行で、AlarmOn を入力してから Enter キーを押します。

HMI タグ アラームの監視を停止する方法

アラーム監視のみを停止するには、以下のいずれかの方法を使用しま す。

 グラフィック エディタで、押下時のアクションとして AlarmOff を実行する

ボタン オブジェクトを作成します。ボタンを押すと、アラーム監視が停止し

ます。

 グラフィック エディタで、アクションとして AlarmOff を実行するグラ

フィック オブジェクトにタッチ アニメーションを指定します。オブジェク

トに触れると、アラーム監視が停止します。

 イベント エディタで、イベントのための [アクション] ボックスに AlarmOff 
コマンドを入力します。

 FactoryTalk View Studio (または FactoryTalk View SE Administration Console) の
コマンド行で、AlarmOff を入力してから Enter キーを押します。

また、コンピュータで実行されているすべての HMI サーバー コンポーネントを

停止することによって、アラーム監視を停止することもできます。詳細につい
ては、「HMI サーバー コンポーネントを手動で停止するには」(ページ 6-22) を参

照してください。

前の例で、アラーム監視を実行する HMI サーバーがホーム領域にない場合は、AlarmOn コマン

ドに領域の名前を含める必要があります。AlarmOn コマンドの使用の詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

前の例で、アラーム監視を実行する HMI サーバーがホーム領域にない場合は、AlarmOff コマン

ドに領域の名前を含める必要があります。AlarmOff コマンドの使用の詳細については、

FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。
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12 FactoryTalk アラームを設定する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk Alarms and Events とは。

 FactoryTalk アラームの主な概念。

 FactoryTalk アラーム設定に関する基本的な手順。

 システム全体のアラームとイベントのポリシーを設定する。

 Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する。

 タグ アラームとイベント サーバーを操作する。

 FactoryTalk タグベースのアラームを設定する。

 アラームとイベント履歴ロギングを設定する。

 アラームとイベント ディスプレイを設定する。

 アラームとイベント サマリを使用してアラームに対して監視および応答する。

 アラーム ステータス エクスプローラのアラーム ソースを操作する。

 アラームとイベントの履歴ログを表示する。

 タグを使用して、アラームの操作とアラーム ステータスの取得を行う。

 式内で FactoryTalk アラーム関数を使用する。

 アラームをインポートおよびエクスポートする。

FactoryTalk Alarms and Events について

アラームは、問題が発生した場合にオペレータに警告するため、ほとんどの工
場制御アプリケーションで重要な要素になっています。

アラームは、特定のデバイスまたはプロセスが事前定義された許容可能な限界
の範囲で停止したことを知らせたり、故障、摩耗、またはプロセスの不具合を
示したりします。多くの場合、アラームが認知されたかどうかを含めて、アラー
ムの記録をとることも重要です。

FactoryTalk View Site Edition では、HMI タグを使用して従来型のアラーム システ

ムを設定できます。
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また、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加した FactoryTalk アラーム 
サーバーによって、実行時クライアントに対するデバイスベースとタグベースの
アラーム データの分散を一元化するために、FactoryTalk Alarms and Events サービ

スを使用することもできます。

アプリケーションの設計、アラームを監視するのに必要なプロセス、アプリ
ケーションに使用されるデバイスのタイプ、およびそれらのデバイスにアラー
ム検出を構築するかどうかなどを考慮して選択します。

FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用する利点

アラームの監視および制御に FactoryTalk Alarms and Events サービスを使用する

ことには、従来型の HMI タグ アラームを使用する場合と比較して利点があり

ます。

FactoryTalk Alarms and Events は、1 つの統合されたアラーム情報のセットを提供

し、サポートするアラーム サーバーを介して配信されます。これは、

FactoryTalk のすべてのクライアントがデバイスベースとタグベースのアラーム 
アクティビティの一貫した表示が可能であることを意味します。

FactoryTalk Alarms and Events サービスは、FactoryTalk Security サービスとも統合

されます。これは、FactoryTalk システム ユーザーとコンピュータに対して、ア

ラーム ソースおよびデータへの異なるアクセス レベルを設定できることを意味

します。

FactoryTalk デバイスベースのアラームを選択する

FactoryTalk デバイスベースのアラームは、内蔵アラーム検出をサポートする 
Logix5000 コントローラに、アラーム命令を直接プログラミングすることで設定

します。
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以下に、HMI タグ アラームと比較した際の、デバイスベースのアラームを選択

するいくつかの理由を示します。 

以下の図に、Logix5000 コントローラから FactoryTalk View SE クライアントを実

行しているオペレータへの、デバイスベースのアラーム情報の流れを示します。

デバイスベースのアラームを使用する HMI タグ アラームを使用する

アラーム検出命令は、コントローラで
の 1 回のプログラミングのみ。

アラーム検出は、コントローラと 
FactoryTalk View SE でのプログラミン

グが必要。

HMI タグ アラームを設定するには、

初にコントローラのタグにマップされ
る HMI タグを作成する必要がありま

す。次に、個々の手順で、監視する 
HMI タグにアラーム条件を追加する必

要があります。

このプログラミング作業の重複は、 
エラーにつながることがあります。

アラームは、コントローラでの 1 回の

処理のみ。データ ポーリングがない。

これによってネットワーク オーバー

ヘッドが減り、アラーム検出が速くな
ります。

アラームは、コントローラと 
FactoryTalk View SE での処理が必要。 

HMI ソフトウェアはアラーム監視のた

めにコントローラのタグをポーリング
します。アラームが検出されると、
HMI ソフトウェアがクライアントに通

知します。

アラーム状態は、コントローラで管理、
処理、および保存。

アラーム状態は、HMI サーバー コン

ピュータに保存。コンピュータがネッ
トワークから切断されるか、HMI サー

バーが故障するか再起動されると、ア
ラーム状態が失われることがあります。 

タイム スタンプはコントローラに適用。

これによって、タイム スタンプがより

正確になります。また、複数のサーバー
とクライアントに同じタイム スタンプ

が提供されます。

ヒント: 複数のコントローラをアプリ

ケーションで使用する場合は、タイム 
スタンプを正確にするためにコント
ローラ クロックを同期します。

タイム スタンプは、HMI サーバー コン

ピュータに適用。 

タイム スタンプの精度と一貫性を保つ

には、サーバーとクライアント コン

ピュータのクロックを常に同期する必
要があります。
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FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加する 
Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) によって、デバイス

ベースのアラーム データを受信します。

詳細については、「Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する」(ページ 12-22) 
を参照してください。

FactoryTalk タグベースのアラームを選択する

FactoryTalk タグベースのアラームは、アラーム検出を内蔵していないデバイス

内のタグのアラーム条件を指定することで設定されます。

タグベースのアラームを使用して、統合 FactoryTalk Alarms and Events システム

にこれらのデバイスを含めることができます。

アラーム命令を Logix5000 コントローラにプログラムするには、RSLogix 5000 バージョン 16 
以降が必要です。FactoryTalk Alarms and Events サービスをサポートする Logix5000 ファミ

リーのコントローラの完全なリストについては、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照

してください。

FactoryTalk Alarms and 
Events サービスが、

FactoryTalk View グラ

フィック ディスプレイ

内のアラームとイベント 
オブジェクトにアラー
ム データを送る。

FactoryTalk View 
SE Client を実行し

ているオペレータ
は、グラフィック 
ディスプレイのア
ラームを監視およ
び操作する。

デバイス サーバーが、
FactoryTalk Alarms 
and Events サービスに

アラーム状態が変更さ
れたことを通知する。

コントローラはアラーム条件を検出して、
アラーム状態の変更をデバイス サーバー 
(たとえば、RSLinx Enterprise) に通知する。

アラームとイベン
ト履歴ログ

RSLogix 5000 のアラーム検

出命令がコントローラにプロ
グラムされる。

5

1

3

2

4
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古いプログラマブル コントローラ (PLC-5 または SLC 500) のタグ、OPC データ 
サーバーを介して通信するサードパーティのデバイスのタグ、または HMI サー

バーのタグ データベースの HMI タグにタグベースのアラームを設定できます。

内蔵のアラーム検出を設定しない場合は、デバイスベースのアラームをサポー
トしている Logix5000 コントローラに、タグベースのアラームを設定することも

できます。

FactoryTalk View SE Client は、FactoryTalk View SE アプリケーションに追加する

タグ アラームとイベント サーバーを経由してタグベースのアラーム データを

受信します。詳細については、「タグ アラームとイベント サーバーを操作する」

(ページ 12-24) を参照してください。

従来の HMI タグ アラームについて

HMI タグ アラームは、FactoryTalk View SE Server のタグ データベースの HMI タ
グにアラーム条件を指定することによって設定されます。

従来型の HMI タグ アラーム システムは、アプリケーションでその他の目的で 
HMI タグを使用していて、アラームについてそれらのタグを監視したい場合に

使用します。 

FactoryTalk View SE Client は、HMI タグを含む FactoryTalk View SE Server (別称、

HMI サーバー ) を介して HMI タグ アラーム情報を受信します。 

HMI タグ アラーム データは、FactoryTalk Alarms and Events サービスでは管理さ

れません。HMI タグ アラームに対して監視および応答するには、FactoryTalk 
View SE で使用可能な HMI タグ アラーム ディスプレイとログを使用する必要が

あります。

詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定するを参照してください。

FactoryTalk Alarms and Events に関する詳細情報 

この章では、重要な FactoryTalk Alarms and Events の概念の概要を記載し、

FactoryTalk View SE アプリケーションで FactoryTalk アラームを設定するために

行なう基本的な作業の一部を説明しています。
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たとえば、本マニュアルには、以下に関する基本的な情報が記載されています。 

 FactoryTalk View SE Client が FactoryTalk デバイスベースのアラーム情報を受

信できるように、Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) 
を設定する。

 FactoryTalk View SE Client が FactoryTalk タグベースのアラーム情報を受信で

きるように、タグ アラームとイベント サーバーを設定する。

 FactoryTalk View Studio のグラフィック エディタで利用できる FactoryTalkオ
ブジェクトを使用して、実行時アラームの監視と制御を設定する。 

 FactoryTalk アラームとイベント履歴ログを設定し、アラーム履歴情報を表示

する。

FactoryTalk View SE アプリケーションおよびコンポーネントの作成については、

本マニュアルの他の章を参照するか、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照

してください。

FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを開く

詳細な設定手順など、FactoryTalk Alarms and Events の包括的な情報は、

FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

ヘルプを開くには、次のいずれかの方法を使用します。 

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalkヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk ヘルプ ファイルで、ブック FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを

開きます。

 特定のオブジェクトのヘルプを確認するには、エディタとダイアログ ボック

スで [ヘルプ] をクリックします。

FactoryTalk Alarms and Events System Configuration ガイドを

開く

FactoryTalk システムの視点から、FactoryTalk Alarms and Events の迅速な設定に関

する段階的な手順については、FactoryTalk Alarms and Events System Configuration 
ガイドを参照してください。

本マニュアルには、RSLogix 5000 を使用してアラーム命令を Logix5000 コントローラにプロ

グラムするための情報は記載されていません。詳細については、RSLogix 5000 のドキュメント

または FactoryTalk Alarms and Events System Configuration ガイドを参照してください。
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System Configuration ガイドを開くには、FactoryTalk View Studio の [ヘルプ] メ
ニューで [オンライン ブック] をクリックしてから、[FactoryTalk Alarms and 
Events System Configuration ガイド] をクリックします。

FactoryTalk Alarms and Events の主な概念

このセクションでは、FactoryTalk Alarms and Events サービス、コンポーネント、お

よびデータを説明するために一般的に使用される用語と概念の一部を示します。

アラームおよびイベント

FactoryTalk Alarms and Events システムは、以下の 2 つのタイプのイベントを生成

します。

 条件関連イベントは、アラームの状態の変化に対応しています。たとえば、
アラームがアラーム状態、認識、正常化、または無効に変更されると条件関
連イベントが生成されます。

また、アラーム、アラーム条件、またはアラーム アクティビティと呼ばれ

る、条件関連イベントは、FactoryTalk alarm and event ディスプレイ、および

ログに記録されます。

 追跡関連イベントは、FactoryTalk システムの監視または監査の変化に関連付

けられています。たとえば、オペレータがアラームを認識すると、追跡関連
イベントが生成されます。

アラーム アクティビティに関連する追跡関連イベントは、FactoryTalk アラー

ムとイベント ログのみに記録されます。

これらのタイプのイベントの詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘル

プを参照してください。

アラーム サーバー

FactoryTalk Alarms and Events サービスでは、アラーム情報は 2 つのタイプのア

ラーム サーバーを介して FactoryTalk View SE Client を登録するのに使用できます。

 Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) は、内蔵のア

ラーム検出をサポートする Logix5000 コントローラで検出されたアラームへ

のアクセスを提供します。

 タグ アラームとイベント サーバーは、以下のタグのアラーム設定にアクセ

スを提供します。
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 内蔵のアラーム検出をサポートしない旧型のデバイス (PLC-5 または 
SLC 500)。

 OPC データ サーバーを介して通信するサードパーティ製デバイス。

 HMI サーバーのタグ データベース (HMI タグ)。

FactoryTalk View SE アプリケーションでのアラーム サーバーの設定については、

以下を参照してください。

 「Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する」(ページ 12-22) 。

 「タグ アラームとイベント サーバーを操作する」(ページ 12-24) 。

レベル アラーム

レベル アラームはアナログ値と定義済みの制限 (別称、しきい値) を比較して、

制限を超えるとアラームをトリガーします。タグベースのレベル アラームの設

定については、ページ 12-29 を参照してください。

レベル アラームの制限

レベル アラームを定義する際は、以下の制限のいずれかを異なるレベルの重要

度に割り当てることができます。

 高 高

 高

 低

 低 低

「高」および「高 高」アラーム条件は増加する値を監視し、「低」および「低 
低」アラーム条件は減少する値を監視します。

内蔵のアラーム検出を設定しない場合は、デバイスベースのアラームをサポートしている 
Logix5000 コントローラに、タグベースのアラームを設定することもできます。
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例:アラームの制限

この例では、モーターの回転/分 (rpm) を監視するので、タグの値が変化します。

図中の X はアラーム条件がアラーム状態になったことを示し、O はアラーム条

件が通常に戻ったことを示します。

指定された制限の設定では、モータは 3000 ～ 4000 rpm (セーフ ゾーン) の間で稼

動する必要があり、そうでない場合に、アラームがトリガーされます。

モーターの速度 トリガーするアラームの重要度

4000 rpm を上回る 750 (「高」制限)

6000 rpm を上回る 1000 (「高 高」制限)

3000 rpm を下回る 500 (「低」制限)

1000 rpm を下回る 250 (「低 低」制限)

セーフ 

6000

4000

3000

1000

制限値 重要度

時刻

増加

減少

高 高

高

低

低 低

1000

750

500

250

X

X O

X O

O

ゾーン
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変数の制限およびアラーム フォルト

制限は、定数または変数です。変数の制限は他のタグの値から提供されます。
指定されたタグの値が変化すると、制限が変化します。

変数の制限は、それを上回る制限より上でも、それを下回る制限より下でもい
けません。これが発生すると、監視されているタグに対してアラーム フォルト

が生成されます。

アラーム フォルトを解消するには、隣り合うしきい値と重なり合わないように

変数の制限を変更します。これは、隣り合う制限も変数である場合、これらの
境界が実行時に動的に決定されるために、複雑になる可能性があります。

フォルト制限が通常の動作範囲に戻ると、アラーム フォルトがクリアになり、

out-of-alarm-fault ステータスが生成、ロギングされ、アラーム条件の通常のア

ラーム監視が再開されます。

デッドバンド

ライン圧力などの一部の測定値の場合、タグの値が重要な制限の上下に素早く
変動することがあります。

このような状況が存在する場合に、変動によって不要なアラームが再度トリ
ガーされないようにバッファ ゾーンとしてデッドバンドを作成できます。

「高」および「高 高」アラーム条件の場合は、アラーム条件が「通常」(アラー

ム外) になる前に、タグ値が「アラーム制限 - デッドバンド」未満になる必要が

あります。「低」および「低 低」アラーム条件の場合は、アラーム条件が「通

常」になる前に、タグ値は「アラーム制限 + デッドバンド」より大きくなる必

要があります。

以下の図に、増加する制限が 4000 rpm で、デッドバンド値が 500 rpm の場合を

示します。これは、rpm 値が再度アラームをトリガーする前に、3500 rpm に低

下してから 4000 rpm を超えて上昇する必要があることを意味します。
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デッドバンドの範囲は絶対 (定数) 値のみ可能です。バッファを必要としない場

合は、デッドバンドを 0 に設定する必要があります。 

デッドバンドが 0 の場合は、タグの値がその制限のいずれかを上回るとすぐに

アラームがトリガーされます。

偏差アラームでのデッドバンドの動作については、FactoryTalk Alarms and Events 
ヘルプを参照してください。

偏差アラーム

偏差アラームは、偏差値について入力タグの値とターゲットの値を比較します。

ターゲットは定数またはタグのいずれでも可能ですが、偏差値は絶対値 (タグ値

ではなく定数) のみ可能です。

ターゲットと入力タグが異なる (偏差の値を超えるか未満であるか) 場合に、ア

ラームが発生します。

以下の図の X はタグがアラーム状態になったことを示し、O はタグが通常に戻っ

たことを示しています。

安全性が重要となるアプリケーションでは、注意してデッドバンドを使用します。上図では、 

たとえば、アラームがトリガーされる前に 500 rpm を超えると変数が変動する必要があります。

5000

4000

3500

3000

2000

1000

0

アラーム状態

正常化

アラーム

状態再度
rpm

「低」制限

時刻

デッド

n

「高 高」制限

「高」制限

「低 低」制限

O
X X

バンド
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タグベースの偏差アラームの設定については、ページ 12-30 を参照してください。

デジタル アラーム 

デジタル アラームは、アラーム条件のタグまたは入力の値を監視します。値は 
0 であるか、0 ではないかです。

FactoryTalk Alarms and Events は、タグベースかつデジタルの、状態が変化するタ

イプのアラームをサポートしていません。状態が変化するタイプのアラームは、
監視されているデジタル タグの変化によって、またはタグの値が 0 または 1 の
いずれかに変化するとトリガーされます。

デジタルアラームはラッチできます。これは、そのアラーム条件が通常に戻っ
たとしてもオペレータがアラームをリセットするまでは、デジタル アラームは

アラーム状態のままであることを意味します。

タグベースのデジタル アラームの設定については、ページ 12-27 を参照してく

ださい。

FactoryTalk アラームとイベント ディスプレイ

実行時に FactoryTalk デバイスベースおよびタグベースのアラームに対して監視

および応答するには、FactoryTalk View SE グラフィック ディスプレイに埋め込

まれた以下の FactoryTalk Alarm and Event オブジェクトを使用します。

デジタルであり、状態が変化するタイプのアラームを設定する場合は、HMI デジタル タグを使

用します。詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定するを参照してください。

FactoryTalk Alarm and Event オブジェクトは、HMI タグ アラームを表示しません。HMI タグ 
アラームに対して監視および応答するには、FactoryTalk View SE で使用可能な HMI タグ ア
ラーム オブジェクトを使用する必要があります。詳細については、11 章、HMI タグ アラーム

を設定するを参照してください

偏差 - 高

定数の

X

制限

偏差 - 低
制限

X O XO

X O

ターゲット
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アラームとイベント サマリ

アラームとイベント サマリは、Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise) と、FactoryTalk Alarms and Events をサポートするタグ アラームとイ 

ベント サーバーからのアラーム情報を表示します。

アラームとイベント サマリを使用して、ディスプレイでアラームを表示、認識、

抑制、および無効化できます。アラームとイベント サマリは、選択したアラー

ムを詳細に表示することもできます。

アラームとイベント サマリは、FactoryTalk View SE アプリケーション内の複数

の領域およびアラーム サーバーからアラーム情報を表示できます。

アラームとイベント サマリの設定の詳細については、ページ 12-39 を参照して

ください。

アラームとイベント バナー

アラームとイベント バナーには、FactoryTalk システムの優先度が 高で、 新

かつ も高い重要度のアラームを 大 5 つまで表示できます。

アラームとイベント バナーを使用して、重要なシステム アラームを監視および

認識できます。また、アラームとイベント バナーからアラームとイベント サマ

リを開くこともできます。

アラームとイベント バナーの設定の詳細については、ページ 12-42 を参照して

ください。

アラーム ステータス エクスプローラ

アラーム ステータス エクスプローラは、アプリケーション内のすべてのアラー

ム ソースを表示します。

アラーム ステータス エクスプローラを使用して、アラーム ソースを表示、ア

ラームを抑制または抑制解除、および有効化または無効化できます。

アラーム ステータス エクスプローラの設定の詳細については、ページ 12-53 を
参照してください。

アラームとイベントログ ビューア

アラームとイベントログ ビューアは、FactoryTalk Alarms and Events Historian に
よって生成されたアラームとイベント ログに保存された情報を表示します。

アラームとイベントログ ビューアを使用して、アラームとイベントの履歴情報

を表示、ソート、フィルタ、および印刷できます。

アラームとイベントログ ビューアの設定の詳細については、「アラームとイベン

トの履歴ログを表示する」(ページ 12-58) を参照してください。
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アラームの優先度および重要度

FactoryTalk システムの個々のアラームには重要度の値 1 ～ 1000 を設定すること

ができ、さまざまな重要度をカバーする優先度も設定できます。

優先度の値は、重要度をオペレータが簡単に識別できるように緊急性のレベル
でグループ分けします。

アラーム優先度は、アラーム サーバー (Rockwell Automation デバイス サーバー

またはタグ アラームとイベント サーバー )、または FactoryTalk Directory で定義

できます。

優先度の値がアラーム サーバーで定義されていない場合は、以下のシステム全

体の設定が FactoryTalk Directory のすべてのアラーム サーバーで影響します。

所定の優先度の値に割り当てられた重要度の範囲は変更することができます。

FactoryTalk Directory に保持された設定を変更すると、変更はディレクトリが 

管理するすべての FactoryTalk アラーム サーバーに適用されます。詳細について

は、「システム全体のアラームとイベントのポリシーを設定する」(ページ 12-19) 
を参照してください。

優先度の値がアラーム サーバーで定義されていると、サーバー定義の優先度はシ

ステム全体の優先度に優先します。

Rockwell Automation デバイス サーバーまたはタグ アラームとイベント サーバー

の [プロパティ ] ダイアログ ボックスでサーバー定義の優先度を設定できます。

また FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも参照してください。

優先度の値 含める重要度の範囲

緊急 751 ～ 1000

高 501 ～ 750

標準 251 ～ 500

低 1 ～ 250
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アラーム クラス

アラーム クラスを使用して、優先度および重要度ではなくその他の特性に基づ

いて、関連するアラームをさらにグループ分けします。

たとえば、オペレータが、温度、圧力、タンク レベル、実行されている機器、

または開かないか閉じないバルブに関連するアラームを簡単に識別できるよう
に、機能に基づいてアラームをグループ分けできます。 

アラーム クラスを作成するには、アラームとイベントセットアップ エディタの 
[デジタル]、[レベル]、または [偏差のプロパティ ] ダイアログ ボックスのいず

れかで、[アラーム クラス] ボックスでクラス名を入力するか、クラスのリスト

から選択します。

新しいアラーム クラスを作成するたびに、リストに追加されます。たとえば、

前の図では、次にアラームを作成すると、「ポンプの温度」が「稼動している機
器」にリストされます。

アラーム クラスの詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照

してください。

アラーム状態

アラーム状態は、アラームの現在の状態を示します。

アラーム条件は、アラームとイベント サマリまたはバナーに表示されるとき、

以下の状態のいずれかになります。

詳細については、「アラーム サマリを使用してアラームに対して監視および応答

する」(ページ 12-46) を参照してください。

アイコン アラーム条件の状態

アラーム状態で認識されていない

アラーム状態で認識されている

通常で認識されていない
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アラーム タグ

アラーム状態の取得および変更に使用できるタグは、アラーム タグと呼ばれて

います。

オペレータがグラフィック ディスプレイのアラームとイベント オブジェクトを

使用することなく、実行時にアラームを監視および操作するには、アラーム タ
グを使用します。

たとえば、オペレータは OperAck (または OperAckAll) アラーム タグを使用する

ことで、アラームが発生したときに認識できます。

アラーム タグをアラームに使用するには、アラーム セットアップ エディタで、

アラームの [プロパティ ] ダイアログ ボックスのチェック ボックス [アラームを

タグとして表示する] を選択する必要があります (次の図に示す)。

タグとして表示するようにアラームを設定した後に、タグ ブラウザでアラーム

を選択してから、使用するアラーム タグを選択します。詳細については、「タグ

を使用して、アラームの操作およびステータスの取得を行う」(ページ 12-61) を
参照してください。

アラーム ステータス タグ

アラーム ステータス タグを使用することで、ハンドシェイクによりアラーム状

態の変化がコントローラ (PLC-5 または SLC 500) と同期できます。

たとえば、認識ステータス タグがアラームに指定されている場合は、オペレー

タがアラームを認識したときに、ステータス タグは 1 に設定されます。 

ステータス タグを使用することで、アラーム状態、無効、抑制、および認識の

アラーム状態での変化をハンドシェイクできます。

ステータス タグをタグベースのアラームに割り当てるには、アラームとイベン

トセットアップ エディタの [デジタル]、[レベル]、または [偏差のプロパティ ] ダ
イアログ ボックスのいずれかで、[ステータス タグ] タブを選択します。詳細に

ついては、ページ 12-32 を参照してください。
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アラーム メッセージ

アラーム メッセージはアラームに関する情報を報告します。

アラーム条件ごとに、アラーム条件が発生したときに表示するメッセージを作
成 (または既存のメッセージを指定) できます。また、アラーム メッセージでは、

プレースホルダを使用することも、変数を挿入することもできます。

タグベースのアラーム メッセージを作成および修正するには、アラームとイベント

セットアップ エディタで、メッセージ タブを選択するか、[デジタル]、[レベル]、
または [偏差のプロパティ ] ダイアログ ボックスのいずれかを開きます。詳細に

ついては、「タグベースのアラーム メッセージを設定する」(ページ 12-33) を参照

してください。

アラームの監査、診断、および履歴ログ

FactoryTalk Alarms and Events は、ロギングで 3 つのタイプのメッセージを生成し

ます。

 監査メッセージは、アラームを修正または認識するなど、アラームとイベン
ト オブジェクトで実行された動作に応答して生成されます。

FactoryTalk Diagnostics は、監査メッセージをローカル ログ (および、FactoryTalk 
AssetCentre ソフトウェアがインストールされている場合は FactoryTalk 監査

ログ) に送ります。Diagnostics Viewer のローカル ログにロギングされた監査

メッセージを表示できます。

 診断メッセージは、オペレータに情報、エラー、および警告メッセージの形
式でシステム アクティビティを通知します。

FactoryTalk Diagnostics は、使用できる場合、これらのメッセージを診断ロー

カル ログ、診断リスト、および中央の ODBC ログに送ります。Diagnostics 
Viewer で診断メッセージを表示できます。

 履歴アラームとイベント メッセージは、実行時にアラーム サーバーで発生

するすべてのアラーム アクティビティを記録します。 

アラームとイベント ヒストリアンはアラーム サーバーとデータベース間の

接続を管理し、各アラーム サーバーからのデータをアラーム履歴データベー

スにロギングします。

これは、アラームとイベントログ ビューアで履歴アラーム情報を表示でき

ます。
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FactoryTalk Diagnostics の詳細については、FactoryTalk ヘルプを参照してくださ

い。履歴アラームとイベントのロギングの詳細については、 ページ 12-36 を参照

してください。

FactoryTalk アラームを設定する基本的な手順のまとめ

FactoryTalk アラーム監視を設定するには、 初に FactoryTalk View SE アプリケー

ションの設計を計画してから、アラームを監視したいプロセスを決定します。

次に、FactoryTalk View Studio で、アプリケーションを作成して必要な FactoryTalk 
Alarms and Events コンポーネントを設定します。以下は関係する基本的な作業

です。

1. アプリケーションのシステム全体のアラームとイベントのポリシーを設定し
ます。

詳細については、「システム全体のアラームとイベントのポリシーを設定す
る」(ページ 12-19) を参照してください。

2. RSLogix 5000 でアプリケーションがデバイスベースのアラームを使用する場

合は、内蔵のアラーム検出をサポートする Logix5000 コントローラにアラー

ム命令をプログラムします。

詳細については、RSLogix 5000 のドキュメントを参照してください。

3. ランタイム クライアントがデバイスベースのアラーム データを受信できる

ようにするには、1 つ以上の Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx 
Enterprise) をアプリケーションに追加して、FactoryTalk Alarms and Events を
サポートするようにサーバーを設定します。

詳細については、「Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する」(ページ 
12-22) を参照してください。

4. アプリケーションがタグベースのアラームを使用する場合は、1 つ以上のタ

グ アラームとイベント サーバーを追加します。

詳細については、「タグ アラームとイベント サーバーを操作する」(ページ 
12-24) を参照してください。

アラームとイベント ヒストリアンは、FactoryTalk Alarms and Events ソフトウェアと同時にイン

ストールされます。アラームとイベント データをロギングするには、データを保存するコン

ピュータに Microsoft SQL サーバーを別途インストールすることも必要です。また FactoryTalk 
Alarms and Events ヘルプも参照してください。
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5. アラームとイベントセットアップ エディタで、アラームを監視するタグにデ

ジタル、レベル、および偏差のアラーム条件を作成します。

詳細については、「FactoryTalk タグベースのアラームを設定する」(ページ 
12-27) を参照してください。

6. FactoryTalk View Studio のグラフィック エディタで、実行時にデバイスベー

スとタグベースのアラームを監視および操作できるように、グラフィック 
ディスプレイの FactoryTalk アラームとイベント オブジェクトを設定します。

詳細については、「アラームとイベント ディスプレイを設定する」(ページ 
12-38) を参照してください。

7. 履歴アラームとイベントのロギングを設定します。

詳細については、「アラームとイベント履歴ロギングを設定する」(ページ 
12-36) を参照してください。

8. FactoryTalk View SE Client を設定して、グラフィック ディスプレイを実行し

ます。

詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

システム全体のアラームとイベントのポリシーを設定する

FactoryTalk Alarms and Events ポリシーは FactoryTalk Directory に保存され、ディ

レクトリが管理するすべてのアラーム サーバーにシステム全体で適用します。

FactoryTalk View Studio で、アラーム優先度の値に設定された重要度の範囲や、

監査メッセージをアラームとイベント ログに送信するかなど、システム全体の

アラームの設定を修正できます。

コントローラへの接続の損失などのシステム イベント、またはアラームを認識

するなどのオペレータの動作を追跡するイベントに関連する重要度の設定も修
正できます。

システム全体のアラーム設定を修正するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、System、Policies、
System Policies、および FactoryTalk Alarms and Events のフォルダを順番に展

開します。

2. [システムの設定] をダブルクリックします。 
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3. [システムの設定 プロパティ ] ダイアログ ボックス (以下の図に示す) で、特

別なイベント、イベント バッファ、およびアラーム優先度の設定を必要に応

じて修正します。

[システムの設定 プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につ

いては、[ヘルプ] をクリックしてください。

システム イベントの重要度の設定を修正するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、System、Policies、
System Policies、および FactoryTalk Alarms and Events のフォルダを順番に展

開します。

2. [重要度の設定] をダブルクリックします。 

アラーム ポリシーの重要度の範囲を修正するには、[低] ボックスの値のみを変更します。

アラーム サーバーで定義された優先度は、FactoryTalk Directory に保持されているシステム

全体の設定を上書きします。
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3. [重要度の設定 プロパティ ] ダイアログ ボックスで、選択したシステム イベン

トに関連付けられている重要度の値を修正します。

[重要度の設定 プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につい

ては、[ヘルプ] をクリックしてください。

FactoryTalk アラーム情報へのアクセスを保護する

FactoryTalk View SE のような FactoryTalk 製品の場合、制御システムの一部への

アクセスが許可されているユーザーについての情報が FactoryTalk Directory に保

存されます。

アラーム関連のアクションを実行できるユーザーや、アラーム サーバーを含む

領域へアクセスできるユーザーを指定することで、アプリケーション内のア
ラームおよびアラーム情報へのアクセスを保護できます。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために 
FactoryTalk Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権

限を持っていなければなりません。 

たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション

である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要
です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ

れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

FactoryTalk Alarms and Events に固有のタスクを実行するのに必要な権限に関する

詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定する

を参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してく

ださい。
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Rockwell Automation デバイス サーバーを操作する

FactoryTalk View SE Client が Logix5000 コントローラで検出された FactoryTalk の
アラームを受信して表示できるようにするには、以下の手順を実行します。

1. 1 つ以上の Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) を 
FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションに追加します。

ローカル ステーション アプリケーションには、1 つの RSLinx Enterprise サー

バーのみを追加することができます。このデータ サーバーはアプリケーション

と同じコンピュータになければなりません。

2. FactoryTalk Alarms and Events をサポートするために、デバイス サーバーを設

定します。

3. RSLinx Enterprise に、アラームを検出する Logix5000 コントローラへのショー

トカットを作成して、FactoryTalk Alarms and Eventsをサポートするためにデ

バイス ショートカットを有効化します。

RSLinx Enterprise サーバーをネットワーク分散アプリケーションに

追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション

名または領域を右クリックして、[新しいサーバーの追加] をクリックしてか

ら、Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) をクリック

します。

2. 名前とオプションの説明を入力してから、RSLinx Enterprise をホストするコン

ピュータの名前を指定します。

FactoryTalk Alarms and Events のサポートを設定する

RSLinx Enterprise サーバーをアプリケーションに追加した後に、FactoryTalk Alarms 
and Events をサポートするようにサーバーを設定する必要があります。

これを実行するには、サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックス (以下の図

に示す) で、[アラームおよびイベントのサポートを有効にします] チェック ボッ

クスを選択します。

本マニュアルには、RSLogix 5000 の使用方法、Logix5000 コントローラにアラーム命令をプロ

グラムする方法、またはこれらのコントローラの冗長性を設定する方法についても記載してい

ません。詳細については、製品のドキュメントを参照してください。

RSLinx Enterprise サーバーの作成時にこれを有効化しなくても、サーバーは修正できますが、

サーバーは後で再起動する必要があります。
12–22



12 • FACTORYTALK アラームを設定する   
•  •  •  •  •

12 ????????
デバイス サーバーが稼動しているコンピュータでアラームとイベント履歴ロギン

グを有効化するには、[履歴を有効にします] チェック ボックスを選択します。

ロギングを有効化する場合は、サーバーのデータベース定義を指定する必要があ
ります。詳細については、「アラームとイベント履歴ロギングを設定する」(ペー

ジ 12-36) を参照してください。

オプションで、アラーム サーバーにサーバー割り当ての優先度の値を設定でき

ます。重要度の範囲を修正するには、[低] ボックスの値のみを変更します。ア

ラーム サーバーで定義された優先度は、FactoryTalk Directory に保持されている

システム全体の設定を上書きします。

このデバイス サーバー

のアラームとイベント 
サポートを有効化する
には、このチェック 
ボックスを選択します。

アラームとイベント サ
ポートをいったん有効
化すると、サーバーに
割り当てられた優先度
を設定し、サーバーの
ホスト コンピュータの

アラームとイベント履
歴ロギングを有効化で
きます。

履歴ロギングを有効化す
るには、このチェック 
ボックスを選択してか
ら、既存のデータベース
定義を選択します。
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デバイスベースのアラーム ソースを指定する

RSLinx Enterprise の通信設定エディタで、アプリケーション内にデバイス ベー

スのアラーム ソースへのショートカットを作成します。さらに、FactoryTalk 
Alarms and Events をサポートするためにショートカットを有効化します。

通信設定エディタを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、RSLinx Enterprise 
サーバー アイコンを展開してから、[通信設定] をダブルクリックします。

通信設定エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

タグ アラームとイベント サーバーを操作する

統合された FactoryTalk Alarms and Events システムでは、アラーム検出を内蔵し

ていない旧式のデバイス (PLC-5 またはSLC 500) 内のタグ、OPC データ サー

バーを介して通信するサードパーティ製のデバイス内のタグ、HMI サーバーの

タグ データベース内のタグを含めることができます。

このデバイス
のショート
カットが...

...アラームおよ

びイベントを
サポートする
ように設定さ
れる。
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これを設定するには、1 つ以上のタグ アラームとイベント サーバーを FactoryTalk 
View SE ネットワーク分散アプリケーションに追加してから、デジタル、レベ

ル、偏差アラーム定義を作成して、アラーム メッセージを作成し、タグ更新頻

度を指定します。

詳細については、「FactoryTalk タグベースのアラームを設定する」(ページ 12-27) 
を参照してください。

ネットワーク分散アプリケーションにタグ アラームとイベント サー

バーを追加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション

名または領域を右クリックして [新しいサーバーの追加] をクリックしてか

ら、[タグ アラームとイベント サーバー ] をクリックします。

2. 名前とオプションの説明を入力してから、アラーム サーバーをホストするコン

ピュータの名前を指定します。

アラームの優先度と履歴ロギングを設定する

タグ アラームとイベント サーバーが実行されているコンピュータでアラームと

イベント履歴のロギングを有効化するには、以下の図に示すように [履歴を有効

にします] チェック ボックスを選択します。
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ロギングを有効化する場合は、サーバーのデータベース定義を指定する必要があ
ります。詳細については、「アラームとイベント履歴ロギングを設定する」(ペー

ジ 12-36) を参照してください。

オプションで、アラーム サーバーにサーバー割り当ての優先度の値を設定でき

ます。重要度の範囲を修正するには、[低] ボックスの値のみを変更します。ア

ラーム サーバーで定義された優先度は、FactoryTalk Directory に保持されている

システム全体の設定を上書きします。

[冗長性] タブでは、セカンダリ サーバーを定義するための設定を行えます。

FactoryTalk Directory 
で優先度の設定を上書
きするには、この
チェックボックスを選
択します。

優先度の範囲を修正す
るには、[低] ボックス

の値を変更する。

履歴ロギングを有効化
するには、このチェッ
ク ボックスを選択し 

てから、既存のデータ
ベース定義を選択し 
ます。
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FactoryTalk タグベースのアラームを設定する

統合された FactoryTalk Alarms and Events システムで、以下を含むようにタグ

ベースのアラームを設定します。 

 内蔵のアラーム検出をサポートしない旧型のデバイス (PLC-5 または SLC 500)

 OPC データ サーバーを介して通信するサードパーティ製デバイス

 HMI サーバーのタグ データベース内の HMI タグ

アラームとイベントセットアップ エディタで、3 つのタイプのアラームを作成

および修正できます。

 デジタル アラームは、オンまたはオフです。監視されているタグの値が 1、
または 0 の場合に、デジタル タグがトリガーされます。

 レベル アラームは、アナログ タグからデータを取得します。監視されてい

るタグの値が定義済みの制限を超えると、レベル アラームがトリガーされま

す。1 つのタグによって、さまざまな制限 (別称、しきい値) で異なる重要度

の複数のアラームを生成できます。

 偏差アラームは、入力タグの値と偏差値のターゲットの値を比較します。
ターゲットと入力タグが異なる (偏差の値を超えるか未満であるか) 場合に、

偏差アラームがトリガーされます。

アラームとイベントセットアップ エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アラームを設定す

るタグ アラームとイベント サーバーを展開します。 

2. [アラームとイベントセットアップ] をダブルクリックするか、そのアイコン

を右クリックしてから、[開く] をクリックします。

タグベースのデジタル アラームを作成する

アラームとイベントセットアップ エディタの [デジタル] タブでは、このタグ ア
ラームとイベント サーバーに設定されているデジタル アラームをすべて表示

し、新しいデジタル アラームを作成し、既存のデジタル アラームを修正または

削除し、デジタル アラームのリストをリフレッシュすることができます。

内蔵のアラーム検出を設定しない場合は、デバイスベースのアラームをサポートしている 
Logix5000 コントローラに、タグベースのアラームを設定することもできます。
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新しいデジタル アラームを作成するには

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、[デジタル] タブをクリックし

てから、エディタのツールバーの [新規作成] をクリックします。

2. [デジタル] タブで、アラームの名前、入力タグ、条件、および重要度、さら

に認識の必要性の有無、アラームがラッチされるか、などのプロパティを設
定します。

3. [ステータス タグ] タブで、アラームのステータス タグを設定します。

[デジタル アラームのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につ

いては、[ヘルプ] をクリックしてください。

アラームに名前を
つけ、監視中のタ
グを指定します。

小アラーム期間
を指定します。

認識を必要とする
か選択します。

アラームをタグと
して表示するか選
択します。

アラームのクラス
を選択します。

FactoryTalk View 
コマンドをアラー
ムに関連付けます。

アラームをラッチ
するか選択します。

アラーム条件と対
応する重要度の値
を指定します。

アラーム メッセー

ジを作成または選
択します。

タグをアラームに
関連付けます。
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タグベースのレベル アラームを作成する

アラームとイベントセットアップ エディタの [レベル] タブでは、このタグ ア
ラームとイベント サーバーに設定されているレベル アラームをすべて表示し、

新しいレベル アラームを作成し、既存のレベル アラームを修正または削除し、

レベル アラームのリストをリフレッシュすることができます。

新しいレベル アラームを作成するには 

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、[レベル] タブをクリックして

から、エディタのツールバーの [新規作成] をクリックします。

アラーム制限と対
応する重要度の値
を定義します。

アラームに名前を
つけ、監視中のタ
グを指定します。

小アラーム期間
を指定します。

デッドバンド値を
定義します (0 は
バッファが不要で
あることを意味し
ます)。

認識を必要とする
か選択します。

アラームをタグと
して表示するか選
択します。

アラームのクラス
を選択します。

FactoryTalk View 
コマンドをアラー
ムに関連付けます。
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2. [レベル] タブで、アラームの名前、入力タグ、レベル、制限タイプ、制限

値、および重要度、認識の必要性の有無、などのプロパティを設定します。

3. [ メッセージ] タブおよび [ ステータス タグ] タブで、アラームのメッセージ 
タグとステータス タグを設定します。 

[レベル アラーム プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

タグベースの偏差アラームを作成する

アラームとイベントセットアップ エディタの [偏差] タブでは、このタグ アラー

ムとイベント サーバーに設定されている偏差アラームをすべて表示し、新しい

偏差アラームを作成し、既存の偏差アラームを修正または削除し、偏差アラー
ムのリストをリフレッシュすることができます。

新しい偏差アラームを作成するには

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、[偏差] タブをクリックしてか

ら、エディタのツールバーの [新規作成] をクリックします。
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2. [偏差] タブで、アラームの名前、入力タグ、ターゲット タイプ、ターゲット

値、偏差値、および重要度、さらには認識の必要性の有無、などのプロパ
ティを設定します。

3. [ステータス タグ] タブで、アラームのステータス タグを設定します。

[偏差アラーム プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

タグベースのアラームを表示する

アラームとイベントセットアップ エディタの [すべてのアラーム] タブで、この

タグ アラームとイベント サーバーに設定したデジタル、レベル、および偏差ア

ラームをすべて表示します。

ターゲット、重要度、
条件、および偏差値を
定義します。

アラームに名前をつ
け、監視中のタグを指
定します。

小アラーム期間を指
定します。

デッドバンド値を定義
します (0 はバッファが

不要であることを意味
します)。

アラームのクラスを選
択します。

FactoryTalk View コマン

ドをアラームに関連付け
ます。

認識を必要とするか選
択します。

アラームをタグとして
表示するか選択します。

アラーム メッセージを

作成または選択します。

タグをアラームに関連
付けます。
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アラームごとに表示されるプロパティには、アラームの名前、入力タグ、条件、
および重要度、そのアラームに対する認識の必要性の有無が表示されます。詳
細については、[すべてのアラーム] タブの [ヘルプ] をクリックしてください。

デジタル、レベル、および偏差アラームでの共通のプロパティについては、
FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

以下の図に示すように、アラームとイベントセットアップ エディタのツール 
バーのボタンを使用すると、エディタの各タブでアクションを素早く実行でき
ます。

タグベースのアラームのステータス タグを設定する

アラームの状態が割り当てられたデジタル タグは、アラーム ステータス タグと

呼ばれています。

アラーム ステータス タグを使用することで、ハンドシェイクによりアラーム状

態の変化がコントローラ (PLC-5 または SLC 500) と同期できます。

たとえば、認識ステータス タグがアラームに指定されている場合は、オペレー

タがアラームを認識したときに、ステータス タグは 1 に設定されます。

選択しているアラーム定義をコ
ピーします。

選択しているアラーム定義を
修正します。

アラーム リストをリフ

レッシュします。

新しいデジタル、偏差、または
レベル アラームを作成します。

選択しているアラーム定義を削
除します。 リストのすべてのアラーム

に対する変更を保存します。

ヘルプを開きます。
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デジタル、レベル、および偏差アラームの場合は、無効、抑制、アラーム状態、
および認識の状態にタグを割り当てることができます。

レベル アラームの場合は、アラーム レベル (「高 高」、「高」、「低」または「低 
低」) ごとに異なるアラーム状態タグおよび認識ステータスタグを割り当てるこ

とができます。

タグベースのアラームにステータス タグを割り当てるには

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、[デジタル]、[レベル]、また

は [偏差] タブをクリックします。

2. 新しいアラームを作成するか、ステータス タグを割り当てるアラームを選択

します。

3. [ステータス タグ] タブをクリックしてから、ステータス タグとして使用する

デジタル タグを入力するか、参照します。

タグベースのアラーム メッセージを設定する

アラーム メッセージはアラームに関する情報を報告します。

アラームとイベントセットアップ エディタで、[メッセージ] タブはタグ アラー

ムとイベント サーバーでアラームに対して作成されたメッセージをすべて表示

します。

[メッセージ] タブにリストされたメッセージごとに、[ID] 列はメッセージ ID を
表示し、[使用] 列は現在メッセージを使用しているアラームの数を表示します。

アラーム メッセージ エディタを使用すると、新しいメッセージを作成したり、

既存のメッセージを修正したりすることができます。

アラーム メッセージ エディタを開く

アラーム メッセージ エディタを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 アラームとイベントセットアップ エディタで、[メッセージ] タブをクリック

してから、エディタのツールバーの [新規作成] アイコンをクリックします。

 [デジタル アラーム プロパティ ] ダイアログ ボックスまたは [偏差アラーム 
プロパティ ] ダイアログ ボックスのいずれかで、[メッセージ] ボックスの 
[編集] をクリックしてください。

ステータス タグは、アラーム状態の情報を提供します。ステータス タグとして割り当てられ

たタグに書き込むことはできません。
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 [レベル アラーム プロパティ ] ダイアログ ボックスの [メッセージ] タブで、 

[メッセージ] ボックスの下で [編集] をクリックします。

レベル アラームの場合は、アラーム レベル (「高 高」、「高」、「低」、または

「低 低」) ごとに異なるメッセージを作成できます。[メッセージ] ボックスを

利用するには、アラーム制限を [レベル] タブで選択する必要があります。

アラーム メッセージ エディタのオプションについては、[ヘルプ] をクリックし

てください。

既存のアラーム メッセージを修正する

既存のアラーム メッセージを修正するには、次のいずれかの方法を使用します。

 アラームとイベントセットアップ エディタで、[メッセージ] タブをクリック

してから、修正するメッセージをダブルクリックします。

 [デジタル アラーム プロパティ ] ダイアログ ボックス、[レベル アラーム プ

ロパティ ] ダイアログ ボックス、または [偏差アラーム プロパティ ] ダイアロ

グ ボックスで、[メッセージ] ボックス下の [編集] をクリックしてください。

メッセージを修正すると、メッセージが使用されているすべての場所で変更内容がコピーされ

ます。メッセージが割り当てられているアラームの数をチェックするには、アラームとイベン

トセットアップ エディタで、[メッセージ] タブをクリックします。アラームの数は、[使用] 列
のメッセージの隣に表示されます。

このボックスに
メッセージのテキ
ストを入力します。

アラーム メッセー

ジに挿入する変数
を選択します。

クリックして、選
択した変数をカー
ソルが配置された
場所に挿入します。

メッセージの ID
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アラーム メッセージに変数を追加する

アラーム メッセージ エディタで、1 つ以上の変数をアラーム メッセージに埋め

込むことができます。

たとえば、入力タグの値とアラームの重要度の変数を埋め込むことができます。
実行時、メッセージがロギングされるときに、メッセージにタグの値とアラー
ムの重要度が表示されます。

アラーム メッセージへの変数の埋め込みと変数に使用するシンタックスの詳細

については、アラーム メッセージ エディタの [ヘルプ] をクリックしてください。

FactoryTalk View SE アプリケーションの他の部分での変数の使用の詳細について

は、21 章、埋め込み変数を作成するを参照してください。

アラーム メッセージでタグ プレイスホルダを使用する

タグ プレイスホルダとは、アラーム メッセージに追加できるもう 1 つのタイプ

の変数で、この変数により実行時のメッセージに特定の値を含めることができ
ます。

アラーム メッセージ エディタの [変数] リストで、 大 4 つのタグ プレイスホル

ダ ([タグ1]、[タグ2]、[タグ3]、[タグ4]) を選択し、アラーム メッセージに追加

します。さらに、メッセージを使用する [アラーム プロパティ ] ダイアログ ボッ

クスでプレースホルダに関連付けるタグを指定します。

以下の図では、プレースホルダ [タグ1] は、Admin\SetArea という名前のタグに

関連付けられています。

アラーム メッセージでのタグ プレイスホルダの使用の詳細については、[アラー

ム プロパティ ] ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックしてください。

アラーム メッセージの変数に値を提供するだけではなく、関連付けられているタグの値はア

ラーム条件付きで表示するか、アラームとイベント サマリまたはログ ビューアの情報をフィ

ルタするために使用できます。

実行時、この変数の
タグ プレイスホル

ダは...

...このタグの値で更

新されます。
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FactoryTalk View SE アプリケーションの他の部分でのタグ プレイスホルダの使

用の詳細については、16 章、グラフィック ディスプレイを作成するを参照して

ください。

タグ更新頻度を指定する

タグ更新頻度によって、アラームのために監視されているタグの値が更新され
る頻度が決まります。

システムがアラームをチェックする頻度は、指定されたタグの更新頻度より速
くはなりません。デフォルトの頻度は、2 秒です。

[タグ更新頻度] タブで、アラームを監視しているタグごとに頻度を指定します。

タグ値が変化すると予想される頻度に基づいて更新頻度を設定してください。 

たとえば、ゆっくりと変化する温度を監視している場合は、急激に変化する製
造工程を監視する場合よりも頻繁にアラームをチェックしないようにします。

 アラームとイベント履歴ロギングを設定する

FactoryTalk Alarms and Events メッセージを生成し、アプリケーションのタグベー

スおよびデバイスベースのアラーム サーバーで発生するアラーム アクティビ

ティを記録します。

FactoryTalk Alarms and Events と共にインストールされるアラームとイベント ヒス

トリアン ソフトウェアは、ロギングされたデータを保存するように設定された

データベースにアラーム情報をロギングします。また、アラーム サーバーとそ

のデータベース間の接続とデータのバッファを管理することもできます。

FactoryTalk アラーム ロギングの設定には以下のタスクが含まれます。

 Microsoft SQL サーバーとサポートするコンポーネントを、アラームとイベン

ト ログ データベースをホストするコンピュータにインストールします。また 
FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも参照してください。

 FactoryTalk Directory でデータベース定義を作成します。詳細については、次の

「アラームとイベント ログ データベースを定義する」を参照してください。

 アプリケーションのアラーム サーバーごとにアラームとイベント履歴ロギン

グのサポートを設定します。詳細については、ページ 12-38 を参照してくだ

さい。

また、FactoryTalk Alarms and Events では、監査および診断メッセージが生成されます。これ

らのメッセージのロギングと表示の詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを

参照してください。
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 アラームとイベントログ ビューアを、実行時にロギングされたデータを表示

するように設定します。詳細については、「アラームとイベントの履歴ログ

を表示する」(ページ 12-58) を参照してください。

アラームとイベント ログ データベースを定義する

FactoryTalk アラームとイベント ヒストリアンは、FactoryTalk アラーム関連の

データをアラーム サーバーから Microsoft SQL サーバーのデータベースに送りま

す。以下の場合に、情報がロギングされます。

 タグがアラーム状態になるか、通常に戻る。

 アラームが認識される。

 アラームが抑制されるか、抑制が解除される。

 アラームが有効化または無効化される。

 アラーム フォルトが生成されるか、クリアされる。

 アラームがリセットされる。

 アラームが延期されるか、延期が解除される。

データベース定義は FactoryTalk Directory に保存され、アプリケーション内の複

数のアラーム サーバーで共有できます。

アラーム サーバーが使用するデータベース定義を、サーバーの [プロパティ ] ダ

イアログ ボックスで指定します。詳細については、次の「アラームとイベント

履歴ロギングを有効化する」を参照してください。

アラームとイベント ログ データベース定義を作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、システムおよび接

続フォルダを展開します。

2. データベース フォルダを右クリックしてから、[新しいデータベース] をク

リックします。

[アラームとイベント ヒストリアン データベース プロパティ ] ダイアログ ボッ

クスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。
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アラームとイベント履歴ロギングの有効化

アプリケーションの Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) 
と、タグ アラームとイベント サーバーのアラーム アクティビティをロギングす

るようにアラーム サーバーを設定するには、アラームとイベント履歴のロギング

を有効化してからデータをソートするデータベースを選択する必要があります。 

アラームとイベントの履歴セクションのアラーム サーバーの [ プレースホルダ] 
ダイアログ ボックスで、これを行ないます。図については、「アラームの優先度

と履歴ロギングを設定する」(ページ 12-25) を参照してください。

データベース定義を使用してアラーム サーバーを表示するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、システム、接続、

およびデータベース フォルダを展開します。

2. チェックするデータベース定義を右クリックして、[プロパティ ] をクリック

します。

3. [アラームとイベント ヒストリアン データベース プロパティ ] ダイアログ 
ボックスで、[使用状況の表示] をクリックします。

アラームとイベント ディスプレイを設定する

実行時に FactoryTalk アラームに対して監視および応答するには、FactoryTalk 
View SE グラフィック ディスプレイでホストされている FactoryTalk アラームと

イベント オブジェクトを使用します。 

FactoryTalk View Studio のグラフィック エディタで、以下のオブジェクトを作成

できます。

 アラームとイベント サマリを使用して、複数の FactoryTalk アラーム ソース

からアラームを表示、認識、抑制、および無効化します。アラームとイベン
ト サマリの設定の詳細については、次の「アラームとイベント サマリを設

定する」を参照してください。

 アラームとイベント バナーを使用して、システム内の も深刻な FactoryTalk 
アラームを監視および認識します。アラームとイベント バナーの設定の詳細

については、ページ 12-42 を参照してください。

RSLinx Enterprise サーバーでは、アラームとイベント履歴の設定は [アラームおよびイベント] 
タブにあります。タグ アラームとイベント サーバーでは、その設定は [優先度と履歴] タブに

あります。
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 アラームとイベントログ ビューアを使用して、アラームの履歴情報を表示、

ソート、フィルタ、および印刷できます。アラームとイベントログ ビューア

の詳細については、ページ 12-58 を参照してください。 

 アラーム ステータス エクスプローラを使用して、アラーム ソースを表示、

アラームを抑制または抑制解除、および有効化または無効化できます。ア

ラーム ステータス エクスプローラの詳細については、ページ 12-53 を参照し

てください。

詳細な設定手順については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してくだ

さい。

アラームとイベントのグラフィック ライブラリについて

アラームとイベントのグラフィック ライブラリには、構成済みの FactoryTalk ア

ラームとイベント サマリ、および FactoryTalk アラームを認識するために使用で

きるボタンが含まれています。

ライブラリ内のグラフィク オブジェクトをそのまま使用するか、それらをグラ

フィック ディスプレイにドラッグしてから、アプリケーションのニーズに合わ

せて修正します。

アラームとイベント ライブラリを開くには

 FactoryTalk View Studioで、グラフィック フォルダを開き、ライブラリ アイ

コンをダブルクリックしてから、[アラームとイベント] をダブルクリックし

ます。また、アラームとイベント ライブラリを FactoryTalk View Studio の

ワークスペースにドラッグすることもできます。

アラームとイベント サマリを設定する

アラームとイベント サマリを設定する場合、実行時に表示するアラーム情報、

およびアラーム サマリでの情報の表示方法を指定できます。

たとえば、オペレータがアラームの優先度を一目で識別できるよう、低い場合

は青色、中程度の場合は黄色、高い場合はオレンジ、および緊急の場合は赤色

などのように、優先度ごとに異なる色を指定できます。

FactoryTalk アラームとイベント サマリは、FactoryTalk View SE グラフィック 

ディスプレイの一部またはディスプレイ全体で表示できます。
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アラームとイベント サマリ オブジェクトを作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション、

領域、および HMI サーバー アイコンなどアラームとイベント サマリ ディス

プレイを作成する場所を展開します。

2. 新しいグラフィック ディスプレイを作成するには、グラフィック フォルダ

を展開してから、ディスプレイを右クリックし、[新規作成] をクリックし

ます。

3. グラフィック エディタの [オブジェクト] メニューで、[アラームとイベント] 
をクリックしてから、[サマリ] をクリックします。また、グラフィック エ
ディタのツールバーでアラームとイベント サマリ ツールをクリックするこ

ともできます。

4. グラフィック ディスプレイで、アラームとイベント サマリ ツールを必要な

サイズと形状になるまでドラッグしてから、マウスを離します。

必要に応じて、アラームとイベント サマリのデザイン ビュー オブジェクト

を移動またはサイズ変更できます。プロパティを設定するには、オブジェク
トをダブルクリックします (または、右クリックしてから、[プロパティ ] を
クリックします)。

以下は、アラームとイベント サマリのプロパティの概要です。[アラームと

イベント サマリのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションについて

は、[ヘルプ] をクリックします。

サマリ ディスプレイの全体の外観を設定する

[外観] タブで、実行時にアラームとイベント サマリを表示する部分を設定し 

ます。たとえば、サマリに垂直のスクロール バー、詳細な領域、またはツール

バーを含めるかどうかを決めることができます。

また、サマリ ディスプレイのさまざまな部分のフォント、テキストの色、およ

び背景色を設定することもできます。たとえば、ツールバーのフォント、テキ
ストの色、およびアイコンのサイズを設定できます。

表示する列およびツールバー ボタンを選択する

[列] タブで、アラームとイベント サマリに表示する列と、その順番を設定しま

す。また、見出しのテキストと、各列に表示される情報の配置とフォーマット
を設定することもできます。[サンプル] 列を使用して選択内容をプレビューで

きます。

アラームとイ 
ベント サマ 

リ ツール
12–40



12 • FACTORYTALK アラームを設定する   
•  •  •  •  •

12 ????????
[ツールバー ] タブで、アラームとイベント サマリのツールバーに表示するボタン

を設定できます。また、ボタンごとにキャプション、ツールチップ、および

フォーマットも設定できます。

ステータス バーの内容を選択する

[ステータス バー ] タブで、ステータス バーに表示する情報とその順番を設定し

ます。また、ステータス バーにツールチップも設定できます。

イベント サブスクリプションを設定する

[イベント サブスクリプション] タブで、アラームとイベント サマリがデータを

取得する領域とアラーム ソースを指定します。

ソースが FactoryTalk Alarms and Events をサポートするように設定されている限

りは、アプリケーション内の領域およびアラーム ソースのイベントをサブスク

ライブできます。また、優先度 (緊急、高、中、または低) によって、イベント 

サブスクリプションをフィルタすることもできます。

アラーム情報のソースを決定したら、情報のフィルタおよびソート方法を指定

し、アラームとイベント サマリに表示される内容を制御します。デフォルトで

は、アラーム ソースで生成されるすべての情報が表示されます。

フィルタおよびソート基準を設定する

[ディスプレイ フィルタ] タブで、実行時にオペレータが適用できるアラームと

イベント サマリのフィルタを設定します。

提供されたイベント フィールドを使用して、フィルタ基準を作成できます。ま

た、アラームとイベント サマリに初期ディスプレイ フィルタを選択することも

できます。

[ソート] タブで、アラームとイベント サマリの情報をソートするために使用す

る基準と、その順番 (昇順または降順) を指定します。

実行時のアラームとイベント サマリ情報のフィルタおよびソートの詳細について

は、「アラーム サマリを使用してアラームに対して監視および応答する」(ページ 

12-46) を参照してください。

アラームとイベント サマリに含める情報と、含めない情報に基づいてファイルを作成します。

フィルタで指定していない情報は、実行時に表示されません。
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アラーム状態の色および点滅スタイルを選択する

[状態] タブで、異なるアラーム状態 (認識されていないアラーム状態、認識され

ているアラーム状態、認識されていない通常) と、状態ごとの優先度 (緊急、高、

中、および低) について、テキストと背景色を設定します。

また、アラームとイベント サマリでアラーム メッセージが点滅するかどうかを

選択でき、点滅するときはその速度 (遅い、中、または速い) も選択できます。 

[サンプル] 列を使用して選択内容をプレビューできます。点滅速度をテストす

るには、[速度をテスト] をクリックします。 

実行時の動作および外観を決定する

[動作] タブで、オペレータが実行時にアラームとイベント サマリを操作できる

範囲を決定します。たとえば、列の見出しをクリックすることでオペレータが
列のサイズを変更したり、情報をソートしたりすることができるかどうかを決
定します。

[列] タブで、アラームとイベント サマリのサイズと位置を設定して、オブジェ

クトに名前を付けます。また、サマリにツールチップを表示するかどうか、グ
ラフィック ディスプレイにフォーカスがあるときにハイライト表示をするかど

うかも、決定できます。

アラームとイベント バナーを設定する

アラームとイベント バナーを設定する場合、実行時に表示するアラーム情報、

およびアラーム バナーでの情報の表示方法を指定できます。

たとえば、 も重大なアラームが発生した場合にオペレータに通知するには、
これらのアラームを点滅させたりアラーム ベルを鳴らしたりするように設定で

きます。さらに重要であることを示すには、アラーム ベルのビープ音の速度を

調整します。

FactoryTalk アラームとイベント バナーは、FactoryTalk View SE Client ウィンドウ

の内部にドッキングできます。詳細については、ページ 12-45 を参照してくだ

さい。
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アラームとイベント バナー オブジェクトを作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション、

領域、および HMI サーバー アイコンなどアラームとイベント バナー ディス

プレイを作成する場所を展開します。

2. 新しいグラフィック ディスプレイを作成するには、グラフィック フォルダ

を展開してから、ディスプレイを右クリックし、[新規作成] をクリックし

ます。

3. グラフィック エディタの [オブジェクト] メニューで、[アラームとイベント] 
をクリックしてから、[バナー ] をクリックします。また、グラフィック エ
ディタのツールバーでアラームとイベント バナー ツールをクリックするこ

ともできます。

4. グラフィック ディスプレイで、アラームとイベント バナー ツールを必要な

サイズと形状になるまでドラッグしてから、マウスを離します。

必要に応じて、アラームとイベント バナーのデザイン ビュー オブジェクト

を移動またはサイズ変更できます。プロパティを設定するには、オブジェク
トをダブルクリックします (または、右クリックしてから、[プロパティ ] を
クリックします)。

以下は、アラームとイベント バナーのプロパティの概要です。[アラームと

イベント バナーのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションについて

は、[ヘルプ] をクリックします。

バナー ディスプレイの外観を設定する

[全般] タブで、アラーム リストおよびステータス バーの外観を設定します。たと

えば、アラーム リストのフォント、テキストの色、および列数を設定できます。

また、列をダブルクリックした場合にアクションが発生するかなど、オペレー
タがバナーを操作したときの動作も設定することができます。

表示する列およびツールバー ボタンを選択する

[列] タブで、アラームとイベント バナーに表示する列と、その順番を設定しま

す。また、列の幅と、各列に表示される情報の配置とフォーマットを設定する
こともできます。[サンプル] 列を使用して選択内容をプレビューできます。

ステータス バーの内容を選択する

[ステータス バー ] タブで、ステータス バーに表示する情報およびボタンと、 

その順番を設定します。また、ステータス バーにツールチップも設定できます。

アラームとイ 
ベント バナー 
ツール
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イベント サブスクリプションを設定する

[イベント サブスクリプション] タブで、アラームとイベント バナーがデータを

取得する領域とアラーム ソースを指定します。

ソースが FactoryTalk Alarms and Events をサポートするように設定されている限

りは、アプリケーション内の領域およびアラーム ソースのイベントをサブスク

ライブできます。

また、優先度 (緊急、高、中、または低) によって、イベント サブスクリプション

をフィルタすることもできます。

アラーム状態の場合の色、音、および点滅スタイルを選択する

[状態] タブで、異なるアラーム状態 (認識されていないアラーム状態、認識され

ているアラーム状態、認識されていない通常) と、状態ごとの優先度 (緊急、高、

中、および低) について、テキストと背景色を設定します。

また、アラームとイベント バナーでアラーム メッセージが点滅するかどうか、

またはアラーム ベルを鳴らすかどうか、その速度も選択できます。

[サンプル] 列を使用して選択内容をプレビューできます。点滅速度と通知音の

速度をテストするには、[速度をテスト] をクリックします。

実行時の動作および外観を決定する

[列] タブで、アラームとイベント バナーのサイズと位置を設定して、オブジェ

クトに名前を付けます。また、バナーにツールチップを表示するかどうか、グ
ラフィック ディスプレイにフォーカスがあるときにハイライト表示をするかど

うかも、決定できます。

実行時のアラームとイベント バナーについて

アラームとイベント バナーは、システムで も深刻なアラームおよびイベント

のみを表示します。オペレータに、すぐに注意する必要のあるアラームに注目
してもらいたい場合に、このオブジェクトを提供します。

アラーム バナーの外観と動作を設定できますが、表示できるのは 大 5 つの

新かつ重要度が も高いアラームのみです。オペレータはアラーム バナーを使

用して、以下のことができます。

アラーム バナーにイベントを登録する場合は、アラームとイベント バナーの目的がプロセス

または領域の中で も深刻なアラームをオペレータに通知することであることを覚えておいて

ください。
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 選択したアラームを認識する (およびオプションのコメントを入力する)。

 アラーム音を消す。

 アラーム ベルを有効化または無効化する。

 アラームに関連付けられているコマンドを実行する。

 アラーム リストをリフレッシュします。

 アラームとイベント サマリを開く。

詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

実行時のクライアント ウィンドウにバナー ディスプレイをドッキン

グする

オペレータがいつでも使用できるように、実行時にグラフィック ディスプレイ

を FactoryTalk View SE Client ウィンドウの端にドッキングできます。

たとえば、アプリケーションで も深刻なアラームをオペレータが継続的に監
視できるように、アラーム バナー ディスプレイをクライアント ウィンドウの 
1 番上または 1 番下にドッキングします。 

例:FactoryTalk View SE Client の起動時にアラーム バナーをドッ 

キングする

クライアントの起動時に、FactoryTalk View SE Client ウィンドウの 1 番下にア

ラーム バナー ディスプレイをドッキングするには、以下の手順を実行します。

1. FactoryTalk View Studio で、コマンドを含むマクロを作成します。 

Display <Alarm Banner> /DB

ここで、Alarm Bannerは、アラーム バナーを含むグラフィック ディスプレイ

の名前です。

2. FactoryTalk View SE Client ウィザードの [コンポーネント] ウィンドウで、バ

ナーをドッキングする Display コマンドを含むマクロを選択します。

アラーム ベルはアラームとイベント バナーのみの機能です。アラームとイベント サマリで

は、アラームが発生したときにベルが鳴るようには設定できません。

/DB は、FactoryTalk View SE Client ウィンドウの 1 番下にディスプレイをドッキングする 
Display コマンド パラメータです。ドッキング パラメータの完全なリストは、「ディスプレ

イをドッキングするための Display コマンド パラ メータ」(ページ 16-61) を参照してくだ

さい。
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3. クライアント構成ファイルを保存します。

クライアントを起動すると、アラーム バナーがクライアント ウィンドウの 

1 番下に追加されます。 

他のグラフィック ディスプレイを開いたり閉じても、ドッキングされたバ

ナー ディスプレイの位置または外観は影響を受けません。

 アラーム サマリを使用してアラームに対して監視および応答する

アラームとイベント サマリは、FactoryTalk View SE アプリケーションの 
FactoryTalk アラーム サーバーから受信されるアクティブなアラーム通知を表示

する表です。

アラームとイベント サマリは、FactoryTalk View Studio で作成されたグラフィッ

ク ディスプレイでホストされ、FactoryTalk View SE Client で実行されます。

1 つのアラームとイベント サマリは、アプリケーション内の複数のアラーム 
サーバーからのアラーム通知を登録できます。

実行時に、オペレータはアラームとイベント サマリを使用して、アラーム アク

ティビティを監視したり、アクティブなアラームを認識、抑制、無効化、また
はリセットしたりすることができます。これらのアクションについては、この
章の以降のセクションを参照してください。

また、アラーム タグを使用してアラームを抑制、抑制解除、有効化、および無効化することも

できます。詳細については、「タグを使用して、アラームの操作およびステータスの取得を行

う」(ページ 12-61) を参照してください。
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アラームとイベント サマリの構成

以下の図に、実行時のアラームとイベント サマリを示します。

アラームとイベント サマリは、以下で構成されています。 

 アラーム リスト、オペレータの注意が必要なアラームを表示します。

 オプションのステータス バー、リスト表示に適用されるフィルタの名前な
ど、アラームとイベント サマリの内容に関する情報を提供します。

 オプションの詳細ペイン、現在選択されているアラームの属性を表示します。

 アラーム関連の操作に関連する、ショートカット メニューおよびオプション
のツールバー。

以下のセクションでは、実行時にアラームとイベント サマリを使用する方法を
説明します。また FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも参照してください。

アラーム リストお

よび列の見出し

ドラッグしてさらにア
ラーム リストを表示す

るか、さらに詳細を表
示します。

アラームとイベント 
サマリのツールバー

選択したエントリの
詳細を表示します。

ステータス バーで、リスト内のアラーム数と、

エントリのフィルタおよびソート方法が表示さ
れます。

アラーム フィルタを 

選択します
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実行時に情報をソートおよびフィルタする

オペレータは、実行時にアラーム リストに表示される情報をフィルタおよびソー

トできます。

アラーム リストの情報をフィルタするには、オペレータは以下のいずれかを実

行します。

 設計時にアラームとイベント サマリに設定した、定義済みのフィルタのリス

トから選択する。

 現在のフィルタをクリアする。これは、アラームとイベント サマリが登録す

るアラーム ソースにより生成されるアラーム情報をすべて表示するためにア

ラーム リストをリフレッシュします。イベント サブスクリプションの詳細

については、ページ 12-44 を参照してください。

 カスタム フィルタを作成します。また FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも

参照してください。

[ソートの設定] ボタンがツールバーで使用できる場合は、オペレータは実行時

のソート基準を選択できます。

アラームを認識する

オペレータは、アラームの発生に気づいたことを示すため、アラームを認識し
ます。

アラームを認識しても、アラームの原因となった条件は解消されません。ア
ラーム条件が通常に戻るには、監視されているタグの値が通常の範囲に収まっ
ている必要があります。

1 つのタグは、その値が複数のアラーム制限 (別称、しきい値) を超えると複数の

アラームを生成します。たとえば温度を示すタグでは、認識される前に Hot と 
Overheat の両方のアラームがトリガーされることがあります。この場合、各ア

ラーム条件は、個別に認識する必要があります。

また、1 つのタグが、アラームを生成してそのあとに通常の範囲に戻るという動

作を、認識される前に複数回繰り返すことがあります。この場合、 新のア
ラーム条件のみが認識されます。

実行時にソート順とカスタム フィルタに行なった変更は保存されません。アラームとイベント 
サマリを次に表示したときに、設計時に定義されたソート順が使用されます。
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アラームとイベント サマリで、オペレータは以下を認識できます。

 1 つ以上の選択したアラーム (オプションのコメントを入力可能) 

 アラーム リストに現在表示されているすべてのアラーム

 アラーム リストの現在のページに表示されていないものを含む、すべてのア

ラーム

アラーム フィルタが適用されると、すべてのアラームを認識することによ

り、リストでフィルタされたアラームは除外されます。

アラームの認識の詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照し

てください。

選択したアラームを認識する

アラームとイベント サマリで選択したアラームを認識するには、以下のいずれ

かの方法を使用します。

 アラームを選択してから、[選択したアラームを認識] ツールバー ボタンをク

リックします。

 アラームを選択して、右クリックしてから [認識] をクリックします。

すべてのアラームを認識

アラームとイベント サマリのすべてのアラームを認識するには、以下のいずれ

かの方法を使用します。

 現在表示されているアラームをすべて認識するには、[ページ内のアラームを

認識] ツールバー ボタンをクリックします。

 リストの現在のページに表示されていないものを含めてすべてのアラームを

認識するには、[リストに含まれているすべてのアラームを認識] ツールバー 
ボタンをクリックします。

アラーム フィルタが適用されると、すべてのアラームを認識することによ

り、リストでフィルタされたアラームは除外されます。

大部分のアラームは認識必須であるように構成されています。特定のアラームが常に認識され

ている状態にする場合は、そのアラームのアラームとイベントセットアップ エディタで、[認
識必須] チェック ボックスをオフにします。

[リストに含まれているすべてのアラームを認識] ボタンを提供するには、アラームとイベン

ト サマリの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [ツールバー ] タブで選択する必要があり

ます。

選択したアラー 
ムを認識

ページ内のア 
ラームを認識

すべてのアラー 
ムを認識
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ラッチされたデジタル アラームをリセットする

デジタルアラームはラッチできます。これは、そのアラーム条件が通常に戻っ
たとしてもオペレータがアラームをリセットするまでは、デジタル アラームは

アラーム状態のままであることを意味します。

アラーム条件が通常に戻ると、オペレータはラッチされたアラームのみをリセッ
トできます。アラーム状態が通常に戻っていない場合、アラームをリセットし
ようとすると失敗して、エラーが生成されます。

ラッチされたデジタル アラームの設定とリセットの詳細については、

FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

ラッチされたアラームをリセットするには

1. アラームとイベント サマリで、リセットする 1 つ以上のアラームを選択して

から、[選択したアラームをリセット] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [アラームのリセット] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入力

してから [リセット] をクリックします。コメントは、アラームとイベント ロ
グのリセットされたアラームと共に記録されます。

アラームを抑制して無効化する

たとえば、修正する必要がある条件の根本原因である別のアラームを妨害して
いる場合は、一時的に不要なアラームを抑制します。

抑制されたアラームはアラームとイベント サマリまたはバナーには表示されま

せん。ただし、アラームとイベント ログには記録されます。

アラームのアラーム検出を完全に回避するには、そのアラームを無効化します。
たとえば、診断または保守のためにアラームを無効化することができます。

アラームを抑制するには

1. アラームとイベント サマリで、1 つ以上のアラームを選択してから、[選択し

たアラームを抑制] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [抑制 アラーム] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入力してか

ら、[抑制] をクリックします。このコメントは、アラームとイベント ログの

抑制されたアラームと共に記録されます。

タグ アラームとイベント サーバーの実行中にラッチされたデジタル アラームを無効化すると、

アラームのラッチが解除されます。 

選択したアラー 
ムをリセット

選択したアラー 
ムを抑制
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アラームを無効化するには

1. アラームとイベント サマリで、1 つ以上のアラームを選択してから、[選択し

たアラームを無効にする] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [アラームを無効にする] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入

力してから、[無効] をクリックします。このコメントは、アラームとイベン

ト ログで、無効化されたアラームと共に記録されます。

アラームの抑制を解除する、またはアラームを有効化する

抑制または無効化されたアラームはアラームとイベント サマリまたはバナーに

表示されないため、アラームの抑制を解除するまたはアラームを有効化するに
は、アラーム ステータス エクスプローラを使用する必要があります。

FactoryTalk View SE グラフィック ディスプレイでアラーム ステータス エクスプ

ローラを設定できます。詳細については、ページ 12-53 を参照してください。

また、アラームとイベント サマリのツールバーの [アラーム ステータス エクス

プローラの表示] をクリックすることで、実行時にスタンドアロンのアラーム ス
テータス エクスプローラを開くこともできます。詳細については、FactoryTalk 
Alarms and Events ヘルプを参照してください。

アラームを延期または延期を解除する 

アラームを延期すると、一時的にアラームを抑制できます。延期するときに、
オペレータがアラームを延期したままにする期間を指定します。アラームは、
その期間が終了すると、自動的に延期が解除されます。

 延期されたアラームは、アラームとイベント サマリまたはアラーム ステータス 
エクスプローラに表示されます。ただし、延期されたアラームはアラームとイ
ベント バナーには表示されません。

以前に延期されたアラームを再度監視する必要がある場合、アラーム ステータ

ス エクスプローラで特定のアラームの延期を解除できます。 

選択したアラー 
ムを無効化
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アラームを延期するには

1. アラームとイベント サマリのイベント リストで、延期するアラームを選択

し、ツールバーの [選択したアラームを延期] ボタンをクリックします。 

[アラームを延期] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. [アラームを延期] ダイアログ ボックスで、アラームを延期する期間 (分単位) 
を入力し、任意のオプションのコメントを入力します。

3. 完了したら、[延期] をクリックします。

アラームの延期を解除するには

1. [アラームとイベント サマリ] ウィンドウで、アラームを右クリックしてか

ら、コンテキスト メニューの [アラーム ステータス] をクリックします。

2. アラーム ステータス エクスプローラのウィンドウで、延期を解除するア

ラームを選択し、ツールバーの [選択されたアラームの延期解除] をクリック

します。

選択したアラー 
ムを延期

選択したアラームを 
延期解除する
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[アラームの延期解除] ダイアログ ボックスで、アラームを延期解除している

理由を説明するコメントを入力してから、[延期解除] をクリックします。

アラーム ステータス エクスプローラのアラーム ソースを操作する

アラーム ステータス エクスプローラは、アプリケーション内の FactoryTalk 

Alarms and Events のアラーム ソースとアラームをすべて表示します。

アラーム ステータス エクスプローラを使用してアラーム ソースを表示し、ア

ラームを抑制、抑制解除、有効化、または無効化できます。アラーム ステータス 

エクスプローラは、アラームを抑制解除して有効化するために使用できる唯一の 

FactoryTalk アラームとイベント オブジェクトです。

アラーム ステータス エクスプローラを作成するには 

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション、

領域、および HMI サーバー アイコンなどアラーム ステータス エクスプロー

ラ ディスプレイを作成する場所を展開します。

2. 新しいグラフィック ディスプレイを作成するには、グラフィック フォルダ

を展開してから、ディスプレイを右クリックし、[新規作成] をクリックし

ます。

3. グラフィック エディタの [オブジェクト] メニューで、[アラームとイベント] 

をクリックしてから、[ステータス エクスプローラ] をクリックします。ま

た、グラフィック エディタのツールバーのアラーム ステータス エクスプ

ローラをクリックすることもできます。

4. グラフィック ディスプレイで、アラーム ステータス エクスプローラ ツール

を必要なサイズと形状になるまでドラッグしてから、マウスを離します。必

要に応じて、アラーム ステータス エクスプローラ オブジェクトの移動とサ

イズ変更ができます。

また、[すべてのアラームの延期解除] ボタンを使用して、アラームとイベント サマリで延期さ

れたすべてのアラームの延期を解除します。詳細については、『FactoryTalk Alarms and Events 
System Configuration ガイド』を参照してください。

また、アラーム タグを使用してアラームを抑制、抑制解除、有効化、および無効化することも

できます。詳細については、「タグを使用して、アラームの操作およびステータスの取得を行

う」(ページ 12-61) を参照してください。

アラーム ス 

テータス 
エクスプロー 
ラ ツール
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5. プロパティを設定するには、オブジェクトを右クリックしてから、[プロパ

ティ ] をクリックします。[アラーム ステータス エクスプローラ プロパティ ] 
ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックし

てください。

アプリケーションと領域ディスプレイの幅、およびアラーム ソースのリスト

の列の幅を設定するには、アラーム ステータス エクスプローラ オブジェク

トをダブルクリックします。これにより、オブジェクトが編集モードにな
り、列のヘッダーと垂直のスプリット バーをドラッグできます。

アラーム ステータス エクスプローラの構成

以下の図に、実行時のアラーム ステータス エクスプローラを示します。

設計表示のアラーム ステータス エクスプローラには、Machine1 と Machine2 領域とサブ

領域のある Line1 という名前のアプリケーションのデフォルトのツリー表示が含まれてい

ます。実際のアプリケーションを表示するには、FactoryTalk View Studio でグラフィック 
ディスプレイをテストするか、FactoryTalk View SE Client で実行します。

アプリケーションと
領域

ステータス バー アラーム状態 抑制を表示し
ます

アラーム名

ドラッグしてリストを
拡大します

アラーム ソース 
フィルタ

アラーム ステータス エクスプローラの

ツール バー

ショートカット 
メニュー

アラーム ソースへ

のパス
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アラーム ステータス エクスプローラは、以下で構成されています。 

 アラーム リスト、選択された領域 (およびサブ領域) に含まれるすべてのア

ラームを表示します。

 オプションのアプリケーションのツリー表示、およびアラーム ソースを含む

領域。

 ステータスバー、選択したアラーム ソースのアラーム数など、アラーム ス
テータス エクスプローラの内容に関する情報を表示します。

 共通の動作を実行する、ショートカット メニュー、およびオプションのツー

ルバー。

実行時のアラーム ステータス エクスプローラの使用の詳細について

は、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

アラーム ソースを参照する

アラーム ステータス エクスプローラの左側にあるツリー表示で、アプリケー

ションのフォルダとアプリケーションの領域を展開し、アラーム ソースを探し

ます。

選択された領域またはサブ領域にアラームが含まれている場合は、アラームが
エクスプローラの右側にあるアラーム リストに表示されます。

アラーム リストをリフレッシュする

アラーム ステータス エクスプローラを開いた後にアラームを追加または削除し

ても、アラーム リストは動的に更新されません。

アラームの 新リストと現在の状態を表示するには、アラーム ステータス エク

スプローラのツールバーで [アラーム リストのリフレッシュ ] ボタンをクリック

します。

また、アラームとイベント サマリのツールバーの [アラーム ステータス エクスプローラの表示

] ボタンをクリックすることで、実行時にスタンドアロンのアラーム ステータス エクスプロー

ラを開くこともできます。また FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも参照してください。

アラーム リスト 

の リフレッシュ 
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アラーム詳細を表示する

選択したアラーム詳細を表示するには、アラーム ステータス エクスプローラの

ツールバーで、[詳細の表示] をクリックします (またはアラームを右クリックし

てから、[アラーム詳細の表示] をクリックします)。

[アラーム詳細] ダイアログ ボックス (以下の図に示す) には、アラームを無効化

または有効化、および抑制または抑制を解除した 後の時刻と、実行者が表示
されます。 新のアラーム条件、およびアラームに関連する優先度と重要度に
関する情報も表示できます。

アラーム条件の詳細は、アラームのタイプによって異なります。たとえばレベ
ル アラームの場合は、詳細は、アラーム レベル (「高 高」、「高」、「低」、および

「低 低」) ごとにリストされます。[アラーム詳細] ダイアログ ボックスのオプ

ションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

また、アラームとイベント サマリからアラーム詳細を表示することもできます。

詳細の表示
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アラームを抑制解除および抑制する

アラーム ステータス エクスプローラを使用して、アラームを抑制および抑制解

除します。

たとえば、修正する必要がある条件の根本原因である別のアラームを妨害して
いる場合は、一時的に不要なアラームを抑制します。

抑制されたアラームはアラームとイベント サマリまたはバナーには表示されま

せん。ただし、アラームとイベント ログには記録されます。アラームとイベン

ト オブジェクトでアラームの監視を再開するには、抑制を解除します。

アラーム ステータス エクスプローラの [抑制] 列は、アラームが現在抑制されて

いるかどうかを示します。 

アラームが抑制された時間と理由、その実行者を確認するには、アラームを右
クリックしてから、[アラーム詳細の表示] をクリックします。[アラーム詳細] ダ
イアログ ボックスの詳細については、ページ 12-56 を参照してください。

アラームの抑制を解除するには

1. アラーム ステータス エクスプローラで、1 つ以上の抑制されたアラームを選

択してから、[選択したアラームを抑制解除] ツールバー ボタンをクリックし

ます。

2. [アラームを抑制解除] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入力

してから、[抑制解除] をクリックします。

アラームを抑制するには

1. アラーム ステータス エクスプローラで、1 つ以上のアラームを選択してか

ら、[選択したアラームを抑制解除] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [抑制 アラーム] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入力してか

ら、[抑制] をクリックします。

アラームを無効化および有効化する

アラーム ステータス エクスプローラを使用して、アラームを有効化および無効

化します。

アラームの検出を完全に回避するにはアラームを無効化します。たとえば、診
断または保守のためにアラームを無効化することができます。アラームの検出
を再開するには、アラームを有効化します。

タグ アラームとイベント サーバーの実行中にラッチされたデジタル アラームを無効化すると、

アラームのラッチが解除されます。 

選択したア 
ラームを 
抑制解除

選択したア 
ラームを 
抑制
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アラーム ステータス エクスプローラの [状態] 列は、アラームが現在無効である

かどうかを示します。 

アラームが無効化された時間と理由、その実行者をチェックするには、アラー
ムを右クリックしてから、[アラーム詳細の表示] をクリックします。

[アラーム詳細] ダイアログ ボックスの情報については、ページ 12-56 を参照し

てください。

アラームを有効化するには

1. アラーム ステータス エクスプローラで、1 つ以上の無効なアラームを選択し

てから、[選択されたアラームを有効化] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [アラームを有効にする] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入

力してから、[有効] をクリックします。

アラームを無効化するには

1. アラーム ステータス エクスプローラで、1 つ以上のアラームを選択してか

ら、[選択したアラームを無効にする] ツールバー ボタンをクリックします。

2. [アラームを無効にする] ダイアログ ボックスで、オプションのコメントを入

力してから、[無効] をクリックします。

アラームとイベントの履歴ログを表示する

アラームとイベントログ ビューアでアラームとイベント履歴ログの内容を表示

します。

アラームとイベントログ ビューアを作成する場合は、FactoryTalk Directory に保

持されたデータベース定義のリストから、クエリを行うローカルまたはリモー
ト データベースを選択します。 

アラームとイベントログ ビューアを作成するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、アプリケーション、

領域、および HMI サーバー アイコンなどアラームとイベントログ ビュー 

アを作成する場所を展開します。

2. 新しいグラフィック ディスプレイを作成するには、グラフィック フォルダ

を展開してから、ディスプレイを右クリックし、[新規作成] をクリックし

ます。

選択したア
ラームを 
有効化

選択したア
ラームを 
無効化

アラームとイ
ベントロ 
グ ビュー 

ア ツール
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3. グラフィック エディタの [オブジェクト] メニューで、[アラームとイベント] 
をクリックしてから、[ログ ビューア] をクリックします。また、ツールバー

のアラームとイベントログ ビューア ツールをクリックすることもできます。

4. グラフィック ディスプレイで、アラームとイベントログ ビューア ツールを

必要なサイズと形状になるまでドラッグしてから、マウスを離します。

アラームとイベントログ ビューアのデザイン ビュー オブジェクトが、ディ

スプレイに配置されます。必要に応じて、オブジェクトの移動とサイズ変更
ができます。

プロパティを設定するには、オブジェクトをダブルクリックします。[プロパ

ティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。

アラームとイベントログ ビューアの構成

以下の図に、実行時のアラームとイベントログ ビューアを示します。

アラームとイベントログ ビューアは、以下で構成されています。 

 イベント リスト、指定したアラームとイベント ログのデータをすべて表示

します。

 オプションのステータス バー、イベント数や、フィルタがディスプレイに適

用されるかなど、イベント リストの内容に関する情報を表示します。

 共通の動作を実行する、ショートカット メニュー、およびオプションのツー

ルバー。

 オプションの詳細ペイン、現在選択されているイベントの属性を表示します。

実行時のアラームとイベントログ ビューアの使用の詳細については、

FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

診断および監査ログに送信されるアラーム関連のアクティビティを表示するには、FactoryTalk 
Diagnostics リストまたはログ ビューアを使用します。また FactoryTalk Alarms and Events ヘ
ルプも参照してください。
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イベント リストお

よび列の見出し

アラーム フィルタ

を選択します

ドラッグしてさらにイベン
ト リストを表示するか、

さらに詳細を表示します

アラームとイベント 
ログ ビューア ツールバー

選択したイベントの
詳細を表示します

ステータス バーで、リスト内のイベント数、イ

ベントのフィルタ方法、およびクエリ中のデー
タベース名を表示します
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イベント リストをリフレッシュする

選択したデータベースにロギングされた 新のアラーム アクティビティを表示

するには、アラームとイベントログ ビューアのツールバーで、[アラーム リスト

のリフレッシュ ] ボタンをクリックします。

実行時に情報をフィルタする

イベント リストの情報をフィルタするには、オペレータは以下のいずれかを実

行します。

 設計時にアラームとイベントログ ビューアに設定した、定義済みのフィルタ

のリストから選択する。

 現在のフィルタをクリアする。これによって、イベント リストをリフレッシュ

して、クエリ中のデータベースに保存されているアラーム データをすべて表

示できます。 

 タグを使用して、アラームの操作およびステータスの取得を行う

アラーム タグを使用すると、アラームとグラフィック ディスプレイのアラーム

を必要とすることなく、アラームを監視および操作できます。

アラームに応答するためにアラームとイベント サマリなどのアラーム ディスプ

レイが使用できない場合は、アラーム タグを使用します。アラームを認識、有

効化、無効化、抑制、抑制解除、またはリセットするために、アラーム タグを

使用できます。

たとえば、オペレータがタグベースのアラームを認識できるようにするには、ア

ラームをタグとして表示してから、オペレータが OperAck (または OperAckAll) ア

ラーム タグを 1 に設定する方法を提供します。例については、ページ 12-62 を参

照してください。

また、アラーム タグを使用して、アラームの状態に関する情報を取得すること

もできます。アラーム タグとその機能のリスト、およびデバイスベースのア

ラーム タグについては、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してくだ

さい。

また、アラームに関する情報を取得する場合、FactoryTalk View 式内に FactoryTalk アラーム機

能を使用することもできます。詳細については、ページ 12-63 を参照してください。

[アラーム リス 

トのリフレッ 
シュ ] ボタン
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アラームをタグとして表示するには

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、タグとして表示するデジタ

ル、レベル、または偏差アラームの [アラーム プロパティ ] ダイアログ ボッ

クスを開きます。

2. [デジタル]、[レベル]、または [偏差] タブで、[アラームをタグとして表示す

る] チェック ボックスを選択します。

以下の図に、タグ ブラウザでのアラーム タグの表示方法を示します。

例:アラームタグを使用してアラームを認識する

オペレータは、アラームとイベント サマリまたはバナーを含まないグラフィッ

ク ディスプレイ内のフェースプレートに関連付けられているアラームを認識す

ることが求められます。 

オペレータが Level_Alm1 という名前のアラームの「高 高」アラーム条件を認識

できるようにするには、以下の手順を実行します。

1. アラームとイベントセットアップ エディタで、Level_Alm1 の [プロパティ ] 
ダイアログ ボックスを開いてから、[アラームをタグとして表示する] チェッ

ク ボックスを選択します。

Level_Alm1 は、タグと

して表示するタグベース
のアラーム定義。

タグ ブラウザでアラー 

ムを選択すると、その 
アラーム タグは右側の

ウィンドウに表示され 
ます。

オペレータが実行時にア
ラームのインスタンスに
応答できるように Oper* 
タグを使用できます。
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2. FactoryTalk View Studio で、オペレータが監視するグラフィック ディスプレ

イを開いてから、次のテキスト オブジェクトを作成します。「高 高」アラーム。

テキスト オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、前景色とし

て赤色を選択します。オブジェクトが表示されたときにオペレータが気付く
ように、オブジェクトを十分な大きさにします。

3. テキスト オブジェクトを右クリックして、[アニメーション] をポイントして

から、[可視性] をクリックします。 

4. 「高 高」アラームが Level_Alm1 で発生した場合、「高 高」アラーム オブジェ

クトが表示されるようにするには、以下を実行します。

 [式] ボックスに Level_Alm1.HHInAlarm と入力します。

 [式が真の状態] で、[可視性] を選択する。

5. [アニメーション] ダイアログ ボックスで、[タッチ] タブをクリックします。

「高 高」アラーム オブジェクトをクリックすることで、オペレータがアラー

ムを認識できるようにするには、以下を実行します。

 [押下時のアクション] ボックスに「Optionally」と入力して、[離したとき

のアクション] としてコマンドまたはマクロを実行するようにし、アラー

ムが認識されたときにオペレータのスーパバイザに通知します。

実行時に「高 高」アラーム オブジェクトが表示されたとき、オペレータはオブ

ジェクトを押してアラームを認識できます。

アラームが通常に戻るまでオブジェクトは表示されたままになります。アラー
ムが通常に戻ると、HHInAlarm ステータス タグは 0 にリセットされ、「高 高」

アラーム テキスト オブジェクトが表示されなくなります。

FactoryTalk View グラフィック オブジェクトのアニメーション設定の詳細につい

ては、17 章、グラフィック オブジェクトを作成するを参照してください。

式で FactoryTalk アラーム関数を使用する

個別のタグまたはタグのグループに関する FactoryTalk アラームについての情報

を入手するには、式に FactoryTalk アラーム関数を使用します。
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式が FactoryTalk View SE アプリケーションでサポートされている場合は、

FactoryTalk アラーム関数を使用できます。たとえば、アラーム関数を使用して

数値ディスプレイ オブジェクトを設定するか、ディライブド タグを定義します。

式の作成の詳細については、20 章、式を作成するを参照してください。

アラームの重要度について情報を取得する

FactoryTalk View SE は、認識または認識されていない指定のアラームの 高重要

度の値を取得するために、式に使用できるアラーム関数を提供します。

高重要度のアラームが発生した場合にオペレータに警告するには、高重要度の
関数を使用します。たとえば、指定した関数がオペレータの領域のアラームに 
900 を超える値を返した場合に、グラフィック オブジェクトを赤色で点滅させ

るように設定することができます。

認識されたアラームの 高重要度の値

以下の式は、認識されたアラームに関して、指定したアラームに関連付けられ
ている 高重要度の値を返します。

AE_HighSeverityAcked(“AlarmName”)

ここで、AlarmName は、1 つ以上の FactoryTalk アラームに対する絶対または相

対パスです。アラーム ソースの指定の詳細については、ページ 12-66 を参照し

てください。

式の結果は、指定されたアラームの状態が「アラーム状態」と「認識」である
場合は、1 ～ 1000 までの整数です。式の結果は、「アラーム状態」と「認識」の

アラームがない場合は 0 です。

認識されていないアラームの 高重要度の値

以下の式は、認識されていないアラームに関して、指定したアラームに関連付
けられている 高重要度の値を返します。

AE_HighSeverityUnAcked(“AlarmName”)

ここで、AlarmName は、1 つ以上の FactoryTalk アラームに対する絶対または相

対パスです。アラーム ソースの指定の詳細については、ページ 12-66 を参照し

てください。

式の結果は、指定されたアラームの状態が「アラーム状態」と「未認識」であ
る場合は、1 ～ 1000 までの整数です。式の結果は、「アラーム状態」と「未認

識」のアラームがない場合は 0 です。
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アラーム数について情報を取得する

FactoryTalk View SE は、認識されている、認識されていない、または認識されて

通常に戻った、指定したアラームの数を取得するために、式に使用できるア
ラーム関数を提供します。

アラーム カウント関数を使用します。たとえば、多くのアラームが認識待ちで

あるときにオペレータに通知します。

アラームの各アラーム条件がカウントされます。たとえば、「高」と「高 高」の

両方のアラーム条件がレベル アラームでアクティブな場合に、「アラーム状態」

カウントは 2 になります。

認識されたアラームの数

以下の式は、認識された指定のアラームの数を返します。

AE_InAlmAckedCount(“AlarmName”)

