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稼働させるための設定手順



環境の設定をするため、基本情報の登録を行います。

監視したい機械を登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、登録・編集の「監視機械」ボタン

をクリックしてください。

②「追加」ボタンをクリックしてください。

③機械の名前を入力してください。※同一名称の登録は出来ません。

Step1.監視対象の登録

「登録・編集」



④監視対象タイプを選択してください。

※機械の信号を監視する場合は「監視機械」を選択、センサー等でアナログ値を監視す

る場合は「センサー」を選択、呼出機能を使用したい場合は「呼出」を選択します。

(「カウンター」は現在は使用できません。)

⑤「登録」ボタンをクリックしてください。

機械の場合 センサーの場合

呼出の場合



⑥登録リストに追加されたことをご確認ください。

【編集】

登録リストから編集したい機械を選択

し、「編集」ボタンをクリックします。

編集し、「登録」ボタンをクリックし

ます。

編集または削除したい場合



【削除】

登録リストから削除したい機械を選択

し、「削除」ボタンをクリックしま

す。

「はい」ボタンをクリックします。



機械の稼働状況やセンサーなどから取得したアナログ値の単位等を示すステータス

を登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、登録・編集の「ステータス」ボ

タンをクリックしてください。

②「追加」ボタンをクリックしてください。

③ステータス名を入力してください。※同一名称の登録は出来ません。

Step2.ステータス



④メール通知の設定をしてください。

※監視中、設定されたステータスに変わった信号を収集した際にメールで通知します。

本システムを社内ネットワークに接続されない場合はお使いいただけません。

⑤監視対象タイプを選択してください。

「呼出」機能をご利用の場合は、「呼出」、「応答」、「待機」の 3種類のステータス

をそれぞれの監視対象タイプを選択してご用意ください。

※「カウンター」は現在は使用できません。



⑥ボックスをクリックし、ステータス色(表示する際の背景色)を選択してください。

※登録したステータス色はファク

トリーステーション監視画面に反

映されます。

⑦設定が完了しましたら、「登録」ボタンをクリックしてください。

⑧登録リストにステータスが追加されたことをご確認ください。



【編集】

登録リストから編集したい機械を選

択し、「編集」ボタンをクリックしま

す。

編集し、「登録」ボタンをクリックし

ます。

【削除】

登録リストから削除したい機械を選

択し、「削除」ボタンをクリックしま

す。

「はい」ボタンをクリックします。

編集または削除したい場合



メールアドレスを登録します。登録したアドレスは、通知メールに利用します。
※通知メールの機能を利用されたい場合、ファクトリーステーションのシステムを社内

ネットワークに接続する必要がございます。ネットワークの専門知識が必要になりま

すのでご注意ください。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、登録・編集の「メールアドレス」

ボタンをクリックしてください。

②「追加」ボタンをクリックしてください。

③アドレスを入力してください。※同一アドレスの登録は出来ません。

Step3.メールアドレス



④「登録」ボタンをクリックしてください。

【編集】

登録リストから編集したいアドレス

を選択し、「編集」ボタンをクリック

します。

編集し、「登録」ボタンをクリックし

ます。

【削除】

登録リストから編集したいアドレス

を選択し、「削除」ボタンをクリック

します。

「はい」ボタンをクリックします。

編集または削除したい場合



グループを登録します。
監視機械のグループを設定することで画面表示や後の通知メール等に利用が可能で

す。

◆グループ化には下記事例を参考にご検討ください。

参考事例）

• 機械でのグループ化

• 部署によるグループ化

• 工場（棟）によるグループ化

Step4.グループ



①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、登録・編集の「グループ」ボタ

ンをクリックしてください。

②「追加」ボタンをクリックしてください。

③グループ名を入力してください。※同一グループ名の登録は出来ません。

④「登録」ボタンをクリックしてください。



⑤登録リストに追加されたことをご確認ください。

【編集】

登録リストから編集したいグループ

を選択し、「編集」ボタンをクリック

します。

編集し、「登録」ボタンをクリック

します。

【削除】

登録リストから削除したいグループ

を選択し、「削除」ボタンをクリッ

クします。

「はい」ボタンをクリックします。

編集または削除したい場合



親機情報、子機情報の登録を行います。

親機の名称、IP アドレスを登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、親機・子機の設定の「親機」ボ

タンをクリックしてください。

②「追加」ボタンをクリックしてください。

「親機・子機の設定」

Step5.親機



③機械識別番号(IPアドレス)を入力してください。※親機に添付されているシールに

IPアドレスが記載されています。

④親機名称を入力してください。

⑤接続する子機台数を選択し、「登録」ボタンをクリックしてください。



【編集】

登録リストから編集したい親機を選

択し、「編集」ボタンをクリックします。

編集し、「登録」ボタンをクリック

します。

【削除】

登録リストから削除したい機械を選

択し、「削除」ボタンをクリックしま

す。

「はい」ボタンをクリックします。

「呼出」機能を使用する場合、親機には呼出者側の情報収集用の「親機」と、応答

者側の情報収集用の「仮想親機」の定義を、それぞれ登録しておく必要がありま

す。

「呼出」機能の詳細につきましては、別紙「ソフトウェアマニュアル 呼出対応機能

の説明」をご参照ください。

編集または削除したい場合

「呼出」機能を使用する場合



子機を登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、親機・子機の設定の「子機」ボ

タンをクリックしてください。

Step6.子機

②「追加」ボタンをクリックしてください。

③子機の名称を入力してください。

④「登録」ボタンをクリックしてください。



「はい」ボタンをクリックします。

編集または削除したい場合

【編集】

登録リストから編集したい子機を

選択し、「編集」ボタンをクリック

します。

【削除】