ここで、AlarmName は、1 つ以上の FactoryTalk アラームに対する絶対または相

対パスです。アラーム ソースの指定の詳細については、ページ 12-66 を参照し

てください。

式の結果は、いくつかのアラームの状態が「アラーム状態」と「認識」である
場合は、1 から指定のアラームの合計数までの整数です。式の結果は、「アラー

ム状態」と「認識」のアラームがない場合は 0 です。

認識されていないアラームの数

以下の式は、認識されていない指定のアラームの数を返します。

AE_InAlmUnackedCount(“AlarmName”)

ここで、AlarmName は、1 つ以上の FactoryTalk アラームに対する絶対または相

対パスです。アラーム ソースの指定の詳細については、ページ 12-66 を参照し

てください。

式の結果は、アラームの状態が「アラーム状態」と「未認識」である場合は、 
1 から指定のアラームの合計数までの整数です。式の結果は、「アラーム状態」

と「未認識」のアラームがない場合は 0 です。

通常に戻った、認識されていないアラームの数

以下の式は、認識されていないが、通常に戻った指定のアラームの数を返します。

AE_NormalUnackedCount(“AlarmName”)
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ここで、AlarmName は、1 つ以上の FactoryTalk アラームに対する絶対または相

対パスです。アラーム ソースの指定の詳細については、ページ 12-66 を参照し

てください。

式の結果は、指定のアラームのいくつかの状態が「通常」と「未認識」である
場合は、1 からシステム内の FactoryTalk アラームの合計数までの整数です。 

式の結果は、「通常」と「未認識」状態のアラームがない場合は 0 です。

式内で FactoryTalk アラーム ソースを指定する

式で FactoryTalk アラーム関数を使用している場合は、アラーム ソースを二重引

用符で囲んで指定する必要があります。

エクスプレッション エディタで、アラーム ソースへのパスを入力するか、[ア
ラーム] をクリックして開き、アラームを検索および選択します。アラーム ソー

ス ブラウザの使用の詳細については、FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参

照してください。

アラームへの絶対参照と相対参照を使用する

FactoryTalk アラーム関数で、1 つ以上のアラームへの絶対または相対パスを指定

できます。絶対パスの形式は以下のとおりです。

/<AreaPath>::<AlarmName>

ここで、

 AreaPath はアラーム ソースが存在するアプリケーションの領域を示します。 

 AlarmName はアラームの名前を示します。

たとえば、/MixerArea/MixerLine1::[CLX1]Line1MixingTank1 は、

[CLX]Line1MixingTank1 という名前のアラームに対する有効な絶対参照です。

相対パスの形式は以下のとおりです。

[::]<AlarmName>

ここで、

 AlarmName はアラームの名前を示します。

相対参照では、アラーム名の前にあるコロン (:) はオプションです。たとえば、

MixingTank1 は、MixingTank1 という名前のアラームに対する有効な相対参照です。 

FactoryTalk View SE アプリケーションでの絶対参照と相対参照の使用について

は、ページ 6-8 を参照してください。
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ワイルドカードを使用して複数のアラームを指定する 

FactoryTalk アラーム関数では、複数のタグの情報を一度に取得するためにアラー

ム ソースへのパスのアラーム名の一部にワイルドカード文字を使用できます。

たとえば、以下の式は、ショートカット MixerController によって参照される 
Logix5000 デバイスのすべてのアラームについて、MixerArea という名前の領域

の MixerLine1 という名前のサブ領域での「アラーム状態」と「認識」のアラー

ムの合計数を返します。

AE_InAlmAckedCount (“/MixerArea/MixerLine1::[MixerController]*”)

タグ プレイスホルダを使用してアラーム名を指定する

FactoryTalk アラーム関数では、アラーム ソースへのパスのアラーム名の一部に

タグ プレイスホルダを使用できます。

タグ プレイスホルダは、クロスハッチ文字 ( # ) の後に 1 ～ 500 の番号を続けた

ものです。以下の例のタグ定義にはプレースホルダ #1 が含まれています。 

AE_InAlmAckedCount (“/MixerArea/MixerLine1::[CLX]Line1.Mixer_#1”)

実行時に、グラフィック ディスプレイのタグ プレイスホルダは、ディスプレイ

でロードされたパラメータ ファイルまたはパラメータ リストで指定されたタグ

の値に置き換わります。

詳細については、「プレースホルダを使用してタグ値を指定する」(ページ 16-41) 
を参照してください。

アラーム ソースが使用できなくなった場合

式内の FactoryTalk アラーム関数が初めて初期化されるときは、接続されたア

ラーム サーバーのアラームのみが評価でカウントされます。

実行時に、FactoryTalk アラーム関数が使用できなくなったアラーム ソースを参照

している場合は、その関数は評価されますが、式の評価には何も返されません。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) を表

す。

アラーム ソースのパスの領域部分にはワイルドカード文字を使用できません。たとえば、前の

例の各領域パスでは /MixerArea/Mixer*:: を指定できません。
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たとえば、対応するアラームが Logix5000 コントローラから削除されたか、

RSLinx Enterprise アラーム サーバーが以下の場合は、デバイスベースのアラー

ム関数はカウントされません。

 アラームを検出する Logix5000 コントローラへの接続が失われたアラーム 
サーバー。

 プログラムのダウンロードのプロセスが開始されたか、実行中のアラーム 
サーバー。

 実行モードからテスト プログラム モードに切り替わるアラーム サーバー。

 メジャーまたは回復不能なプログラム フォルトが発生しているアラーム 
サーバー。

 Logix5000 コントローラですべてのアラームをサブスクライブできないア

ラーム サーバー。

切断の原因となった状態を解消すると、リストアされたアラーム関数が含まれ
た状態で、式を再度評価できます。

コントローラ ステータスのシステム アラームについて

アラーム ソースが使用できなくなった場合に、システムは、アラームとイベン

ト ディスプレイとログにコントローラ ステータス アラームと呼ばれる特別なタ

イプのアラームを生成します。

コントローラ ステータス アラームは、アラーム ソース切断の背後にある情報を

提供します。

以下の図に、アラームとイベント サマリ内のコントローラ ステータス アラーム

を示します。 

接続されていないコントローラからのアラームをアラーム関数が参照する場合は、FactoryTalk 
アラーム関数を含む式は 0 に戻ります。有効な式の値が 0 であるかどうかを確認できるよう

に、オペレータにコントローラ ステータス アラームを監視する方法を提供します。
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コントローラ ステータス アラームとその原因となる条件の詳細については、

RSLinx Enterprise ヘルプを参照してください。

アラームをインポートおよびエクスポートする

タグベースのアラームとアラーム メッセージは、タグ アラームとイベント サー

バーとの間でエクスポートおよびインポートできます。

たとえば、以下の目的のためにアラームおよびメッセージをエクスポートおよ
びインポートできます。

 あるタグ アラームとイベント サーバーから別のタグ アラームとイベント 
サーバーに、アラームを移動またはコピーする。

 Microsoft Visual Basic または C++ などのプログラミング ツールを使用してア

ラームを作成してから、プログラムの出力ファイルをインポートする。

 Microsoft Excel を使用して、エクスポートされたアラーム ファイルにアラー

ムを追加する。次に、新しいアラームのあるファイルをインポートできます。

 1 セットのタグを検索し、タグを別のセットに置き換えることで、エクス

ポートされたファイルでアラームを修正する。次に、修正したアラームのあ
るファイルをインポートできます。
12–69



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

 アラーム メッセージを他の言語に変換する。

 アラームについてのレポートを生成する。

 変換プログラムを使用して、あるアラームとイベント システムから別のア

ラームとイベント システムに、アラームを変換する。

アラームとメッセージのインポートおよびエクスポートの詳細については、
FactoryTalk Alarms and Events ヘルプを参照してください。

アラームとメッセージをエクスポートするには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、エクスポートする

アラームを含むタグ アラームとイベント サーバーを右クリックしてから、 

[インポートおよびエクスポート] をクリックします。

2. アラームのインポートおよびエクスポート ウィザードで、必要な形式を使用

するエクスポート操作をクリックしてから、[次へ] をクリックします。

3. エクスポート操作を完了するには、画面の手順に従います。

アラームのインポートおよびエクスポート ウィザードのオプションの詳細に

ついては、[ヘルプ] をクリックします。

アラームとメッセージをインポートするには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、タグをインポート

したいタグ アラームとイベント サーバーを右クリックしてから、[インポー

トおよびエクスポート] をクリックします。

2. アラームのインポートおよびエクスポート ウィザードで、必要な形式を 

使用するインポート操作をクリックしてから、[次へ] をクリックします。

3. インポート操作を完了するには、画面の手順に従います。

アラームのインポートおよびエクスポート ウィザードのオプションの 

詳細については、[ヘルプ] をクリックします。

インポートおよびエクスポートの形式について

FactoryTalk Alarms and Events は、Microsoft Excel Workbook (.xls) および XML (.xml) の
インポートおよびエクスポート フォーマットをサポートしています。

Microsoft Excel を使用して既存のアラームを修正することで、たとえば、テキス

ト文字列を他の言語に変換したり、複数のアラームでテキストを検索および置
換したりできます。Microsoft Excel 2000、XP、2003、2007、および 2010 形式が

サポートされています。 
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サードパーティのツールで XML を使用してプログラムでアラームを作成して、

インポートできる XML ファイルを生成します。 

また、XML 形式を使用してアラームをバックアップしたり、あるタグ アラーム

とイベント サーバーから他のタグ アラームとイベント サーバーに定義を移動し

たりすることもできます。

XML 形式は、大量のアラームをインポートまたはエクスポートする場合に使用することを推奨

します。
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13 言語切り替えを設定する

この章では、以下について説明します。

 言語切り替えについて。

 実行時に異なる言語で表示できる、または表示できないテキスト文字列。

 言語切り替えの設定に関する基本的な手順。

 Windows 言語のフォント サポートを設定する。

 新しい FactoryTalk View アプリケーションの言語を選択する。

 アプリケーションに言語を追加する。

 デフォルトのアプリケーション言語を設定する。

 アプリケーションのテキスト文字列をエクスポートする。

 エクスポートされた Microsoft Excel スプレッドシートを操作する。

 エクスポートされた Unicode テキスト ファイルを操作する。

 翻訳または変更されたテキスト文字列をインポートする。

 実行時の言語切り替えを設定する。

 グラフィック ライブラリで多言語をサポートする。

言語切り替えについて

FactoryTalk View  の言語切り替え機能により、オペレータは 1 つのアプリケー
ションの実行時に、 大 40 種類の言語を切り替えることができます。

FactoryTalk View SE Client は、アプリケーションでサポートされているどの言語
でも実行できます。ネットワーク分散アプリケーションでは、複数のクライアン
トを異なる言語で同時に実行できます。

言語切り替えによって以下のことが可能になります。

 1 つの言語でアプリケーションを開発し、アプリケーションのテキスト文字
列をエクスポートして、複数の言語に翻訳された文字列をアプリケーション
に再度インポートできます。

 同じネットワーク分散アプリケーションを異なる国で配置できます。

 多言語国家のオペレータは、使用する言語を選択できます。
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 異なる国で開発されたアプリケーション コンポーネントを、多言語をサポー

トする 1 つのアプリケーションにインポートできます。

FactoryTalk View Studio では、[言語設定] ダイアログ ボックスを使用して、アプ

リケーション内の 1 つの言語またはすべての言語のテキスト文字列をエクス

ポートできます。

エクスポートした文字列を翻訳または修正して、アプリケーションに再度イン
ポートすることができます。詳細情報:

 テキスト文字列のエクスポートについては、ページ 13-12 を参照してくだ

さい。

 翻訳されたテキストのインポートについては、ページ 13-23 を参照してくだ

さい。

実行時に異なる言語で表示できるテキスト文字列

多言語をサポートするアプリケーションでは、実行時に以下のタイプのテキス
ト文字列を異なる言語で表示できます。

 FactoryTalk View グラフィック オブジェクトに対して定義された、キャプ

ション、ツール チップ テキスト、時刻および日付が埋め込まれた変数、 

数値が埋め込まれた変数

 FactoryTalk View グラフィック ディスプレイの [ディスプレイの設定] ダイア

ログ ボックスに入力したタイトル

 FactoryTalk View ローカル メッセージ

 FactoryTalk View テキスト オブジェクト

 FactoryTalk Alarm and Event のサマリ、バナー、およびログ ビューアに対して

定義されたテキスト文字列。また FactoryTalk Alarms and Events ヘルプも参照

してください。

時刻、日付、数値の形式を指定する

FactoryTalk View では、開発中または実行時にアプリケーション内でテキスト文

字列を入力、修正、または表示するとき、現行のアプリケーション言語に 
Windows の地域設定が使用されます。

[サイズの自動調整] プロパティが [真] に設定されたテキスト オブジェクトは、異なる言語

で表示したときにサイズが変わる場合があります。
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Windows の [地域と言語] の形式を変更して、FactoryTalk View のディスプレイ

が、お住まいの国または地域で使用されている標準または言語と一致するよう
に設定することもできます。

たとえば、実行時の数値ディスプレイ オブジェクトには 10 進数 123.45 が次のよ

うに表示されます。

 123.45 - 現在のアプリケーション言語が英語 (米国) である場合。

 123,45 - 現在のアプリケーション言語がドイツ語 (ドイツ) である場合。

 123.45 - 現在のアプリケーション言語がドイツ語 (ドイツ) であり、かつ 
Windows の地域設定でドイツ語 (ドイツ) 形式の小数点記号をピリオド (.) に
カスタマイズした場合。

各種言語で表示できないテキスト文字列

多言語をサポートするアプリケーションでは、一部のテキスト文字列について、
実行時に言語を切り替えることができない場合があります。

言語切り替えをサポートしていないエクスポートされたテキスト

1 つのアプリケーション言語のテキスト文字列を Unicode テキスト ファイルにエ

クスポートすると、サードパーティ製 ActiveX オブジェクトのキャプションのプ

ロパティがエクスポートされます。ただし、これらの文字列が翻訳されても、
実行時に別の言語で表示することはできません。

エクスポートできないテキスト

以下のユーザー定義のテキスト文字列は実行時に表示されますが、翻訳用にエ
クスポートすることはできません。

 Remark コマンド用に入力する文字列を含む、コマンド文字列

 HMI タグ データベース内のタグの説明

 HMI タグ アラーム メッセージのテキスト

 HMI タグ アラーム サマリ内の見出し

 FactoryTalk Alarm and Event のサマリ、バナー、およびログ ビューアに表示さ

れるアラーム フォルト リスト メッセージ

 式、および式を使用するすべてのコンポーネント内の文字列定数

たとえば、式の結果に基づいて、アプリケーションの文字列ディスプレイ オ
ブジェクトに異なる文字列が表示される場合には、式で文字列定数を使用し
ます。
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 FactoryTalk View SE Client ウィンドウのタイトル バーに表示されるテキスト

FactoryTalk View ソフトウェアの一部であるテキスト

以下のテキスト文字列は、FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View 
SE Client ソフトウェアの一部であるため、翻訳用にエクスポートすることはで

きません。

 FactoryTalk View Studio ツールバーのボタンなど、FactoryTalk View Studio また

は FactoryTalk View SE Client ソフトウェアに属するボタンのツールチップ

 スクリーン キーボードまたは数値キーパッド内のテキスト

 [FactoryTalk View SE Client ログイン] ダイアログ ボックス内のテキスト

 [レシピ] ダイアログ ボックス内のテキスト

FactoryTalk View SE システム タグに表示されるテキスト

アプリケーションでシステム タグを使用して、グラフィック ディスプレイにテ

キストを表示できます。たとえば、system\dateandtimestring というタグを使用す

ると、現在の日付と時刻が表示されます。

以下のシステム タグ内のテキストは、Windows オペレーティング システムの言

語で規定された形式で常に表示されます。

 System\Time

 System\Date

 System\DateAndTimeString

 System\MonthString

 System\AlarmMostRecentDate

 System\AlarmMostRecentTime

 System\AlarmStatus
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実行時に表示されないテキスト

アプリケーションに対して定義したテキストには、実行時にオペレータに表示
されないものがあります。そのため FactoryTalk View では、そのようなテキスト

は意図的にエクスポートされません。以下の表に示すグラフィック オブジェク

トのプロパティは、実行時にオペレータに表示されないテキスト文字列です。

製品名

グラフィック オブジェ

クトの種類
エクスポートできないテキストを使用し
て定義されたプロパティ

FactoryTalk View Site Edition お
よび FactoryTalk View Machine 
Edition

すべてのオブジェクト 名前 
説明 
Image
St_Image
LinkedObject

ディスプレイ リスト セ
レクタ

St_Display
St_Parameter

FactoryTalk View Site Edition レシピ Value

数値入力 
文字列入力

TagName

数値ディスプレイ 
および文字列ディ 
スプレイ

Expression

タグ ラベル TagName
PropertyName
Caption

トレンド ChartTitle、Pen Description、
EngineeringUnits を除くすべてのプロパ

ティ。 
これら 3 つのプロパティはエクスポート

されます。

FactoryTalk View Machine Edition [ディスプレイに移動] ボ
タン

Display
Parameter

ローカル メッセージ 
ディスプレイ

MessageFile

アラーム リスト、ア

ラーム バナー、アラー

ム ステータス リスト

FilteredTriggers

[マクロ] ボタン Macro
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言語切り替え設定手順の概要

アプリケーションの言語切り替えの設定には以下のタスクが含まれます。

1. アプリケーションで使用する Windows 言語をインストールする。

2. アプリケーションとコンポーネントを作成する言語を選択する。

3. アプリケーションでサポートする言語を追加する。

4. アプリケーションのテキスト文字列を翻訳用にエクスポートする。

5. サポートされている各言語に翻訳されたテキスト文字列をインポートする。

6. オペレータが実行時にアプリケーション言語を切り替えることできる方法を
用意する。

FactoryTalk View SE Client を設定するには

1. クライアント コンピュータで、アプリケーションでサポートする Windows 
言語をインストールします。

2. クライアント セットアップ ファイルで、クライアントが実行する初期言語を

指定します。

詳細情報:

 アプリケーションのテキスト文字列のエクスポートについては、ページ 
13-12 を参照してください。

 翻訳された文字列のインポートについては、ページ 13-23 を参照してくだ

さい。

 実行時の言語切り替えの設定については、ページ 13-30 を参照してください。

FactoryTalk Security 権限について

アプリケーションの各部分を保護し、特定のタスクを実行するために 
FactoryTalk Security サービスを使用する場合、ユーザーは必要なセキュリティ権

限を持っていなければなりません。 

アプリケーションのテキスト文字列のエクスポートをする前後に、アプリケーションに言

語を追加できます。複数の言語を一度に翻訳するには、テキスト文字列をエクスポートす

る前に言語を追加します。
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たとえば、アプリケーションのプロパティを作成または修正するには、アプリ
ケーションを管理する FactoryTalk Directory で、少なくとも一般的なアクション
である読み取り、子の表示、書き込み、および子の作成が許可されている必要
です。

そのようなタスクの実行を試みたときに FactoryTalk Security メッセージが表示さ
れた場合は、必要な権限についてシステム管理者にお問い合わせください。 

FactoryTalk Security サービスの概要については、5 章、セキュリティを設定するを
参照してください。詳細については、FactoryTalk Security ヘルプを参照してくだ
さい。

Windows 言語のフォント サポートを設定する

Windows 7 Professional、Windows Vista、または Windows Server 2008 を使用してい

る場合は、このセクションをスキップしてください。これらのオペレーティング 
システムでは、すべての必要なフォントがデフォルトでサポートされています。
言語切り替えを有効にするには、Language Interface Packs (LIP) をインストールす

る必要はなく、Windows Vista では Multilingual User Interface (MUI) をサポートする

必要はありません。

Windows XP または Windows Server 2003 を使用している場合は、現在の言語に関

わらず FactoryTalk View アプリケーションで使用されるフォントが正しく表示さ

れるように、アプリケーションで使用するすべてのタイプの Windows 言語の

フォント サポートをインストールします。アプリケーションによっては、右か

ら左に読む言語または東アジア文字セットのフォント サポートを有効にする必

要があります。

追加の Windows 言語のフォント サポートを有効にする

フォント サポートのインストール手順はオペレーティング システムによって異

なります。この手順は、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、
Windows Server 2012、または Windows Server 2008 では不要です。

Windows XP または Windows Server 2003 の追加言語のフォント 
サポートを有効にするには

1. コントロール パネルで、[地域と言語のオプション] アイコンをダブルクリッ

クします。

2. [言語] タブの [補足言語サポート] で該当するチェック ボックスを選択し、

[OK] をクリックします。

詳細については、Windows ヘルプを参照してください。
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新しい FactoryTalk View アプリケーションの言語を選択する

新しい FactoryTalk View アプリケーションを作成する場合には、アプリケー

ションの言語を選択する必要があります。選択した言語が、デフォルトのアプ
リケーション言語になります。

データ サーバー、HMI サーバー、グラフィック ディスプレイなど、アプリケー

ションのコンポーネントを設定すると、アプリケーション内のテキスト文字列を
翻訳用にエクスポートできるようになります。それによって、アプリケーション
に追加する言語に翻訳された文字列をインポートできます。

新しいアプリケーションを作成するときに言語を選択するには

1. FactoryTalk View Studio を起動し、アプリケーション タイプを選択し、 

[継続] をクリックします。

2. [Site Edition (...)アプリケーションを新規作成/開く] ダイアログ ボックスで、 

[新規作成] タブをクリックします。

3. アプリケーション名を入力し、アプリケーション言語を選択し、オプション
の説明を入力して、[作成] をクリックします。

新しいアプリケーションを作成する場合は、以下の図に示すように、Windows 
でサポートされている全言語のリストから言語を選択します。

新しいアプリケー
ションを作成する
場合は、Windows 
でサポートされて
いるどの言語でも
選択できます。
13–8



13 • 言語切り替えを設定する  
•  •  •  •  •

13 ????????
現在のアプリケーション言語について

既存のアプリケーションを開いて、アプリケーションでサポートされている言

語のリストから言語を選択すると、その言語が現在のアプリケーション言語に

なります。

たとえば、あるアプリケーションで英語とスペイン語がサポートされていて、

アプリケーションを開いたときにスペイン語を選択すると、スペイン語が現在

のアプリケーション言語になります。

その場合、グラフィック ディスプレイなどのアプリケーション コンポーネントを

保存すると、それに含まれているテキスト文字列がスペイン語で保存されます。

アプリケーション内のテキスト文字列のうち、スペイン語を使用できないものは、

未定義として処理されます。

未定義の文字列がデフォルト言語で表示されるようにアプリケーションで設定

しない限り、アプリケーション内の未定義のテキスト文字列は疑問符 (?) で表示

されます。詳細については、「デフォルトのアプリケーション言語を設定する」

(ページ 13-10) を参照してください。

アプリケーションに言語を追加する

[言語設定] ダイアログ ボックスを使用して、アプリケーションでサポートする

言語を 大 40 言語まで追加できます。言語の追加は、アプリケーションのテキ

スト文字列を翻訳用にエクスポートする前後に行うことができます。

複数の言語を一度に翻訳するには、先にアプリケーションに言語を追加し、

Microsoft Excel スプレッドシートにすべての言語のテキスト文字列をエクスポー

トします。詳細については、「アプリケーションのテキスト文字列をエクスポー

トする」(ページ 13-12) を参照してください。

アプリケーションに言語を追加するには

1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[言語] をクリックします。

2. [言語設定] ダイアログ ボックスで、[追加] をクリックします。

アプリケーションの開発中に、アプリケーション言語を動的に切り替えることはできません。

現在の言語を変更するには、アプリケーションを閉じて、アプリケーションを再度開くときに

別の言語を選択します。
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3. [言語の追加] ダイアログ ボックスで、追加する言語を選択し、[OK] をク

リックします。

4. アプリケーションに追加する各言語について、手順 2 と 3 を繰り返します。

[言語設定] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。 

デフォルトのアプリケーション言語を設定する

新しいアプリケーションを作成するときに選択した言語が、アプリケーション

のデフォルト言語になります。

デフォルトの言語を変更するには、[言語設定] ダイアログ ボックスを開き、リ

ストからアプリケーション言語を選択して、[デフォルトとして設定] (前の図を

参照) をクリックします。

選択した言語の横のチェック マークは、その言語がデフォルトのアプリケー

ション言語であることを示します。デフォルトの言語を使用して未定義のテキ

スト文字列を表示する方法については、次の「未定義のテキスト文字列をデ

フォルト言語で表示する」を参照してください。

アプリケー
ション言語 
と RFC1766 
の名前。

言語を 
アプリケーション
に追加します。

文字列を 
エクスポート
します。

文字列を 
インポートし
ます。

このアプリケー
ションのデフォル
ト言語は英語です。

選択した言語をデ
フォルトに設定し
ます。

このアプリケー
ションの現在の言
語 ([新規作成/開く] 
ダイアログ ボック

スで選択) はフラン

ス語です。
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既存の FactoryTalk View SE アプリケーションを開いたときに、アプリケーション

で多言語がサポートされていてデフォルト言語が指定されていない場合は、以下
のダイアログ ボックスが開き、デフォルトの言語を選択できます。

未定義のテキスト文字列をデフォルト言語で表示する

デフォルトでは、FactoryTalk View アプリケーション内の、現在のアプリケー

ション言語で表示できない未定義のテキスト文字列は、疑問符 (?) で表示され

ます。 

未定義の文字列が特定の言語で表示されるようにするには、[言語設定] ダイア 

ログ ボックスで、その言語をデフォルトのアプリケーション言語として設定し、 

[デフォルト言語を使った未定義文字列の表示] チェック ボックスを選択します。

たとえばこのオプションは、現在のアプリケーション言語に関わらず、メン
テナンス目的で使用するディスプレイを常に英語で表示する場合などに使用
します。

またこのオプションを使用すると、実行時にアプリケーション言語を切り替え
た場合に、ローカル メッセージの文字列が正しく表示されます。

アプリケーションの
デフォルト言語を選
択します。
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アプリケーションのテキスト文字列をエクスポートする

[言語設定] ダイアログ ボックスを使用して、翻訳または修正のためにアプリ

ケーション内のテキスト文字列をエクスポートします。

アプリケーションに複数の言語が含まれている場合には、選択した言語について

のみ、またはアプリケーション内のすべての言語について、テキスト文字列をエ

クスポートできます。

現在選択 (ハイライト) されている言語についてのみ文字列をエクスポートし、

Unicode 形式でテキスト ファイルに保存するには、オプションの [<aa-BB> の文

字列を 1 つまたは複数の Unicode テキスト ファイルへエクスポート] を選択しま

す (aa-BB は選択した言語の RFC1766 コード)。 

Microsoft Excel およびメモ帳で Unicode テキスト ファイルを修正する方法につい

ては、FactoryTalk View SE ヘルプを参照してください。

アプリケーション内のすべての言語の文字列をエクスポートし、Microsoft Excel 

スプレッドシートに保存するには、オプションの [Excel スプレッドシートにす

べての言語の文字列をエクスポート] を選択します。このオプションにより、複

数の言語を同時に翻訳または修正できます。

アプリケーション内のすべての文字列をエクスポートする場合は、重複する文

字列をエクスポート操作中に 適化することができます。つまり、アプリケー

ション内に複数回出現する文字列でも、Excel スプレッドシートでは 1 回だけし

か表示されないということです。詳細については、「重複テキスト文字列を操作

する」(ページ 13-18) を参照してください。

アプリケーション内のテキスト文字列をエクスポートするには

1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[言語] をクリックします。

2. [言語設定] ダイアログ ボックスで、[エクスポート] をクリックします。文字

列インポート エクスポート ウィザードが開きます。

アプリケーションに 1 つの言語しか含まれていない場合でも、Unicode テキスト ファイルでは

なくスプレッドシートに文字列を保存する場合は、[Excel スプレッドシートにすべての言語の

文字列をエクスポート] オプションを選択することができます。

1 つの言語についてのみ文字列をエクスポートする場合は、[エクスポート] をクリックする

前に、アプリケーション言語のリストから、エクスポートする文字列の言語を選択します。
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3. 選択した言語の文字列をエクスポートするか、アプリケーション内のすべて
の言語の文字列をエクスポートするかを選択します。

4. [次へ] をクリックし、文字列インポート エクスポート ウィザードの指示に従

います。

エクスポートに関する問題のトラブルシューティング

エクスポート操作中にエラーが発生した場合、またはエクスポートの進行中に
操作をキャンセルした場合には、診断リストとログ ファイルにメッセージが記

録されます。

さらに、ExportErrors.txt というログ ファイルにエクスポート エラーが表示され、

ローカル コンピュータの以下のフォルダに保存されます。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings

 (Windows XP、Windows Server 2003) C:\Documents and Settings\All 
Users\Shared Documents\RSView Enterprise\Strings

エクスポート ファイルの形式

エクスポート操作中は、エクスポートされたテキスト文字列が含まれるファイ
ルは、デフォルトでローカル コンピュータの文字列フォルダに保存されます。

文字列フォルダの場所については、前のセクションを参照してください。

保存されるファイルのタイプは、エクスポート操作のタイプによって異なりま
す。エクスポートされるテキスト文字列については、

 すべてのアプリケーション言語の場合は、Microsoft Excel スプレッドシート

に保存されます。

 選択したアプリケーション言語の場合は、Unicode テキスト ファイルに保存

されます。

アプリケーションのテキスト文字列のエクスポートの詳細については、ページ 
13-12 を参照してください。

アプリケーション内のテキストをエクスポートする前に、エクスポートするテキストが含まれ

ているすべての HMI プロジェクト コンポーネントが使用されていないことを確認してくださ

い。プロジェクト コンポーネントがリモートで修正されていて保存されていない場合は、保存

されていない変更が、エクスポートされたファイルに適用されていない可能性があります。

エクスポートの進行中に操作をキャンセルすると、キャンセル前に作成されたテキスト ファイ

ルが不完全になる場合があります。

既存のエクスポート エラー ログ ファイルは、エラーを生成する後続のエクスポート操作に

よって上書きされます。
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Excel スプレッドシートのファイル形式

アプリケーション内のすべての言語のエクスポートされたテキスト文字列は、
Excel スプレッドシートに保存されます。 

ファイル名の形式は <アプリケーション>_<エクスポートのバージョン>.xls です。

 <アプリケーション> はアプリケーションの名前です。

 <エクスポートのバージョン> は、エクスポートのバージョンを示す数字 

です。

アプリケーションから初めてテキスト文字列をエクスポートした場合、エク
スポート バージョンは 1 になります。同じアプリケーションでの後続のエク

スポート ファイルには、順次 2、3、4 の数字が付加されます。

Excel スプレッドシートにはエクスポートされた文字列に関する追加情報が含まれ

ています。たとえば、文字列が含まれている HMI サーバーとグラフィック ディス

プレイの名前などです。詳細については、ページ 13-15 を参照してください。

Unicode テキスト ファイル形式

選択したアプリケーション言語についてエクスポートされたテキスト文字列は、
Unicode 形式のテキスト ファイルに保存されます。

ネットワーク分散アプリケーションの場合は、アプリケーション内の各 HMI 
サーバーからのテキスト文字列が、別個のテキスト ファイルにエクスポートさ

れます。ファイル名の形式は <アプリケーション>_<領域>_<HMI サーバー >_
<RFC1766>.txt です。

 <アプリケーション> はアプリケーションの名前です。

 <領域> は領域の名前です。

 <HMI サーバー > は、エクスポートされたテキスト文字列が含まれている 
HMI サーバーの名前です。

 <RFC1766> は、エクスポート操作を選択した言語に関連する RFC1766 の名

前です。

FactoryTalk View Studio の言語設定ツールでは、[言語の追加] ダイアログ ボックスに 
Windows 言語とそれらの RFC1766 名のリストが表示されます。[言語の追加] ダイアログ 
ボックスを開く方法については、ページ 13-9 を参照してください。
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HMI サーバーが 1 つだけ含まれるローカル アプリケーションの場合、テキスト

文字列は <アプリケーション><HMI サーバー ><RFC1766>.txt 形式の 1 つの 
Unicode テキスト ファイルにエクスポートされます。

Unicode テキスト ファイルの形式とスキーマの詳細については、ページ 13-19 を
参照してください。

Excel スプレッドシートにエクスポートされたテキスト文字列を操

作する

アプリケーション内のすべての言語についてエクスポートされたテキスト文字
列は、Microsoft Excel スプレッドシートに保存されます。これにより、複数の言

語を同時に翻訳または修正できます。

修正したスプレッドシートが正しくインポートされるように、このセクション
の情報を翻訳者に提供してください。

以下の図は、エクスポートされるスプレッドシートの形式を示します。

スプレッドシートでは、エクスポートされる各テキスト文字列について、以下
の情報が提供されます。 
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 サーバーは、エクスポートされたテキスト文字列が含まれる HMI サーバー

の名前を特定します。

複数の HMI サーバーを含むことがあるネットワーク分散アプリケーションの

場合、サーバー名の形式は /<アプリケーション>/<領域>:<HMI サーバー > に
なります。1 つの HMI サーバーだけを含めることができるローカル ステー

ション アプリケーションの場合、サーバー名の形式は /<アプリケーション>:
<アプリケーション> になります。

 コンポーネント タイプは、テキスト文字列が含まれるコンポーネントのタ

イプを特定します。コンポーネント タイプは、標準のグラフィック ディス

プレイまたはグローバル オブジェクト ディスプレイのいずれかになります。

 コンポーネント名は、テキスト文字列が含まれる標準ディスプレイ、グ
ローバル オブジェクト ディスプレイ、またはローカル メッセージ ファイル

の名前を示します。

 説明は、標準ディスプレイ内またはグローバル オブジェクト ディスプレイ

内でテキスト文字列が使用されている場所を特定します。

 REF には、HMI サーバー内の重複を含む各テキスト文字列の 初のインス

タンスと合わせて、一意の参照番号が表示されます。

[REF] 列は、エクスポート操作について [重複する文字列を 適化] チェック 
ボックスを選択している場合のみ、各アプリケーション言語のスプレッド
シートに表示されます。

 <RFC1766 名> 列には、エクスポートされたテキスト文字列が含まれます。

列の数は、文字列がエクスポートされたときのアプリケーション内の言語数
によって異なります。

列見出しは、その列のテキスト文字列の言語の RFC1766 名です。たとえば、

en-US は英語 (米国) の RFC1766 名です。

[サーバー ] 列の HMI サーバーの名前では、大文字と小文字が区別されます。スプレッド

シート内のサーバー名がアプリケーション内のサーバー名と一致することを確認してくだ

さい。一致しない場合は、一部の文字列がインポートされない可能性があります。
13–16



13 • 言語切り替えを設定する  
•  •  •  •  •

13 ????????
FactoryTalk View Studio の言語設定ツールでは、[言語の追加] ダイアログ ボッ

クスに Windows 言語とそれらの RFC1766 名のリストが表示されます。詳細

については、「アプリケーションに言語を追加する」(ページ 13-9) を参照し

てください。

スプレッドシートの形式を維持する

スプレッドシートが正しくインポートされるようにするには、スプレッドシー
トの形式の構成を維持する必要があります。

 サーバー、コンポーネント タイプ、コンポーネント名、説明という、各列の

デフォルトの順序を変更しないでください。

 スプレッドシートには、空白の行または列は挿入しないでください。空白の
行または列でインポート操作が停止してしまいます。それ以降はスプレッド
シートがインポートされません。

 各言語のテキスト文字列が含まれている列の順序は変更することができま
す。ただし、これらいずれかの列を移動する場合は、関連する [REF] 列 (存
在する場合) も必ず移動してください。

[REF] 列は、常に文字列の列の左にする必要があります。

 [REF] 列、または [REF] 列内の一意の重複文字列 ID は削除しないでください。

 [REF] 列の一意の重複文字列 ID が含まれる行は削除しないでください。 

テキスト文字列を修正または翻訳する

スプレッドシートでは、各アプリケーション言語について **UNDEFINED** テ
キスト文字列のみ翻訳します。

たとえば以下の図では、デンマーク語 (da-DK) のすべてのテキスト文字列を翻訳

する必要があります。 

エクスポートされたテキスト文字列が含まれている 初の列は、デフォルトのアプリケー

ション言語用です (指定されている場合)。その他すべてのアプリケーション言語の列がア

ルファベット順に続きます。
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[da-DK] 列の **REF:104** は、 初の行にある未定義の文字列の重複インスタン

スを示します。この場合は、未定義の文字列のみを翻訳します。重複は、スプ
レッドシートがアプリケーションにインポートされたときに自動的に翻訳され
ます。

重複テキスト文字列の詳細については、次の「重複テキスト文字列の操作」を
参照してください。

重複テキスト文字列を操作する

エクスポート操作について [重複文字列の 適化] チェック ボックスを選択した

場合、アプリケーション内で複数回出現するテキスト文字列は、Excel スプレッ

ドシート内では 1 回だけ表示されます。 

以下の図では、テキスト文字列 Primary Treatment に一意の ID、REF:15 が付けら

れています。Primary Treatment 文字列の重複インスタンスにも、同じ一意の ID 
が付けられています。

アプリケーション内の未定義のテキスト文字列は、オプションの [デフォルト言語で未定義の

テキスト文字列を表示する] を選択しているかどうかに関わらず、常に **UNDEFINED** として

エクスポートされます。このオプションの詳細については、「デフォルトのアプリケーション

言語を設定する」(ページ 13-10) を参照してください。
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翻訳または修正が必要なのは、Primary Treatment 文字列の 初のインスタンスだ

けです。重複の参照は、スプレッドシートがインポートされたときに自動的に
更新されます。

適化プロセスでは、スプレッドシート内の別の場所で翻訳された、未定義の
文字列も翻訳されます。これらの場合、未定義の重複テキスト文字列は手動で
翻訳する必要はありません。

たとえばこの図では、Primary Treatment 文字列のスウェーデン語 (sv-SE) への翻

訳は複数回行う必要はありません。その他同じ文字列の未定義のインスタンス
は、スプレッドシートがインポートされたときに自動的に翻訳されます。

Unicode テキスト ファイルにエクスポートされた文字列を操作する

このセクションでは、翻訳者にとって重要な情報として、エクスポートされる 
Unicode テキスト ファイルの形式とスキーマを示しています。

FactoryTalk View では、Unicode テキスト ファイルの一部をエクスポート時の状

態に維持する必要があります。テキスト ファイルが正しくインポートされるよ

うに、修正後、このセクションの情報を翻訳者に提供してください。

[REF] 列には、有効な重複文字列 ID のみが含まれるようにします。これらの ID を削除したり、

[REF] 列にその他のテキストを入力したりしないでください。

Primary Treatment の 初の 

インスタンスに付加されてい 
る一意の参照番号。

重複文字列が Primary 
Treatment の参照番号に

置き換えられています。
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ファイル名およびファイル形式

選択したアプリケーション言語についてエクスポートされたテキスト文字列は、
Unicode 形式のテキスト ファイルに保存されます。

たとえば、翻訳されたバージョンと元のファイルを区別するために、エクス
ポートされたファイルの名前を変更することができます。ただし、テキストを
正しくインポートするには、ファイルを Unicode テキスト形式のタブ区切りテキ

ストとして保存する必要があります。

Unicode テキスト ファイルを Microsoft Excel で開く

テキスト ファイルを Microsoft Excel で開くと、テキスト インポート ウィザード

が開きます。

ファイル形式を指定するには (手順 1)

1. 手順 1 では、[元のデータ タイプ] で、[区切りファイル] をクリックします。

2. [取り込み開始行] ボックスで、1 と入力するか、1 を選択します。

3. [ファイル元] リストで [Windows (ANSI)] をクリックします。

4. [次へ] をクリックします。

フィールド区切り文字を指定するには (手順 2)

1. [タブ] チェック ボックスを選択します。他のチェック ボックスが選択されて

いる場合は、それらをオフにします。

2. [区切り記号が続く場合は 1 つの区切り記号として扱う] チェック ボックスを

必ずクリアしてください。

3. [次へ] をクリックします。

列のデータ形式を指定するには (手順 3)

1. まだ選択されていない場合は、[列のデータ形式] で [全般] をクリックし 

ます。

2. [完了] をクリックします。

Unicode テキスト ファイルを Microsoft Excel で保存する

[保存] をクリックすると、ファイルに Unicode テキストと互換性のない機能が含

まれている可能性があることを示す Excel の警告が表示されます。
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1. ワークブックを Unicode 形式で保持し、非互換機能を削除ように求められた

ら、[はい] をクリックします。

2. ファイルを閉じるときに、変更を保存するように求められます。[はい] をク

リックします。

3. ファイルの保存では、元の名前を使用するか、新しい名前を入力することが
できます。

4. ワークブックを Unicode 形式で保持して非互換機能を削除ように再度求めら

れたら、[はい] をクリックします。

Excel で保存された Unicode ファイルの形式の違い

Excel で保存された Unicode テキスト ファイルをメモ帳を使用して開くと、メモ

帳で編集して保存したファイルとの違いがわかります。

以下のような違いがあります。

 ほとんどの文字列で、文字列の定義を囲む二重引用符が削除されています。

 埋め込みの二重引用符、またはカンマなど Excel で特殊文字として処理され

るその他の文字を含む文字列定義は、二重引用符で囲まれています。

 埋め込みの二重引用符は、二重引用符のペアに変換されます。

Unicode テキスト ファイルをメモ帳で保存する

ファイルを保存する場合は、[名前を付けて保存] ダイアログ ボックスで Unicode 
エンコード オプションを使用して保存します。

ファイル スキーマ

コメント

テキスト ファイルでは、行の 初の # 記号をコメント区切り文字として使用し

ます。

ヘッダー

テキスト ファイルの 初の 7 行には、翻訳または変更ができないヘッダー情報

が含まれています。

FactoryTalk View Studio にインポートする前に、ファイルの形式を変更する必要はありません。
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本文

テキスト ファイルの本文は 8 行目から開始します。本文には以下のフィールド

が含まれています。

ファイルはコンポーネント名ごとにアルファベット順にソートされ、次に文字
列の参照番号順にソートされます。

各文字列参照番号は、コンポーネント内の異なるオブジェクトを参照していま
す。前の例では、文字列参照 1 はグラフィック ディスプレイ内のポンプ ステー

ションという押しボタンを参照しています。

翻訳されたテキスト ファイルでは、修正する必要があるテキストは、文字列定

義列で二重引用符で囲まれたテキストだけです。たとえば、ドイツ語に翻訳さ
れたファイルは次のようになります。

[コンポーネント名] 列のエントリは、テキストのエクスポート後にアプリケー

ション内でコンポーネントの名前が変更された場合を除き、変更しないでくだ
さい。

二重引用符のペアを操作する

テキスト文字列に二重引用符が含まれている場合は、文字列定義全体を二重引
用符で囲む必要があります。例:

Call “Duty Manager"

は文字列ファイルでは次のように入力する必要があります。

“Call “Duty Manager””

フィールド

コンポーネント タ
イプ コンポーネント名 文字列参照 「文字列定義」

例

グラフィック ディ

スプレイ

ポンプ ステー 

ション

1 「Stop motor」

フィールド コンポーネント タイプ コンポーネント名 文字列参照 「文字列定義」

例 グラフィック ディスプレイ ポンプ ステーション 1 「Motor abschalten」

コンポーネント タイプまたは文字列参照番号は変更しないでください。文字列参照番号は、
FactoryTalk View に対して一意です。コンポーネント タイプまたは文字列参照番号を変更する
と、テキストをインポートしたときに、FactoryTalk View でオブジェクトが正しく識別されな
くなります。
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複数の二重引用符のセットが含まれているテキストをインポートする

文字列定義に含まれている、隣り合う二重引用符の数が奇数である場合は、 
偶数に丸められ、各ペアが 1 つの二重引用符としてインポートされます。 

たとえば次の文字列

“Call “““Duty Manager””

は次のようにインポートされます。

Call “Duty Manager”

バックスラッシュと改行文字を操作する

テキストが強制的に新しい行で開始されるようにするには、テキストの前に
バックスラッシュ文字 \ と改行文字 n を置きます。たとえば

Motor\nabschalten

はアプリケーション内で次のように表示されます。

Motor
abschalten

テキスト内にバックスラッシュを含める場合は、バックスラッシュを 2 つ ( \\) 入
力します。たとえば、\n という文字をテキストに含めるには、\\n と入力します。

複数のバックスラッシュを含むテキストをインポートする

インポートしたテキスト ファイルに含まれるバックスラッシュの数が奇数であ

る場合は、1 つのバックスラッシュが無視されます。

たとえば次の文字列

Seven\\\Eight

はアプリケーションに次のようにインポートされます。

Seven\Eight

翻訳または修正されたテキスト文字列をインポートする

[言語設定] ダイアログ ボックスを使用して、翻訳または修正後にアプリケー

ションにテキスト文字列をインポートします。

インポート エラーを防ぐために、インポートするテキスト ファイルとスプレッ

ドシートが、規定された形式とスキーマに従って翻訳されていることを確認し
ます。翻訳者に伝達すべき重要な情報については、以下を参照してください。
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 「Excel スプレッドシートにエクスポートされたテキスト文字列を操作する」

(ページ 13-15) 。

 「Unicode テキスト ファイルにエクスポートされた文字列を操作する」(ページ 
13-19) 。

ネットワーク分散アプリケーションにテキストをインポートする場合は、複数
の HMI サーバーに同時にテキストをインポートできます。

アプリケーション内に存在しても、インポート ファイル内に存在しないテキス

ト文字列は、インポート操作中に削除または修正されません。それにより、修
正されたテキスト文字列だけがインポートされます。

アプリケーションにテキスト文字列をインポートするには

1. FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[言語] をクリックします。 

[言語設定] ダイアログ ボックスが開きます。

2. バックアップを作成するために、現在アプリケーション内にあるテキスト文
字列をエクスポートします。

インポート中にエラーが発生した場合、またはインポートが完了する前に
キャンセルした場合には、必要に応じてバックアップを使用して、いずれか
のアプリケーション言語ですでに保存されているテキストを復元することが
できます。テキストのエクスポートの詳細については、ページ 13-12 を参照

してください。

3. [インポート] をクリックします。文字列インポート エクスポート ウィザード

が開きます。

4. 選択したアプリケーション言語に Unicode テキスト ファイルから文字列を

インポートするか、スプレッドシートで定義されたすべてのアプリケー
ション言語に Microsoft Excel スプレッドシートから文字列をインポートす

るかを選択します。

5. 文字列インポート エクスポート ウィザードの指示に従います。

Unicode テキスト ファイルから文字列をインポートする場合は、[インポート] をクリック

する前に、アプリケーション言語のリストで、インポートする文字列の言語を選択します。
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文字列インポート エクスポート ウィザードのオプションの詳細については、

[ヘルプ] をクリックしてください。

インポートに関する問題のトラブルシューティング

インポート操作中にエラーが発生した場合、またはインポートの進行中に操作をキャンセル
した場合には、診断リストとログ ファイルにメッセージが記録されます。

さらに、ImportErrors.txt というログ ファイルにインポート エラーが表示され、

ローカル コンピュータの以下のフォルダに保存されます。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\RSView Enterprise\Strings

 (Windows XP、Windows Server 2003) C:\Documents and Settings\All 
Users\Shared Documents\RSView Enterprise\Strings

HMI サーバー内の一部のテキストが修正されていると判定されると、インポー

トがキャンセルされる場合があります。インポートが完了する前にキャンセル
すると、変更されたテキスト文字列は元の値に復元されません。

アプリケーション内で元のテキストを復元するには、ページ 13-24 の手順 2 で作

成したバックアップ テキスト ファイルからテキストをインポートします。

一部の HMI サーバーについてのみテキストがインポートされていると思われる

場合は、ImportErrors.txt ファイルでエラー メッセージを確認してください。一

般的なエラーの原因と対処方法については、以下の表で説明しています。

Unicode テキスト ファイルのインポートに関する一般的なエラー

以下の表では、Unicode テキスト ファイルがアプリケーションにインポートされ

るときに ImportErrors.txt ファイルに記録されるエラー メッセージについて説明

します。

アプリケーションにテキストをインポートする前に、関連する HMI プロジェクト コンポーネン

トが使用されていないことを確認してください。コンポーネントがリモートで修正されていて、

テキストのインポート後に変更が保存されている場合は、インポートされたテキストが上書き

されます。

インポートの進行中に操作をキャンセルすると、キャンセルの前に変更されたテキスト文字列

は、元の値に復元されません。アプリケーションに保存された元々の状態にテキスト文字列を

復元するには、このタスクの手順 2 で作成したバックアップ ファイルからテキストをインポー

トします。

既存のインポート エラー ログ ファイルは、エラーを生成する後続のインポート操作によって

上書きされます。
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エラー メッセージ内の "Line x" は、テキスト ファイルの行番号を示しています。 

エラー メッセージ 原因と解決方法

FileName.txt で定義された ServerName は存在し

ません。このファイル内の文字列はインポー
トされませんでした。

HMI サーバーの名前が無効です。HMI サーバーの名前を

変更している場合は、ファイルを開いて HMI サーバーの

名前を修正します。

ファイル 「FileName」、Line x。ComponentType
はアプリケーションの有効なコンポーネント 
タイプではありません。この文字列はイン
ポートされませんでした。

テキスト ファイル内でコンポーネント タイプが修正され

ていました。テキスト ファイルを開き、コンポーネント 
タイプのテキストを修正します。

ファイル 「FileName」、Line x。
ComponentNameはアプリケーションの有効な

コンポーネントではありません。この文字列
はインポートされませんでした。

テキスト ファイル内またはアプリケーション内で、コン

ポーネント名が修正されています。テキスト ファイルを

開き、コンポーネント名のテキストを修正します。

ファイル 「FileName」、Line x。文字列参照は 
1 ～ 4294967295 の符号なし Long 型整数値でな

ければなりません。この文字列はインポート
されませんでした。

テキスト ファイル内で文字列参照番号が修正され、新し

い文字列参照番号が無効です。バックアップ テキスト 
ファイルを開き、翻訳されたテキスト ファイルに正しい

文字列参照番号をコピーします。

ファイル 「FileName」、Line x。この文字列は

アプリケーションで使用されていないため、
インポートされませんでした。

このエラーは次の場合に発生します。

 テキスト ファイル内で文字列参照番号が修正され、新

しい文字列参照番号がアプリケーション内で使用され
ていない場合。バックアップ テキスト ファイルを開

き、翻訳されたファイルに正しい文字列参照番号をコ
ピーします。

 テキストのエクスポート後にオブジェクトがアプリ
ケーションから削除され場合。これが正しい場合は、
エラーを無視してください。

ファイル 「FileName」、Line x。文字列定義は

二重引用符で囲む必要があります。この文字
列はインポートされませんでした。

翻訳された文字列定義に埋め込みの二重引用符が含まれ
ていますが、文字列定義自体が二重引用符で囲まれてい
ません。

テキスト ファイルを開き、埋め込みの二重引用符が含ま

れたすべての文字列定義を二重引用符で囲みます。たと
えば、文字列定義 Start "Backup motor" は、次のように二

重引用符で囲む必要があります。 
"Start "Backup motor""
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Excel スプレッドシート ファイルのインポートに関する一般的なエ

ラー

以下の表では、Microsoft Excel スプレッドシート ファイルがアプリケーション

にインポートされるときに ImportErrors.txt ファイルに記録されるエラー メッ

セージについて説明します。 

ファイル 「FileName」、Line x。行形式が無効

です。

インポート ファイル内の 1 つの行に、すべてのコンポー

ネント名または文字列参照番号フィールドが含まれてい
ません。

インポートはファイル内の次の行から続行されます。
バックアップ テキスト ファイルを開き、翻訳されたテキ

スト ファイルに欠落しているフィールドをコピーします。

{FileName.txt} を開けません。このファイルか

らの文字列はインポートされませんでした。

テキスト ファイルを開けませんでした。テキスト ファイ

ルがファイルのインポート元のフォルダにあり、テキスト 
ファイルをメモ帳または Microsoft Excel で開けることを確

認します。

エラー メッセージ 原因と解決方法

文字列のインポートがユーザーによって中断
されました。

文字列のインポート操作をユーザーがキャンセルまたは
中断しました。

「RFC1766 名」 がこのアプリケーションに存在

しません。この言語の文字列はインポートさ
れませんでした。

スプレッドシート内の列に関連付けられている言語が、
アプリケーション内に存在しません。この言語に関連す
る文字列はインポートされません。

インポートは続行されますが、この言語についてはこれ
以上文字列のインポートは行われません。 

「コンポーネント タイプ」 が無効です。この 

コンポーネント タイプの文字列はインポート

されませんでした。

スプレッドシート内の文字列のコンポーネント タイプが

無効です。このコンポーネント タイプに関連する文字列

はインポートされません。 

インポートは続行されますが、このコンポーネント タイ

プについては、これ以上文字列のインポートは行われ
ず、エラー メッセージも記録されません。有効なコン

ポーネント タイプは 「グラフィック ディスプレイ」お

よび 「グローバル グラフィック ディスプレイ」です。

エラー メッセージ 原因と解決方法
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「サーバー名」 がこのアプリケーションに存在

しません。このサーバーの文字列はインポー
トされませんでした。

スプレッドシート内の文字列に関連付けられているサー
バー名が、アプリケーション内に存在しません。この
サーバーに関連する文字列はインポートされません。 

インポートは続行されますが、このサーバーについて
は、これ以上文字列のインポートは行われず、エラー 
メッセージも記録されません。

「サーバー名」 が使用できません。このサー

バーの文字列はインポートされませんでした。

スプレッドシート内の文字列に関連付けられているサー
バー名は存在しますが、HMI サーバーを使用できません。

このサーバーに関連する文字列はインポートされません。

インポートは続行されますが、このサーバーについて
は、これ以上文字列のインポートは行われず、エラー 
メッセージも記録されません。

「サーバー名_コンポーネント タイプ_コンポー

ネント名」 がこのアプリケーションに存在しま

せん。このコンポーネントの文字列はイン
ポートされませんでした。

スプレッドシート内の文字列のコンポーネント名が、ア
プリケーション内に存在しません。このコンポーネント
名に関連する文字列はインポートされません。

インポートは続行されますが、このコンポーネント名に
ついては、これ以上文字列のインポートは行われず、エ
ラー メッセージも記録されません。

「サーバー名_コンポーネント タイプ_コンポー

ネント名_説明」 がこのアプリケーションに存

在しません。このコンポーネントの文字列は
インポートされませんでした。

スプレッドシート内の文字列の説明が、アプリケーション
内に存在しません。この説明に関連する文字列はインポー
トされません。 

インポートは続行されますが、この説明については、こ
れ以上文字列のインポートは行われず、エラー メッセー

ジも記録されません。

「 適化された重複文字列」 が、スプレッド

シートに存在しない文字列を指しています。
この 適化された重複文字列参照のある文字
列はインポートされませんでした。

スプレッドシート内の 適化された重複文字列参照が、
存在しない文字列を参照しています。

インポートは続行されますが、この重複文字列参照につ
いては、これ以上文字列のインポートは行われず、エ
ラー メッセージも記録されません。

「ディスプレイ名」 を保存できません。このコン

ポーネント名の文字列はインポートされませ
んでした。

グラフィック ディスプレイまたはグローバル オブジェク

ト ディスプレイを保存できません。インポートは続行さ

れます。

「ディスプレイ名」 を開けません。このコン

ポーネント名の文字列はインポートされません
でした。

グラフィック ディスプレイまたはグローバル オブジェ

クト ディスプレイを開けません。インポートは続行さ

れます。

エラー メッセージ 原因と解決方法
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現在ログインしているユーザーがエリアに対す
る書き込み権限を持っていないため、「HMI 
サーバー名」 へ文字列をインポートできません。

現在ログオンしているユーザーが、文字列がインポート
される HMI サーバーがある領域に対する FactoryTalk 
Security 共通の書き込みアクセス権を持っていません。

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーション

でこのメッセージが適用されます。このサーバーに関連
する文字列はインポートされません。ただし、アプリ
ケーション内の他の HMI サーバーについてはインポート

が続行されます。

現在ログインしているユーザーがアプリケー
ションに対する書き込み権限を持っていない
ため、文字列をインポートできません。

現在ログオンしているユーザーは、文字列がインポート
されているアプリケーションに対する共通の書き込みア
クセス権を持っていません。FactoryTalk View SE ローカ

ル ステーション、ネットワーク ステーション、

FactoryTalk View ME アプリケーションでこのメッセージ

が適用されます。アプリケーション文字列はインポート
されません。

1 つまたは複数のセルがテキストまたは数値形

式にフォーマットされていなかったため、1 つ
以上の文字列がインポートされませんでした。

特定の言語の文字列が含まれたスプレッドシートのセル
が、テキストまたは数値形式にフォーマットされていま 
せん。そのセル内の文字列はインポートされません。イン
ポートは続行されます。このエラーは、1 つのインポート

操作について 1 回だけ報告されます。

1 つまたは複数のセルがテキストまたは数値形

式にフォーマットされていなかったため、1 つ
以上の文字列がインポートされませんでした。

サーバー名、コンポーネント タイプ、コンポーネント

名、説明、または文字列参照が含まれているスプレッド
シートのセルが、テキストまたは数値形式にフォーマッ
トされていません。 

その行の文字列はインポートされません。インポート 
は続行されます。このエラーは、1 つのインポート操作

について 1 回だけ報告されます。

1 つまたは複数のヘッダー セルがテキストま

たは数値形式にフォーマットされていなかっ
たため、スプレッドシートをインポートでき
ませんでした。

ヘッダー セルがテキストまたは数値形式にフォーマット

されていません。アプリケーションに文字列がインポー
トされません。インポートが停止します。

エラー メッセージ 原因と解決方法
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ローカル メッセージのインポートに関する一般的なエラー

以下の表では、ローカル メッセージ テキストがアプリケーションにインポート

されるときに ImportErrors.txt ファイルに記録されるエラー メッセージについて

説明します。

実行時の言語切り替えを設定する

FactoryTalk View SE Client 設定ファイルを作成する場合には、アプリケーション

言語のリストから初期実行時言語を選択します。クライアントが実行されると、
オペレータは初期言語からその他のアプリケーション言語に切り替えることが
できます。

クライアント ファイルの設定の詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘ
ルプを参照してください。

言語コマンドを使用して言語を切り替える

FactoryTalk View SE では、言語コマンドを使用して、実行時に言語を切り替え 

ます。

言語コマンドでは以下のシンタックスを使用します。

Language <RFC1766 名>

<RFC1766 名> は、切り替える言語のコード名です。

アプリケーションで言語切り替えを有効にするには、アプリケーションでサ
ポートされている各言語について、オペレータが言語コマンドを実行できるよ
うにします。たとえば、押下時のアクションとして言語コマンドを使用するボ
タンをグラフィック ディスプレイに作成します。

エラー メッセージ 原因と解決方法

「ローカル メッセージ ファイル名」 を保存でき

ません。このコンポーネント名の文字列はイン
ポートされませんでした。

インポートしたローカル メッセージファイルを保存でき

ません。インポートは続行されます。

「ローカル メッセージ ファイル名」 を開けま 

せん。このコンポーネント名の文字列はイン
ポートされませんでした。

インポートしたローカル メッセージファイルを開けま 

せん。インポートは続行されます。
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Windows 言語に関連する RFC1766 名を特定するには、FactoryTalk View Studio で 
[言語の追加] ダイアログ ボックスを開きます。詳細については、「アプリケー

ションに言語を追加する」(ページ 13-9) を参照してください。

グラフィック ライブラリで多言語をサポートする

デフォルトでは、FactoryTalk View SE と共にインストールされたグラフィック 
ライブラリ内のテキスト文字列は、未定義として表示されることはありません。

代わりに、現在のアプリケーション言語に関わらず、常に導入時の言語で表示
されます。

個々のライブラリで複数の言語がサポートされるように設定することができま
す。ただしこの設定を行うと、テキスト文字列が現在のアプリケーション言語

でのみ表示されるようになります。その他の言語では、文字列が未定義として

表示されます。

FactoryTalk View SE に付属するグラフィック ライブラリで多言語の

サポートを設定するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでライブラリ アイコン

をダブルクリックし、修正するグラフィック ライブラリを右クリックして、

[開く] をクリックします。

2. ライブラリ ディスプレイを右クリックして、[ディスプレイの設定] をクリッ

クします。

3. [プロパティ ] タブで、[多言語のサポート] チェック ボックスを選択します。

4. [OK] をクリックします。

グラフィック ライブラリ内のテキスト文字列は、現在のアプリケーション言

語で保存されます。

新しいグラフィック ライブラリの言語サポート

デフォルトでは、アプリケーション用に作成する新しいグラフィック ライブラ

リは、多言語をサポートしています。 

実行時に言語を切り替えるボタンを作成する場合には、言語を切り替えたときにボタンのキャプ

ションが翻訳されるようにします。混乱を避けるために、異なる言語を表すにはテキストではな

くグラフィックスを使用してください。たとえば、ボタンに国旗のイメージを使用します。 
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新しいライブラリは、テキスト文字列が現在のアプリケーション言語でのみ表
示されるように設定できます。ただしそのように設定すると、新しいライブラ
リ内のテキスト文字列のうち、他の言語を使用しているものは、変更を保存す
ると削除されます。

新しいグラフィック ライブラリで多言語のサポートを削除するには

1. ライブラリ ディスプレイを右クリックして、[ディスプレイの設定] をクリッ

クします。

2. [プロパティ ] タブで、[多言語のサポート] チェック ボックスをオフにします。

3. [OK] をクリックします。

現在のアプリケーション言語のテキスト文字列だけが、言語に依存しない文
字列として保存されます。

多言語アプリケーションでグラフィック ライブラリを使用する

アプリケーション内のグラフィック ライブラリの内容を使用するために、ライ

ブラリ全体をディスプレイ フォルダに追加したり、ライブラリから 1 つ以上の

オブジェクトを既存のグラフィック ディスプレイにコピーしたりすることがで

きます。

使用するグラフィック ライブラリが多言語をサポートしている場合に、ライブ

ラリ全体をディスプレイ フォルダに追加すると、ライブラリと共にすべてのテ

キスト文字列がコピーされます。

ライブラリからオブジェクトをグラフィック ディスプレイにコピーすると、ア

プリケーション言語を使用するテキスト文字列だけが、オブジェクトと共にコ
ピーされます。アプリケーションでサポートされていない言語を使用している
テキスト文字列は削除されます。
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14 FactoryTalk システムの可用性を設定する 

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk システムで可用性を 大にする意義。

 アプリケーション サーバーのステータスを監視する。

 FactoryTalk Network Directory サーバーのステータスを監視する。

 システム可用性対策の一部としての冗長性。

 冗長 HMI サーバーを設定する。

 冗長ペアでのアクティブな HMI サーバーを決定する。

 HMI サーバーのアクティブとスタンバイを手動で切り替える。

 プライマリ HMI サーバーに障害が発生した場合。

 実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する。

 オンライン冗長システムでの HMI データを管理する。

 ネットワーク クライアントとサーバーの接続を監視する。

システム可用性を 大にする FactoryTalk の機能

FactoryTalk サービスを使用し、FactoryTalk 製品およびコンポーネントを統合す

る自動化制御システムは FactoryTalk システムと呼ばれます。

完全な FactoryTalk システムは、展開したすべてのネットワーク、デバイス、お

よびソフトウェア アプリケーションで構成され、工場またはプロセスを監視お

よび制御します。

システムが安全かつ予測可能な方法でデータを提供できるかどうかは、いくつ
かの要素によって決まります。

データ損失とダウンタイムを 小にし、接続されているクライアントがシステ
ムの重要な部分を常に利用できるようにするために、FactoryTalk View Site 
Edition は以下のようなヘルス モニタリング機能と冗長性機能を備えています。
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 非冗長および冗長アプリケーション サーバーのサーバー ステータス監視。

詳細については、ページ 14-3 を参照してください。

 非接続操作。たとえば、接続されているクライアントは、FactoryTalk 
Directory が使用できなくなっても実行を継続できます。詳細については、

ページ 14-8 を参照してください。

 冗長アプリケーション サーバー。ネットワーク分散アプリケーションでは、

以下のタイプのアプリケーション サーバーの冗長性を設定できます。

 FactoryTalk View SE Server (別称 HMI サーバー )。冗長 HMI サーバーの設

定の詳細については、ページ 14-16 を参照してください。

 FactoryTalk Alarms and Events サーバー。冗長 FactoryTalk Alarms and Events 
サーバーの設定の詳細については、製品のドキュメントを参照してくだ
さい。Rockwell Automationデバイス サーバー (RSLinx Enterprise)。冗長 
RSLinx Enterprise サーバーの設定の詳細については、製品のドキュメント

を参照してください。

 RSLinx Classic を含む OPC データ サーバー。冗長 OPC サーバーの設定の

詳細については、製品のドキュメントを参照してください?

 HMI タグおよびアラーム プロパティのオンラインでの変更のサポート。この

機能の詳細については、ページ 14-28 を参照してください。

 プライマリからセカンダリへの HMI サーバー変更の複製。この機能の詳細 

については、ページ 14-19 を参照してください。

 システム内の各コンピュータ (クライアントおよびサーバー ) に対するネット

ワーク接続監視。この機能の詳細については、ページ 14-38 を参照してくだ

さい。

システム可用性に関する詳細情報

このマニュアルには、FactoryTalk View SE に組み込まれている可用性機能に関す

る情報と、可用性機能によってアプリケーションがソフトウェア障害からどの
ように保護されるかが記載されています。

FactoryTalk View SE に組み込まれている可用性機能の多くは、ローカル ステーション、ネッ

トワーク ステーション、ネットワーク分散アプリケーションをサポートしています。ただし、

冗長サーバーを設定できるのはネットワーク分散アプリケーションだけです。ステーションの

詳細については、7 章、ネットワーク ステーション アプリケーションを操作するおよび 8 章、

ローカル ステーション アプリケーションを操作するを参照してください。
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このマニュアルでは、FactoryTalk View SE アプリケーションで使用される、ハー

ドウェア、制御システム、情報ネットワーク、オペレーティング システム、ま

たはその他のサポート ソフトウェアを保護する方法については説明していま 

せん。

これらのコンポーネントの詳細については、製品のドキュメントを参照してく
ださい。FactoryTalk の可用性機能の詳細については、FactoryTalk ヘルプを参照

してください。

FactoryTalk ヘルプを開くには、以下の手順に従ってください

 デスクトップで、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalkヘルプ] をクリックします。

アプリケーション サーバーのステータスを監視する

FactoryTalk View Studio、または FactoryTalk View SE Administration Console では、

FactoryTalk View SE アプリケーション内のサーバーの動作ステータスを監視し

て、サーバーがサービスを提供し、問題のトラブルシューティングを行う準備
ができているかを判断できます。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスでは、以下のことができます。

 非冗長および冗長 FactoryTalk View SE Server、Rockwell Automation デバイス 
サーバー (RSLinx Enterprise)、および FactoryTalk タグ アラームとイベント 
サーバーのステータスをチェックする。

 切り替え オプションを指定する。たとえば、常にプライマリ サーバー (使用

できる場合) に戻るかどうかを指定できます。

 アクティブ サーバーおよびスタンバイ サーバーに手動で切り替える。詳細

については、ページ 14-24 を参照してください。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、サーバー アイ 

コンを右クリックして、[サーバー ステータス] をクリックします。
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非冗長サーバーと冗長サーバーの状態

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスには、非冗長および冗長アプリケー

ション サーバーの状態として、以下のいずれかが表示されます。

この図は、冗長ペアを構成するプライマリ HMI サーバーの、[サーバー ステータス] ダイアログ 
ボックスを示しています。非冗長サーバーの場合、このダイアログ ボックスにはプライマリ 
コンピュータ名とステータスだけが表示され、切り替え オプションは表示されません。

サーバーのステータス 特性

ロード中 サーバーがメモリにロードされています。

HMI サーバーは、オペレーティング システ

ムが起動したとき、またはオンデマンドで 
( 初のクライアントがサーバーに接続した

ときに) ロードされるように設定できます。

HMI サーバーは、オペレーティング システ

ムの起動時にロードされるように設定した
場合のみ、冗長にできます。

プライマリ サーバーが

使用可能になった時点
でプライマリ サーバー

に切り替えるかどうか
を指定します

ホスト コンピュータ名

とプライマリ HMI サー

バーのステータス

ホスト コンピュータ名

とセカンダリ HMI サー

バーのステータス

アクティブ サーバーとス

タンバイ サーバーを手動

で切り替える場合にク
リックします
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起動中 サーバーがデータを初期化しています。

たとえば、HMI サーバーが HMI プロジェク

トをロード中であるか、コントローラから
名前をアップロードしています。

稼働準備完了 サーバーのデータ初期化とパートナーとの
同期が完了し、クライアントにサービスを
提供する準備ができました。

冗長サーバーは、アクティブまたはスタン
バイになる準備ができています。詳細につ
いては、次の「冗長サーバーの状態」を参
照してください。

アクティブ アクティブ サーバーがクライアント接続を

受け入れ、クライアントにサービスを提供
する準備が完了しました。

冗長サーバーの場合は、アクティブ サー

バーのパートナーに障害が発生すると、ス
テータスがアクティブ (パートナーに接続で

きない) に変わります。詳細については、次

の「冗長サーバーの状態」を参照してくだ
さい。

<ホスト> に接続できない クライアント コンピュータが、サーバーを

ホストするコンピュータに接続できません。 

たとえばこの状態は、Network Directory サー

バーまたは HMI サーバーをホストするコン

ピュータとクライアント間の通信に障害が
発生した場合が該当します。

障害発生 サーバーがサービスを提供できなくなりま
した。

これはたとえば、サポート サービスのヘル

スが正常でない場合が該当します。HMI 
サーバーに障害が発生した場合の影響につ
いては、ページ 14-7 とページ 14-25 を参照

してください。

サーバーのステータス 特性
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冗長サーバーに固有の状態

サーバーに対してパートナーが定義されている場合、[サーバー ステータス] ダ

イアログ ボックスには、冗長アプリケーション サーバー固有の以下のいずれか

の状態が表示されます。

ロードされていない サーバーがロードされていません。

たとえば、オンデマンドで起動するように
設定されている HMI サーバーが、クライ 

アントがサーバーに接続するまでロードさ
れない状態です。

サーバーのステータス 特性

スタンバイとの同期中 アクティブ サーバーになるサーバーが、ス

タンバイ パートナーと同期中です。

たとえば再起動後のアクティブ サーバーは、

稼働を開始する前にスタンバイ サーバーの

状態情報のコピーを取得しようとします。
それによって、 新の状態情報を使用する
ことができます。

スタンバイ サーバーを使用できない場合、

または同期中に障害が発生した場合には、
アクティブ サーバーはパートナーの 新の

状態情報がないまま稼働を開始します。

同期済み - アクティブの準備完了 アクティブ サーバーになるサーバーが、

パートナーとの同期を完了し、アクティブ
になる準備ができました。

アクティブとの同期中 スタンバイ サーバーになるサーバーが、 

アクティブ パートナーと同期中です。

たとえば再起動後のスタンバイ サーバーは、

スタンバイになる前にアクティブ サーバー

の状態情報のコピーを取得しようとします。
それによって、 新の状態情報を使用する
ことができます。

アクティブ サーバーを使用できない場合、

または同期中に障害が発生した場合には、
スタンバイ サーバーはパートナーの 新の

状態情報がないままスタンバイになります。

サーバーのステータス 特性
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非冗長 HMI サーバーに障害が発生した場合

アクティブな非冗長 HMI サーバーでは、以下のいずれかの条件によって障害が

発生する可能性があります。

 [スタート] メニューから、ホスト コンピュータと共に HMI サーバーが

シャットダウンされた。

 HMI サーバーがネットワークから切断された。システムがネットワーク接 

続を監視する方法の詳細については、ページ 14-38 を参照してください。

 重要なサービスが機能しないため、HMI サーバーのヘルスが正常でない。

 HMI サーバーのホスト コンピュータの電源が切断された。

サーバーの冗長性が設定されていない場合に HMI サーバーに障害が発生する

と、サービスが停止します。接続されているクライアント コンピュータに 5 秒
以内に診断メッセージがロギングされ、オペレータが障害について認識できる
ようになります。

同期済み - スタンバイの準備完了 スタンバイ サーバーになるサーバーが、

パートナーとの同期を完了し、スタンバイ
になる準備ができました。

アクティブ (パートナーに接続で

きない)
サーバーがクライアントにサービスを提供
する準備が完了しましたが、パートナーの
準備ができていないか、パートナーが見つ
かりません。

この状態は、アクティブ サーバーのパート

ナーが定義されていない場合にも表示され
ます。

スタンバイ アクティブ サーバーに障害が発生した場合

に、スタンバイ サーバーがクライアント接

続を受け入れ、クライアントにサービスを
提供する準備が完了しました。

アクティブ サーバーに障害が発生すると、

スタンバイ サーバーのステータスがアク

ティブ (パートナーに接続できない) に変わ

り、接続されているクライアントにスタン
バイ サーバーがサービスを提供します。 

未設定 セカンダリ サーバーが設定されていません。

サーバーのステータス 特性
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障害の発生時に接続されていたクライアントは、ディレクトリ情報のローカル 
キャッシュを使用して引き続き実行されます。 

ただし、HMI タグの値、ディライブド タグ、コマンド処理、データ ロギングな

ど、障害が発生した HMI サーバーが提供していたデータまたはサービスは使用

できなくなります。たとえば、サーバーのデータベース内の HMI タグに関連付

けられているグラフィック オブジェクトは、アウトライン形式で表示されます。

接続されているクライアントが他の HMI またはデータ サーバーからデータを受

け取っている場合、そのサーバーは中断されません。 

障害が発生した HMI サーバーが復元されると、システム内の接続されていたす

べてのクライアントは、再起動することなくサーバーからのデータ受信を再開
できます。

Network Directory サーバーのステータスを監視する

FactoryTalk Directory は、制御システムに参加しているすべての FactoryTalk 製品

について、グラフィック ディスプレイやタグなどのアプリケーション リソース

とコンポーネントへのアクセスを一元化します。

FactoryTalk Network Directory (別称 Network Directory) は、FactoryTalk View SE 
ネットワーク分散アプリケーションとネットワーク ステーション アプリケー

ションを管理します。特定のネットワーク分散アプリケーションまたはネット
ワーク ステーション アプリケーションに参加している、すべてのクライアント 
コンピュータとサーバー コンピュータは、同じ Network Directory を指定してい

なければなりません。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、Network Directory サー

バーの現在のステータスを表示できます。 

 (接続中) は、現在のコンピュータ上の FactoryTalk システムに参加しているす

べての FactoryTalk 製品およびコンポーネントが、Network Directory サーバー 
コンピュータに接続され、通信していることを意味します。

 (読み取り専用) は、現在のコンピュータ上の FactoryTalk システムに参加して

いる製品およびコンポーネントが Network Directory サーバーから切断され、

ローカル キャッシュから情報を取得していることを意味します。

 (不明) は、たとえば、システムが起動中でどのサーバーがアクティブである

かの判断を待機しているか、または現在のステータスを判断できないため
に、接続のステータスが一時的に不明であることを意味します。
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Network Directory サーバーのステータスを確認するには

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 

[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalk Directory の場所を指定します] を

クリックします。

2. FactoryTalk にログオンするように求められます。名前とパスワードを入力

し、[OK] をクリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを使用するには、ユー

ティリティが実行されているコンピュータに、Network Directory および 

Windows で管理権限を持つユーザーとしてログオンする必要があります。

3. FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、[ディレクトリ サー

バーをホストするコンピュータ] というラベルの横に表示される Network 

Directory サーバーのステータスを確認します。

Network Directory サーバーを使用できない場合

Network Directory サーバーは冗長化することができません。代わりに、クライ 

アント コンピュータがアプリケーションに接続しているときに Network 

Directory を使用できなくなった場合には、クライアントはディレクトリ情報の

ローカル キャッシュを使用して引き続き実行されます。

接続済みのクライアントを再起動する必要はありません。クライアントが必要

としているタグやディスプレイがそれまで使用されたことがない場合でも、タ

グ アドレスの解決、タグ値の読み取りおよび書き込み、アラームの確認、グラ

フィック ディスプレイの表示などを続行します。

Network Directory を使用できない間は、それに依存しているアプリケーション 

の構造を変更できません。

この Network Directory 
サーバーのステータス
は (接続済み) です。
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たとえば、領域やサーバーのアプリケーションへの追加、新しいセキュリティ 
アカウントの作成、システム セキュリティ ポリシーの変更などができません。

再び Network Directory を使用できるようになったとき、システム内の依存して

いるすべてのクライアントが自動的にディレクトリの使用を再開します。

システム可用性対策の一部としての冗長性

保護を強化すればするほど、ハードウェアまたはソフトウェア コンポーネント

に障害が発生した場合の、制御システム全体の信頼性が向上します。

システム可用性のレベルは、冗長システム コンポーネントの数に応じて向上し

ます。各種の障害に対する防護策を以下に示します。

 プログラム可能なコントローラの障害: プログラム可能なコントローラを冗

長化します。たとえば、Rockwell Automation Logix5000 コントローラの冗長

性を設定します。

 プログラム可能なコントローラ ネットワークの障害: Rockwell Automation の 
ControlNet ネットワークなど、冗長性のあるプログラム可能なコントローラ 
ネットワークをインストールします。

 情報ネットワークの障害: バックアップ ドメイン コントローラ、ネットワー

ク ケーブル、およびネットワーク インターフェイス カードを備える、冗長

イーサネット ネットワークをインストールします。

 ホスト コンピュータのハードウェア障害: FactoryTalk View SE などのアプリ

ケーション ソフトウェアをホストするバックアップ コンピュータを用意し

ます。

 FactoryTalk ソフトウェアの障害: 冗長の FactoryTalk View SE および RSLinx 
Enterprise アプリケーション サーバーを設定します。

冗長システムのレイアウトを計画する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションで使用できるサーバーは

別個のエンティティであり、ネットワーク内の任意のコンピュータによってホ
ストすることができます。 

ただし冗長制御システムを設計する場合には、サーバーのタイプの違いによっ
て適用されるシステム要件が異なる点に考慮する必要があります。

たとえば、FactoryTalk Network Directory の可用性をサポートするには、常時稼働

するコンピュータでディレクトリ サーバーを実行することをお勧めします。 
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これは、FactoryTalk View SE Server または Rockwell Automation デバイス サー

バー (RSLinx Enterprise) をホストするコンピュータと同じコンピュータにするこ

とができます。

例: 2 つの冗長 HMI サーバー ペアを含むアプリケーション

も単純な形の冗長 FactoryTalk View SE アプリケーションは、1 つの冗長 
FactoryTalk View SE Server (別称 HMI サーバー ) のペアと、1 つの冗長 RSLinx 
Enterprise サーバーのペアで構成されます。

この例では、2 つの冗長サーバー コンピュータのペアが、プライマリおよびセ

カンダリ HMI サーバーと RSLinx Enterprise データ サーバーをホストします。

FactoryTalk Network Directory は、Windows ドメイン コントローラと同じコンピュータで実行

しないでください。

FactoryTalk Network Directory (次の図の 1 番目のプライマリ コンピュータにある) を冗長化 

することはできません。Network Directory に障害発生した場合の影響については、ページ 
14-9 を参照してください。
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1 台のホスト コンピュータで実行できるのは、プライマリ サーバーでもセカン

ダリ サーバーでも、タイプを問わず、1 つのアプリケーション サーバーだけで

す。制御システムを設計する場合は、この制限に加えて、次の「FactoryTalk 
View SE のシステム制限について」で説明されているその他の制限事項に従って

ください。

終的に、制御システムの全体的な設計はアプリケーションのサイズとコン
ピューティング上の必要性、さらにシステム全体のサポートに必要な冗長性レ
ベルによって決まります。

システムで使用されるデバイス、ネットワーク、およびその他のタイプのサー
バーの冗長性設定については、個々のハードウェアまたはソフトウェアのド
キュメントを参照してください。

FactoryTalk View
SE Client

FactoryTalk Network
Directory

FactoryTalk View 
SE Server

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View 
SE Server

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View 
SE Server

RSLinx Enterprise

FactoryTalk View 
SE Server

RSLinx Enterprise
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FactoryTalk View SE のシステム制限について

ネットワーク分散アプリケーションでは、推奨要件に適合する 1 台のアプリ

ケーション サーバー コンピュータで、以下のすべてをホストできます。

 1 つの FactoryTalk View SE Server

 1 つの RSLinx Enterprise データ サーバー (オプションとして、RSLinx 
Enterprise を使用して、デバイス ベースの FactoryTalk Alarms and Events を分

散配置できます)

 1 つの OPC-DA サーバー (RSLinx Classic またはその他の OPC データ サー

バー )

 1 つの FactoryTalk タグ アラームとイベント サーバー 

 FactoryTalk Network Directory

ただし、ネットワーク分散アプリケーションでさらに多くの HMI、データ、ま

たはアラームおよびイベント サーバーを必要とする場合は、複数のコンピュー

タを使用して負荷を分散することをお勧めします。

アプリケーションに影響する可能性があるハードウェアおよびオペレーティン
グ システムの要件については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイ 

ドを参照してください。

FactoryTalk View SE の冗長コンポーネントに関する制限

ネットワーク分散アプリケーションで冗長 FactoryTalk View SE コンポーネン 

トを実行する際に 大の効果を上げるには、以下の制限に従ってください。

 ネットワーク分散アプリケーションに同時にアクセスできる FactoryTalk View 
SE Client の 大数は 50 です。

 ネットワーク分散アプリケーションで使用できる冗長 FactoryTalk View 
SE Server の 大数は 10 です(それぞれの冗長サーバーは、プライマリ サー

バーとセカンダリ サーバーの 1 つのペアで構成されます)。

3 台以上のサーバー (または 2 組の冗長サーバー ) と 20 のクライアントを使用するネットワー

ク分散アプリケーションを配置する場合は、お近くの Rockwell Automation 営業所に連絡して、

アーキテクチャに関するアドバイスを受けることをお勧めします。冗長 FactoryTalk View 
SE Server の設定については、FactoryTalk View Site Edition ユーザーズ ガイドの Chapter 14, 

“FactoryTalk システムの可用性を設定する”を参照してください。
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 1 台のコンピュータ上でホストできる冗長 FactoryTalk View SE Server の 大

数は 1 です。

冗長システムの設計に影響する FactoryTalk View SE のプラットフォーム要件の

詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してく

ださい。

冗長データ サーバー (RSLinx Enterprise, RSLinx Classic、または別の OPC-DA 
サーバー ) に適用される制限や要件の詳細については、製品のドキュメントを参

照してください。

FactoryTalk View SE を冗長システムでアクティブ化する

冗長 FactoryTalk システムで HMI データの可用性を 大にするには、FactoryTalk 
View SE ソフトウェア コンポーネントで必要なアクティベーションを取得でき

ることを確認してください。

FactoryTalk View SE Server ソフトウェアは、冗長ペアのプライマリおよびセカン

ダリ HMI サーバーにインストールしてアクティブ化する必要があります。

HMI サーバーと FactoryTalk View SE Client が常にアクティベーションを取得でき

るようにするために、アクティベーションがサーバーおよびクライアント ホス

ト コンピュータにローカルで提供されるようにすることをお勧めします。

FactoryTalk View ソフトウェアのアクティブ化の詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

RSLinx Enterprise および RSLinx Classic を含むデータ サーバーのアクティブ化の

詳細については、製品のドキュメントを参照してください。

アプリケーションを開発する際には、1 台のコンピュータで複数の HMI サーバーをホスト

できます。ただしアプリケーションを展開する際には、冗長ペアのプライマリとセカンダ

リの HMI サーバーは別のコンピュータでホストするようにしてください。

FactoryTalk Network Directory は、統合された FactoryTalk アーキテクチャの一部です。
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FactoryTalk View SE で冗長サーバーを設定する

ネットワーク分散アプリケーションでは、FactoryTalk View SE Server (別称 HMI 
サーバー )、FactoryTalk Alarms and Events サーバー、RSLinx Enterprise サーバー、

または OPC データ サーバー (RSLinx Classic を含む) に対して、代替サーバーを

指定できます。

FactoryTalk View SE では、冗長サーバー ペア内の代替 (またはバックアップ) 
サーバーをセカンダリ サーバーと呼びます。

手順の概要

FactoryTalk View Studio では、ネットワーク分散アプリケーションの開発とテス

トの後で、冗長にする任意のタイプのアプリケーション サーバーに対して以下

のことを行います。

1. セカンダリ コンピュータに必要なソフトウェアをインストールしてアクティ

ブ化します。

FactoryTalk View SE ソフトウェアのインストールの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

2. Windows のエクスプローラで、必要なファイルをプライマリ サーバー コン

ピュータからセカンダリ サーバー コンピュータにコピーします。

3. セカンダリ サーバー コンピュータで、FactoryTalk Network Directory の場所を

指定します。

4. プライマリ サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、冗長性オプ

ションを設定して、セカンダリ サーバー コンピュータの名前を指定します。

5. プライマリ サーバーとセカンダリ サーバーのデータが同一であることを確

認します。

 HMI サーバーについては、プライマリ サーバーからセカンダリ サーバー

に変更を手動で複製できます。詳細については、ページ 14-19 を参照して

ください。

 データ サーバーについては、たとえばトピックやネットワークの設定が

同一でなければなりません。この設定の詳細については、製品のドキュ
メントを参照してください。

HMI サーバーの冗長性設定の詳細については、次の「冗長 HMI サーバー ペアを

設定する」を参照してください。
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冗長 HMI サーバー ペアを設定する

ここでは、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーション内で冗長 
FactoryTalk View SE Server (別称 HMI サーバー ) を設定する手順を示します。

1. セカンダリ サーバー コンピュータで以下のことを行います。

 FactoryTalk View SE Server ソフトウェアをインストールしてアクティブ化

します。詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイ

ドを参照してください。

 アプリケーションの Network Directory の場所を指定します。詳細につい

ては、4 章、FactoryTalk Directory を設定するを参照してください

 プライマリ HMI サーバーのプロジェクト ファイルをセカンダリ サーバー 
コンピュータにコピーします。詳細については、ページ 14-17 を参照して

ください。

2. プライマリ サーバー コンピュータで以下のことを行います。

 冗長性オプションを設定し、セカンダリ サーバーのコンピュータ名を指

定します。詳細については、ページ 14-18 を参照してください。

 冗長ペアの設定を同一にするために、プライマリ サーバーからセカンダ

リ サーバーに変更を複製します。詳細については、ページ 14-19 を参照

してください。

Network Directory をセカンダリ コンピュータで指定する

セカンダリ サーバー コンピュータに FactoryTalk View SE Server ソフトウェ 

アをインストールしたら、アプリケーションの FactoryTalk Network Directory 
の場所を指定します。

Network Directory の場所を指定するには 

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、[FactoryTalk Directory の場所を指定します] を
クリックします。

FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティを開くには、ツールが実行されている

コンピュータに、Network Directory および Windows で管理権限を持つユーザーとしてログ

オンする必要があります。詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照してくだ

さい。
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2. FactoryTalk Directory サーバーの場所ユーティリティで、[ディレクトリ サー

バーをホストするコンピュータ] の横の [参照] ボタンをクリックします。

3. [リモート コンピュータ] を選択して Network Directory サーバー コンピュータ

の名前を入力し、[OK] をクリックします。

HMI プロジェクト ファイルをセカンダリ コンピュータにコピー

する

HMI サーバーは、実行していないときにコピーするのが も簡単です。

コピーする HMI サーバーが実行中である場合は、HMI プロジェクト ファイルを

コピーする前にサーバーを停止します。HMI サーバーが実行中であるかどうかわ

からない場合は、実行中に HMI サーバーをコピーする手順に従ってください。

実行中の HMI サーバーを停止するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで HMI サーバーのアイ

コンを右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。

2. [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、起動タイプが [適宜] に設定されてい

ることを確認します。

3. HMI サーバーに接続されているクライアント (FactoryTalk View Studio、
FactoryTalk View SE Administration Console、または FactoryTalk View SE Client) を
停止します。

Network Directory サーバーとしてリモート コンピュータを指定するには、リモート サー

バーの Network Directory と Windows に管理権限を持つユーザーとしてログオンする必要

があります。
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HMI プロジェクト ファイルをセカンダリ コンピュータにコピーする

には

1. プライマリ サーバー コンピュータの Windows エクスプローラで、以下の場所

から HMI サーバーと同じ名前の HMI プロジェクト フォルダをコピーします。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\ RSView Enterprise\SE\HMI Projects

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\All 
Users\Shared Documents\RSView Enterprise\SE\HMI Projects\

2. セカンダリ サーバー コンピュータの Windows エクスプローラで、HMI プロ

ジェクト フォルダを同じ場所に貼り付けます。

HMI サーバーの冗長性オプションを設定する

プライマリ HMI サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスにある [冗長性] 
タブでは、プライマリ サーバーに障害が発生した場合にセカンダリ サーバーに

フェイルオーバーするように、HMI サーバーを設定できます。

さらに、サービスが復元されたときにシステムがプライマリ サーバーに自動的

に戻るようにするか、またはセカンダリ サーバーを引き続き使用するかどうか

を指定できます。このオプションを使用することで、HMI サーバーからクライ

アントへのデータの流れが無用に中断されることを回避できます。

[冗長性] タブの設定はアプリケーションと共に保存され、プライマリ サーバー

とセカンダリ サーバーの両方に適用されます。セカンダリ サーバー コンピュー

タ、または FactoryTalk View SE Client をホストするコンピュータでは、これ以上

の設定や特別なプログラミングは不要です。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスで冗長性を設定するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで HMI サーバーのアイ

コンを右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。

2. オプションの [オペレーティング システムの初期化時に起動コンポーネント

をロードおよび実行します] を選択します。

オンデマンドでの起動に設定されているサーバーは冗長にできません。

冗長性設定 (非冗長から冗長、またはその逆) を変更する場合、変更を有効化するには、 

冗長ペアをホストするコンピュータと、FactoryTalk Network Directory サーバーをホストす

るコンピュータを再起動する必要があります。
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3. [冗長] タブで、[セカンダリ サーバーによる冗長性の提供] チェックボックス

を選択します。

4. セカンダリ HMI サーバーのホスト コンピュータの名前と、この冗長サー

バー ペアの切り替え オプションを指定します。

[冗長性] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてくだ

さい。

セカンダリ HMI サーバーに変更を複製する

プライマリ HMI サーバーがアクティブである場合には、グラフィック ディスプ

レイ、設定ファイル、ログ ファイルなどの HMI プロジェクト コンポーネントを

修正できます。ただし、プライマリ サーバーで行った変更はセカンダリ サー

バーで自動的に同期されません。

サーバーの設定と内容を同期するには、プライマリ サーバーからセカンダリ 
サーバーに、変更を手動で複製する必要があります。複製操作によって、[コン

ポーネント] タブの設定を含むプライマリ サーバーの設定ファイルがセカンダリ 
サーバーにコピーされます。
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たとえば、[アクティブ時] および [シャットダウン] マクロがプライマリ サー

バーに選択されている場合は、この設定はセカンダリ サーバーに複製されま

す。つまり、プライマリ サーバーに指定されたものと同じマクロがセカンダリ 
サーバーがアクティブ化、またはシャットダウンされたときに実行されます。

複製操作に含まれない情報は、実行時に生成されるダイアログ ファイル、[HMI 
メモリ] タグの現在値、保持タグ、HMI タグ アラーム抑制リストです。

HMI サーバーの複製は、FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーション

内の冗長アプリケーション サーバーのペアでのみ可能です。

複製を正常に行うには、複製操作中にプライマリ サーバーがアクティブなまま

で、セカンダリ サーバーはスタンバイ状態のままでなければなりません。

サーバーの状態をチェックする方法の詳細については、「アプリケーション サー

バーのステータスを監視する」(ページ 14-3) を参照してください。

プライマリ サーバーからセカンダリ サーバーに変更を複製するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでプライマリ HMI サー

バーのアイコンを右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。

2. [冗長性] タブをクリックして、[プライマリをセカンダリに複製] をクリック

します。

画面の指示に従ってください。複製が完了すると、セカンダリ サーバーが再

起動されます。

冗長ペアでのアクティブな HMI サーバーを決定する

実行時には、冗長ペアのプライマリまたはセカンダリいずれかの HMI サーバー

を、アクティブ状態またはスタンバイ状態にすることができます。

 アクティブ サーバーは、接続しているクライアントに対して、データおよび

サービス (グラフィック ディスプレイやイベント処理など) をアクティブに提

供します。

 スタンバイ サーバーは、アクティブ サーバーに障害が発生した場合に、 

接続しているクライアントにデータおよびサービスを提供します。

[プライマリをセカンダリに複製] ボタンは、[冗長性] タブを選択したときにプライマリ 
サーバーがアクティブな場合のみ選択できます。
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プライマリ サーバーとセカンダリ サーバーは、それぞれのステータスに関する

情報を共有し、プライマリ サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで設定

された冗長性オプションに基づいて、どちらのサーバーをアクティブにまたは
スタンバイにすべきかを判断します。

オプションの [プライマリ サーバーが使用可能になったときにプライマリ サー

バーに切り替え] を選択すると、冗長サーバー ペアは、可能な場合はいつでもプ

ライマリ サーバーがアクティブ サーバーになることで合意します。

オプションの [プライマリ サーバーが再度使用可能になっても、セカンダリ 
サーバーの使用を継続します。] を選択すると、冗長サーバー ペアは、現在アク

ティブなサーバーが常にアクティブのままになることで合意します。 

HMI サーバーの冗長性の設定について詳しくは、ページ 14-18 を参照してくだ

さい。その他のサーバーの状態について詳しくは、「アプリケーション サーバー

のステータスを監視する」(ページ 14-3) を参照してください。

HMI サーバーがアクティブまたはスタンバイになる条件

アプリケーション サーバーは、準備が完了した場合のみ、つまり接続している

クライアントから要求を受け取って処理することが可能になったときに、アク
ティブまたはスタンバイになります。

HMI サーバーは以下の場合に準備完了と見なされます。

 サーバーがグラフィック ディスプレイやマクロなどのプロジェクト コン

ポーネントを提供できる。

 サーバーがコマンドを受信および実行できる。

 HMI タグおよび HMI タグ アラーム サービスが開始し、完全に初期化されて

いる。

 警告したすべての HMI タグがスキャン対象になり、アラームを検出できる

状態である。

 HMI タグ アラームの状態の同期が完了する。詳細については、「冗長コン

ピュータのタイムクロックを同期する」(ページ 14-35) を参照してください。

その他のアプリケーション サーバー (RSLinx Enterprise データ サーバーなど) が
アクティブまたはスタンバイの準備ができる条件の詳細については、製品のド
キュメント、またはヘルプを参照してください。
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アクティブ時マクロおよびスタンバイ時マクロを指定する

プライマリ HMI サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [コンポー 

ネント] タブでは、プライマリ サーバーがアクティブまたはスタンバイになった

時点でマクロを実行するように選択できます。

たとえば、サーバーがアクティブになったときに特定のイベント コンポーネン

トとデータ ログ モデルを実行するコマンドが含まれた、アクティブ時マクロを

指定できます。

さらに、スタンバイ時マクロを使用することで、サーバーがスタンバイになっ
た時点でそれらのコンポーネントを停止できます。

[コンポーネント] タブでは、プライマリとセカンダリ両方の HMI サーバーで、 

コンポーネントを手動で開始および停止することもできます。[コンポーネント] 
タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

マクロを確実に終了させる

コマンドまたはマクロの実行中に、冗長ペア内のアクティブな HMI サーバーで

障害が発生すると、スタンバイ サーバーへのフェイルオーバー中にコマンドま

たはマクロの実行が停止します。

その場合は、フェイルオーバー プロセスが完了し、スタンバイ サーバーがアク

ティブになった時点で、コマンドまたはマクロの再起動が必要になる場合があ
ります。

両方のサーバーがアクティブになった場合

ネットワークの切断によってプライマリとセカンダリの HMI サーバー コン

ピュータ間の通信が切断されると、ネットワークが復元されたときに両方の
サーバーがアクティブ状態になっている可能性があります。

アクティブ時マクロに多数のコマンド (またはその他のマクロ) が含まれている場合は、HMI 
サーバーが完全にアクティブになるまでは、アクティブ時マクロの実行が完了しない可能性が

あります。つまり、サーバーがクライアントからの要求を受け付ける準備が完了した時点で、

マクロがまだ実行中である可能性があります。
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たとえばプライマリとセカンダリのホスト コンピュータ間にスイッチが存在す

る場合などの、区分されたネットワークでは、ネットワークが切断された際に、
スイッチのプライマリ サーバー側にあるクライアントがアクティブ プライマリ 
サーバーに接続されたままになる可能性があります。

一方、スイッチのセカンダリ サーバー側では、プライマリ サーバーの障害をセ

カンダリ サーバーが検出してアクティブになります。スイッチのセカンダリ 
サーバー側のクライアントは、新しくアクティブになったセカンダリ サーバー

に接続することになります。

アクティブなセカンダリ サーバーの使用を続行するように冗長性オプションが

設定されている場合は、ネットワークが復元すると、プライマリとセカンダリ
両方の HMI サーバーがアクティブのままになります。

その場合 HMI サーバーは、以下の基準に従って、プライマリとセカンダリのど

ちらのサーバーをアクティブにすべきかを判断します。

 冗長ペアの、接続しているクライアント数が多い HMI サーバーが、アク

ティブなサーバーになります。

接続しているクライアント数が少ない方のサーバーがスタンバイ サーバーに

なり、そのサーバーに接続しているクライアントは、新しくアクティブに
なったサーバーに再接続します。

 どの HMI サーバーにも同数のクライアントが接続している場合は、プライ

マリ サーバーがアクティブになり、セカンダリ サーバーがスタンバイにな

ります。

使用する HMI タグ アラーム状態を決定する 

ネットワークの切断中は、アクティブなプライマリ HMI サーバーとアクティブ

なセカンダリ HMI サーバーの両方で、HMI タグ アラームの状態が維持されます。

ネットワークが復元すると、アクティブにするサーバーを HMI サーバーが決定

した後で、以下の基準に従って、維持するアラーム状態が決定されます。

 アラーム情報に対する 新のユーザー入力 — 新のユーザー入力のタイムス

タンプが両方のサーバーで同じである場合には、アラーム トランザクション

の数を使用します。

 アラーム トランザクションの数 — アラーム トランザクションの数が両方の

サーバーで同じである場合は、 初と 後のトランザクションの 大間隔を
使用します。
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 初と 後のアラーム トランザクションの 大間隔 — 初と 後のトラン

ザクションの間隔が両方のサーバーで同じである場合は、 新のトランザク
ションを使用します。

すべてのアラーム状態の基準がプライマリとセカンダリの HMI サーバーで同じ

である場合は、プライマリ サーバーの HMI タグ アラームの状態が、新しくアク

ティブになった HMI サーバーで使用されます。

アクティブ サーバーとスタンバイ サーバーを手動で切り替える

冗長ペア内のアクティブな HMI サーバーに障害が発生すると、サービスを提供
する準備ができるまで、システムがスタンバイ サーバーに自動的にフェイル
オーバーされます。

システムがセカンダリ サーバーにフェイルオーバーされ、セカンダリ サーバー
がアクティブになり、サービスがプライマリ サーバーに復元されたときは、シ
ステムがプライマリ サーバーに自動的に戻るか、セカンダリ サーバーが引き続
きアクティブになります。

これは、プライマリ HMI サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長
性] タブで選択した、スイッチバック オプションによって決まります([サーバー 
ステータス] ダイアログ ボックスの切り替え オプションを選択することもでき
ます)。

オプション [プライマリ サーバーが再度使用可能になっても、セカンダリ サー
バーの使用を継続します。] を選択した場合は、アクティブ サーバーとスタンバ
イ サーバーを手動で切り替えるまでは、セカンダリ サーバーがアクティブのま
まになります。

HMI サーバーのアクティブとスタンバイを切り替えるには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、HMI サーバー ア 

イコンを右クリックして、[サーバー ステータス] をクリックします。

2. [サーバー ステータス] ダイアログ ボックスで [切り替え] をクリックします。

[サーバー ステータス] の表示は、両方のサーバーのスイッチが反映されます。

切り替え オプション [プライマリ サーバーが使用可能になったときにプライマリ サーバーに切

り替え] を選択した場合は、アクティブ サーバーとスタンバイ サーバーを手動で切り替えるこ

とはできません。

現在スタンバイになっているサーバーがアクティブになる準備が完了していない場合、手動で

の切り替えはできません。HMI サーバーが準備完了になる時点の詳細については、ページ 
14-21 を参照してください。
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FactoryTalk Security 権限について

アクティブ サーバーとスタンバイ サーバーを手動で切り替えるには、システム

のユーザー権限の割り当ての下で、スイッチ操作を行うユーザー権限が必要に
なります。

サーバー切り替えのユーザー権限の割り当てを設定するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、システム フォルダ

を開きます。

2. システム ポリシー フォルダで、[ユーザー権限の割り当て] をダブルクリック

します。

3. [サーバーの管理] で [手動によるサーバーの切り替え] をクリックし、その行

の [セキュリティの設定] の横にある [参照] ボタンをクリックします。

4. サーバー切り替えの権限を付与するユーザーの横の [許可] チェック ボックス

を選択します。

FactoryTalk Security の詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照し

てください。

プライマリ HMI サーバーに障害が発生した場合

冗長ペア内のアクティブなプライマリ HMI サーバーで障害の原因となる条件を

以下に示します。

 [スタート] メニューから、ホスト コンピュータと共に HMI サーバーが

シャットダウンされた。

 FactoryTalk View SE サービス マネージャーを使用して HMI サーバーが

シャットダウンされた。このツールの詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition インストール ガイドを参照してください。

 HMI サーバーがネットワークから切断された。システムがネットワーク 

接続を監視する方法の詳細については、ページ 14-38 を参照してください。

 重要なサービスが機能しないため、HMI サーバーのヘルスが正常でない。

 HMI サーバーのホスト コンピュータの電源が切断された。

接続されているクライアント コンピュータに 5 秒以内に診断メッセージがロ 

ギングされ、オペレータがサーバーの障害について認識できるようになります。 
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スタンバイ状態のセカンダリ サーバーにフェイルオーバーする

冗長ペア内のプライマリ HMI サーバーに障害が発生すると、システムがセカン

ダリ サーバーに自動的にフェイルオーバーされます。 

セカンダリ サーバーがスタンバイ状態であり、アクティブになる準備が完了し

ている場合は、セカンダリ サーバーがアクティブ サーバーになります。セカン

ダリ サーバーを使用できない場合は、HMI サーバーのサービスが停止します。 

障害の発生時点で接続していたクライアントは、セカンダリ サーバーがアク

ティブになってから 30 秒以内に、アクティブなセカンダリ サーバーの使用を開

始します。

クライアントが接続するのはアクティブ サーバーだけです。

何らかの理由でセカンダリ サーバーがアクティブになることができない場合は、

サーバーのサービスが停止します。HMI サーバーがアクティブになる時点の詳

細については、「冗長ペアでのアクティブな HMI サーバーを決定する」(ページ 
14-20) を参照してください。

プライマリ サーバーにスイッチバックするか、アクティブ サー

バーを維持するか

プライマリ サーバーでサービスが復元されると、システムが自動的にプライマ

リ サーバーにスイッチバックされるか、セカンダリ サーバーがアクティブのま

まになります。

これは、HMI サーバーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [冗長性] タブで選

択した、切り替え オプションによって決まります。[プロパティ ] ダイアログ 
ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

プライマリ サーバーとセカンダリ サーバーの両方がアクティブになった場合は、どちらがアク

ティブ サーバーになるかが決定されます。詳細については、ページ 14-22 を参照してください。

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックスの切り替え オプションを選択することもできます。
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セカンダリ サーバーの使用を続行する

切り替え オプションの [プライマリ サーバーが再度使用可能になっても、セカン

ダリ サーバーの使用を継続します。] を選択すると、プライマリ サーバーが再

度使用可能になっても、セカンダリ サーバーが引き続きアクティブ サーバーに

なります。

このオプションは、プライマリ サーバーにどの時点でスイッチバックするかを

選択したい場合に使用します。準備ができた時点で、アクティブ サーバーとス

タンバイ サーバーを手動で変更できます。詳細については、ページ 14-22 を参

照してください。

手動切り替えを実行するまで、または現在アクティブなセカンダリ サーバーに

障害が発生するまでは、クライアントは正常なアクティブ サーバーに接続され

たままになります。

アクティブなセカンダリ サーバーに障害が発生した場合には、プライマリ サー

バーがスタンバイ状態にあり、サービスを提供する準備が完了していれば、 

プライマリ サーバーが新しいアクティブなサーバーになります。

プライマリ サーバーに自動的にスイッチバックする

切り替え オプションの [プライマリ サーバーが使用可能になったときにプライ

マリ サーバーに切り替え] を選択した場合は、アクティブなセカンダリ サー

バーから復元したプライマリ サーバーにシステムが自動的にスイッチバックさ

れます。

接続されているクライアントは、準備が完了した時点でアクティブなプライマ

リ サーバーにスイッチバックされます。

プライマリ サーバーへの切り替えを選択すると、プライマリ サーバーが常に優

先されることになります。このオプションを選択した場合は、アクティブ サー

バーとスタンバイ サーバーを手動で切り替えることはできません。

プライマリ サーバーに自動的にスイッチバックしないオプションを選択すると、

サービスが復元したときにプライマリ サーバーがスタンバイになり、アクティ

ブなセカンダリ サーバーに障害が発生するまでスタンバイのままになります。

その場合は、フェイルオーバーとスイッチバックのサイクルが再開されます。
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プライマリ サーバーにスイッチバックしたときにクライアントに

通知する

プライマリ サーバーへのスイッチバック中にサービスの準備が完了すると、

サーバーは接続されているクライアントに対して準備完了を通知し、指定され
た期限までクライアントの応答を待機します。

期限切れになると、応答していないクライアントがあってもサーバーがアク
ティブになります。

サーバーがアクティブになるまで待機する時間は、2 分に定義されています。こ

の期限を変更するには、システムのポリシー設定である、[サーバーがアクティ

ブになる前の 大遅延時間] を変更します。

サーバーがアクティブになるまで待機する時間を変更するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでシステム フォルダを
展開し、ポリシー フォルダをダブルクリックして、システム ポリシー フォ
ルダをダブルクリックします。

2. [ヘルス モニタリング ポリシー ] をダブルクリックして、[サーバーがアク
ティブになる前の 大遅延時間] を選択します。

3. 時間数 (分) をクリックします。別の数を選択するには、数字の横にある上向
きまたは下向き矢印をクリックします。

実行時に HMI タグとアラーム プロパティを修正する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションの実行中に HMI タグと
アラーム プロパティを変更して、クライアントを再起動することなくそれらの
変更を有効にすることができます。

つまり、HMI サーバーまたはアプリケーションの実行を停止しなくても、これ
らの変更を行い、適用できるということです。重要なアプリケーション コン
ポーネントは、HMI サーバーの更新中も、接続しているクライアントが引き続
き使用できます。

HMI タグのプロパティを修正する

FactoryTalk View Studio のタグ エディタでは、アプリケーションの実行中に HMI 
タグを修正できます。

変更の種類によっては、接続しているクライアントに直ちに反映されます。 
その他の変更は、他のイベントが発生した時点で有効になります。

ポリシー設定の [サーバーがアクティブになる前の 大遅延時間] は、プライマリ サーバーへの

スイッチバック中にのみ適用されます。システムがセカンダリ サーバーにフェイルオーバーす

る場合には適用されません。
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たとえば、HMI タグに割り当てられているセキュリティ コードを変更した場

合、新しいセキュリティ チェックは、タグに対する書き込みが行われるまで実

行されません。その場合、タグに対する書き込みは新しいセキュリティ コード

に基づいて確認されます。

HMI タグのプロパティ変更が有効になる場合

次の表に、実行時に変更できる HMI タグのプロパティと、各変更が有効になる

ための条件を示します。

表の情報を参考にして、接続しているクライアントに変更が正しく反映される

ようにしてください。

HMI タグの名前プロパティとタグのタイプのプロパティは、タグの作成後は変更できません。

変更するプロパティ HMI タグのタイプ 変更が有効になる条件

セキュリティ コード 任意の HMI タグ FactoryTalk View SE Client からタグに対する書き込

みが行われる。

VBA コードを使用してセキュリティ コード プロパ

ティが読み取られる。

セキュリティ コード プロパティがタグ ブラウザに

表示される。

説明 任意の HMI タグ 説明プロパティを使用するグラフィック ディスプ

レイが、タグ ラベル オブジェクトまたはトレンド

のペンで、FactoryTalk View Studio によってテスト実

行されるか、FactoryTalk View SE Client で開かれる。

説明プロパティが VBA コードを使用して読み取ら

れる。

説明プロパティがタグ ブラウザに表示される。

データ ソース タイプ 任意の HMI タグ 直ちに有効になる。プロパティの変更と同時に新
しいデータ ソース タイプを使用するように、値プ

ロパティが更新されます。

タグが現在アクティブである場合は、データ ソー

ス タイプは変更できません。

アドレス 任意の HMI タグ 直ちに有効になる。プロパティの変更と同時に新
しいアドレスを使用するように、値プロパティが
更新されます。
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小または 大 HMI アナログ タグ FactoryTalk View SE Client、FactoryTalk View Studio、
または HMI サーバーから、タグに対する書き込み

が行われる。

小または 大プロパティを使用するグラフィッ
ク ディスプレイが、タグ ラベル オブジェクト 

(低 EU または高 EU) またはトレンドのペンで、

FactoryTalk View Studio によってテスト実行され 

るか、FactoryTalk View SE Client で開かれる。

小または 大プロパティが VBA コードを使用し

て読み取られる。

低 EU または高 EU プロパティがタグ ブラウザに表

示される。

単位 HMI アナログ タグ 単位プロパティを使用するグラフィック ディスプレ

イが、タグ ラベル オブジェクト (エンジニアリング 
ユニット) またはトレンドのペンで、FactoryTalk View 
Studio によってテスト実行されるか、FactoryTalk View 
SE Client で開かれる。

単位プロパティが VBA コードを使用して読み取ら

れる。

エンジニアリング ユニット プロパティがタグ ブラ

ウザに表示される。

HMI タグ アラーム サマリ オブジェクトが FactoryTalk 
View SE Client に 初に表示され、HMI タグ アラー

ム システムが実行中である。初回の表示後、クラ

イアントが再起動されるまで単位プロパティは表
示されません。

データ タイプ HMI アナログ タグ 直ちに有効になる。変更によってタグの値が変更
される場合は、新しい読み取り/書き込みデータ 
タイプを使用するように値プロパティが更新され
ます。

または:

FactoryTalk View SE Client、FactoryTalk View Studio、
または HMI サーバーから、タグに対する書き込み

が行われる。

変更するプロパティ HMI タグのタイプ 変更が有効になる条件
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VBA コードを使用してタグ オブジェクトの正規

データ タイプが読み取られる。 

アイテムの正規データ タイプ プロパティがタグ ブ
ラウザに表示される。 

スケール データ ソースとしてのデバ

イスのHMI アナログ タグ

直ちに有効になる。プロパティの変更と同時に新
しいスケール値を使用するように、値プロパティ
が更新されます。

オフセット データ ソースとしてのデバ

イスのHMI アナログ タグ

直ちに有効になる。プロパティの変更と同時に新
しいオフセット値を使用するように、値プロパ
ティが更新されます。

初期値 データ ソースとしてのメモ

リのHMI アナログ タグ

タグのデータ ソース タイプがデバイスからメモリ

に変更される。

初期値プロパティが VBA コードを使用して読み取

られる。

初期値プロパティがタグ ブラウザに表示される。

HMI サーバーが起動する。

保持性 データ ソースとしてのメモ

リの任意の HMI タグ

タグが使用されていない場合、直ちに有効になる。
その他の場合、変更は HMI サーバーが起動したと

きに有効になる。

オフ ラベルまたはオン 
ラベル

HMI デジタル タグ タグ ラベル オブジェクト (接点閉ラベルまたは接

点開ラベル) 内でオフ ラベルまたはオン ラベル プ
ロパティを使用したグラフィック ディスプレイが、

FactoryTalk View SE Client で開く。

VBA コードを使用してオフ ラベルまたはオン 
ラベル プロパティが読み取られる。

タグ ブラウザに接点閉または接点開プロパティが

表示される。

長さ HMI 文字列タグ 直ちに有効になる。プロパティの変更と同時に新
しい長さ値を使用するように、値プロパティが更
新されます。

または:

変更するプロパティ HMI タグのタイプ 変更が有効になる条件
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HMI タグ アラームのプロパティを変更する

HMI タグ アラームのプロパティは実行時に変更できます。変更を有効にするに
は、AlarmAcceptEdits コマンドを実行する必要があります。

AlarmAcceptEdits を実行すると、前回 AlarmOn を実行してから行われたすべての
アラーム プロパティの変更が、接続しているクライアントの HMI タグ アラーム 
サマリに反映されます。

オプションとして、AlarmAcceptEdits コマンドを実行する際に領域名を指定で 
きます。指定した場合は、 後に実行した AlarmOn 以降の、指定された領域内
で行った変更だけが有効になります。詳細については、コマンド ウィザードの 
[ヘルプ] をクリックしてください。

例:冗長 HMI サーバー ペアで HMI タグ アラームを変更する

HMI タグ アラーム プロパティに対する変更を、冗長 HMI サーバー ペアのセ 
カンダリ サーバーにコピーするには、以下の手順に従います。

1. プロパティを変更します。たとえば、アナログ アラームしきい値の重要度を
変更します。

2. AlarmAcceptEdits コマンドを実行します。

3. 変更をセカンダリ HMI サーバーに複製します。手順については、ページ 
14-20 を参照してください。

FactoryTalk View SE Client、FactoryTalk View Studio、
または HMI サーバーから、タグに対する書き込み

が行われる。

VBA コードを使用して長さプロパティが読み取ら

れる。

長さプロパティがタグ ブラウザに表示される。

冗長 HMI サーバーのペアがアラーム状態を同期している 中に AlarmAcceptEdits を実行する

と、セカンダリ HMI サーバーには 新の変更が反映されません。セカンダリ サーバーを更新

するには、プライマリ サーバーで行った変更を複製する必要があります。詳細については、

ページ 14-19 を参照してください。

AlarmAcceptEdits コマンドを実行する前にプライマリ HMI サーバーからセカンダリ HMI サー

バーに変更を複製すると、プライマリとセカンダリの HMI プロジェクトは同期されません。

変更するプロパティ HMI タグのタイプ 変更が有効になる条件
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アラーム プロパティはどのように有効になるか

次の表に、実行時に変更できる HMI タグのアラーム プロパティと、次回 
AlarmAcceptEdits を実行したときの各変更の効果を示します。

表の情報を参考にして、接続しているクライアントの HMI タグのアラーム サマ

リに、変更が正しく反映されるようにしてください。

AlarmAcceptEdits コマンドは HMI タグ アラーム専用です。オンラインでの変更をタグ アラーム

とイベント サーバー内のアラーム定義に反映させる場合には、このコマンドは必要ありません。

FactoryTalk のタグ ベースのアラーム プロパティを変更する詳細については、FactoryTalk 
Alarms and Events ヘルプを参照してください。

プロパティ 変更後の値 AlarmAcceptEdits が実行された場合の影響

アラーム 
(アラームありまたはアラー

ムなし)

真 新しくアラームが出されたタグに対してアラーム
監視が行われる。

さらに、新しいアラームが出されたタグと同じ名
前の既存のアラーム イベントが、HMI タグ アラー

ム サマリから削除されます。

偽 タグの既存のアラーム トランザクションが、HMI 
タグのアラーム サマリから削除される。

ラベル 任意の変更 新しいアラーム トランザクションに新しいラベル

値が反映される。

既存のアラーム トランザクションでは、引き続き

古いラベル値が使用されます。

重要度 任意の変更 タグがアラーム状態である場合、新しい重要度の
値に基づいて新しいアラーム トランザクションが

生成される。

アナログ レベル レベルが追加される タグの既存のアラーム トランザクションが、HMI 
タグのアラーム サマリから削除される。

レベルが追加または 
削除される

変更によってタグのアラーム状態が更新されると、
新しい状態に基づいて新しいアラーム トランザク

ションが生成される。

アナログしきい値 任意の変更 変更によってタグのアラーム状態が更新されると、
新しい状態に基づいて新しいアラーム トランザク

ションが生成される。
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アナログ方向 増加または減少 タグの既存のアラーム トランザクションが、HMI 
タグのアラーム サマリから削除される。

変更によってタグのアラーム状態が更新されると、
新しい状態に基づいて新しいアラーム トランザ 

クションが生成される。

デジタル アラーム タイプ オン (オフから)

または

オフ (オンから)

新しいアラーム トランザクションが生成される。

タグがアラーム状態である場合、トランザクション
が OutofAlarm になります。タグがアラーム外であ

る場合、トランザクションは InAlarm になります。

任意の変更、オンへの 
変更、オフへの変更 
(オフまたはオンから) 

タグがアラーム状態である場合、OutofAlarm トラン

ザクションが生成される。

オン(任意の変更から、 

オンへの変更、またはオフ
への変更)

タグの値がオンである場合、新しいアラーム トラ

ンザクションが生成される。

タグの値がオフである場合は、新しいトランザク
ションは生成されず、既存のアラーム トランザク

ションが HMI タグ アラーム サマリに残ります。

オフ(任意の変更から、 

オンへの変更、またはオフ
への変更)

タグの値がオフである場合、新しいアラーム トラ

ンザクションが生成される。

タグの値がオンである場合は、新しいトランザク
ションは生成されず、既存のアラーム トランザク

ションが HMI タグ アラーム サマリに残ります。

アラーム状態メッセージ 
アラーム外メッセージ 
認識メッセージ 
識別 
アラーム外ラベル 
デッドバンド

任意の変更 変更されたタグに関連する新しいアラームまたは
既存のアラーム トランザクションについて、変更

が有効になる。

ヒント: AlarmAcceptEdits コマンドを実行しても、

アラーム状態メッセージ、アラーム外メッセージ、
認識メッセージ プロパティについて、ユーザーの

デフォルト メッセージの内容には変更が適用され

ません。

認識 (ビット) 任意の変更 変更されたタグに関連する新しいアラームまたは
既存のアラーム トランザクションについて、変更

が有効になる。

オート リセット プロパティを真に設定して認識

ビット タグを追加すると、認識ビット タグが 0 に
設定されます。

プロパティ 変更後の値 AlarmAcceptEdits が実行された場合の影響
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オンライン冗長システムで HMI データを管理する

オンライン冗長システムで生成された HMI データが可能な限り正確でアクセス

可能にするために、以下の事項を考慮してください。

冗長コンピュータのタイムクロックを同期する

HMI サーバーは、プライマリ サーバーとセカンダリ サーバー間で HMI タグの

アラーム状態の同期を管理します。

たとえば、プライマリ サーバーに障害が発生したときに認識されていないア

ラームが 5 つあった場合、フェイルオーバーが完了すると、同じ 5 つのアラー

ムがセカンダリ サーバーにも表示されます。アラーム状態は、システムがプラ

イマリ サーバーにスイッチバックしたときにも同期されます。

アラーム状態が厳密に同期されるように、プライマリおよびセカンダリ HMI 
サーバー コンピュータのクロックをタイム サーバーに同期します。

クロックが同期していない場合にフェイルオーバーが発生すると、複数のア
ラームまたは矛盾した情報が、接続しているクライアントの HMI タグのアラー

ム サマリに表示される可能性があります。

ハンドシェイク (ビット) 任意の変更 変更されたタグに関連する新しいアラームまたは
既存のアラーム トランザクションについて、変更

が有効になる。

ハンドシェイク ビット タグを追加し、ハンドシェ

イクをオン (AlarmOn /H) にしてアラームを開始し

て、アラーム タグがアラーム状態である場合、ハ

ンドシェイク ビット タグは 1 に設定されます。

オート リセット プロパティを真に設定してハンド

シェイク ビット タグを追加し、ハンドシェイクを

オン (AlarmOn /H) にしてアラームを開始して、 

アラーム タグがアラーム状態でない場合、ハンド

シェイク ビット タグは 0 に設定されます。

時刻同期サービス用に Microsoft Windows ドメインを設定することもできます。ドメインの設

定の詳細については、Windows ヘルプを参照してください。

プロパティ 変更後の値 AlarmAcceptEdits が実行された場合の影響
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セカンダリ サーバーのアラーム監視について

プライマリ HMI サーバーがアクティブである場合、セカンダリ サーバーでは

バックアップ モードでアラーム監視システムが実行されます。つまり、セカン

ダリ サーバーでアラーム監視がオンデマンドで開始されるように設定していな

い場合でも、アラーム状態が同期されます。

セカンダリ サーバーで実行されるバックアップ モードでは、アラーム状態の同

期だけが維持されます。アラームは検出されません。

システムがセカンダリ サーバーにフェイルオーバーされると、プライマリ サー

バーと同様に、セカンダリ サーバーでアラーム監視が自動的に開始されます。

システムがプライマリ サーバーにスイッチバックされると、プライマリ サー

バーでアラーム監視が自動的に開始され、セカンダリ サーバーはスタンバイ 
モードに戻ります。

診断ログおよびアラーム ログ データの保存を一元化する

診断ログ ファイルは、システム アクティビティが生成されるすべてのコン

ピュータに保存されます。

ネットワーク分散アプリケーションでは、冗長化されていない HMI サーバーの

場合を含め、診断および HMI タグ アラーム情報を、Microsoft SQL サーバーな

ど、中央の ODBC データベースにロギングすることを強くお勧めします。

システム全体を包含する中央の ODBC ログでは、データベースの機能を通じて

安全性と冗長性を確保できます。ログの一元化によって、すべての診断情報を 
1 か所で検索できるようになるため、トラブルシューティングも容易になります。 

さらに保護を強化するために、ODBC データベースとの通信が切断された場合

にロギングされたデータのバッファになる、FactoryTalk View SE の論理診断ログ

およびアラーム ログを設定することもお勧めします。

FactoryTalk View SE がアラームの多数の HMI タグを監視している場合は、アラーム情報のオン

とオフがすばやく切り替わるタグについて、アラームが不明になる可能性があります。これは、

システムがセカンダリ サーバーにフェイルオーバーされる際、またはプライマリ サーバーにス

イッチバックされる際に起きる可能性があります。
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中央の ODBC データベースの設定の詳細については、以下を参照してください。

 診断ログについては、15 章、システム アクティビティのロギングを参照し

てください。

 HMI タグのアラーム ログについては、11 章、HMI タグ アラームを設定するを

参照してください。

イベントを実行するサーバーを決定する

イベント ディテクタによってトリガーされたイベントは、プライマリとセカン

ダリの HMI サーバー間で特に同期されません。

ただし、一度にアクティブになっているサーバーを 1 つに限定するために、 

どのサーバーがイベントの検出と実行を行うかを管理することは可能です。

HMI サーバーのアクティブ時マクロとスタンバイ時マクロを使用することで、

HMI サーバーがアクティブになったときに EventOn コマンド (イベント検出を開

始) を実行し、HMI サーバーがスタンバイになったときに EventOff コマンド 
(イベント検出を停止) を実行できます。

それによって、アクティブな (プライマリまたはセカンダリ) HMI サーバーだけ

で、イベント検出が自動的に実行されるようになります。

アクティブ時マクロとスタンバイ時マクロの詳細については、ページ 14-22 を参

照してください。

マクロの作成の詳細については、24 章、ロジックとコントロールを追加するを

参照してください。

ディライブド タグとデータ ログ ファイルを同期する

ディライブド タグとデータ ログの同期を維持するために、プライマリ コン

ピュータとセカンダリ コンピュータで、ディライブド タグ コンポーネントと

データ ログ モデルが実行されていることを確認します。

ディライブド タグの結果を値とする場合は、メモリ タグの同期を維持すること

もできます。

プライマリからセカンダリの HMI サーバーに変更を複製する方法の詳細につい

ては、「セカンダリ HMI サーバーに変更を複製する」(ページ 14-19) を参照して

ください。
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ネットワーク クライアントとサーバーの接続を監視する

ヘルス監視システムは、ネットワーク分散アプリケーションで、アプリケー
ション クライアントとサーバーをホストするすべてのコンピュータについて、

ネットワーク接続を監視します。 

このシステムでは以下のような接続を監視します。

 コンピュータ検出間隔では、ネットワーク上にコンピュータが存在するかど
うかをシステムが検出する頻度を設定します。デフォルトの間隔は 2 秒です。

 ネットワーク障害検出間隔では、リモート コンピュータへのネットワーク 

接続のヘルスをシステムが確認する頻度を設定します。デフォルトの間隔は 
2 秒です。

 大ネットワーク異常は、一時的なネットワーク中断と実際の通信障害を区
別するための時間を設定します。詳細については、次の「ネットワーク異常
について」を参照してください。

 サーバーがアクティブになる前の 大遅延時間では、プライマリ サーバーへ

のスイッチバック中に、サーバーがアクティブになる前に、クライアントか
らの応答を受け付ける時間を設定します。詳細については、「プライマリ 
サーバーにスイッチバックしたときにクライアントに通知する」(ページ 
14-28) を参照してください。

デフォルト設定は、[ヘルス モニタリング ポリシー ] ダイアログ ボックスで変更

できます。
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ヘルス モニタリング ポリシー設定を変更するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウでシステム フォルダを

展開し、ポリシー フォルダをダブルクリックして、システム ポリシー フォ

ルダをダブルクリックします。

2. [ヘルス モニタリング ポリシー ] をダブルクリックして、変更するポリシー

設定を選択します。

3. ポリシー設定の時間をクリックします。別の時間を選択するには、時間の横
にある上向きまたは下向き矢印をクリックします。 

ネットワーク異常について

ノイズや短時間の通信切断によって、ネットワーク上の通信が瞬間的に中断さ
れる場合があります。

その場合は、冗長ペアのスタンバイ サーバーとアクティブ パートナーとの接続

が切断され、スタンバイ サーバーがアクティブ サーバーになるべきだと判断さ

れる可能性があります。

スタンバイ サーバーが不必要にアクティブになるのを防ぐために、ヘルス監視

システムでは一時的な通信切断 (ネットワーク異常) と実際の通信障害が識別さ

れます。

スタンバイ サーバーは、設定した時間内にアクティブ パートナーとの接続を再

確立できれば、スタンバイのままで維持されます。接続が再確立される前に時
間切れになると、その時点でスタンバイ サーバーがアクティブ サーバーになり

ます。

ネットワーク異常のデフォルトの時間は 5 秒です。この時間は、ポリシー設定

で 大ネットワーク異常の値を修正することで変更できます。詳細については、
「ヘルス モニタリング ポリシー設定を変更するには」(ページ 14-39) を参照して

ください。

ヘルス モニタリング ポリシー設定を含むシステム フォルダの設定は、FactoryTalk Network 
Directory に保存され、ディレクトリで管理されるすべてのアプリケーション サーバーに適用

されます。

区分されたネットワークでは、ネットワーク スイッチをはさんだ冗長ペアの両方にクライアン

トが接続している場合は、プライマリ サーバーとセカンダリ サーバーの両方がアクティブに

なる可能性があります。詳細については、「両方のサーバーがアクティブになった場合」(ペー

ジ 14-22) を参照してください。
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15 システム アクティビティのロギング

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk Diagnostics について。

 FactoryTalk Diagnostics の主な概念。

 FactoryTalk View で FactoryTalk Diagnostics を設定する。

 診断リスト内のシステム イベントを追跡する。

 FactoryTalk Diagnostics ログを表示する。

FactoryTalk Diagnostics について

FactoryTalk Diagnostics は、以下のようなシステム アクティビティに関する情報

を記録します。

 コマンドおよびマクロの使用方法

 オペレータのコメント

 システム メッセージおよびエラー

 通信ネットワークによるエラー

 タグの読み取りおよび書き込みアクティビティ

この情報には以下の操作が可能です。

 診断リストまたは Diagnostics Viewer で表示する。

 将来の処理または分析のためにアーカイブする。

 オンライン時に ODBC 形式にエクスポートする。

ODBC 形式にエクスポートすることで、Microsoft Excel や Business Objects 
Crystal Reports など、サードパーティ製の ODBC 準拠ツールでデータを分析

できます。
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診断設定手順の概要

FactoryTalk View SE アプリケーションの FactoryTalk Diagnostics の設定には以下

のタスクが含まれます。

1. ネットワーク上のどのコンピュータでシステム アクティビティのロギングが

必要であるかを判断します。

2. システム アクティビティがロギングされる各コンピュータで、FactoryTalk 
Diagnostics セットアップ ツールを使用して、転送先とメッセージ ルーティン

グを設定します。

詳細については、「メッセージ ルーティングを設定する」(ページ 15-5) を参

照してください。

3. 中央の ODBC 準拠データベースにシステム アクティビティをロギングする

には、 初にデータベースを設定し、FactoryTalk Diagnostics セットアップ 
ツールを使用して、ODBC データベースの転送先を設定します。

FactoryTalk Diagnostics に関する詳細情報

FactoryTalk Diagnostics に関する追加情報と、詳細な設定方法については、

FactoryTalk Diagnostics ヘルプを参照してください。

FactoryTalk Diagnostics ヘルプを開くには、以下の手順に従ってく

ださい。

1. デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックし、次に [FactoryTalk ヘルプ] をクリックし

ます。

2. [内容] タブで、ブック [診断メッセージ] を開きます。以下の場所を確認し

ます。

 [診断メッセージのロギング] で、FactoryTalk Diagnostics のロギングについ

て確認します。

 [診断メッセージの表示] で、Diagnostics Viewer について確認します。

診断ロギングとビューアの設定に使用するダイアログ ボックスで [ヘルプ] を
クリックして、FactoryTalk Diagnostics ヘルプにアクセスすることもできます。

FactoryTalk Diagnostics の主な概念。

このセクションでは、FactoryTalk Diagnostics サービスについて説明するために

使用される共通の用語と概念の一部を示します。
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宛先

FactoryTalk Diagnostics メッセージは、ローカル コンピュータのメッセージ ロ
グ、ODBC 準拠データベース、FactoryTalk View Studio の診断リスト、FactoryTalk 
View SE Client など、さまざまな宛先に送信できます。

デフォルトでは、システム アクティビティは各コンピュータにローカルでロ 

ギングされます。

メッセージ ルーティング

メッセージ ルーティングによって、宛先ごとにメッセージの重要度と対象者を

指定できます。それによって、情報が適切な相手と場所に確実に提供されます。
たとえば、以下のように決定することができます。

 システム アクティビティに関する情報が含まれたメッセージと、障害の可能

性に関する警告をローカル ログにルーティングする。

それによって、制御システムのエンジニアはシステムのアクティビティとパ
フォーマンスを分析し、予定されたメンテナンス時間に修正を行うことがで
きます。

 直ちに対処が必要なエラーを、FactoryTalk Diagnostics リストとローカル ログ

にルーティングする。

実行時に FactoryTalk Diagnostics リストが表示されていれば、オペレータは工

場の制御システムのエンジニアに対して、タグ エラーなどの問題が発生した

時点で警告できます。

エンジニアは予定されたメンテナンス時間中に、エラーに加えて、ローカル 
ログに記録された警告または情報メッセージを使用することで、システムの
動作を分析し、必要な修正を行うことができます。

詳細については、「メッセージ ルーティングを設定する」(ページ 15-5) を参照し

てください。

メッセージのカテゴリ

FactoryTalk Diagnostics メッセージは重要度と対象者によって分類されます。
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メッセージをルーティングするには、特定の重要度と対象者に向けたメッセー
ジの宛先を指定します。たとえば、オペレータを対象者とするエラーの宛先と
して FactoryTalk Diagnostics リストを指定できます。

メッセージの重要度

FactoryTalk View SE では、メッセージについて以下の 4 つの重要度が使用さ 

れます。

 エラーは、特定のプロセスまたはアクションが失敗したことを示します。 
たとえば、あるタグの値を書き込むことができない、またはある ActiveX オ
ブジェクトが見つからないなどのエラーがあります。

 警告は、特定のプロセスまたはアクションが正しく機能しない可能性や、 
予防措置をとらなければ障害が発生する可能性などを示します。

たとえば、グラフィック ディスプレイ内の ActiveX オブジェクトが、

FactoryTalk View SE Client にインストールされているものとバージョンが異

なる場合は、不一致を示す警告がロギングされます。ActiveX コントロール

に不一致があると、実行時に適切に動作しない可能性があります。

 情報メッセージは、プロセスまたはアクションが正常に完了したことを示し
ます。たとえば、情報メッセージはユーザーがシステムにログオンしたとき
にロギングされます。

 監査メッセージは、システムの設定が変更されたことを示します。

メッセージの対象者

FactoryTalk View SE では、メッセージの対象者としてオペレータ、エンジニア、

開発者の 3 者を想定しています。 

FactoryTalk View では、生成されるすべてのメッセージ (監査重要度のメッセー

ジを除く) がオペレータに割り当てられます。タグ書き込み確認を含む監査メッ

セージは、開発者またはエンジニアに割り当てられます。

安全対象者は、システム アクティビティを追跡するために、US Government 
21 CFR Part 11 への準拠などに必要とされる監査ツール用に予約されています。

診断メッセージに割り当てられている対象者または重要度のカテゴリを変更することはできま

せん。たとえば、開発者が特定のエラー タイプのすべてのメッセージを受信するように指定す

ることはできません。

FactoryTalk View SE では、すべてのタグの書き込みや、データ ログ モデル、グラフィッ

クス、マクロ エディタなど、マルチコンポーネント エディタでのコンポーネントの追加、

消去、削除に対して、監査メッセージが記録されます。
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タグ書き込みの分類方法

成功したタグの書き込みに割り当てられるのは、「監査」と「情報」です。失敗
したタグの書き込みに割り当てられるのは、「監査」、「情報」、「エラー」です。

成功または失敗したタグの書き込みに割り当てられるのは、「開発者」と「安全」
です。

FactoryTalk View で FactoryTalk Diagnostics を設定する

FactoryTalk Diagnostics セットアップ ツールを使用して、システム アクティビ

ティをロギングする各コンピュータで、メッセージ ルーティング、中央のデー

タベースへのロギング、およびローカル ログを設定できます。

FactoryTalk Diagnostics セットアップ ツールを開くには

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console の 
[ツール] メニューで、[Diagnostics Setup] をクリックします。

FactoryTalk Diagnostics セットアップ ツールのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

メッセージ ルーティングを設定する

メッセージ ルーティングを設定する場合は、特定の対象者と重要度に関連付け

られているメッセージをロギングする場所を指定します。 

FactoryTalk Diagnostics セットアップ ツールは、システム アクティビティをロギングする各コン

ピュータで別個に実行する必要があります。FactoryTalk Diagnostics の設定は、1 台のコン

ピュータにインストールされているすべての FactoryTalk 製品に適用されます。

ここをクリックすると 
宛先が表示されます。

ローカル ログの 大

サイズ、ログの保存
場所、エントリを上
書きする時点を指定
します。

中央のデータベースへの 
ロギングを設定します。

どの宛先がどのメッ
セージを受信するかを
指定します。
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たとえば、開発者対象者のためにロギングされたタグ書き込みメッセージの送

信先として、ローカル ログ、診断リストを指定し、また宛先なしと指定するこ

ともできます。

対象者がオペレータの場合は、すべてのメッセージがエラー、警告、または情

報としてロギングされます。例外はタグの書き込みメッセージで、対象者を開

発者および安全として、情報および監査としてロギングされます。

対象者と重要度の詳細については、「メッセージのカテゴリ」(ページ 15-3) を参

照してください。

メッセージ ルーティングのオプションの詳細については、Diagnostics Setup ツー

ルの [ヘルプ] をクリックしてください。

中央のデータベースにロギングする

各コンピュータでローカルに情報をロギングするのに加えて、中央の ODBC 準

拠データベースにロギングするように FactoryTalk Diagnostics を設定できます。

対象者と重要度を組み合わせた特定のメッセージが宛先にルーティングされない場合、それら

のメッセージはロギングされません。
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セントラル ロギングを行うには、ローカル ログの内容を ODBC 準拠データベー

スに定期的にエクスポートします。FactoryTalk View では、Oracle、および 
Microsoft SQL サーバー ODBC 準拠データベースがサポートされています。

中央のデータベースにロギングすることで、診断ログの冗長性が得られます。
ODBC 準拠データベースとの通信が切断された場合は、ローカル ログを情報の

バッファとして使用できます。

セントラル ロギングのオプションについては、Diagnostics Setup ツールの [ヘル

プ] をクリックしてください。 ODBC テーブルの詳細については、FactoryTalk 
Diagnostics ヘルプを参照してください。

メッセージのバッファを設定する

FactoryTalk Diagnostics のメッセージは、コンピュータのローカル ログに保存さ

れ、指定した間隔で ODBC 準拠データベースにエクスポートされます。

メッセージのバッファを行うには、ODBC データベースの [ロケーションのセッ

トアップ] ウィンドウで、エクスポート後にメッセージがローカル ログに保持さ

れる期間を指定します。

これは、たとえばネットワーク障害などによって ODBC 準拠データベースを使

用できなくなった場合に役立ちます。そのような場合は、バッファ時間が期限
切れになるまで、メッセージがローカル ログに残ります。

ローカル ログ内のイベントを上書きするように FactoryTalk Diagnostics を設定している場合

は、 も古いイベントが削除される前にメッセージが ODBC 準拠データベースにロギングされ

ることを確認してください。
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バッファが期限切れになる前に ODBC 準拠のデータベースが使用できるように

なると、バッファされたメッセージがデータベースにエクスポートされます。

診断リスト内のシステム イベントを追跡する

アプリケーションの実行中の状態を追跡するには、FactoryTalk View Studio、
FactoryTalk View SE Administration Console、または FactoryTalk View SE Client の
診断リストを使用します。

診断リストにシステム アクティビティ メッセージを含めるには、それらのメッ

セージをリストにルーティングする必要があります。メッセージのルーティン
グの詳細については、ページ 15-5 を参照してください。

診断リストを操作する

FactoryTalk View Studio を 初に起動すると、診断リストが表示され、

FactoryTalk View のメイン ウィンドウのステータス バーの上にドッキングさ 

れます。

FactoryTalk View SE Client では、クライアント ファイルを作成すると、診断リストの表示、 

非表示、またはドッキング解除のためのオプションが設定されます。詳細については、

FactoryTalk View SE Client ウィザードの [ヘルプ] をクリックしてください。

FactoryTalk View 
Studio の診断リスト
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診断リストを表示または非表示にする

FactoryTalk View Studio (または FactoryTalk View SE Administration Console) で診断

リストを表示または非表示にするには、[表示] メニューで [診断リスト] をク

リックします。診断リストの横にチェック マークが表示されている場合には、

リストを表示することができます。

診断リストを移動する

診断リストは、メイン ウィンドウから切り離し (ドッキング解除し)、画面の任

意の場所に移動できます。

診断リストのドッキングを解除するには、診断リストの左下にある移動用バー
をドラッグします。移動用バーが見えない場合、診断リスト上部の端をドラッ
グして、リストを大きくします。

移動中に診断リストが自動的にドッキングされないようにするには、Ctrl キーを

押しながらドラッグします。

診断リストのサイズを変更する

診断リストのドッキングを解除すると、任意のサイズに変更することができます。
たとえば複数のメッセージを一度に表示させるには、リストを大きくします。

診断リストのサイズを変更するには、目的のサイズになるまでリストの端また
は角をドラッグします。

診断リストでメッセージを表示する

診断リストのメッセージの前には、青、黄、グレー、または赤のアイコンがあり
ます。青は情報、黄は警告、グレーは監査メッセージ、赤はエラーを示します。

以下の図は、警告メッセージと情報メッセージを示しています。

移動用バーをド
ラッグすると、
診断リストを切
り離すことがで
きます。
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診断リストにロギングされるメッセージのタイプは、Diagnostics Setup ツールで

のメッセージ ルーティングの設定によって異なります。

診断リストのメッセージをクリアする

診断リスト内のメッセージをクリアするには、次のいずれかの方法を使用し 
ます。

 新のメッセージ (リストの 上部) または選択したメッセージをクリアする

には、[クリア] をクリックします。

 リスト内のすべてのメッセージをクリアするには、[すべてクリア] をクリッ

クします。

診断リストのメッセージをクリアしても、診断ログのメッセージは削除されま
せん。

FactoryTalk Diagnostics ログを表示する

FactoryTalk Diagnostics Viewer を使用して、診断ログの内容を表示します。

FactoryTalk Diagnostics Viewer を開くには

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console の 
[ツール] メニューで、[Diagnostics Viewer] をクリックします。

または、デスクトップで [スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell 
Software] > [FactoryTalk Tools] をクリックして、[Diagnostics Viewer] をク

リックします。

ビューアの設定と使用方法の詳細については、ビューアの [ヘルプ] メニューで 
[FactoryTalk Diagnostics Viewer ヘルプ] をクリックしてください。

省略記号は、メッセージが切り詰められていることを示しています。 
メッセージ全体を表示するには、診断リストのサイズを変更します。
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実行時に Diagnostics Viewer を開くには

1. FactoryTalk View グラフィック ディスプレイで、オペレータが Diagnostics 
Viewer を開くためのボタンを作成します。

2. 押下時のアクションとして、以下のコマンドを入力します。

AppStart “C:\Program Files\Rockwell Software\RSView 
Enterprise\ActivityLogViewer.exe”

パラメータにスペースがあるため、引用符を含む必要があります。

実行時、オペレーティング システムのルールが原因で、Diagnostics Viewer が FactoryTalk 
View SE Client ウィンドウの背面に開くことがあります。これに気づかない場合は、再度

ビューアを開こうとして、別のインスタンスを開くことになります。これによって、同時に複

数のビューアを開くことになります。

これを防ぐには、ビューアを手動で前面に移動して、不要な場合は閉じます。また、Rockwell 
Automation ナレッジベースの Answer ID 9041 で文書化された、プログラムを使用した解決方

法を使用することもできます。
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16 グラフィック ディスプレイを作成する

この章では、以下について説明します。

 グラフィック ディスプレイについて。

 グラフィック エディタの構成。

 グラフィック ディスプレイでの作業方法。

 グラフィック オブジェクトの使用方法。

 グラフィック ディスプレイのテスト。

 グローバル オブジェクト ディスプレイを作成および操作する。

 コントローラ指示フェースプレートをアプリケーションに追加する。

 グラフィック ライブラリからオブジェクトを使用する。

 サードパーティ製アプリケーションからグラフィック ファイルをインポート

する。

 プレースホルダを使用してタグ値を指定する。

 グローバル オブジェクトに対するタグ プレースホルダを設定する。

 グラフィック ディスプレイの外観と動作を設定する。

 FactoryTalk View SE Client ウィンドウにディスプレイをドッキングする。

 実行時にグラフィック ディスプレイを印刷する。

グラフィック ディスプレイについて

グラフィック ディスプレイには、実行時のオペレータから見た工場のアクティ

ビティが表示されます。

グラフィック ディスプレイにはシステム データまたはプロセス データを表示で

き、オペレータはプログラミング可能なコントローラのような外部デバイスに
値を書き込むことができます。タグ値の表示レコードを作成するために、オペ
レータは実行時にディスプレイを印刷できます。

グラフィック ディスプレイには、式から作成したものや、タグから作成したも

のを含めて、合計で 大 3000 個の接続を含めることができます。
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 式の中のタグ数に関係なく、オブジェクトに関連付けられた各式は 1 つの接

続としてカウントされます。

 オブジェクトの各アニメーション (タッチ アニメーション以外) は 1 つの接続

としてカウントされます。

 タグにリンクされたオブジェクトの Connections プロパティに含まれている

各接続は、1 つの接続としてカウントされます。

 トレンド オブジェクト設定された各ペンは、1 つの接続としてカウントされ

ます。

 同じ式またはタグ接続の重複する参照は、追加接続としてカウントされま
す。たとえば 1 つのディスプレイには、数値入力を 3000 まで含めることが

できます。すべての数値入力オブジェクトが同じタグを参照している場合も

同様です。

グラフィック ディスプレイは以下のグラフィック オブジェクトで構成されます。

 グラフィック エディタで作成したグラフィック オブジェクト。

 グラフィック ライブラリからドラッグ アンド ドロップしたグラフィック オ
ブジェクト。

 グラフィック ディスプレイに埋め込まれた ActiveX オブジェクト。

 別の Windows アプリケーションによって作成し、コピーしてディスプレイに

貼り付けるか、または Object Linking and Embedding (OLE) を使用して挿入し

たグラフィック オブジェクト。

グラフィック ディスプレイ XML ファイルをインポートおよびエク

スポートする

グラフィック ディスプレイに含まれる情報は displayname.gfx という名前のファイ

ルに保存されます (displayname はグラフィック ディスプレイに指定した名前)。

FactoryTalk View Studio では、グラフィック インポート エクスポート ウィザー 

ドを使用して、グラフィック ディスプレイ情報を XML ファイルにエクスポート

したり、グラフィック ディスプレイ XML ファイルをアプリケーションにイン

ポートしたりできます。

埋め込み変数に関連付けられたタグは、限界値にカウントされます。
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XML ファイルをアプリケーションにインポートして戻す前に編集して、既存の

グラフィック オブジェクトを変更したり、新しいオブジェクトをディスプレイ

に追加したりできます。

グラフィック ディスプレイ ファイルのインポートおよびエクスポートの詳細につ

いては、付録 D、XML ファイルをインポートおよびエクスポートするを参照し

てください。

グローバル オブジェクト ディスプレイについて

FactoryTalk View グローバル オブジェクトでは、1 つのグラフィック オブジェ 

クトの外観と動作を同じアプリケーション内のオブジェクトの複数のコピーに
リンクできます。

グローバル オブジェクトはグローバル オブジェクト ディスプレイに作成されま

す。FactoryTalk View Studio では、ディスプレイ フォルダに標準のグラフィック 
ディスプレイを作成するのと同様に、グローバル オブジェクト フォルダにグ

ローバル オブジェクト ディスプレイを作成します。

グローバル オブジェクト ディスプレイ上のすべてのオブジェクトおよびオブ

ジェクトのグループがグローバル オブジェクトです。ActiveX コントロール、

OLE オブジェクト、および HMI タグ アラーム サマリを除く、FactoryTalk View 
で作成できるあらゆるグラフィック オブジェクトをグローバル オブジェクトに

することができます。

グローバル オブジェクトを操作する

グローバル オブジェクトをディスプレイ フォルダ内の標準ディスプレイにコ

ピーした場合、そのコピーは参照オブジェクトと呼ばれます。グローバル オブ

ジェクト フォルダ内の元のグローバル オブジェクトがベース オブジェクトにな

ります。 

参照オブジェクトにはベース オブジェクトにリンクする特別なプロパティがあ

ります。

実行時に、参照オブジェクトを含む標準ディスプレイが実行されている場合、
そのベース オブジェクトを含むグローバル オブジェクト ディスプレイ (または

ディスプレイ) がバックグラウンドでロードされます。

ベース オブジェクトに対する変更がリンクされているすべての参照オブジェク

トに反映されるのは、次回、それらの参照オブジェクトを含むディスプレイが
開かれたとき、またはそれらのオブジェクトをいったん閉じて再び開くことに
よってそのディスプレイが更新されたときです。
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グローバル オブジェクト ディスプレイの作成に関する詳細については、ページ 
16-31 を参照してください。

グラフィック エディタの構成

標準グラフィック ディスプレイ、グローバル オブジェクト ディスプレイ、およ

びグラフィック ライブラリを作成および変更するには、グラフィック エディタを

使用します。グラフィック エディタを開く場所によって、作成するディスプレイ

のタイプが決まります。

グラフィック エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、グラフィック フォ

ルダを開きます。

2. [ディスプレイ]、[グローバル オブジェクト]、または [ライブラリ] のいずれ

かのアイコンを右クリックし、[新規] をクリックします。または、既存の標

準ディスプレイ、グローバル オブジェクト ディスプレイ、またはグラ

フィック ライブラリをダブルクリックします。 

新しいディスプレイまたは既存のディスプレイが開いているときは、グラ
フィック エディタを操作しています。
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グラフィック エディタは以下で構成されます。

ツールバーにはよく使うメニュー項目のボタンがあります。上の図には 3 つの

ツールバーが表示されていますが、グラフィック エディタには、前景および背

景の色、塗りつぶし模様のスタイル、およびオブジェクトの整列などのその他
のツールバーがあります。

[表示] メニューを使用してツールバーを表示または非表示にしたり、ツール

バーを画面上で移動したりできます。ツールバーの詳細については、ページ 
16-10 を参照してください。

表示領域はグラフィック ディスプレイ自体です。

実行時のディスプレイの外観と動作を設定するには、ディスプレイを右クリッ
クし、[ディスプレイの設定] をクリックします。

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで、ディスプレイのタイトル バーを

設定し、そのサイズ、位置、および背景色を指定し、実行時に枠線を表示する
かどうかを指定することができます。

グラフィック エディタ内のディスプレイの外観は、実行時の外観と同じです 

(タイトル バーの内容、ディスプレイの位置を除く)。

メニュー バー 

ドッキングされ
たツールバー

表示領域

フローティング

ツールバー

診断リスト

ステータス バー 
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設計時の一部の変更 (ズーム機能のリセットなど) は実行時のディスプレイの外

観に反映されません。

ディスプレイ設定の詳細については、「グラフィック ディスプレイの外観と動作

を設定する」(ページ 16-48) を参照してください。

[診断リスト] には、コマンドやマクロの使用、タグの読み取りおよび書き込み、

通信エラー、FactoryTalk View がインストールされているコンピュータに対する

システム警告などのシステム アクティビティに関する情報が表示されます。

ステータス バーは、選択したメニュー項目またはボタンに関連付けられたアク

ションについて説明します。また、ステータス バーには選択したグラフィック 
オブジェクトの x 座標と y 座標、幅および高さも表示されます。

オブジェクト エクスプローラでディスプレイの内容を表示する

オブジェクト エクスプローラにはグラフィック ディスプレイ内のすべてのオブ

ジェクトのツリー リストが表示されます。オブジェクトは前面から背面の順に、

後に作成されたオブジェクトが前面に表示されます。グループ化されたオブ
ジェクトはツリー内の展開可能な項目として、+ アイコン付きで表示されます。 

オブジェクト エクスプローラでオブジェクトをクリックすると、ディスプレイ

でそのオブジェクトが選択され、周囲に選択ハンドルが自動的に表示されます。
これにより、ディスプレイで他のオブジェクトによって隠れているオブジェク
トを前面に移動する代わりに、オブジェクト エクスプローラを使用してオブ

ジェクトを選択できます。

別のオブジェクトや別のディスプレイでの作業中にオブジェクト エクスプロー

ラを開いたままにしておくことができます。

また、オブジェクト エクスプローラを使用して特定のタイプのオブジェクト、

アニメーションが含まれているオブジェクト、またはそれらに割り当てられた
タグや式をハイライトすることもできます。

オブジェクト エクスプローラを開くには 

 FactoryTalk View Studio で、グラフィック エディタを開き、グラフィック 
ディスプレイを右クリックし、[オブジェクト エクスプローラ] をクリックし

ます。

オブジェクト エクスプローラには壁紙オブジェクトや ActiveX 複合オブジェクト内のオブジェク

トは表示されません。
16–6



16 • グラフィック ディスプレイを作成する   
•  •  •  •  •

16 ????????
ディスプレイで複数のタイプのオブジェクトをハイライトするには

1. オブジェクト エクスプローラで、[設定] をクリックします。

2. [ハイライトの設定] ダイアログ ボックスで、ハイライトする項目の横にある

ボックスを選択し、[OK] をクリックします。 

3. オブジェクト エクスプローラで、[ハイライト オン] チェックボックスを選択

します。

オブジェクト エクスプローラおよびグラフィック ディスプレイで、オブジェク

トが赤でハイライトされます。 

プロパティ パネルにオブジェクトのプロパティを表示する

プロパティ パネルには、グラフィック オブジェクトのプロパティおよびプロパ

ティに割り当てられた値が表示されます。また、オブジェクトの接続に割り当
てられたタグまたは式も表示されます。

プロパティ パネルを使用して、グラフィック オブジェクトのプロパティを変更

したり、タグおよび式を割り当てたりします。複数のオブジェクトを選択し、
すべてのオブジェクトに共通するプロパティを同時に変更することができます。

+ アイコンをクリックし

て、オブジェクトおよ
びグループ内のグルー
プ化されたオブジェク
トを表示します。

オブジェクト エクスプロー

ラでオブジェクトを右ク
リックすると、グラフィッ
ク ディスプレイでオブジェ

クトを右クリックしたとき
と同様に、オブジェクトの
ショートカット メニューが

開きます。
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グラフィック エディタで作業する間、プロパティ パネルを開いたままにしてお

くことができ、パネルの枠線をドラッグして、パネルを大きくしたり小さくし
たりできます。

プロパティ パネルを開くには

 ディスプレイでグラフィック オブジェクトを右クリックし、[プロパティ パ
ネル] をクリックします。

ツール バーでプロパティ パネル ツールをクリックして、パネルを表示また

は非表示にすることもできます。

プロパティ パネルのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックして

ください。

プロパティ パ
ネルツールの 
表示/非表示

選択したプロパティのヘ
ルプを表示するには、 
このボタンをクリックし 
ます。

スクロールしてさらにプ
ロパティを表示するか…

…あるいは、このバーを

上下にドラッグして、 
さらにプロパティや説明
を表示します。

このボックスには、
選択したプロパティ
およびプロパティが
使用するデータのタ
イプが表示されます。
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グラフィック ディスプレイでの作業方法

グラフィック ディスプレイで作業している場合、特定のアクションやテクニッ

クを頻繁に使用します。このようなアクションやテクニックの実行方法を知っ
ておくと、時間を節約できます。

ズーム インとズーム アウト

グラフィック ディスプレイの表示を拡大または縮小するには、[表示] メニュー

の [ズーム イン] と[ズーム アウト] を使用します。[ズーム イン] ではオブジェク

トが拡大され、[ズーム アウト] では縮小されます。 

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスの [プロパティ ] タブで、ディスプレ

イの [サイズ] プロパティが [サイズをピクセルで指定] に設定されている場合、[
画面にウィンドウを合わせる] を使用して、ワークスペース ウィンドウに合わせ

てディスプレイのサイズを変更できます。

[サイズ] プロパティが [現在のサイズを使用] に設定されている場合、[画面に

ウィンドウを合わせる] が [標準表示] と同様に動作し、ディスプレイが元のサイ

ズに戻ります。

ディスプレイのグリッドを設定する

オブジェクトのサイズおよび位置を正確に指定するには、[表示] メニューのグ

リッド項目を使用します。描画プロセス中、いつでもグリッド設定を変更でき
ます。

グリッドを使用することで、オブジェクトの整列やサイズ変更を簡単に行えま
す。グリッドがオンになっている場合、描画または配置するすべてのオブジェ
クトがグリッドに合わせて自動的に整列されます。

[グリッドに合わせる] を選択した場合、グリッドがアクティブになり、次に描

画するか配置するオブジェクトが も近くのグリッド ポイントに引き寄せられ

ます。グリッドをオンにしても、既存のオブジェクトの配置には影響しません。

ズーム イン

ズーム アウト

このチェック ボックスを選択する

と、グリッドが表示されます。

このチェック ボックスを選択する

と、グリッドがアクティブになり
ます。

グリッド ポイントの色を選択し

ます。

グリッド ポ
イントの間
隔をピクセ
ル単位で設
定します。
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[グリッドに合わせる] をオフにした場合、グリッドがパッシブになり、オブ

ジェクトの位置に影響しません。グリッド線の間に要素を描画または配置する
には、グリッドをオフにします。

ツールバーを使用する

ツールバーはアクションを実行するための便利な手段です。以下を実行でき 
ます。

 [表示] メニューの項目を使用して、ツールバーを表示または非表示にする。

ツールバー名の横にチェック マークがある場合、ツールバーは表示されます。

 画面上の任意の場所へツールバーをドラッグする。

 ツールバーを FactoryTalk View Studio ワークスペースの端にドッキングする 
(ActiveX ツールボックスを除く)。

描画ツールを選択する

オブジェクト ツールバーにはオブジェクトの作成、選択、回転のためのツール

が含まれています。ツールは [オブジェクト] メニューでも使用できます。

オブジェクトを描画するには、ツールボックスまたは [オブジェクト] メニュー

のツールをクリックします。これを実行すると、ポインタが変わり、アクティ
ブなツールが表示されます。

描画ツールの使用を終了するには、選択ツールをクリックするか、または別の
描画ツールをクリックします。

オブジェクトを選択する

グラフィック ディスプレイでオブジェクトを操作するには、 初に選択する必

要があります。

ディスプレイで単一のオブジェクトを選択するには、マウスの左ボタンでオブ
ジェクトをクリックします。選択したオブジェクトの端にハンドルが表示され
ます。 

複数のオブジェクトを選択するには、グラフィック ディスプレイでグループの 
1 つの隅をクリックし、マウスを斜めにドラッグして、オブジェクトの周囲に境

界ボックスを描画します。マウスのボタンを離すと、境界ボックス内のすべて
のオブジェクトが選択されます。 

選択 ツール
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また、Ctrl キーを押しながらオブジェクトを個別にクリックして、オブジェクト

のグループを選択することもできます。

オブジェクトまたはオブジェクトのグループの選択をキャンセルするには、オブ
ジェクトが含まれていないグラフィック ディスプレイの一部をクリックします。

ショートカット メニューを使用して、アクションをすばやく実行

する

グラフィック ディスプレイまたはグラフィック オブジェクトを右クリックする

と、次の図に示すようにショートカット メニューが開きます。

ショートカット メニューの項目は、クリックする場所に応じて異なります。オ

ブジェクトを右クリックすると、オブジェクトに関連する項目がメニューに表
示されます。ディスプレイを右クリックすると、ディスプレイに関連する項目
がメニューに表示されます。

グラフィック オブジェクトの使用方法

ディスプレイでグラフィック オブジェクトの作成や変更を行う場合、特定のア

クションおよびテクニックを頻繁に使用します。このようなアクションやテク
ニックの実行方法を知っておくと、時間を節約できます。

さまざまなオブジェクトの詳細については、17 章、グラフィック オブジェク

トを作成するを参照してください。

オブジェク 
トを右クリッ
クすると…

…ショートカッ 

ト メニューが開き

ます。

ショートカット メ
ニューには、選択
したオブジェクト
に対して使用する
項目が含まれてい
ます。
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オブジェクトをコピーする

オブジェクトをコピーするには、次のいずれかを実行します。 

 同じディスプレイでオブジェクトをドラッグしてドロップする。

 ディスプレイ間で、またはグラフィック ライブラリからディスプレイへ、 

オブジェクトをドラッグしてドロップする。

 オブジェクトをコピーして貼り付ける。

オブジェクトがコピーされると、オブジェクトに添付されたアニメーションも
コピーされます。グループがコピーされる場合、グループの新しいコピーのグ
ループ化を解除して、元のオブジェクトと同様に個々のオブジェクトにするこ
とができます。

複数の言語のオブジェクトをコピーする

オブジェクトに複数の言語の文字列が設定されている場合、オブジェクトをコ
ピーすると、すべての言語がコピーされます。複数の言語の文字列が含まれるオ
ブジェクトをアプリケーションに貼り付けるには、2 つのオプションがあります。

 [貼り付け] コマンドを使用し、複数の言語のオブジェクトをアプリケーション

に貼り付ける場合、アプリケーションで使用されている言語の文字列のみが貼
り付けられます。新しいアプリケーションの言語がオブジェクトに対して設定
されていない言語である場合、オブジェクトの言語は未定義となり、単一の
疑問符で表示されます。

 [ローカライズされた文字列なしで貼り付け] コマンドを使用する場合、オブ

ジェクトが現在のローカライズされた言語のみで貼り付けられます。[ローカ

ライズされた文字列なしで貼り付け] コマンドは、オブジェクトからすべて

の言語の文字列を削除し、言語文字列を未定義に設定します。

複数の言語の設定に関する詳細については、12 章を参照してください。

同じディスプレイ内にオブジェクトをコピーするには

1. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. オブジェクトをドラッグし、Ctrl キーを押します。

Ctrl キーを押すと、カーソルに + 記号が追加されます。

3. オブジェクトを目的の場所に移動したら、マウスのボタンを離し、Ctrl キー

を離します。
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オブジェクトの新しいコピーが作成されます。

複数のオブジェクトを選択した場合、オブジェクトの 1 つのコピーをドラッ

グすると、選択したすべてのオブジェクトがコピーされます。オブジェクト
は互いに相対的な位置を維持します。

ディスプレイ間でオブジェクトをドラッグするには

1. 両方のディスプレイを開きます (または、グラフィック ライブラリとディス

プレイ)。

2. 両方が表示されるように、ディスプレイを配置するかサイズを変更します。

3. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

4. 選択したオブジェクトをクリックし、新しいディスプレイにドラッグします。

複数のオブジェクトを選択した場合、オブジェクトの 1 つのコピーをドラッ

グすると、選択したすべてのオブジェクトがコピーされます。オブジェクト
は互いに相対的な位置を維持します。

オブジェクトをコピーして貼り付ける

[編集] メニューのメニュー項目またはツールバーのボタンを使用して、オブ

ジェクトを切り取り、コピー、または貼り付けることができます。 

オブジェクトを切り取るか、コピーすると、次の描画領域の任意の場所に貼り
付けることができます。

 同じグラフィック ディスプレイ。

 同じアプリケーションまたは別のアプリケーションのグラフィック ディスプ

レイ。

 同じアプリケーションまたは別のアプリケーションのグラフィック ライブ 

ラリ。
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オブジェクトを切り取るか、コピーするには

1. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. [編集] メニューで、[切り取り] または [コピー ] をクリックするか、グラフィッ

ク ツールバーの切り取りツールまたはコピー ツールをクリックします。

 元のオブジェクトを削除するには、[切り取り] をクリックします。

 元のオブジェクトを維持するには、[コピー ] をクリックします。

オブジェクトを貼り付けるには

1. 貼り付け先のディスプレイまたはライブラリをクリックします。

2. [編集] メニューで、[貼り付け] をクリックするか、グラフィック ツールバー

の貼り付けツールをクリックします。

オブジェクトを複製する

ディスプレイ内にグラフィック オブジェクトを複製する場合、アクションも複

製されます。

たとえば、オブジェクトを複製して移動し、再び複製した場合、2 番目の複製ア

クションでは一度にオブジェクトのコピーと移動が行われます。これは、等距
離にある一連のオブジェクトを作成する場合に便利です。

オブジェクトが複製されると、オブジェクトに添付されたアニメーションも複
製されます。

オブジェクトのグループが複製される場合、グループの新しいコピーのグルー
プ化を解除して、個々のオブジェクトにすることができます。オブジェクトの
グループ化の詳細については、ページ 16-22 を参照してください。

オブジェクトを複製するには

 ディスプレイ内のオブジェクトを右クリックし、[複製] をクリックします。

オブジェクトの選択が解除されるまで、複製が機能します。

切り取りツール

コピー ツール

貼り付けツール
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オブジェクトのサイズと形を変更する

オブジェクトを選択すると、その周囲にハンドルが表示されます。

ハンドルの上にポインタを置くと、ポインタが両方向の矢印に変わります。次
に、ハンドルをクリックしてドラッグし、オブジェクトのサイズと形を変更で
きます。

また、Shift キーとキーボードの矢印キーを押して、オブジェクトのサイズと 

形を少しずつ変更することもできます。

オブジェクトを
選択する

オブジェクトを複
製する

オブジェクトを移
動する

もう一度複製する

幅または高さを変更するに
は、側面のハンドルをド
ラッグします。

幅と高さの両方を変更するに
は、隅のハンドルをドラッグ
します。
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オブジェクトの編集ツールを使用して、一部のオブジェクトの形を変更できま
す。これを行うには、オブジェクトを右クリックし、[編集] をクリックします。

ツールは選択されているオブジェクトに応じて異なります。

サイズの変更中にオブジェクトの縦横比を維持するには

 隅のハンドルをクリックし、Shift キーを押して、マウスをドラッグします。

オブジェクトを配列する

[配列] メニューまたはツールバーのボタンを使用して、多くの方法でグラ

フィック ディスプレイ内のオブジェクトを配列できます。以下を実行できます。

 オブジェクトを他のオブジェクトの前面または背面に移動して、オブジェク
トを重ねる。

 オブジェクトを整列する。

 オブジェクトを横方向または縦方向に等間隔で並べる。

 オブジェクトを縦方向または横方向に反転する。

 アンカー ポイントを中心としてオブジェクトを回転する。

 複数のオブジェクトを組み合わせて、単一のオブジェクトとして動作するグ
ループにする。

 グループ化されたオブジェクトを分解して、コンポーネント オブジェクトに

する。

オブジェクトを重ねる

グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトは作成された順に重ねられ、 後

に作成されたオブジェクトが一番上になります。

順序を変更するには、オブジェクトをスタックの前面または背面に移動します。 

選択したオブジェクトをスタックの一番下に移動するには、[背面へ移動] を使

用します。

[LinkSize] プロパティを [真] に設定してグローバル参照オブジェクトのサイズを変更する場合、

オブジェクトは元のサイズに戻ります。[LinkSize] プロパティの詳細については、「参照オブジェ

クトのリンク プロパティを設定する」(ページ 17-62) を参照してください。
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.

選択したオブジェクトをスタックの一番上に移動するには、[前面へ移動] を使

用します。

.

背面にあるオブジェクトを選択するには

 一番上にあるオブジェクトを一度クリックし、マウスのボタンを離した後、

もう一度クリックする。ダブルクリックしたり、マウスを動かしたりしない

でください。

オブジェクトを整列する

ディスプレイ内でオブジェクトの上端、下端、右端、または左端を揃えるには、

オブジェクトを揃えて並べるか、またはディスプレイのグリッドに合わせます。

目的
このボタンまたはメニュー項目を
クリックします

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した一番左のオブジェクトに合

わせて整列します。

 左揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した 大のオブジェクトの横方

向の中心に合わせて整列します

 左右中央揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した一番右のオブジェクトに合

わせて整列します。

 右揃え

オブジェクトを選択する。 オブジェクトを背面に移動する。

背面にあるオブジェクトを選択
する。

オブジェクトを前面に移
動する。
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オブジェクトを上、中央、下に揃える

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した一番上のオブジェクトに合

わせて整列します。

 上揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した 大のオブジェクトの縦方

向の中心に合わせて整列します

 上下中央揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択した一番下のオブジェクトに合

わせて整列します。

 下揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、選択したすべてのオブジェクトの中

心に合わせて整列します。

 中央揃え

選択したオブジェクト (または複数のオブジェ

クト) を、グリッドに合わせて整列します。
 グリッドに合わせて整列

目的
このボタンまたはメニュー項目を
クリックします

上揃え

上下中央揃え

下揃え
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オブジェクトを左、右、中央に揃える

オブジェクトの間隔

グラフィック ディスプレイでオブジェクトの中心間の間隔を均等にするには、

オブジェクトの縦方向または横方向に均等に配置します。

目的
このボタンまたはメニュー項
目をクリックします

選択したオブジェクトの中心を横方向に等間
隔で配置します。

 横方向に等間隔で配置

選択したオブジェクトの中心を縦方向に等間
隔で配置します。

 縦方向に等間隔で配置

オブジェクトを選択する 左揃え

オブジェクトを選択する 左右中央揃え

オブジェクトを選択する 右揃え
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オブジェクトを縦方向および横方向に等間隔に配置する

オブジェクトを反転する

グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトを元の位置の鏡像の位置に移動し

て、オブジェクトを縦方向または横方向に反転します。

オブジェクトを縦方向に反転する 

目的
このボタンまたはメニュー項
目をクリックします

選択したオブジェクト (または複数のオブ

ジェクト) を、上下を逆に反転します。
 縦方向に反転する

選択したオブジェクト (または複数のオブ

ジェクト) を、左右を逆に反転します。
 横方向に反転する

中心が縦方向に均 
等な距離で配置され
ます。

オブジェクトを選
択する

縦方向に均等な間
隔で配置

中心が横方向に均等な
距離で配置されます。

オブジェクト
を選択する

横方向に等間隔で配置する

オブジェクトを選択する 縦方向に反転する
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オブジェクトを横方向に反転する

オブジェクトを回転する

オブジェクトまたはオブジェクトのグループをアンカー ポイントを中心として

回転するには、回転ツールを使用します。アンカー ポイントは、以下の図に示

すように十字線で示されます。

グラフィック オブジェクトに回転アニメーションを添付する場合に回転ツールを

使用することもできます。詳細については、「オブジェクトを回転する」(ページ 
18-16) を参照してください。

OLE オブジェクト、ActiveX オブジェクト、ビットマップ、テキスト、またはパネル オブジェク

トは回転できません。

オブジェクトを選択する 横方向に反転する

オブジェクト内に十字線を配置できます。

オブジェクトの外側に十字線を配置できます。
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オブジェクトをグループ化する

グループ化では複数のオブジェクトを組み合わせることができ、これにより複
数のオブジェクトを単一のオブジェクトとして操作できます。グループ化はオ
ブジェクトを互いに相対的に同じ位置に維持するために役立ちます。

グループを切り取り、コピー、および貼り付けたり、他のオブジェクトに対し
て相対的な単一のオブジェクトとして配置したり、グループのすべてのメン
バーに同じプロパティを一度に適用したりできます。

グループにアニメーションを添付して、グループを構成しているオブジェクト
に添付されたアニメーションを保持できます。

グループのアニメーションは通常、個々のオブジェクトに添付されたアニメー
ションより優先されます。詳細については、「オブジェクト グループにアニメー

ションを適用する」(ページ 18-6) を参照してください。

グループを削除すると、グループ内の個々のすべてのオブジェクトが削除され
ます。グループの色または塗りつぶし模様のスタイルを変更すると、グループ
内の個々のすべてのオブジェクトの色や塗りつぶし模様のスタイルが変更され
ます。

オブジェクトのグループ化を解除する

オブジェクトのグループ化を解除すると、グラフィック ディスプレイでグルー

プ内の個々のオブジェクトが選択されます。

グループ化を解除すると、グループが存在しなくなるため、グループに添付さ
れたアニメーションが削除されます。ただし、個々のオブジェクトに添付され
たアニメーションはアクティブなままです。

マウスをドラッグして、オブジェクトを選
択します。

オブジェクトをグルー
プ化します。
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グループ化されたオブジェクトを変更する

グループ化を解除することなく、オブジェクトのグループを変更できます。こ
れは特に、グループ化を解除するとアニメーションが削除されるため、グルー
プにアニメーションが添付されている場合に役立ちます。

グループ化されたオブジェクトを変更するには、次のいずれかを使用します。

 プロパティ パネルで、グループ内のすべてのメンバーに共有プロパティを 

同時に適用する。たとえば、グループ内のすべてのオブジェクトの線の幅を 
2 ピクセルに変更します。

 ツールバーで、グループのすべてのメンバーに同じ塗りつぶし模様のスタイ
ル、背景スタイル、前景の色、および背景の色を適用する。

 状態ツールバーで、状態を切り替え、グループ内のすべてのメンバーに同じ
プロパティを同時に適用する。

グループ内のオブジェクトを変更するには、グループをダブルクリックします。
ロープのような境界線はグループが編集モードであることを示します。

状態が指定されているオブジェクトが含まれるグループを選択する場合、グループ内の

すべてのオブジェクトで共有される状態のみがツールバーに表示されます。状態ツール

バーの使用に関する情報については、「さまざまな状態でオブジェクトの外観をテストす

る」(ページ 16-31) を参照してください。

グループを選択します。 グループ化を解除します。
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個々のオブジェクトまたはグループ内の他のグループを選択するには、ボック
ス内をクリックします。グループに新しいオブジェクトを追加することもでき
ます。

選択されているオブジェクトを確認するには、オブジェクト エクスプローラま

たは FactoryTalk View Studio のステータス バーを見ます。オブジェクト エクスプ

ローラの使用に関する情報については、ページ 16-6 を参照してください。

グループの編集モードをキャンセルするには、グループの境界線の外側をク
リックします。

色を適用する

色パレットには、グラフィック オブジェクトに適用できる複数の色が含まれて

います。オブジェクトを描画する前に色を選択することも、既存のオブジェク
トに色を適用することもできます。

色パレットを表示または非表示にするには、[表示] メニューで名前をクリック

します。 

以下を使用できます。

 前景色のパレット: オブジェクトの輪郭、テキスト、または透過オブジェク

トの色を選択できます。

 背景色のパレット: オブジェクトの内側、または塗りつぶしのオブジェクト

に色を選択できます。

塗りつぶし模様があるオブジェクトの場合、塗りつぶし模様の色を個別に設定
できます。

グループをダブルク
リックすると、編集
モードになります。

グループ内のオブジェク
トを選択するには、ボッ
クス内をクリックします。
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塗りつぶし模様のスタイルと色を適用する

グラフィック オブジェクトに塗りつぶし模様を適用するには、塗りつぶし模様

のスタイル ツールバーを使用します。オブジェクトを描画する前に塗りつぶし

模様を選択することも、既存のオブジェクトに塗りつぶし模様を適用すること
もできます。

オブジェクトの塗りつぶし模様は、オブジェクトの背景のスタイルが塗りつぶ
しの場合のみに表示されます。背景が透明なオブジェクトには塗りつぶし模様
がありません。

塗りつぶし模様のスタイルは、オブジェクトの内側に適用されます。四角形、
円、多角形、テキスト オブジェクト、くさび形などの閉じられたオブジェクト

は完全に塗りつぶされます。

連続直線や自由曲線オブジェクトなど、開いているオブジェクトまたは部分的
に開いているオブジェクトも塗りつぶし模様のスタイルを適用できます。グラ
フィック エディタは開始点および終了点から仮想的な線を描画し、閉じられた

オブジェクトとしてオブジェクトを塗りつぶします。

塗りつぶし模様の色は、オブジェクトに選択された前景または背景の色に影響さ
れません。代わりに、塗りつぶしの模様の色を個別に適用する必要があります。

塗りつぶし模様のスタイル ツールバーを開くには

 [表示] メニューで、ツールバーをクリックし、[塗りつぶし模様のスタイル] を
クリックします。

透過の連続直線オブジェクト 塗りつぶしの連続直線オブジェクト
16–25



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

塗りつぶし模様の色を適用するには

1. グラフィック オブジェクトを右クリックして [プロパティ ] をクリックします。

2. [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[塗りつぶし模様の色] ボックスで、塗

りつぶし模様の色をクリックします。

線のプロパティを変更する

線オブジェクトを選択し、その幅とスタイルを [プロパティ ] ダイアログ ボック

スの [全般] タブまたはプロパティ パネルで変更します。線のスタイルには以下

のものがあります。

線のスタイルでは前景の色と背景の色の両方の属性を使用します。前景の色は

線に適用され、背景の色は線内の空白に適用されます。

たとえば、一点鎖線を取得するには、前景の色として黒を選択し、背景の色と

して白を選択します。黒は点および鎖線に適用され、白は点と鎖線の間の空白

に適用されます。

トレンド オブジェクトの場合、[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスの 

[ペン] タブで線の幅と色をカスタマイズできます。詳細については、23 章、ト

レンドを設定するを参照してください。

グラフィック オブジェクトに名前を付ける

グラフィック オブジェクトを作成するとき、名前が自動的に割り当てられます。

オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [共通] タブ、またはプロパ

ティ パネルで、オブジェクトに新しい名前を付けることができます。 

実線

鎖線

点線

一点鎖線

二点鎖線
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オブジェクトの名前は、オブジェクトのイベントをロギングする場合に使用さ
れます。この名前はコマンドでも使用されます。たとえば、Invoke コマンドを

使用してメソッドを呼び出す場合、メソッドが実装されるオブジェクトの名前
を指定する必要があります。

オブジェクト名はオブジェクト エクスプローラにも表示されます。詳細につい

ては、ページ 16-6 を参照してください。

タグおよび式をオブジェクトに割り当てる

タグまたは式を個々のオブジェクトに割り当てるには、オブジェクトの [プロパ

ティ ] ダイアログ ボックスの [接続] タブまたはプロパティ パネルを使用します。

次の図に、持続式押しボタンのプロパティ パネルを示します。[接続] タブでは、

値タグおよびインジケータ タグまたは式を設定できます。

接続名の横にある矢印は、タグまたは式とオブジェクトの間のデータ フローの

方向を示します。

複数のオブジェクトが選択されている場合、[接続] タブは空白です。タグまたは式は、一度に 
1 つのオブジェクトのみに割り当てることができます。

この列にタグ名または式
を入力します。

この矢印はオブジェク
トとタグまたは式の間
でのデータ フロー 
の方向を示します。

このボックスには、選
択した接続、および使
用するデータのタイプ
が表示されます。

このボタンをクリックす
ると、タグ ブラウザが開

きます。

このボタンをクリックする
と、エクスプレッション 
エディタが開きます。
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 右側の矢印はオブジェクトからタグまたは式へのデータ フローのみを示しま

す。言い換えると、オブジェクトがタグまたは式に書き込むことができます。

 左側の矢印は、タグまたは式からオブジェクトへのデータ フローのみを示し

ます。言い換えると、オブジェクトはタグまたは式から読み取ることができ
ます。

 二重矢印は両方向のデータ フローを示します。言い換えると、オブジェクト

はタグまたは式への書き込みまたは読み取りができます。

グラフィック オブジェクトにヒントを追加する

グラフィック オブジェクトについての情報をオペレータに提供するには、オブ

ジェクトにヒントを追加します。

デフォルトでは、オブジェクトにはヒントがありません。ヒントを追加する場合、
実行時にオペレータがオブジェクトにポインタを数秒間置くと表示されます。

ここに名前を入
力すると…

…ここでオブ

ジェクト名が
変更されます。

ここにテキスト
を入力すると…

…実行時にオブジェクト

のヒントが表示されます。
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プロパティ パネル、またはオブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの 

[共通] タブでオブジェクトのヒントを作成できます。

ヒントは 1 行または複数行のテキストで構成できます。

タグの置き換えを使用してテキスト文字列を置換する

グラフィック オブジェクトのテキスト文字列またはグラフィック ディスプレイ

に埋め込まれた変数を置換するには、タグの置き換えを使用します。

タグ名、式、および FactoryTalk View コマンドでテキスト文字列を検索および置

換できます。

タグの置き換えを使用した場合、テキスト ツールを使用して作成されたテキス

トを置換することはできません。

テキスト文字列を検索して置換するには

1. 置換するテキスト文字列が含まれているグラフィック オブジェクト (または

複数のオブジェクト) を選択します。

2. [編集] メニューで、[タグの置き換え] をクリックします。

3. [タグの置き換え] ダイアログ ボックスで、検索および置換するテキストを入

力し、[置換] をクリックします。

[タグの置き換え] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイの背景を作成する

オブジェクトを壁紙に変換することによって、グラフィック ディスプレイの背

景を作成できます。

たとえば、コンピュータまたはプロセスの写真をインポートし、イメージを壁

紙に変換して、アニメーション化されたオブジェクトで壁紙をオーバーレイす

ることができます。

ディスプレイ内のすべてのグラフィック オブジェクトを選択するには、Ctrl+A キーを押し

ます。
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グラフィック オブジェクトが壁紙に変換されると、その位置にロックされ、

ディスプレイ内の他のオブジェクトの静的な背景になります。壁紙オブジェク
トの選択、変更、アニメーションはできません。

オブジェクトを壁紙に変換するには

1. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. [編集] メニューで [壁紙] を選択し、[壁紙に変換] をクリックします。

変換されたオブジェクトを再アクティブ化し、オブジェクトに添付されたアニ
メーションを復元するには、壁紙のロックを解除します。

グラフィック ディスプレイのテスト

グラフィック エディタでディスプレイのテスト モードに切り替えると、グラ

フィック ディスプレイ内のオブジェクトをすばやくテストすることができます。

テストが完了したときに、ディスプレイでの作業を継続するには、再びディス
プレイの編集モードに切り替えます。テスト モードと編集モードを切り替える

には、ツールバーのボタンまたは [表示] メニューの項目を使用します。

FactoryTalk View Studio でのグラフィック ディスプレイのテストは、FactoryTalk 
View SE Client でのディスプレイの実行とは異なります。

ディスプレイのテスト モードでは [ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで

設定されたディスプレイの外観や位置が変わらず、開いているディスプレイ間
を切り替えることはできません。

さらに、ディスプレイのテスト モードでの実行時には、一部の FactoryTalk View コ
マンドが無視されます。これらのコマンドの完全なリストについては、付録 A、

FactoryTalk View コマンドを参照してください。

グラフィック ディスプレイに選択やアニメーション化の必要がないビットマップが含まれてい

る場合、ビットマップを壁紙に変換することでディスプレイを開く時間を短縮できます。

グローバル オブジェクト ディスプレイ内のオブジェクトを壁紙に変換することはできません。

グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトがデバイス内のタグに接続されている場合、ディ

スプレイを完全にテストするには、デバイスまたはデータ サーバーとの通信を設定する必要が

あります。

アプリケーションを展開する前に、FactoryTalk View SE Client でテストし、すべてが正常に動作す

るかどうか確認することが推奨されます。

ディスプレ 
イのテスト 
ツール

ディスプレ
イの編集
ツール
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さまざまな状態でオブジェクトの外観をテストする

一部のオブジェクトには複数の状態があります。状態が変わるとオブジェクト
の外観が変わるように、各状態を別々に設定することができます。

オブジェクトの各状態が正しく設定されていることを確認するには、プロパ
ティ パネルの状態ツールバーを使用して各状態を表示します。 

状態ツールバーを使用してオブジェクトの状態を表示するには

1. [表示] メニューで、[ツールバー ] をクリックし、[状態] をクリックします。

2. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

3. 状態ツールバーで、表示する状態をクリックします。複数のオブジェクトを
選択した場合、ツールバーにすべてのオブジェクトに共通の状態が表示され
ます。

4. 一覧の次の状態を表示するには、一覧をクリックし、↓ キーを押します。次

のような表示もできます。

 前の状態を表示するには、↑ キーを押します。

 初の状態を表示するには、Home キーを押します。

 後の状態を表示するには、End キーを押します。

プロパティ パネルを使用してオブジェクトの状態を表示するには

1. 1 つまたは複数のオブジェクトを選択します。

2. プロパティ パネルで、[状態] プロパティをクリックし、表示する状態をク

リックします。

3. 次の状態をすばやく表示するには、行をダブルクリックし、キーボードの 
Enter キーを押します。

グローバル オブジェクト ディスプレイを作成および操作する

グラフィック エディタを使用して、グローバル オブジェクト フォルダにグロー

バル オブジェクト ディスプレイを作成し、同様にディスプレイ フォルダに標準

ディスプレイを作成します。
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グローバル オブジェクト ディスプレイで作成されたすべてのオブジェクトおよ

びオブジェクトのグループがグローバル オブジェクトです。ActiveX コントロー

ル、OLE オブジェクト、および HMI タグ アラーム サマリを除く、FactoryTalk 
View で作成できるあらゆるグラフィック オブジェクトをグローバル オブジェク

トにすることができます。

グローバル オブジェクトを標準グラフィック ディスプレイ (ディスプレイ フォ

ルダ内) にコピーした場合、そのコピーは参照オブジェクトと呼ばれます。グ

ローバル オブジェクト フォルダ内の元のグローバル オブジェクトがコピーの

ベース オブジェクトになります。

参照オブジェクトにはオリジナルのベース オブジェクトにリンクする特別なプ

ロパティがあります。ベース オブジェクトのプロパティを変更する場合、その

変更が、ベース オブジェクトにリンクされたすべての参照オブジェクトにコ

ピーされます。

ベース オブジェクトおよび参照オブジェクトにリンクするプロパティの設定

に関する詳細については、「参照オブジェクトのリンク プロパティを設定する」

(ページ 17-62) を参照してください。

1 つのベース オブジェクトから参照オブジェクトをいくつでも生成できます。

ただし、参照オブジェクトは同じアプリケーション内、またはネットワーク分
散アプリケーション内の同じ HMI サーバーのベース オブジェクトのみにリンク

できます。

グローバル オブジェクト ディスプレイを作成する

グローバル オブジェクト ディスプレイを作成するには、グローバル オブジェク

ト フォルダに新しいディスプレイを作成するか、グローバル オブジェクト フォ

ルダに標準ディスプレイまたはグラフィック ライブラリを追加します。

グローバル オブジェクト フォルダに標準ディスプレイを追加する場合、ディス

プレイ内の ActiveX コントロール、OLE オブジェクト、HMI タグ アラーム サマ

リ、およびリンクが切断された参照オブジェクトを除くグラフィック オブジェ

クトがグローバル オブジェクトに変換されます。変換されないオブジェクトは

削除されます。
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グローバル オブジェクト ディスプレイ ファイルについて

グローバル オブジェクト ディスプレイ ファイルは、開発用コンピュータの次の

場所に、拡張子 .ggfx 付きで保存されます。

\Documents and Settings\All Users\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI 
Projects\<HMI プロジェクト名>\Global Objects

ここで、<HMI プロジェクト名> は Explorer ウィンドウの HMI サーバー名です。

新しいグローバル オブジェクト ディスプレイを作成するには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、グローバル オブ

ジェクト アイコンを右クリックして、[新規] をクリックします。

グラフィック エディタで新しいグローバル オブジェクト ディスプレイが開

きます。標準ディスプレイでグラフィック オブジェクトを作成するのと同様

に、エディタのツールを使用してグローバル オブジェクトを作成します。

標準ディスプレイからグローバル オブジェクト ディスプレイを作成

するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、グローバル オブ

ジェクト アイコンを右クリックして、[アプリケーションへのコンポーネン

トの追加] をクリックします。

2. 追加する標準ディスプレイまたはライブラリを参照して選択し、[開く] をク

リックします。

参照オブジェクトが含まれる標準ディスプレイを追加する

ネットワーク分散アプリケーションで、リンクされた参照オブジェクトが含ま
れる標準ディスプレイまたはグラフィック ライブラリをグローバル オブジェク

ト フォルダに追加する場合、リンクされた参照オブジェクトが次のようになり

ます。

 同じ HMI サーバー内に追加された場合、グローバル オブジェクトに変換さ

れる

 別の HMI サーバーに追加された場合、削除される

アプリケーション内のグローバル オブジェクト ディスプレイ数は、アプリケーションが含むこ

とができるディスプレイのライセンス上限数にカウントされません。アクティベーションとラ

イセンスの詳細については、FactoryTalk View Site Edition インストール ガイドを参照してください。

リンクが切断された既存の参照オブジェクトは、同じ HMI サーバー内に追加した場合でも、 

別の HMI サーバー内に追加した場合でも、常に削除されます。
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実行時のグローバル オブジェクト ディスプレイについて

グローバル参照オブジェクトが含まれるグラフィック ディスプレイが実行され

ている場合、リンクされたベース オブジェクトが含まれる 1 つまたは複数のグ

ローバル オブジェクト ディスプレイもバックグラウンドで実行されます。

グローバル オブジェクト ディスプレイ内のベース オブジェクトを変更した場

合、次にホスト ディスプレイが開かれたとき、または更新されたときに、リン

クされたすべての参照オブジェクトが更新され、変更が反映されます。

グローバル オブジェクト ディスプレイはバックグラウンドで実行されるため、

次の場合は選択したり、指定したりできません。

 Display コマンドのパラメータとして。

 ディスプレイ リスト セレクタ オブジェクトの作成時に、コンポーネント ブ
ラウザから。

 FactoryTalk View SE Client ウィザードでクライアント ファイルの作成時に、

初期ディスプレイとして。

ただし、FactoryTalk View Studio でのアプリケーションの開発時に、ディスプレ

イのテスト モードでグローバル オブジェクト ディスプレイを実行することはで

きます。

コントローラ指示フェースプレートをアプリケーションに追加する

HMI サーバーをネットワーク分散アプリケーションまたはネットワーク ステー

ション アプリケーションに追加する場合、または新しいローカル ステーション 
アプリケーションを作成する場合、FactoryTalk View SE でインストールされるプ

ロセス フェースプレート ディスプレイを追加するオプションがあります。

実行時にバックグラウンドでロードする必要があるグローバル オブジェクト ディスプレイの数

を 小限にするには、できるだけ少ないグローバル オブジェクト ディスプレイのアプリケー

ションで使用されるベース オブジェクトを保存します。
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[コントローラ指示フェースプレートの追加] ダイアログ ボックスで、一部また

はすべてのフェースプレート ディスプレイを追加するように選択できます。ダ

イアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

アプリケーションまたは HMI サーバーを作成した後で、コントローラ指示

フェースプレートを追加することもできます。これを行うには、HMI サーバー

を右クリックして [コントローラ指示フェースプレートの追加] を選択します。

以前にディスプレイを追加している場合、既存のディスプレイと置き換えるか、
ディスプレイの一覧から削除することができます。

グラフィック エディタでフェースプレートを操作する

選択したフェースプレート ディスプレイがディスプレイ アイコンとグローバル 
オブジェクト アイコンの下のグラフィック フォルダに追加されます。

FactoryTalk View SE でインストールされたグラフィック ライブラリと同様に、

アプリケーションでコントローラ指示フェースプレート ディスプレイをそのま

ま使用することも、フェースプレートをコピーして既存の標準ディスプレイや
グローバル オブジェクト ディスプレイに貼り付けることもできます。

フェースプレートの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照

してください。

フェースプレート ディスプレイをアプリケーションに追加すると、ライセン数に影響します。

追加された各フェースプレート ディスプレイ (.gfx ファイル) は、1 つのディスプレイとしてアク

ティベーション数にカウントされます。対応するグローバル オブジェクト ディスプレイ (.ggfx 
ファイル) はこの数に含まれません。
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グラフィック ライブラリからオブジェクトを使用する

FactoryTalk View には、グラフィック オブジェクトおよびディスプレイが含まれ

るライブラリが付属しています。オブジェクトの多くはアニメーションがあら
かじめ設定されています。オブジェクトをそのまま使用するか、ニーズに合わ
せて変更します。以下を実行できます。

 オブジェクトやディスプレイを見て、作成するアプリケーションのアイデアを
得る。

 ライブラリからディスプレイへ、オブジェクトをドラッグしてドロップする。

ライブラリ ファイルの場所

ライブラリ ファイルはローカル コンピュータの次のフォルダに保存されます。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 2008) 
..\Users\Public\Public Documents\ RSView Enterprise\SE\Libraries

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\All Users\Shared 
Documents\RSView Enterprise\SE\Libraries

ライブラリの場所の変更に関する詳細については、FactoryTalk View Site Edition 
ヘルプを参照してください。

サードパーティ製アプリケーションからグラフィック ファイルを 

インポートする

FactoryTalk View では次の形式のファイルをインポートできます。

ファイル拡張子 ファイルの形式

.wmf Windows メタファイル

.bmp、.gif、.tif、.pcx ビットマップ ファイル

.png ポータブル ネットワーク グラフィック

.jpg JPEG ファイル

.dxf AutoCAD ファイル*

*FactoryTalk View では、AutoCAD 13 以降の .dxf ファイルはインポートされません。AutoCAD 13 
以降で作成されたグラフィック ファイルをインポートするには、AutoCAD でグラフィック 
ファイルを .wmf ファイルとしてエクスポートし、FactoryTalk View で .wmf ファイルを開き

ます。
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ファイルをインポートする前に、256 色以上を表示するようにコンピュータの

ディスプレイのプロパティを設定します。これによって、インポートされたオ
ブジェクトが元のオブジェクトと同じ色になります。

オブジェクトのインポート時に、FactoryTalk View オブジェクトに変換できます。

これには次の利点があります。

 グラフィック ディスプレイ ファイルはサイズが小さくなります。

 オブジェクトは、単一のオブジェクトではなく、オブジェクトのグループで
す。これは、個々の部分へのアニメーションの添付など、オブジェクトの
個々の部分を変更できることを意味します。

Symbol Factory をイメージ ブラウザと一緒に使用する場合、高品質のグラフィッ

クを配置することができ、グラフィック ディスプレイにインポートするだけで

はなく、グラフィック オブジェクトとして使用するためにイメージ フォルダに

保存することもできます。

FactoryTalk View アプリケーションでビットマップを使用する

ビットマップは Windows のリソースを消費します。ビットマップを使用する場

合、次のガイドラインを考慮してください。 

デバイスに依存するビットマップを使用する

FactoryTalk View グラフィック エディタはデバイスに依存するビットマップに

適化されているため、デバイスに依存するビットマップ (.bmp ファイル) はデバ

イスに依存しないビットマップ (.dib ファイル) よりも迅速に表示されます。

また、Microsoft ペイント プログラムを使用して、デバイスに依存するビット

マップを適切に変更することができます。

不要な色深度を避ける

できるだけ低い色深度でビットマップを作成します。使用する色が多いほど、
消費するメモリが多くなります。

 16 色ビットマップは 4 ビット/ピクセル (½ バイト/ピクセル) を消費

 256 色ビットマップは 8 ビット/ピクセル (1 バイト/ピクセル) を消費

 24 色ビットマップは 24 ビット/ピクセル (3 バイト/ピクセル) を消費

可能な場合は、16 色ビットマップを使用してください。高解像度のビットマッ

プを 16 色に変更するには、Microsoft ペイント プログラムでビットマップを開

き、ビットマップを 16 色ビットマップとして保存します。 
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256 色システムでパレットを一致させる

256 色システムで、ビットマップに 2 種類の色パレットを使用する場合、

Windows はウィンドウのフォーカスが変わったときに、ビットマップを再計算

して再描画する必要があります。

ビットマップを再描画すると、遅延が発生し、スキャンされたイメージまたは
写真に火花が散ったようになるか、ネガのように表示される可能性があります。

パレットを一致させるには、パレットを一致させることができるビットマップ
指向のグラフィック ツールを使用します。

パレットの一致は 256 色のビデオ アダプタのみでの問題です。24 ビットの色シ

ステムはパレットおよび 16 色システムのディザー色 (つまり、別の色に近づけ

るための複数色の代替ピクセル) とは一致しません。

スケール オプションを使用しない

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスのスケール オプションにより、グラ

フィック ディスプレイの内容の表示サイズが、グラフィック ディスプレイの

ウィンドウ サイズに合わせて変わります。

ビットマップが含まれているグラフィックの表示を高速化するには、[スケール] 
ではなく [パン] を選択します。ビットマップを元のサイズとは異なるサイズにス

ケールする場合、より描画に時間がかかります。

OLE オブジェクトはビットマップであるか、またはメタファイルにラップされ

たビットマップである場合があります。これらのタイプの OLE オブジェクト

も、スケールを行う場合、より描写に時間がかかります。

サイズの大きなビットマップを避ける

サイズの大きなビットマップが含まれるグラフィック ディスプレイはメモリを

消費し、ディスクからビットマップをロードする際の遅延によって表示に非常
に時間がかかる可能性があります。

多数のビットマップを避ける

可能な限り、FactoryTalk View 描画オブジェクトを使用してグラフィック オブ

ジェクトを作成します。

ビットマップを壁紙に変更したり、FactoryTalk View 描画オブジェクトでビット

マップをトレースしたりした後にビットマップを削除することによって、ビッ
トマップを FactoryTalk View オブジェクトに変更することもできます。
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ビットマップを使用する場合

通常、ビットマップによってグラフィック ディスプレイが低速になります。た

だし、緻密なシェーディングなど、大量の詳細情報が含まれるオブジェクトは、
ビットマップに変換すると描画時間を短縮できます。これは、ビットマップの
描画時間は複雑さに左右されないためです。

イメージ ブラウザを使用してイメージをインポートする

グラフィック オブジェクトの設定時に、必要に応じてイメージ ブラウザを使用

してイメージをインポートします。 

イメージ ブラウザでは、次のことを実行できます。

 イメージをアプリケーションにインポートする。

 グラフィック オブジェクトで使用するイメージを選択する。

 アプリケーションからイメージを削除する。

イメージ ブラウザを開く複数の方法

 オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[イメージ] ボックス

の横にある [参照] ボタンをクリックします。

オブジェクトのタイプに応じて、[イメージ] ボックスは [全般] タブ、[ラベル] 
タブ、または [状態] タブにあります。

 1 つまたは複数のオブジェクトが選択されている場合、プロパティ パネルで 
[イメージ] プロパティをクリックし、[参照] ボタンをクリックします。

[参照] ボタン
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イメージ ブラウザを使用したイメージのインポート、選択、および削除に関す

る詳細については、ヘルプを参照してください。

また、イメージ フォルダでイメージをクリックし、[削除] または [永久削除] を右

クリックして、イメージを削除することもできます。

Symbol Factory オブジェクトをイメージ コンテナに直接インポート

する

1. [イメージ ブラウザ] ウィンドウから、[ライブラリを起動…] ボタンをクリッ

クします。これにより、[Symbol Factory] ウィンドウが開きます。

2. [カテゴリ] を参照し、使用するグラフィックを指定します。グラフィックを

選択すると、ハイライトされます。Symbol Factory の [コピー ] ボタンをク

リックします。Symbol Factory がシステム トレイに 小化されます。

3. イメージ ブラウザから、[ライブラリから貼り付け] ボタンをクリックします。

4. ダイアログ ボックスが開き、一意のイメージ名の入力が求められます。表示

される Symbol Factory オブジェクトのデフォルト名の上に新しい名前を入力

します。

選択する

イメージ

をクリッ

クします。
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5. [イメージ名] ダイアログの [OK] ボタンをクリックします。ダイアログ ボック

スが閉じられ、イメージ ブラウザに戻ります。新しいイメージが表示され、

新しいイメージ名がイメージ ブラウザのエクスプローラに表示されます。

6. 現在のワークスペースに配置するグラフィックのイメージ ブラウザで、[OK] 
ボタンをクリックします。

ビットマップ、DIB およびメタファイルなどの Symbol Factory オブジェクトは、

ビットマップとして保存するイメージ ブラウザに貼り付けることができます。 

プレースホルダを使用してタグ値を指定する

タグ プレースホルダにより、類似する複数の操作に単一のグラフィック ディス

プレイを使用することができ、アプリケーションの開発および保守にかかる時
間を節約できます。

たとえば、同じ機械を使用してとうもろこしや豆を缶に詰める工場のディスプ
レイを作成するには、1 つのディスプレイでコーンに関するタグを指定し、別の

ディスプレイで豆に関するタグをする代わりに、1 つのディスプレイを作成して

タグが必要な場所にタグ プレースホルダを使用します。

実行時に、とうもろこしと豆のそれぞれのプロセスの実際のタグ名にプレース
ホルダを置換する必要があります。これを行うには、パラメータ ファイルまた

はパラメータ リストの実際のタグ名を指定し、適切なファイルまたはリストを

ディスプレイでロードします。

パラメータ ファイルおよびパラメータ リストは、Display コマンド パラメータ /P 
および /T を使用してロードします。詳細については、ページ 16-43 の例を参照し

てください。

タグ プレースホルダを作成する

タグ プレースホルダは、クロスハッチ文字 ( # ) の後に 1 ～ 500 の番号を続けた

ものです。

タグ名、式、または埋め込まれた変数を指定する代わりに (または部分的に)、
タグ プレースホルダを使用してグラフィック オブジェクトの値を指定すること

ができます。

次の図では、タグ プレースホルダ #1 は、数値入力オブジェクトに割り当てられ

た値になります。この場合、タグ プレースホルダは、実行時に提供されるタグ

のフルネームを表します。
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1 つまたは複数のタグ プレースホルダを使用して、完全なタグ名の一部を指定

することもできます。たとえば、#1\PV では、タグ プレースホルダ #1 は PV と
いう名前の HMI タグが含まれるフォルダ名を表します。 

パラメータ ファイルまたはパラメータ リストでフォルダ名を指定するだけで、

実行時に完全なタグ名を指定できます。

パラメータ ファイルを使用してタグ プレースホルダを置換する

グラフィック ディスプレイのタグ プレースホルダを実行時に実際の名前に置換

する 1 つの方法は、ディスプレイでパラメータ ファイルをロードすることです。

パラメータ ファイルには、ディスプレイ内の一意のタグ プレースホルダごとに 1 つ
の エントリを含める必要があります。たとえば、#1 を corn/weight という名前のタグ

に置換するには、#1 = corn\weight と指定するパラメータ ファイルを作成します。

初期クライアント ディスプレイでパラメータ ファイルをロードする

FactoryTalk View SE Client の起動時に、 初に開くグラフィック ディスプレイで

ロードするパラメータ ファイルを指定できます。

これを行うには、FactoryTalk View SE Client ウィザードの初期ディスプレイの一覧で

ディスプレイを選択します。次に、[パラメータの表示] ボックスで、パラメータ 
ファイル名の前に /P と入力し、ディスプレイにロードします (たとえば、/PBeans)。

パラメータ ファイル エントリにワイルドカード文字を使用できるのは、置換するタグ プレース

ホルダが HMI タグ アラーム サマリに対して指定される場合のみです。この場合、エントリ #1 = 
bean_* が含まれるパラメータ ファイルは、bean_ で始まるすべてのタグに関連付けられたア

ラームを指定します。
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例:パラメータ ファイルを使用してタグ プレースホルダを置換する

「Canning」という名前のグラフィック ディスプレイを開き、ディスプレイのタ

グ プレースホルダを「Beans」という名前のパラメータ ファイルで指定された

名前に置換するには、このコマンドを発行します。

Display Canning/PBeans

パラメータ リストを使用してタグ プレースホルダを置換する

パラメータ ファイルを使用してグラフィック ディスプレイ内のタグ プレースホ

ルダを置換する代わりに、Display コマンドで /T パラメータを使用してパラメー

タ リストをロードすることができます。

例 1:タグ プレースホルダをタグ名のリストで置換する

「Canning」という名前のグラフィック ディスプレイをタグ「Pea_Weight」、
「Pea_Level」および「Pea_Temp」で実行するには、次のように入力します。 

Display Canning/TPea_Weight, Pea_Level, Pea_Temp

例 2:タグ プレースホルダをフォルダ名のリストで置換する

タグ データベースには、次のタグが含まれます。

タグが必要な場合は、次のようにプレースホルダ #1 がフォルダ名に使用され

ます。

#1\Weight、#1\Level、#1\Temp

「Canning」という名前のディスプレイを Corn フォルダ内のタグで実行するには、

次のように入力します。

Display Canning /TCorn

Corn\Weight Bean\Weight

Corn\Level Bean\Level

Corn\Temp Bean\Temp
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「Canning」という名前のディスプレイを Bean フォルダ内のタグで実行するに

は、次のように入力します。

Display Canning /TBean

グローバル オブジェクトに対するタグ プレースホルダを設定する

グローバル オブジェクトのタグ プレースホルダを使用して、グローバル ベース 
オブジェクトにリンクされている複数の参照オブジェクトのそれぞれに一意の
値を割り当てることができます。

これを設定するには、まずグローバル ベース オブジェクトのタグ プレースホル

ダを定義し、その後、リンクされた参照オブジェクトに実行時の値を割り当て
ます。

参照オブジェクトが含まれるディスプレイの実行時に、タグ プレースホルダが

各参照オブジェクトに指定された値に置換されます。

グループ化された参照オブジェクトの場合、 上位レベルのオブジェクトに指
定された値が、同じタグ プレースホルダを使用し、グループを構成しているす

べてのオブジェクトに適用されます。

設計時に値をタグ プレースホルダに割り当てていない場合、パラメータ ファイ

ルまたは Display コマンドで /T パラメータを使用して実行時に値を指定できま

す。これらの方法の使用に関する詳細については、ページ 16-42 および ページ 
16-43 を参照してください。

参照オブジェクトで使用するタグ プレースホルダを定義する

グローバル オブジェクトまたはオブジェクトのグループに関連付けられたタグ名、

式、コマンド、または埋め込まれた変数の代わりに (またはその一部として)、タグ 
プレースホルダを使用できます。

グローバル オブジェクトのタグ プレースホルダの設定には、次の手順が含まれ

ます。

1. グローバル ベース オブジェクトで 1 つまたは複数のタグ プレースホルダを

定義します。

2. ベース オブジェクトにリンクされた 1 つまたは複数の参照オブジェクトを作

成します。
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参照オブジェクトの作成に関する詳細については、「グローバル オブジェク

トを作成する」(ページ 17-59) を参照してください。

3. 参照オブジェクトごとに、ベース オブジェクトで定義された 1 つまたは複数

のタグ プレースホルダに値を割り当てます。 

参照オブジェクトごとに、同じタグ プレースホルダに一意の値を割り当てる

ことができます。例については、ページ 16-46 を参照してください。

グローバル ベース オブジェクトにタグ プレースホルダを定義するには

1. グローバル ベース オブジェクト (またはグループ) を右クリックし、[グロー

バル オブジェクト パラメータ定義] をクリックします。

2. [グローバル オブジェクト パラメータ定義] ダイアログ ボックスで、次の図

に示すように、タグ プレースホルダ名 (たとえば、#1) およびオプションの説

明を指定します。

1 つのグローバル オブジェクトまたはグループに複数のタグ プレースホル 

ダを定義できます。

グループ化されたオブジェクトの場合、 上位レベルのオブジェクトに定義
されたプレースホルダがグループ内のすべてのオブジェクトに適用されます。

[グローバル オブジェクト パラメータ定義] ダイアログ ボックスのオプションの

詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

参照オブジェクト内のタグ プレースホルダに値を割り当てるには

1. グローバル参照オブジェクト (またはグループ) を右クリックし、[グローバ

ル オブジェクト パラメータ値] をクリックします。

次の図に示すように、[グローバル オブジェクト パラメータ値] ダイアログ 
ボックスに、グローバル ベース オブジェクトで定義されたすべてのタグ プ
レースホルダの名前と説明が表示されます。

リンクされたベース オブジェクトに定義されたタグ プレースホルダがない場合、[グローバ

ル オブジェクト パラメータ値] ダイアログ ボックスを使用できません。
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2. [値] 列で、ボックスに入力するか、または[タグ] をクリックしてタグを参照

して選択し、各タグ プレースホルダに値を指定します。

[グローバル オブジェクト パラメータ値] ダイアログ ボックスのオプションの詳

細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

例:2 つのグローバル参照オブジェクトの同じプレースホルダに異なる

値を割り当てる

同じベース オブジェクトにリンクされた 2 つのグローバル参照オブジェクトに

異なる値を割り当てるには、次の手順を実行します。

1. グローバル オブジェクト ディスプレイで、グローバル ベース オブジェクト 

(またはグループ) を右クリックし、[グローバル オブジェクト パラメータ定

義] をクリックします。

2. [グローバル オブジェクト パラメータ定義] ダイアログ ボックスで、タグ プ
レースホルダ名を入力します。この例では、#1 を使用します。

3. タグ プレースホルダの説明を入力します。これはプレースホルダに割り当て

る値のタイプを示します。

4. グローバル ベース オブジェクトを右クリックし、[グローバル オブジェクト 
デフォルト] をクリックします。

5. [グローバル オブジェクト デフォルト] ダイアログ ボックスで、次のオプ

ションが選択されていることを確認します。

 LinkAnimation のデフォルトとして、[式のあるリンク] を選択します。

 LinkConnections のデフォルトとして、[真] を選択します。

[OK] をクリックします。

グループ オブジェクト内の個々のオブジェクトのいずれかを選択する場合、[グローバル オ
ブジェクト パラメータ定義] ダイアログ ボックスを使用できません。
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6. ベース オブジェクトをコピーし、標準グラフィック ディスプレイ (ディスプ

レイ フォルダ内) に貼り付けて、グローバル参照オブジェクトを作成します。

7. 参照オブジェクトを複製します。

8. 初の参照オブジェクトを右クリックし、[グローバル オブジェクト パラ

メータ値] をクリックします。

次の図に示すように、[グローバル オブジェクト パラメータ値] ダイアログ 
ボックスに、グローバル ベース オブジェクトに設定したタグ プレースホル

ダの名前と説明が表示されます。

9. タグ プレースホルダ #1 の横にある [値] 列で、タグ名を入力するか、または 

[タグ] ボタン (...) をクリックし、タグを参照して選択します。[OK] をクリッ

クします。

10. 2 番目の参照オブジェクトに対して手順 8 と 9 を繰り返します。一意の値を

割り当てるには、別のタグを選択します。

タグ プレースホルダを使用するグローバル オブジェクトを変更 

する

タグ プレースホルダを使用するグローバル オブジェクトを変更すると、変更の

タイプに応じて、さまざまな影響があります。

グループ化されたベース オブジェクトを変更する

グループ化されたオブジェクトに次の操作が行われた場合、グループ化された
ベース オブジェクトに定義されたタグ プレースホルダが削除されます。

 グループ化が解除された。

 グループ化されたオブジェクトを新しく形成するために、別のオブジェクト
またはグループと再グループされた。

 コピーされ、別のグループ化されたオブジェクトに貼り付けられた。

ベース オブジェクトに定義されたタグ プレースホルダを変更する

グローバル ベース オブジェクトのタグ プレースホルダに対する変更は、参照

オブジェクトが含まれるディスプレイが次に開かれるか、更新されたときに、
リンクされた参照オブジェクトにコピーされます。
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たとえば、ベース グローバル オブジェクトのタグ プレースホルダの説明を追

加、削除、または変更すると、同じ変更が、リンクされた参照オブジェクトが

次に更新されるときに、その参照オブジェクトに反映されます。

グラフィック ディスプレイの外観と動作を設定する

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスを使用して、グラフィック ディスプ

レイの外観および動作を設定します。ディスプレイ設定は、ディスプレイ内容

の設定中にいつでも変更できます。 

グラフィック ディスプレイのプロパティを設定する

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスの [プロパティ ] タブで、以下を指定

できます。

 実行時にディスプレイが他のディスプレイとやり取りする方法。

 ディスプレイの複数のコピーを同じクライアント上で同時に実行できるかど

うか。

 ディスプレイのキャッシュ方法。

 ディスプレイのタイトル バーに表示されるボタンとテキスト。

 ディスプレイが更新される頻度。

 ディスプレイのサイズと位置、および実行時にサイズを変更できるかどうか。

 ディスプレイに対する実行時のセキュリティ。

 ディスプレイの背景色。

 グラディエント スタイルを使用するかどうか。

 ディスプレイをナビゲーション履歴で追跡するかどうか。

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスを開くには

 [編集] メニューで、[ディスプレイの設定] をクリックします。または、ディ

スプレイの空白領域を右クリックして、[ディスプレイの設定] をクリックし

ます。
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ディスプレイのタイプを指定する

FactoryTalk View アプリケーションで、以下のディスプレイ タイプを設定でき 

ます。

デフォルトのディスプレイ タイプは [置換] です。このオプションは、グラ

フィック ディスプレイを開くときに、開いている他のディスプレイを置換する

場合にだけ使用します。置換タイプのディスプレイは、下になったディスプレ
イを閉じます。開いている他のディスプレイを閉じるために、個別にコマン 
ドを実行する必要はありません。

オーバーレイ グラフィック ディスプレイでは、開いているディスプレイ間で

フォーカスが変わると、他のディスプレイの上に重ねたり、他のディスプレイ
の下に隠れたりすることによって、ディスプレイが重なり合います。このオプ
ションは、ディスプレイを他のディスプレイに置換したり、常に一番上に表示
したりする必要がない場合に使用します。

[プロパティ ] 
タブで、ディス
プレイを保護し、
実行時の外観と
動作を設定し 
ます。
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オーバーレイ ディスプレイの場合、ディスプレイを常に背面に表示するには 
[常に背面に表示] チェック ボックスを選択します。ただし、ディスプレイの 

重なり合いを制御するには、[ 前面に表示] タイプを使用することが推奨され

ます。

オーバーレイ ディスプレイは常に [ 前面に表示] ディスプレイの背後に表示さ

れ、[置換] ディスプレイによって置換されます。オーバーレイ タイプは慎重に

使用してください。実行時に複数のディスプレイを開いたままにすると、シス
テムのパフォーマンスに影響する可能性があります。

[ 前面に表示] グラフィック ディスプレイは、別のディスプレイにフォーカス

がある場合でも、常に 前面に表示されます。このオプションは、ディスプレ
イを常に 前面に表示する場合に使用します。

[ 前面に表示] タイプの複数のグラフィック ディスプレイが同時に開いている

場合、 前面に表示されるディスプレイは、フォーカスがあるディスプレイか、
後にフォーカスされたディスプレイになります。

PullForward、PushBack、および SetFocus の各コマンドを使用して、実行時に複

数の [ 前面に表示] ディスプレイと [オーバーレイ] ディスプレイを切り替える

ことができます。これらのコマンドの詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。

複数コピーの同時実行を許可する

 [オーバーレイ] または [ 前面に表示] タイプのグラフィック ディスプレイでこ

のオプションを使用して、ディスプレイの複数コピーの同時実行を許可します。

たとえば、次のコマンドを発行して、FactoryTalk View SE Client ウィンドウの複

数の部分で同じディスプレイの 2 つのコピーを開くことができます。

Display PID /Q1

Display PID /Q2

PID はグラフィック ディスプレイの名前です。/Q1 パラメータはディスプレイの

初のコピーをウィンドウの右上に配置します。/Q2 パラメータは 2 番目のコ

ピーをウィンドウの左上に配置します。

Display コマンドが複数コピーを許可しないディスプレイを指定し、そのディ 

スプレイが既に動作している場合は、そのディスプレイが前面に移動するだけ
です。

ディスプレイ (または複数の異なるディスプレイ) の複数のコピーが動作してい

る場合、SetFocus コマンドを使用して、非表示のディスプレイを前面に移動し
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ます。タイプ [ 前面に表示] のディスプレイは、どのディスプレイにフォーカ

スがあるかに関係なく、常に前面に表示されます。

実行時にディスプレイ間を移動するために使用するコマンドの詳細については、
FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

ディスプレイをキャッシュする

グラフィック ディスプレイをキャッシュすると、ディスクから読み取る必要が

なくなるため、その後、実行時にディスプレイが開かれるたびにすばやく表示
されます。

大 40 個のグラフィック ディスプレイをキャッシュすることができます。サイ

ズの大きい、または複雑なディスプレイをキャッシュすると、システム リソー

スの使用が 小限になります。

[常に更新] オプションでは、ディスプレイが表示されていない場合でも、キャッ

シュされたディスプレイが常に 新の状態になります。このオプションを使用
してトレンド データを継続的に更新するか、バックグラウンドで VBA コードを

実行します。

[常に更新] オプションはディスプレイの起動およびシャットダウンのコマンド

の動作に影響します。詳細については、「起動コマンドとシャットダウン コマン

ドを指定する」(ページ 16-56) を参照してください。

タイトル バーやその他のディスプレイ属性を設定する

実行時にオペレータがディスプレイを選択して移動できるように、グラフィッ
ク ディスプレイにタイトル バーを設定できます。 

ディスプレイにタイトルを付ける場合、タイトルはコンポーネント名ではなく、
タイトル バーに表示されます。また、変数をタイトル バーのテキストに挿入す

ることもできます。詳細については、21 章、埋め込み変数を作成するを参照し

てください。

[複数コピーの同時実行を許可する] オプションを使用せずにディスプレイの複数のコピーを実

行するには、実行するディスプレイの各コピーに対して、複数のパラメータ ファイルで Display 
コマンドを使用します。詳細については、「パラメータ ファイルを使用してタグ プレースホル

ダを置換する」(ページ 16-42) を参照してください。

キャッシュされたディスプレイはメモリを消費します。キャッシュされたディスプレイを常に

更新すると、値が不要なタグのデータが取得されるため、通信のオーバーヘッドが増える可能

性があります。
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次の図に、[タイトル バー ] チェック ボックスを選択したときに使用できるウィン

ドウ スタイルのオプションを示します。タイトル バーから項目を追加したり削

除したりするには、適切なチェック ボックスをオンまたはオフにします。

グラフィック ディスプレイのスケール

グラフィック ディスプレイの実行を開始するときに FactoryTalk View SE Client 
のメイン ウィンドウのサイズに合わせて自動的にサイズが変更されるように設

定できます。サイズが変更されると、選択したオプションに応じて、ディスプ
レイがパンされるか、スケールされます。

FactoryTalk View グラフィックは解像度に依存しません。これは、グラフィック 
ディスプレイの作成に使用する解像度に関係なく、実行時にグラフィック ディ

スプレイを表示するモニターに合わせて自動的にサイズが変更されることを意
味します。

HMI タグの 終認識値を表示する

プログラム可能なコントローラから現在の値に到達するまで、ディスプレイ内
の各 HMI タグの 終認識値を表示するようにグラフィック ディスプレイを設定

できます。

このオプションを選択すると、多くのアプリケーションでグラフィックをすば
やく表示するのに役立ちます。

実行時に、HMI タグの 終認識値を表示するようにディスプレイが設定されて

いない場合、更新されていないオブジェクトがアウトライン フォームに表示さ

れます。アウトラインはデータが 新ではないか、エラー状態であることを示
します。

ディスプレイに使用される HMI タグが初期化されない場合、ディスプレイが 

開始されるとアウトライン フォームでグラフィック オブジェクトが表示され 

ます。

大化ボタン

小化ボタン

[閉じる] ボタン (システム 
メニューに表示)

システム メニュー ボックス

タイトル バー 

タイトル
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タグが初期化され、値が到達すると、オブジェクトが通常のフォームに表示さ
れます。ただし、データが使用できないか、エラー状態の場合、オブジェクト
はアウトライン フォームのままになります。

タグの更新頻度を設定する

タグの 大更新頻度は、データ サーバーがタグ値の変更をグラフィック ディス

プレイに送信できる 大頻度です。

タグ値の変化を確実に把握したい場合、更新頻度を 大に設定するか、式で使
用されるタグの値が変更される頻度よりも高く設定します。

デフォルトの更新頻度は 1 秒です。これはデータ サーバーがタグ値の更新を送

信する頻度が 1 秒未満にならないことを意味します。

グラフィック ディスプレイのサイズを指定する

ディスプレイの現在のサイズを使用することも、ピクセル単位の特定の幅およ
び高さを使用することもできます。[現在のサイズを使用] をクリックして、編

集ウィンドウのディスプレイのサイズが、実行時のディスプレイの本来のサイ
ズになるように指定します。[サイズをピクセルで指定] をクリックして、ディ

スプレイの幅と高さをピクセル単位で指定します。詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

メイン ウィンドウにスクロール バーを表示しない

グラフィック ディスプレイが FactoryTalk View SE Client のメイン ウィンドウよ

りも大きい場合、ディスプレイの起動時にスクロール バーがウィンドウに表示

されます。

後続のディスプレイがスクロール バーが不要なほどに小さい場合でも、スク

ロール バーはウィンドウに表示されたままです。

スクロール バーの必要性を 小限にするために、グラフィック ディスプレイの

配置が Display コマンドの /X パラメータと /Y パラメータによって明示的に上書

きされない限り、FactoryTalk View SE Client はメイン ウィンドウ内にすべてのグ

ラフィック ディスプレイを配置しようとします。

スクロール バーが表示されないようにするには、すべてのグラフィック ディス

プレイを FactoryTalk View SE Client のメイン ウィンドウの作業領域よりも小さ

くします。

後に取得した値は HMI タグのみに表示できます。他の種類のタグの場合、 後の値を保持で

きません。
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作業領域のサイズは、モニターのディスプレイ解像度、ディスプレイにタイトル 
バーが表示されるかどうか、クライアント ウィンドウのサイズ、クライアントに

診断リストが表示されるかどうかなど、いくつかの要因に応じて異なります。

サイズの大きなディスプレイの場合にも FactoryTalk View SE Client のメイン 
ウィンドウにスクロール バーが表示されないようにするには、[実行時のメイン 
ウィンドウのサイズ] オプションを選択します。

ディスプレイの位置を指定する

現在のサイズと位置を使用するようにグラフィック ディスプレイを設定する代わ

りに、実行時のディスプレイの正確なサイズと位置を指定することができます。

これを行う場合、Display コマンドでサイズと位置のパラメータを使用して、

ディスプレイ設定を上書きします。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参

照してください。

グラフィック ディスプレイを保護する

グラフィック ディスプレイへのアクセスを制限するには、セキュリティ コード

を選択します。ディスプレイの保護の詳細については、5 章、セキュリティを設

定するを参照してください。

背景色を選択する

グラフィック ディスプレイの背景色を色パレットから選択します。 

グラディエント スタイルを使用する

背景にグラディエント スタイルを使用する場合は、[グラディエント スタイルを

使用] チェック ボックスを選択します。このチェックボックスが選択されている

場合、背景色をクリックすると、[グラディエント塗りつぶし] 効果のダイアロ

グ ボックスが表示されます。

クライアント ウィンドウに全体が収まるサイズの小さいグラフィック ディスプレイの場合は、

スクロール バーが表示されないように、[実行時のメイン ウィンドウのサイズ] を使用しないで

ください。代わりに、サイズの小さいディスプレイをクライアント ウィンドウに完全に表示さ

れるように配置します。
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ナビゲーションの追跡画面

[ナビゲーションの追跡画面] チェック ボックスを選択して、ナビゲーション履

歴にディスプレイを含めることができます。このチェック ボックスを選択した

場合、ナビゲーション履歴に表示されるオペレータにとってわかりやすい画面
の名前を入力できるテキスト ボックスが有効になります。名前を指定しない場

合、実際のディスプレイ名がナビゲーション履歴に使用されます。

このチェック ボックスを選択しない場合、ディスプレイがナビゲーション履歴

に追加されません。

グラフィック ディスプレイの実行時の動作を設定する

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスの [動作] タブで、以下を指定でき

ます。

 起動コマンドとシャットダウン コマンド。

 入力フィールドの色。

 押しボタンなど、対話式オブジェクトの動作。

 入力フォーカス付きオブジェクトの動作。
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 実行時にハードウェア キーボードが接続されていないシステムで、スクリーン 
キーボードを使用できるかどうか。

 [ボタン] 押しボタン オブジェクトに定義されたアニメーションがエラー状態

の場合でも、そのオブジェクトに定義されたアクションが動作を続行するか
どうか。

起動コマンドとシャットダウン コマンドを指定する

グラフィック ディスプレイが実行を開始するか終了したときにコマンドを実行

するには、ディスプレイの起動およびシャットダウンのコマンドまたはマクロ
を指定します。

[常に更新] オプションを [表示後のキャッシュ ] オプションと一緒に使用する

場合、ディスプレイがキャッシュにロードされると、起動コマンドが実行され
ます。

シャットダウン コマンドは、キャッシュがフラッシュされるときにのみ実行さ

れます。これは次の場合に発生します。

[動作] タブで、

ディスプレイ内の

オブジェクトが実

行時にどのように

動作するかを設定

し、起動コマンド

とシャットダウン 
コマンドを指定し

ます。
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 FlushCache コマンドが実行される。

 ユーザーが FactoryTalk View SE Client からログオフする。

 FactoryTalk View SE Client が終了する。

FlushCache コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参

照してください。

入力オブジェクトの色を指定する

実行時に、オペレータが入力オブジェクトを使用して、プログラム可能なコン

トローラやその他のデバイスの値の読み取りおよび書き込みが可能です。

入力オブジェクトが選択されている場合、選択されていない場合、またはオペ

レータの入力エラーが発生している場合の、各入力オブジェクトの色を選択で

きます。

テキストの色は、入力オブジェクト内のテキストの色です。塗りつぶし色は、

入力オブジェクト内の背景色です。色を選択するには、色付きのボックスをク

リックしてパレットを開き、適用する色をクリックします。

ディスプレイの背景色よりも目立つ入力オブジェクトの色を選択します。オブ

ジェクトが選択されたことや、ハイライトされていることがオペレータにわか

りやすくなるように、選択したオブジェクトに別の色を選択します (次のセク

ションを参照)。

対話式オブジェクトの動作を指定する

対話式オブジェクトは、オペレータが実行時にマウス、キーボード、または

タッチ画面を使用して操作できるオブジェクトです。押下時のアクションが設

定されたボタンが対話式オブジェクトの例です。

グラフィック ディスプレイの対話式オブジェクトを押したときにビープ音が再

生されるかどうか、マウスが通過したときにハイライト ボックスが表示される

かどうか、およびハイライトの色を指定できます。

UploadAll や RecipeRestore などのコマンドが起動コマンドまたは起動マクロとして動作しないよ

うに、ディスプレイが開かれる前に起動コマンドを実行します。

DownloadAll や RecipeSave などのコマンドがシャットダウン コマンドまたはシャットダウン マク

ロとして動作しないように、ディスプレイが閉じられた後でシャットダウン コマンドを実行し

ます。
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入力フォーカス付きオブジェクトの動作を指定する

入力フォーカス付きオブジェクトはキーボードまたは入力を受け入れることが
できます。

グラフィック ディスプレイで入力フォーカス付きオブジェクトにハイライト 
ボックスが表示されるかどうかや、ハイライトの色を指定できます。

同じディスプレイで両方のタイプのハイライトを使用する

対話式オブジェクトのみ、入力フォーカス付きオブジェクトのみ、または両方
のタイプのオブジェクトをハイライトするように選択できます。

対話式オブジェクトは、マウスが通過するとハイライトされます。入力フォー
カスを持つことができるオブジェクトは、フォーカスがあるときにハイライト
されます。1 つのオブジェクトに両方のタイプのハイライトを同時に表示するこ

とができます。

以下の図は、グラフィック ディスプレイで 2 つのタイプのハイライトがどのよ

うに表示されるかを示します。

ハイライト色を選択する際は、ディスプレイの背景よりも目立つ色にしてくだ
さい。

スクリーン キーボードを表示する

実行時にキーボードを表示して、グラフィック ディスプレイの数値入力オブ

ジェクト、文字列入力オブジェクト、およびレシピ オブジェクトを操作するに

は、[スクリーン キーボードを表示] チェック ボックスを選択します。

スクリーン キーボードは通常、ハードウェア キーボードがないシステム (タッ

チ画面のみのシステムなど) で使用されます。

対話式オブジェクト
は、その上にポイン
タを置くとハイライ
トされます。

カーソルが示すよう
に、この入力オブ
ジェクトにはフォー
カスがあるため、ハ
イライトされます。
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オペレータが選択したオブジェクトをクリックまたはタッチするか、あるいは
ハードウェア キーボードの Enter キーを押すと、スクリーン キーボードが表示

されます。

文字列入力フィールドとレシピ フィールドのキーボードは英数字を受け入れま

す。数値入力フィールドのキーパッドは数字のみを受け入れます。詳細につい
ては、ページ 17-31 を参照してください。

ディスプレイをすばやく開くように設定する

ディスプレイ キャッシュに保存されている場合、グラフィック ディスプレイは

すばやく開きます。 大 40 個までグラフィック ディスプレイをキャッシュでき

ます。

ディスプレイをキャッシュするには、次のいずれかの方法を使用します。

 [ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスの[表示後のキャッシュ ] オプション

を使用します。詳細については、ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリック

してください。

 Display コマンドで [cache ] パラメータを使用します。

[cache ] パラメータはグラフィック ディスプレイを表示することなく、キャッ

シュにロードします。このパラメータには次の 2 つのオプションがあります。

 /Z はグラフィック ディスプレイを開くことなく、キャッシュにロードし

ます。それ以降、ディスプレイが呼び出されると、すばやく開くように
なります。

 /ZA はディスプレイをキャッシュにロードし、ディスプレイが表示されて

いないときでも、継続的にディスプレイの値が更新されます。

Display コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参

照してください。

キャッシュからディスプレイを削除する

ディスプレイ キャッシュからすべてのグラフィック ディスプレイを削除するに

は、FlushCache コマンドを実行するか、FactoryTalk View SE Client を閉じます。

キャッシュから特定のグラフィック ディスプレイを削除するには、

FlushCache <file> を実行します。ここで、<file> は削除するディスプレイの名前

です。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。
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グラフィック ディスプレイで [常に更新] オプションを [表示後のキャッシュ ] オ
プションと一緒に使用する場合、FlushCache が実行されるか、アプリケーション

を閉じると、ディスプレイのシャットダウン コマンドが実行されます。

デフォルトのディスプレイ設定を変更する

グラフィック エディタの使用を開始してアプリケーションのグラフィック ディ

スプレイを作成する場合、[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで既に指

定されている値がデフォルト値として使用されます。

たとえば、[ディスプレイのタイプ] プロパティが [置換] に設定され、[タイトル 
バー ] プロパティが選択され (つまり、ディスプレイにタイトル バーが表示され

る)、[背景色] プロパティが [白] に設定されています。 

新しく作成するすべてのディスプレイにこのような初期デフォルト設定が設定
されます。

新しいグラフィック ディスプレイのデフォルト設定を変更するには

1. 新しいディスプレイを作成し、ディスプレイ設定を目的のデフォルト値に変
更します。

2. [OK] をクリックすると、変更が保存され、[ディスプレイの設定] ダイアログ 
ボックスが閉じられます。

3. [ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスをもう一度開いて、ダイアログ 
ボックスの下部にある [デフォルトとして設定] をクリックします。

以前のディスプレイに選択した値が新しいディスプレイのデフォルト値にな
ります。

ディスプレイを FactoryTalk View SE Client ウィンドウにドッキングする

オペレータがいつでもグラフィック ディスプレイにアクセスできるように、実

行時にグラフィック ディスプレイを FactoryTalk View SE Client ウィンドウの端

にドッキングできます。

たとえば、以下をドッキングすることを検討します。

特定の変更を行うと、[デフォルトとして設定] ボタンが [適用] に変わります。これによっ

て、[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスを閉じることなく、現在のディスプレイに

変更を適用できます。これはデフォルトのディスプレイ設定には影響しません。
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16 ????????
 オペレータにアプリケーション内でディスプレイ間を移動する方法を提供す
るナビゲーション メニュー。

 現在のユーザー名や領域、アラームに関する情報など、特定の情報をオペ
レータに提供するヘッダーやバナー。

 ユーザーの変更、開いているウィンドウを閉じる、保守チームへの情報の送
信など、特定の目的のための標準ボタンが含まれるコントロール パネル。

ディスプレイをドッキングするための Display コマンド パラ 

メータ

グラフィック ディスプレイをドッキングするには、次のパラメータを使用して 
Display コマンドを実行します。

オペレータがグラフィック ディスプレイをドッキングできるようにするには、

押下時のアクションとしてドッキング パラメータのいずれかが設定された 
Display コマンドを使用するボタン オブジェクトを別のディスプレイに配置し 

ます。

FactoryTalk View SE Client ウィザードでは、クライアントの起動時に実行する初

期ディスプレイのドッキング パラメータも指定できます。

例:Display コマンドを使用して、FactoryTalk View SE Client の起動

後にディスプレイをドッキングする

クライアントの起動後に Menu という名前のディスプレイを SE Client ウィンド

ウの端にドッキングするには、押下時のアクションとして次のコマンドを使用
するボタンを初期ディスプレイに作成します。

Display Menu /DT

ディスプレイをドッキングする位置 使用するパラメータ

クライアント ウィンドウの上端 /DT

クライアント ウィンドウの下端 /DB

クライアント ウィンドウの左端 /DL

クライアント ウィンドウの右端 /DR

Display コマンドのパラメータ /B、/Min.、/Max、/X、および /Y は、ドッキング パラメータが指定

されると無視されます。詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。
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オペレータがボタンを押すと、ディスプレイがウィンドウの上部にアタッチさ
れます。

ドッキングされたディスプレイの外観と動作について

ドッキング パラメータのいずれかを使用してグラフィック ディスプレイを開く

と、特定のディスプレイ設定が無視されます。たとえば、[ディスプレイの設定] 
ダイアログ ボックスで指定された内容に関係なく、ドッキングされたディスプ

レイは次のようになります。

 境界線やスクロール バーがない。

 タイトル バーがない (したがって、 小化、 大化、または閉じるためのボ

タンがない)。

 ドッキング解除したり、移動したりできない。

 FactoryTalk View SE Client ウィンドウから独立してサイズ変更することがで

きない。 

グラフィック ディスプレイがパンまたはスケールできるように設定されている、

複数コピーの同時実行が許可されている、または表示後のキャッシュができる
ように設定されている場合、ディスプレイがドッキングされてもこれらの設定
が適用されます。

複数のディスプレイを同じ位置にドッキングする

追加のディスプレイが [オーバーレイ] タイプまたは [ 前面に表示] タイプの場合、

同じ位置にドッキングされた複数のディスプレイを実行することもできます。

たとえば、/DT を使用してメニューをクライアント ウィンドウの上部にドッ 

キングし、/DT を使用して別のディスプレイを開き、2 番目のディスプレイが 
[オーバーレイ] タイプまたは [ 前面に表示] タイプである場合、 初のディス

プレイのすぐ下で実行されます。

[置換] タイプのディスプレイをドッキングする場合、同じ位置で実行中の別の

ウィンドウが閉じられます。ディスプレイ タイプの詳細については、ページ 
16-49 を参照してください。

クライアント ウィンドウの幅を変更すると、ウィンドウの上または下にドッキングされた

ディスプレイの幅が変更されます。ウィンドウの高さを変更すると、ウィンドウの左また

は右にドッキングされたディスプレイの高さが変更されます。
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16 ????????
使用可能なクライアント領域で他のディスプレイを実行する

FactoryTalk View SE Client ウィンドウでドッキングされたグラフィック ディスプ

レイのサイズと位置によって、他のグラフィック ディスプレイを実行できる

ウィンドウ内の場所が決まります。

たとえば、Menu という名前のディスプレイを SE Client ウィンドウの上部にドッ

キングし、Line1 と言う名前のディスプレイを実行する場合、ドッキングされた

ディスプレイが使用していない領域で稼働します。

Line1 が使用可能なクライアント領域よりも大きい場合、ディスプレイの非表示

部分にアクセスするためのスクロール バーが表示されます。 初に Line1 を開

いた後で、ドッキング パラメータで Menu ディスプレイを実行する場合、Menu 
ディスプレイに合わせて Line1 がクライアント ウィンドウに再配置されます。

次の図に、ドッキングされた 3 つのメニュー (上、左、および下) と、使用可能

なクライアント領域で稼働している Primary Treatment という名前のグラフィッ

ク ディスプレイが含まれる FactoryTalk View SE Client ウィンドウを示します。

FactoryTalk View SE Client 
の起動時に、上部のメ
ニューが 初にドッ 
キングされました。

初期ディスプレイでボ
タンをクリックし、 
言語 (左) およびナビ

ゲーション (下部) のメ

ニューが順にドッキン
グされました。

ナビゲーション メ
ニューから Primary 
Treatment ディスプレイ

が開かれました。
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ドッキングされたディスプレイを閉じる

Abort コマンドを使用して、ドッキングされたディスプレイを個別に閉じるか、

すべてのドッキングされたディスプレイと、FactoryTalk View SE Client ウィンド

ウで稼働しているその他のすべてのディスプレイを閉じます。

例:ドッキングされたディスプレイを個別に閉じる

オペレータが Menu という名前のドッキングされたディスプレイを閉じられるよ

うにするには、次のコマンドを押下時のアクションとして使用するボタンを
ディスプレイ内に作成します。

Abort Overview

オペレータがこのボタンを押すと、Menu ディスプレイが閉じられます。

例:ドッキングされたすべてのディスプレイを閉じる

FactoryTalk View SE Client ウィンドウで稼働している他のすべてのディスプレイ

と一緒に、ドッキングされたすべてのディスプレイをオペレータが閉じられるよ
うにするには、このコマンドを押下時のアクションとして使用するクライアント 
キーを作成します。

Abort * /D

オペレータがこのキーを押すと、稼働しているすべてのディスプレイが閉じら
れます。

実行時にディスプレイを印刷する

実行時にオペレータがグラフィック ディスプレイを印刷できるようにするには、

ディスプレイの作成時に、オペレータが PrintDisplay コマンドを実行する方法を

指定します。 

たとえば、押下時のアクションとして PrintDisplay コマンドが設定されているボ

タン オブジェクト、ディスプレイ キー、またはクライアント キーを作成します。

ドッキングされているすべてのディスプレイを閉じる Abort コマンドの /D パラメータは、Abort * 
と一緒に使用される場合にだけ有効です。
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16 ????????
PrintDisplay コマンドを使用すると、他のディスプレイが部分的に重なっている

場合でも、FactoryTalk View でディスプレイ全体が印刷されます。ScreenPrint コ
マンドを使用して、モニターに表示されたすべてのイメージを印刷することが
できます。

PrintDisplay コマンドと ScreenPrint コマンドの詳細については、FactoryTalk View 
Site Edition ヘルプを参照してください。
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17 グラフィック オブジェクトを作成する

この章では、FactoryTalk View Site Edition で使用できるグラフィック オブジェク

トの使用、作成、および設定の方法について説明します。

グラフィック エディタの使用とグラフィック ディスプレイの作成および設定の

詳細については、16 章、グラフィック ディスプレイを作成するを参照してくだ

さい。

FactoryTalk View SE でのグラフィック オブジェクトのタイプ

 FactoryTalk View Studio のグラフィック エディタでは、次のタイプのグラフィッ

ク オブジェクトを作成できます。

描画オブジェクトには幾何学オブジェクト、自由曲線オブジェクト、イメージ、
パネル、およびテキストがあります。描画オブジェクトは、データ接続を使用
しない唯一の FactoryTalk View グラフィック オブジェクトです。詳細について

は、「複数のタイプの描画オブジェクトを作成する」(ページ 17-5) を参照してく

ださい。

押しボタン オブジェクトは通常、プロセスまたはアクションを開始または停止

するために使用されます。詳細については、「さまざまなタイプの押しボタンを
作成する」(ページ 17-14) を参照してください。

数値および文字列オブジェクトは数字またはテキストの入力または表示に使用
されます。詳細については、「複数のタイプのデータ ディスプレイ オブジェク

トと入力オブジェクトを作成する」(ページ 17-25) を参照してください。

インジケータ オブジェクトは色、キャプション、イメージ、またはさまざまな

状態を示すオプションを表示することによってプロセスまたは操作のステータ
スを表示します。詳細については、「さまざまなタイプのインジケータを作成す
る」(ページ 17-33) を参照してください。

ゲージとグラフ オブジェクトは値の範囲、変数間の関係を表示します。詳細に

ついては、「複数のタイプのゲージとグラフを作成する」(ページ 17-36) を参照

してください。

キー オブジェクトはキーボード上のキーを表し、タッチ画面で使用されます。

詳細については、「キー オブジェクトを使用して、キーボードの機能をシミュ

レーションする」(ページ 17-38) を参照してください。
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詳細オブジェクトは、トレンドや HMI タグ アラーム サマリなどを指し、実行時

にオペレータがアプリケーション データの監視、分析、および操作を行う方法

を提供します。詳細については、「複数のタイプの詳細オブジェクトを作成す
る」(ページ 17-41) を参照してください。

一部の詳細オブジェクトについては、本マニュアルの他の部分で詳しく説明 

します。トレンド オブジェクトの作成に関する詳細については、23 章、トレン

ドを設定するを参照してください。

HMI タグ アラーム サマリの作成の詳細については、11 章、HMI タグ アラームを

設定するを参照してください。

アラームとイベント オブジェクトは、アラームとイベント サマリおよびアラー

ム ステータス エクスプローラなどを指し、FactoryTalk View SE ユーザーが 
FactoryTalk Alarms and Events を監視および制御する方法を提供します。

アラームとイベント オブジェクトの詳細については、12 章、FactoryTalk ア
ラームを設定するを参照してください。

OLE オブジェクトは、スプレッドシート、グラフ、またはテキストなどを指し、

他の Windows アプリケーションによって生成されます。使用できる OLE オブ

ジェクトは、システムにインストールされているソフトウェアに応じて異なり

ます。詳細については、「OLE オブジェクトの操作」(ページ 17-66) を参照して

ください。

ActiveX オブジェクトは、ゲージやスライダーなどを指し、Visual Basic やサー

ドパーティ ベンダーから購入したツールを使用して作成でき、FactoryTalk View 
でアクションを開始するように設定できます。

詳細については、「ActiveX オブジェクトを操作する」(ページ 17-67) および

「ActiveX オブジェクトをアニメーション化する」(ページ 18-30) を参照してくだ

さい。

ファイルのグラフィックなどのインポート オブジェクト。

グラフィック ディスプレイにインポートできるグラフィック オブジェクトのラ

イブラリである Symbol Factory。

グローバル オブジェクトについて

FactoryTalk View グローバル オブジェクトを作成して、1 つのグラフィック オブ

ジェクトの外観と動作を同じアプリケーション内のオブジェクトの複数のコ
ピーにリンクできます。
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17 ????????
ActiveX コントロール、OLE オブジェクト、および HMI タグ アラーム サマリを

除く、FactoryTalk View で作成できるあらゆるグラフィック オブジェクトをグ

ローバル オブジェクトにすることができます。詳細については、「グローバル 
オブジェクトを作成する」(ページ 17-59) を参照してください。

グローバル オブジェクト ディスプレイの詳細については、16 章、グラフィック 
ディスプレイを作成するを参照してください。

グラフィック オブジェクトのプロパティを設定する

グラフィック オブジェクトの作成後に、[プロパティ ] ダイアログ ボックスを使

用して、外観と動作を設定できます。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開く

オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには、次のいずれかの

方法を使用します。

 一部のオブジェクトの場合、オブジェクトを作成すると、[プロパティ ] ダイ

アログ ボックスが直接開きます。

 その他のオブジェクトの場合、作成後にオブジェクトをダブルクリックして 
[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

 また、オブジェクトを右クリックし、[プロパティ ] をクリックすることもで

きます。

次の図に、多角形オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを示し 

ます。
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[プロパティ ] ダイアログ ボックスで、オブジェクトの機能がタグに整理され 

ています。タブの数とその内容は、オブジェクトのタイプに応じて異なります。 
[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。

すべてのオブジェクトに共通のプロパティを設定する

すべての FactoryTalk View グラフィック オブジェクトに対して、[プロパティ ] 
ダイアログ ボックスに [共通] タブがあります。[共通] タブを使用して、オブ

ジェクトの次のプロパティを設定します。

 高さと幅

 上と左の位置

 名前

 ヒント

 可視性

ActiveX オブジェクト、トレンド、およびアラームとイベント オブジェクトの場

合、次のプロパティも設定できます。

 フォーカス ハイライト

 ポインタ ハイライト
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17 ????????
 キー ナビゲーション

 タブ インデックス

複数のタイプの描画オブジェクトを作成する

グラフィック エディタで線、四角形、および楕円などの単純なオブジェクトを

描画するには、[オブジェクト] メニューまたはツールバーから描画ツールを選

択します。

オブジェクトの描画ツールにはオブジェクトの名前が付いています。たとえば、
四角形や正方形を描画するには、四角形ツールを使用します。

描画ツールを選択した後、ツールをドラッグするか、終了点をクリックしてオ
ブジェクトを描画します。ドラッグするだけで四角形、楕円、および円弧を描
画できます。終了点をクリックするだけで、連続直線や多角形を描画できます。

四角形や正方形を描画する

四角形や正方形を描画するには、四角形ツールを使用します。

四角形を描画するには

 四角形が目的のサイズになるまで、四角形ツールを斜めにドラッグします。 

正方形を描画するには

 Ctrl キーを押しながら、四角形ツールをドラッグします。

角の丸い四角形を描画する

角の丸い四角形を描画するには、角の丸い四角形ツールを使用します。

角の丸い四角形を描画するには

 角の丸い四角形が目的のサイズになるまで、角の丸い四角形ツールを斜めに
ドラッグします。 

角の丸い四角形を直角四角形に変更するには

1. 角の丸い四角形の内側に表示される小さいボックスにポインタを置きます。

ボックスが表示されない場合は、角の丸い四角形を右クリックし、[編集] をク

リックします。

四角形ツール

角の丸い 
四角形ツール
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2. 四角形が目的の形になるまで、描画ツールをドラッグします。

連続直線や多角形を描画する

連続直線は一連の接続線のセグメントです。多角形は閉じられた連続直線で形
成された形です。

連続直線や多角形を描画するには

1. 連続直線ツールまたは多角形ツールをドラッグして、オブジェクトの 初の
セグメントを作成します。

水平線または垂直線 (傾斜線ではない) を描画するには、Ctrl キーを押しなが

らドラッグします。

2. マウスのボタンを離します。

3. 連続直線ツールまたは多角形ツールをオブジェクトの角を配置する場所に移
動し、マウスの左ボタンをクリックします。

オブジェクトが完成するまでこの手順を繰り返します。

4. 描画を完了するには、選択ツールをクリックします。

連続直線
ツール

多角形 
ツール

連続直線 多角形 塗りつぶしの多
角形
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楕円または円を描画する

楕円や円を描画するには、楕円ツールを使用します。

楕円を描画するには

 楕円が目的のサイズになるまで、楕円ツールを斜めにドラッグします。

円を描画するには

  Ctrl キーを押しながら、楕円ツールをドラッグします。

円弧またはくさび形を描画する

円弧およびくさび形は 2 つの手順で描画します。まず、楕円または円を作成し、

次に楕円または円の形を変更します。

円弧ツールおよびくさび形ツールを使用して、既存の円弧、楕円、またはくさ
び形の形を変更することもできます。

円弧またはくさび形を描画するには

1. 円を描画するには、円弧ツールまたはくさび形ツールをドラッグします。

2. マウスのボタンを離します。 

3. ハンドルをクリックし、円弧ツールまたはくさび形ツールを円の「切り 
抜く」部分にドラッグします。

円弧またはくさび形を 45 度づつ増分して描画するには、Ctrl キーを押しなが

ら描画します。

楕円ツール

円弧ツール

くさび形 
ツール

透過のくさび形円弧 塗りつぶしのくさ
び形
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描画オブジェクトのプロパティを変更する

以下で描画オブジェクトのプロパティを変更することができます。

 オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックス内。

 プロパティ パネル内。詳細については、ページ 16-7 を参照してください。

 前景色パレットと背景色パレット、および塗りつぶし模様のスタイルのツー
ルバーを使用する。詳細については、ページ 16-24 を参照してください。

テキスト、イメージ、およびパネル オブジェクトを除くすべての描画オブジェ

クトに同じプロパティがあります。線オブジェクトには塗りつぶし模様があり
ません。

描画オブジェクトの設定の詳細については、[プロパティ ] ダイアログ ボックス

で [ヘルプ] をクリックしてください。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 オブジェクトをダブルクリックするか、オブジェクトを右クリックして [プ
ロパティ ] をクリックします。

テキスト オブジェクトを作成する

テキスト オブジェクトを描画するには、テキスト ツールを使用します。次に、

テキストを作成し、テキストの [プロパティ ] ダイアログ ボックスでその外観を

設定できます。

テキストのフォントを選択する

テキストを作成する前または後にフォントを選択し、データを表示するオブ
ジェクトやキャプションのあるオブジェクトを含め、オブジェクトのフォント
を変更することができます。

テキストのフォント、スタイル、色を選択する際に、次の設計原則を念頭に置
いてください。 

 画面表示のためにデザインされたフォントを選択する。たとえば、Arial、
Arial Narrow、Trebuchet MS、および Verdana など。これらのフォントや他の

フォントを Microsoft Typography の Web サイトから無料でダウンロードでき

ます。 

 テキストの品質を下げることなく簡単にサイズを変更できるため、TrueType 
フォントと OpenType フォントの使用が推奨されます。

テキスト 
ツール
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 1 つまたは 2 つのフォントだけを選択し、アプリケーション内のすべてのグ

ラフィック ディスプレイに使用します。

 読みやすいフォント サイズを選択します。フォント サイズをテストし、 

実行時にオペレータが見る画面解像度に適応させます。

 画面のスペースを節約するには、Arial Narrow のような縮小されたフォント

を使用します。このようなフォントでは、フォント サイズを小さくするので

はなく、1 行により多くの文字を表示します。 

 Sans-serif は serif フォントよりも小さいサイズ、低い解像度でも読みやすい

フォントです。たとえば、標準テキストには Times New Roman ではなく 
Arial を使用します。

 緑の上に黒のような低コントラストの色の組み合わせではなく、青の上に黄
色のようにハイコントラストの色の組み合わせを使用します。

 認識可能な意味を持つ色を使用します。たとえば、一部の国では、赤と緑は
停止と開始を意味します。

停止ボタンには必ず赤を割り当て、開始ボタンには必ず緑を割り当てること
で、色の意味に一貫性を持たせます。

 グラフィック ディスプレイに使用されるフォントが、ディスプレイを実行す

るすべてのコンピュータ上にインストールされていることを確認します。

フォントがインストールされていない場合、Windows がインストールされて

いるフォントに代替するため、意図とは異なる結果になる可能性があります。

パネルを作成する

境界線のある長方形や正方形を描画するには、パネル ツールを使用します。

パネル オブジェクトは可視性のアニメーションをサポートします。また、実行

時に点滅するようにパネル オブジェクトを設定することもできます。詳細につ

いては、[パネルのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックして

ください。

パネル ツール
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イメージをグラフィック ディスプレイに追加する

イメージをグラフィック ディスプレイに追加する際は、次のことが可能です。

 使用するイメージを複数のディスプレイに配置する。

 Windows ビットマップ形式 (.bmp) ではないイメージをインポートする。

 別のアプリケーションからコピーしたイメージを貼り付ける。

グラフィック ディスプレイにイメージを配置する

イメージ ツールを使用して、ビットマップ、jpeg、または .png のイメージをグ

ラフィック ディスプレイに配置します。

イメージがビットマップ、jpeg、または .png ファイルではない場合は、グラ

フィック ディスプレイに配置する前に、イメージ編集ソフトウェアを使用して

これらの形式に変換する必要があります。

イメージがモノクロ (1 ビット/ピクセル、2 色) の場合、色、背景色、透明度を変

更したり、実行時に点滅させたりできます。

モノクロ イメージの場合、イメージの背景スタイルを [透過] に変更すると、 

背景色が透明になります。

カラー イメージの場合、イメージの背景スタイルを [透過] に変更すると、イ

メージの黒の領域が透明になります。

イメージをアプリケーションに追加する

アプリケーションに追加したイメージは、グラフィック ディスプレイに何度も

挿入することができます。元のイメージを変更した場合、そのイメージを使用
するすべてのディスプレイが自動的に更新されます。

複数のディスプレイで使用するイメージを追加するには、イメージ ツールを使

用してアプリケーションに追加するか、または FactoryTalk View Studio のエクス

プローラ ウィンドウで、イメージ フォルダにイメージを追加します。 

イメージ ブラウザを使用してイメージを追加する場合、イメージが自動的にエ

クスプローラ ウィンドウに表示されます (またはその逆も同様)。 

グラフィック ディスプレイに配置するとき、またはディスプレイに配置する前

に、アプリケーションにイメージを追加できます。詳細については、イメージ 
ブラウザの [ヘルプ] をクリックしてください。

イメージ 
ツール
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イメージをグラフィック ディスプレイにインポートする

FactoryTalk View では形式が .bmp、.png、および JPEG (.jpg、.jpeg、.jpe、.jif、
.jfif) のファイルを、変換の必要なしに、元の形式で読み込むことができます。

イメージのインポート時に、FactoryTalk View は .gif、.tif、.pcx、および .jpg のイ

メージを Windows の .bmp 形式に変換します。.dxf 形式および .wmf 形式のベク

トル イメージは FactoryTalk View グラフィック オブジェクトに変換されます。

詳細については、「サードパーティ製アプリケーションからグラフィック ファイ

ルを インポートする」(ページ 16-36) を参照してください。

イメージをグラフィック ディスプレイに貼り付ける

別のアプリケーションからイメージを Windows のクリップボードにコピーし、

ディスプレイに貼り付けることによって、グラフィック ディスプレイにイメー

ジを追加することもできます。

クリップボードからイメージを貼り付けるには、グラフィック エディタでディス

プレイを開き、[編集] メニューで [形式を選択して貼り付け] をクリックします。

データを使用するオブジェクトの操作方法。

オペレータが実行時にマウス、キーボード、またはタッチ画面を使用して操作
できるグラフィック オブジェクトは、対話式オブジェクトと呼ばれています。

対話式オブジェクトの例は、数値入力オブジェクト、押下時のアクションが設定
されているボタン、タッチ アニメーションがある四角形オブジェクトなどです。

タグ名を指定する

実行時に、対話式オブジェクトはタグからデータを取得します。対話式オブ
ジェクトの作成時に、オブジェクトにデータを提供するタグ (またはタグのプ

レースホルダ) の名前を指定します。

タグ名を指定する

データを使用するオブジェクトに対してタグ名を指定するには、オブジェクト
の作成時に次のいずれかを実行します。

 タグの名前を入力する。タグ名を使用するためにタグを作成する必要はあり
ませんが、後で必ずタグを作成してください。作成しない場合、実行時にエ
ラーがレポートされます。
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 [参照] ボタンまたは [タグ] ボタン (使用可能ないずれか) をクリックしてタグ 
ブラウザを開き、タグを選択するか作成します。

タグおよびタグ ブラウザの操作に関する詳細については、10 章、タグを操作す

るを参照してください。

入力フォーカスがあるオブジェクトを判断する

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで [オブジェクトにフォーカスがある

ときのハイライトを無効にする] チェック ボックスがオフになっていない限り、

実行時、グラフィック ディスプレイのフォーカスのあるオブジェクトはハイラ

イト ボックスで囲まれて表示されます。

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで、ハイライトの色を指定すること

もできます。詳細については、「入力フォーカス付きオブジェクトの動作を指定
する」(ページ 16-58) を参照してください。

ActiveX オブジェクトおよびトレンド オブジェクトのフォーカス ハ
イライト

ActiveX オブジェクトおよびトレンド オブジェクトの場合、オブジェクトの [プ
ロパティ ] ダイアログ ボックスの [共通] タブを使用して、ハイライトを表示す

るかどうかを指定します。

グラフィック ディスプレイに対して [オブジェクトにフォーカスがあるときのハ

イライトを無効にする] チェック ボックスが選択されている場合、この設定に

よって [プロパティ ] ダイアログ ボックスで ActiveX オブジェクトまたはトレン

ド オブジェクトに対して指定された設定が上書きされます。

キーボードを使用して、フォーカスできるオブジェクトを 
選択する

実行時にマウスまたはタッチ画面がコンピュータに接続されていない場合、オ
ペレータはキーボードまたはキーパッドのキーを使用してこれらのオブジェク
トを選択 (フォーカス) できます。

 押しボタン オブジェクト

 数値および文字列入力オブジェクト

 コントロール リスト セレクタ、パイロット コントロール リスト セレクタ、

およびディスプレイ リスト セレクタ

 トレンドおよび HMI タグ アラーム サマリ

ハイライト 
ボックス
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 FactoryTalk Alarm and Event オブジェクト。アラームとイベントのサマリ、バ

ナー、ステータス エクスプローラ、およびログ ビューアを含む。

 サードパーティ ActiveX 入力オブジェクト

次のキーを使用して、別のオブジェクトに移動して選択します。

入力フォーカスを持つことができるオブジェクトのグラフィック ディスプレイ

が開くと、タブ インデックスが 1 のオブジェクトが 初に選択されます。 

タブ シーケンスからオブジェクトを削除する

デフォルトでは、Tab と矢印キーを使用して、グラフィック ディスプレイの入

力フォーカスを持つことができるオブジェクトに移動できます。

また、入力フォーカスを持つことができるオブジェクト (押しボタン、レシピ オ

ブジェクト、入力オブジェクト、および HMI タグ アラーム サマリを除く) に対

するキー ナビゲーションをオフにすることもできます。

オブジェクトのキー ナビゲーションがオフになっている場合でも、オペレータ

はマウスまたはタッチ画面を使用してオブジェクトを選択できます (使用できる

場合)。

キー ナビゲーションをオフにする

キー ナビゲーションをオフにするには、次のいずれかの方法を使用します。

 ディスプレイ リスト セレクタとコントロール リスト セレクタの場合、オブ

ジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、[全般] タブをクリッ

クし、[キー ナビゲーション] チェック ボックスをオフにします。

目的 押すキー

左上から右下に移動 Tab

右下から左上に移動 Shift + Tab

左、右、上、または下に移動 Ctrl + 矢印キー

ディスプレイ内のすべてのオブジェクトが入力オブジェクトの更新を継続している場合、これ

らのオブジェクトはいずれも初期フォーカスを受け入れません。代わりに、オペレータは

フォーカスする入力オブジェクトを選択する必要があります。詳細については、「タグ値を継

続的に更新する」(ページ 17-27) を参照してください。
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 ActiveX オブジェクト、トレンド、およびアラームとイベント オブジェクトの

場合、オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、[共通] タブ

をクリックし、[キー ナビゲーション] チェック ボックスをオフにします。

 オブジェクトのプロパティ パネルで、[プロパティ ] タブをクリックし、

KeyNavigation プロパティを [偽] に設定します。

さまざまなタイプの押しボタンを作成する

押しボタンを使用して、プロセスやアクションを開始または停止したり、タグ
値を変更したりします。アプリケーションのニーズに応じて、次のタイプの押
しボタンを作成できます。

ボタン オブジェクトではタグ値を変更したり、FactoryTalk View コマンドを実行

したりできます。

瞬時式押しボタンでは、ボタンを押したときにタグを特定の値に変更し、ボタン
を離したときに別の値に変更します。

瞬時式押しボタンはフード プロセッサのパルス ボタンのように動作しますが、

インジケータがモーターが動作しているか停止しているかを示します。ボタン
を押し続けている間のみ動作します。ボタンを離すと、オフになります。 

瞬時式押しボタンはモーターを少しの間だけ動かすために便利で、マシンまた
はプロセスの開始および停止をするように設定できます。

持続式押しボタンは 2 つの値を切り替えます。

このタイプのボタンはマシンまたはプロセスの内部設定を変更するために便利
ですが、マシンやプロセスの開始には適していません。たとえば、自動から手
動へ、メートル法からポンド法へなど、モードを変更する場合に持続式押しボ
タンを使用します。

ラッチ式押しボタンはオンになっている場合にロックし、オフに戻るためには
別のボタンまたはプロセスによってロックが解除される必要があります。この
タイプのボタンはマシンまたはプロセスの開始に便利です。

マルチステート押しボタンでは、プロセスまたは操作の現在の状態が表示され
る 1 つのボタンを使用して、オペレータが複数のオプションを連続して切り替

えることができます。それぞれの状態は異なる色、キャプション、またはイ
メージで示すことができます。

連動式押しボタンはグループで動作し、同じタグを共有します。これらのボタン
はカー ラジオのプリセット局選択ボタンのように連動します。いずれかのボタン

を押すと、別のボタンがキャンセルされます。連動式押しボタンはグループと
して動作し、ディスプレイに一度に追加します。
17–14
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ランプ式押しボタンでは、整数または浮動小数点数値のいずれかによってタグ
値を増減します。2 つのランプ式ボタンを一緒に使用して、たとえば、モーター

の速度などの増/減コントロールを作成できます。

ナビゲーション押しボタンは、オペレータが前のディスプレイ画面の表示、次
のディスプレイ画面の表示、以前に表示した画面のリストの表示などのアク
ションを実行できるように設定できます。

押しボタンの設定の詳細については、オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ 
ボックスで [ヘルプ] をクリックしてください。

ボタン式押しボタンを作成する

ボタン ツールを使用して、標準の Windows ボタンのように動作する押しボタン

を作成します。

ボタンを押したり離したりしたときにアクションをトリガーするように、
FactoryTalk View コマンドをボタンに割り当てることができます。

また、塗りつぶしのアニメーション、回転のアニメーション、およびタッチ ア
ニメーションを除くさまざまなタイプのアニメーションをボタンに割り当てる
こともできます。詳細については、18 章、グラフィック オブジェクトをアニ

メーション化するを参照してください。

ボタンのプロパティを設定する

[ボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行します。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な特性 (スタイル、インデックス番号、実行

時のフォーカス ハイライト、ボタンが押されたときにカーソルがキャプ

チャーされるかどうか) を指定します。

 [アクション] タブで、実行時にユーザーが押したとき、押し続けている間、

および離したときにボタンがどのように動作するかを設定します。

 [非押下時の状態] タブで、非押下時のボタンの外観を指定します。

 [押下時の状態] タブで、押下時のボタンの外観を指定します。

緊急停止には押しボタンを使用しないでください。必ず配線で接続された緊急停止ボタンを使

用してください。

ボタン ツール
17–15
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瞬時式押しボタンを作成する

瞬時式押しボタン ツールを使用して、プロセスまたはアクションを開始するボ

タンを作成します。

瞬時式押しボタンでは、押したときにタグを特定の値に変更し、離したときに
別の値に変更します。押下時のアクションおよび離したときのアクションの値
を指定することも、瞬時式押しボタンを次の状態にすることもできます。

 [通常は開く] は、ボタンを離したときの状態がオフであることを意味します。

ボタンを押すと、タグの値が 1 に設定され、ボタンを離すと、タグの値が 0 
に設定されます。ボタンを押すと、回路が閉じられます。

 [通常は閉じる] は、ボタンを離したときの状態がオンであることを意味しま

す。ボタンを押すと、タグの値が 0 に設定され、ボタンを離すと、タグの値

が 1 に設定されます。ボタンを押すと、回路が開かれます。

瞬時式押しボタンのプロパティを設定する

[瞬時式押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行し 

ます。

 [全般] タブで、瞬時式押しボタンの実行時の全状態の全般的な外観、および

ボタンが実行するアクションのタイプを指定します。

 [状態] タブで、押したときと離したときの各状態のボタンの外観と動作を 

指定します。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。

瞬時式 
押しボタン 
ツール
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持続式押しボタンを作成する

持続式押しボタン ツールを使用して、マシンまたはプロセスの設定を変更する

ボタンを作成します。

初に押したとき、持続式押しボタンはタグを特定の値に変更します。2 回目に

押して離したとき、このボタンはタグを別の値に変更します。

持続式押しボタンは、マシンおよびプロセスの始動および停止には適していま
せん。

持続式押しボタンのプロパティを設定する 

[持続式押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行し 

ます。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観とタッチ マージン、状態を変更する方

法、押したときに音声信号が生成されるかどうかを指定します。

持続式 
押しボタン 
ツール
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 [状態] タブで、押したときと離したときの各状態のボタンの外観と動作を 

指定します。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。

ラッチ式押しボタンを作成する

ラッチ式押しボタン ツールを使用して、オンになっている場合にラッチし、別

のボタンまたはプロセスによってラッチを解除するとオフに戻るボタンを作成
します。このタイプのボタンはマシンまたはプロセスの開始に便利です。

オペレータがラッチ式押しボタンをもう一度押せるようにするには、ハンド
シェイク タグを 0 に戻す必要があります。

ラッチ式押しボタンのプロパティを設定する

[ラッチ式押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行し

ます。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観とタッチ マージン、ラッチのリセット 
タイプ、押したときに音声信号が生成されるかどうかを指定します。

ラッチ式 
押しボタン 
ツール
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 [状態] タブで、ラッチされたとき、ラッチが解除されたときのボタンの状 

態を指定します。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。
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マルチステート押しボタンを作成する

マルチステート押しボタン ツールを使用して、オペレータが複数のオプショ 

ンを表示し、連続して切り替えるために使用できるボタンを作成します。 

マルチステート押しボタンは、さまざまな状態を反映する複数の色、キャプ
ション、またはイメージを表示することによって、プロセスまたは操作の現在
の状態を表示します。

オペレータがボタンを押すたびに、タグが次の状態の値に変更されます。オペ
レータがボタンを押したときに、ボタンが 後の状態になっている場合、ボタン
は 初の状態に戻ります。

マルチステート押しボタンのプロパティを設定する

[マルチステート押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を

実行します。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観とタッチ マージン、状態を変更する方

法、押したときに音声信号が生成されるかどうかを指定します。

 [状態] タブで、ボタンを押したときと離したときのボタンの状態を指定し 

ます。

 [タイミング] タブで、オペレータが押し続けている間にボタンの動作が自動

的に繰り返されかどうかを設定します。また、ボタンの繰り返し頻度を設定
することもできます。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。

実行時エラー状態について 

次の場合に、瞬時式、持続式、ラッチ式、マルチステートの押しボタンにエ
ラー状態が表示されます。

 値タグが割り当てられていない。

 値タグが指定された状態値のいずれかと一致していない状態でディスプレイ
が開く。

 インジケータ タグまたは式が指定された状態値のいずれかと一致してい 

ない。

押しボタンの状態の詳細については、[プロパティ ] ダイアログ ボックスの 

[ヘルプ] をクリックしてください。

マルチステー
ト 押しボタン 
ツール
17–20



17 • グラフィック オブジェクトを作成する   
•  •  •  •  •

17 ????????
連動式押しボタンを作成する

連動式押しボタン ツールを使用して、グループとして一緒に動作し、同じタ 

グを共有する複数のボタンを一度に作成します。 

これらのボタンはカー ラジオのプリセット局選択ボタンのように連動します。

いずれかのボタンを押すと、別のボタンがキャンセルされます。オペレータが
連動式押しボタンのいずれかを押すと、ボタンの値タグが特定の値に変更され
ます。

オペレータが別の連動式ボタンを押すと、ボタンの値タグが別の値に変更され
ます。すべてのボタンが同じ値タグを共有します。

連動式押しボタンのプロパティを設定する

[連動式押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行し 

ます。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観とタッチ マージン、値、押したときに

音声信号が生成されるかどうかを指定します。

 [状態] タブで、ボタンを押したときと離したときのボタンの状態を指定し 

ます。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。

連動式 
押しボタン 
ツール
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ランプ式押しボタンを作成する

ランプ式押しボタン ツールを使用して、オペレータがタグの値を増減するため

に使用できるボタンを作成します。

ランプ式押しボタンでは、整数または浮動小数点数値のいずれかでタグを変更
できます。2 つのランプ式ボタンを一緒に使用して、増/減コントロールを作成

できます。 

オペレータがボタンを押すたびに、ボタンがどのように設定されているかに応
じて、タグが次の 大値または 小値に変更されます。

一部のデータ サーバーではタグに 小値と 大値の制限がありません。オペ

レータがデータ サーバーに送信できる値の範囲を制限するには、ランプ式押し

ボタンの上限および下限を設定します。

ランプ式押しボタンのプロパティを設定する

[ランプ式押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を実行し

ます。

ランプ式 
押しボタン 
ツール
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 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観、ボタンが実行するアクション、押し

たときに音声信号が生成されるかどうかを指定します。

 [ラベル] タブで、キャプションを作成し、ボタンのイメージを選択します。 

 [タイミング] タブで、オペレータがボタンを押し続けている間に、ボタン ア
クションが自動的に繰り返すされるかどうかを設定します。また、繰り返し
頻度を設定することもできます。

 [接続] タブで、ボタンがデータの転送に使用するタグまたは式を指定し 

ます。
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ナビゲーション押しボタンを作成する

ナビゲーション ボタン ツールを使用して、オペレータが開かれているグラ

フィック ディスプレイ間を移動するために使用できるボタンを作成します。

ナビゲーション押しボタンは、次の 3 つのタイプのアクションを実行できます。

 DisplayPreviousScreen は、ボタンをクリックすると、ナビゲーション履歴に

ある 1 つ前のグラフィック ディスプレイが開きます。

 DisplayNextScreen は、ボタンをクリックすると、ナビゲーション履歴にある

次のグラフィック ディスプレイが開きます。

 DisplayNavigationHistory は、ボタンをクリックすると、以前に開かれていた

画面の一覧を表示します。

ナビゲーション押しボタンのプロパティを設定する

[ナビゲーション押しボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、次の手順を

実行します。

 [全般] タブで、ボタンの全般的な外観、ボタンが実行するアクション、押し

たときに音声信号が生成されるかどうかを指定します。

 [アクティブ状態] タブで、アクティブなときのナビゲーション ボタンの外観

を設定します。

ナビゲー
ション 
押しボタン 
ツール
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 [非アクティブ状態] タブで、非アクティブなときのナビゲーション ボタンの

外観を設定します。

複数のタイプのデータ ディスプレイ オブジェクトと入力オブジェク

トを作成する

オペレータはデータ ディスプレイ オブジェクトと入力オブジェクトを使用し

て、タグ データを表示または変更できます。次のタイプのデータ ディスプレイ 

オブジェクトと入力オブジェクトを作成できます。

数値および文字列ディスプレイ オブジェクトでは、実行時にオペレータがグラ

フィック ディスプレイでタグまたは式の値を表示できます。オペレータが変更

する必要のない数値またはテキストを表示するには、ディスプレイ オブジェク

トを使用します。

数値および文字列入力オブジェクトでは、実行時にオペレータがタグ値の読み

取りまたは書き込みを実行できます。入力オブジェクトを使用して、タグ デー

タをダウンロードまたはアップロードします。
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また、入力オブジェクトは、入力オブジェクトと表示オブジェクトを別々に作

成する必要なしに、タグの現在の値を表示するように設定することもできます。

詳細については、「タグ値を継続的に更新する」(ページ 17-27) を参照してくだ

さい。

入力オブジェクトを使用してデータの取得および送信を行う

オペレータは、数値および文字列入力オブジェクトを使用して値のテーブルか

らデータを取得したり、データを送信したりできます。このデータはプログラ

ム可能なコントローラ、外部 OPC サーバーまたは DDE デバイス、または 

FactoryTalk View メモリで使用できます。 

プログラム可能なコン
トローラ

12345

データをダウンロードするには、オペレー
タは入力オブジェクトに数値を入力し、
PgDn キーまたは Enter キーを押します。

入力オブジェクトにデータをアップ
ロードするには、オペレータは PgUp 
キーを押します。

12345

プログラム可能
なコントローラ
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グラフィック ディスプレイに複数の入力オブジェクトが含まれている場合、オ

ペレータは 1 つのオブジェクトを選択して値の読み取りまたは書き込みを行う

ことも、ディスプレイのすべてのオブジェクトに対して値の読み取りまたは書
き込みを一度に行うこともできます。

また、オペレータはレシピ ファイルから一連の値を取得し、それらを変更し

て、変更した値をプログラム可能なコントローラに書き戻し、レシピ ファイル

に保存することもできます。レシピの詳細については、「レシピの作成と復元」
(ページ 17-47) を参照してください。

タグ関連の制限

グラフィック ディスプレイには、式から作成したものや、タグから作成した 

ものを含めて、合計で 大 3000 個の接続を含めることができます。

 式の中のタグ数に関係なく、オブジェクトに関連付けられた各式は 1 つの接

続としてカウントされます。

 オブジェクトの各アニメーション (タッチ アニメーション以外) は 1 つの接続

としてカウントされます。

 タグにリンクされたオブジェクトの Connections プロパティに含まれている

各接続は、1 つの接続としてカウントされます。

 トレンド オブジェクト設定された各ペンは、1 つの接続としてカウントされ

ます。

 同じ式またはタグ接続の重複する参照は、追加接続としてカウントされま
す。たとえば 1 つのディスプレイには、数値入力を 3000 まで含めることが

できます。すべての数値入力オブジェクトが同じタグを参照している場合も

同様です。

タグ値を継続的に更新する

タグの値を表示し、値を継続的に更新するように数値または文字列入力オブ
ジェクトを設定できます。実行時に、継続的に更新する入力オブジェクトの外
観が、モードを反映して変更されます。

入力オブジェクトがプログラム可能なコントローラまたはサーバーからの値を
表示する場合、点線の境界線が表示されます。

埋め込み変数に関連付けられたタグは、限界値にカウントされます。
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これは表示モードと呼ばれます。

入力オブジェクトに値が入力されたものの、値がまだダウンロードされていな
い場合、実線の境界線が表示されます。

これは書き込み保留中モードと呼ばれます。
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入力オブジェクトが入力を受け入れる準備ができている場合、ハイライト ボッ

クスで囲まれた実線の境界線が表示されます。

これは入力モード (または入力フォーカス) と呼ばれます。

実行時に、入力オブジェクトが含まれているグラフィック ディスプレイが開か

れている場合、インデックス シーケンス内の 初の更新されないオブジェクト

がフォーカスされます。

ディスプレイ内のすべての入力オブジェクトが継続的に更新されるように設定
されている場合、これらのオブジェクトはいずれも初期フォーカスを受け入れ
ません。代わりに、オペレータはフォーカスするオブジェクトを選択する必要
があります。

入力オブジェクトを選択した後で、オペレータは値をアップロードするか、レ
シピをオブジェクトに復元することができます。通信エラーのためにアップ
ロードが失敗した場合、入力オブジェクトがアウトライン フォームで表示され

ます。

入力オブジェクトを表示モードに戻すには、ESC キーを押します。

オペレータ入力を確認する

オペレータの入力を確認するために、数値入力オブジェクトの 小値と 大値
を指定できます。

実行時に、オペレータが有効な範囲外の値をダウンロードしようとすると、入
力オブジェクトの色が変更され、診断リストにエラー メッセージが記録され、

ダウンロードがキャンセルされます。

小値と 大値を定義するには、[数値入力プロパティ ] ダイアログ ボックスの 
[接続] タブで、タグ、式、または各値の番号を指定します。
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[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで、オペレータの入力エラーが発生

したときの入力オブジェクトの色を選択できます。詳細については、「グラ

フィック ディスプレイの実行時の動作を設定する」(ページ 16-55) を参照してく

ださい。

または、グラフィック ディスプレイ オブジェクトのイベント 

BeforeInputFieldDownload を使用して、ダウンロードが発生する前に、入力オブ

ジェクトを確認することもできます。VBA およびディスプレイ オブジェクトの

詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

データの取得および送信のためのショートカット キー

オペレータは次のキーを使用して、値テーブルからデータを取得したり、値

テーブルにデータを送信したりできます。これらのアクションを別のキーに割

り当て直すことも、ボタン オブジェクトに割り当てることもできます。

 PgDn キーでは、(アクティブなグラフィック ディスプレイで)書き込み保留

中モードのすべての入力オブジェクトの内容を値テーブルにダウンロードし

ます。

 Ctrl+PgDn キーでは、選択した入力オブジェクトの内容を値テーブルにダ

ウンロードします。

 Enter キーでは、選択した入力オブジェクトの内容を値テーブルにダウン

ロードします。

グラフィック ディスプレイがスクリーン キーボードを使用するように設定さ

れている場合、Enter キーを押すと、スクリーン キーボードが表示されます。

 PgUp キーでは、値テーブルからすべての値をアップロードし、グラフィッ

ク ディスプレイの入力オブジェクトに表示します。

 Ctrl+PgUp キーでは、選択した入力オブジェクトの値テーブルから値をアッ

プロードします。

 Tab キーでは、入力オブジェクト間を移動します。

オペレータが Enter キーを使用して値をダウンロードしたり、スクリーン キーボードを開

いたりできないようにするには、Display コマンドで /E パラメータを使用してグラフィッ

ク ディスプレイを開きます。これによって、Enter キーがオフになります。
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データの取得および送信のための FactoryTalk View コマンド

オペレータは次のコマンドを使用して、値テーブルからデータを取得したり、
値テーブルにデータを送信したりできます。

 Download では、選択した入力オブジェクトの内容を値テーブルにダウン

ロードします。

 DownloadAll では、書き込み保留中モードのすべての入力オブジェクトの内

容を値テーブルにダウンロードします。

 Upload では、値テーブルから値をアップロードし、選択した入力オブジェ

クトに表示します。

 UploadAll では、値テーブルからすべての値をアップロードし、入力オブ

ジェクトに表示します。

オペレータがこれらのコマンドを使用できるようにするには、グラフィック 
ディスプレイで FactoryTalk View ボタン オブジェクトに割り当てます。詳細につ

いては、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

スクリーン キーボードの構成

オペレータがレシピ、文字列、または数値の入力オブジェクトへの入力にスク
リーン キーボードを使用できるようにグラフィック ディスプレイを設定でき

ます。

文字列入力とレシピ オブジェクト (次の図に示す) のために開かれるキーボード

は英数字を受け入れます。数値入力オブジェクトのために開かれるキーパッド
は数字のみを受け入れます。
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オペレータがスクリーン キーボードで [フィールドの更新] または [ダウンロー

ド] を押す、またはハードウェア キーボードで Enter キーを押すと、スクリーン 
キーボードで入力された文字が、選択した入力オブジェクトに転送されます。

スクリーン キーボードの詳細については、「グラフィック ディスプレイの実行

時の動作を設定する」(ページ 16-55) を参照してください。

数値および文字列ディスプレイ オブジェクトを作成する

数値ディスプレイ ツールと文字列ディスプレイ ツールを使用して、実行時にオ

ペレータがタグや式のデータを表示するために使用できるオブジェクトを作成
します。

目的 押すキー

スクリーン キーボードを閉じて、その後のダウンロード

のために、入力オブジェクトに新しい値を保存する。

フィールドの更新

数値および文字列入力オブジェクトの場合、スクリーン 
キーボードを閉じて、オペレータが入力した値またはテ
キストをダウンロードする。

レシピ オブジェクトの場合、スクリーン キーボードを閉

じて、[レシピ] ダイアログ ボックスを開き、オペレータ

が入力したテキストを [レシピ ファイル] ボックスに挿入

する。

ダウンロード

スクリーン キーボードを閉じて、オペレータの変更を破

棄する。

キャンセル

数値および文
字列ディスプ
レイ ツール
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[数値ディスプレイ プロパティ ] ダイアログ ボックスまたは [文字列ディスプレ

イ プロパティ ] ダイアログ ボックスで、表示するタグまたは式、ディスプレイ 
オブジェクトの外観を指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプ

ションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

数値および文字列入力オブジェクトを作成する

数値入力ツールと文字列入力ツールを使用して、オペレータが数値やテキスト
を受け入れるタグのデータを入力するために使用できるオブジェクトを作成し
ます。

[数値入力プロパティ ] ダイアログ ボックスまたは [文字列入力プロパティ ] ダイ

アログ ボックスで、実行時にオペレータが操作するタグ、入力オブジェクトの

外観、オブジェクトが継続的にタグの値を更新するかどうかを指定します。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。

さまざまなタイプのインジケータを作成する

インジケータは、さまざまな状態を反映する複数の色、キャプション、イメー
ジ、またはオプションを表示することによってプロセスまたは操作のステータ
スを表示します。 

アプリケーションのニーズに応じて、次のタイプのインジケータを作成できます。

マルチステート インジケータは、さまざまな状態を反映する複数の色、キャプ

ション、またはイメージを表示することによって、プロセスまたは操作の現在
の状態を表示します。

シンボル インジケータは、プロセスまたは操作の状態にあわせて変化するシン

ボルを表示します。これによって、オペレータがプロセスまたは操作のステー
タスを一目で確認できます。

リスト インジケータは、プロセスまたは操作の状態のリストを表示し、現在の状

態をハイライトします。各状態がリスト内のキャプションによって示されます。

これによって、オペレータが現在の状態を確認し、その他の可能性のある状態
も確認できます。連続するプロセスの場合、リストがオペレータに次に何か発
生するかを通知できます。

インジケータ オブジェクトの設定の詳細については、オブジェクトの [プロパ

ティ ] ダイアログ ボックスで [ヘルプ] をクリックしてください。

数値および 
文字列入力
ツール
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インジケータの状態を設定する

インジケータの外観は、状態に基づいて変更されます。[プロパティ ] ダイアロ

グ ボックスの [状態] タブで、インジケータがそれぞれの状態でどのように表示

されるかを指定できます。

ほとんどのインジケータに複数の状態とエラー状態があります。エラー状態は、
インジケータが無効なデータを受け取ったときに発生します。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスの [接続] タブで、インジケータ オブジェクト

の状態を設定します。

下位ビットを使用して状態をトリガーする

下位ビット (LSB) のトリガー タイプは、タグの値の 下位ビットの位置に基

づいて、インジケータの状態を変更します。 下位ビットより上位のビットは
無視されます。

タグの値の各ビット位置は、インジケータの状態のいずれかに対応します。た
とえば、位置 1 は状態 1 をトリガーします。

タグの値がトリガーできる状態の数は、タグのデータ タイプに応じて異なりま

す。たとえば、タイプが Long 型整数のタグは、 大 33 個のインジケータの状

態を変更するために使用できます (32 個のビット位置 + 0)。

プログラム可能なコントローラを使用して、これらのビットを個別に設定でき
ます。

インジケータの接続を設定する

プログラム可能なコントローラのようなデバイスに接続するために、インジ
ケータはインジケータ タグまたはインジケータ式と呼ばれるタグまたは式を使

用します。 

インジケータ タグは、配線で接続されたパネルの表示灯と似ています。タグま

たは式は、インジケータの各状態の外観を変更し、オペレータに視覚フィード
バックを提供します。たとえば、インジケータ タグはプロセスが実行中である

か、停止しているかを示すことができます。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスの [接続] タブで、インジケータ タグまたは式

を設定します。

リスト インジケータにはエラー状態がありません。インジケータ タグの値が利用可能な状態

と一致しない場合、状態がハイライトされません。
17–34



17 • グラフィック オブジェクトを作成する   
•  •  •  •  •

17 ????????
マルチステート インジケータを作成する

マルチステート インジケータ ツールを使用して、各状態に対してさまざまな

色、キャプション、またはイメージを表示することによりプロセスまたは操作
の現在の状態を表示するインジケータを作成します。

[マルチステート インジケータのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、マルチス

テート インジケータの状態の値を指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボック

スのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

実行時に、マルチステート インジケータは、値がインジケータ タグまたはイン

ジケータ式の値と一致する状態を表示します。

シンボルを作成する

シンボル ツールを使用して、プロセスまたは操作の状態にあわせて変更するモ

ノクロ イメージを表示するインジケータを作成します。これによって、オペ

レータがプロセスまたは操作のステータスを一目で確認できます。

[シンボルのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、シンボル インジケータの状態

の値、各状態に表示するイメージを指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボッ

クスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

実行時に、シンボル インジケータは、値がインジケータ タグまたはインジケー

タ式の値と一致する状態を表示します。

リスト インジケータを作成する

リスト インジケータ ツールを使用して、プロセスまたは操作の状態のリストを

表示し、現在の状態をハイライトするインジケータを作成します。

各状態がリスト内のキャプションによって示されます。このタイプのインジ
ケータは、オペレータが現在の状態を確認し、その他の可能性のある状態も確
認するために役立ちます。連続するプロセスの場合、リストがオペレータに次
に何か発生するかを通知できます。

[リスト インジケータのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、リスト インジケー

タの状態の値を指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの

詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

実行時に、リスト インジケータは、値がインジケータ タグまたはインジケータ

式の値と一致する状態をハイライトします。

マルチステー
トインジケー
タ ツール

シンボル 
インジケー
タ ツール

リスト 
インジケー 
タ ツール
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複数のタイプのゲージとグラフを作成する

ゲージおよびグラフは数値を視覚的に表示します。

ゲージを使用して限界値を表示する

ゲージは数値をダイヤル形式で表示します。ゲージは、下限と上限の相関から
値を表示するために役立ちます。

たとえば、温度ゲージは、上限および下限との相関から現在の温度を表示しま
す。(左、上、または右を指す) ゲージの針の位置を見れば、オペレータは一目

で温度が下限または上限に近いか、中間に近いかを判断できます。

ゲージは、オペレータが (ゲージの尺度が見えないほど) 遠くから、あるいは

ゲージを正確に読み取れるようになる前に、異常な状態をただちに認識するこ
とが重要な場合に、数値表示の代わりに使用されます。

ゲージの塗りつぶしの色を複数のしきい値で変更する

針がゲージの上限近くにある場合に、針の下の領域を特定の色で塗りつぶすよ
うに設定できます。オペレータが異常な状態を認識しやすくするために、タグ
値がしきい値を超えるとゲージの塗りつぶしの色が変更されるように設定でき
ます。例:

 オーブンの温度がレシピに必要な温度よりも低い場合、ゲージの温度が青で
表示されます。

 温度がレシピに適した範囲内である場合、ゲージの温度が緑で表示され 
ます。

 温度がレシピで許容できる上限よりも高い場合、ゲージの温度が赤で表示さ
れます。

ゲージでカラーの塗りつぶしを使用する場合、異常な状態が発生したときにオ
ペレータが状態を認識できるように、充分に目立つ塗りつぶしが表示されるよ
うにします。

グラフを使用して値を比較する

グラフは数値を棒グラフ形式で表示します。

グラフは複数の値を比較したり、縦軸の読み取りに適したタンク内の容量レベ
ルを表したりするために役立ちます。

赤と緑を見分けられない人もいるので、意味を設定するために色だけに頼らないでください。
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オペレータが数値間の関係を分析することが重要な場合に、数値ディスプレイ
の代わりにグラフを使用します。

オペレータは数値の減算を行うよりも、1 つのグラフが他のグラフよりも低いレ

ベルであることや、グラフの塗りつぶしが緑色であり、他のグラフの塗りつぶ
しが赤であることを簡単に確認できます。

たとえば、1 つの棒グラフでレシピに必要な材料タンクのレベルを表示し、2 番
目の棒グラフでタンクの実際のレベルを表示することができます。

初のグラフが各レシピに必要なレベルを表すために変更され、タンクの実際
のレベルが上昇するか下降すると、2 番目のグラフが変更されます。

棒グラフの塗りつぶしの色を複数のしきい値で変更する

オペレータが異常な状態を認識しやすくするために、タグ値がしきい値を超え
るとグラフの塗りつぶしの色が変更されるように設定できます。例:

 材料タンクのレベルがレシピで必要とされるレベルを下回った場合、グラフ
でタンクのレベルが赤で表示されます。

 タンクのレベルがレシピの現在の範囲内である場合、グラフのレベルが黄色
で表示されます。

 レベルがレシピで必要とされるレベルを上回った場合、グラフのレベルが緑
で表示されます。

棒グラフでスケールを使用して限界値を表示する

ゲージとは異なり、棒グラフには統合されたスケールがありません。

代わりに、スケールとテキストを使用して棒グラフに値を表示できます。ス
ケールは長い線で示されるメジャー チェックと、短い線で示されるマイナー 
チェックで構成されます。メジャー チェックとマイナー チェックの値を示すに

は、テキスト オブジェクトを使用します。

ゲージを作成する

ゲージ ツールを使用して、ダイヤルの針を使用した数値表示を行います。

[ゲージのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、ゲージの 大値と 小値、ゲー

ジが接続されるタグまたは式を指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボックス

のオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

実行時に、ゲージはタグまたは式の値をゲージの 大値および 小値との相関
から示します。

ゲージ 
ツール
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棒グラフを作成する

棒グラフ ツールを使用して、値の上昇または下降に従って塗りつぶし部分を増

減することによって数値を示すグラフを作成します。 

[棒グラフのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、棒グラフの 大値と 小値、

棒グラフが接続されるタグまたは式を指定します。[プロパティ ] ダイアログ 
ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

実行時に、グラフはタグまたは式の値をグラフの 大値および 小値との相関
から示します。

スケールを作成する

スケール ツールを使用して、棒グラフのスケールを作成します。

[スケールのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、スケールの外観を指定します。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。

凡例としてスケールに値を配置するには、テキスト オブジェクトを使用します。

スケールは実行時に変更されないため、タグに接続する必要はありません。

キー オブジェクトを使用して、キーボードの機能をシミュレーション

する

FactoryTalk View のグラフィック エディタでは、「キー」という用語は次のいず

れかを意味します。 

 キーのアニメーション: グラフィック オブジェクトまたはグラフィック ディ

スプレイをキーボードのキーまたはマウス ボタンにリンクし、オペレータが

キーまたはマウス ボタンを押してアクションを実行できるようにします。詳

細については、「キーを使用してオブジェクトとディスプレイを関連付ける」
(ページ 18-23) を参照してください。

 スクリーン キーボード: タッチ画面を使用するユーザーがハードウェア 
キーボードを必要とせずに、入力オブジェクトに数値やテキストを入力で
きます。

実行時にスクリーン キーボードを使用できるようにするには、[ディスプレイ

の設定] ダイアログ ボックスの [動作] タブで、[スクリーン キーボードを表示] 
チェック ボックスを選択します。詳細については、「グラフィック ディスプ

レイの実行時の動作を設定する」(ページ 16-55) を参照してください。

棒グラフ 
ツール

スケール 
ツール
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 キー : キーボードのキーの機能をシミュレーションするためにディスプレイ

に配置するグラフィック オブジェクトです。このタイプのキーは、コント

ロール リスト セレクタ、パイロット コントロール リスト セレクタ、ディス

プレイ リスト セレクタ、およびトレンドと一緒に使用する場合にだけ使用

できます。

複数のタイプのキー オブジェクトを作成する

コントロール リスト セレクタ、ディスプレイ リスト セレクタ、パイロット コン

トロール リスト セレクタ、またはトレンドの場合、アプリケーションのニーズ

に応じて、次のタイプのキーを作成できます。

Backspace キー : カーソルをハイライトされた項目に戻します。

End キー : 現在表示されているページの 下部にある項目に移動します。トレン

ドの場合、End キーを押すと、トレンドのスケールが再開され、トレンド内の現

在のデータまたは 新のデータに移動します。

Enter キー : 現在ハイライトされている項目を選択します。

Home キー : 現在表示されているページの 上部にある項目に移動します。トレン

ドの場合、Home キーを押すと、トレンドを一時停止し、トレンド内の一番古い

データに移動します。

[左へ移動] : トレンドを一時停止し、左にスクロールします。

[右へ移動] : トレンドを一時停止し、右にスクロールします。

[下へ移動] : リスト内の 1 つ下の項目に移動します。トレンドの場合、[下へ 

移動] を押すと、下へスクロールして、垂直方向のスケールに低い値を表示し 

ます。

[上へ移動] : リスト内の 1 つ上の項目に移動します。トレンドの場合、[上へ 

移動] を押すと、上へスクロールして、垂直方向のスケールに高い値を表示し 

ます。

[1 ページ下に移動] では、リスト内の 1 ページ下に移動します。

[1 ページ上に移動] では、リスト内の 1 ページ上に移動します。
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複数のキー オブジェクトを作成するには、次の図に示すツールを使用します。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスで、オブジェクトのさまざまな機能がタグに

整理されています。各タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

選択したキーの自動繰り返し機能を設定する

自動繰り返しを設定できる [左へ移動]、[右へ移動]、[上へ移動]、[下へ移動]、[1 

ページ上に移動]、[1 ページ下に移動] キーを除き、すべてのキー オブジェクトに

同様の機能があります。

[タイミング] タブで、オペレータがキーを押し続けている間に、キーの押下が

自動的に繰り返されるかどうかを設定します。キーを繰り返す頻度を設定する

こともできます。詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

複数のグラフィック オブジェクトで同じセットのキーを使用する

グラフィック ディスプレイに複数のコントロール リスト セレクタ、パイロット 

コントロール リスト セレクタ、ディスプレイ リスト セレクタ、またはトレン

ドが含まれている場合、1 つのキー セットを使用して、すべてのオブジェクト

を制御できます。各オブジェクトに個別のキー セットを設定する必要はありま

せん。

同じキー セットを使用するようにすべてのオブジェクトを設定するには、キー 

オブジェクトを作成し、各キーの [プロパティ ] ダイアログ ボックスの [全般] タ

ブで、[プレスの送信先] オプションに [フォーカスのあるオブジェクト] を選択し

ます。詳細については、[プロパティ ] ダイアログ ボックスの [ヘルプ] をクリッ

クしてください。

End

Enter

Home

右へ移動

上へ移動

1 ページ上に

移動

左へ移動

下へ移動

Backspace 1 ページ下に移動
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複数のタイプの詳細オブジェクトを作成する

FactoryTalk View の詳細オブジェクトにはさまざまな機能があります。アプリ

ケーションのニーズに応じて、次のタイプの詳細オブジェクトを作成できます。

HMI タグ アラーム サマリ オブジェクト: オペレータは HMI タグ アラーム デー

タを監視して応答できます。

矢印オブジェクト: 垂直または水平のパスでタグまたは式の値を追跡します。

コントロール リスト セレクタ: オペレータが状態のリストから選択し、それら

の状態に関連付けられた値を書き込むことができます。

パイロット コントロール リスト セレクタ: コントロール リスト セレクタと同じ

機能があります。ただし、これらの機能はオペレータが直接制御することも、
プログラム可能なコントローラなどのデバイスによってリモートから制御する
こともできます。

タグ ラベル: 説明、エンジニアリング ユニット、 小値および 大値などのタ

グのプロパティについての情報が表示されます。

ディスプレイ リスト セレクタ: オペレータがリスト内のグラフィック ディスプ

レイ間を移動できます。

ローカル メッセージ ディスプレイ: 情報や次に何を実行するかを尋ねるプロン

プトをオペレータに表示します。

レシピ オブジェクト: オペレータがレシピ ファイルからのデータをグラフィッ

ク ディスプレイ内の入力オブジェクトに復元できます。

日付と時刻: 現在の日付と時刻を表示します。

トレンド: リアルタイム データまたは履歴データの視覚的表現、またはチャート

を提供します。

作成についての情報:

 HMI タグ アラーム サマリについては、11 章、HMI タグ アラームを設定する

を参照してください。

 トレンド オブジェクトについては、23 章、トレンドを設定するを参照し

てください。

詳細オブジェクトの設定の詳細については、オブジェクトの [プロパティ ] ダイ

アログ ボックスで [ヘルプ] をクリックしてください。
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矢印を作成する

矢印ツールを使用して、タグ値または式の結果に基づいて移動する矢印を作成
します。矢印は垂直または水平に移動できます。

タグの低 EU (エンジニアリング ユニット) または高 EU との相関から、垂直の矢

印は上下に移動し、水平の矢印は左右に移動します。

HMI タグの場合、矢印はタグの 小値および 大値、または [矢印のプロパティ ] 
ダイアログ ボックスの [全般] タブで指定された値との相関から移動できます。

データ サーバー タグの場合、値を [全般] タブで指定する必要があります。

垂直の矢印の場合、値が 小値以下の場合、矢印が範囲内の下端に表示されま
す。値が 大値以上の場合、矢印は上端に表示されます。

水平の矢印の場合、値が 小値以下の場合、矢印が範囲内の左端に表示されま
す。値が 大値以上の場合、矢印は右端に表示されます。

タグ ラベルを作成する

 タグ ラベル ツールを使用して、実行時に複数のタイプのタグ情報を表示し 

ます。

[タグ ラベルのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、ラベルに関連付けられたタ

グ、表示するプロパティを指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオ

プションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

一部の HMI タグ プロパティには、タグ ラベルを使用して表示される際の別の名

前があります。次の表で、各タグ ラベルに対応するプロパティについて説明し

ます。

タグ ラベル

対応する HMI 
タグ プロパ

ティ

HMI タグ

のタイプ 表示される内容

低 EU 小値 アナログ タグの 小値

高 EU 大値 アナログ タグの 大値

接点値 ステータス デジタル タグの現在のステータス。タグ値が 1 の場合、 

[オン ラベル] と表示され、タグ値が 0 の場合、 

[オフ ラベル] と表示されます。

エンジニアリング ユニッ

ト (EU)
単位 アナログ タグのユニット ラベル

タグ名 名前 すべてのタ
イプ

タグの名前

矢印ツール

タグ ラベ

ル ツール
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日付と時刻ディスプレイを作成する

日付と時刻ディスプレイには、現在の日付と時刻が表示されます。日付と時刻
ディスプレイ ツールを使用して、グラフィック ディスプレイに日付と時刻を表

示するボックスを作成します。

[日付と時刻ディスプレイのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、オブジェクト

の外観、日付と時刻の表示形式を指定します。[プロパティ ] ダイアログ ボック

スのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイ リスト セレクタを作成する

ディスプレイ リスト セレクタ ツールを使用して、アプリケーション内でグラ
フィック ディスプレイのリストを作成すると、オペレータは実行時にそのリス
トを選択できます。

ディスプレイを開くには、ディスプレイに対応する状態を選択し、その後 Enter 
キーを押します。

[ディスプレイ リスト セレクタのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、ディスプ
レイに状態を割り当てます。[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの
詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイ リスト セレクタの状態を設定する

ディスプレイ リスト セレクタの状態を設定するには、リストに表示するグラ
フィック ディスプレイの数を決め、[状態] タブでそのディスプレイ リスト セレ
クタに状態の数を追加します。 

各状態に対して、ディスプレイとそれに関連付けられたパラメータ ファイル 
またはパラメータ リストを指定します。また、ディスプレイを識別するキャプ
ションも指定します。これは、実行時にオペレータに対して表示される内容 
です。

タグの説明 説明 すべてのタ
イプ

タグの説明

接点開ラベル オフ ラベル デジタル タグのオフ ラベル

接点閉ラベル オン ラベル デジタル タグのオン ラベル

ネットワーク分散アプリケーションの場合、ディスプレイ リスト セレクタはホーム エリアに

配置されたグラフィック ディスプレイでのみ操作できます。ホーム エリアの詳細については、

6 章、ネットワーク分散アプリケーションを操作するを参照してください。

タグ ラベル

対応する HMI 
タグ プロパ

ティ

HMI タグ

のタイプ 表示される内容

日付と時刻
ディスプレ
イ ツール

ディスプレイ 
リスト 
セレクタ 
ツール
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オペレータにローカル メッセージ ディスプレイで指示を出す

実行時に、ローカル メッセージ ディスプレイを使用して、オペレータにプロセ

ス、次に何を実行するかについての情報を提供します。

たとえば、状態を正確にグラフィック表示できないデバイスのステータスを説
明するメッセージを提供するか、またはオペレータに特定の状況が発生したと
きに対処する方法を指示します。

ローカル メッセージを設定する

ローカル メッセージの設定には、以下のタスクが含まれます。

1. ローカル メッセージ エディタで、表示するメッセージ、そのメッセージの

トリガー値が含まれるローカル メッセージ ファイルを作成します。

2. グラフィック ディスプレイで、値タグまたは式が、指定したローカル メッ

セージ ファイルのトリガー値と一致する場合にメッセージを表示するローカ

ル メッセージ ディスプレイを作成します。

ディスプレイで複数のローカル メッセージ ディスプレイ オブジェクトを使用し

て、各オブジェクトを異なるローカル メッセージ ファイルにリンクすることが

できます。また、複数のローカル メッセージ ディスプレイに対して同じローカ

ル メッセージ ファイルを使用することもできます。

ローカル メッセージの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参

照してください。

トリガー値は 0 にできません

ローカル メッセージのトリガー値は 0 以外の整数値にすることができます (正ま

たは負)。トリガー値を連続する値にする必要はありませんが、メッセージごと

に一意にする必要があります。たとえば、トリガー値として 1、2、および 3、
または 10、20、および 30 を使用できます。 

トリガー値は 0 にすることができないため、デジタル HMI タグを使用する場合、

値 1 のみを使用してメッセージをトリガーできます。

アナログ タグまたは式を使用する場合、0 以外の任意の整数または浮動小数点

数値を使用してメッセージをトリガーできます。浮動小数点数値は も近い整
数に丸められます。
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実行時に表示される内容

ローカル メッセージ ファイルでは、各メッセージがトリガー値に関連付けられ

ます。ローカル メッセージ ディスプレイの値タグまたは式がトリガー値と一致

している場合、トリガーに関連付けられたメッセージが表示されます。

実行時に、ローカル メッセージ ディスプレイに一度に 1 つのメッセージが表示

されます。

特殊なケースは次のように処理されます。

 値タグまたは式が割り当てられていない場合、ローカル メッセージ ディス

プレイが疑問符 ( ?) で埋まります。

 値タグまたは式が も近い整数に丸められます。この値がメッセージ ファイ

ル内のどのトリガー値とも一致しない場合、ローカル メッセージ ディスプ

レイが疑問符 ( ?) で埋まります。

 メッセージが長すぎてリストに収まらない場合、 後に表示された文字がア
スタリスク ( * ) に置換されます。

 値タグまたは式の値が 0 の場合、ローカル メッセージ ディスプレイがクリ

アされます。

ローカル メッセージ ディスプレイを作成する

ローカル メッセージ ディスプレイ ツールを使用して、実行時に事前定義された

メッセージを表示するオブジェクトを作成します。

[ローカル メッセージ ディスプレイのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、メッ

セージ ディスプレイの値タグ、関連付けられたメッセージ ファイルを指定しま

す。[プロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] 
をクリックしてください。

例:ローカル メッセージを設定する

この例では、ローカル メッセージを使用して、オペレータにホイストのステー

タスを通知する方法を示します。

ローカル メッ

セージ ディス

プレイ ツール
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1. Hoist_Status という名前のアナログ タグを作成します。

このタグは、ホイストのセンサーにリンクされたプログラム可能なコント
ローラのアドレスをポイントします。タグは次の 5 つの値があります。

2. ローカル メッセージ エディタで、Hoist_Status タグと一致する 5 つトリガー

値を持つ次のメッセージを作成します。

3. 「Hoist status」という名前でメッセージ ファイルを保存します。

4. グラフィック エディタで、ローカル メッセージ ディスプレイ オブジェクト

を作成します。

5. オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスで、[全般] タブをクリッ

クし、「Hoist status」メッセージ ファイルを選択します。

6. [接続] タブをクリックし、[タグ/式] 列に「Hoist_Status」と入力します。

実行時に、オペレータがローカル メッセージ ディスプレイ オブジェクトが含ま

れているグラフィック ディスプレイを表示すると、ホイストのステータスが表

示されます。

ホイストの場所 タグの値

下部 1

上昇中 2

上部と 下部の間で停止 3

下降中 4

上部 5

トリガー値 メッセージ

1 ホイストは上昇する準備ができています。

2 ホイストはパレットを上昇中です。

3 ホイストは停止しました。

4 ホイストはパレットを下降中です。

5 ホイストは上昇を完了しました。
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レシピの作成と復元

レシピ ファイルはグラフィック ディスプレイ内のすべての数値および文字列入

力オブジェクトのタグ値を提供します。入力オブジェクトが受け取るタグ値を
判断するために、レシピ ファイルはオブジェクトに割り当てられたインデック

ス番号を使用します。

FactoryTalk View は、入力オブジェクトおよびボタンを作成したときに、イン

デックス番号を割り当てます。オブジェクトのインデックス番号を確認するに
は、[プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、[タブ インデックス] ボックスで

番号を確認します。

インデックス番号の詳細については、「インデックス番号を使用してディスプレ
イ内のオブジェクトに移動する」(ページ 18-20) を参照してください。

レシピ エディタでレシピ ファイルを作成するか、実行時にレシピ オブジェクト

でファイル名を指定してそのファイルに値を保存することによってレシピ ファ

イルを作成できます。 

レシピ オブジェクトを作成する

レシピ ツールを使用して、グラフィック ディスプレイにレシピ オブジェクトを

作成し、実行時にオペレータがレシピ ファイルを復元したり、保存したりでき

るようにします。 

ディスプレイで入力オブジェクトに値を 1 つずつ入力する代わりに、オペレー

タはレシピ オブジェクトを使用して、すべてのオブジェクトに一度に値を指定

するレシピをロードできます。オペレータはレシピ オブジェクトを使用して、

ネットワーク デバイスに値を書き込むこともできます。

実行時にレシピ値を復元して保存する

実行時に、オペレータはレシピ ファイルから入力オブジェクトに値を復元し、

それらの値をネットワーク デバイスまたはサーバーに送信することができます。

また、オペレータはネットワーク デバイスまたはサーバーから入力オブジェク

トに値をアップロードし、それらの値をレシピ ファイルに保存することもでき

ます。通信エラーのためにアップロードが失敗した場合、入力オブジェクトが
アウトライン フォームで表示されます。

各グラフィック ディスプレイに含めることができるレシピ オブジェクトは 1 つだけです。

レシピ 
ツール
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グラフィック ディスプレイでレシピ オブジェクトを使用するには、以下のいず

れかの操作を行ってください。

 レシピ オブジェクトをダブルクリックして [レシピ] ダイアログ ボックスを

開き、レシピ ファイルを保存または復元します。

 オブジェクトを移動するには Ctrl+R キーを押し、レシピ ファイルの内容を

復元するには Enter キーを押します。

 オブジェクトを移動するには Ctrl+W キーを押し、レシピ ファイルを保存す

るには Enter キーを押します。

ディスプレイがスクリーン キーボードを使用するように設定されている場合、

レシピ オブジェクトを選択して Enter キーを押すと、キーボードが開きます。 

[レシピ] ダイアログ ボックスを開くには、スクリーン キーボードで [ダウン

ロード] を押します。

レシピ ファイルから値を復元するには

1. レシピ オブジェクトで、復元するレシピ ファイルの名前を入力し、Enter 

キーを押します。

2. [レシピ] ダイアログ ボックスで、[復元] をクリックします。 

レシピ ファイル名を指定しなかった場合、 初にレシピ ファイルを選択し、

次に [復元] をクリックします。

また、RecipeRestore コマンドを使用して、レシピ ファイルから値を復元するこ

ともできます。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

レシピ ファイルの名前が不明な場合は、レシピ オブジェクトをクリックし、Enter キーを

押します。
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17 ????????
レシピ値をネットワーク デバイスまたはサーバーにダウンロードす

るには

 レシピ ファイルからディスプレイ内の入力オブジェクトに値を復元した後

で、値をダウンロードするには、PgDn キーを押すか、DownLoad コマンドま

たは DownLoadAll コマンドを使用します。

例:実行時にレシピ ファイルを作成する

次のグラフィック ディスプレイの入力ボックスに入力した値は、チョコレート

チップ クッキーのレシピ ファイルを作成するために使用されます。

これは新しいレシピ ファイルです。

数値入力ボックス

レシピ オブジェクト 

文字列入力ボックス
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ネットワーク デバイスまたはサーバーのレシピ値を保存するには

1. レシピ ファイルに保存する値をアップロードするには、PgUp キーを押すか、

Upload コマンドまたは UploadAll コマンドを実行します。

2. レシピ オブジェクトで、レシピ ファイルの名前を入力し、Enter キーを押し

ます。

3. [レシピ] ダイアログ ボックスで、[保存] をクリックします。

レシピ ファイル名を指定しなかった場合、 初にレシピ ファイルを選択し、

次に [保存] をクリックします。

また、RecipeSave コマンドを使用して、レシピ ファイルに値を保存することも

できます。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

コントロール リスト セレクタを作成する

コントロール リスト セレクタでは、オペレータがプロセスの状態のリストをス

クロールし、いずれかの状態を選択できます。リスト内のハイライトは現在の
状態を表示します。

レシピ ファイルの名前が不明な場合は、レシピ オブジェクトをクリックし、Enter キーを

押します。

インデックス番号

Value

タグ名 
(コメント内)
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17 ????????
コントロール リスト セレクタで状態を選択する

コントロール リスト セレクタは複数の状態を同時に表示することはできます

が、一度に選択できる状態は 1 つだけです。オペレータがリストをスクロール

すると、各状態が自動的に選択されます。

状態の値がネットワーク デバイスに書き込まれる前にオペレータが特定の状態

を確認できるようにするには、コントロール リスト セレクタに Enter キーを含

めます。

キーを使用してリストをスクロールする

コントロール リスト セレクタは、次のいずれかで操作します。

 キー オブジェクト。キーボードのキーの機能を複製するグラフィック オブ

ジェクトです。タッチ画面端末で使用します。

 端末のキーパッドの矢印キーと Enter キー。

 キーボードの矢印キーと Enter キー。

オペレータはキーを押してリストを上下にスクロールするか、またはリストか
ら選択します。フォーカスがあるコントロール リスト セレクタ、または特定の

コントロール リスト セレクタで動作するようにキーを設定できます。

キーの詳細については、「キー オブジェクトを使用して、キーボードの機能をシ

ミュレーションする」(ページ 17-38) を参照してください。

値タグを設定する

実行時に、次の状況で値タグが変更されます。

 オペレータがリスト内の次の項目を選択したとき。

 コントロール リスト セレクタで Enter キーを使用して選択内容を確認する 

必要がある場合、オペレータが Enter キーを押したとき。

 別のプロセスによってネットワーク デバイス内のタグの値が変更された 

とき。

たとえば、コントロール リスト セレクタはタグの値を変更するために使用

されます。タグの値が 0 の場合、オペレータが次の状態を選択すると、タグ

の値が次の状態の値、たとえば 1 に変更されます。

別のプロセスによってタグの値が 2 に変更された場合、次にオペレータが状

態を選択するとき、タグの値が 3 に変更されます。
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Enter キー ハンドシェイクを使用して、確実に現在の値が読み取られ

るようにする

オペレータがコントロール リスト セレクタの Enter キーを押すと、ハイライト

された状態の値がネットワーク デバイスに書き込まれます。

Enter キー ハンドシェイクを使用して、指定された期間にネットワーク デバイス

でタグの現在の値を保持し、コントロール リスト セレクタによって新しい値に

上書きされる前に必ず読み取られるようにします。

オブジェクトに対する Enter キー ハンドシェイクが完了する前に、オペレータ 

はグラフィック ディスプレイ内の他のオブジェクトへの入力を実行できます。

ただし、オブジェクトのハンドシェイクが完了する前にオペレータがそのオブ
ジェクトに対して Enter キーを押すと、診断ログ ファイルにエラーが送信され 

ます。

グラフィック ディスプレイが閉じられると、Enter タグが 0 にリセットされ、 

ハンドシェイクのタイミングもリセットされます。

コントロール リスト セレクタを作成する

コントロール リスト セレクタ ツールを使用して、オペレータが連続して切り替

えることができる複数のオプションが表示されるリストを作成します。コント
ロール リスト セレクタでは、状態をハイライトすることによって、プロセスま

たは操作の現在の状態が表示されます。

オペレータがキーを押すたびに、コントロール リスト セレクタのハイライトの

場所が変更され、値タグが次の状態の値に変更されます。

コントロール リスト セレクタが 後の状態のときにオペレータがキーを押す

と、コントロール リスト セレクタは 初の状態に戻ります。

パイロット コントロール リスト セレクタを作成する

パイロット コントロール リスト セレクタでは、オペレータ (リモート デバイス) 
がプロセスの状態のリストをスクロールして選択できます。リスト内のハイラ
イトは現在の状態を示します。

コントロール 
リスト 
セレクタ 
ツール
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17 ????????
パイロット コントロール リストの機能

パイロット コントロール リスト セレクタには、コントロール リスト セレクト

にはない機能があります。

 状態はオペレータ、リモート ネットワーク デバイス、またはその両方が選

択できます。 

コントロール リスト セレクトはオペレータまたはネットワーク デバイスが

制御できますが、その両方が制御することはできません。

 状態を個別にオフにして、選択できないようにすることができます。

コントロール リスト セレクタで状態をオフにすることはできません。

 リストに表示されているすべての項目の状態値を、リストのスクロール時に
可視状態タグに書き込むことができます。可視状態タグは配列をサポートす
るデータ サーバー タグにする必要があります。HMI タグを使用することは

できません。

コントロール リスト セレクタには可視状態タグがありません。

 リストの 上位にある項目の状態値を、リストのスクロール時に上位置タグ
に書き込むことができます。

コントロール リスト セレクタには上位置タグがありません。

パイロット コントロール リスト セレクタで状態を選択する

パイロット リスト セレクタは複数の状態を同時に表示することはできますが、

一度に選択できる状態は 1 つだけです。

[接続] タブでタグまたは式を割り当てることによって、パイロット コントロー

ル リスト セレクタをオペレータが制御するか、リモートで制御するかを設定で

きます。

また、オペレータが制御するか、リモートで制御するか、オペレータとリモート
の両方で制御するか、いずれも制御しないかを、状態に対して個別に設定するこ
ともできます。何も選択されない場合、状態はオフになり、選択できません。

パイロット コントロール リスト セレクタをオペレータが制御するように設定し

た場合、オペレータがリモートで制御される状態またはオフになっている状態
を選択すると、次の右側の図で表示されるように、透過のカーソルが表示され
ます。
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キーを使用してリストをスクロールする

パイロット コントロール リスト セレクタをオペレータが制御する場合、次のい

ずれかで操作します。

 キー オブジェクト。キーボードのキーの機能を複製するグラフィック オブ

ジェクトです。タッチ画面端末で使用します。

 端末のキーパッドの矢印キーと Enter キー。

 キーボードの矢印キーと Enter キー。

オペレータはキーを押してリストを上下にスクロールするか、またはリストか
ら選択します。フォーカスがあるパイロット コントロール リスト セレクタ、ま

たは特定のパイロット コントロール リスト セレクタで動作するようにキーを設

定できます。

キーの詳細については、「キー オブジェクトを使用して、キーボードの機能をシ

ミュレーションする」(ページ 17-38) を参照してください。

リスト ビューを制御する

パイロット コントロール リスト セレクタにリストで同時に表示できる数よりも

多くの状態が含まれている場合、リストの 上位にある項目が変更されると、
上位置タグ (割り当てられている場合) の値が変更されます。

可視状態タグが割り当てられている場合、リストをスクロールすると、すべて
の可視状態に割り当てられた値が可視状態タグに書き込まれます。

可視状態が書き込まれると、タグは配列をサポートする必要があり、配列はパ
イロット コントロール リスト セレクタの可視状態の数と同じ長さにする必要が

あります。

塗りつぶしのカーソルは、オペレータ
がこの状態を選択できることを意味し
ます。

透過のカーソルは、オペレータがこの状
態を選択できないことを意味します。
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項目を直接、またはリモートで選択する

各状態はオペレータが直接選択することも、プログラム可能なコントローラな

どのデバイスによってリモートから選択することもできます。オペレータまた

はコントローラはリストをスクロールし、可視状態の別の状態または別のグ

ループを選択します。

オペレータまたはリモート デバイスが状態を選択すると、選択された状態に割

り当てられた値がパイロット コントロール リスト セレクタの値タグに書き込ま

れます。状態がオフになっている場合、状態の値が値タグに書き込まれません。

オペレータがリモートで制御されている状態を選択しようとすると、状態の値

が値タグに書き込まれません。

値タグを設定する

実行時に、次の状況で値タグが変更されます。

 [全般] タブで [入力時に書き込み] チェック ボックスがオフになっている場

合、オペレータがリスト内の項目を選択したとき。

 [全般] タブで [入力時に書き込み] チェック ボックスがオンになっている場

合、オペレータがリスト内の項目を選択し、Enter キーを押したたとき。

 リモート デバイスがリスト内の項目を選択したとき。

[入力時に書き込み] オプションの詳細については、FactoryTalk View Site Edition 

ヘルプを参照してください。

Enter キー ハンドシェイクを使用して、確実に現在の値が読み取られ

るようにする

オペレータがパイロット コントロール リスト セレクタの Enter キーを押すと、

ハイライトされた状態の値がネットワーク デバイスに書き込まれます。

Enter キー ハンドシェイクを使用して、指定された期間にネットワーク デバイス

でタグの現在の値を保持し、パイロット コントロール リスト セレクタによって

新しい値に上書きされる前に必ず読み取られるようにします。

Enter キー ハンドシェイクは、パイロット コントロール リスト セレクタがオペレータによっ

て制御される場合と [入力時に書き込み] チェック ボックスがオンになっている場合にのみ使用

できます。
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ハンドシェイク タグと設定の相互作用

Enter タグが割り当てられていない場合、ハンドシェイクは実行されません。

Enter タグが割り当てられている場合、オペレータがパイロット コントロール リ
スト セレクタに関連付けられた Enter キーを押すと、次のことが発生します。

1. [Enter キーの制御の遅延] オプションのタイマーがタイミングを開始する。期

限が切れると、Enter タグが 1 に設定されます。

[ハンドシェイク リセットのタイプ] が [ゼロ以外の値] に設定されている場

合、Enter タグ を 1 に設定するために、[Enter キーの制御の遅延] が期限切れ

になったときに Enter ハンドシェイク タグを 0 になる必要があります。

2. [Enter キーのハンドシェイク時間] および [Enter キーのホールド時間] のタイ

マーが作動する。

3. Enter ハンドシェイク タグが割り当てられている場合、[Enter キーのハンド

シェイク時間] が期限切れになるか、Enter ハンドシェーク コントロールに

よってリセットされるかのいずれかが先に発生するまで、Enter タグは設定

されたままです。

Enter ハンドシェイク タグが割り当てられていない場合、[Enter キーのホール

ド時間] が期限切れになるまで、Enter タグは設定されたままです。

4. Enter タグが 0 にリセットされる。

[ハンドシェイク リセットのタイプ] オプションの仕組み

Enter ハンドシェイク タグは Enter タグを次のようにリセットします。

 Enter ハンドシェイク タグが 0 以外の値の場合、[ゼロ以外の値] によって 
Enter タグがリセットされる。

 Enter ハンドシェイク タグが 0 から 0 以外の値に変更される場合、[ゼロから

ゼロ以外の値への切り替え] によって Enter タグがリセットされる。

Enter タグが 0 にリセットされる前に、オペレータはグラフィック ディスプレイ

内の他のオブジェクトへの入力を実行できます。

オペレータが、(キー、外部キーボードまたはキーパッドを使用して) Enter タグ

がまだリセットされていないオブジェクトに対して Enter キーを押すと、診断ロ

グにエラーが記録されます。

グラフィック ディスプレイが閉じられると、Enter タグが 0 にリセットされ、ハン

ドシェイクのタイミングもリセットされます。
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パイロット コントロール セレクタを作成する

パイロット コントロール リスト セレクタ ツールを使用して、複数のオプション

が表示されるリストを作成し、オペレータが連続してオプションを切り替える
ことができるようにします。パイロット コントロール リスト セレクタでは、状

態をハイライトすることによって、プロセスまたは操作の現在の状態が表示さ
れます。

パイロット コントロール リスト セレクタはオペレータが制御するか、リモート

で制御するか、オペレータとリモートの両方で制御するか、いずれも制御しな
いかを設定できます。

各状態のテキストおよび値を指定する

パイロット コントロール リスト セレクタは状態に応じて、その外観と値タグが

変更されます。

[プロパティ ] ダイアログ ボックスの [状態] タブで、各状態に対して、リストに

表示されるテキストおよび値タグの値を指定します。

また、オペレータが制御するか、リモートで制御するか、オペレータとリモー
トの両方で制御するか、いずれも制御しないかを、各状態に個別に設定するこ
ともできます。何も選択されない場合、状態はオフになり、選択できません。

パイロット コントロール リスト セレクタに対して 大 255 の状態を設定できま

す。これによって、リストでオペレータに対して 大 255 の選択肢が提供され

ます。

パイロット コントロール リスト セレクタの接続を設定する

プログラム可能なコントローラなどのネットワーク デバイスに接続するには、

パイロット コントロール リスト セレクタでタグまたは式を使用します。[プロ

パティ ] ダイアログ ボックスの [接続] タブで、タグまたは式を設定します。

パイロット コントロール リスト セレクタにはデータの送受信用の 7 つのタグが

あります。

 値タグ: 現在選択されている状態の値を受信します。この値を使用して、ア

クションをトリガーできます (たとえば、モニターの速度を低速、中間、ま

たは高速に設定する)。

 インジケータ タグ: パイロット コントロール リスト セレクタがリモートで 

(たとえば、ネットワーク デバイスによって) 制御されている場合、リスト内

の項目を選択します。

パイロット コ
ントロール 
リスト セレク

タ ツール
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 リモート アクセス タグまたは式: パイロット コントロール リスト セレクタ

をオペレータまたはリモート (たとえば、ネットワーク デバイス) で制御でき

るかどうかを指定します。

リモート アクセス タグの値が 0 であるか、または割り当てられていない場

合、オペレータはリスト内で状態を選択できます。リモート アクセス タグ

の値が 0 以外である場合、選択された状態はインジケータ タグまたは式の値

によって決まります。

 上位置タグ: リストのスクロール時に、リスト内の 初の項目である状態の

値を受け取ります。

 可視状態タグ: リストのスクロール時に、リスト内に表示されているすべて

の状態の値を受け取ります。このタグは配列をサポートする必要があり、配
列にはパイロット コントロール リスト セレクタに表示される項目数と同じ

数の要素が必要です。

たとえば、パイロット コントロール リスト セレクタに 5 つの可視状態があ

る場合、状態の値が RSLinx Enterprise を使用したネットワーク デバイス アド

レス N7:0 ～ N7:4 に書き込まれ、可視状態タグが次のアドレスの配列タグに

なります。

::[RSLinx デバイスのショートカット]N7:0,L5

ここで、L5 はタグが値を配列内の 5 つのアドレスに書き込むことを示し 

ます。

 Enter タグ: このタグを使用することで、ネットワーク デバイスはタグが書

き込まれた後に選択内容を確認できます。Enter タグは、[タイミング] タグで

指定された長さで設定されます。

 Enter ハンドシェイク タグまたは式: [タイミング] タブで指定された [ハンド

シェイク リセットのタイプ] オプションを使用して Enter タグをリセットし

ます。

アラームとイベント オブジェクトを作成する

FactoryTalk Alarm and Event オブジェクトでは、FactoryTalk のデバイスベースと

タグベースのアラーム データ、ソース、およびアクティビティの実行時ディス

プレイを提供します。 

次のアラームとイベント オブジェクトを作成できます。
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アラームとイベント サマリ: FactoryTalk View SE アプリケーションで選択した
Rockwell Automation デバイス サーバー (RSLinx Enterprise) およびタグ アラーム

とイベント サーバーからの詳細情報が表示されます。

アラームとイベント サマリを使用して、ディスプレイでアラームを表示、認識、
抑制、および無効化できます。

アラームとイベント バナー : システム内で優先度が 高で、 新かつ も高い
重要度のアラームを 大 5 つまで表示します。

アラームとイベント バナーを使用して、システム内で も重大な FactoryTalk ア
ラームを監視および認識できます。

アラーム ステータス エクスプローラ: アラーム ソースが含まれるアプリケー
ション内の領域およびアラーム監視が行われているタグを示します。

アラーム ステータス エクスプローラを使用することで、アラーム ソースの 

表示、アラームの抑制または抑制解除、アラームの有効化または無効化が可能
です。

アラームとイベントログ ビューア: FactoryTalk Alarms and Events ヒストリアンが
生成したログに保存されている情報を表示します。

アラームとイベントログ ビューアを使用すると、アラームの履歴情報の表示、
ソート、フィルタ、およびエクスポートが可能です。

FactoryTalk Alarm and Event オブジェクトの作成、それらを使用した実行時のア
ラームの監視および操作の詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定
するを参照してください。

グローバル オブジェクトを作成する

FactoryTalk View グローバル オブジェクトでは、1 つのグラフィック オブジェク
トの外観と動作を同じアプリケーション内のオブジェクトの複数のコピーにリン
クします。

ディスプレイ フォルダにグラフィック ディスプレイを作成するのと同様に、グ
ローバル オブジェクト フォルダにグローバル オブジェクト ディスプレイを作
成します。

グローバル オブジェクト ディスプレイで作成されたすべてのオブジェクトおよ
びオブジェクトのグループがグローバル オブジェクトです。ActiveX コントロー
ル、OLE オブジェクト、および HMI タグ アラーム サマリを除く、FactoryTalk 
View で作成できるあらゆるグラフィック オブジェクトをグローバル オブジェク
トにすることができます。

グローバル オブジェクト ディスプレイの作成に関する詳細については、16 章、

グラフィック ディスプレイを作成するを参照してください。
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参照オブジェクトを作成する

グローバル オブジェクト (またはオブジェクトのグループ) を作成した後で、 

アプリケーション全体の標準ディスプレイで使用するためにコピーすることが

できます。

グローバル オブジェクトを標準グラフィック ディスプレイ (ディスプレイ フォ

ルダ内) にコピーした場合、そのコピーは参照オブジェクトと呼ばれます。グ

ローバル オブジェクト フォルダ内の元のグローバル オブジェクトがコピーの

ベース オブジェクトになります。

参照オブジェクトにはオリジナルのベース オブジェクトにリンクする特別なプ

ロパティがあります。ベース オブジェクトのプロパティを変更する場合、その

変更が、ベース オブジェクトにリンクされたすべての参照オブジェクトにコ

ピーされます。

1 つのベース オブジェクトから参照オブジェクトをいくつでも生成できます。

ただし、参照オブジェクトは同じアプリケーション内、またはネットワーク分

散アプリケーション内の同じ HMI サーバーのベース オブジェクトのみにリンク

できます。

参照オブジェクトを作成するには

参照オブジェクトを作成するには、次のいずれかの方法を使用します。

 グローバル オブジェクト ディスプレイから、同じアプリケーション内、 

または同じ HMI サーバーのネットワーク分散アプリケーション内のグラ

フィック ディスプレイへ、グローバル オブジェクトをコピーします。

 あるグラフィック ディスプレイから、同じアプリケーション内、または同じ 

HMI サーバーのネットワーク分散アプリケーション内の別のグラフィック

ディスプレイへ、既存の参照オブジェクトをコピーします。

 グローバル オブジェクト ディスプレイを、同じアプリケーション内、また

は同じ HMI サーバーのネットワーク分散アプリケーション内のディスプレ

イ フォルダに追加します。この場合、ディスプレイに保存されたすべてのオ

ブジェクトが参照オブジェクトに変換されます。

グローバル オブジェクト ディスプレイを別の HMI サーバーのディスプレイ フォルダに追

加する場合、グローバル オブジェクトが参照オブジェクトではなく、標準グラフィック オ
ブジェクトに変換されます。
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グローバル オブジェクト ディスプレイをディスプレイ フォルダに追

加するには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ディスプレイ アイ

コンを右クリックして、[アプリケーションへのコンポーネントの追加] をク

リックします。

2. 追加するグローバル オブジェクト ディスプレイを参照して選択し、[開く] を
クリックします。

プレースホルダを使用して、グローバル オブジェクトの値を指定

する

タグ プレースホルダは、クロスハッチ文字 (#) の後に 1 ～ 500 の番号を続けたも

のです。タグ名、式、コマンド、または埋め込まれた変数を指定する代わりに 
(または部分的に)、タグ プレースホルダを使用してグラフィック オブジェクト

の値を指定することができます。

標準グラフィック オブジェクトで使用されるタグ プレースホルダでは、実行時

にプレースホルダに値を代入することによって、1 つのグラフィック ディスプ

レイを複数の目的に再利用できます。

また、グローバル オブジェクトのタグ プレースホルダを設定して、グローバル 
ベース オブジェクトにリンクされている参照オブジェクトに複数の実行時の値

を割り当てることができます。

これを行うには、まずグローバル ベース オブジェクトのタグ プレースホルダを

定義し、その後、リンクされた参照オブジェクトに実行時の値を割り当てます。

詳細については、「グローバル オブジェクトに対するタグ プレースホルダを設

定する」(ページ 16-44) を参照してください。

グラフィック ライブラリにグローバル オブジェクトを追加する

ライブラリ フォルダ内のディスプレイには、参照オブジェクトを含めることが

できません。各ディスプレイを追加した場合は以下のようになります。

 グローバル オブジェクト ディスプレイをライブラリ フォルダに追加した場

合、グローバル オブジェクトが標準のグラフィック オブジェクトに変換さ

れます。

 参照オブジェクトが含まれている標準のグラフィック ディスプレイをライブ

ラリ フォルダに追加した場合、新しいライブラリの保存時に参照オブジェク

トが削除されます。
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参照オブジェクトのリンク プロパティを設定する

参照オブジェクトにはベース オブジェクトにリンクするプロパティがあります。

グローバル オブジェクトを標準のグラフィック ディスプレイにコピー (または

ドラッグ アンド ドロップ) する際にこれらのプロパティを設定することも、後

で変更することもできます。

リンク プロパティには、参照オブジェクトの作成時のデフォルト値が含まれて

います。オブジェクトの [プロパティ パネル]、または [グローバル オブジェク

ト デフォルト] ダイアログ ボックスでこれらのプロパティを変更できます。

リンク プロパティの値によって、参照オブジェクトの外観や動作がベース オブ

ジェクトまたは参照オブジェクト自体のどちらによって定義されるかが決定さ
れます。詳細については、以下のプロパティの説明を参照してください。

[グローバル オブジェクト デフォルト] ダイアログ ボックスを開く 

には

 変更する参照オブジェクトを右クリックし、[グローバル オブジェクト デ
フォルト] をクリックします。
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[グローバル オブジェクト デフォルト] ダイアログ ボックスのオプションの

詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

LinkAnimation

LinkAnimation プロパティは参照オブジェクトがベース オブジェクトに設定され

たアニメーションを使用するかどうかを指定します。

次の項目を選択して、参照オブジェクトの LinkAnimation プロパティを設定し 

ます。

 [式のあるリンク] : 式を含め、ベース オブジェクトに設定されたベース オブ

ジェクトを使用します。

 [式のないリンク] : 式を除く、ベース オブジェクトに設定されたベース オブ

ジェクトを使用します。これは、参照オブジェクトに個別に式を設定できる
ことを意味します。

 [リンクされていません] : 参照オブジェクトに個別にアニメーションおよび式

を設定します。

ボタン押しボタン オブジェクトの場合、LinkAnimation プロパティにより、参照

オブジェクトがベース オブジェクトに設定された押下時のアクション、離した

ときのアクション、または繰り返しアクションを使用するかどうかが指定され
ます。[式のあるリンク] または [式のないリンク] のいずれかを選択する場合に

真に設定します。

LinkConnections

LinkConnections プロパティは参照オブジェクトがベース オブジェクトに設定さ

れた接続を使用するかどうかを指定します。

リンクされた参照オブジェクトのプロパティを変更する場合、元の設定が失われる可能性があ

ります。

たとえば、参照オブジェクトの LinkConnections プロパティを [偽] から [真] に変更した場合、

参照オブジェクトに割り当て済みの接続が解除されます。元の接続を復元するには、[編集] メ
ニューの [元に戻す] をクリックします。
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次の項目を選択して、参照オブジェクトの LinkConnections プロパティを設定し

ます。

 ベース オブジェクトに割り当てられた接続を使用するには、[真] を選択し 

ます。

 参照オブジェクトに個別に接続を設定するには、[偽] を選択します。

LinkSize

LinkSize プロパティは参照オブジェクトがベース オブジェクトに設定された高

さと幅を使用するかどうかを指定します。

次の項目を選択して、参照オブジェクトの LinkSize プロパティを設定します。

 ベース オブジェクトに設定された高さと幅を使用するには、[真] を選択し 

ます。

 参照オブジェクトに個別に高さと幅を設定するには、[偽] を選択します。

LinkToolTipText

LinkToolTipText プロパティは、参照オブジェクトがベース オブジェクトに割り

当てられたヒント テキストを使用するかどうかを指定します。

次の項目を選択して、参照オブジェクトの LinkToolTipText プロパティを設定し

ます。

 ベース オブジェクトのヒント テキストを使用するには、[真] を選択します。

参照オブジェクトのヒント プロパティは読み取り専用で、編集できません。

これはデフォルトです。

 参照オブジェクトのヒント プロパティを編集できるようにするには、[偽] を
選択します。参照オブジェクトのヒント テキストに対する変更は、ベース 
オブジェクトには反映されません。ベース オブジェクトのこのプロパティに

対する変更は、参照オブジェクトには反映されません。

FactoryTalk View Site Edition では、タグ ラベル、トレンド、コマンドではないアクションがあ

るボタン押しボタンである参照オブジェクトは、常にベース オブジェクトに割り当てられた接

続を使用します。これらの参照オブジェクトへの接続を個別に設定することはできません。

LinkSize プロパティを [真] に設定して参照オブジェクトのサイズを変更する場合、オブジェク

トは元のサイズに戻ります。 
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LinkBaseObject

LinkBaseObject プロパティは参照オブジェクトがリンクされるベース オブジェ

クトの名前と場所を指定します。

LinkBaseObject プロパティを変更することはできません。指定されたグローバル 
オブジェクト ディスプレイまたはベース オブジェクトが存在していない場合、

参照オブジェクトは白の背景の赤色の十字とともに赤のアウトラインで表示さ
れます。

参照オブジェクトを復元するには、同じグローバル オブジェクト ディスプレイ

に同じ名前でグローバル オブジェクトを再作成する必要があります。

参照オブジェクトにリンクされたベース オブジェクトを検索する 

には

 参照オブジェクト (またはグループ) を右クリックし、[ベース オブジェクト

の編集] をクリックします。

これによって、ベース オブジェクトが含まれているグローバル オブジェク

ト ディスプレイが開き、ディスプレイ上でベース オブジェクトが選択され

ます。

グループ化された参照オブジェクトのリンク プロパティ

グループ化された参照オブジェクトは個々の参照オブジェクトと同じプロパ
ティを使用して、グループ化されたベース オブジェクトにリンクします。グ

ループ化された参照オブジェクトに対して、次のように設定できます。

 LinkBaseObject はグループ内の個々のオブジェクトではなく、グループのみ

に設定できます。

 LinkConnections はグループ内の個々のオブジェクトに設定できます。

 LinkAnimation はグループとグループ内の個々のオブジェクトに設定でき 

ます。

 LinkSize はグループ内の個々のオブジェクトではなく、グループのみに設定

できます。

リンク プロパティがグループ化された参照オブジェクトに適用される場合、 

プロパティ パネルのプロパティ名に「Group」という単語が追加されます。
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参照オブジェクトとベース オブジェクトの間のリンクを切断する

参照オブジェクト (またはグループ) とそのベース オブジェクトの間のリンクを

切断するには、次のいずれかの方法を使用します。

 参照オブジェクトを右クリックして [リンクの切断] をクリックします。

 ベース オブジェクトが含まれているグローバル オブジェクト ディスプレ 

イを永久削除、削除、または名前を変更します。

 ベース オブジェクト自体を削除するか、名前を変更します。

OLE オブジェクトの操作

OLE は Object Linking and Embedding の略語です。

OLE オブジェクトは、他の Windows アプリケーションで作成され、FactoryTalk 
View グラフィック ディスプレイにリンクされた、または埋め込まれたオブジェ

クトです。

リンクと埋め込みの主な違いは、データが保存される場所です。

 リンクされた OLE オブジェクトはソース ファイルに保存されます。グラ

フィック ディスプレイはソース ファイルの場所を保存し、リンクされた

データを再現します。これはソース ファイルを変更すると、グラフィック 
ディスプレイ内のオブジェクトも変更されることを意味します。

リンクされた OLE オブジェクトをダブルクリックして変更すると、オブ

ジェクトのソース ファイルが、関連付けられているアプリケーション内でア

クティブになります。

 埋め込まれた OLE オブジェクトはグラフィック ディスプレイの一部になり

ます。ソース ファイルを変更する場合、ディスプレイ内のオブジェクトには

影響しません。

埋め込まれた OLE オブジェクトをダブルクリックして変更すると、オブ

ジェクトを変更できることを境界線が示し、オブジェクトに関連付けられて
いるアプリケーションのツールバーがグラフィック エディタで開きます。 

これはインプレース編集と呼ばれます。

グループ化されたベース オブジェクトの一部となっているオブジェクトを削除した場合、

切断されたリンクとして扱われるのではなく、グループ化された参照オブジェクトの対応

するオブジェクトも削除されます。 
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OLE オブジェクトを作成する

グラフィック ディスプレイで OLE オブジェクトを作成する場合、実際には別の

アプリケーションによって作成されたオブジェクトを挿入することになります。 

グラフィック ディスプレイで OLE オブジェクトを作成するには

1. [オブジェクト] メニューで [OLE オブジェクト] をクリックしてツールをド

ラッグし、OLE オブジェクトを含めるために必要なサイズのボックスを作成

します。

2. [オブジェクトの挿入] ダイアログ ボックスで [新規作成] を選択してグラ

フィック ディスプレイ内のアプリケーションを開き、オブジェクトを作成す

るか、[ファイルから作成] を選択して既存のオブジェクトを選択して挿入し

ます。

OLE オブジェクトの挿入および変更の詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。 

OLE オブジェクトを変換する

次のような場合、OLE オブジェクトを FactoryTalk View グラフィック オブジェ

クトに変換します。

 埋め込まれたベクトルベースのオブジェクトを操作しやすいように、多角形
に変更する。

 グラフィック ディスプレイ ファイルのサイズを小さくする。

グラフィック ディスプレイにオブジェクトを埋め込むと、埋め込まれたオブ

ジェクトにソース アプリケーションの情報が含まれるため、グラフィック 
ファイルのサイズが大きくなります。この情報により、オブジェクトをダブ
ルクリックして、ソース アプリケーションを使用して変更できます。

オブジェクトを変換した場合は、ソース アプリケーションを使用して変更で

きなくなります。ただし、グラフィック エディタで編集ツールを使用してオ

ブジェクトを操作することはできます。

ActiveX オブジェクトを操作する

ActiveX オブジェクトは、Microsoft Office 2003、Visual Basic や多数のサードパー

ティ製アプリケーションなど、FactoryTalk View に依存しない製品により提供さ

れるソフトウェア コンポーネントです。
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たとえば、FactoryTalk View グラフィック ディスプレイに Microsoft Forms ActiveX 
オブジェクトを埋め込むことができます。

ActiveX オブジェクトを FactoryTalk View ディスプレイに埋め込み、プロパティ

を割り当てるか、またはオブジェクトのイベントにハンドラーを指定すると、
オブジェクトを FactoryTalk View と連携できます。

データはタグを使用して ActiveX オブジェクトと FactoryTalk View の間で渡され

ます。

ActiveX オブジェクトの値プロパティにタグを付けた場合、タグの値が変更され

ると、オブジェクトの動作が変更されます。

タグでデータを交換する

ActiveX オブジェクトと FactoryTalk View の間でデータを渡すには、データを交換

するタグと同じ形式でActiveX オブジェクトが情報を提供する必要があります。

たとえば、ActiveX オブジェクトが HMI タグに接続される場合、ActiveX オブ

ジェクトはタグのアナログ、デジタル、または文字列の形式と互換性のある情
報を提供する必要があります。 

FactoryTalk View は ActiveX オブジェクトのポインタ パラメータをサポートしま

せん。

ActiveX オブジェクトの属性

ActiveX オブジェクトにはその特徴を表わす次の 3 種類の属性があります。

 プロパティ : 形、色、位置、または数など、オブジェクトの特性や値で名前

が付けられます。

 イベント: マウスのクリックなど、オブジェクトに対する外部からのアク

ションに対応して、ActiveX オブジェクトによってトリガーされるアクション

です。

FactoryTalk View では、イベントを使用してタグの値を変更することも、

FactoryTalk View のコマンドまたはマクロを実行することもできます。イベン

トの発生時に、コマンドまたはマクロが実行されます。ActiveX オブジェク

トを使用してタグの値を変更するには、タグをオブジェクトのイベント パラ

メータと関連付けます。

FactoryTalk View はウィンドウありの ActiveX コントロールの使用のみをサポートします。

FactoryTalk View グラフィック ディスプレイではウィンドウなしの ActiveX コントロールを使

用できません。
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 メソッド: ActiveX オブジェクトで実装する関数で、外部アクションでオブ

ジェクトの外観、動作、プロパティを変更できるようになります。

メソッドの呼び出しは他のコントロールからのイベントに対応して行われる
ことがあり、他のイベントをトリガーする場合もあります。

メソッドを呼び出す外部イベントとして FactoryTalk View の Invoke コマンド

を使用できます。Invoke コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。

ActiveX オブジェクトを作成する

グラフィック ディスプレイで ActiveX オブジェクトを作成する場合、実際には

別のアプリケーションによって作成されたオブジェクトを挿入することになり
ます。 

グラフィック ディスプレイで ActiveX オブジェクトを作成するには

1. [オブジェクト] メニューで [ActiveX コントロール] をクリックしてツールを

ドラッグし、オブジェクトを含めるために必要なサイズのボックスを作成し
ます。

2. [ActiveX コントロールの挿入] ダイアログ ボックスで、表示されるリストか

らオブジェクトを選択します。

ActiveX オブジェクトの挿入および登録の詳細については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。 

FactoryTalk View と連携する ActiveX オブジェクトを設定する

FactoryTalk View と連携するように ActiveX オブジェクトを設定するには、次の

ことを実行します。

 オブジェクトのプロパティをタグに接続する。詳細については、「グラ
フィック オブジェクトにヒントを追加する」(ページ 16-28) を参照してくだ

さい。

 オブジェクトのメソッドをタグに接続する。詳細については、「オブジェク
トのメソッドにタグを接続する」(ページ 18-32) を参照してください。

 オブジェクトのイベントをタグに接続する。詳細については、「ActiveX オブ

ジェクトのイベントにタグを接続する」(ページ 18-33) を参照してください。

 VBA コードを使用する。詳細については、付録 C、SE Client オブジェクト 
モデルとディスプレイ コードを使用するを参照してください。
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ActiveX ツールボックスでツールを設定する

ActiveX ツールボックスを使用して、頻繁に使用する ActiveX オブジェクトの

ツールを設定します。

デフォルトでは、ActiveX ツールボックスに VBA と一緒にインストールされる

いくつかの Microsoft Forms 2.0 ActiveX コントロールと FactoryTalk View SE の 
[署名] ボタンが含まれています。

オブジェクトのツールボックスへの追加に関する詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

実行時に ActiveX コンポーネントを自動的に展開する

FactoryTalk View SE クライアントはグラフィック ディスプレイで使用される正

しいバージョンの ActiveX コントロールを自動的にインストールできます。

ActiveX コントロールを自動的に展開するには ActiveX コントロールの .cab ファ

イルを作成し、その後、FactoryTalk View SE をインストールしたフォルダと同じ

フォルダに .cab ファイルを配置する必要があります。

これを行うには、HMI サーバーをホストしているコンピュータ上でプログラム、

CABARC.exe を実行します。CABARC.exe は次の場所に配置されます。

 (Windows 7 Professional、Windows Vista、Windows Server 
2008)..\Users\Public\Public Documents\ RSView Enterprise\SE\ActiveX Control 
Setup

 (Windows XP、Windows Server 2003) ..\Documents and Settings\All 
Users\Shared Documents\RSView Enterprise\SE\ActiveX Control Setup

.cab ファイルの作成に関する詳細については、ActiveX コントロールの設定フォ

ルダ内のテキスト ファイル CreatingCabFiles.txt を参照してください。このテキ

スト ファイルには .cab ファイルの作成例と、使用する必要のある命名規則の情

報が含まれています。

インストールされていない ActiveX オブジェクトが含まれているグラフィック 
ディスプレイを開く場合、グラフィック ディスプレイは動作しますが、ActiveX 
オブジェクトの代わりにシェーディングされた四角形が表示されます。

ActiveX ツールボックスを FactoryTalk View Studio ワークスペースにドッキングすることはで

きません。
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Symbol Factory を操作する

Symbol Factory はポンプ、パイプ、バルブ、タンク、ミキサー、モーター、ダク

ト、電気記号、流量計、材料管理、センサー、PLC、送信機、ISA 記号などの工

業オートメーション用の 5,000 を超えるグラフィックのライブラリです。

Symbol Factory を開くには

Symbol Factory は起動時に新しいウィンドウで開かれます。Symbol Factory を開

くには、次の 4 つの方法があります。

 エクスプローラで、[Symbol Factory オブジェクト] をクリックします。

 [オブジェクト] メニューを使用できる場合、[Symbol Factory] ドロップ ダウン 
メニュー項目をクリックします。

 オブジェクト ツールバーを使用できる場合、[Symbol Factory] アイコンをク

リックします。

 イメージ ブラウザで [Symbol Factory を起動] ボタンをクリックします。

グラフィックを選択するには

1. カテゴリ フレームを参照し、カテゴリをクリックして右側のフレームにシン

ボルを表示します。

2. グラフィック ディスプレイに対して選択するグラフィックをクリックし 

ます。

グラフィックをこの元の状態で使用する場合、グラフィック ディスプレイにド

ラッグ アンド ドロップできます。

グラフィックを操作する

選択したグラフィックに対して、Symbol Factory を使用して変更を加えることが

できます。

1. メニューで [オプション] を選択します。

2. ドロップ ダウン メニューから [シンボルのオプション] を選択します。

FactoryTalk View Studio のライセンスがなく、デモ モードである場合、Symbol Factory ライブ

ラリがデモ モードになり、使用できるグラフィックの数およびタイプが制限されます。ライ

センスが与えられた FactoryTalk View Studio のみが完全なライセンスが与えられた Symbol 
Factory ライブラリを有効にできます。

Symbol Factory
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3. [シンボルのオプション] ダイアログでは、いくつかの方法でグラフィックを

変更できます。方向の変更、回転、塗りつぶしの色の変更が可能で、別の
モードのグラフィックに適用することもできます。 

4. プレビュー フレームに、グラフィックに対する変更が表示されます。

5. 変更が完了したら、グラフィックをプレビュー フレームからグラフィック 
ディスプレイにドラッグ アンド ドロップするか、コピーしてグラフィック 
ディスプレイに貼り付けることができます。

詳細については、Symbol Factory の [ヘルプ] をクリックしてください。

電子署名を使用して実行時に変更を許可する

FactoryTalk View SE で実行時の操作のセキュリティを保護するには、電子署名機

能を使用して、オペレータが許可されてないアクションを実行することを防止
します。

署名ボタンは FactoryTalk View SE の他の機能と一緒に使用して、US Government 
21 CFR Part 11 など、規制が適用される生産用途に必要なセキュリティ基準に準

拠することができます。

署名ボタンはオペレータの ID を検証し、オペレータが適切なユーザー名および

パスワードを入力した場合にだけアクションを許可します。

次の図に、グラフィック ディスプレイからのダウンロードを許可する署名ボタン

と、署名ボタンが押下されると開かれる [FactoryTalk View の電子署名] ダイアロ

グ ボックスを示します。

Symbol Factoryには専用のヘルプ ファイルがあり、Symbol Factory での操作および機能につい

て説明しています。
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タグ書き込み、コマンド、およびダウンロードのセキュリティを
保護する

署名ボタンを使用して、次の操作のセキュリティを保護できます。

 タグ値を設定する

 FactoryTalk View コマンドを実行する

 すべての入力オブジェクト値をネットワーク デバイスにダウンロードする

オペレータが現在の Windows ドメインに属していない、Windows にリンクされたユーザーで

ある場合、構文 domain\user name を使用して、ドメイン名にユーザー名を含めます。

Windows にリンクされたユーザーの詳細については、5 章、セキュリティを設定するを参照し

てください。

オペレータが [Authorize 
download] をクリックすると...

...[FactoryTalk View の電子署名] 
ダイアログボックスが開きます。

値がネットワーク デバイスに 

ダウンロードされるのは、オペ
レータの名前とパスワードが承
認された場合だけです。
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実行時に、ユーザー名またはパスワードが正しくない場合、または必須のその
他の情報 (たとえば、オペレータのコメントなど) が入力されていない場合、 

これらの操作を防止でき、エラー メッセージが表示されます。

さらに、操作を実行するために別の人物 (スーパーバイザなど) による承認を要

求するように署名ボタンを設定できます。

セキュリティを強化するために、署名ボタンの [プロパティ ] ダイアログ ボック

スの [接続] タブで、ボタンの [有効] プロパティに割り当てられた式でセキュリ

ティ関数 CurrentUserHasCode を使用します。

この関数は、現在のユーザーがグラフィック ディスプレイに割り当てられたセ

キュリティ コードを持っているかどうかを確認します。

グラフィック ディスプレイの保護の詳細については、「グラフィック ディスプ

レイへのセキュリティ コードを割り当てる」(ページ 5-22) を参照してくだ 

さい。

署名ボタンを作成する

電子署名ボタンは ActiveX オブジェクトです。電子署名ボタンを作成するツール

は ActiveX ツールボックスにあります。 

電子署名ボタンを作成するには

1. [表示] メニューの [ActiveX ツールボックス] をクリックします。

2. ActiveX ツールボックスで、[FactoryTalk View SE の署名] ボタンをクリックし

ます。

3. ツールをドラッグして、作成するボタンのサイズと同じボックスをディスプ
レイに作成します。

4. [署名] ボタンを右クリックして [プロパティ ] をクリックします。これによっ

て、[FactoryTalk View SE署名ボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスが開

きます。
17–74



17 • グラフィック オブジェクトを作成する   
•  •  •  •  •

17 ????????
グラフィック ディスプレイでオブジェクトを保護する

署名ボタンによって、ディスプレイでのグラフィック オブジェクトの動作が変

わることはありません。

たとえば、ディスプレイに署名ボタンがある場合でも、オペレータが PageDown 
キーを押すと、ディスプレイの数値入力オブジェクトによって値がネットワー
ク デバイスにダウンロードされます。

電子署名が確認された場合にだけ値がダウンロードされるようにするには、グ
ラフィック オブジェクトを個別に保護する必要があります。これを行うには、

次のいずれかの方法を使用します。

 /E パラメータを Display コマンドとともに使用して、Enter キーをオフにしま

す。Display コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプ

を参照してください。

 Page Up、Ctrl+Page Up、Page Down、および Ctrl+Page Down キーを押して 

も何も発生しないように設定するには、ディスプレイ キーを使用します。

ディスプレイ キーの設定に関する詳細については、ページ 18-25 を参照して

ください。

FactoryTalk Diagnostics を使用して変更を追跡する

署名ボタンによって開始された操作は FactoryTalk Diagnostics に記録され、診断

リストまたはDiagnostics Viewer で表示できます。

記録される情報には、ユーザー名、古い値、新しい値、オペレータのコメント、
および変更の承認者の名前などが含まれます。

システム アクティビティのロギングについては、15 章、システム アクティビ

ティのロギングを参照してください。
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18 グラフィック オブジェクトをアニメーション

化する

この章では、以下について説明します。

 FactoryTalk View アニメーションについて。

 FactoryTalk View グラフィック オブジェクトのアニメーションを設定する。

 さまざまなタイプのアニメーションを使用する効果を作成する。

 インデックス番号を使用してディスプレイ内のオブジェクトに移動する。

 オブジェクトとディスプレイをキーと関連付ける。

 ActiveX オブジェクトをアニメーション化する。

FactoryTalk View のアニメーションについて

FactoryTalk View Site Edition では、グラフィック ディスプレイ内のオブジェクト

をアニメーション化して、アプリケーションの自動制御および処理の視覚化を
強化できます。

以下に、FactoryTalk View でオブジェクトをアニメーション化する一部の方法を

示します。

 タグまたは式の値が変更されるとオブジェクトの外観が変化するように、
FactoryTalk View グラフィック オブジェクトをタグまたは式にリンクします。

詳細については、「FactoryTalk View グラフィック オブジェクトのアニメー

ションを設定する」(ページ 18-2) を参照してください。

 グラフィック オブジェクトまたはディスプレイをキーまたはマウスのボタン

にリンクして、オペレータがキーまたはマウスのボタンを押して動作を実行
できるようにします。

詳細については、「キーを使用してオブジェクトとディスプレイを関連付け
る」(ページ 18-23) を参照してください。

 ActiveX オブジェクトを以下の方法でアニメーション化します:

 プロパティが変更されるとタグの値が変化するように、場合によっては、
タグ値が変更されるとプロパティが変化するように、ActiveX オブジェク

トのプロパティにタグを割り当てる。
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 ActiveX オブジェクトのイベントに基づいてコマンドを実行する。

 ActiveX オブジェクトのイベント パラメータにタグをマップする。

 VBA コードを使用して ActiveX オブジェクトを操作する。

ActiveX オブジェクトのアニメーション化に関する詳細については、ページ 
18-30 を参照してください。

FactoryTalk View グラフィック オブジェクトのアニメーションを設

定する

グラフィック ディスプレイ内で FactoryTalk View オブジェクトをアニメーション化

するには、 初にオブジェクトを作成してから、アニメーションを適用します。

グラフィック エディタで、[アニメーション] ダイアログ ボックスを使用して、

選択したオブジェクトまたはオブジェクトのグループにアニメーションを適用
できます。

[アニメーション] 
タブ

チェックマークは、 
選択したオブジェク
トに適用されるアニ
メーションのタイプ
を示します。

式の領域

式の範囲のオプ
ション

アニメーション化
されるオブジェク
トの値の範囲
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[アニメーション] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] を参照してくだ

さい。

グラフィック ディスプレイで作業している場合は、[アニメーション] ダイアロ

グ ボックスを開いたままにして、ディスプレイの周りに移動することができま

す。このため、ダイアログ ボックスを一度開くだけで、ディスプレイの異なる

オブジェクトにアニメーションを適用できます。

また、オブジェクトを移動するピクセル数を把握してピクセル数を入力するので
はなく、オブジェクト スマート パスを使用してオブジェクトのモーションの範囲

を設定できます。詳細については、「モーションの範囲を定義する」(ページ 18-5) 
を参照してください。

[アニメーション] ダイアログ ボックスを開くには

1. アニメーションを適用するオブジェクトまたはオブジェクト グループを選択

します。

2. [表示] メニューで、[アニメーション] をクリックしてから、適用するアニ

メーションのタイプをクリックします。 

オブジェクトに含めることができないアニメーションのタイプは、[アニメー

ション] メニューで使用できません。

アニメーションをタグの値にリンクする

大部分のタイプのアニメーションはタグの値にリンクできます。アニメーション
をタグの値にリンクするには、タグ名またはタグ プレースホルダを指定する必

要があります。

タグ名を使用してアニメーションを設定するには

 [アニメーション] ダイアログ ボックスの [式] ボックスにタグ名を入力するか、

[タグ] をクリックしてタグ ブラウザを開き、タグを検索および選択します。

デバイスまたは HMI サーバーのタグ データベースに既に存在するタグを 

使用するか、後で作成する予定の新しいタグの名前を使用することもでき 
ます。

キー アニメーションを設定するには、グラフィック エディタの [編集] メニューから [オブジェ

クト キー ] または [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスを開きます。キー アニメーションの

詳細については、「キーを使用してオブジェクトとディスプレイを関連付ける」(ページ 18-23) を
参照してください。
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タグ プレースホルダを使用する

タグ プレースホルダは、クロスハッチ文字 (#) の後に 1 ～ 500 の番号を続けたも

のです。

グラフィック ディスプレイに使用されているタグ プレースホルダは、ディスプ

レイが実行されると、タグ名と置き換わります。タグ名の代わりにプレースホ
ルダを使用してアニメーションを適用するには、[式] ボックスにプレースホル

ダを入力します。

タグ プレースホルダの詳細については、参照「プレースホルダを使用してタグ

値を指定する」 (ページ 41) を参照してください。

アニメーションを式にリンクする

多くのタイプのアニメーションには式が必要です。タグ値、定数、数式、セ
キュリティ機能、および条件分岐ロジックを使用して、式を作成できます。

タグ名またはタグ プレースホルダは、式の一部として、または式全体としてス

タンドアロンで含めることができます。

式の詳細については、20 章、式を作成するを参照してください。

式を使用してアニメーションを設定するには

 [アニメーション] ダイアログ ボックスで、[式] ボックスに式を入力するか、 

[式] をクリックして、式エディタを開き、式を作成します。

アニメーションをアクションにリンクする

タッチ アニメーションなどの一部のタイプのアニメーションは、アクションを

指定する必要があります。

アクションは、FactoryTalk View コマンドまたはマクロにできます。たとえば、

グラフィック ディスプレイを開くのにタッチ アニメーションを使用するには、

押下時のアクションまたは離したときのアクションとして Display コマンドを指

定します。

FactoryTalk View コマンドおよびそのシンタックスの完全なリストは、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。マクロの詳細については、24 章、

ロジックとコントロールを追加するを参照してください。
18–4



18 • グラフィック オブジェクトをアニメーション化する   
•  •  •  •  •

18 ????????
モーションの範囲の始点と終点を決定する

多くのタイプのアニメーションには式の範囲が必要で、 小値と 大値を使用
して、オブジェクトのモーションの範囲について始点と終点を決定します。

アニメーションを設定する場合に、 小値と 大値を計算するには、[アニメー

ション] ダイアログ ボックスで以下のオプションのうちの 1 つを選択します。

 [タグの 小プロパティ値/ 大プロパティ値を使用] は、式で使用される 初

の HMI タグに対して定義された 小値と 大値の範囲から取得した値を使

用します。これは、デフォルトのオプションです。

 [定数を使用] は、定数を使用します。ボックスに 小値と 大値を入力し 

ます。

 [タグから読み取る] は、指定したタグの値を使用します。 小値と 大値の

変更が予想される場合にこのオプションを使用します。

モーションの範囲を定義する

オブジェクトのアニメーションの設定時にモーションの範囲を定義するには、
以下を実行します。 

 グラフィック エディタでオブジェクトを移動する。この機能は、オブジェク

ト スマート パスと呼ばれます。たとえば、次の「オブジェクト スマート パ
スについて」を参照してください。

 [ 小値] ボックスと [ 大値] ボックスに値を入力する。

モーションは、アニメーションのタイプに応じてピクセル、度、または割合で
定義されます。

オブジェクト スマート パスについて

オブジェクト スマート パスを使用すると、グラフィック ディスプレイでオブ

ジェクトを移動することによってオブジェクトのモーションの範囲を容易に設
定できます。以下の例に、この機能の動作方法を示します。

[タグから読み取る] オプションを使用すると、オブジェクトのアニメーションが開始される

初回のみ 小値と 大値が読み取られます。たとえば、オブジェクトを含むディスプレイ

が実行されると値が読み取られます。

視覚性、色、およびタッチ アニメーションでは、これらのタイプのアニメーションは値の範囲

ではなく状態の変化を表すため、モーションの範囲を使用しません。
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例:オブジェクト スマート パスを使用して水平スライダのモーション

範囲を定義する

1. グラフィック エディタで、線と四角形を使用して作成するか、グラフィッ 

ク ライブラリのスライダ ライブラリからスライダ オブジェクトをコピーし

ます。

2. スライダを右クリックして、[アニメーション] を選択してから、[水平スライ

ダ] をクリックします。

3. [タグ] ボックスで、タグ名を入力します。タグを検索および選択するには、 

[参照] ボタンをクリックします。

4. ディスプレイで、範囲の 小数を示す位置にスライダをドラッグします。

5. [アニメーション] ダイアログ ボックスで、[ 小] チェック ボックスをクリッ

クしてこの位置を設定します。

6. ディスプレイで、範囲の 大数を示す位置にスライダをドラッグします。

7. [アニメーション] ダイアログ ボックスで、[ 大] チェック ボックスをクリッ

クしてこの位置を設定します。

8. 設定を保存するには、[適用] をクリックします。

アニメーションの設定を完了すると、スライダがその開始位置に戻ります。

オブジェクト グループにアニメーションを適用する

アニメーションを FactoryTalk View グラフィック オブジェクト、オブジェクトの

グループ、およびグループを構成する個別のオブジェクトに指定します。 

グラフィック ディスプレイのオブジェクトのグループをアニメーション化する

には、 初にオブジェクトをグループ化してから、グループにアニメーション
を指定します。

実行時に、オブジェクト グループに設定されたアニメーションは、通常、グ

ループ内のオブジェクトに設定されたアニメーション (視覚化、塗りつぶし、 

および色のアニメーションを除く) に優先します。
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個々のオブジェクトに適用された視覚化と色のアニメーションは、すべてのグ
ループ アニメーションに優先されます。グループに適用された塗りつぶしのア

ニメーションは、個々のオブジェクトに適用されたすべてのアニメーションに
適用されます。

グループ内の個々のオブジェクトにアニメーションを適用するには、グループ
編集機能を使用します。この機能の詳細については、「グループ化されたオブ
ジェクトを変更する」(ページ 16-23) を参照してください。

アニメーションをテストする

グラフィック ディスプレイ内のオブジェクトに適用されたアニメーションを迅

速にテストするには、グラフィック エディタでディスプレイのテスト モードに

切り替えます。

テストを完了したら、ディスプレイの編集モードに戻り、ディスプレイ上での
作業を続けます。テスト モードと編集モードを切り替えるには、ツールバーの

ボタンまたは [表示] メニューの項目を使用します。

FactoryTalk View Studio でのディスプレイのテストは、FactoryTalk View SE Client 
でディスプレイでの実際の実行とは異なります。

ディスプレイのテスト モードでは [ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで

設定されたディスプレイの外観や位置が変わらず、開いているディスプレイ間
を切り替えることはできません。

さらに、ディスプレイのテスト モードでの実行時には、一部の FactoryTalk View 
コマンドが無視されます。これらのコマンドの完全なリストについては、付録 A、

FactoryTalk View コマンドを参照してください。

さまざまなタイプのアニメーションを組み合わせると、予期しない結果になることがありま

す。アニメーションによって希望する効果を得られるかどうかを確認するために、グループ ア
ニメーションは必ずテストしてください。

グラフィック ディスプレイのオブジェクトに適用されたアニメーションがデバイス タグを使

用する場合、アニメーションをテストするには、デバイスまたはデータ サーバーとの通信を設

定する必要があります。アプリケーションを展開する前に、希望どおりにすべてが動作するこ

とを確認するために、FactoryTalk View SE Client でテストします。

ディスプレ
イ テスト 
ツール

ディスプレ
イ編集 
ツール
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オブジェクトに適用されたアニメーションを表示する

オブジェクトまたはオブジェクト グループに適用されたアニメーションのタイ

プを表示するには、次の方法のいずれかを使用します。

 オブジェクトを右クリックして、[アニメーション] をクリックする。[アニ

メーション] メニューでは、オブジェクトに指定された各タイプのアニメー

ションの隣にチェック マークがあります。

 オブジェクトを選択してから、[アニメーション] ダイアログ ボックスを開

く。ダイアログ ボックスのタブには、オブジェクトに指定した各タイプのア

ニメーションの隣にチェック マークがあります。

 オブジェクト エクスプローラで、[設定] をクリックして、検索するアニメー

ション タイプを選択してから、[OK] をクリックする。また、オブジェクト 
エクスプローラを使用して、どのオブジェクトのアニメーションが特定のタ
グにリンクされているかを確認することができます。詳細については、ペー
ジ 16-6 を参照してください。

 グループ内の個々のオブジェクトに適用されたアニメーションを表示するに
は、グループ編集機能を使用します。詳細については、「グループ化された
オブジェクトを変更する」(ページ 16-23) を参照してください。

アニメーション付きのオブジェクトをコピーまたは複製する

アニメーションを持つオブジェクトをコピーまたは複製すると、オブジェクト
と共にアニメーションがコピーまたは複製されます。

オブジェクト グループをコピーまたは複製する場合、元のオブジェクト グルー

プのように、コピーをグループ解除することができます。

オリジナルのオブジェクトをコピーしないでアニメーションのみをコピーし、
そのアニメーションを別のオブジェクトに貼り付けることもできます。オリジ
ナルのオブジェクトに複数タイプのアニメーションがある場合は、そのすべて
のタイプがコピーされ貼り付けられます。

アニメーションのみをコピーして貼り付けるには

1. コピーするアニメーションを持つオブジェクトを右クリックします。

2. ショートカット メニューで、[アニメーションのコピー ] をクリックします。

3. アニメーションを貼り付けるオブジェクトを右クリックします。

4. [アニメーションの貼り付け] をクリックします。
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グローバル オブジェクトとアニメーションについて

FactoryTalk View グローバル オブジェクトを作成して、1 つのグラフィック オブ

ジェクトの外観と動作を、同じアプリケーション内のオブジェクトの複数のコ

ピーにリンクできます。

グローバル オブジェクトをディスプレイ フォルダ内の標準グラフィック ディス

プレイにコピーした場合、そのコピーは参照オブジェクトと呼ばれます。参照

オブジェクトには、グローバル オブジェクト ディスプレイのオリジナルなオブ

ジェクトであるベース オブジェクトにリンクするための特別なプロパティがあ

ります。

たとえば、LinkAnimation プロパティの値によって、参照オブジェクトがそれ自

体に設定されたアニメーションを使用するか、ベース オブジェクトに設定され

たアニメーションを使用するかが決まります。 

LinkAnimation プロパティの詳細については、「参照オブジェクトのリンク プロ

パティを設定する」(ページ 17-62) を参照してください。

さまざまなタイプのアニメーションを使用する効果を作成する

FactoryTalk View SE は、さまざまなアニメーション タイプを提供し、グラ

フィック ディスプレイで使用するオブジェクトにさまざまな効果を作成でき 

ます。

1 つのタイプのアニメーションをオブジェクトまたはオブジェクトのグループに

指定することも、アニメーション タイプを組み合わせて特定の効果を得ること

もできます。

たとえば、四角形などの描画オブジェクトに幅と高さの両方のアニメーション

を適用し、ディスプレイの内外に移動すると、それが縮小したり拡大したりし

ます。

次のセクションでは、[アニメーション] ダイアログ ボックスで使用できるアニ

メーション タイプの概要が記載されています。各タイプの詳細については、ダ

イアログ ボックスの [ヘルプ] をクリックしてください。

アニメーションの適用方法の詳細については、「FactoryTalk View グラフィック 

オブジェクトのアニメーションを設定する」(ページ 18-2) を参照してください。
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オブジェクトを表示、非表示にする

視覚化アニメーションを使用して、タグ値または論理式の結果に基づいて、オ
ブジェクトを表示または非表示にできます。オブジェクトが表示されない場合
は、そのオブジェクトに適用されている他のアニメーションは評価されず、不
必要な処理を防ぐことができます。

すべての FactoryTalk View グラフィック オブジェクトに可視性アニメーションを
適用できます。可視性アニメーションとそのオブジェクトの可視性プロパティ
が競合する場合、可視性アニメーションが優先されます。

以下のタイプのオブジェクトは、可視性アニメーションのみを適用することが
できます。

 イメージとパネル

 押しボタン (ボタン タイプ以外)

 インジケータ

 ゲージとグラフ

 キー オブジェクト

 高度なオブジェクト (矢印とラベル以外)

[アニメーション] ダイアログ ボックスの可視性オプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

オブジェクトの色を変更する

色のアニメーションを使用して、タグ値または式の結果に基づいて、オブジェク
トの色を変更することができます。任意のオブジェクトに、 大 16 色 (A ～ P) の
色を指定できます。

塗りつぶし、オリジナル、およびシェーディングの塗りつぶしスタイルを選択
すると、点滅するオブジェクトに対してより多くのアニメーションのオプション
を使用できます。

塗りつぶし - 色を変更でき、塗りつぶしの外観になります。

グラディエント - 色を変更でき、グラデーションの外観になります。[塗りつぶ

しスタイル] に [グラディエント] を選択した場合、[塗りつぶし] 色ボックスはグ

ラディエントに変わります。これをクリックして [グラディエント塗りつぶし] 
ダイアログ ボックスを開き、グラディエント塗りつぶしを設定します。

オリジナル - オリジナルでインポートされたものにオブジェクトの色とシェー

ディングを保持します。線と塗りつぶしの色の両方は、点滅を使用してオリジ
ナルから変更できます。
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シェーディング - 高密度のドット パターンを使用して、和らげるか、影付きの

外観にします。この塗りつぶしスタイルは、Symbol Factory オブジェクトなどの

暗い色から明るい色の個々のオブジェクトで構成されるグループ オブジェクト

でのみ有効です。

各色の変更では、色が変化する値またはしきい値を指定し、オブジェクトを変
更する色を指定します。実行時に、値が到達するか、しきい値を超えた場合に、
オブジェクトの色が変化します。

オリジナルの色を保つ 

オリジナルの塗りつぶしスタイルを使用すると、オブジェクトのアニメーショ
ンにさらに変化を付けることができます。オブジェクトの点滅しない状態の特
定の色の代わりに、オブジェクトのオリジナルの色を使用できます。

オリジナルを任意の状態での塗りつぶしスタイルとして使用すると、色パレッ
ト ボックスでは色を変更できません。点滅オプションを選択することで、線と

塗りつぶし色の両方に個別に異なる色を使用できます。

色のシェーディングを制御する

点滅オプションと共にシェーディングの塗りつぶしスタイルを使用すると、線
と塗りつぶしの組合せの変更と、異なる色によって、ディスプレイ オブジェク

トのシェーディングを制御できます。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの [色] オプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

例 1:点滅するテキストを作成する

この例では、2 色に点滅するテキストを作成する方法について説明します。この

例では、式は選択されたしきい値に一致する単なる定数値です。

1. テキスト ツールを使用して、テキスト オブジェクトを作成します。詳細に

ついては、ページ 17-8 を参照してください。

2. [テキスト プロパティ ] ダイアログ ボックスで、テキストを入力してから、

[OK] をクリックします。

グラフィックの一部のタイプは、多くの要素から構成されています。個別の要素を選択して、

選択した要素にのみ色アニメーションを適用することができます。

色のアニメーションは、文字列入力、数値入力、またはレシピ オブジェクトには影響しません。

これらのオブジェクトの色は、[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで定義されます。
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3. テキスト オブジェクトを選択して、[アニメーション] ダイアログ ボックスを

開いてから、[色] タブをクリックします。 

4. [式] ボックスで、0 と入力します。(ゼロは、しきい値 A のデフォルトの値

です。)

5. リストで、しきい値 A をクリックします。[値] ボックスの値を 0 のままにし

ます。

6. 線の色の隣で、[点滅] チェック ボックスをクリックします。(線の色のみテ

キストに影響を与えます。)

7. [点滅] チェック ボックスの隣は点滅色であり、色のパレットを開いてから色

をクリックします。

8. [適用] をクリックして、[アニメーション] ダイアログ ボックスを閉じ 

ます。

ディスプレイのテスト ツールを使用して、この例のアニメーションをテストで

きます。テキストは選択した色で点滅します。

例 2:塗りつぶしレベルが変化すると色が変更されるオブジェクトを作

成する

この例では、オブジェクトの塗りつぶしレベルが増加すると色が変更される四
角形オブジェクトを作成する方法について説明します。この例では 
Hopper\FlourLevel というタグを使用しており、その範囲は 1 ～ 100 です。アニ

メーションをテストするには、タグを作成する必要があります。

オブジェクトを作成するには

1. 四角形ツールを使用して、四角形を作成します。

2. 四角形を右クリックして、[プロパティ ] をクリックします。背景スタイル リ
ストで、[塗りつぶし] をクリックします。

3. 前景色と背景色のパレットを使用して、四角形を灰色にします。

4. 四角形を選択した状態で、[アニメーション] ダイアログ ボックスを開いて、

[塗りつぶし] タブをクリックします。 
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オブジェクトに塗りつぶしアニメーションを適用するには

1. [式] ボックスで、Hopper\FlourLevel を入力します (塗りつぶしレベルを監視

するタグ)。

2. 塗りつぶしの方向で、[上] をクリックします。
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オブジェクトに色のアニメーションを適用するには

1. [色] タブをクリックします。

2. [式] ボックスで、Hopper\FlourLevel を入力します ([塗りつぶし] タグで使用さ

れるものと同じタグ)。

3. 通常の状態に対する線と塗りつぶしの色、1 番目と 2 番目の警告に対する 

線と塗りつぶしの色を設定します (次のタスクを参照)。

4. [適用] をクリックして、[アニメーション] ダイアログ ボックスを閉じ 

ます。

通常の状態に対する色を設定する

1. しきい値と色のリストで [A] をクリックして、[値] ボックスの値を 0 のまま

にします。

2. 線と塗りつぶしの色に対して、塗りつぶしスタイルを選択します。

3. 色ごとに、色のパレットを開いてから、灰色をクリックします (四角形に使

用されているのと同じ灰色)。

1 番目の警告に対する色を設定する

1. しきい値と色のリストで、[B] をクリックします。

2. [値] ボックスで、80 と入力します。

3. 線と塗りつぶしの色に関して、[点滅] をクリックして点滅パレットを開き

ます。

4. 初の点滅色に灰色を選択します。2 番目の色に黄色を選択します。

5. 塗りつぶし点滅色について、ステップ 4 を繰り返します。

2 番目の警告に対する色を設定する

1. しきい値と色のリストで、[C] をクリックします。

2. [値] ボックスで、95 と入力します。

3. 線と塗りつぶしの色に関して、[点滅] をクリックして点滅パレットを開き

ます。

4. 初の点滅色に灰色を選択します。2 番目の色に赤色を選択します。

5. 塗りつぶし点滅色について、ステップ 4 を繰り返します。

ディスプレイのテスト ツールを使用して、この例のアニメーションをテストで

きます。
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小麦粉のレベルが 80 に達すると、四角形が灰色と黄色に点滅して、オペレータ

にホッパーがもうすぐ一杯になることを警告します。小麦粉のレベルが 95 に達

すると、四角形は灰色と赤色に点滅します。

オブジェクトの塗りつぶしレベルを変更する

塗りつぶしアニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定
された 小値と 大値との相関からオブジェクトの塗りつぶしレベルを変更し
ます。

オブジェクトの塗りつぶしレベルは式の値に比例します。たとえば、式の値が
小値と 大値の半分である場合は、オブジェクトは半分塗りつぶされます。

塗りつぶしアニメーションは、文字列入力、数値入力、レシピ オブジェクト、

または押しボタン オブジェクトには影響しません。また、透過のオブジェクト

または線のオブジェクトに関しては、1 つのオブジェクトにグループ化されてい

たとしても、塗りつぶしアニメーションの影響を受けません。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの塗りつぶしオプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイ内でオブジェクトを水平移動する

水平位置アニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定さ
れた 小値と 大値との相関からディスプレイ内でオブジェクトを水平に移動
できます。

オブジェクトの水平位置は式の値に比例します。たとえば、式の値が 小値と
大値の半分である場合は、オブジェクトは 小ピクセルと 大ピクセルのオ

フセットの中間に位置します。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの水平位置オプションの詳細については、

[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイ内でオブジェクトを垂直移動する

垂直位置アニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定さ
れた 小値と 大値との相関からディスプレイ内でオブジェクトを垂直に移動
できます。
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オブジェクトの垂直位置は式の値に比例します。たとえば、式の値が 小値と
大値の半分である場合は、オブジェクトは 小ピクセルと 大ピクセルのオ

フセットの中間に位置します。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの垂直位置オプションの詳細については、

[ヘルプ] をクリックしてください。

オブジェクトを回転する

回転アニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定された
小値と 大値との相関から、アンカー ポイントを中心にオブジェクトを回転

できます。 

回転の角度は式の値に比例します。たとえば、式の値が 小値と 大値の半分
である場合は、オブジェクトは指定された回転範囲の半分だけ回転します。

パネルとイメージの描画オブジェクト、ボタン オブジェクト、高度なオブジェ

クト (矢印以外)、OLE オブジェクト、ActiveX オブジェクト、およびビットマッ

プは回転できません。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの回転オプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

回転のアニメーションを設定する

回転アニメーションを設定するには、以下を指定する必要があります。

 オブジェクトを回転させるために値を提供するタグまたは式

 タグまたは式の値の範囲 (範囲外の値はオブジェクトの回転には使用されま

せん。)

 オブジェクトの回転角度。

 回転の中心または軸 (たとえば、オブジェクトをその中心点や左上の角を中

心に回転させることができます)。回転の中心はオブジェクトの内部や、外部

にも設定できます。回転の中心がオブジェクトの外部にある場合は、オブ
ジェクトは弧を描くように移動します。
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以下の図に、回転範囲と回転の中心の動作方法を示します。

テキスト オブジェクトは、軸を中心に回転しているときでも、常に元の方向を

維持します。回転の中心がオブジェクトの中心である場合は、テキスト オブ

ジェクトは、回転のアニメーションを指定したオブジェクトのグループの一部
でない限りはまったく回転しません。テキスト オブジェクトを回転しないよう

にするには、アニメーション化するオブジェクトのグループから除外してくだ
さい。

オブジェクトの幅を変更する

幅アニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定された
小値と 大値との相関から、オブジェクトの幅を変更します。

オブジェクトの幅は式の値に比例します。たとえば、式の値が 小値と 大値
の半分である場合は、オブジェクトは 大幅の半分になります。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの幅オプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 

 
タグ値がこの範囲内だ
と、オブジェクトが回
転を停止します。

タグ値がこの範囲内だ
と、オブジェクトが回
転します。

タグ値

 

 

回転の中央がオブジェクト
内の左上の角にある場合は、
そのオブジェクトのタグ値
の変化に伴い、0 から 180 度
に回転します。

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

 

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

回転の中央がオブジェクト
外の左上の角にある場合
は、そのオブジェクトのタ
グ値の変化に伴い、0 から 
180 度に弧を描いて回転し

ます。
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オブジェクトの高さを変更する

高さのアニメーションを使用して、式またはタグ値の結果に基づき、指定され
た 小値と 大値との相関から、オブジェクトの高さを変更します。

オブジェクトの高さは式の値に比例します。たとえば、式の値が 小値と 大
値の半分である場合は、オブジェクトは 大高さの半分になります。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの高さオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

タッチ ゾーンを設定する

タッチ アニメーションを使用して、オペレータがマウスまたはタッチ画面を使

用してオブジェクトに触れたときにトリガーされる、押下時のアクション、繰
返し時のアクション、および離したときのアクションを指定します。

タッチ オブジェクトをハイライトするには、[ディスプレイの設定] ダイアログ 
ボックスのオプションを使用します。実行時にカーソルが通過した場合に、
タッチ オブジェクトのハイライト ボックスを設定できます。また、タッチ オブ

ジェクトを選択したときにコンピュータがビープ音を鳴らすように設定するこ
ともできます。

[アニメーション] ダイアログ ボックスのタッチ オプションの詳細については、[
ヘルプ] をクリックしてください。

水平スライダを作成する

水平スライダ アニメーションを使用して、タグの値を設定するグラフィック オ
ブジェクトを作成できます。これを行うには、オブジェクトのパスを定義し、
マウスを使用してオブジェクトを水平に移動します。

オブジェクトのピクセル位置は、タグに書き込まれる値に変換されます。タグ
値が外部から変更されると、スライダの位置も変更されます。オブジェクトに
は、垂直と水平の両方のスライダ アニメーションを適用できます。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの水平スライダ オプションの詳細につい

ては、[ヘルプ] をクリックしてください。

瞬時式押しボタンの作成には、タッチ アニメーション付きの描画オブジェクトを使用しないで

ください。代わりに、瞬時式押しボタン オブジェクト、または瞬時式アクションが設定された

ボタン オブジェクトを作成します。ボタン作成の詳細については、ページ 17-14 を参照してく

ださい。
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垂直スライダを作成する

垂直スライダ アニメーションを使用して、タグの値を設定するグラフィック オ
ブジェクトを作成できます。これを行うには、オブジェクトのパスを定義し、
マウスを使用してオブジェクトを垂直に移動します。

オブジェクトのピクセル位置は、タグに書き込まれる値に変換されます。タグ
値が外部から変更されると、スライダの位置も変更されます。オブジェクトに
は、垂直と水平の両方のスライダ アニメーションを適用できます。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの垂直スライダ オプションの詳細につい

ては、[ヘルプ] をクリックしてください。

OLE 動詞をアニメーション化する

OLE (Object Linking and Embedding) 動詞のアニメーションを使用して、特定の動

作を実行するように OLE オブジェクトを設定できます。

式が「真」と評価される (つまり式が 0 ではない) と、指定された OLE 動詞がア

クティブになります。使用できる動詞は OLE オブジェクトによって異なりま

す。一般的な動詞には、「開く」と編集が含まれています。

[アニメーション] ダイアログ ボックスの OLE 動詞オプションの詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

OLE オブジェクトに他のタイプのアニメーションを適用する

視覚性、タッチ、および OLE 動詞のアニメーションを OLE オブジェクトに適用

できます。他のオブジェクトと同様に、適用できるアニメーションのタイプは
オブジェクトによって異なります。

たとえば、可視性アニメーションをスプレッドシートに適用し、押したときに
スプレッドシートを表示または非表示にするボタンを作成できます。

これを行うと、埋め込まれたスプレッドシートまたはデータベース フォームに

含まれるさまざまなシフト レポートまたは管理サマリを表示または非表示にで

きます。
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インデックス番号を使用してディスプレイ内のオブジェクトに移動
する

特定の FactoryTalk View グラフィック オブジェクトを作成すると、そのオブジェ

クトはタブ インデックス番号を自動的に受け取ります。 

FactoryTalk View は、以下のタイプのオブジェクトにインデックス番号を提供し

ます。

 数値および文字列入力オブジェクト

 ボタン オブジェクト

 オブジェクト キー アニメーション付きのオブジェクト

 ActiveX オブジェクト

ディスプレイ内に上記のオブジェクトを作成するごとに、インデックス番号が
増加します。たとえば、数値入力オブジェクトを作成し、続けてボタン オブ

ジェクトおよび文字列入力オブジェクトを作成すると、各オブジェクトのイン
デックス番号は 1、2、および 3 になります。

また、FactoryTalk View は、キー ナビゲーションをサポートするオブジェクト 
(たとえば、ディスプレイ リスト セレクタ) にもインデックス番号が割り振られ

ます。オペレータがキーボードを使用してこれらのオブジェクトに移動できる
ようにする場合は、オブジェクトの KeyNavigation プロパティを [真] に設定し

ます。

オブジェクトのインデックス番号を確認する

オブジェクトのインデックス番号を確認するには、オブジェクトをダブルク
リックして [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開き、以下の図に示すように 
[タブ インデックス] ボックスの数字をチェックします。
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また、以下のいずれかの方法を使用してタブ インデックス番号を確認できます。

 オブジェクトを右クリックして、[プロパティ パネル] をクリックし、

TabIndex プロパティの値をチェックします。

 オブジェクト キー アニメーションを持つオブジェクトの場合は、オブジェ

クトを右クリックして [オブジェクト キー ] をクリックしてから、[タブ イン

デックス] ボックスの数字を確認します。

タブ インデックス番号のしくみ

タブ インデックス番号は、以下を目的として使用されます。

 オペレータがディスプレイ内で移動できるオブジェクトのタブ シーケンスを

決定する。

 実行時に、Position、NextPosition、および PrevPosition コマンドを使用して、

オブジェクト間を移動する。これらのコマンドの詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

選択した入力オ
ブジェクトの [プ
ロパティ ] ダイ

アログ ボックス

は、オブジェク
トにタブ イン

デックス番号 
1 があることを

示します。
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 レシピ ファイルのどのタグ値がどの数値または文字列入力オブジェクトに入力

されるか指定します。詳細については、「レシピの作成と復元」(ページ 17-47) 

を参照してください。

タブ シーケンスを作成する

インデックス番号を使用して、タブ シーケンスを作成できます。タブ シーケン

スは、グラフィック ディスプレイ内の一連のオブジェクトでユーザーが Tab 

キーを使用して移動できる順番です。

以下の図では、タブの順番は左から右です。

タブ シーケンス間を移動する

ディスプレイ内のタブ シーケンス間で移動するには、以下のいずれかの方法を

使用します。

 Tab キーを押して、 小インデックス番号 (1) から 大インデックス番号にオ

ブジェクト間を移動する。

 Shift-Tab キーを押して、 大インデックス番号から 小インデックス番号に

オブジェクト間を移動する。

オブジェクトの上
の丸付き番号は、
各オブジェクトの
インデックス番号
を示します。

ボックスは数値入
力オブジェクト 
です。

グループ化された
描画オブジェクト
には、オブジェク
ト キー アニメー

ションがあります。

ボタンはボタン オ
ブジェクトです。
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インデックス番号を変更する

インデックス番号のある複数のオブジェクトを作成すると、インデックス番号
を変更できます。

たとえば、4 つの入力オブジェクトを作成した場合、4 番目のオブジェクトをイン

デックス番号 1 を持つように変更できます。しかし、ディスプレイには 4 つの

入力オブジェクトしかないため、4 番目のオブジェクトにインデックス番号 5 を
持つように変更することはできません。

インデックス番号を変更すると、ディスプイレイ内の 2 つのオブジェクトが同

じインデックス番号を持たないよう、また、番号が飛ばないように、他のイン
デックス番号は自動的に調節されます。

大きすぎるインデックス番号を入力すると、FactoryTalk View では、使用可能な

大の番号に変更されます。使用している番号を入力すると、FactoryTalk View 
では、ディスプレイ内の他のオブジェクトに対して番号が再び割り当てられ、
タブ シーケンスが変更されます。

キーを使用してオブジェクトとディスプレイを関連付ける

オブジェクト キーおよびディスプレイ キーを使用して、FactoryTalk View コマン

ドをディスプレイ内のグラフィック オブジェクト、またはディスプレイそのも

のに関連付けることができます。

キーは、オペレータがアプリケーションを実行時に操作するために使用するコン
ピュータまたはモニタに接続されたキーボードまたはキーパッドのキー、また
はタッチ画面のボタンのいずれかにすることができます。

オペレータはキーを使用して、1 つのディスプレイから他のディスプレイに移動

する、タグ値を設定するなどの動作を実行できます。

一部のキーは、Windows および FactoryTalk View SE で使用するために予約さ

れています。予約されたキーの詳細については、「キーボード ショートカット」

(ページ 19-10) を参照してください。

クライアント キーについて

クライアント キーは、オブジェクト キーやディスプレイ キーとは異なります。

クライアント キーは、実行時は常にアクティブです。オブジェクト キーとディ

スプレイ キーは、特定のオブジェクトまたはディスプレイにフォーカスがある

ときのみアクティブです。
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クライアント キーの詳細については、「クライアント キーを作成する」(ページ 
24-20) を参照してください。オブジェクト、ディスプレイ、およびクライアン

ト キー間の優先順位の詳細については、ページ 19-8 を参照してください。

オブジェクト キーを設定する

オブジェクト キーを使用して、グラフィック オブジェクトを 1 つまたは複数の

キーに接続します。

たとえば、四角形を F4 キーに接続した場合、実行時に四角形に入力フォーカス

があるとき、オペレータは F4 キーを押すことで押下時のアクション、繰返し時

のアクション、および離したときのアクションを実行できます。

[オブジェクト キー ] ダイアログ ボックスを使用して、キーを設定し、インデッ

クス番号をオブジェクトに割り当てて、実行時にオブジェクトが選択されたと
きにハイライト ボックスを表示するかどうかを指定できます。

[オブジェクト キー ] ダイアログ ボックスを開くには

 キーを設定するオブジェクトを右クリックして、[オブジェクト キー ] をク

リックします。

[オブジェクト キー ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。
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例:オブジェクト キーを使用してバルブを開閉する

あるグラフィック ディスプレイでは、Valve 1 とValve 2 という 2 つのバルブのあ

るタンクを示します。 

バルブは、タンク内およびタンク外への流れを制御します。両方のバルブは同
じオブジェクト キーのアニメーションで設定されています。

F2 = 開く 

F3 = 閉じる

実行時に、オペレータは Valve 1 または Valve 2 のいずれかを選択でき、F2 を押

すとバルブが開き、F3 を押すとバルブが閉じます。

ディスプレイ キーを設定する

ディスプレイ キーを使用して、グラフィック ディスプレイを 1 つまたは複数の

キーに接続します。

ディスプレイでオブジェクトを選択していなくても、ディスプレイ キーは応答

するという点を除き、ディスプレイ キーはオブジェクト キーと似ています。

たとえば、ディスプレイを F6 キーに接続できます。実行時に、ディスプレイが

開くと、オペレータは F6 キーを押すことで押下時のアクション、繰返し時のア

クション、および離したときのアクションを実行できます。

[ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスを開くには

 ディスプレイを右クリックし、[ディスプレイ キー ] をクリックします。

[ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

例:ディスプレイ キーを使用してメニューを開く

Home キーを使用して、メイン メニュー ディスプレイを開くことを想定します。

これを行うには、以下の手順に従って Home キーを再定義するディスプレイ 
キーを作成してください。
18–25



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

1. ディスプレイを右クリックし、[ディスプレイ キー ] をクリックします。

2. [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスで、ディスプレイ キーを割り当て

ます。

3. [押下時のアクション] ボックスに以下を入力します。

Display “Main Menu”

オペレータが Home キーを押すと、アクティブなグラフィック ディスプレイが

閉じて、メイン メニュー ディスプレイが開きます。

実行時のキーと他の対話型オブジェクトの動作方法の詳細については、「対話式
オブジェクトの動作を指定する」(ページ 16-57) を参照してください。

実行時にキー リストを表示する

オペレータは実行時にキー リストを開いて、どのキーがオブジェクトとグラ

フィック ディスプレイに関連付けられているか、そしてそのキーが実行する動

作を確認できます。

キー リストを表示するには

 オブジェクト キーに関連付けられたオブジェクトをクリックします。

メイン メニュー ディスプレイがオーバーレイ タイプの場合は、アクティブなディスプレイを

閉じるのに Abort コマンドを使用する必要があります。
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キー リストには、選択したオブジェクトのオブジェクト キーが先に表示され、

続いてすべてのディスプレイ キーが表示されます。キー ラベルは、[オブジェク

ト キー ] または [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスで指定されたとおりに

表示されます。

キー リストを無効にするには

 Display コマンドと共に /O パラメータを使用します。詳細については、

Display コマンドのヘルプを参照してください。

キーを使用してオブジェクト固有のコマンドを設定する

ディスプレイで異なるオブジェクトを選択すると異なる FactoryTalk View コマン

ドが実行されるように、[tag] パラメータを使用してオブジェクトとディスプレ

イ キーを設定できます。

これを行うには、押下時のアクション、繰返し時のアクション、および離した
ときのアクションに指定したコマンド内の [tag] パラメータを使用して、 初に

ディスプレイ キーを作成します。たとえば、次のとおりに作成します。

Set [tag] 1

キー リストでは 2 つのタイプのキーを別々に表示しません。これは、オペレータにとって 2 つ
のタイプの違いは重要ではないためです。オペレータは、キーを押したときに発生することの

みを知る必要があります。

ラベル

補助キー

キー
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次に、タグ名 (または任意の文字列) のプレースホルダとして現在の [タグ] パラ

メータを使用して、ディスプレイ内の異なるグラフィック オブジェクトでオブ

ジェクト キーを設定します。

実行時に、オブジェクトを選択してディスプレイ キーを押すと、現在の [タグ] 
ボックスの内容が FactoryTalk View コマンド内の [tag] に置き換わります。

以下の 3 つの例に、現在の [タグ] パラメータを使用する方法を示します。

例 1:ディスプレイ全体のキーを作成してバルブを開閉する

20 のバルブを含むグラフィック ディスプレイがあり、オペレータがすべてのバ

ルブを同じ 2 つのキー、F2 と F3 でそれぞれ開閉できるようにすることを想定し

ます。 

バルブごとにタグ名を指定するかわりに、ディスプレイ キーに [tag] パラメータ

を使用します。以下のように設定します。

1. [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスで、F2 とF3 キーを割り当てます。

2. F2 キーを押したときの動作については、Set [tag] 1 と入力します。

3. F3 キーを押したときの動作については、Set [tag] 0 と入力します。

4. 各バルブ オブジェクトに関して、[オブジェクト キー ] ダイアログ ボックス

を開き、現在の [タグ] ボックスにタグ名を入力します。

実行時、オペレータはバルブ オブジェクトを選択し、F2 を押してバルブを開

き、または F3 を押してバルブを閉じることができます。

例 2:オブジェクト固有のヘルプを開く

工場作業場の機器を表すさまざまなグラフィック オブジェクトを含むグラ

フィック ディスプレイを想定します。

一部の機器に不具合があった場合、オペレータがディスプレイ内の対応するオ
ブジェクトを選択し、状況を修正するための手順を提示するヘルプ ファイルを

開けるようにします。
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1. [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスで、ディスプレイ キーを作成します。

詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。[押下時のアクション] 
ボックスで、Help [tag] と入力します。

2. [オブジェクト キー ] ダイアログ ボックスで、機器オブジェクトごとに現在

の [タグ] ボックスに対応するヘルプ ファイル名を入力します。

実行時に、オペレータが機器オブジェクトを選択して対応するディスプレイ 
キーを押すと、一部の機器のヘルプ ファイルが表示されます。

例 3:オブジェクト固有の HMI タグ アラーム サマリを開く

HMI タグ アラーム情報を特定のマシンで使用できるようにすることを想定しま

す。一部のマシンに不具合があった場合、オペレータがそのマシンのアラーム 
サマリを表示できるようにします。

マシンの HMI タグ アラーム サマリを表示するには、オペレータはグラフィック 
ディスプレイでマシンに対応するオブジェクトにカーソルを置き、ディスプレ
イ キーを押します。

1. マシンのアラームのみを含むフィルタを使用する HMI タグ アラーム サマリ

を作成します。フィルタは、タグ プレースホルダ (たとえば、#1) を含む必要

があります。

HMI タグ アラーム サマリの作成の詳細については、11 章、HMI タグ アラー

ムを設定するを参照してください。

2. [ディスプレイ キー ] ダイアログ ボックスで、ディスプレイ キーを割り当て

ます。[押下時のアクション] ボックスで、Display AlmSumm /t[tag] と入力し

ます。

3. [オブジェクト キー ] ダイアログ ボックスで、アラーム サマリ フィルタで指

定するマシンの名前を入力します。

実行時に、ディスプレイ キーの [tag] の値は、アラーム サマリ フィルタの #1 
を置き換えて、選択したマシンのみの HMI タグ アラームを表示します。
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ActiveX オブジェクトをアニメーション化する

FactoryTalk View SE の ActiveX オブジェクトをアニメーション化するには、オ 

ブジェクトのプロパティ、メソッド、またはイベントをタグに接続し、実行時
にデータを受信または修正できるようにします。タグ データを使用して ActiveX 
オブジェクトをアニメーション化するには、以下のいずれかの方法を使用し 
ます。

 FactoryTalk View Studio で、プロパティ パネル、Invoke コマンド、またはイ

ベント エディタとメソッド エディタを使用します。これらの方法はシンプ

ルですが、柔軟性はありません。

 Visual Basic Integrated Development Environment (IDE) で、VBA コードを使用

します。この方法は複雑ですが、柔軟性が高くなります。

グラフィック ディスプレイは Visual Basic フォームに似ています。グラ

フィック ディスプレイに ActiveX コントロールを挿入すると、VBA コード

を使用して ActiveX コントロールのメソッド、プロパティ、およびイベント

にアクセスできます。

FactoryTalk View SE での VBA コードの動作方法については、付録 C、
SE Client オブジェクト モデルとディスプレイ コードを使用するを参照して

ください。詳細情報およびコードの例については、FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプを参照してください。

また、タグを使用することなく、ActiveX オブジェクトのプロパティを変更する

こともできます。このメソッドを選択すると、オブジェクトのプロパティは実
行時に動的に変更されません。

他のグラフィック オブジェクトで実行するのと同じように、ActiveX オブジェ

クトのプロパティに静的な変更を加えます (プロパティ パネルの [プロパティ ] 
タブで変更)。詳細については、「プロパティ パネルにオブジェクトのプロパ

ティを表示する」(ページ 16-7) を参照してください。

ActiveX オブジェクトの実行時の動作は、ベンダーの実装によって異なります。ユーザーがア

プリケーションを使用できるようにする前に、ActiveX オブジェクトを完全にテストして、希

望どおりに動作することを確認してください。
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ActiveX オブジェクトのプロパティにタグを接続する

ActiveX オブジェクトには複数のプロパティのセットがあります。オブジェクト

のプロパティを表示するにはオブジェクトを右クリックして、[プロパティ パネ

ル] をクリックします。 

プロパティ パネルの内容は、FactoryTalk View ではなく、ActiveX オブジェクト

を作成したアプリケーションによって決まります。

以下の図のプロパティ パネルは、CheckBox1 という名前の ActiveX チェック 
ボックスのプロパティ パネルです。このチェック ボックスをオフにして、オー

ブンの温度制御を自動モードから手動モードに変更します。

プロパティの詳細については、プロパティを選択してから、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

ActiveX オブジェクト名について

前の図に示すように、ActiveX オブジェクトにはデフォルト名があります。以下

の場合に名前を使用します。

 オブジェクトのイベントをロギングする際に、オブジェクトを識別する 
場合。

ActiveX イベントの詳細については、「ActiveX オブジェクトのイベントにタ

グを接続する」(ページ 18-33) を参照してください。

オブジェクトの Value 
プロパティは、Oven 
フォルダの Auto タグ

に割り当てられてい
ます。

これにより、チェッ
ク ボックスをオーブ

ンの温度制御に接続
します。

CheckBox1 は、この

オブジェクトのデ
フォルト名です。
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 コマンドで使用する場合。

たとえば、Invoke コマンドを使用してメソッドを呼び出す場合、メソッドが

実装されるオブジェクトの名前を指定する必要があります。詳細について
は、「オブジェクトのメソッドにタグを接続する」(ページ 18-32) を参照して

ください。

任意のオブジェクトのデフォルト名を変更できます。オブジェクトの名前付け
の詳細については、ページ 16-26 を参照してください。

オブジェクトのメソッドを表示する

[オブジェクト メソッド] ダイアログ ボックスは、選択されたオブジェクトに実

装されたメソッドを示します。オブジェクトのメソッドを表示するにはオブ
ジェクトを右クリックして、[メソッド] をクリックします。

 

[オブジェクト メソッド] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[
ヘルプ] をクリックしてください。

オブジェクトのメソッドにタグを接続する

メソッドとは、ActiveX オブジェクトが実行できるアクションのことです。

オブジェクトと
そのメソッドの
詳細については、
このボタンをク
リックします。
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メソッドはオブジェクトの一部です。以下を実行できます。

 オブジェクトのメソッドのリストを表示する。

 オブジェクトのメソッドの資料を検索する。

 Invoke コマンドを使用してオブジェクトのメソッドを呼び出す。

Invoke コマンドを使用してメソッドを呼び出す

FactoryTalk View Invoke コマンドを使用して、名前が付けられた ActiveX オブ

ジェクトのメソッドを呼び出します。Invoke コマンドを使用して、以下を実行

できます。

 メソッドによって返された値をタグに割り当てる。

 タグ値または定数にオブジェクトのプロパティを設定する。

 オブジェクト プロパティの値にタグを設定する。

Invoke コマンドのパラメータを指定するには、コマンド ウィザードを使用しま

す。Invoke コマンドの使用の詳細については、FactoryTalk View Site Edition ヘル

プを参照してください。

ActiveX オブジェクトのイベントにタグを接続する

[ActiveX コントロール イベント] ダイアログ ボックスには、選択した ActiveX オ
ブジェクトに関連付けられているイベントが表示されます。ダイアログ ボック

スで、実行時にイベントが発生した場合に実行する FactoryTalk View コマンドま

たはマクロを指定できます。

また、VBA コードを使用して、ActiveX オブジェクトのプロパティ、メソッド、

およびイベントが FactoryTalk View SE を操作できるようにします。VBA コード

の例については、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

Invoke コマンドを使用して ActiveX オブジェクトを操作するには、オブジェクトに名前を付け

る必要があります。
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ActiveX オブジェクトのイベントを表示するには

 オブジェクトを右クリックしてから、[ActiveX イベント] をクリックします。

[ActiveX コントロール イベント] ダイアログ ボックスのオプションの詳細につ

いては、[ヘルプ] をクリックしてください。

オブジェクトと
そのイベントに
関するベンダー
からの情報につ
いては、ここを
クリックします。

ここをクリック
して、 コマンド 
ウィザードを開
きます。
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19 ナビゲーションを設定する

この章では、以下について説明します。

 ディスプレイ階層について。

 アプリケーションのディスプレイ間を移動する方法を設定する。

 キーを設定して FactoryTalk View コマンドを実行する。

 クライアント キーのコンポーネントを作成および実行する。

 ナビゲーション ボタンを作成および使用する

アプリケーションのディスプレイ階層を設計する

完全なオペレータ インターフェイスの設計で重要となるのは、オペレータがア
プリケーション内でグラフィック ディスプレイ間をどのように移動し、操作す
るかを決定することです。

アプリケーション内の重要な部分間を移動する際にオペレータが迷わず移動で
きるようにするには、オペレータがさまざまなレベルの情報やデータ間を移動
するにつれて段階的に詳細な情報を提供する、グラフィック ディスプレイの階
層または一連のグラフィック ディスプレイを作成します。

ディスプレイの階層は、工場やプロセスの一部、またはさまざまなタイプの
データ表示を表すことができます。たとえば、トップ レベルは工場のあるエリ
アを表し、 下レベルには各エリアに特有のトレンドやアラームのディスプレ
イを含むことができます。 

必要なセキュリティ権限を持つオペレータまたはスーパバイザが、アプリケー
ション内の領域間で移動したり、管理サマリなどの特定の情報を提供するディ
スプレイへのアクセスできる場合もあります。

ディスプレイの階層を設計する場合は、マネージャ、スーパバイザ、およびオ
ペレータを含むさまざまなアプリケーション ユーザーのニーズを考慮してくだ

さい。階層には、以下を含めることができます。

 メニューとして機能する初期グラフィック ディスプレイ。

 工場周辺の領域内の FactoryTalk View SE Server に配置されているディスプレ

イへのリンクを含む、工場の概要。

 監視中の各プロセスの包括的なディスプレイ。

 プロセス固有のディスプレイ。

 管理サマリ ディスプレイ。
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 履歴とリアルタイム データのトレンド表示。

 アラーム監視およびアラームに応答するためのアラーム ディスプレイ。

以下の図に、2 つの領域を含むネットワーク分散アプリケーションの簡単なディ

スプレイの階層設計を示します。

ディスプレイ間で移動する方法を設定する

FactoryTalk View では、グラフィック ディスプレイをリンクしてアプリケーション

全体の構造を作成するための、オペレータが使いやすいツールを使用できます。

キーボードベース、タッチ画面ベース、または両方の移動方式を組み合わせた、
アプリケーションを作成できます。

オペレータにはどの方法も異なっているように見えますが、両方とも 
FactoryTalk View コマンドを使用するため、同じように機能します。

さまざまな移動方法を使用するディスプレイの階層の実際の例については、FactoryTalk 
View SE Samples アプリケーションを実行してください。これを実行するには、[スタート] > 
[すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > [FactoryTalk View] をクリックしてから、

[Samples Water] をクリックします。

メイン メニュー
グラフィック ディスプレイ

領域 2
プロセス

管理
サマリ

概要

プロセス 3

プロセス 3
トレンド表示

監視
プロセス 4

プロセス 4
トレンド表示

監視

領域 1
プロセス
概要

プロセス 1

プロセス 1
トレンド表示

監視
プロセス 2

プロセス 2
トレンド表示

監視

プロセス全体の
アラーム サマリ
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19 ????????
コマンドを使用してディスプレイを開く、閉じる、および切り替
える

以下の FactoryTalk View コマンドを使用して、実行時に、ディスプレイを開く、

閉じる、および開いているディスプレイを切り替えることができます。

マクロ内、またはグラフィック ディスプレイのタッチ ゾーン、ボタン、ディ 

スプレイ キー、またはオブジェクト キーに指定されたアクションとしてコマン

ドを使用します。

目的 実行するコマンド

指定されたグラフィック ディスプレイを開く。

指定されたディスプレイが既に開かれており、複
数のコピーを実行可能な場合 ([ディスプレイの設

定] ダイアログ ボックスで設定) は、Display コ 

マンドはディスプレイの別のコピーを開いて、そ
れをアクティブにします。

指定されたディスプレイが既に開かれていても、
複数のコピーを実行できない場合は、Display コ 

マンドが指定されたディスプレイをアクティブに
します。

ディスプレイのさまざまなタイプ:

 Replace は、開いている他のディスプレイ

の上に開き、重なり合ったディスプレイを
閉じます。

 Overlay は、開いているディスプレイの上

に開き、他のディスプレイを閉じません。

 On Top は、開いているディスプレイの上に開

き、前面に配置したままになります。

Display

アクティブであるまたは指定したグラフィック 
ディスプレイを閉じる。

他の実行しているディスプレイを閉じるときに 
Replace タイプのディスプレイを使用できない場合

に、Abort コマンドを使用します。

Abort
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ディスプレイを開く、閉じる、および切り替えるためのコマンドは、FactoryTalk 
View SE Client でのみ実行されます。これらのコマンドを FactoryTalk View 
SE Server (たとえば、サーバー起動マクロ内) または FactoryTalk View Studio で実

行しようとすると、エラーになります。

コマンドの実行場所の詳細については、付録 A、FactoryTalk View コマンドを参

照してください。

指定されたグラフィック ディスプレイを、他の開

いているディスプレイの前面に出す。

指定されたディスプレイが Replace または Overlay 
のタイプである場合は、PullForward コマンドがそ

のディスプレイにフォーカスし、開いている On 
Top ディスプレイの背後にそのディスプレイを配

置します。

PullForward

指定されたグラフィック ディスプレイを、他の開

いているディスプレイの背面に押し込む。

指定されたディスプレイが On Top のタイプである

場合は、PushBack コマンドは開いている他の On 
Top ディスプレイの背面と、開いている Replace ま
たは Overlay ディスプレイの前面の間に、その

ディスプレイを配置します。

PushBack

PullForward および PushBack コマンドは、ディスプレイが既に開かれているため、迅速に

ディスプレイを変更できます。ただし、複数のディスプレイを開く場合や、ディスプレイが複

雑である場合は、多くのメモリと CPU が使用されることになります。

目的 実行するコマンド
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例:キーボード操作を使用したナビゲーションを設定する

この例のグラフィック ディスプレイは、メニューとして機能するように設計さ

れており、オペレータが押すと異なるプロセスのグラフィック ディスプレイを

開くことができるキーを提供します。

ディスプレイを作成する際に、設計者はオブジェクト、ディスプレイ、および
クライアントの 3 つのタイプのキー定義を使用するキーに、さまざまな 
FactoryTalk View コマンドを割り当てました。すべての場合で、キー (マウスの

ボタンではない) はコマンドを実行するように定義されました。

オブジェクト キーおよびディスプレイ キーは、グラフィク エディタで設定され

ます。詳細については、18 章、グラフィック オブジェクトをアニメーション化

するを参照してください。

クライアント キーは、クライアント キー エディタで作成されます。詳細につい

ては、「クライアント キーを作成する」(ページ 24-20) を参照してください。
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例 2:マウスとタッチ画面操作を使用するナビゲーションを設定する

この例のグラフィック ディスプレイには、オペレータがマウスを使用してク

リックするか、タッチ画面で押して、詳細なディスプレイを開くことができる
ボタンが含まれています。このディスプレイはメニューとして機能し、情報を
表示します。

ボタンを作成する際に、設計者はグラフィック エディタのボタン描画ツールを

使用しました。ボタンは、マウスまたはタッチ画面を押すことで選択できます。
ボタンの作成の詳細については、「データを使用するオブジェクトの操作方法。」
(ページ 17-11) を参照してください。
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ナビゲーションでディスプレイ タイプを選択する場合の注意

アプリケーションを設計する場合、選択したディスプレイ タイプによって、オ

ペレータがあるディスプレイから別のディスプレイに移動する方法に関して追
加の制御が提供されます。

たとえば、別のディスプレイにフォーカスがある場合でも、ディスプレイを常
に 前面に表示するようにするには、On Top オプションを使用します。

または、ディスプレイを開いたときに、他の開いているディスプレイがその
ディスプレイを覆っているか触れている場合に置き換えるようにするには、
Replace オプションを使用します。

[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスでグラフィック ディスプレイのタイ

プを選択します。詳細については、「ディスプレイのタイプを指定する」(ページ 
16-49) を参照してください。 

ディスプレイの呼び出し時間を短くする

グラフィック ディスプレイを開くのに必要な時間を短くするには、ディスプレ

イ キャッシュにグラフィック ディスプレイをロードします。以下のようにして

ディスプレイをロードできます。

 表示される前に、/Z または /ZA パラメータを含む Display コマンドを使用す

る。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

 初めて表示する場合、[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックスで [表示後

のキャッシュ ] オプションを使用する。詳細については、「ディスプレイを

キャッシュする」(ページ 16-51) を参照してください。

FactoryTalk View コマンドを実行するキーを設定する

オブジェクトおよびディスプレイ キー アニメーションを使用して、FactoryTalk 
View コマンドを、ディスプレイ内のオブジェクトまたはディスプレイ全体に関

連付けることができます。

また、コマンドは、オブジェクトまたはディスプレイとは独立したキーに関連
付けることもでき、クライアント キーを作成するとシステム内で常時使用でき

るようになります。詳細については、「クライアント キーを作成する」(ページ 
24-20) を参照してください。

メニューやバナーなどの固定の位置で実行するディスプレイは、FactoryTalk View SE Client 
ウィンドウの内部にドッキングできます。詳細については、「ディスプレイを FactoryTalk View 
SE Client ウィンドウにドッキングする」(ページ 16-60) を参照してください。
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たとえば、ディスプレイの変更やタグ値の設定など、オペレータはキーを使用
してシステムを操作できます。作成するキーのタイプを決定する際には、以下
の表をガイドとして使用します。

優先順位を決定する一般的な規則

1 つのキーを、オブジェクト、ディスプレイ、またはクライアントの 3 つのタイ

プのキー定義の中から 1 つまたは複数のタイプに割り当てられることができます。

たとえば、バルブのオブジェクトに入力フォーカスがあるときにバルブを開き、
フォーカスのあるポップアップ ディスプレイを閉じるように F2 キーを割り当

て、クライアント キーとしてはプロセス概要を含むグラフィック ディスプレ 

イを開くように割り当てることができます。

1 つのキーに複数の定義があるときは、以下の優先順位の規則が適用されます。

 グラフィック ディスプレイがアクティブで、オブジェクトに入力フォーカス

がある場合は、オブジェクト キーがディスプレイ キーとクライアント キーよ

りも優先されます。

 グラフィック ディスプレイがアクティブな場合は、ディスプレイ キーがク

ライアント キーよりも優先されます。 

たとえば、F2 キーをアプリケーション内のあるグラフィック ディスプレイ

のディスプレイ キーとして割り当て、同時に F2 を同じアプリケーションで

クライアント キーとして割り当てている場合は、アクティブなディスプレイ

が F2 をディスプレイ キーとして使用しない場合のみ、F2 はクライアント 
キーとして動作します。

アプリケーションの設計時には、埋め込まれたオブジェクトによって使用され
るキーに特に注意してください。

目的 設定 参照

キーを特定のグラフィック 
オブジェクトに関連付ける 
(オブジェクト キー )

グラフィック エディタのオ

ブジェクト キー アニメー

ション

ページ 18-24

キーを特定のグラフィック 
ディスプレイに関連付ける 
(ディスプレイ キー )

グラフィック エディタの

ディスプレイ キー アニメー

ション

ページ 18-25

FactoryTalk View クライ 

アントの任意の場所で機能
するキーを作成する (クラ

イアント キー )

クライアント キー エディタ

のキー定義コンポーネント

ページ 24-20
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オブジェクト キーとディスプレイ キーは通常、埋め込まれたオブジェクト (た
とえば、ActiveX、または OLE オブジェクト) に使用されるキーよりも優先され

ます。

ただし、FactoryTalk View (たとえば、Excel ワークシート) の一部ではない OLE 
オブジェクトによって使用されるキーは、オブジェクトまたはディスプレイ 
キーよりも優先されます。詳細については、以下のページを参照してください。

優先順位と F1 キー

FactoryTalk View Studio でアプリケーションを開発している場合は、F1 キーは文

脈依存のヘルプを開くために予約されています。

実行時に、グラフィック ディスプレイにフォーカスがあり、押下時のアクション、

離したときのアクション、または繰り返しアクションが F1 キーに対して定義さ

れている場合は、 F1 はヘルプを開くかわりに、ディスプレイ、オブジェクト、

またはクライアント キーとして機能します。

優先順位と埋め込まれた ActiveX オブジェクト

グラフィック ディスプレイがアクティブであり、埋め込まれた ActiveX オブジェ

クトに入力フォーカスがあるときは、埋め込まれたオブジェクトのアクション
をトリガーするキーは、同じキーがオブジェクトまたはディスプレイキーとし
て定義されている場合、そのアクションをトリガーしません。 

代わりに、キーを押すと、オブジェクト キーまたはディスプレイ キーに関連付

けられたアクションがトリガーされます。

たとえば、ActiveX スライダ オブジェクトは、F2 キーを使用して速度を上げ、

F3 キーを使用して速度を下げることで、モーターの速度を制御します。この場

合で、F2 がモーターの位置をジョグするオブジェクト キーとしても定義されて

いる場合は、スライダに入力フォーカスがあるときに F2 を押すと、モーターの

速度を上げる代わりに、モーターの位置を常にジョグします。

ただし、埋め込まれた ActiveX オブジェクトのアクションをトリガーするキーが

クライアント キーとしても定義されている場合は、キーを押すと埋め込まれた

オブジェクトに定義されたアクションとクライアント キーに定義されたアク

ションの両方をトリガーします。

たとえば、ActiveX ゲージ オブジェクト用の F2 キーがモーターの速度を上げ

るだけでなく、F2 が現在のグラフィック ディスプレイを印刷するためのクラ

イアント キーとしても定義されている場合は、オペレータが F2 を押すたびに

モーターの速度が上がり、グラフィック ディスプレイが印刷されます。
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優先順位と埋め込み OLE オブジェクト

埋め込み OLE オブジェクトの場合は、キーがオブジェクトまたはディスプレ 

イ キーとしても定義されている場合でも、埋め込まれたオブジェクトのアク

ションをトリガーするキーはそのアクションのみをトリガーします。この場合、
オブジェクトまたはディスプレイ キーに定義されたアクションはまったくトリ

ガーされなくなります。

ただし、埋め込まれた OLE オブジェクトのアクションをトリガーするキーがクラ

イアント キーとしても定義されている場合は、キーを押すと埋め込まれたオブ

ジェクトに定義されたアクションとクライアント キーに定義されたアクションの

両方をトリガーします。

キーボード ショートカット

以下のキーボード ショートカットは通常、Windows および FactoryTalk View SE 
に予約されています。

目的 押すキー

次に も高いインデックス番号のオブジェク
トにフォーカスを移動する。

Tab

次に も低いインデックス番号のオブジェク
トにフォーカスを移動する。

Shift+Tab

矢印キーが示す方向の、次のオブジェクトに
フォーカスを移動する。

Ctrl+ 上向き矢印、 

Ctrl+ 左向き矢印、 

Ctrl+ 下向き矢印、 

Ctrl+ 右向き矢印

次のウィンドウにフォーカスを移動する。 Ctrl+F6

前のウィンドウにフォーカスを移動する Ctrl+Shift+F6

アクティブなウィンドウを閉じる。 Ctrl+F4 または 
Ctrl+Shift+F4
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フォーカスがあるボタン オブジェクトの、 

押下時のアクションおよび離したときのアク
ションを実行する。

フォーカスがある入力オブジェクトの値をダ
ウンロードする。

レシピ オブジェクトにフォーカスがある場合

は、[レシピ] ダイアログ ボックスを開く。

Ctrl+W が以前に押されている場合は、レシピ

が保存されます。Ctrl+R が以前に押されてい

る場合は、レシピがリストされます。

フォーカスのある入力オブジェクトまたはレ
シピ オブジェクトがキーボードを表示するよ

うに設定されている場合は、オンスクリーン 
キーボードを開く。

Enter

ディスプレイ内のすべての入力オブジェクト
にデータをアップロードする。

PgUp

フォーカスのある入力オブジェクトにデータ
をアップロードする。

Ctrl+PgUp

ディスプレイ内のすべての入力オブジェクト
からデータをダウンロードする。

PgDn

フォーカスのある入力オブジェクトからデー
タをダウンロードする。

Ctrl+PgDn

入力オブジェクトの内容を削除する。 Home+Shift+End+Del

入力フォーカスをレシピ オブジェクトに移動

して、レシピを復元する準備をする。

Ctrl+R

入力フォーカスをレシピ オブジェクトに移動

して、レシピを保存する準備をする。

Ctrl+W

[レシピ] ダイアログ ボックスを開く。

Ctrl+W が以前に押されている場合は、レシピ

が保存されます。Ctrl+R が以前に押されてい

る場合は、レシピがリストされます。

数値キーパットの +

[オブジェクト キー ] メニューの選択バーを移

動する

上向き矢印、 
下向き矢印

目的 押すキー
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優先順位と予約されたキー

予約されているキーをオブジェクトまたはディスプレイ キーに割り当てると、

オブジェクトまたはディスプレイ キーの機能が優先され、そのキーのデフォル

トで予約された機能は無効になります。

ただし、予約されたキーまたはキーの組合せをクライアント キーとして使用す

ると、キーはクライアント キーのアクションと予約されたキーのアクションの

両方を実行します。そのため、クライアントキーの定義に予約されたキーを使
用することは推奨されません。

クライアント キーの詳細については、「クライアント キーを作成する」(ページ 
24-20) を参照してください。

[オブジェクト キー ] メニューを閉じるか、入

力モードを終了してフォーカスのある入力オ
ブジェクトを更新する

Esc

カーソルを左右に 1 つ移動する 左向き矢印、 
右向き矢印

カーソルの左にある文字を削除する。 Backspace

カーソルの右にある文字を削除する。 Del

カーソル位置から行の終わりまでのすべての
文字を削除する。

Shift+End+Del

選択した項目をクリップボードにコピーする Ctrl+C または Ctrl+Ins

選択された項目を切り取って、クリップボー
ドに配置する。

Ctrl+X または Shift+Del

クリップボードの内容を現在のカーソル位置
に貼り付ける。

Ctrl+V または Shift+Ins

データ入力オブジェクトの先頭にカーソルを
配置する。

Home

矢印キーは、トレンド グラフィックオブジェクトにフォーカスがある場合は異なるアクション

を実行します。詳細については、ページ 23-32を参照してください。

目的 押すキー
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ナビゲーション ボタンについて

以下のような 3 つのタイプのナビゲーション ボタンを作成できます。

ナビゲーション ボタン オブジェクトを使用して、前に表示したグラフィック 

ディスプレイ間で移動するボタンを作成できます。FactoryTalk View SE では、 

表示するディスプレイのナビゲーション履歴を維持できるので、ナビゲーション 

ボタンを使用すると、前のディスプレイに戻ったり次のディスプレイに進んだ

りすることができます。

各ナビゲーション ボタンは、実行時に、前の画面、次の画面、またはナビゲー

ション履歴のうちの 1 つを表示する機能を実行します。複数のナビゲーション 

ボタンをグループ内に追加することで、前に戻ったり、次に進んだり、履歴を

表示したりできる Web ブラウザ内のナビゲーション ボタンの機能に似せること

ができます。 

ナビゲーション履歴はオプションで、各クライアント用に構成されています。

ディスプレイを追跡するには、以下を実行する必要があります。

 FactoryTalk View SE Client を使用して、ディスプレイ ナビゲーション機能を

アクティブにします。

 各ディスプレイの [ディスプレイの設定] 内にある [プロパティ ] タブを使用

して、追跡するディスプレイを指定します。 

これにより、指定するディスプレイのみを追跡する柔軟性が提供されます。

詳細については、FactoryTalk View SE Client ウイザードの [ヘルプ] をクリッ 

クしてください。また、“グラフィック ディスプレイのプロパティを設定する” 

on page 16-48 も参照してください?

ボタンのタイプ ボタンの機能

DisplayPreviousScreen ボタンをクリックすると、ナビゲーション履歴にあ
る 1 つ前のグラフィック ディスプレイが開きます。

DisplayNextScreen ボタンをクリックすると、ナビゲーション履歴に
ある次のグラフィック ディスプレイが開きます。

DisplayNavigationHistory ボタンをクリックすると、前に開いたディスプレ
イのリストが開きます。リストから、表示する
ディスプレイを選択できます。
19–13
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ナビゲーション ボタンの動作

ボタンがアクティブな場合、そのボタンをクリックすると、[ナビゲーション ボ
タンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで設定されている対応するアクション

が開始されます。ボタンが非アクティブな場合、クリックしても応答はありま
せん。 

ボタンがアクティブであるか非アクティブであるかは、設定されたボタンのア
クションと、ナビゲーション履歴リストで現在開かれているグラフィック ディ

スプレイの位置の両方によって決まります。たとえば、ボタンが次のグラ
フィック ディスプレイを表示するように設定されており、現在表示されている

グラフィック ディスプレイがナビゲーション履歴リストの 初のディスプレイ

である場合、ボタンは非アクティブになります。現在表示されているグラ
フィック ディスプレイがナビゲーション履歴リストの 初のディスプレイでは

ない場合、ボタンはアクティブになります。

ナビゲーション ボタンを作成する

1. グラフィック エディタで、[オブジェクト] > [押しボタン] > [ナビゲーション] 
をクリックするか、オブジェクト ツールボックスのナビゲーション ボタン

のアイコンをクリックします。
19–14
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2. マウスをドラッグして、予定しているボタンの一般的なサイズと位置に図形
を配置および描画します。マウスのボタンを離すと、[ナビゲーション ボタン

のプロパティ ] ダイアログが表示されます。

3. [ナビゲーション ボタンのプロパティ ] ダイアログで変更を行います。

4. ダイアログを閉じます。

5. 変更を保存します。

ナビゲーション ボタンのプロパティを設定する

1. ディスプレイで、ナビゲーション ボタン用に作成したオブジェクトをダブル

クリック (または、オブジェクトを右クリック) して、[プロパティ ] ダイアロ

グを表示します。

2. [ナビゲーション ボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[全般] タ 

ブをクリックします。

3. 次のプロパティを指定します。
19–15
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 [外観] で全般の外観を指定します。

 [アクション] でボタンが開始するアクションのタイプを指定します。

 [タッチ マージン] でタッチに反応しないマージンを指定します。

 [その他] でオーディオを指定します (実行時にボタンがビープ音を鳴らす

かどうか)。

4. [アクティブ状態] タブと [非アクティブ状態] タブをクリックして、実行時の

ボタンの外観を指定します。

5. [共通] タブをクリックして、実行時のナビゲーション ボタンの表示方法を設

定します。

[ナビゲーション ボタンのプロパティ ] ダイアログ ボックスの詳細については、

[ヘルプ] をクリックしてください。

ナビゲーション履歴を表示およびクリアする

DisplayNavigationHistory ボタンは、前に表示したすべてのグラフィック ディス

プレイのリストを表示し、履歴リスト内のディスプレイを表示したり、履歴リ
ストをクリアしたりすることができます。 

 アクションを DisplayNavigationHistory に設定して作成したボタンを選択し

て、ナビゲーション履歴リストを表示します。

 ナビゲーション履歴をクリアするには、[ナビゲーション履歴のクリア] を選

択します。

 リスト内のディスプレイ名をクリックして、ディスプレイを表示します。

ナビゲーション履歴リストのディスプレイ名を変更するには、「ナビゲーションの追跡画面」

(ページ 16-55) を参照してください。

現在のディスプ
レイは、ディス
プレイ名の前に
ある丸いしるし
で識別されます。
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20 式を作成する

この章では、以下について説明します。

 式の概要と使用できる場所。

 エクスプレッション エディタで作業する。

 式でタグ名とタグ プレースホルダを使用する。

 式で定数を使用する。

 演算子を使用して値を変更する。

 組み込み関数を使用する。

 if-then-else 論理を使用する。

式について

デバイスから収集したデータは、他の値と比較する場合、他の値と組み合わせ

る場合、または他の値との因果関係を作成する場合にのみ意味があることがあ

ります。

式を使用して、より意味のある値を返す数学的または論理的なデータの組み合

わせを作成できます。

FactoryTalk View SE で式を使用できる場所

FactoryTalk View Studio では、次のエディタで式を設定できます。

 グラフィック エディタでは、式を使用してグラフィック オブジェクトの外

観を制御したり、数値または文字列のディスプレイ オブジェクトに式の値を

表示したりします。

また、式を使用して、If コマンドまたは Set コマンドを使用するタグの値を

設定します。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

 ディライブド タグ エディタでは、式の結果を保存するタグの名前を指定し

ます。
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 Events エディタでは、式をアクションに関連付けます (コマンドまたはマク

ロ)。式が [偽] から [真] に (0 から 0 以外に) 変更された場合、このアクション

が実行されます。

 データ ログ モデル エディタでは、データ ログ モデルのファイル管理を設定

する際に、式を使用してログ ファイルがいつ作成されるかを指定します。

エクスプレッション エディタで作業する

式を使用できるエディタには [式] ボックスがあります。また、エディタには式

ボタンと [式] 列があります。

たとえば、次の図に Events エディタの [式] ボックス、ボタン、および [式] 列を

示します。

式を入力できるダイアログ ボックスまたはタブには、エクスプレッション エ

ディタを開くための [式] ボタンが含まれています。

[式] ボックスに式を 

入力します。

コンポーネントのリ
ストから選択して、
式を作成します。

式のシンタックスを
確認します。

[式] 列の式を表示し 

ます。
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たとえば、次の図に [数値入力プロパティ ] ダイアログ ボックスの [接続] タブの 
[式] ボタンを示します。

式コンポーネント
次のコンポーネントを使用して、式を作成できます。

 タグ値 (またはタグ プレースホルダ)

 定数値

 数学演算子、関係演算子、論理演算子、およびビット演算子

 組み込み関数

 If - then - else 論理

コンポーネントを選択するには、[式] ボックスまたはエクスプレッション エ
ディタの次のボタンをクリックします。

リスト クリックするボタン

If - then- else 演算子

論理演算子

関係演算子

算術演算子

ビット演算子

組み込み関数

[***] をクリックすると、

エクスプレッション エ
ディタが開きます。

ボタンにキャプションが
ない場合、プロパティで
式を使用することができ
ません。
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式のシンタックスを確認する

[シンタックスのチェック] ボタンを使用して、入力した式で正しいシンタック

スが使用されていることを確認します。シンタックスが無効な場合、[シンタッ

クスのチェック] ボックスにエラーが表示されます。

エクスプレッション エディタが開いている間はいつでもシンタックスを確認で

きます。[式] ボックスがあるエディタでは、[適用] または [OK] をクリックする

と、シンタックスが自動的にチェックされます。

式の切り取り、コピー、および貼り付け

式または式の一部を切り取り、コピー、または貼り付けることができます。式
がウィンドウ内にあるか、ダイアログ ボックス内にあるかによって、これらの

アクションの実行方法は異なります。

ウィンドウ内で作業している場合、[編集] メニュー、ツールバー、またはキー

ボードでコマンドを使用できます。

ダイアログ ボックス内で作業している場合、メニュー バーまたはツールバーに

アクセスできないため、キーボードのみを使用できます。

式を切り取るかコピーしてクリップボードに入れると、他の [式] ボックスに貼

り付けることができます。また、コマンドラインに貼り付けることもできます。

式の書式設定

タブ、改行、および複数のスペースを使用して、式の書式を設定できます。た
だし、タグ名、キーワード、関数名または関数の引数の間隔は複数行にまたが
ることができません。

例:式の書式設定

この if- then - else ステートメントの書式を設定する際は、Else を適切な If に揃え

ることで論理を理解しやすいようにします。

タグ (タグ ブラウザ内)

FactoryTalk アラーム (アラーム 
ソース ブラウザ内)

リスト クリックするボタン
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If (tag1 > tag2) Then 0
Else If (tag1 > tag3) Then 2
Else 4

または、ステートメントを縮小することができます。

If (tag1 > tag2) Then 0 Else If (tag1 > tag3) Then 2 Else 4

式でタグ名とタグ プレースホルダを使用する

式の一部としてタグ名を使用するか、またはタグを式全体として単独で使用す
ることができます。

タグ名を指定するには、[式] ボックスでタグ名を入力するか、またはタグ ブラ

ウザで [タグ] をクリックし、タグを参照して選択します。ダッシュが含まれる、

または数字で始まるタグ名を式で使用する場合、かっこ {} でタグ名を囲みます。

また、ワイルドカード文字 ( * または ?)を使用して式内で複数のタグを表す場合

もかっこを使用します。たとえば、HMI タグ アラーム関数を使用する場合にワ

イルドカードを使用できます。組み込み関数の詳細については、ページ 20-16 
を参照してください。

タグの操作の詳細については、10 章、タグを操作するを参照してください。

タグ名で領域を指定する

FactoryTalk View SE ネットワーク分散アプリケーションで、別の領域のタグを参

照する場合、タグへの絶対参照または相対参照を使用できます。

詳細については、「タグ参照について」(ページ 10-7) を参照してください。

タグ プレースホルダを使用してタグ値を指定する

グラフィック エディタで、タグ名の代わりにタグ プレースホルダを使用して、

式内にタグ値を指定できます。 

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) を表す。
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タグ プレースホルダは、クロスハッチ文字 (#) の後に 1 ～ 500 の番号を続けたも

のです。実行時に、ディスプレイのタグ プレースホルダが、ディスプレイに

ロードされたパラメータ ファイルまたはパラメータ リストで指定されたタグの

値に置換されます。

タグ プレースホルダの詳細については、ページ 16-41 を参照してください。

式で定数を使用する

式に定数値を指定するには、次のいずれかの形式を使用します。

 整数 (123)

 浮動小数点 (123.45)

 指数表現 (1.2345E ² )

 文字列定数 ( 「文字列」 )

 ‘Pi’ 文字列 ( 記号を表現)

FactoryTalk View は文字列を数値に置換します。

演算子を使用して式内の値を変更する

式に返される値を変更するには、算術演算子、関係演算子、論理演算子、また
はビット演算子を使用します。

算術演算子

算術演算子は 2 つ以上の数値を元にして値を計算します。

次の表では、算術演算子を例とともに説明します。(この例では、tag1 = 5 および 
tag2 = 7)。

シンボル 演算子 例

+ 加算 tag1 + tag2
値 12 を返す

– 減算 tag1 – tag2
値 –2 を返す

* 乗算 tag1 * tag2
値 35 を返す

/ 除算 tag1 / tag2
値 0.7142857 を返す
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文字列オペランド

+ 演算子は文字列オペランドの結合に使用できます。たとえば、式 「hello」 + 
「world」 は「helloworld」を返します。

関係演算子

関係演算子は 2 つの数値または文字列の値を比較して、結果として真または偽

を返します。ステートメントが真の場合、式は値 1 を返します。ステートメン

トが偽の場合、式は値 0 を返します。 

次の表では、関係演算子を例とともに説明します。(数値の例は tag1 = 5 および 
tag2 = 7 です。文字列の例は、serial_no = ST009 です)。

MOD, % 剰余 (残り) tag2 MOD tag1
値 2 を返す

剰余演算子は別の値によって除算された値の
残りです。たとえば、13 を 5 で除算した余り

は 3 であるため、13 % 5 = 3 となります

重要:この演算子は整数のみであり、浮動小数

点には使用できません。

** 指数 tag1 ** tag2
値 78125 を返す

除数として使用するタグ値は、いずれの値も 0 にすることはできないことに注意してくださ

い。数値を 0 で除算しようとする式は実行時にエラーになります。

シンボル 演算子 数値の例 文字列の例

EQ, = = 等しい tag1 = = tag2
偽

serial_no = = 「ST011」 
偽

NE, < > 等しくない tag1 < > tag2
真

serial_no < > 「ST011」 
真

LT, < 未満 tag1 < tag2
真

serial_no < 「ST011」 
真

GT, > 超 tag1 > tag2
偽

serial_no > 「ST011」 
偽

シンボル 演算子 例
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文字列演算子の評価方法

文字列演算子は大文字と小文字の区別、英数字順によって評価されます。小文
字は大文字よりも上位になります。たとえば、h は H よりも上位になります。

アルファベットの後の方の文字はアルファベットの前の方の文字よりも上位に
なります。たとえば、B は A よりも上位になります。

論理演算子

論理演算子は 1 つまたは複数のステートメントの有効性を判断します。次の 
3 つの演算子があります。AND、OR、および NOT。これらの演算子は、式が真

の場合に 0 以外の値を返し、式が偽の場合に 0 を返します。 

次の表では、論理演算子を例とともに説明します。(この例では、tag1 = 5 および 
tag2 = 7)。

ビット演算子

ビット演算子は値内の個々のビットを調べて処理します。

次の表では、ビット演算子について説明します。

LE, < = 以下 tag1 < = tag2 
真

serial_no < =「ST011」 
真

GE, > = 以上 tag1 > = tag2
偽

serial_no > = 「ST011」 
偽

シンボル 演算子 アクション 例

AND、& & 合接 演算子の右側のステートメントと左側
のステートメントの両方が真の場合に 
1 を返します。

(tag1 < tag2) AND (tag1 = = 5)
両方のステートメントが真であり、1 を
返します。

OR、|| または いずれかまたは両方のステートメント
が真の場合、1 を返します。

(tag1 > tag2) OR (tag1 = = 5)
tag1 = = 5 が真であり、1 を返します。

NOT 否定 処理しているステートメントの論理値
を反転します。

NOT (tag1 < tag2)
tag1 < tag2 が真であっても、NOT は論理

値を反転し、0 を返します。

これらの式ではかっこが必須です。詳細については、「演算子の評価順」(ページ 20-10) を参照

してください。

ビット演算子は整数のみに使用し、浮動小数点には使用できません。
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シンボル 演算子 アクション

& 合接 2 つの整数または整数タグをビット単位で比較します。

元の数値で対応するビットの両方が 1 の場合、ビットが 1 に設定さ

れた整数が返されます。そうでない場合、結果として生じるビット
は 0 です。

| 包含的離接 2 つの整数またはタグをビット単位で比較します。

元の数値の対応する両方またはいずれかのビットが 1 の場合、ビッ

トが 1 に設定された整数が返されます。両方のビットが 0 の場合、

結果として生じるビットは 0 です。

^ 排他的離接 (XOR) 2 つの整数またはタグをビット単位で比較します。

元の数値で対応するビットが異なる場合、ビットが 1 に設定された

整数が返されます。両方のビットが 1 であるか、両方が 0 の場合、

結果として生じるビットは 0 です。

>> 右シフト 整数内またはタグ内のビットを右にシフトします。

右のオペランドで指定された量だけ左のオペランド内でビットをシ
フトします。右側のビットが非表示になります。

一番左のビットが 0 または 1 のどちらであるかに応じて、0 または 
1 が左にシフトされます。一番左のビットが 0 の場合、0 がシフト

されます。一番左のビットが 1 の場合、1 がシフトされます。すな

わち、数値の記号は保持されます。

<< 左シフト 整数内またはタグ内のビットを左にシフトします。

右のオペランドで指定された量だけ左のオペランド内でビットをシ
フトします。左側のビットが非表示になり、0 は常に右にシフトさ

れます。

~ 補数 補数を返します。つまり、整数またはタグ内のビットを切り替え 
ます。

すべての 1 ビットが 0 になり、すべての 0 ビットが 1 ビットになる

ように、数値内のすべてのビットを反転します。
20–9



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

例:ビット演算子

例として、tag1 = 5 (バイナリ 0000 0000 0000 0101) および tag2 = 2 (バイナリ 0000 
0000 0000 0010) を考えます。

tag1 & tag2
0 を返します (バイナリ 0000 0000 0000 0000)

tag1 | tag2
7 を返します (バイナリ 0000 0000 0000 0111)

tag1 ̂  tag2
7 を返します (バイナリ 0000 0000 0000 0111)

tag1 >> 1
2 を返します (バイナリ 0000 0000 0000 0010)

tag1 << 1
10 を返します (バイナリ 0000 0000 0000 1010)

~ tag1
–6 を返します (バイナリ 1111 1111 1111 1010)

演算子の評価順

複数の演算子がある式では、評価順序が次のように決まります。

 かっこ内の演算子が 初に評価される。順序を変更するには、かっこを使用
します。

 同じ優先度の 2 つの演算子は左から右の順に評価される。

 かっこで囲まれた演算子は、次のように評価される。

評価順序 シンボル

1 ( 高) ( )

2 NOT
~

20–10
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例:評価順序

次の例では、tag1 =  5、tag2  =  7、および tag3 =  10 とします。

_____________________________

(tag1 > tag2) AND (tag1 < tag3)

は次の順序で評価されます。

1. tag1 > tag2 = 0

2. tag1 < tag3 = 1

3. 0 AND 1 = 0

この式は 0 (偽) と評価されます。

_____________________________

tag1 > tag2 AND tag3

3 *
/
MOD, %
**
AND、& &
&
>>
<<

4 +
–
OR、||
|
^

5 EQ、=
NE, < >
LT, <
GT, >
LE, < =
GE, > =

評価順序 シンボル
20–11
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は次の順序で評価されます。

1. tag2 AND tag3 = 1

2. tag1 > 1 = 1

この式は 1 (真) と評価されます。

_____________________________

NOT tag1 AND tag2 > tag3 ** 2

は次の順序で評価されます。

1. NOT tag1 = 0

2. 0 AND tag2 = 0

3. tag3 ** 2 = 100

4. 0 > 100 = 0

この式は 0 (偽) と評価されます。

式で組み込み関数を使用する 

以下のセクションでは、FactoryTalk View SE の式で使用できる組み込み関数につ

いて説明します。

組み込み関数の多くは、特定の真および偽の条件を確認します。条件が真の場
合、式は値 1 を返します。条件が偽の場合、式は値 0 を返します。

数学関数

組み込みの数学関数を使用して、タグまたは式の平方根、対数 (自然対数または

常用進法)、または三角比 (ラジアンまたは度) を計算します。

関数 返される値

SQRT (式) 式の平方根

LOG (式) 式の自然対数

LOG10 (式) 式の常用対数

SIN (式) 式の正弦 (ラジアン単位)
20–12
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ファイル関数

組み込みのファイル関数を使用して、ファイルが存在しているかどうかを確認
するか、または空きディスク容量を確認します。

file パラメータはパス名で、引用符で囲まれます。drive パラメータはドライブ文

字です。

COS (式) 式の余弦 (ラジアン単位)

TAN (式) 式の正接 (ラジアン単位)

ARCSIN (式) 式の逆正弦 (ラジアン単位)

ARCCOS (式) 式の逆余弦 (ラジアン単位)

ARCTAN (式) 式の逆正接 (ラジアン単位)

SIND (式) 式の正弦 (度単位)

COSD (式) 式の余弦 (度単位)

TAND (式) 式の正接 (度単位)

ARCSIND (式) 式の逆正弦 (度単位)

ARCCOSD (式) 式の逆余弦 (度単位)

ARCTAND (式) 式の逆正接 (度単位)

関数 返される値 例

FILE_EXISTS( 「file」) 指定されたファイル
が存在している場合
は 1 (真)

FILE_EXISTS( “C:\Documents and 
Settings\All Users\Shared Documents\ 
RSView Enterprise\SE\ActivityLog\ 
Activity.exp”)

ファイルが存在している場合は 1 (真) を
返し、ファイルが存在していない場合は 
0 (偽) を返します。

指定されたファイルが作成済みであるか
削除済みである場合にタグを設定するに
は、この関数を使用します。

関数 返される値
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これらの関数が含まれる式が複数回評価されるようにするには、グラフィック 
ディスプレイ内のオブジェクト以外のイベントに式を割り当てます。

時間関数

組み込みの時間関数を使用して、システム時間を調べます。これらの関数は 
time パラメータまたは interval パラメータを使用します。

time パラメータには次のオプションを含めることができます。

 曜日[Sun, Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, or Sat]

 月[Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, or Dec]

 日[1 to 31]

 年[1997 to 2100]

 時刻[00: to 23:]

FREE_BYTES(drive) 指定されたドライブ
の空きバイト数

FREE_BYTES(c)

ドライブ C 上で使用可能なバイト数を返

します。 大 2.1 GB。

ディスク領域が少なくなった場合にメッ
セージを表示するか、アラームをトリ
ガーするには、この関数を使用します。

関数 返される内容

TIME(「time」) 指定された時間が現在の時間である場合は 
1 (真) を返します。

BEFORE_TIME(「time」) 指定された時間より前に式が評価された場合
は 1 (真) を返します。

AFTER_TIME(「time」) 指定された時間より後に式が評価された場合
は 1 (真) を返します。

INTERVAL(「interval」) 指定された時間間隔が経過した場合は 1 (真) 
を返します。イベント ファイルの実行が開始

されると、間隔タイマーの実行が開始され 
ます。

time パラメータと interval パラメータは引用符で囲む必要があります。

関数 返される値 例
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 分[:00 to :59]

 秒[:00 to :59]

オプションの表示順序は影響しません。これらのオプションのいずれかまたは
すべてを含めることができます。含めるオプションが多いほど、より詳細に時
間を指定できます。

例 1:特定の時間パラメータ

以下のすべてが同じ日付および時刻を表す有効な時間パラメータです。

 "mon aug 22 2005 17:00"

 "mon aug 22 2005 17::00"

 ":00 aug 22 mon 2005 17:"

例 2:詳細度の低いパラメータ

以下は時間パラメータの有効な例です。

 「17:00」は任意の日の午前 5:00 を意味します。

 「 :30」は任意の時間の 30 分を意味します

 「 mon 17:」は毎週月曜日の午後 5 時を意味します

interval パラメータは以下の形式を使用します。

<数字> <単位> 

ここで、<単位> は以下のいずれかになります。

 Mil (ミリ秒)

 Sec (秒)

 Min (分)

 Hou (時間)

 Day (日)

日付の有効性は確認されません。たとえば、Aug 22 2005 は月曜日ではありませんが、この

エラーは検出されません。
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 Wee (週)

 Mon (月)

 Yea (年)

例 3:時間と間隔の関数

TIME(「sun aug 21 2005 14:30」)

厳密に 2005 年 8 月 21 日、日曜日の午後 2:30 である場合は 1 (真) を返し、そう

でない場合は 0 (偽) を返します。

AFTER_TIME( 「sun aug 21 2005 14:30」 )

2005 年 8 月 21 日、日曜日の午後 2:30 より後に 初に式が評価される場合は 1 を
返します。

BEFORE_TIME( 「aug 21 2005」 )

2005 年 8 月 21 日より前に 初に式が評価される場合は 1 (真) を返します。

INTERVAL( 「1 min」 )

式が 後に 1 を返した後に 1 分以上経過している場合は 1 (真) を返します。

(tag1 > 500) and INTERVAL ( 「30 sec」 )

イベント ファイルの実行が開始された後にいずれかの 30 秒の間隔で tag1 > 500 
となる場合は 1 (真) を返します。(tag1 > 500 後の 30 秒を意味するわけではありま

せん)。

タグ関数

組み込みのタグ関数を使用して、タグ、HMI タグ アラーム、または HMI ア
ラーム イベント (または複数のタグまたはアラーム イベント) のステータスを

調べます。
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HMI タグ アラームの設定の詳細については、11 章、HMI タグ アラームを設定

するを参照してください。

グラフィック ディスプレイに 20 を超える HMI タグ アラーム関数が必要なときは、ディラ

イブド タグでアラーム関数を使用することをお勧めします。また FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプも参照してください。

関数 返される値

alm_ack(tag or alarm event)
または

alm_ack(tag*)

タグのアラームまたはアラーム イベントが認識

されている場合は、1 (真) を返します。

複数のタグを調べる場合、1 つまたは複数のア

ラームが認識されていると、1 (真) を返します。

alm_allacked(tag or alarm event)
または

alm_allacked(tag *)

タグのアラームまたはアラーム イベントが認識

されている場合は、1 (真) を返します。

複数のタグを調べる場合、パターンに一致してい
るすべてのタグが認識されていると、1 (真) を返

します。いずれかのタグが認識されていない場
合、式は 0 を返します。

alm_fault(tag or alarm event)
または

alm_fault(tag *)

指定されたタグまたはアラーム イベントに対し

てアラーム フォルトが発生した場合、1 (真) を返

します。

複数のタグを調べる場合、1 つまたは複数のタグ

に対してアラーム フォルトが発生していると、

1 (真) を返します。

alm_in_alarm(tag or alarm event)
または

alm_in_alarm(tag *)

タグまたはアラーム イベントがアラーム状態の

場合、1 (真) を返します。

複数のタグを調べる場合、1 つまたは複数のタグ

またはアラーム イベントがアラーム状態の場合、

1 (真) を返します。

alm_level(tag or alarm event)
または

 
alm_level(tag *)

アナログ タグまたはアラーム イベントのアラー

ム レベルまたはしきい値。これは 1 ～ 8 の値に

なります。または、タグがアラーム状態でない場
合は 0 になります。

複数のタグを調べる場合、アラーム状態が 高レ
ベルのタグの値を返します。たとえば、現在のア
ラームがレベル 2、6、および 8 の場合、この関

数は値 8 を返します。
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alm_severity(tag or alarm event)
または 

alm_severity(tag*)

アラームまたはアラーム イベントの重大度。こ

れは 1 ～ 8 の値になります。または、タグやア

ラーム イベントがアラーム状態でない場合は 0 
になります。

複数のタグを調べる場合、アラーム状態の 高の
重大度のタグまたはアラーム イベントの値を返

します。たとえば、現在のアラームの重大度
が 1、3、および 6 の場合、この関数は値 1 を返

します。

alm_suppress(tag or alarm event)
または

alm_suppress(tag *)

タグのアラームが抑圧されている場合、1 (真) を
返します。

複数のタグを調べる場合、1 つまたは複数のタグの

アラームが抑圧されていると、1 (真) を返します。

alm_tags_inalm(tag or alarm event)
または 
alm_tags_inalm(tag *)

タグまたはアラーム イベントがアラーム状態の

場合、1 (真) を返します。

複数のタグを調べる場合、クエリ内のアラーム状
態のタグまたはイベントの数。または、アラーム
状態のタグまたはイベントがない場合は、0 を返

します。

alm_tags_inalm_unack(tag or alarm 
event)
または 
alm_tags_inalm_unack(tag *)

タグまたはイベントがアラーム状態で、認識され
ていない場合、1 (真) を返します。

複数のタグを調べる場合、クエリ内のアラーム状
態で認識されていないタグまたはイベントの数。
または、アラーム状態で認識されていないタグま
たはイベントがない場合は、0 を返します。

alm_tags_unack(tag or alarm event)
または

alm_tags_unack(tag *)

タグまたはアラーム イベントが認識されていな

い場合、1 (真) を返します。タグまたはイベント

が認識されている場合は 0 を返します。

複数のタグを調べる場合、クエリ内の認識されて
いないタグまたはアラーム イベントの数。また

は、すべてのタグまたはアラーム イベントが認

識されている場合は、0 を返します。

comm_err(tag) 指定されたタグに対する 後の読み取りまたは書
き込みの操作が通信障害を示す場合、1 (真) を返

します。

この関数でステータスを調べることができるタグ
は 1 つだけです。

関数 返される値
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ネットワーク分散アプリケーションでは、タグへの絶対参照または相対参照を
指定できます。詳細については、「タグ参照について」(ページ 10-7) を参照して

ください。

複数のタグを一度に調べるには、式の引数でワイルドカード文字を使用します。

例:HMI タグ アラーム関数

ALM_IN_ALARM(/Ingredients::vessel3\TIC3\pv*)

指定されたフォルダ内の 1 つまたは複数のタグの名前が “pv” 文字で始まり、ア

ラーム状態である場合、1 (真) を返します。指定されたタグがいずれもアラーム

状態でない場合、0 (偽) を返します。

この例では、タグは「Ingredients」という名前の領域内にあります。

セキュリティ関数

組み込みのセキュリティ関数を使用して、ユーザーの ID またはセキュリティ許

可に基づいてアプリケーションへのアクセスを制御します。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) 
を表す。

関数 返される値 例

CurrentUserHasCode 指定されたセキュリ
ティ コードのいずれ

かをユーザーが所有
している場合は 1 (真) 
を返します。 

複数のセキュリティ 
コードを調べる場合、
セキュリティ コード

文字の間にスペース
を入力しないでくだ
さい。

CurrentUserHasCode(ABP)

現在のユーザーが 1 つまたは複数の指定

されたコードに割り当てられている場合
は、1 を返します。そうでない場合は、 

0 を返します。
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言語関数

組み込みの言語関数を使用して、現在の実行時言語名を返します。言語の切り
替えが発生すると、この関数が含まれる式が評価されます。

FactoryTalk アラーム関数

組み込みの FactoryTalk アラーム関数を使用して、1 つまたは複数の FactoryTalk 
アラームのステータスを調べます。

CurrentUserHasGroup 現在のユーザーが特
定のグループに割り
当てられている場合
は 1 (真) です。

グループ名は必ず二
重引用符 (“ ”) で囲み

ます。

CurrentUserHasGroup("Group A")

現在のユーザーがグループ Group A に割

り当てられている場合は、1 を返します。

そうでない場合は、0 を返します。

CurrentUserName 現在のユーザー名。
ユーザーのドメイン
は含まれません。

CurrentUserName( )

現在のユーザー名を返します。

関数 返される値 例

CurrentLanguage 現在の実行時言語の 
RFC1766 名。

CurrentLanguage( )

現在の実行時言語が英語 (米国) である場

合、en-US を返します。

関数 返される内容

AE_HighSeverityAcked (AlarmName)
または

AE_HighSeverityAcked (Alarm*)

状態が「アラーム状態」および「認識」 
の指定されたアラームの 高の重大度値 
(1 ～ 1000)。

状態が「アラーム状態」および「認識」 
の指定されたアラームがない場合は、 
0 を返します。

AE_HighSeverityUnacked 
(AlarmName)
または

AE_HighSeverityUnacked (Alarm*)

状態が「アラーム状態」および「未認識」 
の指定されたアラームの 高の重大度値 
(1 ～ 1000)。

状態が「アラーム状態」および「未認識」 
の指定されたアラームがない場合は、 
0 を返します。

関数 返される値 例
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アラーム ソースへの絶対参照または相対参照を指定できます。

複数のアラームを一度に調べるには (たとえば、特定の領域内のマシンに対する

アラームのセット)、式の引数にワイルド カード文字を使用します。

式での FactoryTalk アラーム関数の使用に関する詳細および例については、 

12 章、FactoryTalk アラームを設定するを参照してください。

式での FactoryTalk アラーム名の使用について

式に FactoryTalk アラーム名を指定するには、[式] ボックスに入力するか、ア

ラーム ソース ブラウザで [アラーム] ボタンをクリックして 1 つまたは複数のタ

グを参照して選択します。

式で組み込みの FactoryTalk アラーム関数を使用する場合、アラーム ソースを指

定する必要があります。アラーム ソースは単一のアラームの場合も、複数のア

ラームが含まれる領域である場合もあります。

アラーム ソースを参照する場合、絶対参照または相対参照を使用できます。

AE_InAlarmAckedCount (AlarmName)
または

AE_InAlarmAckedCount (Alarm*)

状態が「アラーム状態」および「認識」 
の指定されたアラームの数。

状態が「アラーム状態」および「認識」 
の指定されたアラームがない場合は、 
0 を返します。

AE_InAlarmUnackedCount 
(AlarmName)
または

AE_InAlarmUnackedCount (Alarm*)

状態が「アラーム状態」および「未認識」 
の指定されたアラームの数。

状態が「アラーム状態」および「未認識」 
の指定されたアラームがない場合は、 
0 を返します。

AE_NormalUnackedCount 
(AlarmName)
または

AE_NormalUnackedCount (Alarm*)

状態が「通常」および「未認識」の指定され
たアラームの数。

状態が「通常」および「未認識」の指定され
たアラームがない場合は、0 を返します。

ワイルドカード文字 役割

? 任意の 1 文字を表す。

* 任意の数の文字 (バックスラッシュ ( \ ) を含む) 
を表す。

関数 返される内容
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ダッシュが含まれる、または数字で始まるアラーム名を式で使用する場合、
かっこ {} でアラーム名を囲みます。また、ワイルドカード文字 ( * または ?)を使

用して複数のアラームを表す場合もかっこを使用します。

アラーム名でタグ プレースホルダを使用して、実行時にプレースホルダを値に

置き換えることもできます。タグ プレースホルダの詳細については、ページ 
16-41 を参照してください。

式で if-then-else 論理を使用する

式で if- then -else 論理を使用して、条件に応じてアクションを実行するか、式内

のステートメントに応じてアクションを分岐します。また、if-then-else ステート

メントを使用して、条件が変わるまでアクションを繰り返すこともできます。

条件付きの式を作成するには、ステートメントの関係演算子および論理演算子
および値を使用します。

if- then - else の構造は次のとおりです。

If statement Then value1 Else value2

ステートメントが真の場合、式は value1 を返します。ステートメントが偽の場

合、式は value2 を返します。ステートメントは方程式であり、真は 0 以外の値

を意味し、偽は 0 を意味することを念頭に置いてください。

以下の図に if – then – else 構造を示します。

if - then - else 式を If コマンドと混同しないでください。If コマンドの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。
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ネストされた if - then - else

if - then - else 構造の then 部分または else 部分に if- then - else 構造をネストすること

はよくあります。

例 1:ネストされた if - then- else

次の式、

If statement1 Then value1
Else if statement2 Then value2
Else value3

は次のように解釈されます。

value2 value1

enter

ステート

exit

真

偽

メント
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value3 value2

statement2

exit

真

偽

value1

enter

statement1 真

偽
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例 2:ネストされた if – then – else

次の式、

If statement1 Then
If statement2 Then value1
Else value2
Else value3

は次のように解釈されます。

value3 value2

statement2

exit

value1

enter

statement1 真

偽

真

偽
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21 埋め込み変数を作成する

この章では、以下について説明します。

 埋め込み変数について。

 埋め込み変数を挿入できる場所。

 数値の埋め込み変数を作成する方法。

 文字列の埋め込み変数を作成する方法。

 時刻と日付の埋め込み変数を作成する方法。

 実行時の埋め込み変数の表示方法。

 実行時の埋め込み変数の更新方法。

埋め込み変数について

グラフィック ディスプレイに実行時に動的に更新する情報を提供するには、 

埋め込み変数を使用します。

埋め込み変数には次の要素を含めることができます。

 タグ

 タグ プレースホルダ

 リテラル数値または文字列

 時刻と日付

1 つまたは複数の埋め込み変数をグラフィック オブジェクトのテキスト キャプ

ション、ツールチップ テキスト、ローカル メッセージ テキスト、およびグラ

フィック ディスプレイのタイトル バーに挿入できます。

たとえば、タグ値および時間変数をローカル メッセージに埋め込む場合、実行

時にローカル メッセージが表示されると、タグの現在の値および現在の時刻が

表示されます。タグの値および時刻が変更されると、この変数が更新されます。

埋め込まれた変数を実行時に更新する方法の詳細については、ページ 21-11を参

照してください。

また、FactoryTalk アラーム定義に対して作成したアラーム メッセージに変数を

挿入することもできます。詳細については、12 章、FactoryTalk アラームを設定

するを参照してください。
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埋め込み変数を挿入する

1 つまたは複数の埋め込み変数を次の場所に挿入できます。

 グラフィック オブジェクト用に作成するキャプション。

複数の状態があるオブジェクトに関しては、各状態のキャプションに異なる
埋め込み変数を挿入できます。特定のグラフィック オブジェクトの作成に関

する詳細については、17 章、グラフィック オブジェクトを作成するを参照

してください。

 ローカル メッセージ エディタで作成するローカル メッセージ。ローカル 
メッセージの作成に関する詳細については、ページ 17-44 を参照してくだ

さい。

 グラフィック オブジェクト用に作成するツールチップ。ツールチップの作成

に関する詳細については、ページ 16-28、またはFactoryTalk View Site Edition 
ヘルプを参照してください。

 グラフィック ディスプレイ用に作成するタイトル バーのテキスト。ディス

プレイ タイトルの設定に関する詳細については、ページ 16-48 を参照してく

ださい。

グラフィック オブジェクトのキャプションに埋め込み変数を挿入す

るには

1. グラフィック オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [キャプション] ボックスが含まれているタブをクリックします (オブジェク

トのタイプに応じて、[全般]、[非押下時の状態]、[ラベル]、または [状態] の
いずれかのタブ)。

3. [キャプション] ボックスの下にある [変数の挿入] ボタンをクリックするか、 

[キャプション] ボックスを右クリックして [変数の挿入] をクリックします。

4. 挿入する変数のタイプをクリックします ([数値]、[文字列]、または [日付と

時刻])。

5. 開いているダイアログ ボックスで、オプションを入力します。詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

埋め込み変数では大文字と小文字が区別され、動作させるには特定のシンタックスを使用する

必要があります。これ以外の場合、埋め込み変数全体がテキストの文字列として扱われます。

埋め込み変数の挿入時にこれを避けるには、変数を手動で入力する代わりに、[数値変数]、[文
字列変数]、および [日付と時刻の変数] のダイアログ ボックスを使用します。埋め込み変数の

詳細については、この章の後続のセクションを参照してください。
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ローカル メッセージに埋め込み変数を挿入するには

1. ローカル メッセージ エディタを開く

2. [メッセージ] 列を右クリックし、[文字列の編集] をクリックします。

3. [文字列の編集] ボックスの下にある [変数の挿入] ボタンをクリックするか、 

[文字列の編集] ボックスを右クリックして [変数の挿入] をクリックします。

4. 挿入する変数のタイプをクリックします ([数値]、[文字列]、または [日付と

時刻])。

5. 開いているダイアログ ボックスで、オプションを入力します。詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

グラフィック オブジェクトのツールチップに埋め込み変数を挿入す

るには

1. グラフィック オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックスを開きます。

2. [共通] タブで、[ToolTip テキスト] ボックスの下にある [変数の挿入] ボタンを

クリックするか、[ToolTip テキスト] ボックスを右クリックして [変数の挿入] 
をクリックします。

3. 挿入する変数のタイプをクリックします ([数値]、[文字列]、または [日付と

時刻])。

4. 開いているダイアログ ボックスで、オプションを入力します。詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

ディスプレイのタイトル バーに埋め込み変数を挿入するには

1. [ディスプレイ設定] ダイアログ ボックスを開く

2. [プロパティ ] タブで、[タイトル バー ] ボックスの下にある [変数の挿入] ボ
タンをクリックするか、[タイトル バー ] ボックスを右クリックして [変数の

挿入] をクリックします。

3. 挿入する変数のタイプをクリックします ([数値]、[文字列]、または [日付と

時刻])。

4. 開いているダイアログ ボックスで、オプションを入力します。詳細について

は、[ヘルプ] をクリックしてください。

ツールチップは 1 行または複数行のテキストで構成できます。
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埋め込み変数を変更するには

1. [キャプション]、[文字列の編集]、[ToolTip テキスト]、または [タイトル バー ] 
のボックスで埋め込み変数を右クリックし、[変数の編集] をクリックします。

2. [数値変数]、[文字列変数]、および [日付と時刻の変数] のダイアログ ボック

スで必要な変更を行い、[OK] をクリックします。

数値埋め込み変数を作成する

数値埋め込み変数を挿入して、ローカル メッセージ テキスト、グラフィック 
ディスプレイのキャプションまたはツールチップ、グラフィック ディスプレイ

のタイトル バーに、アナログ タグおよびデジタル タグの値またはリテラル数値

を表示します。

[数値変数] ダイアログ ボックスで [タグ] オプションを選択し、実行時に埋め込

み変数に指定したタグ (またはタグ プレースホルダ) の値を表示します。

ダイアログ ボックスで入力した数値、またはタグ プレースホルダを置換するパ

ラメータ値を表示するには、[リテラル数値] オプションを選択します。

書式設定オプション ([桁数]、[小数点以下の桁数]、[左方向に塗りつぶす]) は、

タグ値またはリテラル数値のいずれかに適用されます。たとえば、リテラル数
値 9999 を入力し、小数点以下の桁数として 2 を選択すると、実行時にこの数値

は 99.99 と表示されます。

[数値変数] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] をク

リックしてください。

埋め込まれた変数を実行時に更新する方法の詳細については、ページ 21-11を参

照してください。
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タグ値を使用する数値埋め込み変数のシンタックス

タグ値を使用する数値埋め込み変数では、次のシンタックスを使用します。

/*N:#Tag_name Fill_character DP:#*/

ここで、

 N は数値埋め込み変数であることを示します。

 # は桁数を示します。

 Tag_name は、表示する数値タグの値を指定します。

タグ名の代わりに、タグ プレースホルダを指定できます。

 Fill_character は塗りつぶし文字の NOFILL、ZEROFILL、または SPACEFILL 
です。

 # は小数点以下の桁数を示します。

例:タグを使用する数値埋め込み変数

実行時に、次の数値埋め込み変数、

/*N:3 Oven_temp NOFILL DP:0 */

は、名前が Oven_temp、3 桁、小数点以下の桁数なし、塗りつぶし文字なしのア

ナログ タグの現在の値を表示します。

リテラル数値を使用する数値埋め込み変数のシンタックス

リテラル数値を使用する数値埋め込み変数では、次のシンタックスを使用します。

/*LN:#### Fill_character DP:#*/

ここで、

 L は埋め込み変数にリテラル数値が含まれることを示します。

 N は数値埋め込み変数であることを示します。

 # は桁数を示します。

 ### はリテラル数値 (またはタグ プレースホルダ) です。

 Fill_character は塗りつぶし文字の NOFILL、ZEROFILL、または SPACEFILL 
です。

 # は小数点以下の桁数を示します。
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例:リテラル数値を使用する数値埋め込み変数

実行時に、次の数値埋め込み変数、

/*LN:3 9999 NOFILL DP:0 */

は数値  

9999

を小数点以下の桁数なし、塗りつぶし文字なしで表示します。

文字列埋め込み変数を作成する

文字列埋め込み変数を挿入して、ローカル メッセージ テキスト、グラフィック 
ディスプレイのキャプションまたはツールチップ、グラフィック ディスプレイの

タイトル バーに、文字列のタグ値またはリテラル テキスト文字列を表示します。

[文字列変数] ダイアログ ボックスで [タグ] オプションを選択し、実行時に埋め

込み変数に指定したタグ (またはタグ プレースホルダ) の値を表示します。

ダイアログ ボックスで入力したテキスト文字列、またはタグ プレースホルダを

置換するパラメータ値を表示するには、[リテラル文字列] オプションを選択し

ます。

入力した (またはパラメータ ファイルで指定した) リテラル文字列にはスペースを含めることが

できません。
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固定文字数の書式設定オプションは、タグ値またはリテラル文字列のいずれか
に適用されます。たとえば、リテラル文字列 September を入力し、固定文字数と

して 3 を選択すると (その他のオプションなし)、実行時にこの文字列は Sep と表

示されます。

[文字列変数] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘルプ] を
クリックしてください。埋め込まれた変数を実行時に更新する方法の詳細につ
いては、ページ 21-11を参照してください。

タグ値を使用する文字列埋め込み変数のシンタックス

タグ値を使用する文字列埋め込み変数では、次のシンタックスを使用します。

/*S:#Tag_name */

ここで、

 S は文字列埋め込み変数であることを示します。

 # は表示する固定文字数を示します。

固定数を使用しない場合は、[文字列変数] ダイアログ ボックスで [固定文字

数] チェック ボックスをオフにします。

 Tag_name は、表示する文字列タグの値を指定します。タグ名の代わりに、 

タグ プレースホルダを指定できます。

例:タグを使用する文字列埋め込み変数

実行時に、文字列埋め込み変数、

/*S:20 Blower_status*/

は、名前が Blower_status、固定文字数が 20 文字の文字列タグの現在の値を表示

します。

リテラル文字列を使用する文字列埋め込み変数のシンタックス

テキスト文字列を使用する文字列埋め込み変数では、次のシンタックスを使用
します。

/*LS:#SSS */
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ここで、

 L は埋め込み変数にリテラル文字列が含まれることを示します。

 S は文字列埋め込み変数であることを示します。

 # は表示する固定文字数を示します。

固定数を使用しない場合は、[文字列変数] ダイアログ ボックスで [固定文字

数] チェック ボックスをオフにします。

 SSS はリテラル文字列 (またはタグ プレースホルダ) です。

例:リテラル文字列を使用する文字列埋め込み変数

実行時に、文字列埋め込み変数、

/*LS:0 September28*/

は、固定文字数なしのテキスト文字列、

September28

を表示します。

日付と時刻の埋め込み変数を作成する

日付と時刻の埋め込み変数を挿入して、ローカル メッセージ テキスト、グラ

フィック ディスプレイのキャプションまたはツールチップ、グラフィック ディ

スプレイのタイトル バーに、現在の日付と時刻を表示します。

リテラル文字列埋め込み変数には数値を含めることができます。ただし、数値を書式設定する

場合 (たとえば、小数点以下の桁数あり)、代わりにリテラル数値を挿入します。詳細について

は、「数値埋め込み変数を作成する」(ページ 21-4) を参照してください。
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[日付と時刻の変数] ダイアログ ボックスで、実行時に表示する現在の日付と時

刻の形式を選択します。

[日付と時刻の変数] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、[ヘル

プ] をクリックしてください。

埋め込まれた変数を実行時に更新する方法の詳細については、ページ 21-11を参

照してください。

日付と時刻の埋め込み変数のシンタックス

日付と時刻の埋め込み変数では、以下のシンタックスを使用します。

/*Time_date_ format */

ここで、

Time_date_ format では、以下のいずれかの文字シーケンスを使用します。

例:日付と時刻の埋め込み変数

実行時に、日付と時刻の埋め込み変数 

/*SDT*/

文字列 指定する形式

SD 短い日付

LD 長い日付

SDT 短い時刻と日付

LDT 長い時刻と日付

T 時刻

TSD 時刻と短い日付

TLD 時刻と長い日付
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は、次のように、短い日付に続けて時刻を表示します。

9/28/2006 1:12:25 PM

実行時に、時刻と日付の間にスペースが挿入されます。

実行時の埋め込み変数の表示方法

埋め込み変数、キャプション、ローカル メッセージ、ツールチップ、またはタ

イトル バーに使用可能な有効なデータが含まれていない場合、疑問符 ( ?) が表示

されます。

これは、ディスプレイが 初に開いたときにデータをまだ受信していない場合
や、またはデータ ソースとの通信を妨げる問題が発生する場合に発生します。

数値埋め込み変数

タグ値を使用する数値埋め込み変数の場合、データ タイプが整数であるか浮動

小数点であるかに応じて値の表示方法が異なります。整数値はそのまま表示さ
れ、浮動小数点数値は変数に対して指定された桁数に合わせて丸められます。

たとえば、6 が指定された桁数である場合、浮動小数点数値 1234.56 は 1234.6 に
丸まられ、値 1234.44 は 1234.4 に丸められます。小数点は 1 桁と数えられます。

値が負の場合、マイナス記号も 1 桁と数えられます。

小数点やマイナス記号を含めた浮動小数点数値に、変数に対して指定されたよ
りも多くの桁数が含まれる場合、数値変数がアスタリスク ( * ) に置換されます。

数値の形式

数値埋め込み変数では、実行時のコンピュータ上で設定された数値形式を使用
します。たとえば、実行時のコンピュータが小数記号としてカンマを使用する
場合、数値変数も小数記号としてカンマを使用します。

文字列埋め込み変数

固定文字数を使用しない文字列埋め込み変数の場合、NULL 文字 (?) が読み取ら

れない限り、タグ値全体またはリテラル文字列全体が表示されます。NULL 文
字の後には何も表示されません。

固定文字数を使用する文字列埋め込み変数の場合、NULL 文字 (?) が読み取られ

ない限り、指定された 大文字数までタグ値全体またはリテラル文字列全体が
表示されます。NULL 文字の後には何も表示されません。
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必要であれば、指定された文字数まで埋めるためにスペースが使用されます。

デフォルトでは、固定文字数を使用する文字列変数で左から右への順に文字が
表示されます。右から左の順に文字を表示するには、[文字列変数] ダイアログ 
ボックスで、[文字列の右端にある文字を表示] チェック ボックスを選択します。

また、文字列が埋め込まれるフィールドの幅よりも長い場合、実行時にアスタ
リスク (*) が表示されるかどうかも指定できます。

日付と時刻の埋め込み変数

日付と時刻の両方を表示する埋め込み変数の場合、実行時に埋め込み変数が表
示されるときに時刻と日付の間にスペースが挿入されます。

日付と時刻の形式

日付と時刻の埋め込み変数では、実行時のコンピュータ上で設定した日付と時
刻の形式を使用します。たとえば、日付と時刻の変数で短い日付が表示される
場合、実行時のコンピュータに対して設定された短い日付形式が実行時に変数
に使用されます。

実行時の埋め込み変数の更新方法

実行時の埋め込み変数の更新方法は、変数のタイプと埋め込まれる場所に応じ
て異なります。

 キャプション テキスト、タイトル バーのテキスト、およびローカル メッ

セージでは、データ ソースから新しいタグ値が読み取られると、タグ値を使

用する数値または文字列の埋め込み変数が更新されます。

タグ値を使用する埋め込み変数は、[常に更新] オプションを使用した場合、

グラフィック ディスプレイがキャッシュにロードされるときにも更新されま

す。ディスプレイのキャッシュの設定に関する詳細については、「ディスプ
レイをすばやく開くように設定する」(ページ 16-59) を参照してください。

NULL 文字には 16 進値の 0 が含まれ、文字列の 後を示します。NULL 文字は文字列の実際の

長さには含まれません。
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 グラフィック オブジェクトのツールチップでは、タグ値を使用する数値また

は文字列の埋め込み変数は、オブジェクトが含まれるグラフィック ディスプ

レイが開かれたときにだけ更新されます。

ディスプレイの実行中、ツールチップのタグ値を使用する埋め込み変数が動
的に更新されることはありません。

 日付と時刻の埋め込み変数は、システムの日付と時刻が変更されたときに更
新されます。
21–12
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22 データ ロギングを設定する

この章では、以下について説明します。

 データ ロギングについて。

 データ ログ ストレージ形式。

 データ ログ モデルを作成する。

 ODBC データ ソースを操作する。

 実行時に新しいファイルを作成する。

 実行時にログのパスを切り替える。

 必要に応じてロギングする。

 既存のデータ ログ モデルを変更する。

 データ ロギングの開始と停止。

データ ロギングについて

データ ログは、タグ値を収集して保存する FactoryTalk View コンポーネントです。

ロギングされたデータは内部ファイル セットに保存することも、ODBC (Open 
Database Connectivity) 準拠のデータベースに保存することもでき、以下のことも

可能です。

 トレンド内に表示する。トレンド内に履歴データを表示するには、データ ロ
グ モデルからタグをペンに割り当てます。詳細については、23 章、トレン

ドを設定するを参照してください。

 将来の使用のためにアーカイブする。

 Microsoft Excel、Business Objects Crystal Reports などの ODBC 準拠のレポート 
ソフトウェアを使用して分析する。

データ ログ モデル内のタグ データを収集する

データ ログ モデルはデータをロギングするタグ、データをロギングするタイミン

グ、データをロギングする場所を定義します。
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データ ログ モデル エディタでは、ログ ファイルの形式 (ファイル セット、また

は ODBC)、ファイル (レコードとも呼ばれる) をいつ作成および削除するかも指

定します。

単一のデータ ログ モデルで 大 10,000 個のタグのデータをロギングできます。

複数のデータ ログ モデルを使用する

実行時に、各 FactoryTalk View SE Server で 大 20 個のデータ ログ モデルを同時

に実行できます。

複数のデータ ログ モデルを使用するには、次のいずれかを実行します。

 個別のファイル セットに関連情報を保存する。

 異なる頻度でタグのグループをロギングする。

 イベントに基づいてタグのグループをロギングする。

データ ログ ストレージ形式

ロギングされたデータは内部ファイル セットまたは ODBC 準拠のデータベース

に保存されます。

各データ ログ ファイルセットに、数値 (整数または浮動小数点数値)、テキスト、

およびタグ名を保存するためのファイルが含まれています。 

内部ファイル セットでは、専用の形式のファイルにタグ値が保存されます。ト

レンド内を除いて、ファイル セットの内容は表示できません。

タグ値を ODBC データベースにロギングする場合、データをトレンド内に表示

するか、サードパーティ製の ODBC 準拠のツールを使用してデータ分析とレ

ポート作成ができます。

ODBC データベースが使用できなくなった場合、FactoryTalk View は専用の形式

でバックアップ ファイルにデータをロギングします。

データを複数の形式で使用するには、同じタグ セットに対して複数のデータ ロ
グ モデルを定義します。

ファイル セットの名前付けの仕組み

ログ ファイル セットを作成する場合、自動的に名前が付けられます。名前は、

ファイルが作成された日付とその中に含まれているデータのタイプに基づいて
います。パスを含めたログ ファイル セット名の 大長は 200 文字です。
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ファイル セットでは次のファイル名形式を使用します。

YYYY MM DD NNNN <ログ ファイル識別子の文字列> <(形式 )>.dat

ここで、

 YYYY は年です。

 MM は月です

 DD は日です。

 NNNN は シーケンシャルなファイル識別子です。

この番号は、作成されたシーケンス ファイルを示します。1 日に 大 9999 
個のファイル セットを作成できます。深夜 0 時に、シーケンスが再度 0000 
から開始されます。 

 <ログ ファイル識別子の文字列> は、ログ ファイルの識別に役立つように指

定できるテキスト文字列です。文字列の 大長は 20 文字です。

 <(形式 )> はファイル形式です。

形式は括弧で囲まれます。以下の 3 つのファイル形式があります。Tagname、
Float (アナログ タグおよびデジタル タグの値)、および String。

例:長いデータ ログ ファイル名の構成

データ ログ ファイル、

2006 10 30 0004 Oven Temperatures (Float).dat

は 2006 年 10 月 30 日に作成されました。

 0004 は、これがその日に作成された 4 番目のファイル セットであることを

示します。

 Oven Temperatures はログ ファイル識別子の文字列で、データの識別に役立つ

ようにユーザーが定義します。

 (Float) は、このファイルにアナログ タグまたはデジタル タグの値が含まれ

ていることを示します。
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ODBC データベース ストレージ形式スキーマ

Oracle、Microsoft SQL Server、Microsoft Access などの ODBC データ ソースを使

用してデータを保存するには、ODBC データベース形式を使用します。

ODBC 形式では、 大 3 つのテーブルにデータを保存します。

 浮動小数点テーブルには、アナログ タグおよびデジタル タグの値が保存さ

れます。

 文字列テーブル (オプション) には、文字列のタグ値が保存されます。

 タグ テーブル (オプション) ではインデックスにタグ名が保存されます。これ

により、浮動小数点テーブルおよび文字列テーブルの 2 バイトまたは 4 バイ

トの数値フィールド (40 バイトの文字フィールドではない) を使用してタグ名

を参照できます。

ODBC テーブルの名前付けの仕組み

ODBC テーブルはデフォルト名 TagTable、FloatTable、および StringTable で作成

されます。データ ログ モデル エディタでは、テーブルを作成する前にこれらの

名前を変更することも、別のテーブル名を指定することもできます。

ODBC モデルのバックアップ パスを指定する場合、ページ 22-2 で説明するよう

に、FactoryTalk View がバックアップ ログ ファイルに名前を付けます。

ODBC の浮動小数点テーブルおよび文字列テーブルの書式設定

ODBC 形式で保存される浮動小数点データおよび文字列データは、次のテーブ

ルを使用します。浮動小数点テーブルにはアナログ タグおよびデジタル タグの

データが含まれ、文字列テーブルには文字列タグ データが含まれます。 

MS SQL Server 2008 にロギングする浮動小数点および文字列データのテーブルを作成する場

合、Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 がインストールされていることを確認してくだ

さい。インストールされていない場合、テーブルを作成できません。

ODBC バックアップ ファイルは、拡張子が .obf のバイナリ ファイルとして保存されます。.obf 
ファイルの内容は表示できません。

列 内容 SQL データ タイプ 長さ

DateAndTime タグ値がロギングされた日付と時刻。 SQL_TIMESTAMP ドライバに 
依存

Millitm タグ値がロギングされた時刻のミリ秒。 SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

4
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TagIndex、 
または 

TagName

タグのインデックス番号。この番号に対応
するタグ名がタグ名テーブルに一覧表示さ
れます。

タグ名テーブルが使用されない場合、タグ
名はこの列に表示されます

SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

2 または 
4

255

Val タグのアナログ値またはデジタル値。 SQL_DOUBLE、または 

SQL_INTEGER、 または 
SQL_SMALLINT

8、または 

4、または 
2

タグの文字列値。 SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

82

ステータス 通信が正常に行われている場合は空白です。

FactoryTalk View がタグ値を取得しようとし

ている間に通信エラーが発生した場合は、E。

タグ値が古い場合、つまり値が以前に取得
され、更新されていない場合は、S。

タグが初期化されていない場合は、U。

SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

1

Marker 内部タグ マーカー。 SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

列 内容 SQL データ タイプ 長さ
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ODBC タグ テーブルの書式設定

データ ログ モデルを作成する

データ ログ モデル エディタでは、次の内容を指定するデータ ログ モデルを作

成できます。

 使用するログ ファイル形式。

 データ ログ ファイル セットの保存場所 (プライマリ パスまたはセカンダリ 
パス)。

 ログ ファイルを作成および削除するタイミング。

 ロギングをトリガーするアクション。

 ロギングされるタグ値。

データ ログ モデル エディタを開くには 

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、[データ ログ] フォ

ルダを開きます。

2. データ ログ モデルのアイコンを右クリックし、[新規作成] をクリックします。

また、アイコンを FactoryTalk View Studio ワークスペースにドラッグするか、

既存のデータ ログ モデル コンポーネントをダブルクリックして、データ ロ
グ モデル エディタを開くこともできます。

列 内容 SQL データ タイプ 長さ

TagName タグ名。 SQL_VARCHAR、 または 
SQL_CHAR

255

TagIndex タグ名に割り当てられたインデックス番号。 SQL_SMALLINT, または 
SQL_INTEGER

2 または 
4

TagType タグのタイプは次のとおりです。

アナログ タグの場合は、2
デジタル タグの場合は、3
文字列タグの場合は、4

SQL_SMALLINT 1

TagDataType タグ データ タイプは次のとおりです。

整数の場合は、-1
長整数型の場合は、0
浮動小数点の場合は、1
文字列の場合は、2

SQL_SMALLINT 2
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データ ログ モデル エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリッ

クしてください。

ストレージ形式を指定する

データ ログ モデル エディタで、[セットアップ] タブを使用して、ログ ファイル

識別子の文字列、ストレージ形式、データ ログ モデルの説明を指定します。

ログ ファイル識別子の文字列がファイル名の一部になります。この説明は情報

提供のみを目的としています。

ストレージ形式として [ファイル セット] を選択し、文字列タグのロギングを計

画している場合、ロギングされる文字数を指定することもできます。

[セットアップ] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

ODBC データベースの形式を選択する

ストレージ形式として [ODBC データベース] を選択する場合、ODBC データ 
ソースのパスとファイル名を入力し、使用する ODBC テーブルを指定するか、

新しいテーブルを作成します。

全般的なデータ ログ 
モデルのプロパティ
を設定します。

データがロギングされ
るパスを指定します。

ログ ファイルがいつ

作成され、削除され
るかを指定します。

ロギングの方法とい
つ実行すべきかを指
定します。

データをロギングす
るタグを選択します。
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新しいデータ ソースのテーブルを作成するには、[テーブルの作成] をクリック

します。FactoryTalk View がテーブルを自動的に作成できない場合、編集ツール

を使用してデータベースを開き、テーブルを手動で作成する必要があります。

Microsoft SQL Server または Oracle データベースのメッセージの長さを 1999 に拡

張するには、[テーブルの拡張] をクリックします。メッセージのデフォルト長

は 254 です。テーブルを拡張できるのは、メッセージ長が 254 ～ 1999 の場合の

みです。

これよりも長い診断メッセージをデータベースに記録するには、[長いメッセー

ジ テキストを使用する] チェック ボックスを選択します。メッセージは 1999 文
字までです。チェック ボックスが選択されていない場合、メッセージは 254 文

字以下になります。

指定されたデータベースから既存のテーブルを選択するには、[参照] ボタンを

クリックし、[ODBC テーブルの選択] ダイアログ ボックスでテーブルを選択し

ます。テーブル内のフィールドの順序、タイプ、長さ、および精度を表示する
には、テーブルをクリックして選択し、[詳細] をクリックします。

詳細については、「既存の ODBC データ ソースにデータをロギングする」(ペー

ジ 22-11) を参照してください。

ログのパスを設定する

データ ログ モデル エディタで、[パス] タブを使用して、ロギング パスを設定し

ます。

ストレージ形式がファイル セットの場合、プライマリ パスを指定し、プライマ

リ パスが使用できなくなった場合は、オプションでセカンダリ ファイル パスを

使用します。ストレージ形式が ODBC の場合、ODBC データベースのバック

アップ ファイル パスを指定できます。 

セカンダリまたはバックアップのロギング パスを設定することで、データの消

失を防ぐことができます。たとえば、プライマリ パスのディスク領域に空きが

なくなった場合、プライマリ パスの領域が使用可能になるまで、データ ロギン

グがセカンダリ パスに切り替わります (使用可能な場合)。詳細については、「実

行時にログのパスを切り替える」(ページ 22-14) を参照してください。

このテーブルが正常に拡張されていることを確認してから、長いメッセージを記録するよう選

択してください。そうしないと、長さが拡張されるまで、254 文字を超えるメッセージと、そ

れ以降のすべてのメッセージを記録できなくなり
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22 ????????
セカンダリ パスを設定していない場合、プライマリ パスにディスクの空き領域

がなくなると、データ ロギングが停止され、ログ ファイルが作成されなくなり

ます。

[パス] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

データ ログ ファイルを設定し、管理する

データ ログ モデル エディタで、[ファイル管理] タブを使用して、新しいファイ

ルをいつ開始するか、いつ古いファイルを削除するかを指定します。

新しいファイル セットを作成する

データ ログ モデルでファイル セットを使用する場合、次のタイミングで新しい

ファイル セットを作成するようにデータ ロギングを設定できます。

 定期的。

 指定した時刻。

 特定のイベントの発生時。 

 実行しない。これは、すべてのデータが 1 つのファイル セットにロギングさ

れることを意味します。

ログ ファイルは [パス] タブで指定したフォルダに保存されます。

ファイル セットと ODBC データベース レコードを削除する

データ ログ モデルでファイル セットを使用する場合、指定した期間の後、また

は指定した数のファイル セットが作成された後で、ファイル セットを削除する

ようにファイル管理を設定できます。ファイル セットが削除されないようにす

るには、[古いファイルの削除] の下のチェック ボックスをオフにします。

データ ログ ファイル セットは、新しいファイル セットの作成時のみに削除さ

れます。アプリケーションで毎日新しいファイル セットが作成され、古いファ

イル セットが 3 日毎に削除される場合、3 日間のデータのファイル セットが当

日のファイル セットとともに保存されます。

データ ログ モデルで ODBC データベース形式を使用する場合、標準的なリレー

ショナル データベース ツールまたは SQL クエリを使用して、データベースから

古いレコードをパージできます。指定された時間の経過後に ODBC データベー

データ ログ モデルに ODBC 形式を使用する場合、データが同じデータベースに継続的に追加

されるため、このセクションは当てはまりません。
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ス内のレコードを削除 (パージ) するように FactoryTalk View を設定することもで

きます。

[ファイル管理] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

データをロギングするタイミングを指定する

データ ログ モデル エディタで、[ログ トリガー ] タブを使用して、何がデータ

のロギングをトリガーするか、どのように、どの程度の頻度でロギングが発生
するかを指定します。

データ ロギングは以下のタイミングでタグ値をロギングするように設定できます。

 定期的。これは定期的なロギングと呼ばれます。

 タグの値が変更された場合のみ。これは変更時のロギングと呼ばれます。

 特定のイベントが発生し、DataLogSnapshot コマンドがトリガーされたとき。

これはオンデマンド ロギングと呼ばれます。詳細については、ページ 22-17 
を参照してください。

ロギングのタイプを組み合わせることもできます。詳細については、ページ 
22-18 を参照してください。

[ログ トリガー ] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックして

ください。

ロギングするデータを選択する

データ ログ モデル エディタで、[モデル内のタグ] タブを使用して、データをス

キャンされるタグを指定します。データ ログ モデルには、 大 10,000 個のタグ

を含めることができます。

[モデル内のタグ] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックして

ください。

ODBC データ ソースにデータをロギングする

ロギングされたデータを既存の ODBC データ ソースに保存することも、新しい 
ODBC データ ソースを作成することもできます。
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既存の ODBC データ ソースにデータをロギングする

既存の ODBC データ ソースにデータをロギングすることはできますが、その

テーブルに FactoryTalk View データ ログに対して書式が設定されるフィールドが

含まれている必要があります。

既存のデータベースにデータをロギングするためにテーブルを用意する方法は 
2 つあります。

 データ ログ モデルを設定する前に、既存の ODBC テーブルに FactoryTalk 
View データ ログ フィールドを設定する。

 データ ログ モデル エディタ内から、自動的に、または手動で既存のデータ

ベースに新しいテーブルを作成する。
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既存の ODBC データ ソース内のテーブルを使用するには

1. データ ログ データのフィールドを ODBC データベース内のテーブルに追加

します。

ODBC データベース テーブルの変更に関する詳細については、使用している 
ODBC データベースのドキュメントを参照してください。

2. ヘルプの説明に従ってデータ ログ モデルを設定します。既存の ODBC デー

タベースを ODBC データ ソースとして指定し、編集したテーブルを指定し

ます。

既存の ODBC データ ソース内に新しいテーブルを作成するには

1. データ ログ モデル エディタの [ODBC データ ソース] フィールドで、既存の 
ODBC データ ソース名を指定します。

2. [テーブルの作成] をクリックします。FactoryTalk View では、既存のデータ

ベース内に自動的に新しいデータ ログ テーブルが作成されます。また、

テーブルも手動で作成できます。

3. ヘルプの説明に従ってデータ ログ モデルの残りの部分を設定します。

新しい ODBC データ ソースを作成する

新しい ODBC データ ソースを作成するには、[ODBC データ ソース] テキスト 
ボックスの横にある [参照 (...)] ボタンをクリックするか、Windows の [コント

ロール パネル] にあるODBC データ ソース アドミニストレータを使用します。

新しい ODBC データ ソースの作成に関する詳細については、[ODBC データ 
ソース アドミニストレータ] ウィンドウの [ヘルプ] を参照してください。

「既存の ODBC データ ソースにデータをロギングする」(ページ 22-11)  で説明し

ている方法のいずれかを使用して、新しいデータ ソースのテーブルを作成でき

ます。

MS SQL Server 2008 にロギングする浮動小数点および文字列データのテーブルを作成する場

合、Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1 がインストールされていることを確認してくだ

さい。インストールされていない場合、テーブルを作成できません。
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リモート コンピュータへデータをロギングするためのセキュリ

ティを設定する

データが生成されるコンピュータに配置されていない ODBC データベースに

データをロギングする場合、特定の DCOM セキュリティ設定を変更する必要が

あります。また FactoryTalk View Site Edition ヘルプも参照してください。

実行時に新しいファイルを作成する

実行時に新しいファイル セットまたは ODBC バックアップ ファイルを作成する

には、FactoryTalk View コマンド DataLogNewFile を使用します。

データ ログ モデルで ODBC 形式を使用する場合、および FactoryTalk View が
バックアップ パスにロギングされる場合、DataLogNewFile コマンドを実行する

と、バックアップ ファイルの新しいセットが作成されます。

FactoryTalk View が ODBC データベースにロギングされる場合、このコマンドを

実行すると、終了スナップショット、開始スナップショットが順にロギングさ
れます。

データ ログ モデルでファイル セットを使用する場合、データ ログ モデルがど

のように新しいファイルを作成するように設定されているかに関わらず、
DataLogNewFile によって新しいファイル セットが作成されます。新しいファイ

ル セットは、FactoryTalk View が現在ロギングしている場所と同じ場所に作成さ

れます。

DataLogNewFile では、データの 2 つのスナップショット (古いファイルの終了レ

コードと新しいファイルの開始レコード) が記録されます。この場合、

DataLogSnapshot コマンドを使用する必要はありません。

DataLogNewFile コマンドを使用する

DataLogNewFile コマンドには、以下のいずれかのパラメータを使用できます。

 DataLogNewFile <コンポーネント> (ここで、<コンポーネント> はデータ ロ
グ モデル名) では、指定したデータ ログ モデルに新しいファイル セットを

作成します。

 DataLogNewFile * では、現在実行しているすべてのデータ ログ モデルに新し

いファイル セットを作成します。

FactoryTalk View コマンドまたはマクロを入力できる任意の場所で DataLogNewFile 
コマンドを使用できます。
22–13



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

オペレータが実行時に新しいファイルを作成できるようにするには、押下時の

アクションとして DataLogNewFile を使用するボタン オブジェクトをグラフィッ

ク ディスプレイ内に作成するか、ディスプレイ キーまたはクライアント キーを

作成します。

実行時にログのパスを切り替える

FactoryTalk View では、ファイル セットのプライマリ パスまたは ODBC データ

ベースを使用できなくなった場合に使用されるセカンダリ パスまたはバック

アップ パスを指定できます。これは、ネットワーク障害、またはデータがロギ

ングされるコンピュータのディスク領域不足が原因で発生することがあります。

プライマリ データ ログの場所が使用できなくなった場合、FactoryTalk View は

バッファへのデータの保存を開始します。

バッファでは 大 64 Kb のデータを保持できます。バッファの空きがなくなった

とき、またはデータをバッファする 大時間を経過したときにプライマリの場所

がまだ使用できない場合、FactoryTalk View がセカンダリ パスに切り替えます。

FactoryTalk View は定期的に確認し、プライマリ ファイル パスが再び使用可能に

なったかどうかを判断します。使用可能になった場合、FactoryTalk View は自動

的にプライマリ ファイル パスに戻します。

また、FactoryTalk View は、セカンダリ パスを使用できなくなった場合、プライ

マリ パスのステータスを確認し、使用可能な場合は切り替えます。両方のパス

を使用できない場合、FactoryTalk View はデータをバッファします。

バッファに空きがなくなり、両方のパスをまだ使用できない場合、FactoryTalk 

View はバッファを空にして (バッファ内のデータが失われる)、バッファへの新

しいデータの保存を開始します。FactoryTalk View はいずれかが使用可能になる

まで、両方のパスの確認を続行します。

切り替えオプションを設定する

[詳細設定] ダイアログ ボックスで、セカンダリ パスに切り替える前にデータが

バッファされる時間の長さと、データ ロギングがプライマリ パスにいつ切り替

えられるかを指定できます。

ファイル セット形式を使用するデータ ログ モデルの場合は、ロギング パスが変わるたびに 
FactoryTalk View が新しいファイル セットを作成します。
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たとえば、データ ログ ファイルがロックされている場合、切り替えを試行する

前にデータをバッファするように指定した 大時間 (分単位) の間だけデータが

バッファされます。バッファ時間が経過すると、新しいファイルのセットがプ
ライマリ パスに作成されます。

モデルがセカンダリ パスにロギングされ、そのファイルがロックされている場

合も動作は同じです。データがバッファされ、指定された時間の経過後に新し
いファイル セットが作成されます。

データ ログ モデル エディタで [詳細設定] ダイアログ ボックスを開くには、[パ
ス] タブを選択し、[詳細] をクリックします。[パス] ダイアログ ボックスのオプ

ションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

手動でプライマリ パスに再び切り替える

手動でプライマリ パスまたは ODBC データベースに再び切り替えるには、

FactoryTalk View コマンドの DataLogSwitchBack を使用します。

このコマンドは、プライマリ パスまたはデータベースに再び切り替える場合に

のみ使用できます。プライマリ パスまたは ODBC データベースからセカンダリ 
パスまたはバックアップ パスに切り替えるためにこのコマンドを使用すること

はできません。

指定されたデータ ログ モデルが実行中で、FactoryTalk View がデータをセカンダ

リ パスまたはバックアップ パスにロギングしており、プライマリ パスまたは 
ODBC データベースが利用できる場合にのみ、スイッチバックを実行すること

ができます。

ファイル セットを使用するデータ ログ モデルの場合、FactoryTalk View が再び

プライマリ パスに切り替えるとき、新しいファイル セットを作成します。

セカンダリ パスが設定されていない場合、データが 10 分間 ( 大時間のデフォルト値) バッ

ファされます。 大時間が 0 に設定されている場合、新しいファイル セットがただちに開始さ

れます。

プライマリへのスイッチオーバーが発生したとき、セカンダリ パスへロギングしたデータは自

動的に移動されません。データを手動で移動するには、DataLogMergeToPrimary コマンドを使

用します。詳細については、「セカンダリ パスからデータを移動する」(ページ 22-16) を参照し

てください。
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DataLogSwitchBack コマンドを使用する

DataLogSwitchBack コマンドには、以下のいずれかのパラメータを使用できます。

 DataLogSwitchBack <コンポーネント> (ここで、<コンポーネント> はデータ 

ログ モデル名) では、指定したデータ ログ モデルのロギングを切り替えます。

 DataLogSwitchBack * では、現在実行しているすべてのデータ ログ モデルの

ロギングを切り替えます。

FactoryTalk View コマンドまたはマクロを入力できる任意の場所で 

DataLogSwitchBack コマンドを使用できます。

オペレータが実行時にプライマリ パスまたは ODBC データベースに手動で切り

替えることができるようにするには、押下時のアクションとして 

DataLogSwitchBack を使用するボタン オブジェクトをグラフィック ディスプレ

イ内に作成するか、ディスプレイ キーまたはクライアント キーを作成します。

セカンダリ パスからデータを移動する

データ ログ モデルへの書き込みまたは読み取りを開始するとき、セカンダリ 
(またはバックアップ) パスにファイルがある場合、FactoryTalk View はメッセー

ジを FactoryTalk Diagnostics ログに送信します。

プライマリ パスまたは ODBC データベースにこれらのファイルを手動で移動す

る必要があります。これを行うには、FactoryTalk View コマンドの 

DataLogMergeToPrimary を使用します。

コマンドの実行時にデータ ログ モデルが実行している場合、FactoryTalk View は

指定したモデルまたはすべてのモデルのプライマリ パスまたは ODBC データ

ベースへのスイッチバックを実行します。

モデルがファイル セットを使用する場合、FactoryTalk View はセカンダリ パスの

すべてのファイル (現在のファイル セットを含む) をプライマリ パスに移動し、

プライマリ パスで新しいファイル セットを開始し、新しいファイル セットへの

ロギングを続行します。

モデルで ODBC 形式を使用する場合、FactoryTalk View は ODBC バックアップ 

ファイル内のデータを ODBC データベースに統合し、ODBC データベースへの

ロギングを続行します。
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DataLogMergeToPrimary コマンドを使用する

DataLogMergeToPrimary コマンドには、以下のいずれかのパラメータを使用でき

ます。

 DataLogMergeToPrimary <コンポーネント> (ここで、<コンポーネント> は
データ ログ モデル名) では、指定したデータ ログ モデルが動作しているか

どうかに関係なく、そのモデルにデータを移動します。

 DataLogMergeToPrimary * では、データ ログ モデルが動作しているかどうか

に関係なく、すべてのデータ ログ モデルのデータを移動します。

FactoryTalk View コマンドまたはマクロを入力できる任意の場所で 
DataLogMergetoPrimary コマンドを使用できます。

オペレータが実行時にプライマリ パスまたは ODBC データベースにバックアッ

プ データを復元できるようにするには、押下時のアクションとして 
DataLogMergetoPrimary を使用するボタン オブジェクトをグラフィック ディスプ

レイ内に作成するか、ディスプレイ キーまたはクライアント キーを作成します。

必要に応じてロギングする

データ ログ モデル内のタグの値を必要に応じて記録するには、FactoryTalk View 
コマンドの DataLogSnapshot を使用します。データ ログ モデルにオンデマンド 
トリガーを指定した場合、DataLogsnapshot コマンドの実行時のみにロギングが

実行されます。

DataLogSnapshot コマンドを使用する

DataLogSnapshot コマンドには、以下のいずれかのパラメータを使用できます。

 DataLogSnapshot <コンポーネント> (ここで、<コンポーネント> はデータ ロ
グ モデル名) では、コマンドが実行された瞬間に指定したモデルのすべての

タグのタグ値を記録します。

 DataLogSnapshot * では、コマンドが実行された瞬間に、実行中のすべてのモ

デルのすべてのタグのタグ値を記録します。
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FactoryTalk View コマンドまたはマクロを入力できる任意の場所で DataLogSnapshot 
コマンドを使用できます。たとえば、イベントのアクションとしてこのコマン
ドを使用できます (これを行う方法の例は以下に記載)。

オペレータが実行時にオンデマンドでロギングできるようにするには、押下時
のアクションとして DataLogSnapshot を使用するボタン オブジェクトをグラ

フィック ディスプレイ内に作成するか、ディスプレイ キーまたはクライアント 
キーを作成します。

例:オンデマンド ロギングのイベントを作成する

アラームの発生時にロギングをトリガーするイベントを作成するには

1. データ ログ モデル エディタの [ログ トリガー ] タブで、オプション [適宜] 
を選択します。

2. イベント エディタを開きます。以下のような式を作成します。

If alm_in_alarm(motor_fault) and new_batch_started then 1 else 0

3. イベント エディタの [アクション] フィールドで、DataLogSnapshot <コンポー

ネント> と入力します。ここで、「コンポーネント」はデータ ログ モデルの

名前です。

motor_fault という名前のタグがアラーム状態になり、new_batch_started という名

前のタグが 1 である場合、DataLogSnapshot <コンポーネント> コマンドが実行さ

れます。アラーム状態のタグだけではなく、モデル内のすべてのタグがロギン
グされます。

ロギングを組み合わせる

定期的なロギングまたは変更時のロギングをオンデマンド ロギングと組み合わ

せて、特定の時刻および特定のイベントの発生時にデータを収集することがで
きます。

ロギングを組み合わせるには

1. データ ログ モデル エディタの [ログ トリガー ] タブで、[定期的] オプション

または [変更時] オプションを選択します。

2. マクロまたはコマンドを使用できるどこかで、<コンポーネント> または * 
(アスタリスク) パラメータと一緒に DataLogSnapshot コマンドを入力します。
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既存のデータ ログ モデルを変更する

FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console を使用

して、開発中または実行時にデータ ログ モデルを変更できます。

実行時にモデルを変更する場合、データ ロギングをいったん停止して再開する

まで、変更は反映されません。データ ロギングの開始と停止の詳細については、

ページ 22-20 を参照してください。

SE Administration Console でログのパスを変更する

FactoryTalk View SE アプリケーションの展開後にデータ ログ モデルのログのパ

スを変更するには、FactoryTalk View SE Administration Console を使用します 
(FactoryTalk View Studio を使用する必要はありません)。

ファイル セットのプライマリ パスおよびセカンダリ パス、および ODBC デー

タ ログ モデルのバックアップ パスを変更できます。Administration Console を使

用して、ODBC データベースを変更することはできません。

モデルを変更することなく、実行時に各パラメータの変更を行う

実行時に、データ ログ モデルを変更することなく、次のデータ ログ パラメー

タを変更するするこもできます。

 定期的なロギングのロギング頻度 (DataLogChangeRate コマンドを使用)

 ログ ファイル識別子の文字列 (DataLogRenameFile コマンドを使用)

FactoryTalk View コマンドまたはマクロを入力できる任意の場所でこれらのコマン

ドを使用します。たとえば、FactoryTalk View Studio、または FactoryTalk View SE 
Administration Console で、コマンド ラインで直接コマンドを入力します。

これらの変更はすぐに反映されますが、現在のロギング セッションのみに適用

されます。ロギングを停止して再開する場合、FactoryTalk View はデータ ログ モ
デルに指定されたロギングの頻度およびログ ファイル識別子を使用します。

DataLogChangeRate コマンドおよび DataLogRenameFile コマンドの詳細について

は、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

データ ログ モデルから削除するタグがトレンド オブジェクトで使用されている場合、削除し

たタグへの参照をトレンドから必ず削除してください。
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データ ロギングを開始および停止する

データ ロギングを開始および停止する方法は多数あります。アプリケーション

に 適な方法を選択してください。

オペレータがデータ ロギングを開始および停止できるようにするには、

FactoryTalk View コマンドおよびマクロをグラフィック オブジェクトと組み合わ

せて使用します。FactoryTalk View コマンドのシンタックスの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

以下に示す方法では、<コンポーネント> はデータ ログ モデル名を表します。

データ ロギングを開始する方法

データ ロギングを開始するには、以下のいずれかの方法を使用します。

 [HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コンポーネント] タ
ブをクリックし、[データ ロギング] チェック ボックスを選択して、データ 
ログ モデルを指定します。

データ ログ モデルは、HMI サーバーが次回実行されたとき、または HMI 
サーバーのコンポーネントが手動で開始されたときに実行されます。 

 マクロ エディタで、コマンド DataLogOn <コンポーネント> が含まれるマクロ

を作成します。[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コン

ポーネント] タブをクリックし、[マクロ] チェック ボックスを選択して、マ

クロを指定します。

HMI サーバーの実行時に、指定されたデータ ログ モデルが実行されます。

複数のデータ ログ モデルを開始するには、マクロで複数の DataLogOn <コン

ポーネント> コマンドを指定します。

 グラフィック エディタで、[ディスプレイ設定] ダイアログ ボックスを開き、

[動作] タブをクリックします。[起動] ボックスで、DataLogOn <コンポーネン

ト> と入力します。

 グラフィック エディタで、ボタン オブジェクトを作成し、ボタンの押下時

のアクションとして DataLogOn <コンポーネント> を指定します。ボタンが

押下されると、コマンドが実行されます。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成し、[アクション] 
ボックスで DataLogOn <コンポーネント> を使用してタッチ アニメーション

をアタッチします。オブジェクトがタッチされると、指定されたモデルに対
してデータ ロギングが開始されます。
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 イベント エディタで、イベントの [アクション] ボックスに DataLogOn <コン

ポーネント> コマンドを入力します。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のコ

マンドラインで、DataLogOn <コンポーネント> と入力し、Enter キーを押し

ます。

データ ロギングを停止する方法

データ ロギングのみを停止するには、以下のいずれかの方法を使用します。

 DataLogOff <コンポーネント> コマンド (ここで、<コンポーネント> はデータ 
ログ モデル名) を使用して、単一のモデルを停止します。すべてのデータ ロ
グ モデルを停止するには、DataLogOff * コマンドを使用します。

 グラフィック エディタで、ボタン オブジェクトを作成し、ボタンの押下時

のアクションとして DataLogOff <コンポーネント> または DataLogOff * を指

定します。ボタンが押下されると、コマンドが実行されます。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成し、[アクション] 
ボックスで DataLogOff <コンポーネント> または DataLogOff * を使用して

タッチ アニメーションをアタッチします。オブジェクトがタッチされると、

指定されたモデルに対してデータ ロギングが停止されます。

 イベント エディタで、イベントのアクションとして DataLogOff <コンポー

ネント> または DataLogOff * を指定します。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のコ

マンドラインで、DataLogOff <コンポーネント> または DataLogOff * と入力

し、Enter キーを押します。

また、コンピュータ上で実行しているすべての HMI サーバー コンポーネントを

停止することによって、データ ロギングを停止することもできます。詳細につ

いては、「HMI サーバー コンポーネントを手動で停止するには」(ページ 6-22) を
参照してください。
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23 トレンドを設定する

この章では、以下について説明します。

 トレンドについて。

 トレンドの作成方法。

 トレンドの構成。

 トレンド チャートのスタイル。

 トレンドの色、フォント、線、およびレジェンドを選択する。

 シェーディングを使用してペンを比較する。

 オーバーレイを使用して、リアルタイムのデータと履歴データを比較する。

 トレンドのテンプレートを使用する。

 実行時にトレンドを操作する。

トレンドについて

トレンドは現在のタグ値と履歴タグ値の視覚的表現、またはチャートです。ト
レンドでは、工場のアクティビティの発生時に、オペレータがアクティビティ
を追跡することができます。

トレンドでは、次のことを実行できます。

 大 100 個のタグまたは式のデータをプロットする。

 標準のトレンド チャートで時間の経過とともにデータをプロットする。

 XY プロット チャートで、1 つのタグを別のタグに対してプロットする。

 シェーディングを使用して、2 つのペンの比較を強調する。

 分離されたグラフと分離されていないグラフを表示する。

分離されたグラフでは、各ペンがチャートの個々のバンドに配置されます。
分離されていないグラフでは、ペンの値が重なって表示される可能性があり
ます。

現在のデータと履歴データのチャートを作成する

トレンドには、以下を表示できます。

 データ サーバーからのリアルタイム データ。
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 データ ログ モデルのファイル セットからの履歴データ。

 FactoryTalk Historian Site Edition server および FactoryTalk Historian Machine 
Edition モジュールからの履歴データ (ネットワーク分散アプリケーションま

たステーション アプリケーションのみ)。

ネットワーク分散アプリケーションでは、アプリケーションのローカル エリ

アまたはリモート エリアでデータ ログ モデルから履歴データをプロットで

きます。データ ログ モデルの詳細については、22 章、データ ロギングを設

定するを参照してください。

トレンド オブジェクトを作成する

トレンド描画ツールを使用してトレンドを作成することも、トレンド グラ

フィック ライブラリであらかじめ用意されているトレンドを使用することもで

きます。詳細については、ページ 23-24を参照してください。

次の図では、2 種類のトレンド ディスプレイが含まれる FactoryTalk View グラ

フィック ディスプレイを示します。
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トレンド オブジェクトを作成するには

1. グラフィック エディタで、新しいグラフィック ディスプレイを作成するか、

または既存のグラフィック ディスプレイを開きます。

2. [オブジェクト] メニューで、[詳細オブジェクト] をポイントし、[トレンド] 
をクリックします。

また、オブジェクト ツールバーでトレンド ツールをクリックすることもで

きます。

3. グラフィック ディスプレイで、マウスをドラッグして、トレンドの目的のサ

イズに合わせてボックスを作成します。

トレンド 
ツール
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トレンドの名前を指定する

トレンド オブジェクトを作成するとき、デフォルトで名前が割り当てられます。

名前を変更するには、トレンド オブジェクトを右クリックし、[プロパティ パネ

ル] をクリックします。

[プロパティ ] タブの (名前) 行で、トレンドの新しい名前を入力します。

名前には文字、数字、およびアンダースコア文字 (_) を含めることができますが、

1 文字目は文字にする必要があり、名前にスペースを含めることはできません。

トレンド プロパティを設定する

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスにはいつくかのタブがあり、トレ

ンドのデータ、外観、および動作を設定できます。

 [全般] タブでは、トレンドのデータ サーバー (リアルタイムまたは履歴の

ポーリング)、チャートのタイトル、チャートのスタイル、および更新モード

を設定します。

 [ディスプレイ] タブでは、トレンド ディスプレイの外観を設定します。

 [ペン] タブでは、ペンのタグおよび式、トレンド内のペンの外観を設定します。

 [X-軸] タブでは、トレンドの水平方向の軸を設定します。

 [Y-軸] タブでは、トレンドの垂直方向の軸を設定します。

 [オーバーレイ] タブでは、履歴データのスナップショットの追加や削除を行

います。

 [テンプレート] タブでは、トレンドのテンプレートのプロパティを設定し

ます。

 [実行時] タブでは、実行時のトレンドの操作方法を設定します。

 [共通] タブでは、グラフィック ディスプレイのトレンドのサイズと位置を設

定します。

トレンドを設定すると、その他のグラフィック ディスプレイと同様に変更でき

ます。移動、サイズの変更、アニメーションのアタッチなどが可能です。

また、1 つのグラフィック ディスプレイから別のグラフィック ディスプレイに

ドラッグして、トレンド オブジェクトをコピーすることもできます。 
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グラフィック ディスプレイおよびオブジェクトの操作に関する詳細については、

16 章、グラフィック ディスプレイを作成するおよび 17 章、グラフィック オブ

ジェクトを作成するを参照してください。

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 トレンド オブジェクトをダブルクリックします。

また、オブジェクトを右クリックし、[プロパティ ] をクリックすることもで

きます。

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。 

トレンドをテストする

FactoryTalk View Studio のグラフィック エディタで、ディスプレイのテスト モー

ドを使用して、設定中にトレンドをテストできます。

通信が設定済みで、タグのデータが存在している場合、ペンが値をプロットし
ます。

テストを完了したら、ディスプレイの編集モードに戻り、トレンドのプロパ
ティの設定を続行します。 
23–5



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

ディスプレイのテスト モードとディスプレイの編集モードを切り替

えるには

 グラフィック エディタの [ビュー ] メニューで、[ディスプレイのテスト] ま
たは [ディスプレイの編集] をクリックします。

また、ツールバーの [ディスプレイのテスト] ボタンまたは [ディスプレイの

編集] ボタンをクリックすることもできます。

トレンドの構成

トレンド チャートには、標準のスタイルと XY プロット チャートの 2 つのスタ

イルがあります。

次の図に、3 分間の 2 つのペンを表示する標準トレンド チャートの各構成を示

します。

チャートのタ
イトル

チャート 

Y-軸 

Y-軸のレ 

ジェンド 

X-軸のレ 

ジェンド 

トレンドの 
境界線

四角形のシン
ボルのペン 
マーカーがあ
るペン

ペン アイコン

ペン マーカー

がないペン

スクロール 
機能

現在の値のレジェンドは線のレ
ジェンドの列として表示されます。 

線のレジェンド   

X-軸
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チャート

チャートにはプロットされたトレンド データが含まれます。チャートは左の 
y-軸、下の x-軸で区切られています。

プロットされたデータは、ペンの線、ペンのマーカー、およびグリッド線を使
用して表示されます。

チャートのタイトル

チャートのタイトルは、トレンドのチャートに指定する名前です。トレンドの
名前付けはオプションです。

X-軸

x-軸はチャートの下の端に表示されます。これは水平方向の軸、または時間軸と

も呼ばれます。

X-軸のレジェンド

標準のチャートの場合、x-軸のレジェンドはトレンドの対象となる期間を示し

ます。

XY プロット チャートの場合、x-軸のレジェンドは、選択したペンに関連付けら

れた値のスケール、または範囲を示します。

表示されるタイムスタンプまたは値の数は、トレンド オブジェクトのサイズ、

垂直方向のグリッド線に応じて異なります。

実行時に、x-軸のレジェンドをダブルクリックして、[トレンドのプロパティ ] 
ダイアログ ボックスの [X-軸] タブを開くことができます。x-軸のレジェンドを

削除するようにトレンドを設定できます。 

Y-軸

y-軸はチャートの左の端に表示されます。これは垂直方向の軸とも呼ばれます。

Y-軸のレジェンド

y-軸のレジェンドでは、ペンの値のスケールまたは範囲が表示されます。スケー

ルの 小値および 大値は次のようになります。

 (現在のデータに 適になるように) 自動的に指定される。

 ペンの 小値と 大値から決定される。
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 定数値。

 タグによって制御される。

トレンド内のすべてのペンが同じスケールを使用することも、各ペンが y-軸に

独自のスケールを持つこともできます。オペレータが線のレジェンド内のペン
をクリックすると、選択したペンのスケールが垂直方向の軸に表示されます。

たとえば、ペン 1 の 小値が 10 で、 大値が 100 の場合、ペンを選択したとき

の垂直方向の軸は 10 ～ 100 になります。

ペン 2 の 小値が -10 で、 大値が 50 の場合、オペレータが線のレジェンドで

次のペンを選択したときに垂直方向の軸が -10 ～ 50 に変更されます。

実行時に、Y-軸のレジェンドをダブルクリックして、[トレンドのプロパティ ] 
ダイアログ ボックスの [Y-軸] タブを開くことができます。また、レジェンドを

パン データに使用することもできます。詳細については、「トレンド チャート

をパンする」(ページ 23-31) を参照してください。

y-軸のレジェンドを削除するようにトレンドを設定できます。

ペン

ペンはトレンド チャートで値を表示するために使用される線またはシンボルで

す。値は監視しているタグ、タグ値を操作する式、または定数値にすることが
できます。

オペレータが簡単にペンを識別できるようにするには、各ペンに異なる色、幅、
およびシンボル (マーカーとも呼ばれる) を使用します。

ペン マーカーの使用例については、ページ 23-9を参照してください。

レジェンド

トレンドのレジェンドには、以下の 4 種類があります。

 X-軸のレジェンド (ページ 23-7 で説明)

 Y-軸のレジェンド (ページ 23-7 で説明)

 線のレジェンド

 現在の値のレジェンド

線のレジェンドでは、トレンド チャートで表示される各ペンの色、名前、説明、

小値および 大値を示します。 
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現在の値のレジェンドでは、トレンド チャートで表示される各ペンのペン アイ

コン、現在のペンの値、および現在の時刻を示します。 

線のレジェンドの位置によって、チャートで現在の値のレジェンドが表示され
る位置が決まります。線のレジェンドの位置は以下のように設定されます。

 左に設定される場合、線のレジェンドはチャートの左側に、現在の値のレ
ジェンドは右側になります。

 下に設定される場合、現在の値のレジェンドは線のレジェンド内の列になり
ます。 

現在の値のレジェンドおよび線のレジェンドの詳細については、ページ 23-16 お
よびページ 23-17 を参照してください。

ペンのアイコン

指定されている場合、ペンのアイコンがトレンド チャートの右側に表示され

ます。

実行時に、ペンの現在の値が垂直方向の軸に表示されるスケールの範囲内であ
る場合、ペンのアイコンが表示されます。

トレンドが一時停止されている場合や、 新の値がまだプロットされていない
場合でも、アイコンの位置は 後に記録されたペンの値を示します。

ペン マーカー

次の図に示すように、ペン マーカーはデータ ポイントを示すシンボルです。デー

タ ポイントは、トレンド チャートでプロットされた値の正確な位置です。

ペン マーカーを使用して、データがいつサンプリングされるかを示すことがで

きます。たとえば、値が変更されるとトレンドが更新される場合、ペン マー

カーはトレンドがいつ更新されるかを示します。

また、実行時にペン マーカーを使用して、ペンの値を読み取ることもできます。
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データが頻繁にプロットされる場合、トレンド チャートでマーカーが明確な個別のシンボルと

して表示されないことがあります。

「四角形」のペン 
マーカー

「上向き三角形」の
ペン マーカー
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値バー

次の図に示すように、値バーはトレンド チャートで選択した位置の、トレンド

内の各ペンの値をマークします。

実行時にトレンド チャート上の任意の場所をクリックして、値バーを配置でき

ます。 

ペン マーカーに値バーを配置する場合、ペン マーカーで示されるデータ ポイン

トの値を表示します。

トレンド チャートのスタイル

トレンド チャートには、標準のスタイルと XY プロット チャートの 2 つのスタ

イルがあります。

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [全般] タブで、トレンド オブ

ジェクトのチャート スタイルを設定できます。[全般] タブのオプションの詳細

については、[ヘルプ] をクリックしてください。

トレンド チャートのこ

の位置にプロットされ
た各ペンの値

値バー
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標準チャートのスタイル

以下の図に示すように、標準チャートは時間に対してタグ値をプロットします。

XY プロット チャートのスタイル

XY プロット チャートは、1 つまたは複数のタグの値を別のタグに対してプロッ

トします。

XY プロット チャートを使用して、1 つのタグの値を時間に対してプロットする

代わりに、1 つ (または複数) のタグの値を別のタグの値に対してプロットします。

たとえば、タンクの温度をタンクの圧力に対してプロットできます。

次の図に、y-軸のペンのデータがトレンド チャートに傾斜線としてプロットさ

れます。x-軸のレジェンドでは、x-軸のペンのスケールが表示されます。チャー

トの対象となる期間は左上に表示されます。

標準チャートでは、
y-軸にペンの値を表

示し…

… y-軸のレジェン

ドに時間の値を示
します。
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分離されたグラフ

複数のペンをチャートに表示する場合、ペンの値は重ねることも、チャートの
水平方向の各ペンのバンドに各ペンを分離することもできます。

分離されたグラフを使用して、トレンド チャートで各ペンを個別に表示します。

バンドは、分離されたペンに使用されるトレンド チャートの領域です。分離さ

れたグラフのパーセンテージを使用して、各ペンのバンド間のスペースを指定
します。

分離されたグラフでは、グリッド線が自動的に各ペンのバンドの上に配置され
ます。

次の図に、各ペンのバンド間が 0% 分離されたグラフを示します。

この図では、各ペンに独自のスケールがあります。トレンド内のすべてのペンに同じスケール

を使用することも選択できます。

XY プロットでは、

y-軸にペンの値を

表示し…

… x-軸のレジェン

ドにペンの値を示
します。
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チャートの幅全体にわたって値をプロットする

トレンド チャートに水平線を使用することで、タグ データの基準を提供でき

ます。

たとえば、タグ値の上限と下限を定義し、トレンド内の水平線として表示する
ことができます。値が上限または下限を超えると、トレンドでタグの状態が明
確になります。

トレンド内でのペンの垂直方向の位置は、ペンを定義するために使用されるタ
グ、式、または定数の値に応じて異なります。値が変更されると、水平線の位
置も変更されます。

チャートの幅全体にわたって定数値をプロットするには

1. [トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ペン] タブをクリックし

ます。

2. 定数値のペンを追加します。

ペンの値がチャートの幅全体にわたってプロットされる場合、ペンが水平方向
の実線として表示されます。
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チャートの幅全体にわたってタグまたは式をプロットするには

1. [トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[ペン] タブをクリックし

ます。

2. ペンの線の位置を決めるタグまたは式のあるペンを追加します。

3. [ペンの属性] スプレッドシートの [タイプ] 列で、[幅全体] を選択します。

トレンドの実行時に、ペンがチャートの幅全体にわたって水平方向の実線とし
て表示されます。

トレンドの色、フォント、線、およびレジェンドを選択する

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、トレンド チャートおよびペン

の色、フォント、線、およびマーカーを設定できます。 

プロパティ パネルでこれらの属性を設定することもできます。プロパティ パネ

ルを開くには、トレンド オブジェクトを右クリックし、[プロパティ パネル] を
クリックします。

トレンドのハイライトの色を変更する

実行時に、チャート タイトル、y-軸のレジェンド、x-軸のレジェンド、および

線のレジェンドにハイライト ボックスを表示できます。 

設定する属性 タブ
クリックするボックス、 
ボタン、またはリスト

チャートの背景色 ディスプレイ 背景色

x-軸のレジェンドのテキストの色 ディスプレイ テキストの色

テキストのフォント、スタイル、
およびサイズ

ディスプレイ フォント

y-軸のレジェンドのペンの線、ペン 
マーカー、ペンのアイコン、およ
びテキストの色

ペン 色

ペンの線の幅 ペン 幅 

ペンの線のスタイル ペン スタイル

ペン マーカー ペン Marker

グリッド内の垂直線の色 X-軸 グリッドの色

グリッド内の水平線の色 Y-軸 グリッドの色
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トレンドのこれらの部分がハイライトされるかどうか、およびその色は、トレ

ンドが含まれるグラフィック ディスプレイの設定によって決まります。ディス

プレイ設定の詳細については、「グラフィック ディスプレイの外観と動作を設定

する」(ページ 16-48) を参照してください。

トレンド オブジェクトの背景を変更する

トレンド チャートおよびレジェンドの背後および周囲のスペースは、トレンド 

オブジェクトの背景になります (次の図に示す)。

[プロパティ パネル] の [WindowStyle] オプションや [WindowColor] オプションを

使用して、背景の色やスタイルの設定を変更できます。[プロパティ パネル] の

使用に関する情報については、ページ 16-7 を参照してください。

現在の値のレジェンドを表示する

現在の値のレジェンドは、線のレジェンドの位置に応じて、単独で表示するこ

とも、線のレジェンドの一部として表示することもできます。

次の図に示すように、線のレジェンドがトレンド チャートの左側に表示される

場合、現在の値のレジェンドがトレンドの右側に表示されます。

シェーディングさ
れた領域は、トレ
ンド オブジェクト

の背景です。
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次の図に示すように、線のレジェンドがトレンド チャートの下部に表示される

場合、現在の値のレジェンドが線のレジェンドの列として表示されます。 

線のレジェンドを表示する

線のレジェンドは、線の色、ペンの名前、 小値と 大値、およびエンジニア
リング ユニットを含めて、ペンの線の詳細を示します。

線のレジェンドの外観は、トレンド チャートと相対的に配置される場所に応じ

て異なります。線のレジェンドの外観は、トレンド チャートとの配置関係によ

り異なります。上の図は、トレンドの下部に表示される線のレジェンドを示し
ます。

次の図に、トレンドの左側に表示される線のレジェンドを示します。

シェーディングを使用してペンを比較する

トレンド内の 2 つ以上のペンの値を比較するには、トレンドでシェーディング

を使用します。 

たとえば、タグの値を示すようにペン 1 を設定し、アラームのしきい値である

定数値を示すようにペン 2 を設定することができます。

現在の時刻

ペン アイコン

ペンの線の色

現在のペンの値

ペンのキャプ
ション

現在の値のレ
ジェンド

小値 / 大値 エンジニアリン
グ ユニット

ペンのキャプション

エンジニア 
リング ユニット 小値 / 大値
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ペン 2 がペン 1 の上限である場合、シェーディングはペン 1 の線の色で 2 つの 

ペンの間の領域を塗りつぶすことによって、タグの値がしきい値を超えたのは
いつかを示します。

シェーディングを使用するには、トレンドに 2 つ以上のペンを設定する必要が

あります。

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスの [ペン] タブで、シェーディング

を設定します。[ペン] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリック

してください。

次の図のトレンドでは、シェーディングを使用してアラーム内のタグ値を示し
ます。タグの値とタグのアラーム レベルの間の相違がシェーディングされます。

例 1: 3 つのペンでのシェーディング

上限のペンであるペン 2 は定数値が 75 で、下限のペンであるペン 3 の定数値は 
25 です。

シェーディングは、実際のタグの値ではなく、トレンド チャートの線の位置によって決まり

ます。

ペンの値の間のシェー
ディング

上限のペン

下限のペン
23–18



23 • トレンドを設定する  
•  •  •  •  •

23 ????????
ペン 1 は VIN_LEVEL という名前のタグを示します。ペン 1 がペン 2 を超える

か、またはペン 3 を下まわる場合、トレンドがシェーディングされます。この

トレンドのプロットは次のようになります。

この図に示すシェーディングを作成するには、次の設定を使用します。

例 2: 2 つのペンでのシェーディング

ペン 1 がペン 2 を超えると、トレンドが次のようにシェーディングされます。

ペン

タグ名または 
定数値

シェーディング

上限 下限

ペン 1 VIN_LEVEL ペン 2 ペン 3

ペン 2 75

ペン 3 25

ペン 1

ペン 2

ペン 3

色 1

ペン 1

ペン 2
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この図に示すシェーディングを作成するには、次の設定を使用します。

例 3: 2 つのペンの間のシェーディング

ペン 1 がペン 2 を超えるか下回ると、トレンドが次のようにシェーディングさ

れます。

この図に示すシェーディングを作成するには、次の設定を使用します。

ペン
タグ名ま 
たは定数値

シェーディング

上限 下限

ペン 1 VIN_LEVEL ペン 2

ペン 2 OIL_LEVEL

ペン タグ名または定数値

シェーディング

上限 下限

ペン 1 VIN_LEVEL ペン 2 ペン 2

ペン 2 OIL_LEVEL

色 1

ペン 1

ペン 2
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オーバーレイを使用して、リアルタイムのデータと履歴データを比
較する

以前にチャート化されたデータのスナップショットに重ねてトレンドを表示す
ることができます。これはオーバーレイと呼ばれます。

オーバーレイを使用して、現在のチャート化されたデータと過去のスナップ
ショットを比較します。たとえば、特定のシフト処理またはバッチ処理のデー
タを比較するためにオーバーレイを設定できます。

スナップショットとオーバーレイを設定する

オーバーレイを作成するには、まずデータのスナップショットを作成し、次に、
現在のデータをチャート化しているトレンドにオーバーレイとしてスナップ
ショットを追加します。

スナップショットをオーバーレイとしてトレンドに追加する場合、スナップ
ショットのペンが [トレンドのプロパティ ] の [ペン] タブに自動的に追加されま

す。通常のペンの属性を変更できるのと同様に、オーバーレイで使用されるペ
ンの属性を変更できます。

実行時にオペレータはトレンドのショートカット メニューを使用して、トレン

ド チャートでオーバーレイを表示または非表示にすることができます。詳細 

については、ページ 23-33 を参照してください。

トレンドの実行時オプションの設定に関する詳細については、[トレンドのプロパ

ティ ] ダイアログ ボックスの [実行時] タブで [ヘルプ] をクリックしてください。

スナップショットを作成するには

1. データのスナップショットを取得するトレンドを右クリックし、[スナップ

ショットの作成] をクリックします。

2. [コンポーネント名] ダイアログ ボックスで、スナップショット名を入力し、

[OK] をクリックします。

スナップショットをオーバーレイとしてトレンドに追加するには

1. FactoryTalk View Studio で、現在のデータをチャート化するトレンドが含まれ

るグラフィック ディスプレイを開きます。

2. トレンドをダブルクリックします。[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボッ

クスが開きます。

3. [オーバーレイ] タブで、[追加] をクリックします。
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4. コンポーネント ブラウザで、追加するスナップショットを検索して選択し、

[OK] をクリックします。

次の図に、トレンドのオーバーレイを示します。

トレンドのテンプレートを使用する

トレンドのテンプレートを使用して、以下を実行できます。

 一貫性のある外観を複数のトレンド チャートに適用する。

 同じデータに対して複数のビューのセットを作成する。

 ディスプレイ オプションを試した後、標準ディスプレイに戻る。

 ペンの属性データを保存する。

[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスを使用して、トレンドのテンプ

レートを作成します。ダイアログ ボックスのオプションの詳細については、 

[ヘルプ] をクリックしてください。

オーバーレイのペン

現在プロットしてい
るペン

現在プロットしてい
るペン

オーバーレイのペン

オーバーレイの時刻
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一貫性のある外観を複数のトレンド チャートに適用する

トレンドのテンプレートを作成して、すべてのアプリケーションのトレンド 
チャートを標準化します。

複数の異なるアプリケーションがあり、各アプリケーションを同様に動作させ
る必要がある場合に、標準テンプレートを使用します。

テンプレートを作成して保存した場合、テンプレートを各アプリケーションの
トレンド チャートにロードします。

同じデータに対して複数のビューのセットを作成する

同じデータをさまざまな方法で評価するには、複数のトレンドのテンプレート
を作成して複数のデータのビューを提供します。

実行時にトレンドのテンプレートをロードして、トレンドの外観を変更します。

標準ディスプレイに戻る

トレンドのテンプレートを作成して、標準のトレンド ディスプレイとして使用

します。

オペレータがトレンド チャートの設定を変更した後で標準ディスプレイのテン

プレートをロードし、標準トレンド チャートに戻ります。

ペンの属性データを保存する

ペンの属性データを保存するトレンドのテンプレートを作成します。

実行時に多数の新しいペンを追加し、テンプレートを作成して、ペン属性デー
タをテンプレートに保存します。同じペン属性データが必要な場合、次のトレ
ンドを実行したときに、テンプレートをロードできます。

トレンドのテンプレートをロードする

テンプレートをロードして元のトレンド設定に戻すか、またはアプリケーショ
ン間で一貫性のあるトレンドの外観を適用します。

テンプレートをロードするには

1. [トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[テンプレート] タブをク

リックし、[テンプレートのロード] をクリックします。
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2. コンポーネント ブラウザで、ロードするテンプレートを検索して選択し、

[OK] をクリックします。

例:実行時に Invoke コマンドを使用してトレンドのテンプレートを

ロードする

Isolated という名前のトレンドのテンプレートでは分離グラフを使用し、Non-
isolated という名前のテンプレートでは分離されないグラフを使用します。

実行時にオペレータが 2 つのテンプレートを切り替えられるようにするには、

トレンドのグラフィック ディスプレイで次のことを実行します。

1. 分離グラフのテンプレートの場合、押下時のアクションとして次のコマンド
を実行するボタンを作成します。

Invoke Me.Trend1.LoadTemplate (“Isolated”)

2. 非分離グラフのテンプレートの場合、押下時のアクションとして次のコマン
ドを実行するボタンを作成します。

Invoke Me.Trend1.LoadTemplate (“Non-Isolated”)

実行時にテンプレートをロードするために、オペレータはいずれかのボタンを
押します。

トレンド グラフィック ライブラリについて

トレンド グラフィック ライブラリには、リアルタイム トレンド、およびトレン

ドの制御のためのオブジェクトが含まれています。トレンドおよびオブジェク
トをそのまま使用することも、ニーズに合わせて変更することもできます。オ
ブジェクトを使用するには、グラフィック ディスプレイにドラッグ アンド ド
ロップします。 

テンプレートの保存、ロード、または削除はすぐに反映され、元に戻すことはできません。実

行時にテンプレートをロードする場合、トレンド内の既存のペンが削除されてテンプレート内

のペンに置換されます。

この例の Invoke コマンドでは、Trend1 がトレンド オブジェクトのデフォルト名です。Invoke 
コマンドでは必ずトレンドの正しい名前を使用してください。
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トレンド グラフィック ライブラリを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、グラフィック フォ

ルダを開きます。

2. ライブラリ フォルダで、トレンドを右クリックし、[開く] をクリックします。

実行時にトレンドを操作する

実行時のトレンドの操作方法は、[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックス

の [実行時] タブで設定したオプションに応じて異なります。 

以下の一部またはすべてを実行できます。

 トレンド プロパティの表示と変更。

 レジェンドのプロパティの変更。

 トレンド チャートのパンとズーム。

 トレンド チャートのショートカット メニューの使用。

[実行時] タブのオプションの詳細については、[ヘルプ] をクリックしてくだ

さい。

実行時にバックグラウンドでデータを収集する

リアルタイム トレンドは、トレンドの表示中にだけデータを収集します。これ

は、グラフィック ディスプレイが開いたときに、リアルタイム トレンドにデー

タが含まれないことを意味します。 

これは、トレンド チャートがアプリケーションの実行中ずっと開かれているわ

けではない場合、またはトレンド ディスプレイの前に他のグラフィック ディス

プレイが開かれる場合に問題となる可能性があります。

グラフィック ディスプレイを開いたときにトレンドにデータを含める場合、

データ ログ モデルを使用するか、または起動マクロを実行してバックグラウン

ドでディスプレイをロードして更新します。 

これによって、データがトレンドのデータ バッファにロードされます。

HMI サーバーの実行時に起動マクロを実行できます。さまざまなタイプのネットワークでの 
HMI サーバーの起動コンポーネントの設定に関する詳細については、6 章、ネットワーク分散

アプリケーションを操作する、7 章、ネットワーク ステーション アプリケーションを操作す

る、および 8 章、ローカル ステーション アプリケーションを操作するを参照してください。
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例:起動マクロを使用して、バックグラウンドでトレンドをロードし

て更新する

1. 次のコマンドが含まれる起動マクロを作成します。

Display Trend1 /ZA

ここで、Trend1 はリアルタイム トレンドが含まれるグラフィック ディスプ

レイの名前で、/ZA はトレンド データをデータ バッファにロードするための

パラメータです。

FlushCache コマンドを実行するか、アプリケーションの実行を停止するま

で、トレンド データはキャッシュに残され、更新を続行します。

2. リアルタイム トレンドを表示するには、次のコマンドを実行します。

Display Trend1

グラフィック ディスプレイが開いたとき、トレンドにデータが含まれてい

ます。
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実行時にペンを選択する

ペンの詳細を表示するには、線のレジェンドでペンをクリックして選択します。
ペンが選択されると、垂直方向のスケールが変更され、ペンの値のスケールを
反映します。

実行時にトレンドのプロパティを変更する

実行時にトレンド プロパティに対して行われる変更は保存されません。

この変更は実行中のトレンドに反映されますが、グラフィック ディスプレイ 

が変更されるまたは閉じられるとすぐに、トレンドへの変更が失われます。

トレンドに永続的な変更を行うには、FactoryTalk View Studio でトレンドを開い

て変更します。

実行時に [トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスを開くには

 トレンド チャートを右クリックして [チャート プロパティ ] をクリックします。

実行時、[トレンドのプロパティ ] ダイアログ ボックスには、トレンドの設定時に [実行時] タブ

で指定したタブのみが表示されます。使用可能なタブのみで変更を行うことができます。[実行

時] タブ自体は実行時に使用できません。

y-軸のレジェンドでは、

線のレジェンドでペンの
線をクリックしたときに
…

… ペンの 小スケールお

よび 大スケールが表示
されます。
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トレンド チャート タイトルを変更するには

1. トレンド チャート タイトルをダブルクリックします。

2. [グラフのタイトル] ダイアログ ボックスで、トレンド チャート名を入力し、

[OK] をクリックします。

[Y-軸] タブを開くには

1. y-軸のレジェンドをダブルクリックします。

2. [Y-軸] タブで目的の変更を行い、[OK] をクリックします。

[X-軸] タブを開くには

1. x-軸のレジェンドをダブルクリックします。

2. [X-軸] タブで目的の変更を行い、[OK] をクリックします。

[ペン] タブを開くには

1. 線のレジェンドをダブルクリックします。

2. [ペン] タブで目的の変更を行い、[OK] をクリックします。

実行時にトレンド チャートをスクロールする

チャート化されたデータのさまざまな領域を表示するために、オペレータはト
レンドに含まれる VCR スタイルのボタンのセットを使用できます。次の図で

は、各ボタンの機能を説明します。

実行時に VCR スタイルのボタンを使用できるようにするには、[トレンドのプロ

パティ ] ダイアログ ボックスの [ディスプレイ] タブで、チェック ボックス [ス
クロール機能の表示] を選択します。

も古い
データ

1 期間戻る ½ 期間戻る 一時停止 ½ 期間進む 1 期間進む 新データ
23–28



23 • トレンドを設定する  
•  •  •  •  •

23 ????????
また、トレンド グラフィック ライブラリのボタンを使用することもできます。

ライブラリの詳細については、ページ 23-24 を参照してください。

さまざまな位置でペンの値を表示する

値バーは、トレンド チャートの選択した位置で、トレンド内の各ペンの値を表

示します。

値バーの色は自動的に変更されるため、すべての背景色で目視できます。たと
えば、トレンドの背景色が黒の場合、値バーの色は白になります。トレンドの
背景色が白の場合、値バーの色は黒になります。

チルダ (~) は近似値を示します。近似値は値バーの正確なタイム スタンプにペン

の値がない場合に表示されます。近似値は、 も近い、使用可能な読み取り値
から計算されます。

値バーを表示するには

 値バーを表示するトレンドをクリックします。

値バーを非表示にするには

 トレンドの垂直軸をクリックします。

値バー

ペンの値
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また、トレンドを右クリックし、[値バーの表示] をクリックすることもでき

ます。チェック マークは値バーが表示されていることを示します。チェック 
マークが付いていない場合は、値バーが非表示であることを示します。

2 つのポイントのペンの値の差を表示する

デルタ値バーは値バーと連携して、標準チャートとXY プロット チャート タイ

プの 2 つの x-軸のポイント間の値の差を表示します。

   

デルタ値バーを表示するには

1. トレンド チャートを右クリックして [アクティブ値バー ] を選択し、[値] を
クリックします。

2. 値バーを表示するトレンドをクリックします。

3. ショートカット メニューで [アクティブ値バー ] をクリックし、[デルタ] を
クリックします。

4. 値バーのデータ ポイントとデルタ値バーのデータ ポイントとの値の差を表

示するトレンドをクリックします。

値バーの位置に
おけるデータ ポ
イントの値

値バーのデータ 
ポイントとデル
タ値バーのデー
タ ポイントの差

デルタ値バー

値バー
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デルタ値バーを移動するには

1. トレンドを右クリックして [アクティブ値バー ] を選択し、[デルタ] をクリッ

クします。

2. 値バーで示される値とデルタ値バーで示される値の差を表示する位置でト 
レンド チャートをクリックします。

デルタ値バーを削除するには

 トレンドを右クリックして [値バーの表示] をクリックします。

これによって、トレンドから値バーとデルタ値バーの両方が削除されます。た
だし、もう一度 [値バーの表示] をクリックすると、値バーが再表示されます。

トレンド チャートをズームする

ズームを使用して、トレンド チャートの選択した領域を詳細に表示します。

ズームするには、次のいずれかの方法を使用します。

 垂直方向にズームするには、y-軸を右クリックしてドラッグします。

 水平方向にズームするには、x-軸を右クリックしてドラッグします。

 選択した領域をズームするには、チャートを左クリックしてドラッグします。

元のトレンド チャート表示を復元するには

 トレンド チャートを右クリックし、[ズーム/パンを元に戻す] を右クリック

します。

トレンド チャートをパンする

パンを使用して、表示しているチャートの領域外にあるトレンド チャートの領

域を表示します。領域をパンするには、トレンドを一時停止する必要があります。

トレンドを一時停止するには

 トレンドの下部にある VCR スタイルの一時停止ボタンをクリックします。

トレンドを一時停止するには、トレンド チャートを右クリックして [スク

ロール] をクリックすることもできます。

垂直方向にパンするには

 y-軸のレジェンドをクリックしてドラッグします。
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水平方向にパンするには

 x-軸のレジェンドをクリックしてドラッグします。

元のトレンド チャート表示を復元するには

 トレンド チャートを右クリックし、[ズーム/パンを元に戻す] をクリックし

ます。

矢印キーを使用する

キーボードの矢印キーを使用して、マウスおよび VCR スタイルのボタンと同じ

機能の一部を実行できます。

トレンド チャートを印刷する

トレンド チャートを印刷するには

1. トレンドを右クリックして [トレンドの印刷] をクリックします。

目的
押し続ける 
キー

押す 
矢印キー

半分の期間だけ前に戻る。 (なし) 左

半分の期間だけ次に進む。 (なし) 右

上に 10% パンする。 (なし) 上

下に 10% パンする。 (なし) 下

1 期間前に戻る。 Shift 左

1 期間次に進む。 Shift 右

次のペンの y 軸に切り替える。 Shift 上または下

値バーを次のデータ ポイントに移

動する。

Ctrl 左または右

上または下に 10% パンする。 Ctrl 上または下

一時停止する。 Shift と Ctrl 左または右

次のペンの y 軸に切り替える。 Shift と Ctrl 上または下
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実行時にオーバーレイを使用する

実行時にオーバーレイを使用するには、スナップショットが作成されており、 
[オーバーレイ] タブでオーバーレイが設定されている必要があります。スナッ

プショットとオーバーレイの詳細については、「スナップショットとオーバーレ
イを設定する」(ページ 23-21) を参照してください。

オーバーレイをトレンド チャートと左揃えにするには

 トレンド チャートを右クリックして [オーバーレイ]、[左揃え] を順に選択

し、トレンド チャートと左揃えにするオーバーレイの名前をクリックします。

オーバーレイを再配置するには

 トレンド チャートを右クリックして [オーバーレイ]、[再配置] を順に選択

し、再配置するオーバーレイの名前をクリックします。

オーバーレイを表示または非表示にするには

1. トレンド チャートを右クリックして [オーバーレイ] を選択し、[表示/非表示] 
をクリックして、表示または非表示にするオーバーレイの名前をクリックし
ます。

オーバーレイの横にあるチェック マークは、トレンド チャートで表示され

ていることを示します。オーバーレイの横にチェック マークが付いていない

場合は、非表示であることを示します。

[オーバーレイ] タブを開くには

1. トレンド チャートを右クリックして [オーバーレイ] を選択し、[プロパティ ] 
をクリックします。

実行時エラーを修正する

実行時に通信エラーのためにトレンドのデータを使用できない場合、メッセー
ジが診断リストに送信されます。FactoryTalk Diagnostics の設定の詳細について

は、FactoryTalk ヘルプを参照してください。

一般的なトレンドの問題のトラブルシューティングに関する詳細については、
ヘルプを参照してください。
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診断リストに情報を表示するには

 FactoryTalk View Studio の [ツール] メニューで、[Diagnostics Viewer] をクリッ

クします。

また、[スタート] > [すべてのプログラム] > [Rockwell Software] > 
[FactoryTalk Tools] をクリックして、[Diagnostics Viewer] をクリックします。
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24 ロジックとコントロールを追加する

この章では、以下について説明します。

 ロジックとコントロールについて。

 マクロを作成して使用する。

 ディライブド タグを作成して使用する。

 イベントを定義して使用する。

 クライアント キーを作成して使用する。

ロジックとコントロールについて

FactoryTalk View Studio のロジックとコントロール フォルダには、タグ データの

操作やコマンドの発行のさまざまな方法を設定できるエディタが含まれています。

以下の設定が可能です。

 ディライブド タグ: 結合されたタグ データから値を取り出します。

 イベント: 指定されたイベントが発生するとアクションをトリガーします。

 マクロ: 複数の FactoryTalk View SE コマンドを連続して発行します。

 クライアント キー : オブジェクトまたはディスプレイとは別個に、キーボー

ドのキーにコマンドを割り当て、実行時にいつでも使用できるようにします。

ディライブド タグを作成して使用する

ディライブド タグは、式の結果を値とするタグです。この式は、タグ名だけの

場合もあれば、タグ名、数学演算と論理演算、特殊関数、If-Then-Else 論理で構

成された方程式の場合もあります。

ディライブド タグの計算は、FactoryTalk View SE Server (別称 HMI サーバー ) で
実行されます。

ディライブド タグ コンポーネントは、1 つ以上のディライブド タグの定義が含

まれたファイルです。ディライブド タグ コンポーネントは、HMI サーバーの起

動時に実行するか、HMI サーバーの起動後に DerivedOn コマンドを使用して実

行できます。
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ディライブド タグ エディタの構成

ディライブド タグ エディタを使用して、アプリケーション用のディライブド タ
グ コンポーネントを作成します。

ディライブド タグ エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ロジックとコント

ロール フォルダを開きます。

2. ディライブド タグ アイコンを右クリックして、[新規作成] をクリックします。

また、アイコンを FactoryTalk View Studio ワークスペースにドラッグするか、

既存のディライブド タグ コンポーネントをダブルクリックして、ディライ

ブド タグ エディタを開くこともできます。

フォーム

スプレッドシート
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[適用] ボタンと [取消] ボタン

ディライブド タグ エディタに情報を入力すると、[前へ] ボタンと [次へ] ボタン

が [適用] ボタンと [取消] ボタンに変わります。

[適用] をクリックすると、ディライブド タグの情報が保存されます。ディライブ

ド タグ ファイルに対する変更をキャンセルするには、[取消] をクリックします。

フォームとスプレッドシート

フォームの上部に、ディライブド タグの名前と説明を入力します。

[式] ボックスで、ディライブド タグの値を決定する式を作成します。式を作成

するには、ボックスの下にあるボタンを使用します。詳細については、20 章、

式を作成するを参照してください。

式のシンタックスを確認する

ディライブド タグ エディタで、[シンタックスのチェック] をクリックし、入力

した式に正しいシンタックスが使用されているかを確認します。シンタックス
が無効な場合、[シンタックスのチェック] ボックスにエラーが表示されます。

ディライブド タグ エディタが開いていれば、式のシンタックスをいつでも確認

できます。シンタックスは、エディタで [適用] または [OK] をクリックした場合

にも自動的にチェックされます。

ディライブド タグの使用方法

ディライブド タグを使用する方法の例を示します。コンベヤ ベルトに 5 つの重

量センサーが取り付けられているとします。タグ データベースには各センサー

につき 1 つのタグが含まれているため、コンベヤ ベルト上の各ポイントの重量

が監視されます。

いずれかのポイントで重量が過大になると、FactoryTalk View によりアラームが

トリガーされます。ただし、個々のセンサーで重量過多が検出されなくても、 
5 つすべてのセンサーでの重量の合計が過大になると、アラームがトリガーされ

る場合があります。
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これに対処するには、5 つすべてのセンサーの重量の合計が計算されるように、

ディライブド タグを設定します。ディライブド タグの値となるこの合計が過大

になると、FactoryTalk View によりアラームがトリガーされます。

ディライブド タグ コンポーネントを作成する

ディライブド タグの計算結果は、任意のタグを使用して保存できます。ディラ

イブド タグとして使用するタグは、たとえば HMI タグ (メモリまたはデバイス) 
として、またはデータ サーバー内に存在している必要があります。

アプリケーションのディライブド タグの設定には以下のタスクが含まれます。

1. FactoryTalk View Studio のディライブド タグ エディタで、ディライブド タグ

を作成します。

2. [ディライブド タグのセットアップ] ダイアログ ボックスで、 大更新頻度を

設定します。

3. ディライブド タグ コンポーネントに名前を付けて保存します。 

ディライブド タグ コンポーネントを作成するには

1.  ディライブド タグ エディタで、取得した値が保持されるタグを指定して、

タグの説明を入力します。

2. [式] ボックスで、ディライブド タグの値を決定する式を作成します。式の詳

細については、20 章、式を作成するを参照してください。 

3. [適用] をクリックします。 

4. ディライブド タグ コンポーネントに複数のディライブド タグを含める場合

は、[次へ] をクリックして別のディライブド タグを作成します。

ディライブド タグは式に含まれるタグが変更されるたびに再評価されるため、ディライブド 
タグの式の結果を値とするタグへの書き込みは推奨されません。

たとえば、Tag1 + Tag2 という式によって Tag3 というディライブド タグが定義された場合は、

Tag3 を 0 に設定できます。ただし Tag1 または Tag2 が変更されると、Tag3 の値も再度変更さ

れます。

他のディライブド タグの結果に依存するディライブド タグは作成しないでください。

ディライブド タグの処理はシーケンシャルではありません。そのため、他のディライブド タグ

が含まれている式の結果は、目的のスキャンまたは評価順序では得られない場合があります。

これを避けるには、必要なすべてのロジックを式に含めるようにします。
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5. 特定のコンポーネントのすべてのディライブド タグが定義されるまで、 

手順 1 ～ 4 を繰り返します。

6. [セットアップ] メニューで、[ディライブド タグのセットアップ] をクリック

します。

7. [ディライブド タグのセットアップ] ダイアログ ボックスで、コンポーネント

の説明を入力し、 大更新頻度を指定して、[OK] をクリックします。

8. ディライブド タグ エディタで、[閉じる] をクリックします。

9. ディライブド タグ コンポーネントの名前を指定して、[OK] をクリックし

ます。

ディライブド タグ エディタと [セットアップ] ダイアログ ボックスのオプション

の詳細については、[ヘルプ] をクリックしてください。

大更新頻度について

大更新頻度とは、ディライブド タグ コンポーネント内のディライブド タグの

値を更新できる 大頻度です。 

大更新頻度によって、データ サーバーがタグの値の変更を送信できる 大頻

度も決定されます。

作成したディライブド タグ コンポーネントそれぞれに個別に 大更新頻度を設

定します。

タグ値の変化を確実に把握したい場合、更新頻度を 大に設定するか、ディラ
イブド タグ コンポーネントで使用されるタグの値が変更される頻度よりも高く

設定します。

複数のディライブド タグ コンポーネントを使用する

たとえば異なる頻度で評価する必要があるディライブド タグをグループ化する

ために、複数のディライブド タグ コンポーネントを作成できます。

ネットワーク分散アプリケーション内の各 HMI サーバーでは、 大 1,000 個の

タグを含むディライブド タグ コンポーネントを、 大 20 まで実行できます。

既存のディライブド タグ コンポーネントを修正する

ディライブド タグは、開発中、またはアプリケーションの実行中に修正でき

ます。

ディライブド タグが含まれる式は、式の中のタグまたは関数の値が変更された場合のみ評価さ

れます。
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実行時にディライブド タグ コンポーネントを変更した場合、その変更は、ディ

ライブド タグの処理を停止して再開するまでは有効になりません。ディライブ

ド タグの開始と停止の詳細については、ページ 24-6 を参照してください。

ディライブド タグの処理を開始および停止する

ディライブド タグの処理を開始および停止する方法は多数あります。アプリ

ケーションに 適な方法を選択してください。

オペレータがディライブド タグの処理を開始および停止できるようにするには、

グラフィック オブジェクトとあわせて FactoryTalk View のコマンドとマクロを使

用します。FactoryTalk View コマンドのシンタックスの詳細については、

FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

以下に示す方法では、<コンポーネント> はディライブド タグ ファイルの名前を

表します。

ネットワーク ステーションとローカル ステーション アプリケーショ

ンでディライブド タグを開始する

ネットワーク アプリケーションでディライブド タグの処理を開始する場合は、

起動マクロなどのサーバー コンポーネント、またはイベント処理を使用するの

が 適です。

クライアントを使用してディライブド タグを開始および停止することは推奨さ

れません。別のクライアントがディライブド タグ コンポーネントを使用してい

る場合、クライアントがそのコンポーネントを停止する場合があるためです。

ネットワーク アプリケーションでは以下のいずれかの方法を使用します。

 [HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コンポーネント] タ
ブをクリックし、[ディライブド タグ] チェック ボックスを選択して、ディ 

ライブド タグ コンポーネントを選択します。

ディライブド タグ コンポーネントは、次回 HMI サーバーを実行したときに、

または HMI サーバーのコンポーネントを手動で開始したときに開始されます。

 マクロ エディタで、コマンド DerivedOn <コンポーネント> が含まれるマク

ロを作成します。[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、 

[コンポーネント] タブをクリックし、[マクロ] チェック ボックスを選択し

て、マクロを指定します。ディライブド タグの処理は、HMI サーバーを 

実行すると開始されます。
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 イベント エディタで、イベントのアクションとして DerivedOn <コンポー 

ネント> コマンドを指定します。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のコ

マンドラインで、DerivedOn <コンポーネント> と入力し、Enter キーを押し

ます。

ローカル ステーション アプリケーションでのみディライブド タグを

開始する

クライアントを使用してディライブド タグの処理を開始する以下の方法は、

ローカル ステーション アプリケーションの場合にのみ推奨されます。

 グラフィック エディタでボタンを作成し、ボタンの押下時のアクションとし

て DerivedOn <コンポーネント> コマンドを指定します。ボタンを押すと、

ディライブド タグの処理が開始されます。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成して、DerivedOn 
<コンポーネント> コマンドをオブジェクトのアクションとするタッチ アニ

メーションをアタッチします。オブジェクトをタッチすると、ディライブド 
タグの処理が開始されます。

 FactoryTalk View SE ユーザー アカウント エディタのログイン マクロに、

DerivedOn <コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマク

ロを指定します。

 [ディスプレイの設定動作] タブのスタートアップ コマンドに、DerivedOn 
<コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロを指定

します。 

ネットワーク ステーションとローカル ステーション アプリケーション

でディライブド タグを停止する

複数のクライアントでディライブド タグの処理を停止することは推奨されませ

ん。この方法は、たとえばアプリケーションのメンテナンスなど、特別な場合
にのみ行ってください。

1 つのディライブド タグ コンポーネントを停止するには、以下のいずれかの方

法を使用します。

 マクロ エディタで、コマンド DerivedOff <コンポーネント> が含まれるマク

ロを作成します。[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、 

[コンポーネント] タブをクリックし、[マクロをシャットダウンする時] 
チェック ボックスを選択して、マクロを指定します。
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 ディライブド タグの処理は、HMI サーバーをシャットダウンすると停止し

ます。

 イベント エディタで、イベントのアクションとして DerivedOff <コンポー 

ネント> コマンドを指定します。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のコ

マンドラインで、DerivedOff <コンポーネント> と入力し、Enter キーを押し

ます。

ローカル ステーション アプリケーションでのみディライブド タグを

停止する

クライアントを使用してディライブド タグの処理を停止する以下の方法は、

ローカル ステーション アプリケーションの場合のみ推奨されます。

 グラフィック エディタでボタンを作成し、ボタンの押下時のアクションとし

て DerivedOff <コンポーネント> コマンドを指定します。ボタンを押すと、

ディライブド タグの処理が停止されます。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成して、

DerivedOff <コンポーネント> コマンドをオブジェクトのアクションとする

タッチ アニメーションをアタッチします。オブジェクトをタッチすると、

ディライブド タグの処理が停止します。

 FactoryTalk View SE ユーザー アカウント エディタのログアウト マクロに、 

DerivedOff <コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマク

ロを指定します。

 [ディスプレイの設定動作] タブのシャットダウン コマンドに、DerivedOff <

コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロを指定し

ます。

FactoryTalk View SE イベントを設定する

イベントは、アクションをトリガーする式です。

 式は、タグの値、数学演算、If-Then-Else 論理、およびその他組み込みの 

FactoryTalk View 関数が含まれた方程式です。式の使用方法の詳細について

は、20 章、式を作成するを参照してください。
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 アクションは、FactoryTalk View コマンド、シンボル、またはマクロです。た

とえば、アクションでは、DataLogSnapshot コマンドを使用してタグの値の

スナップショットを開始したり、Set コマンドを使用してタグの値を変更し

たりすることができます。

イベント コンポーネントは、1 つ以上のイベントの定義が含まれているファイ

ルです。イベント コンポーネントは、HMI サーバーの起動時、または HMI サー

バーの起動後に EventOn コマンドを使用して実行できます。

イベント エディタの構成

イベント エディタを使用して、アプリケーションのイベント処理を設定します。

イベント エディタを開くには

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ロジックとコント

ロール フォルダを開きます。

2. イベント アイコンを右クリックして [新規作成] をクリックします。

また、アイコンを FactoryTalk View Studio ワークスペースにドラッグするか、

既存のイベント コンポーネントをダブルクリックして、イベント エディタ

を開くこともできます。

イベントは FactoryTalk View SE Server (別称 HMI サーバー ) で検出されます。したがって、

FactoryTalk View SE Client だけで実行されるコマンドは、イベント式によって発行される

場合には無視されます。これらのコマンドのリストについては、付録 A、FactoryTalk View 
コマンドを参照してください。
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[適用] ボタンと [取消] ボタン

イベント エディタに情報を入力すると、[前へ] ボタンと [次へ] ボタンが [適用] 
ボタンと [取消] ボタンに変わります。[適用] をクリックして情報を保存します。

イベント コンポーネントに対する変更をキャンセルするには、[取消] をクリッ

クします。

フォームとスプレッドシート

フォームの上部で、アクションを指定し、イベント コンポーネントの説明を入

力します。

[式] ボックスで、アクションがいつ実行されるかを決定する式を作成します。

式を作成するには、ボックスの下にあるボタンを使用します。詳細については、
20 章、式を作成するを参照してください。

フォーム

スプレッドシート
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式のシンタックスを確認する

イベント エディタで、[シンタックスのチェック] をクリックし、入力した式に

正しいシンタックスが使用されているかを確認します。シンタックスが無効な
場合、[シンタックスのチェック] ボックスにエラーが表示されます。

イベント エディタが開いていれば、式のシンタックスをいつでも確認できます。

シンタックスは、エディタで [適用] または [OK] をクリックした場合にも自動的

にチェックされます。

イベント コンポーネントを作成する

イベント コンポーネントは、式とアクションの 2 つの部分で構成されています。

式のコンポーネントが変更されると、式が評価されます。式の状態が、以前の
評価の偽の状態から現在の評価の真の状態に変更されると、アクションがトリ
ガーされます。

アプリケーションのイベントの設定には以下のタスクが含まれます。

1. イベント エディタでイベントを作成する

2. [イベントのセットアップ] ダイアログ ボックスで、イベント コンポーネント

の 大更新頻度を設定します。

3. イベント コンポーネントに名前を付けて保存します。システムによってファ

イル拡張子 .eds が追加されます。

イベント コンポーネントを作成するには

1. イベント エディタの [アクション] ボックスで、イベント式が真と評価された

ときに実行されるコマンド、マクロ、またはシンボルを指定します。

2. [式] ボックスで、アクションをトリガーする条件を決定する式を作成しま

す。詳細については、20 章、式を作成するを参照してください。 

3. [適用] をクリックします。 

4. イベント コンポーネントに複数のイベントを含める場合は、[次へ] をクリッ

クして別のイベントを作成します。

5. 特定のコンポーネントのすべてのイベントが定義されるまで、手順 1 ～ 4 を
繰り返します。

6. [セットアップ] メニューで、[イベントのセットアップ] をクリックします。

7. [イベントのセットアップ] ダイアログ ボックスで、コンポーネントの説明を

入力し、 大更新頻度を指定して、[OK] をクリックします。
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8. [閉じる] をクリックします。

9. イベント コンポーネントに名前を付けて、[OK] をクリックします。

イベント エディタと [セットアップ] ダイアログ ボックスのオプションの詳細 

については、[ヘルプ] をクリックしてください。

大更新頻度について

大更新頻度とは、イベント コンポーネント内のイベント式を更新できる 大

頻度です。 

大更新頻度によって、データ サーバーがタグの値の変更を送信できる 大頻

度も決定されます。

作成したイベント コンポーネントそれぞれに個別に 大更新頻度を設定します。

タグ値の変化を確実に把握したい場合、更新頻度を 大に設定するか、式で使
用されるタグの値が変更される頻度よりも高く設定します。

複数のイベント コンポーネントを使用する

たとえば異なる頻度で評価する必要があるイベントをグループ化するために、
複数のイベント コンポーネントを作成できます。

ネットワーク分散アプリケーション内の各 HMI サーバーでは、 大 1,000 個の

タグを含むイベント コンポーネントを、 大 20 まで実行できます。

既存のイベント コンポーネントを修正する

イベントは、開発中、またはアプリケーションの実行中に修正できます。

実行時にイベント コンポーネントを変更した場合、その変更は、イベントの処

理を停止して再開するまでは有効になりません。

イベントの処理を開始および停止する

イベントの処理を開始および停止する方法は多数あります。アプリケーション
に 適な方法を選択してください。

他のイベントに依存するイベントは作成しないでください。イベントはシーケンシャルには処

理されません。
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オペレータがイベントの処理を開始および停止できるようにするには、グラ
フィック オブジェクトとあわせて FactoryTalk View のコマンドとマクロを使用し

ます。FactoryTalk View コマンドのシンタックスの詳細については、FactoryTalk 
View Site Edition ヘルプを参照してください。

以下に示す方法では、<コンポーネント> はイベント ファイルの名前を表します。

イベント処理を開始する方法

イベント処理を開始するには、次のいずれかの方法を使用します。

 [HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コンポーネント] タ
ブをクリックし、[イベント] チェック ボックスを選択して、イベント コン

ポーネントを選択します。

イベント コンポーネントは、次回 HMI サーバーを実行したときに、または 
HMI サーバーのコンポーネントを手動で開始したときに開始されます。

 マクロ エディタで、コマンド EventOn <コンポーネント> が含まれるマクロ

を作成します。[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コン

ポーネント] タブをクリックし、[マクロ] チェック ボックスを選択して、マ

クロを指定します。

HMI サーバーが実行されると、イベント検出が開始されます。

 グラフィック エディタでボタン オブジェクトを作成し、ボタンの押下時の

アクションとして EventOn <コンポーネント> コマンドを指定します。ボタン

が押下されると、イベント検出が開始されます。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成し、[アクショ

ン] ボックスで EventOn <コンポーネント> を使用してタッチ アニメーション

をアタッチします。オブジェクトがタッチされると、イベント検出が開始さ
れます。

 FactoryTalk View Studio のコマンド ラインで、または FactoryTalk View SE 
Administration Console で、EventOn <コンポーネント> と入力し、Enter キーを

押します。

 FactoryTalk View SE ユーザー アカウント エディタのログイン マクロに、

EventOn <コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロ

を指定します。

 [ディスプレイの設定動作] タブのスタートアップ コマンドに、EventOn 
<コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロを指定

します。 
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イベント処理を停止する方法

1 つのイベント コンポーネントを停止するには、以下のいずれかの方法を使用

します。

 マクロ エディタで、コマンド EventOff <コンポーネント> が含まれるマクロ

を作成します。[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボックスで、[コン

ポーネント] タブをクリックし、[マクロをシャットダウンする時] チェック 
ボックスを選択して、マクロを指定します。 

イベントの処理は、HMI サーバーをシャットダウンすると停止します。

 グラフィック エディタでボタン オブジェクトを作成し、ボタンの押下時の

アクションとして EventOff <コンポーネント> コマンドを指定します。ボタ

ンが押下されると、イベント検出が停止します。

 グラフィック エディタで、グラフィック オブジェクトを作成し、[アクショ

ン] ボックスで EventOff <コンポーネント> を使用してタッチ アニメーション

をアタッチします。オブジェクトがタッチされると、イベント検出が停止し
ます。

 FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console のコマ

ンドラインで、EventOff <コンポーネント> と入力し、Enter キーを押します。

 FactoryTalk View SE ユーザー アカウント エディタのログアウト マクロに、

EventOff <コンポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロ

を指定します。

 [ディスプレイの設定動作] タブのシャットダウン コマンドに、EventOff <コン

ポーネント> コマンド、またはこのコマンドが含まれるマクロを指定します。

また、コンピュータで実行されているすべての HMI サーバー コンポーネントを

停止することによって、イベント処理を停止することもできます。詳細につい
ては、「HMI サーバー コンポーネントを手動で停止するには」(ページ 6-22) を参

照してください。

マクロを作成して使用する

マクロは、マクロ コンポーネントに保存されている一連の FactoryTalk View SE 
コマンドです。

マクロ コンポーネントは、コマンドを実行できる場所ならどこでも使用できま

す。コンポーネントの名前が発行されると、マクロが実行され、コンポーネン
ト内のすべてのコマンドが実行されます。
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マクロを作成することで、ほとんどのあらゆるアクションまたは一連のアク
ションを実行できます。たとえば、マクロを使用して以下のことができます。   

 グラフィック ディスプレイのグループを開き、初期位置を定義する

 一時的なキー定義を定義する

 開いているグラフィック ディスプレイを閉じる

 タグの値を設定する

新しいマクロを作成するには

 FactoryTalk View Studio でロジックとコントロール フォルダを開き、マクロ 
アイコンを右クリックして、[新規作成] をクリックします。

コマンド ウィザードを開くには、マクロ エディタ内の任意の場所をダブル

クリックします。 

マクロ シンタックス

マクロにコマンドを入力する場合は、以下のガイドラインに従ってください。

 識別子、仕様、文字列は、スペースまたはタブで区切ります。

 各コマンドは改行して開始するか、同じ行内でセミコロン ( ; ) で区切ります。

 コメントを挿入するには、新しい行の先頭、またはセミコロン ( ; ) の直後に

感嘆符 ( !) を入力します。感嘆符と行末、または次のセミコロンの間にある

ものは、すべてコメントとして扱われます。

 コマンドが評価されたときにタグの名前を現在の値に置き換えるには、タグ
の名前をドル記号 ( $ ) で囲んで、コマンド内にタグのプレースホルダーを作

成します。

「$タグ$」が含まれているマクロを実行すると、マクロ内のコマンドが発行

される前に、現在のタグの値がタグ プレースホルダーに置き換わります。 

 マクロ内でパーセントを示すには、2 つのパーセント記号 ( % % ) を使用しま

す。1 つのパーセント記号は、マクロ内のパラメータを示します。詳細につ

いては、ページ 24-17を参照してください。

マクロ内に挿入されているコメントでは、ドル記号またはパーセント記号は使用しないで

ください。使用すると、実行時にエラーが発生する原因になります。
24–15



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

例 1: Factory という名前のマクロ

Factory という名前のマクロに、以下のコマンドが含まれています。

Display /Ingredients::Overview

Display /Ingredients::Detail

/Ingredients::Valve23 = Open

このマクロが実行されると、Overview というグラフィック ディスプレイが開

き、次に Detail というディスプレイが開いて、Valve23 タグが開いた状態に設定

されます。 

ディスプレイとタグは、すべて Ingredients という領域に置かれています。

例 2: コマンド内でプレースホルダーを使用するマクロ

このマクロ内の 初の 2 つのエントリは、プレースホルダーを使用する Display 
コマンドです。

Display /$Tag1$::Process1

Display /$Tag1$::TrendDisplay$Tag2$

Valve23 = Open

マクロが実行されると、FactoryTalk View ではプレースホルダー ($Tag1$, $Tag2$) 
が、指定されたタグの現在の値に置き換わります。

たとえば、Tag1 (文字列タグ) = Mixing かつ Tag2 (アナログ タグ) = 2 である場合

は、Mixing 領域のグラフィック ディスプレイ Process1 が開き、さらに Mixing 領
域のディスプレイ TrendDisplay2 が開きます。

後に、ホーム領域のタグ Valve23 が開いた状態に設定されます。この例では、

ホーム領域はマクロが実行される領域でもあります。

コマンド内でプレースホルダーを使用する場合は、タグの名前を角括弧で囲む
必要はありません。
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マクロ内でパラメータを指定する

マクロでは 大 9 つのパラメータを指定することができます。マクロ内でパラ

メータを指定するには、パーセント記号 ( % ) に続いて数字を入力します。 

マクロとパラメータを実行するには、マクロの名前に続いてパラメータを入力
します。複数のパラメータはスペースで区切ります。

例 3: 2 つのパラメータがある Factory マクロ

例 1 で示した Factory マクロを以下のように作成し直します。

Display Overview

Display %1

Valve23 = %2

マクロを実行するには、プレースホルダー %1 と %2 を代入するパラメータを使

用してマクロ名を入力します。

Factory Detail Open

マクロが実行されると、マクロ内の %1 がすべて 「Detail」に置き換わり、%2 
がすべて 「Open」に置き換わります。

実行されるアクションは例 1 と同じです。ただしこの例では、マクロは 
Ingredients 領域ではなくホーム領域で実行されます。

スペースを含むマクロ名を入力する

マクロの名前にスペースが含まれている場合は、マクロ名の入力時にマクロ名
を引用符で囲みます。マクロにパラメータが含まれている場合は、パラメータ
を引用符の外側に置きます。

例 4: スペースとパラメータが含まれているマクロ名

例 3 のマクロの名前は、Factory ではなく Factory Display です。マクロを実行す

るには、コマンド ラインに以下のように入力します。

“Factory Display” Detail Open
24–17



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

マクロをネストする

マクロは別のマクロ内に挿入することができます。これをネストと言います。

マクロには 大 8 つのネスト レベルを持つことができます。

例 5:マクロをネストする

Draw というマクロに以下のものが含まれ、

Display Overview

Display Detail

Factory というマクロに以下のものが含まれています。

Draw

Valve23 = Open

Factory マクロ内に Draw マクロをネストした場合には、Factory マクロを実行し

たときに例 3 と同じアクションが実行されます。

マクロを実行する

オペレータは実行時に、FactoryTalk View コマンドを実行できる場所であればど

こでもマクロを実行できます。この場合は、たとえばボタン押下時のアクショ

ンとして指定するなどによって、オペレータがコマンドまたはマクロを実行す

る方法を用意するようにしてください。

マクロの実行の詳細については、ヘルプを参照してください。

HMI サーバーの起動時にマクロを実行する

特定の順序で開始する必要があるコンポーネントがある HMI サーバーを作成し

た場合は、起動マクロを作成します。HMI サーバーが起動したときにこのマク

ロが実行されるようにするには、[HMI サーバーのプロパティ ] ダイアログ ボッ

クスの [コンポーネント] タブで起動マクロとして選択します。

一重引用符 (‘) は FactoryTalk View の特殊文字であるため、ネストされるマクロで使用すること

はできません。代わりに二重引用符 (“) を使用します。
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起動マクロを指定する方法の詳細については、以下を参照してください。

 ネットワーク分散アプリケーションの場合は、ページ 6-21 を参照してくだ

さい。

 ローカル ステーション アプリケーションの場合は、ページ 8-10 を参照して

ください。

ユーザーのログイン マクロとログアウト マクロを指定する

FactoryTalk View Studio では、実行時セキュリティ エディタにリストされている

ユーザーまたはユーザーのグループに対して、ログイン マクロとログアウト マ
クロを割り当てることができます。FactoryTalk View コマンドが含まれているマ

クロ コンポーネントはすべて、ログイン マクロまたはログアウト マクロとして

使用できます。

たとえば、ログイン マクロには、プラントの特定の領域で特定のグラフィック 
ディスプレイが表示されるようにするコマンドを含むこともできます。ログア
ウト マクロには、機密キーを再定義するコマンドを含むことができます。

ユーザーのログイン マクロは、ユーザーが FactoryTalk View SE Client にログ 

オンしたときに実行されます。

ユーザーがログオンしたときにクライアントがすでに実行されている場合は、
現在のユーザーがログオフされます。現在のユーザーがログアウト マクロに割

り当てられている場合は、新しいユーザー名とパスワードが受け付けられたと
きにログアウト マクロが実行されます。

ネットワーク分散アプリケーションでは、ログインまたはログアウトのマクロ
は、配置されている領域のみで動作します。

たとえば、「Bottling」領域に配置されたログイン マクロを指定する場合、ユー

ザーが FactoryTalk View SE Client にログインすると、「Bottling」領域がクライ 

アントのホーム領域である場合にのみ、このマクロが動作します。

実行時のログオンとログオフの詳細について、およびログイン マクロとログア

ウト マクロをユーザーに割り当てる方法の詳細については、5 章、セキュリ

ティを設定するを参照してください。

クライアントのホーム領域は、クライアント設定ファイルに対してコンポーネントを選択する

ときに指定します。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードの [ヘルプ] をク

リックしてください。
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クライアント キーを作成する

クライアント キーは、キーを押したときに実行されるコマンドまたはマクロに

関連付けられています。

クライアント キーはオブジェクト キーやディスプレイ キーに似ていますが、 

特定のグラフィック オブジェクトまたはディスプレイに依存していない点が異

なります。クライアント キーは FactoryTalk View SE Client に関連付けられてお

り、常時アクティブになっています。

クライアント キーは、オペレータが特定のグラフィック ディスプレイを開かな

くてもアクションを実行できるようにするために使用します。たとえば、アプ
リケーション内の場所に関わらずオペレータがメニューを開けるように、概要
メニューを呼び出すクライアント キーを作成できます。 

クライアント キーを作成するには、クライアント キー エディタでクライアント 
キー コンポーネントを作成します。1 つのコンポーネントには、複数のクライ

アント キー定義を含めることができます。

クライアント キー エディタを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ロジックとコント

ロール フォルダを開き、[クライアント キー ] を右クリックして、[新規作成] 
をクリックします。
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エディタのオプションの詳細については、[ヘルプ] ボタンをクリックしてくだ

さい。

クライアント キー コンポーネントを実行する

クライアント キー コンポーネントを実行するには、以下のいずれかの方法を使

用します。

 マクロ内、またはその他 FactoryTalk View コマンドを使用できる場所で、

FactoryTalk View キー コマンドを使用します。また FactoryTalk View Site 
Edition ヘルプも参照してください。

 FactoryTalk View SE Client が実行したら、クライアント キー コンポーネント

を実行します。詳細については、FactoryTalk View SE Client ウィザードのヘ

ルプを参照してください。

複数のクライアント キー コンポーネントを一度に実行することはできません。実行しようと

するとコンポーネントがマージされず、2 番目のコンポーネントによって 初のコンポーネン

トが上書きされます。
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A FactoryTalk View コマンド

この付録では、以下について説明します。

 FactoryTalk View コマンドを使用する場所と方法。

 絶対参照と相対参照を使用する。

 シンボルを作成する。

 コマンド ウィザードを使用する。

特定の FactoryTalk View コマンドの詳細については、FactoryTalk View Site Edition 
ヘルプを参照してください。

FactoryTalk View SE アプリケーションでコマンドを使用する

FactoryTalk View SE アプリケーションでは、以下の場所でコマンドを使用でき

ます。

 アクションの入力が必要なボックス

例えば、コマンドはグラフィック ディスプレイ内のオブジェクトにタッチ 
アニメーションをアタッチする際に押下時のアクション、離したときのアク
ション、または繰り返しアクションとして使用したり、ボタンのアクション
として使用します。

 マクロまたはシンボル

 コマンド ライン

コマンドはマクロに優先します。たとえば Display というマクロがある場合、

Display マクロを実行しようとすると、Display コマンドが実行されます。

コマンドの使用方法

コマンドを入力する場合、またはコマンド ウィザードを使用してコマンドを作

成する場合には、以下のガイドラインに留意してください。 

 ヘルプのコマンドの説明では、山括弧 < > で囲まれたパラメータは必須で、

角括弧 [ ] で囲まれたパラメータは任意です。

 パラメータは、ヘルプに記載されている順序で入力する必要はありません。

 コマンドとパラメータでは、大文字と小文字は区別されません。
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 複数のコマンドを連続して使用する場合は、新しいコマンドをそれぞれ新し
い行で開始するか、同じ行内でセミコロン ( ; ) で区切ります。

 複数のパラメータはスペースで区切ります。

 ファイル名をパラメータとして使用する場合は、スペースを含む長いファイ
ル名を二重引用符で囲みます。例:

Display PID /P“Temperature Loop 1”

 スペースを含む、またはあいまいな領域名およびコンポーネント名は、二重
引用符で囲みます。

あいまいな領域名とは、コマンドの別のパラメータと同じ領域名のことを指
します。たとえば、AlarmOn 「/H」 の場合は領域 H でアラーム監視がオンに

なりますが、AlarmOn /H では、現在の領域でハンドシェイクと共にアラーム

管理がオンになります。

 新しい行の先頭またはセミコロン ( ; ) の直後の感嘆符 ( !) は、コメントの開始

を示します。

感嘆符と行末、または次のセミコロンの間にあるものは、すべてコメントと
して扱われます。

 ワイルドカード文字を使用できるコマンドの場合は、ヘルプでのコマンドの
説明で示されています。ワイルドカードには以下の文字があります。

* は、バックスラッシュ ( \ ) とピリオド ( .) を含む、任意の数の文字を表し

ます。

? は、任意の 1 文字を表します。

コマンドでタグ プレースホルダーを使用する

コマンドが評価されたときにタグの名前を現在の値に置き換えるには、タグの
名前をドル記号 ( $ ) で囲みます。これにより、コマンド内にタグ プレースホル

ダーが作成されます。 

コマンドでタグ プレースホルダーを使用する場合は、以下の点に留意してくだ

さい。

 浮動小数点タグは 大 17 桁です。値が 17 桁を超える場合は、指数表記が使

用されます。

 コマンドの 大長は 5000 文字です。プレースホルダーから置き換えられた

タグの値によって、コマンドがこの長さを超えた場合は、コマンドが切り詰
められます。
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例 1:コマンド内でタグ プレースホルダーを使用するマクロ

Display Screen$Tag1$
Display $Tag3$$Tag2$
Valve23 = Open

初の 2 つのコマンドでは、タグ プレースホルダー Tag1、Tag2、Tag3 は文字列

タグです。マクロを実行すると、タグにそれぞれ値  1、2、‘ Screen’ が与えられ

ます。 

マクロ内のコマンドのタグ プレースホルダーを現在の値に置き換えると、

FactoryTalk View では Screen1 と Screen2 というディスプレイが開き、Valve23 と
いうタグが開いた状態に設定されます。

例 2:タグの値が適切に評価されるようにする

FactoryTalk View では、コマンドが実行される前にタグ プレースホルダーが評価

されます。たとえば、ボタン オブジェクトの押下時のアクションを以下のよう

に指定するとします。

Tag1 = 4

Display Screen$Tag1$

この場合にボタンを押すと、Tag1 が 4 に設定される前に、ディスプレイ コマン

ド内のタグ プレースホルダーが Tag1 の値に置き換えられます。

タグが 初に設定されるようにするには、タグ プレースホルダーが含まれてい

るコマンドを、タグをパラメータとして使用するマクロに埋め込みます。
Display_Detail というマクロでは、これによりボタンの押下時のアクションが以

下のように変わります。

Tag1 = 4

Display_Detail Tag1

マクロの内部では、以下のように Display コマンドと共にタグ プレースホルダー

が指定されます。

Display Screen$%1$

タグ プレースホルダーが二重引用符 (“ “) で囲まれている場合、またはコマンド内の別のタグ 
プレースホルダーの文字列にネストされている場合には、FactoryTalk View ではタグの値が置

き換えられません。
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これで、ボタンを押すと FactoryTalk View では 初にタグが 4 に設定され、マク

ロ内の Display コマンドが実行され、Screen4 というディスプレイが開きます。

コマンドを実行する場所

コマンドには、FactoryTalk View SE Server で実行されるものと、FactoryTalk View 
SE Client で実行されるもの、さらにそのコマンドが発行された場所で実行され

るものがあります。
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FactoryTalk View SE Server で実行されるコマンド

FactoryTalk View SE Client で実行されるコマンド

テスト ディスプレイ モードでは実行されないコマンド

FactoryTalk View SE Client で実行されるコマンドのほとんどは、FactoryTalk View 
Studio のテスト ディスプレイ モードでも実行されます。例外となる以下のコマ

ンドは、テスト ディスプレイ モードでは無視されます。

Acknowledge AlarmPrintOn DerivedOn

AcknowledgeAll DataLogChangeRate EventOff

AlarmAcceptEdits DataLogMergeToPrimary EventOn

AlarmEvent DataLogNewFile HandShakeOff

AlarmLogNewFile DataLogOff HandShakeOn

AlarmLogOff DataLogOn Silence

AlarmLogOn DataLogRenameFile SilenceAll

AlarmLogSendToODBC DataLogSnapShot SuppressOff

AlarmOff DataLogSwitchBack SuppressOffAll

AlarmOn DerivedOff SuppressOn

AlarmPrintOff

Abort Key PrevWindow

Define Identify PrintDisplay

Display Invoke PullForward

DisplayClientClose Language PushBack

DisplayClientOpen Login RecipeRestore

DisplayNavigationHistory Logout RecipeSave

DisplayNextScreen NextPosition ScreenPrint

DisplayPreviousScreen NextWindow SendKeys

Download OpenRSLogix5000 SetFocus

DownloadAll Password Undefine

FlushCache Position Upload

Help PrevPosition UploadAll

Abort Key PrintDisplay

Display Login PullForward
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発行された場所で実行されるコマンド

これらのコマンドは、発行された場所で実行されます。たとえば、これらのい
ずれかのコマンドが FactoryTalk View SE Client で発行された場合には、クライア

ントで実行されます。

Windows 7 Professional、Windows Vista、または Windows Server 2008 を使

用している場合、イベントを使用する対話式アクションで AppStart コマン

ドを使用しないでください。

絶対参照と相対参照を使用する

絶対参照または相対参照を使用することで、複数のコマンド パラメータを指定

できます。相対参照はファイル名のように機能します。絶対参照はファイル パ
スのように機能します。 

相対参照は、パスを削除した、アプリケーション コンポーネントに対する参照

です。コンポーネントのパスは、コンポーネントの名前が指定されているコン
テキストによって決定されます。

絶対参照は、パスを含む、アプリケーション コンポーネントに対する参照です。

例:

 /MixingArea::IngredientDisplay は、MixingArea という領域内の 
IngredientDisplay というグラフィック ディスプレイに対する絶対参照です。

 IngredientDisplay は、現在の領域内の IngredientDisplay というグラフィック 
ディスプレイに対する相対参照です。

ローカル アプリケーションで必要になる参照は、相対参照だけです。

DisplayClientClose Logout PushBack

DisplayClientOpen NextWindow SetFocus

FlushCache PrevWindow

= (Equal) Beep Ramp

AlarmLogRemark DDEExecute Remark

AppAbort If Set

AppActivate Pause Toggle

AppStart PlayWave
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相対参照を解決する方法

相対参照の解決方法を理解する必要があるのは、ネットワーク分散アプリケー
ションを作成する場合だけです。ネットワーク ステーションまたはローカル ス
テーション アプリケーションを作成する場合は、このセクションをスキップで

きます。

FactoryTalk View が、相対参照を使用して指定されたコンポーネント上でアク

ションを実行するには、相対参照を解決する必要があります。相対参照を解決
するために、FactoryTalk View では相対参照が絶対参照に変換されます。

たとえば、現在の領域が RecipesArea と呼ばれている場合、相対参照 
IngredientDisplay を使用して指定されたグラフィック ディスプレイは、絶対参照 
/RecipesArea::IngredientDisplay に解決することで使用可能になります。

コマンドについては、コマンドが取得するパラメータのタイプに応じて、異な
る方法で相対参照が解決されます。

タグをパラメータとするコマンド

タグをパラメータとして取るコマンドは、以下のように解決されます。

 グラフィック ディスプレイからコマンドを実行する場合は、グラフィック 
ディスプレイが含まれている領域が、相対参照の解決に使用されます。

たとえば、RecipesArea 領域にある IngredientDisplay というグラフィック ディ

スプレイから Display OverviewStats コマンドを実行すると、領域名 
RecipesArea がコマンド内の相対参照の解決に使用されます。

Mixing 領域内の IngredientDisplay というグラフィック ディスプレイからコマ

ンドを実行する場合は、領域名 Mixing がコマンド内の相対参照の解決に使

用されます。

 イベント コンポーネント、アラーム識別機能、あるいは起動マクロまたは

シャットダウン マクロによってコマンドが実行された場合は、HMI サー

バーが含まれる領域が、相対参照の解決に使用されます。

HMI プロジェクト コンポーネントをパラメータとするコマンド

グラフィック ディスプレイからコマンドを実行する場合は、グラフィック ディ

スプレイが含まれている領域が、相対参照の解決に使用されます。

コマンドによっては、バックグラウンドで実行されるシステムの一部によって
実行される場合があります。このバックグラウンド アクティビティは HMI サー

バーによって管理されます。
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たとえば、イベント コンポーネントはイベントが発生するとコマンドを実行し

ます。これらのシステムの一部では、HMI サーバーがバックグラウンド アク

ティビティを管理するため、HMI サーバーが配置されている領域を使用して相

対参照が解決されます。

シンボルを作成する

長いコマンド、あるいは覚えにくいまたは混同しやすいパラメータを持つコマン
ドがある場合は、シンボルと呼ばれる 1 つの単語によって、それらのコマンド

の名前を変更できます。

シンボルは、アクションを必要とするボックス、マクロ内、またはコマンド ラ
インなど、コマンドを使用できる場所であればどこでも使用できます。

シンボルは、マクロ内またはコマンド ラインで定義できます。ただしシンボル

は主に、コマンド ラインからシステムを使用する場合の操作上の便宜のために

使用します。

シンボルを定義するには

 コマンド ライン、マクロ、またはボックス内で、以下のように入力します。

Define <シンボル > <文字列>

<シンボル> には、短縮されたコマンドをスペースなしで指定します。

<文字列> には、パラメータを持つ、またはパラメータを持たない既存のコ

マンドを指定します。これにはスペースやその他のシンボルを含めることが
できます。

例: Define コマンド

この例では、Display Overview コマンドが Show という単語に置き換えられてい

ます。

Define Show Display Overview

Define コマンド

シンボル

文字列
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シンボルをクリアするには

 コマンド ライン、マクロ、またはボックス内で、以下のいずれかを入力し

ます。

例:シンボルを未定義にする

Undefine Show

シンボル Show がクリアされます。

重要なガイドライン

シンボルを作成する場合は、以下のことに留意してください。

 FactoryTalk View は、シンボル名でのセキュリティ アクセスを確認しません。

したがって、基本となる FactoryTalk View コマンドにセキュリティを設定し

てください。セキュリティの設定の詳細については、5 章、セキュリティを

設定するを参照してください。

 シンボルとマクロの名前が同じである場合は、マクロではなくシンボルが実
行されます。

優先順位は、シンボル、コマンド、マクロの順になります。

コマンドを実行および作成する

アプリケーションの開発、テスト、およびメンテナンス時には、コマンド ラ 

インを使用してコマンドを実行できます。 

コマンド文字列を作成するにはコマンド ウィザードを使用します。

コマンド ウィザードには、FactoryTalk View のすべてのコマンドとシンタックス

が示されます。コマンド ウィザードには、それまでに作成したマクロも示され

ます。 

コマンド 役割

Undefine <シンボル >

<シンボル > は、削除するシンボルの名

前です。

シンボルがクリアされます。

Undefine * 定義されているシンボルがす
べてクリアされます。
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コマンド ウィザード、および個々の FactoryTalk View コマンドの詳細について

は、ヘルプを参照してください。

コマンド ラインを開くには

 FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、コマンド ライン ア
イコンをダブルクリックします。

コマンド ウィザードを開く

コマンド ウィザードを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

 アクション ボックス内、またはマクロ エディタ内の任意の場所をダブルク

リックします。

 アクション ボックス、または FactoryTalk View コマンドを必要とする任意の

ボックスの横にある [参照] ボタンをクリックします。

 コマンド ライン、ランタイム保護コマンド エディタ、イベント エディタ、

およびマクロ エディタで、[編集] メニューの [コマンド] をクリックします。

このカテゴリを
クリックすると 
…

… そのカテゴリ

のコマンドがこ
こに示されます。

リスト ボックス

のサイズを変更
するには、この
バーを左または
右にドラッグし
ます。

リスト内のコマン
ドをクリックする
と、ここにコマン
ドのシンタックス
が表示されます。
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B HMI タグの DDE 通信を設定する

この付録では、以下について説明します。

 DDE 通信について。

 HMI タグの DDE 通信を設定する方法。

 新しいタグの値をスキャンする。

DDE 通信の概要

レガシー アプリケーションをサポートするために、FactoryTalk View では DDE 
通信がサポートされています。以下の図は、FactoryTalk View SE でどのように 
DDE が使用されるかを示しています。

このセクションは、Microsoft Windows 7 Professional、Windows Vista、または Windows 
Server 2008 には適用されません。

™
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Rockwell Software RSServer 製品など外部の DDE サーバー、またはサードパー

ティ製サーバーと共に使用される DDE (Dynamic Data Exchange) は、アプリケー

ションが広範なローカル デバイスとリモート デバイスと通信することを可能に

します。

DDE サーバーによって、HMI サーバーの HMI タグ (DDE クライアント) を、

Siemens や Modicon などの通信デバイスに、または Microsoft Excel や Visual Basic 
などサードパーティ製の DDE サーバーに接続することができます。

HMI サーバーを DDE クライアントとして設定する

HMI サーバーを DDE クライアントとして設定するには、以下のタスクを実行し

ます。

1. DDE サーバーを起動します。

2. FactoryTalk View Studio を起動し、アプリケーション (DDE クライアント) を
作成するかまたは開きます。

3. タグ エディタでタグを作成します。データ ソースとして [デバイス] を選択し

ます。[アドレス] ボックスに、必要な DDE アドレスを入力します。DDE アド

レス指定シンタックスの詳細については、ページ B-3を参照してください。

DDE を使用するHMI タグを作成する

このセクションでは、DDE 通信を使用するタグのデータ ソース オプションをタ

グ エディタで指定する方法について説明します。

HMI タグの作成の詳細については、ヘルプを参照してください。タグの操作の

詳細については、10 章、タグを操作するを参照してください。

デバイスをデータ ソースとして指定する

デバイスをデータ ソースとする HMI タグは、FactoryTalk View 以外の外部ソー

スからデータを受け取ります。このセクションでは、以下のデバイスをソース
とするデータに対してタグを作成する方法を説明します。

 DDE サーバーを使用したプログラム可能なコントローラ

 DDE サーバーを使用した別の Windows プログラム

DDE サーバーをサービスではなくアプリケーションとして実行する場合の詳細は、Rockwell 
Automation ナレッジベースの Answer ID 26798 を参照してください。 
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デバイスをデータ ソースとするタグを作成するには

1. データ ソースの [ タイプ] に関しては、[デバイス] をクリックします。

2. [アドレス] ボックスで DDE アイテムを指定します。 

タグの DDE アドレスを入力します。DDE のアイテム名と形式は DDE サー

バーによって異なり、FactoryTalk View では確認されません。

DDE アドレスのシンタックス

DDE タグのアドレスのシンタックスは以下のとおりです。

DDE : Application|Topic!Item

以下の場所にはスペースを入れません。

 アプリケーション名、縦棒、トピック名の間

 トピック名、感嘆符、アイテム名の間

シンタックスのアドレス指定の詳細については、DDE サーバーに付属するド

キュメントを参照してください。 

新しいタグの値をスキャンする

実行中の HMI サーバーにタグが含まれている場合は、値テーブル内のタグの値

を定期的に更新する必要があります。 

DDE を使用するアプリケーションの場合は、サーバー製品で指定されている間

隔で値が更新されます。サーバーが変更を検出すると、変更された値が 
FactoryTalk View に提供されます。

ポーリング レートの設定の詳細については、サーバーのドキュメントを参照し

てください。
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C SE Client オブジェクト モデルとディスプ

レイ コードを使用する

この章では、以下について説明します。

 VBA を FactoryTalk View Site Edition で使用する方法。

 VBA 統合開発環境。

 FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルのオブジェクト。

 FactoryTalk View SE Client オブジェクトに関する情報を参照する方法。

 VBA に関する情報を参照する方法。 

VBA と FactoryTalk View を使用してアプリケーションをカスタマ

イズする

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルと Microsoft Visual Basic for 
Applications (VBA) コードをグラフィック ディスプレイで使用することで、

FactoryTalk View SE Client の機能をカスタマイズして拡張できます。

たとえば、オブジェクト モデルとディスプレイ コードを使用して、以下が可能

になります。

データをその他のアプリケーションで使用する。FactoryTalk View データを 
Microsoft Excel や SQL Server などのプログラムで使用することが多い場合は、

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルと VBA ディスプレイ コードを使

用して、これらのアプリケーションと FactoryTalk View を統合することを検討し

てください。

オペレータ用のカスタム フォームを作成する。VBA を使用して、たとえばオペ

レータが実行時に使用できるポップアップ ダイアログ ボックスのような、カス

タム フォームを作成できます。

また VBA ロジックを使用して、たとえばオペレータが数値入力オブジェクトに

入力した値が正しい値の範囲にあるかどうかなど、オペレータの入力を確認す
ることもできます。

直観的なグラフィック ディスプレイを設計する。FactoryTalk View SE Client オブ

ジェクト モデルを使用して、ActiveX コントロールにデータを提供し、グラ

フィック ディスプレイで使用することができます。
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たとえば、グラフィック ディスプレイでリスト ボックスまたはコンボ ボックス

を使用して、オペレータがレシピ アイテムなどのオプションを選択できるよう

にします。

FactoryTalk View SE Client ウィンドウを操作する。VBA コードを記述して、

FactoryTalk View SE クライアント ウィンドウのサイズに基づいてグラフィック 
ディスプレイを配置できます。これにより、さまざまなデスクトップ サイズや

解像度にアプリケーションを動的に適応することが可能になります。

診断ログにカスタム メッセージを送信する。診断リストと診断ログに特定の

メッセージを送信して、VBA コードによって動作状態とイベントを記録します。

システムを保護する。FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルによって、

システムを使用しているユーザーに関するセキュリティ情報を取得し、セキュ
リティ情報とイベントを使用して、システムに対するアクセスを制御できます。

たとえば、ユーザーが特定のセキュリティ コードを使用してログインしている

場合のみグラフィック ディスプレイを開くコードを作成することで、グラ

フィック ディスプレイに対するユーザーのアクセスを制限できます。

基本的な手順の概要

FactoryTalk View SE Client のオブジェクト モデルと VBA の作業については、 

以下の 2 つの基本的なタスクがあります。

1. ディスプレイ コードを記述する対象になる、グラフィック ディスプレイお

よびグラフィック オブジェクトを作成します。

ディスプレイ コードはグラフィック ディスプレイと共に保存されます。グ

ラフィック オブジェクトを操作する VBA コードを記述するには、先にグラ

フィック ディスプレイとグラフィック オブジェクトを FactoryTalk View 
Studio で作成する必要があります。

グラフィック ディスプレイの作成の詳細については、16 章、グラフィック 
ディスプレイを作成するを参照してください。

2. VBA Integrated Development Environment (VBA IDE) で Visual Basic プログラミ

ング言語を使用して、ThisDisplay というモジュールのコード ウィンドウでプ

ロシージャを記述します。

VBA IDE の概要については、ページ C-3を参照してください。VBA のヘルプ

を見る方法については、「VBA ヘルプを開くには」(ページ C-11) を参照して

ください。
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この章では、FactoryTalk View Studio に固有の VBA の側面について取り上げ、

FactoryTalk View のグラフィック ディスプレイから VBA IDE を開く方法を説明

します。

この章には、VBA  の使用に関する詳細な情報は含まれていません。ここでは、

VBA 環境と Visual Basic プログラミング言語に習熟していることが前提となり

ます。

プロシージャについて

プロシージャとは、1 つの単位として実行される、名前が付けられたコードのブ

ロックです。プロシージャの例としては、Visual Basic のサブルーチンや関数な

どがあります。ThisDisplay というモジュールには、ディスプレイのイベントに

応答して実行するプロシージャを含みます。

VBA プロシージャは、他のユーザー フォームまたはモジュール内のプロシー

ジャを呼び出すことができます。Visual Basic プロシージャの作成方法の詳細に

ついては、VBA ヘルプを参照してください。

VBA コードの実行方法

作成した VBA プロシージャは、実行時にグラフィック ディスプレイで発生した

イベントに応答して呼び出されます。

この方法で使用できるイベントは、ディスプレイ クライアント オブジェクト モ
デルで定義されます。これには、ディスプレイを開いてアニメーション表示す
るアクションや、マウス クリックなどのアクションが含まれます。

VBA 統合開発環境の構成

Visual Basic for Applications 向けの統合開発環境 (VBA IDE) は、FactoryTalk View 
グラフィック エディタから使用できます。

VBA IDE を使用すると、VBA プロシージャの作成、テスト、およびデバッグを

行うことができます。VBA プロシージャは、実行時に FactoryTalk View グラ

フィック ディスプレイで発生するイベントに応答して実行するように設計でき

ます。

VBA IDE を開くには 

1. FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ディスプレイ コー

ドを記述するグラフィック ディスプレイを開きます。

2. [編集] メニューで [VBA コード] をクリックします。
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VBA のヘルプを見る方法については、ページ C-11を参照してください。

プロジェクト エクスプローラ ウィンドウ

各グラフィック ディスプレイに、DisplayCode という名前の VBA プロジェクト

が作成されます。プロジェクト エクスプローラでは、グラフィック エディタで

開いている各グラフィック ディスプレイの VBA プロジェクトが表示されます。

各プロジェクトには FactoryTalk View Studio オブジェクト フォルダが含まれてい

ます。このフォルダには、グラフィック ディスプレイである ThisDisplay という

モジュールが含まれています。

ThisDisplay という名前のモジュールには、ディスプレイ上のオブジェクト操作

するコードが含まれています。このモジュールには任意の数のプロシージャを
含めることができます。

VBA モジュールとユーザー フォームは追加で作成できます。これらのモジュー

ルでプロシージャを使用するには、ThisDisplay というモジュールに存在するプ

ロシージャから呼び出す必要があります。

プロジェクト 
エクスプロー
ラ ウィンドウ

プロパティ 
ウィンドウ

プロシージャ
またはコード 
ウィンドウ
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プロパティ ウィンドウ

このウィンドウには、コード モジュール、クラス モジュール、および VBA 
ユーザー フォームとそれらのフォーム上のオブジェクトのプロパティ設定がリ

ストされます。

プロシージャまたはコード ウィンドウ

このウィンドウでは、VBA プロシージャの記述と修正を行います。

ThisDisplay では、イベントを発生させるすべての FactoryTalk View SE Client オブ

ジェクトが、ウィンドウの左上部にあるドロップダウン リストに表示されます。

リスト内のオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトのイベントが右側の
ドロップダウン リストに示されます。

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデル

FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルには、SE Client の機能を表すオブ

ジェクトが含まれています。これらのオブジェクトを使用して、オブジェクト 
イベントが発生したときに実行されるコードを記述することで、SE Client を操

作できます。

VBA は、FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデル内の以下のオブ

ジェクトを操作できます。

モデル内のオブジェ 
クト

表している機能、コレクション、またはグラフィッ
ク オブジェクト

ActiveXControl ActiveX オブジェクトのプロパティとメソッドと合

わせて、FactoryTalk View グラフィックスによって

実装されるプロパティとメソッド

AlarmSummary HMI タグ アラームのサマリ

アプリケーション FactoryTalk View SE Client のコンテナ プログラム。 

このオブジェクトは、FactoryTalk View グラフィッ

ク オブジェクト モデルにアクセスするために使用

します。

円弧 円弧オブジェクト

Arrow 矢印オブジェクト

BackspaceButton Backspace ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの Backspace キーと同様に機能し 

ます。

BarGraph 棒グラフ オブジェクト
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Button ボタン オブジェクト

ControlListSelector コントロール リスト セレクタ オブジェクト

Display グラフィック ディスプレイ

DisplayListSelector ディスプレイ リスト セレクタ オブジェクト

Displays ディスプレイ オブジェクトのコレクション

Element グラフィック ディスプレイ内の任意のグラフィッ

ク オブジェクト。

Element オブジェクトには、すべての FactoryTalk 
View オブジェクトの基本的なプロパティとメソッ

ドが含まれています。これらの基本的なプロパティ
とメソッドは、オブジェクト固有のプロパティ、メ
ソッド、イベントとマージされます。

Elements Element オブジェクトのコレクション

Ellipse 楕円オブジェクト

EmbeddedOLE Excel グラフなど、サードパーティ製の埋め込みオ

ブジェクト

EndButton [End] ボタン オブジェクト。このオブジェクトは、

キーボードの End キーと同様に機能します。

EnterButton [Enter] ボタン オブジェクト。このオブジェクトは、

キーボードの Enter キーと同様に機能します。

Freehand フリーハンド オブジェクト

Gauge ゲージ オブジェクト

Group ディスプレイ上でグループ化されるオブジェクト。

グループのイベントに応答する VBA コードを記述

するには、VBA IDE を開く前に、グラフィック ディ

スプレイ内でグループを作成する必要があります。

初にグループを作成しておかないと、Group オブ

ジェクトではイベントが生成されず、そのグループ
に対して記述したコードが、実行時にグループのイ
ベントに応答しません。

HomeButton [ホーム] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの Home キーと同様に機能します。

Image イメージ オブジェクト

モデル内のオブジェ 
クト

表している機能、コレクション、またはグラフィッ
ク オブジェクト
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InterlockedPushButton 連動式押しボタン オブジェクト

LatchedPushButton ラッチ式押しボタン オブジェクト

Line 線オブジェクト

ListIndicator リスト インジケータ オブジェクト

LocalMessageDisplay ローカル メッセージ ディスプレイ オブジェクト

MaintainedPushButton 持続式押しボタン オブジェクト

MomentaryPushButton 瞬時式押しボタン オブジェクト

MoveDownButton [下へ移動] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの下矢印キーと同様に機能します。

MoveLeftButton [左へ移動] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの左矢印キーと同様に機能します。

MoveRightButton [右へ移動] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの右矢印キーと同様に機能します。

MoveUpButton [上へ移動] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの上矢印キーと同様に機能します。

MultistateIndicator マルチステート インジケータ オブジェクト

MultistatePushButton マルチステート押しボタン オブジェクト

NavigationButton ナビゲーション ボタン オブジェクト。このオブ

ジェクトは、前に表示したグラフィック ディス

プレイ間で移動するために使用できます。

NumericDisplay 数値ディスプレイ オブジェクト

NumericInput 数値入力オブジェクト

PageDownButton [Page Down] ボタン オブジェクト。このオブジェク

トは、キーボードの Page Down キーと同様に機能し

ます。

PageUpButton [Page Up] ボタン オブジェクト。このオブジェクト

は、キーボードの Page Up キーと同様に機能します。

Panel パネル オブジェクト

Picture ビットマップ オブジェクト

PilotCtrlListSelector パイロット コントロール リスト セレクタ オブジェ

クト

多角形 多角形オブジェクト

モデル内のオブジェ 
クト

表している機能、コレクション、またはグラフィッ
ク オブジェクト
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オブジェクトを表示する

VBA IDE のオブジェクト ブラウザを使用して、FactoryTalk View SE Client オブ

ジェクトを表示します。

オブジェクト ブラウザを開くには

オブジェクト ブラウザを開くには、以下のいずれかの方法を使用します。 

 コード ウィンドウ内の任意の場所を右クリックして、[オブジェクト ブラウ

ザ] をクリックします。

 [表示] メニューで、[オブジェクト ブラウザ] をクリックします。

 コード ウィンドウの任意の場所をクリックして、F2 を押します。

PolyLine 連続直線オブジェクト

PolyPolygon Polypolygon オブジェクト

RampButton ランプ式ボタン オブジェクト

レシピ レシピ オブジェクト

RoundedRectangle 角の丸い四角形オブジェクト。FactoryTalk View の
四角形オブジェクトを表すには、多角形オブジェク
トを使用します。

スケール スケール オブジェクト

StringDisplay 文字列ディスプレイ オブジェクト

StringInput 文字列入力オブジェクト

StringList 一意の文字列のコレクション

シンボル シンボル オブジェクト

タグ タグ オブジェクト。タグ オブジェクトは、タグの

実行時情報を提供するために、またはタグの値を設
定するために使用します。

TagGroup タグ オブジェクトのコレクション

TagLabel タグ ラベル オブジェクト

Text テキスト オブジェクト

TimeDateDisplay 日付と時刻ディスプレイ オブジェクト

Wedge くさび形オブジェクト

モデル内のオブジェ 
クト

表している機能、コレクション、またはグラフィッ
ク オブジェクト
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FactoryTalk View 
SE Client オブジェクト

だけを表示するには、 
[DisplayClient] をク

リックします。

FactoryTalk View 
SE Client のすべての定

数、プロパティ、メソッ
ド、イベントを表示する
には、<グローバル> をク

リックします。

オブジェクトをクリッ
クすると、そのオブ
ジェクトのプロパティ、
メソッド、イベントが
表示されます。
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FactoryTalk View SE Client オブジェクトに関する詳細情報

FactoryTalk View SE ヘルプには、FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデル

内のオブジェクト、プロパティ、メソッド、イベントに関する詳細な情報が記
載されています。 

コンテキスト依存ヘルプを開くには

 オブジェクト ブラウザでアイテムをクリックして F1 を押すか、ツールバー

の ? ボタンをクリックします。

または、コード ウィンドウ内のコード行で、FactoryTalk View のオブジェクト、

プロパティ、またはメソッドの名前をハイライト表示して、F1 を押します。

オブジェクト モデルのヘルプを開くには

1. FactoryTalk View Studio または FactoryTalk View SE Administration Console で 
[ヘルプ] をクリックして、[内容] をクリックします。

2. [内容] リストで、[グラフィック ディスプレイの作成] をダブルクリックし

ます。

3. トピックのリストで、以下のいずれかを行います。

 概要トピックのリストを表示するには、[VBA ディスプレイ コードの 

作成] をダブルクリックします。

 オブジェクトの詳細については、[FactoryTalk View SE Client オブジェクト 
モデルの使用] をダブルクリックしてください。

VBA コードと FactoryTalk View SE Client オブジェクト モデルのヘルプ トピック

は、FactoryTalk View ヘルプ ウィンドウの上に、別のウィンドウとして開きます。

FactoryTalk View ヘルプ ウィンドウに戻るには、FactoryTalk View SE Client オブ

ジェクト モデル ヘルプ ウィンドウを閉じます。

VBA に関する詳細情報

Visual Basic を初めて使用する場合は、Microsoft の以下の発行物を参照してくだ

さい。

 Visual Basic の概要

 Visual Basic プログラマーズ ガイド
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VBA ヘルプを開くには

 VBA IDE の [ヘルプ] メニューで、[Microsoft Visual Basic ヘルプ] をクリック

します。

または、IDE の任意の領域で F1 を押します。
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D XML ファイルをインポートおよびエクス

ポートする

この付録では、以下について説明します。

 XML について。

 FactoryTalk View のグラフィック データを XML ファイルにエクスポートする。

 エクスポートされた XML ファイルを修正する。

 グラフィック ディスプレイの XML ファイルをインポートする。

 グラフィック ディスプレイの XML ファイル構造。

XML について

XML は、構造化された情報によるドキュメント作成に使用する、拡張マーク

アップ言語です。

XML には標準化された形式と構造があります。グラフィック ディスプレイのエ

レメントと属性は、XML ファイル内でそれらを変更するか、新しいエレメント

と属性を追加することで修正できます。 

XML の一般的な情報については、World Wide Web Consortium による XML に関

する Web ページを参照してください。

http://www.w3.org/XML.

FactoryTalk View SE での XML ファイルのインポートとエクスポートの詳細につ

いては、FactoryTalk View Site Edition ヘルプを参照してください。

グラフィック データを XML ファイルにエクスポートする

FactoryTalk View グラフィック ディスプレイ用に XML ファイルを効率的に作成

するには、FactoryTalk View からデータをエクスポートします。

エクスポートした XML ファイルは、メモ帳で開いて修正してから、FactoryTalk 
View にインポートし直します。 
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グラフィック ディスプレイ情報を XML ファイルにエクスポートする

には

1.  FactoryTalk View Studio のエクスプローラ ウィンドウで、ディスプレイ エ

ディタを右クリックします。   

2. [インポートおよびエクスポート] をクリックして、グラフィック インポート 

エクスポート ウィザードを開きます。

3. [操作タイプ] ダイアログ ボックスで、[ディスプレイからグラフィック情報

をエクスポート] を選択し、[次へ] をクリックします。

4. ウィザードの指示に従います。詳細については、[ヘルプ] をクリックしてく

ださい。

FactoryTalk View によって、選択したグラフィック ディスプレイの XML ファ

イルが、指定した場所と同じ場所に作成されます。

エクスポートされた XML ファイルを修正する

XML グラフィック ディスプレイ ファイルを修正する場合は、ディスプレイ内

にすでに存在するオブジェクトを変更するか、オブジェクトを追加することが

できます。 

ファイルを FactoryTalk View にインポートして戻すと、修正されたファイルに

よって以前の XML ファイルが上書きされ、FactoryTalk View でディスプレイを

開いたときに、変更された結果が表示されます。

ファイルをインポートする場合は、変更をインポートするか新しいオブジェク

トをインポートするかを指定します。1 回のインポート操作で両方のアクション

を行うことはできません。

XML ファイルの編集には、メモ帳を使用することをお勧めします。

FactoryTalk View では、BatchImport_Application name.xml というファイルも作成されま

す。このファイルを使用すれば、複数のディスプレイを一度にインポートできます。 

エクスポートしたものとは異なるディスプレイのセットをインポートするには、

BatchImport_Application name.xml ファイルで、ディスプレイ名のリストを修正します。

グラフィック ディスプレイ内のいずれの属性とも名前が一致しない属性をオブジェクトに含め

た場合、それらの属性はインポートされません。グラフィック ディスプレイ内の属性と名前が

一致する、ファイル内のその他すべてのオブジェクトの属性がインポートされます。
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XML ファイルをメモ帳に保存する

メモ帳で作成または修正した XML ファイルを、UTF-8 または UTF-16 ファイル

形式で保存します。メモ帳の Unicode ファイル タイプは UTF-16 ファイル形式に

対応しています。

英語またはその他ラテン語系言語の文字列が含まれているファイルの場合は、
XML ファイルのサイズを縮小するために、UTF-8 の使用をお勧めします。中国

語、日本語、韓国語などの場合は、UTF-16 の使用をお勧めします。

XML ファイルの 1 行目には、XML のバージョンとエンコード属性が記載されて

います。このエンコード属性が、ファイルの保存に使用する形式に一致してい
ることを確認してください。

たとえば、UTF-8 形式で保存されていた元のファイルを UTF-16 形式で保存する

場合は、1 行目で以下のように指定されていることを確認してください。

encoding=”UTF-16”

XML ファイルをテストする

XML ファイルをインポートするには、ファイルが正しい形式でなければなり

ません。XML ファイルの形式が正しいかどうかを確認するには、テストを行

います。   

XML ファイルをテストするには

 Internet Explorer で XML ファイルを開きます。 

XML コードが表示されれば、ファイルが正しい形式で作成されています。

XML コードが正しい形式でない場合は、Internet Explorer にエラー メッセー

ジが表示されます。
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XML ファイルをインポートする

外部のエディタを使用して作成した XML ファイル内のグラフィック ディスプ

レイ情報をインポートするか、FactoryTalk View からエクスポートした XML 
ファイルをインポートして修正することができます。

エラー ログ ファイル

インポート中にエラーが発生すると、そのエラーがテキスト ファイルにロギン

グされます。インポートが完了すると、ファイルが自動的に開きます。ファイ
ルの 後のパラグラフには、ファイルの場所がリストされています。

グラフィック ディスプレイの XML ファイルをインポートする

一度に 1 つのグラフィック ディスプレイ XML ファイルをインポートすること

も、複数のグラフィック ディスプレイをインポートすることもできます。新し

いオブジェクトをインポートするか、既存のオブジェクトを更新するかを選択
することもできます。 

複数のグラフィック ディスプレイをインポートするには、

BatchImport_Application name.xml ファイルで、グラフィック ディスプレイの名前

を指定します。FactoryTalk View では、複数のグラフィック ディスプレイをエク

スポートすると、このファイルが作成されます。 

XML ファイルからグラフィック ディスプレイ情報をインポートする

には

1.  エクスプローラ ウィンドウで、ディスプレイ エディタを右クリックします。   

2. [インポートおよびエクスポート] をクリックして、グラフィック インポート 
エクスポート ウィザードを開きます。

3. [操作タイプ] ダイアログ ボックスで [ディスプレイにグラフィック情報をイン

ポート] を選択し、[次へ] をクリックします。

修正されたグラフィック ディスプレイをインポートすると、既存のディスプレイが上書きされ

ます。既存のディスプレイのコピーを保存するには、グラフィック インポート エクスポート 
ウィザードの [インポートによって修正されるディスプレイをバックアップしますか?] というプ

ロンプトで、[はい] を選択します。

または、修正したディスプレイをインポートする前に、既存のディスプレイをエクスポートし

てバックアップ コピーを作成することもできます。
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4.  ウィザードの指示に従います。

グラフィック インポート エクスポート ウィザードの詳細な使用方法ついて

は、ヘルプを参照してください。

グラフィック ディスプレイの XML ファイル構造

グラフィック ディスプレイの XML ファイルは、グラフィック ディスプレイ用

のオブジェクトと設定について説明する FactoryTalk View XML ドキュメントで

す。XML ドキュメントのルート エレメントは gfx と呼ばれています。これはグ

ラフィック ディスプレイを表しています。 

XML ドキュメントには、ルート エレメントを 1 つだけ含めることができます。

その他すべてのエレメントは、ルート エレメントの開始マーカーと終了マー

カーの間に入れる必要があります。 

XML ドキュメントでは、エレメントの開始マーカーはこのようになります。

 <element name>

終了マーカーはこのようになります。

 </element name> 

エレメントの属性を指定するためのシンタックスは次のとおりです。

attribute=「value」

属性値は一重引用符または二重引用符で囲む必要があります。エレメントには
複数の属性を指定できます。たとえば、キャプション エレメントには 13 の属性

を指定できます。

グループ オブジェクトのエレメントは次のように開始し、

<group name>

 次のように終了します。 

</group name> 

<group> エレメントには、グループ内の各オブジェクトのすべてのエレメントと

属性が含まれています。 

次に、2 つのグラフィック オブジェクトを含むグラフィック ディスプレイにつ

いて、XML ドキュメントのサンプルを示します。アニメーション、接続、状態

は、すべてグループ オブジェクトです。
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グラフィック オブジェクトのエレメントとその属性の詳細については、ヘルプ

を参照してください。  

Element 説明

<gfx> ルート エレメント。

<displaySettings> グラフィック ディスプレイ エディタの [ディスプレ

イの設定] ダイアログ ボックスからの属性が含まれ

ます。

 <object1> オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックス

の [全般] タブと [共通] タブからの属性と、オブ

ジェクトのキャプション、イメージ、アニメーショ
ン、および接続のエレメントが含まれます。

 <caption> オブジェクトのキャプションの属性が含まれます。

<imageSettings> オブジェクトのイメージの属性が含まれます。

 <animations> オブジェクトに対して設定された各タイプのアニ
メーションの、アニメーション エレメントが含ま

れるグループ オブジェクト。

<animateVisibility> 可視性のアニメーションの属性が含まれます。

<animateColor> 色のアニメーションの属性が含まれます。

 </animations> アニメーション オブジェクトの終了を示します。

<connections> オブジェクトに割り当てられている各接続の、接続
エレメントが含まれるグループ オブジェクト

<connection name= 「Value」> 接続値の属性が含まれます。

<connection name= 「Indicator」> インジケータ接続の属性が含まれます。

 </connections> 接続オブジェクトの終了を示します。

 </object1> object1 エレメントの終了を示します。

 <object2> オブジェクトの [プロパティ ] ダイアログ ボックス

の [全般] タブと [共通] タブからの属性と、オブ

ジェクトの状態と接続のエレメントが含まれます。

<states> オブジェクトの各状態の状態エレメントが含まれる
グループ オブジェクト。

 <state stateid=「0」> オブジェクトの 初の状態の属性と、状態のキャプ
ションおよびイメージのエレメントが含まれます。

 <caption> 状態のキャプションの属性が含まれます。

<imageSettings> 状態のイメージの属性が含まれます。
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D • XML ファイルをインポートおよびエクスポートする   
•  •  •  •  •

D
 ????????
 </state> 状態エレメントの終了を示します。

 <state stateid=「1」> オブジェクトの 2 番目の状態の属性と、状態のキャ

プションおよびイメージのエレメントが含まれます。

 <caption> 状態のキャプションの属性が含まれます。

<imageSettings> 状態のイメージの属性が含まれます。

</state> 状態エレメントの終了を示します。

 </states> 状態オブジェクトの終了を示します。

<connections> オブジェクトに割り当てられている各接続の、接続
エレメントが含まれます。

<connection name= 「Value」> 接続値の属性が含まれます。

<connection name= 「Indicator」> インジケータ接続の属性が含まれます。

 </connections> 接続エレメントの終了を示します。

 </object2> object2 エレメントの終了を示します。

 <vbaProject> VBA プロジェクトのエレメントが含まれます。

 <vbaItem> VBA コード項目のエレメントが含まれます。

<vbaCode> VBA ソース コードが含まれます。

</vbaCode> vbaCode element の終了を示します。

<encryptedData> VBA コード項目がユーザー フォーム、モジュール、

クラス モジュール、またはプロシージャの場合は、

暗号化されたコード情報が含まれます。

</encryptedData> encryptedData エレメントの終了を示します。

 <vbaItem> vbaItem エレメントの終了を示します。

 <vbaProject> vbaProject エレメントの終了を示します。

</gfx> gfx エレメントの終了を示します。

Element 説明
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インデックス
•  •  •  •  •
インデックス

シンボル

.bmp ファイル 16–36, 16–37

.cab ファイル 17–70

.dat ファイル 22–1, 22–3

.dxf ファイル 16–36

.ggfx ファイル 16–33

.gif ファイル 16–36

.jpg ファイル 16–36

.pcx ファイル 16–36

.tif ファイル 16–36

.wmf ファイル 16–36

.xml ファイル 16–2, D–1

A

AcknowledgeAll コマンド 11–12
Acknowledge コマンド 11–12
ActiveX オブジェクト 16–2, 17–2, 17–67

VBA コードとの使用 18–33
アニメーションの適用 18–30
イベント 18–33
キーボードの使用の選択 17–12
自動的に展開 17–70
ディスプレイでのハイライト 17–12
名前の使用 18–31
プロパティの修正 18–31
メソッド 18–32

Invoke コマンド 18–33
ActiveX ツールボックス 17–70
AlarmLogRemark コマンド 11–46
Allen-Bradley 以外のデバイス 1–10, B–2

B

Business Objects Crystal Reports 22–1
FactoryTalk Diagnostics 15–1

C

CABARC.exe 17–70
Crystal Reports

参照 Business Objects Crystal Reports

D

DDE 通信
クライアントとしての HMI サーバー B–2, B–3
シンタックス B–3
ポーリング レート B–3

Diagnostics Viewer 15–10
実行時に開く 15–11

Display コマンド
位置パラメータ 16–54
キャッシュ パラメータ 16–59
ドッキング パラメータ 16–61

DownloadAll コマンド 17–31
Download コマンド 17–31

E

Enter キー 17–52
オフにする 17–75
ハンドシェイク 17–52, 17–55, 17–58

Enter タグのリセット 17–56

F

F1 キーと優先順位 19–9
FactoryTalk Activation 1–4, 1–10

関連項目 アクティベーション
FactoryTalk Alarms and Events 1–4, 12–2

アラーム監視
セキュリティ 12–21
セットアップ 12–18

アラーム クラス 12–15
アラーム サーバー

RSLinx Enterprise 12–22
タグ アラームとイベント サーバー 12–24

アラーム状態 12–15
アラーム ステータス エクスプローラ 12–13,   

12–53
アラームの無効化 12–57
アラームの抑制 12–57
構成 12–54
詳細の表示 12–56
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 •
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 •

  
•

アラーム ステータス タグ 12–16
アラーム タグ 12–16, 12–61
アラーム ディスプレイ 12–12, 12–38
アラームとイベント サマリ 12–13, 12–39

アラーム監視 12–46
構成 12–47
データのフィルタおよびソート 12–48

アラームとイベント バナー 12–13, 12–39
クライアント ウィンドウへのドッキング 

12–45
実行時 12–44

アラームとイベント ポリシー 12–19
アラームとイベントログ ビューア 12–13

構成 12–59
作成 12–58

アラームのインポートおよびエクスポート
12–69

形式 12–70
アラームの重要度 12–14
アラームの認識 12–48

アラーム タグの使用 12–62
すべてのアラーム 12–49
選択したアラーム 12–49

アラームの無効化 12–50
アラームの優先度 12–14
アラームの抑制 12–50
アラーム フォルト 12–10
アラーム メッセージ 12–17
アラームの優先度

セットアップ 12–25
アラーム履歴のロギング 12–25
アラーム ログ 12–17
アラーム優先度

修正 12–14
タグベースのアラーム 12–27

アラーム タグ 12–62
アラームとイベントセットアップ エディ 

タ 12–31
アラーム メッセージ 12–33
更新頻度 12–36
ステータス タグ 12–32
デジタル アラーム 12–27

偏差アラーム 12–30
レベル アラーム 12–29

デジタル アラーム 12–12
デッドバンド 12–10
内蔵型アラーム関数 12–63

アラーム数 12–65
アラーム ソースの指定 12–66
重要度 12–64

偏差アラーム 12–11
ラッチされたデジタル アラーム 12–12, 12–50

リセット 12–50
利点 12–2
履歴のロギング 12–36
履歴ロギング

データベースの定義 12–37
有効化 12–38

レベル アラーム 12–8
制限 12–8

FactoryTalk Alarms and Events に関する詳細情報    
12–5
FactoryTalk Diagnostics 15–1

ODBC へのロギング 15–6
メッセージのバッファ 15–7

宛先 15–3
関連項目  診断リスト
セットアップ ツール 15–5
対象者 15–4
タグ書き込みの分類 15–5
ヘルプ 15–2
メッセージ 15–3

カテゴリ 15–3
対象者 15–4
ルーティング 15–3, 15–5

ログ ファイルの表示 15–10
FactoryTalk Diagnostics Viewer

Diagnostics Viewer を参照
FactoryTalk Directory 4–1

Local Directory 1–11
Network Directory 1–11

localhost の指定 4–6
サーバー ステータスの監視 14–8
複数のアプリケーションの管理 4–5
I–2



インデックス
•  •  •  •  •
サービスの障害 4–9
シングル サインオン 5–6
ローカル キャッシュ 14–8

FactoryTalk Security
権限の割り当て 5–38
コンピュータ アカウント 5–30
システム ポリシー 5–33
システム リソース 5–35
情報の検索 5–3
シングル サインオン 5–6
パスワードの変更 5–9
ユーザー アカウント 5–30
ユーザーの許可 5–1
ローカル アプリケーション 8–5

FactoryTalk View
ツール

Diagnostics Viewer 15–10
FactoryTalk Diagnostics Setup 15–5
FactoryTalk Directory の場所の指定 4–6,   

14–9
HMI タグ アラーム ログ ビューア 11–34
アプリケーション マネージャー 6–25, 7–   

17, 7–18
タグのインポートおよびエクスポート

ウィザード 10–29
保護コマンド エディタ 5–21

FactoryTalk View SE
アクティビティ メッセージ 15–3
グラフィック オブジェクト 17–1
システム制限 14–13
ソフトウェア コンポーネント 1–3
ログオンとログオフ 5–5

FactoryTalk View SE Administration Console 22–19
FactoryTalk View SE Client 1–4

オブジェクト モデル C–1, C–5
ヘルプ C–10

システム制限 14–13
スクロール バーを表示しない 16–53
セキュリティの設定 5–25
ディスプレイのドッキング 12–45, 16–60
パスワードの変更 5–9
ログオフ 5–9

FactoryTalk View SE Server
参照 HMI サーバー

FactoryTalk View Site Edition 1–1
FactoryTalk View Site Edition について 1–1
FactoryTalk View Studio 1–4

[通信] タブ 2–6
エクスプローラ ウィンドウ 2–6
エディタ 2–12

アラームのセットアップ 11–17
イベント 24–9
印刷 2–20
クライアント キー 24–20
グラフィック 16–4
作業のヒント 2–18
式 20–2
実行時セキュリティ 5–14
タグ 10–22, 11–22
データ ログ モデル 22–6, 22–12
ディライブド タグ 24–2
保護されたコマンド 5–21
抑制リスト 11–12, 11–36

エディタを開く 2–11
実行 2–1
詳細 2–4
ステータス バー 2–7
ツールバー 2–5
ワークスペース 2–6

FactoryTalk View Studio の Samples Water 1–12, 2–3
FactoryTalk システム 14–1
FlushCache コマンド 16–57, 16–60

シャットダウン時に実行 16–57

H

HandshakeOn コマンド 11–15
HMI アナログ タグ 10–19

アラームの設定 11–24
HMI クライアント 6–7, 7–6, 8–6
HMI サーバー 6–6, 7–5

DDE クライアントとして B–2
アクティブ時マクロ 6–21
アプリケーションへの追加 6–13, 7–10
起動コンポーネント 6–21
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削除 6–23, 7–15
冗長システムの制限 14–13
冗長性 6–10

関連項目システムの可用性
スタンバイ時マクロ 6–21
ステータスの監視 8–11
タグ ブラウザで表示する 10–11
ディスク容量の監視 6–17, 7–13
ネットワーク アプリケーション 6–2, 7–2
複数サーバーの実行 6–16
複数サーバーの使用 6–15
プロパティ 6–17, 7–13, 8–9
ローカル アプリケーション 8–2, 8–5

HMI サーバー ステータスを監視する 8–11
HMI システム タグ 10–19
HMI タグ 10–2, 10–5

DDE B–2
OPC アドレスのシンタックス 10–27
値のオフセット 10–2
値のスケーリング 10–2
アナログ タグ 10–19
アラームの設定 11–24
インポート 10–29

タグ ブラウザ 10–17
小値と 大値 10–3

削除 10–26
作成 10–25, 10–28, 24–3, 24–10

タグ ブラウザ 10–17
参照 10–11
式での使用 10–21
システム タグ 10–19
修正 10–25
セキュリティの設定 5–24, 10–2
タグ エディタ 10–22
データ ソース 10–20
データベースを設計する 3–10
デジタル タグ 10–19
デバイス タグ 10–20
名前付け 10–21
フォルダ内で整理 10–21
複製 10–26
メモリ タグ 10–3

メモリ データ ソース 10–27
文字列タグ 10–19

HMI タグ アラーム 10–4, 11–1, 12–5
[ID] ボタン 11–48
FactoryTalk アラーム 12–2
アナログ タグ 11–24
アラーム イベント 11–25

ロギング 11–27
アラーム監視

開始および停止 11–48
冗長サーバー 11–18

アラーム サマリ 11–9, 17–41, 18–29
色 11–40
作成 11–38
データのソート 11–42
データのフィルタ 11–43
フォント 11–40
ボタン 11–41
見出しの挿入 11–39
領域の表示 11–42

アラーム条件の定義 11–22
アナログ タグ 11–24
タグ エディタ 11–16, 11–22
デジタル タグ 11–24

アラーム ディスプレイ 11–8
アラームの監視

設定 11–18
アラームのしきい値 11–3

変数のしきい値 11–5
アラームの重要度 11–7

設定 11–19
アラーム バナー 11–7
アラーム フォルト 11–5
アラーム メッセージ 11–20

アラーム外 11–20
アラーム状態 11–20
カスタム メッセージ 11–22
システムのデフォルト 11–21
タイプ 11–8
認識 11–20
プレースホルダ 11–21
ユーザー デフォルト 11–22
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インデックス
•  •  •  •  •
アラーム ロギング 11–27
ODBC 11–30
ODBC へのエクスポート 11–30
冗長サーバー 11–18

アラーム ログ ファイル 11–8
作成 11–29
制限 11–35
注釈の追加 11–35
名前 11–34
場所 11–29
表示 11–33

組み込み関数 11–12, 20–16
アラーム状態 11–13
認識済み 11–13

コマンド
Acknowledge 11–12
AcknowledgeAll 11–12
AlarmLogRemark 11–35, 11–46
AlarmOff 11–10, 11–49
AlarmOn 11–15, 11–48, 22–20
HandshakeOn 11–15
ID 11–48
SuppressOn 11–12

コマンドの実行 11–45
システム タグ 11–11
タグ プレースホルダ 11–44
デジタル タグ 11–24
デッドバンド 11–6
トレンド内でのチャートの作成 23–17
認識 11–11, 11–14

認識ビット 11–14
ハンドシェイク

オンに切り替え 11–15
ハンドシェイク ビット 11–15
抑制 11–12
抑制リスト 11–36

HMI タグ アラーム ログ ビューア 11–34
HMI タグのデータ ソース 10–20

デバイス 10–26
メモリ 10–27

HMI デジタル タグ 10–19
アラームの設定 11–24

HMI デバイス タグ

DDE 通信 B–2
データ ソース 10–26

HMI プロジェクト 6–6, 7–6, 8–6
フォルダへのアクセス取得 2–3
プロジェクト ファイルの削除 6–24, 7–16

HMI プロジェクト コンポーネント

HMI サーバー 6–6, 7–6
アプリケーションに追加する 2–15
エクスプローラ ウィンドウ内 2–14
コマンド パラメータとして A–7
作成 2–14
絶対参照 6–8
相対参照 6–8
表示 2–14
開く 2–14
ファイル名 2–16

大長 2–16
スペース 2–16

HMI メモリ タグ 10–27
HMI 文字列タグ 10–19

I

ID コマンド 11–48
if-then-else 式 20–22
Invoke コマンド 18–33

L

Logix5000 デバイス 10–6
アラーム命令 12–2

M

Microsoft Access 22–4
Microsoft Excel

FactoryTalk Diagnostics 15–1

HMI タグ アラーム ログの表示 11–8
HMI タグを作成 10–28
エクスポートされたテキスト ファイルの保存 

13–20
データ ロギング 22–1
テキスト文字列の操作 13–15
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Microsoft SQL Server 22–4
Microsoft Visual Basic

DDE 通信 B–2
HMI タグ アラーム ログの表示 11–8

Modicon 製デバイス B–2, 1–10

N

NextPosition コマンド 18–21

O

ODBC スキーマ

参照 ODBC ストレージ形式

ODBC ストレージ形式

データ ログ ファイル 22–1, 22–4
ODBC データベース

FactoryTalk Diagnostics 15–6

ODBC データ ロギング

参照 データ ロギング
OLE for Process Control

参照 データ サーバー、OPC
OLE オブジェクト 17–2, 17–66

セキュリティの設定 5–23
動詞のアニメーション化 18–19

OPC-DA データ アイテム

参照 タグ、データ サーバー タグ

P

Position コマンド 18–21
PrevPosition コマンド 18–21
PrintDisplay コマンド 16–64

Q

Quick Start

VBA コード C–2

R

Rockwell Automation デバイス サーバー 12–7, 12–     
22
RSAssetSecurity

参照 FactoryTalk Security

RSLogix 5000 10–6

S

Samples Water 1–11

実行 1–13
テスト 1–13

ScreenPrint コマンド 16–65
SE HMI タグ アラーム ログ ビューア 11–9
SetFocus コマンド 16–50
Siemens 製デバイス 1–10, B–2
Symbol Factory 17–2, 17–71

イメージ コンテナにインポート 16–40
Symbol Factory を開く、Symbol Factory 17–71

T

[tag] パラメータ 18–28
ThisDisplay という名前のモジュール C–4
ThisDisplay モジュール C–4

U

UploadAll コマンド 17–31, 17–50
Upload コマンド 17–31, 17–50

V

VBA

ヘルプ C–10
VBA IDE C–1, C–3

ThisDisplay モジュール C–4
プロシージャ ウィンドウ C–5
プロシージャについて C–3
プロジェクト エクスプローラ C–4
オブジェクト ブラウザ C–8
プロパティ ウィンドウ C–5

VBA コード

ActiveX オブジェクトとの使用 18–33
ActiveX オブジェクトのアニメーション化 18–  

30
使用方法の計画 3–18

VBA コードによるプロシージャ C–3
VBA 統合開発環境

参照 VBA IDE
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インデックス
•  •  •  •  •
VBA のオブジェクト ブラウザ C–8
VBA のドキュメント C–10
VBA のプロシージャ ウィンドウ C–5
VBA のプロジェクト エクスプローラ C–4
VBA のプロパティ ウィンドウ C–5

W

Windows
地域設定 13–2
ワークグループ 4–5

X

XML ファイル D–1
インポート D–4
エクスポート D–1
構造 D–5
作成 D–1
修正 D–2
テスト D–3

あ

アーキテクチャ
冗長性 3–3, 6–16, 14–13

アクティビティのロギング
 FactoryTalk Diagnostics を参照

アクティブ (パートナーに接続できない) 14–7
アクティブ時マクロ 14–37
アクティブ状態 14–5
アクティブとの同期 14–6
アクティブ マクロ

参照 アクティブ時マクロ
アクティベーション

アクティベーションなしで実行する 1–10
冗長システム 14–14
デモ モード 1–10
猶予期間 1–10

値タグ 17–57
アニメーション 18–1

ActiveX オブジェクト 18–1, 18–30
VBA コードの使用 18–30
アクションへのリンク 18–4
アニメーションを表示する 18–8

オブジェクト キー 18–24
オブジェクト グループに適用 16–22, 18–6

優先順位 18–6
オブジェクト スマート パス 18–5
オブジェクトの複製 18–8
キーへのリンク 18–1
グローバル オブジェクト 18–9
コピー 18–8
式へのリンク 18–1, 18–4
タグ プレースホルダ 18–4
タグへのリンク 18–1, 18–3
ディスプレイ キー 18–25
テキストの回転 18–17
テスト 18–7
モーションの範囲を定義する 18–5
テスト 23–6

[アニメーション] ダイアログ ボックス 18–2
開く 18–3

アニメーション タイプ 18–9
OLE 動詞 18–19
色 18–10
回転 18–16
可視性 18–10
垂直位置 18–15
垂直スライダ 18–19
水平位置 18–15
水平スライダ 18–18
タッチ 18–18
塗りつぶし 18–15
幅 18–17

アニメーションのタイプ
色

グループ化されたオブジェクト 18–6
塗りつぶし

グループ化されたオブジェクト 18–6
アプリケーション 2–2, 6–1, 7–1, 8–1

Sample Water 1–11
アーキテクチャ 3–3, 6–16, 14–13
計画 3–1

アラームの監視 3–7
システムのカスタマイズ 3–18
冗長システム 14–10
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FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

セキュリティ 3–11
通信 3–6
トレンド 3–16
ネットワーク レイアウト 3–2
複数のユーザー用 3–17

言語切り替え
参照 言語切り替え

コンポーネントの参照 6–8
実行時設定 3–13
冗長サーバー 14–2, 14–10
冗長性のためのアーキテクチャ 3–3, 6–16, 14–   

13
ナビゲーション ディスプレイ 19–1
開く 2–2
プロセス フェースプレートの追加 16–34

アプリケーション サーバーの状態 14–4
冗長サーバー 14–6

アプリケーションにコンポーネントを追加する 2– 
15
アプリケーション マネージャー 6–25, 7–17, 7–18,    
8–11
アラーム インポート エクスポート ウィザード D–    
1
アラーム クラス 12–15
アラーム ステータス エクスプローラ 12–53
アラーム セットアップ エディタ 11–17
アラーム タグ 12–16, 12–61
アラームとイベント オブジェクト 17–2

アラーム サマリ 12–13
アラーム ステータス エクスプローラ 12–13
アラーム バナー 12–13
関連項目FactoryTalk Alarms and Events
ログ ビューア 12–13
関連項目FactoryTalk Alarms and Events
キーボードの使用の選択 17–12

アラームとイベントセットアップ エディタ 12–27
アラームとイベント ヒストリアン 12–37
アラームとイベント履歴ロギング 12–36
アラームの認識

HMI タグ アラーム 11–11
アラーム監視

計画 3–8

アラームの認識
FactoryTalk アラーム 12–48

アラームのフィルタ
HMI タグ アラーム サマリ 11–43

アラームの抑制
FactoryTalk アラーム 12–50
HMI タグ アラーム 11–12

アラーム ロギング
FactoryTalk アラーム 12–36
HMI タグ アラーム 11–27

アラームを無効化する 12–57
アラームを有効化する 12–51, 12–57

い

イベント
ActiveX オブジェクト 18–33
オンデマンド ロギング 22–18
コマンド

EventOff 24–14
EventOn 24–13

大更新頻度 24–12
作成 24–11
修正 24–12
処理の開始と停止 24–12
制限 24–12
評価間隔 24–12
複数のコンポーネントの使用 24–12

イベントベースのアラーム 11–25
イメージ 17–10

インポート 17–11
ディスプレイに配置 17–10
ディスプレイに貼り付け 17–11

色 16–24
HMI タグ アラーム サマリ 11–40
グラフィック オブジェクト 18–10

色のアニメーション 18–10
印刷 2–20

実行時 2–21
プリンタを選択する 2–21

インジケータ オブジェクト 17–1
インジケータ タグ 17–34, 17–57
状態 17–34
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インデックス
•  •  •  •  •
下位ビット 17–34
シンボル インジケータ 17–33

作成 17–35
タグへの接続 17–34
マルチステート インジケータ 17–33

作成 17–35
リスト インジケータ 17–33

作成 17–35
インデックス番号 18–20

確認 18–20
削除 17–13
変更 18–23

インポート

グラフィック ディスプレイ D–1
翻訳されたテキスト ファイル

参照 言語切り替え

う

埋め込み変数 21–1
値のタイプ 21–1
実行時の更新 21–11
実行時の表示 21–10
数値変数 21–4

数値のあるシンタックス 21–5
タグのあるシンタックス 21–5

挿入 21–2
キャプション 21–2
タイトル バーのテキスト 21–3
ツールチップ 21–3
ローカル メッセージ 21–3

日付と時刻の変数 21–8
シンタックス 21–9

変更 21–4
文字列変数 21–6

タグのあるシンタックス 21–7
文字列のあるシンタックス 21–7

え

エクスプローラ

FactoryTalk View Studio 内 2–9

エディタを開く 2–11
フォルダを開く 2–11

エクスポート

グラフィック ディスプレイ D–1
テキスト文字列

参照 言語切り替え

エラー メッセージ 15–4
円グラフィック オブジェクト 17–7
円弧グラフィック オブジェクト 17–7

お

オーバーレイ タイプのグラフィック ディスプレ  
イ 16–49
押しボタン オブジェクト 17–1, 17–14

キーボードの使用の選択 17–12
実行時エラー状態 17–20
瞬時式 17–14, 17–16
持続式 17–14, 17–17
ボタン 17–14, 17–15
マルチステート 17–14, 17–20
ラッチ式 17–14, 17–18
ランプ式 17–15, 17–22, 17–24
連動式 17–14, 17–21

オブジェクト

参照 グラフィック オブジェクト

オブジェクト キー 18–23
キー リスト 18–26
コマンドの実行 18–27
作成 18–24
優先順位 19–8

オブジェクト スマート パス 18–5
オブジェクトの選択 16–10
オブジェクトの表示および非表示 18–10
オブジェクト モデル

参照 FactoryTalk View SE Client
オブジェクトを表示する C–8
オフライン タグ 10–17, 10–18
オンラインでの変更 14–2

HMI タグ 14–28
HMI タグ アラーム 14–32
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FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

か

回転のアニメーション 18–16
可視性アニメーション 18–10
可視状態タグ 17–58
稼働準備完了 14–5
角の丸い四角形グラフィック オブジェクト 17–5
壁紙 16–29
可用性

参照 システム可用性
関係演算子 20–7
監査メッセージ 15–4
関数

参照 式、組み込み関数

き

キー 17–38, 19–7
Enter キー ハンドシェイク 17–52
アニメーション 17–38
オブジェクト キー 18–24
関連項目 キー リスト
関連項目 特別なキー
キー タイプ間の優先順位 19–8
クライアント キー 18–23
コマンドの実行 18–27
実行時の表示 18–26
ショートカット キー 19–10
スクリーン キーボード 16–58, 17–31, 17–38
ディスプレイ キー 18–25
ディスプレイを開く 19–5
トレンドでの矢印キー 23–32
リストのスクロールに使用 17–51

キー オブジェクト 17–1, 17–39
1 ページ上に移動 17–39
1 ページ下に移動 17–39
Backspace 17–39
End 17–39
Enter 17–39
Home 17–39
上へ移動 17–39
下へ移動 17–39
自動繰り返し 17–40
左へ移動 17–39

プレスの送信先 17–40
右へ移動 17–39

キー ナビゲーション 17–12
オフにする 17–13

キーの自動繰り返し 17–40
キーボード ショートカット 19–10
キー リスト 18–26

無効化 18–27
起動状態 14–5
起動マクロ 24–18

トレンドでの使用 23–25
キャプション 17–8
共通アクション

参照 セキュリティ権限、共通アクション

く

くさび形グラフィック オブジェクト 17–7
クライアント キー 19–5

キー ファイルの実行 24–21
作成 24–20
優先順位 19–8

グラフィック オブジェクト タイプ 17–1
グラフィック エディタ 16–4

ショートカット メニュー 16–11
ステータス バー 16–6
ツールバー 16–5, 16–10

ActiveX ツールボックス 17–70
表示領域 16–5

グラフィック オブジェクト 17–1
XML にエクスポート D–2
XML のインポート D–4
アニメーションの適用 18–2

関連事項アニメーション
インデックス番号の確認 18–20
インデックス番号を使用して移動する 18–20
インポート 16–36
オブジェクト キーの定義 18–24
回転 16–21
重ねる 16–16
間隔 16–19
キャプション 17–8

埋め込み変数 21–2
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インデックス
•  •  •  •  •
共通プロパティ 17–4
グループの変更 16–23
コピー 16–12
サイズ変更 16–15
式の割り当て 16–27
プロパティの変更 17–8
状態のテスト 16–31
状態の表示 16–31

状態ツールバー 16–31
プロパティ パネル 16–31

整列 16–17
選択 16–10

キーボードの使用 17–12
線のプロパティ 16–26
タグの指定 17–11
タグの割り当て 16–27
ツールチップ

埋め込み変数 21–3
データ入力 17–25
データ表示 17–25
データを使用 17–11
ディスプレイのグリッドで配置 16–9
テキストの置換 16–29
テキストのフォントを選択 17–8
名前 16–26
塗りつぶし模様 16–24
配列 16–16
反転 16–20
ヒント 16–28
複製 16–14
変換 16–37

グラフィック オブジェクト タイプ
トレンド

参照 トレンド
ActiveX

参照 ActiveX オブジェクト
OLE

参照 OLE オブジェクト
アラームとイベント

参照 アラームとイベント オブジェクト
インジケータ

参照 インジケータ オブジェクト

押しボタン
参照 押しボタン オブジェクト

ゲージとグラフ
参照 ゲージとグラフ オブジェクト

詳細
参照 詳細オブジェクト

数値と文字列
参照 数値および文字列オブジェクト

描画
参照 キー オブジェクト
参照 描画オブジェクト

グラフィック オブジェクトの回転 16–21, 18–16
グラフィック オブジェクトの間隔 16–19
グラフィック オブジェクトのグループ化の解除 
16–22
グラフィック オブジェクトのサイズ変更 16–15
グラフィック オブジェクトの整列 16–17
グラフィック オブジェクトの配列 16–16
グラフィック オブジェクトの反転 16–20
グラフィック オブジェクトの複製 16–14
グラフィック オブジェクトを移動する 18–15
グラフィック オブジェクトを重ねる 16–16
グラフィック ディスプレイ 16–1

[ 前面に表示] タイプ 16–50
HMI タグ アラーム情報 11–10
xml インポートおよびエクスポート 16–2
XML にエクスポート D–2
XML のインポート D–4
移動

階層を使用する 3–14, 19–1
印刷 2–20, 16–64

実行時 2–21
オーバーレイ タイプ 16–49
オブジェクト グループの変更 16–23
オブジェクトの回転 16–21
オブジェクトの間隔 16–19
オブジェクトのグループ化 16–22
オブジェクトのグループ化の解除 16–22
オブジェクトのサイズ変更 16–15
オブジェクトの整列 16–17
オブジェクトの選択 16–10
オブジェクトの線のプロパティ 16–26
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FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

オブジェクトの名前付け 16–26
オブジェクトの塗りつぶし模様 16–24
オブジェクトの配置 16–9
オブジェクトの配列 16–16
オブジェクトの反転 16–20
オブジェクトのヒント 16–28
オブジェクトの複製 16–14
オブジェクトを重ねる 16–16
外観 16–48
壁紙 16–29
起動とシャットダウンのコマンド 16–57
キャッシュ 16–51, 19–7

Display コマンドの使用 16–59
グローバル オブジェクト ディスプレイ 16–31
コマンド

Download 17–31
DownloadAll 17–31
FlushCache 16–57, 16–60
PrintDisplay 16–64
PullForward 16–50
PushBack 16–50
RecipeRestore 17–48
RecipeSave 17–50
ScreenPrint 16–65
SetFocus 16–50
Upload 17–31, 17–50
UploadAll 17–31, 17–50
起動 16–56
キャッシュ パラメータの表示 16–59
シャットダウン 16–56

ズーム インとズーム アウト 16–9
設計 3–13
タイトル バー 16–51

埋め込み変数 21–3
対話式オブジェクト 16–57
タグの限界値 10–6, 17–27
置換タイプ 16–49
ディスプレイ キーを定義する 18–25
ディスプレイのサイズ変更 16–52
ディスプレイの配置 16–54
テキスト文字列の置換 16–29
テスト 16–30

アニメーション 18–7
オブジェクトの状態 16–31
トレンド 23–6

デフォルト設定 16–60
テンプレートを作成する 3–14, 16–60
動作 16–48
ドッキング 12–45, 16–60

ドッキングされたディスプレイを閉じる
16–64

ナビゲーション 19–1
キーの使用 19–5
ボタンの使用 19–6

入力オブジェクトの色 16–57
パフォーマンスの向上 16–59
パラメータ ファイルの割り当て 16–42
複数コピーの同時実行 16–50
ヘルプの作成 18–28
保護 5–22, 16–54

グラフィック ディスプレイのテスト 1–13
グラフィック ディスプレイのドッキング 12–45,  
16–60
グラフィック ディスプレイをキャッシュする 16–  
51
グラフィック ライブラリ

参照 ライブラリ
グループ化されたオブジェクト

アニメーション化 18–6
グループ化の解除 16–22

グループ化されたオブジェクトの変更 16–23
グループの編集モード 16–23
グローバル オブジェクト 16–31, 17–2, 17–59

アニメーション化 18–9
グローバル オブジェクト ディスプレイ 16–32
参照オブジェクト 16–3

グラフィック ライブラリ 17–61
グループ化されたオブジェクトのリンク

17–65
作成 17–60
実行時に更新 16–3
ベース オブジェクトへのリンク 17–60
リンクされたプロパティ 17–62
リンクの切断 17–66
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インデックス
•  •  •  •  •
タグ プレースホルダ 16–44, 16–45
変更 16–47

パラメータ値 16–45
ベース オブジェクト 16–3
リンクの切断 17–66

グローバル オブジェクト ディスプレイ 16–31
グローバル オブジェクトの作成 16–3, 17–59
作成 16–32, 16–33

標準ディスプレイ 16–33
実行時 16–34
場所 16–33
ファイル形式 16–33
ベース オブジェクト 16–3

け

ゲージおよびグラフ オブジェクト
ゲージ 17–37

限界値の表示 17–36
スケール 17–38
棒グラフ 17–38

値の比較 17–36
ゲージとグラフ オブジェクト 17–1
警告メッセージ 15–4
言語関数 20–20
言語切り替え 13–1

Windows 言語のインストール 13–7
アプリケーション言語 13–8

現在の言語 13–9
大数 13–1

選択 13–8
追加 13–9
デフォルト言語 13–8

エクスポートされたテキスト ファイル
Microsoft Excel ファイル 13–15, 13–20

形式 13–14
重複文字列 13–18
文字列の翻訳 13–17

Unicode ファイル 13–14
形式 13–19
スキーマ 13–21

グラフィック ライブラリでのサポート 13–31
地域設定 13–2

テキスト ファイル

インポート 13–23
インポートのトラブルシューティング

13–25
テキスト文字列

エクスポート 13–12
エクスポートのトラブルシューティング

13–13
重複文字列の 適化 13–18
未定義 13–11

ローカル メッセージ 13–2
言語コマンド 13–30
[言語設定] ダイアログ ボックス 13–12, 13–23
現在のアプリケーション言語 13–9

こ

コマンド A–1
ActiveX イベントへの接続 18–33
関連項目 個々のコマンド エントリ

起動とシャットダウン 16–57
コマンド ウィザードで作成する 2–19
実行 A–4
セキュリティの設定 5–21
絶対参照 A–6
相対参照 A–7
タッチ アニメーションを使用して実行 18–18
ディスプレイ間の移動 19–3
ディスプレイのキャッシュ 23–26
プレースホルダ A–2
プレースホルダの使用 24–15
マクロ 2–20

コマンド ウィザード 2–20
コマンドを作成する 2–19

コマンドの実行 11–45
コマンドの定義 A–8
コマンドを未定義にする A–9
コントロール リスト セレクタ 17–41, 17–50, 17–57
コンピュータ アカウント 5–31

さ

[サーバー ステータス] ダイアログ ボックス 6–23,    
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7–15, 8–11, 14–3
[ 前面に表示] タイプのグラフィック ディスプレ  
イ 16–50
算術演算子 20–6
参照オブジェクト 16–3, 16–32, 17–60

関連項目 グローバル オブジェクト
作成 17–60
実行時に更新 16–3
パラメータ値 16–45
ベース オブジェクトへのリンク 16–32

リンクされたプロパティ 17–62, 18–9
[参照] ボタン 2–18

し

四角形グラフィック オブジェクト 17–5
時間関数 20–14
式 2–20, 20–1

HMI タグ アラーム イベント 11–27
if–then–else 論理 20–22
イベント 20–2
演算子の評価 20–10
オブジェクト アニメーション 18–4
関係演算子 20–7
組み込み関数 20–12

HMI タグ アラーム 20–16
アラーム状態 11–13
認識済み 11–13
ワイルドカード 11–14

言語関数 20–20
時間関数 20–14
数学関数 20–12
セキュリティ関数 20–19
タグ関数 20–16
ファイル関数 20–13

グラフィック オブジェクトへの割り当て 16–  
27

コピー 20–4
作成 20–3
算術演算子 20–6
書式設定 20–4
シンタックスのチェック 20–4
タグ 20–5

通信エラーのレポート 20–16
データ ロギング 22–18
定数 20–6
ディライブド タグ 20–1
内蔵型関数

FactoryTalk アラーム 12–63
アラーム ソース 12–66, 12–67

プレースホルダ 20–5
論理演算子 20–8

システム アクティビティのロギング
参照 FactoryTalk Diagnostics

システム可用性
FactoryTalk View SE の機能 3–12
Network Directory 4–9
OPC サーバーの冗長性 9–11

スイッチバック オプション 9–12
セカンダリ サーバーの指定 9–12

RSLinx Enterprise の冗長性 9–7
スイッチバック オプション 9–8
セカンダリ サーバーの指定 9–7

計画 3–12
可用性 3–12

システム障害からの保護
参照 システム可用性

システム タグ 10–19, 10–20
HMI タグ アラーム 11–11

システムの可用性 6–10, 7–7
FactoryTalk View SE の機能 14–1
HMI サーバーの冗長性 6–10, 6–20, 14–16, 14–    

18
Network Directory の指定 14–16
サーバー障害の条件 14–25
スイッチバック オプション 14–26

クライアントに通知 14–28
スタンバイ時マクロ 6–21
制限 14–13
セカンダリ サーバーの指定 6–20
セカンダリにフェイルオーバー 14–26
プロジェクト ファイルのコピー 14–17
変更の複製 6–20, 14–19

Network Directory 14–9
アクティブ時マクロ 14–37
I–14



インデックス
•  •  •  •  •
アクティブとスタンバイの切り替え 14–25
アプリケーション サーバーの冗長性 6–16, 14–   

2, 14–10, 14–15
オンラインでの変更 14–2, 14–28

HMI タグ 14–28
HMI タグ アラーム 14–32

クライアントおよびサーバー接続 14–38
計画

冗長性 14–10
サーバー ステータスの監視 6–23, 7–15, 14–3

Network Directory サーバー 14–8
スタンバイ時マクロ 14–37
データの管理 14–35

HMI タグ アラーム 14–35
イベントを実行 14–37
ディライブド タグ 14–37
ロギング 14–36

ネットワーク異常 14–39
非冗長 HMI サーバー 14–7
ヘルス モニタリング ポリシー 14–38

実行
FactoryTalk View Studio 2–1

Samples Water クライアント 1–13
実行時

クライアント ウィンドウへのディスプレイの 
ドッキング 12–45, 16–60

グローバル オブジェクト ディスプレイ 16–34
参照オブジェクトの更新 16–3
操作の許可 17–72
フォントの代替 17–9
レシピの復元 17–47

実行時セキュリティ

参照 セキュリティ コード

実行時セキュリティ エディタ 5–14
実行時に

スクロール バーを表示しない 16–53
実行時

トレンドのトラブルシューティング 23–33

[実行] ボタン 11–45
重複テキスト文字列の 適化 13–18
瞬時式押しボタン 17–14, 17–16
ショートカット メニュー 2–18, 16–11
上位置タグ 17–58
障害状態 14–5
条件関連イベント 12–7
詳細オブジェクト 17–2, 17–41

ActiveX オブジェクト
参照 ActiveX オブジェクト

HMI タグ アラーム サマリ 17–41
OLE オブジェクト 17–66

作成 17–67
変換 17–67

キーボードの使用の選択 17–12
コントロール リスト セレクタ 17–41

Enter キー ハンドシェイク 17–52
値タグ 17–51
キー リストのスクロール 17–51
作成 17–50, 17–52
状態 17–51

タグ ラベル 17–41
作成 17–42

ディスプレイ リスト セレクタ 17–41
作成 17–43
状態 17–43

トレンド
トレンドを参照

パイロット コントロール リスト セレクタ 17–    
41

Enter キー ハンドシェイク 17–55
Enter タグのリセット 17–56
値タグ 17–55, 17–57
インジケータ タグ 17–57
可視状態タグ 17–58
キー リストのスクロール 17–54
作成 17–52
上位置タグ 17–58
状態 17–53, 17–57
リモート アクセス タグ 17–58
リモートでの制御 17–55

日付と時刻ディスプレイ 17–41
I–15



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

作成 17–43
矢印 17–41
レシピ オブジェクト 17–41
ローカル メッセージ ディスプレイ 17–41

作成 17–44
状態ツールバー 16–23, 16–31
冗長性

アーキテクチャに関するアドバイス 3–3, 6–  
16, 14–13

情報の検索
FactoryTalk Security 5–3

情報メッセージ 15–4
署名ボタン 17–72

作成 17–74
色

トレンド 23–16
シングル サインオン 5–6
シンタックス

DDE 通信 B–3
埋め込み変数

数値のある数値変数 21–5
タグのある数値変数 21–5
タグのある文字列変数 21–7
日付と時刻の変数 21–9
文字列のある文字列変数 21–7

式での確認 20–4
[シンタックスのチェック] ボタン 20–4
診断リスト 2–6, 15–8

表示および非表示 2–9
メッセージのクリア 2–7, 15–10

シンボル A–8
コマンドの定義 A–8
コマンドの定義の解除 A–9

シンボル インジケータ 17–33, 17–35

す

ズーム

グラフィック ディスプレイ 16–9
トレンド 23–31

垂直位置アニメーション 18–15
垂直スライダ アニメーション 18–19
水平位置アニメーション 18–15
水平スライダ アニメーション 18–18
数学関数 20–12
数値埋め込み変数 21–4

実行時 21–10
数値および文字列オブジェクト 17–1

キーボードの使用の選択 17–12
ディスプレイ オブジェクト 17–25

数値ディスプレイ 17–32
文字列ディスプレイ 17–32

電子署名 17–75
入力オブジェクト 17–25

数値入力 17–33
スクリーン キーボード 17–31
文字列入力 17–33

数値入力用のキーパッド 16–59
スクリーン キーボード 16–58, 17–31
スクロール バー

クライアント ウィンドウに表示しない 16–53
スケール グラフィック オブジェクト 17–38
スタンドアロン アプリケーション

参照 ローカル アプリケーション
スタンバイ時マクロ 6–21, 14–37
スタンバイ状態 14–7
スタンバイとの同期 14–6
スタンバイ マクロ

参照 スタンバイ時マクロ
ステータス タグ 12–16

せ

制御
参照 アニメーション

正方形グラフィック オブジェクト 17–5
セキュリティ 5–1

FactoryTalk View にユーザーをロック 5–25
HMI プロジェクト コンポーネント 5–11
関連項目 FactoryTalk Security
組み込み関数 20–19
計画 3–11
コマンド 17–73
I–16



インデックス
•  •  •  •  •
システム リソース 5–35, 5–38

ダウンロード 17–73

タグ書き込み 17–73

電子署名 17–72

セキュリティ権限

アクションごとに割り当て 5–37

アクションの拒否 5–38

一般的なアクション

アプリケーション作成 2–1, 6–5, 7–5, 8–5,    
9–5, 12–21, 13–6

アプリケーション修正 2–1, 6–5, 7–5, 8–5,    
9–5, 12–21, 13–6

共通アクション 5–45

継承した権限 5–39

上書き 5–41

サーバーの切り替え 14–25

明示的な権限 5–41

ユーザーごとに割り当て 5–37

優先 5–42

セキュリティ権限の継承 5–39

継承の上書き 5–41

継承の分断 5–40

セキュリティ コード

FactoryTalk View コマンド 5–21

FactoryTalk View ユーザー 5–15

HMI タグ 5–24

OLE オブジェクトの動詞 5–23
Unspecified_Command 5–21

グラフィック ディスプレイ 5–22, 16–54

コマンドおよびマクロ 5–21

マクロ 5–21

持続式押しボタン 17–14, 17–17

[接続] タブ 16–27

絶対参照 6–8

コマンド A–6

シンタックス 6–8

タグ 10–7

前景色のパレット 16–24
線のプロパティ 16–26

そ

相対参照 6–8
コマンド A–6
シンタックス 6–8, 6–9
タグ 10–8

た

タイトル バー 16–51
対話式オブジェクト

関連項目 詳細オブジェクト
動作の指定 16–57

楕円グラフィック オブジェクト 17–7
多角形グラフィック オブジェクト 17–6
タグ 10–1

HMI タグ
参照 HMI タグ

値の更新 17–29
値のロギング 10–6

値の書き込み 15–5
エディタで使用する 2–19
オブジェクト アニメーション 18–3
グラフィック オブジェクト

値の継続的な更新 17–27
グラフィック オブジェクトへの割り当て 16–  

27, 17–11
グラフィック ディスプレイでの限界値 10–6,  

16–1, 17–27
コマンド内のプレースホルダー 24–15, A–2
コマンド パラメータとして A–7
参照 10–9

オフライン参照 10–18
式

組み込み関数 20–16
式内 20–5
シンタックスのアドレス指定

DDE B–3
OPC 10–27

絶対参照 10–7
相対参照 10–8
I–17



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

タグ ラベルのプロパティ 17–42
データ サーバー タグ 10–1

設定 10–4
トレンドでの使用 23–14
値のロギング 22–10
ホーム領域 10–11

タグ アラームとイベント サーバー 12–7, 12–24
タグ エディタ 11–16
タグ関数 20–16
タグ シーケンス 18–20
タグにフィルタを適用する 10–16
タグの値のオフセットを行う 10–2
タグの値のスケーリングを行う 10–2
タグのインポートおよびエクスポート ウィザード 
10–29
タグの置き換え 16–29
タグの参照 10–7
タグ ブラウザ 10–9

HMI タグの作成 10–17, 10–29
HMI タグの変更 10–17
PLC タグのインポート 10–17
オフライン タグの参照 10–17

RSLinx Enterprise 10–18

サーバー名を表示する 10–11
タグのプロパティの表示 10–15
タグへのフィルタの適用 10–16
フィルタの削除 10–17
ホーム領域の検索 10–11
ワイルドカードの使用 10–17

タグ プレースホルダ 16–41
FactoryTalk View のコマンド A–2
HMI タグ アラーム サマリ 11–44
グローバル オブジェクトへの割り当て 16–44
作成 16–41
実行時に置換

パラメータ ファイルを使用 16–42
タグベースのアラーム 11–3, 12–4
タグへのフィルタの適用

フィルタの削除 10–17

タグ ラベル 17–41, 17–42
タッチ アニメーション 18–18
タブ インデックス 18–20

削除 17–13
タブ シーケンス

インデックス番号の確認 18–20
インデックス番号の修正 18–23
オブジェクトの削除 17–13
作成 18–22

ち

置換タイプのグラフィック ディスプレイ 16–49

つ

ツールバー 2–5, 16–5
状態ツールバー 16–31
表示および非表示 2–9

追跡関連イベント 12–7
通信 9–1

DDE
参照 DDE 通信

エラー関数 20–18
計画 3–6

て

データ ロギング
ODBC データ ソース 22–10

データ サーバー 6–3, 7–2, 9–1
OPC データ サー

追加 7–12
OPC データ サーバー 9–1

サーバー キャッシュ ファイル 9–13
削除 9–14
追加 6–15, 8–8, 9–10
プロパティの設定 9–10

RSLinx Enterprise
アラームおよびイベントの設定 9–8
削除 9–8
追加 6–14, 7–12, 8–8, 9–5
プロパティの設定 9–5

削除 9–8
冗長性
I–18



インデックス
•  •  •  •  •
参照 システム可用性
タグ 10–1
ネットワーク アプリケーションへの追加 6–  

14, 7–11
複数サーバーの使用 6–15, 9–2
ローカル アプリケーションの追加 8–8

データ ディスプレイ オブジェクト 17–25
データ ロギング 10–6, 22–1

ODBC データ ソース
新規作成 22–12, 22–11

ODBC データベース テーブル 22–10
イベント 22–18
オンデマンド 22–18
開始 22–20
コマンド

DataLogMergeToPrimary 22–17
DataLogNewFile 22–13
DataLogOff 22–21
DataLogOn 22–20
DataLogSnapshot 22–17
DataLogSwitchBack 22–16

データをロギングするタイミング 22–10
停止 22–21
パス 22–8

実行時の切り替え 22–16, 22–19
データの移動 22–17

ロギングするデータの選択 22–10
ログ トリガー 22–10

データ ログ ファイル 22–9
サードパーティ製ソフトウェア 22–1
削除 22–9
実行時の制限 22–2
ストレージ形式 22–2

ODBC 22–1, 22–4
名前付け 22–2
ファイルの管理 22–9

データ ログ モデル 22–1
変更 22–19

データ ログ モデル エディタ 22–6, 22–12
定数 20–6
ディスプレイ

参照 グラフィック ディスプレイ

ディスプレイ エディタ
参照 グラフィック エディタ

ディスプレイ キー 18–23
キー リスト 18–26
コマンドの実行 18–27
作成 18–25
優先順位 19–8

ディスプレイ キャッシュ
ディスプレイの削除 16–59
ディスプレイの追加 16–59

ディスプレイ コマンド
キー リスト 18–27

ディスプレイの階層 3–14
ディスプレイのキャッシュ 16–51, 19–7
ディスプレイのグリッド 16–9
[ディスプレイの設定] ダイアログ ボックス 16–48

デフォルトとして設定 16–60
ディスプレイのテスト モード 16–30, 18–7, 23–6
ディスプレイのテンプレートを作成する 3–14
ディスプレイの編集モード 16–30, 23–6
ディスプレイ リスト セレクタ 17–41, 17–43
ディライブド タグ

コマンド
DerivedOff 24–7
DerivedOn 24–6, 24–7

大更新頻度 24–5
作成 24–4
修正 24–5
制限 24–5

テキスト オブジェクト
回転のアニメーション 18–17

テキスト グラフィック オブジェクト 17–8
デバイスベースのアラーム 11–3, 12–2, 12–3
デフォルトのアプリケーション言語 13–8

設定 13–10
電子署名 17–72

と

同期済み - アクティブの準備完了 14–6
同期済み - スタンバイの準備完了 14–7
特殊キー

Ctrl 17–5, 17–6, 17–7
I–19



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

Ctrl キー
オブジェクトのコピー 16–12
オブジェクトの描画 17–7

PgDn 17–49
PgUp 17–50
ショートカット キー

Ctrl-PgDn 17–30
Ctrl-PgUp 17–30
Enter 17–30
PgDn 17–30
PgUp 17–30
Tab 17–30

特別なキー
Shift-Tab 18–22
ショートカット キー 19–10
タブ 18–22
優先順位 19–12

トラブルシューティング
テキストの回転 18–17

トレンド 23–1
Display コマンド 23–26
x-軸 23–7
y-軸 23–7
印刷 23–32
オーバーレイ 23–21

実行時 23–33
追加 23–21

グラフィック オブジェクトとして使用 17–41
グラフィック ライブラリ 23–24
計画 3–16
構成 23–6
作成 23–3
シェーディング 23–17
実行時に使用 23–25
ズーム 23–31
スクロール 23–28
スナップショット

作成 23–21
オーバーレイとして追加 23–21

 23–21
タグ値の表示 23–14
チャート 23–7

XY チャートのプロット 23–12
標準プロット 23–12

チャートのスケール 23–7
データの比較 23–21
ディスプレイでのハイライト 17–12
テスト 23–5
テンプレート 23–22

ロード 23–24
トラブルシューティング 23–33
値バー 23–11

デルタ値バー 23–30
背景色 23–16
バックグラウンドで実行 23–25
パン 23–31
複数のペンの使用 23–13
プロパティの変更 23–15

実行時 23–27
分離されたグラフ 23–13
ペン 23–8

アイコン 23–9
シェーディング 23–17
実行時の選択 23–27
マーカー 23–9

ペンの比較 23–17
レジェンド 23–8

x-軸と y-軸 23–7
現在の値のレジェンド 23–8, 23–16
線のレジェンド 23–8, 23–17

な

内蔵型アラーム検出 12–2

に

入力オブジェクト 17–25
値の継続的な更新 17–27
色の指定 16–57
オペレータの入力の確認 17–29
疑問符 17–47
コマンド

Download 17–31
DownloadAll 17–31
NextPosition 18–21
I–20



インデックス
•  •  •  •  •
Position 18–21
PrevPosition 18–21
Upload 17–31, 17–50
UploadAll 17–31, 17–50

ショートカット キー 17–30
データの取得 17–26
データの送信 17–26
動作の指定 16–58
ハイライト

有効化または無効化 16–58
入力フォーカス

グラフィック オブジェクト 17–12
動作の指定 16–58

認識ビット 11–14

ぬ

塗りつぶしのアニメーション 18–15
塗りつぶし模様の色 16–26
塗りつぶし模様のスタイル 16–25

ね

ネットワーク
レイアウトを計画する 3–2

ネットワーク アプリケーション 6–1, 7–1
HMI サーバー 6–2, 7–2

HMI サーバーの追加 6–13, 7–10
プロパティ 6–17, 7–13

Network Directory の場所を指定する 4–6
構成 6–2, 7–2
構造 6–1, 7–1
コンピュータ アカウント 5–30, 5–31
コンポーネントの参照 6–8
削除 6–25, 7–17
作成 6–11, 7–8
セキュリティの設定 5–45
タグ アラームとイベント サーバーの追加 6–   

15, 7–12, 8–9
データ サーバー 6–3, 7–2

データ サーバーの追加 6–14, 7–11
名前変更 6–25, 7–17, 7–19
複数のアプリケーションの管理 4–5
領域 6–2, 7–2

削除 6–13, 7–10
追加 6–12, 7–9
ホーム領域 6–7, 7–7

ネットワーク アプリケーションの展開
HMI サーバーのプロパティの変更

サーバーの起動および停止 6–22, 7–14
ネットワーク異常 14–39

は

背景色のパレット 16–24
ハイライト

ActiveX オブジェクト 17–12
トレンド オブジェクト 17–12, 23–15
有効化または無効化 16–58

パイロット コントロール リスト セレクタ 17–41,    
17–52
パスワードの変更 5–9
バッファ ゾーン

参照 HMI タグ アラーム、デッドバンド
パネル グラフィック オブジェクト 17–9
幅のアニメーション 18–17
パラメータ ファイル

グラフィック ディスプレイに割り当て 16–42
ハンドシェイク

Enter キー 17–56, 17–58
ハンドシェイク ビット 11–15

ひ

日付と時刻
埋め込み変数 21–8, 21–11
ディスプレイ 17–41, 17–43

日付と時刻ディスプレイ 17–43
ビット演算子 20–8
描画オブジェクト 17–1

イメージ 17–10
アプリケーションに追加 17–10
ディスプレイに追加 17–10, 17–11

円 17–7
円弧 17–7
角の丸い四角形 17–5
くさび形 17–7
四角形 17–5
I–21



FACTORYTALK VIEW SITE EDITION ユーザーズ ガイド
• 

 •
  

• 
 •

  
•

正方形 17–5
楕円 17–7
多角形 17–6
テキスト 17–8

フォントの選択 17–8
パネル 17–9
プロパティの変更 17–8
連続直線 17–6

ヒント 16–28

ふ

ファイル関数 20–13
ファイル形式

アラーム ログ 11–35
エクスポートされたテキスト文字列 13–13

Microsoft Excel 13–14

Unicode テキスト ファイル 13–14
グラフィック

インポート 16–36
ビットマップの使用 16–37

データ ログ 22–2
ログ ファイル 22–2

ODBC データ ログ 22–4
ファイル タイプ

ログ ファイル

ODBC アラーム ログ 11–30
フォント 17–8

HMI タグ アラーム サマリ 11–40
Windows 言語 13–7
実行時に代替 17–9

プレースホルダ

アニメーションでの使用 18–4
関連項目 タグ プレースホルダ

式で使用 20–5
プレースホルダー

コマンド 24–15
プログラム ID 9–11
プロセス フェースプレート

アプリケーションへの追加 16–34

プロパティ パネル 16–23
ActiveX オブジェクトとの使用 18–31
式の割り当て 16–27
タグの割り当て 16–27

分散アプリケーション

参照  ネットワーク アプリケーション

へ

ベース オブジェクト 16–3
関連項目 グローバル オブジェクト

タグ プレースホルダ 16–45
ヘルス モニタリング ポリシー 14–38
偏差アラーム 12–11

ほ

ホーム領域 6–7, 7–7, 10–8
タグの検索 10–11

棒グラフ オブジェクト 17–38
ホストに接続できない 14–5
ボタン オブジェクト 17–14, 17–15

ディスプレイを開く 19–6

ま

マクロ 24–1
FactoryTalk View ユーザーへの割り当て 5–20
HMI タグ アラームの識別 11–48
アクティブ時マクロ 6–21
起動とシャットダウン 16–57, 24–18
作成 24–1
スタンバイ時マクロ 6–21
セキュリティの設定 5–21
トレンドでの使用 23–25
ネスト 24–18
パラメータの使用 24–17
ログインとログアウト 5–18, 24–19

マルチステート インジケータ 17–33, 17–35
マルチステート押しボタン 17–14, 17–20

み

短いファイル名

アラーム ログ 11–35
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未設定状態 14–7

未定義のテキスト文字列 13–11

め

メソッド 18–32

Invoke コマンド 18–33

メソッドの呼び出し 18–33

メッセージのバッファ 15–7

も

文字列埋め込み変数 21–6

実行時 21–10

文字列ディスプレイ オブジェクト 17–32

文字列入力オブジェクト 17–33

電子署名 17–75

文字列をインポート 17–2

や

矢印グラフィック オブジェクト 17–41

ゆ

ユーザー アカウント 5–30
FactoryTalk View

削除 5–20

追加 5–14

Windows にリンクされたユーザー 5–29

管理者グループ 5–28

関連項目 FactoryTalk Security

許可 5–1

ログインとログアウトのマクロ 5–18, 24–19

優先順位

F1 キー 19–9

一般的な規則 19–8

埋め込まれた ActiveX オブジェクト 19–9

埋め込み OLE オブジェクト 19–10

キー タイプ間 19–8

ショートカット キー 19–12
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予約されたキー

参照ショートカット キー

ら

ライブラリ 16–36
グローバル オブジェクト 17–61
言語のサポート 13–31
トレンドに使用 23–24
ファイルの場所 16–36

ラッチ式押しボタン 17–14, 17–18
ランタイム保護コマンド エディタ 5–21
ランプ式押しボタン 17–15, 17–22, 17–24

り

リスト インジケータ 17–33, 17–35
リモート アクセス タグ 17–58
領域 6–7, 7–6

Execute コマンド パラメータ 11–46
HMI サーバーの 大数 6–16
HMI タグ アラーム サマリの表示 11–42
アプリケーションへの追加 6–12, 7–9
アプリケーション ルート 8–2
削除 6–13, 7–10
ネットワーク アプリケーション 6–2, 7–2
ホーム領域 6–7, 7–7, 10–8

履歴アラームおよびイベント 12–17

れ

レシピ 17–47
インデックス番号 18–22
コマンド

Download 17–31
DownloadAll 17–31
RecipeRestore 17–48
RecipeSave 17–50
Upload 17–31, 17–50
UploadAll 17–31, 17–50

スクリーン キーボード 16–58, 17–31
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レシピ オブジェクト 17–41
レベル アラーム 12–8
連続直線グラフィック オブジェクト 17–6
連動式押しボタン 17–14, 17–21

ろ

ローカル アプリケーション 8–1
HMI サーバー 8–2

プロパティ 8–9
Local Directory の設定 4–8
構成 8–2
構造 8–1
削除 8–12
作成 8–7

プロジェクトのインポート 8–8
セキュリティ 8–5
データ サーバー 8–2
名前変更 8–12

ローカル メッセージ 17–44
埋め込み変数 21–3

ローカル メッセージ ディスプレイ 17–41, 17–44
ロードされていない状態 14–6
ロード中状態 14–4
ロギング パス

参照 データ ロギング、パス
ログイン マクロとログアウト マクロ 24–19
ログオフ

FactoryTalk View SE からのログオフ 5–5
実行時 5–9

ログオン
FactoryTalk View SE へのログオン 5–5
シングル サインオン 5–6

論理演算子 20–8

わ

ワイルドカード
FactoryTalk View のコマンド A–2
HMI タグ アラーム関数 11–14
ワイルドカードを使用したタグへのフィルタ

の適用 10–17
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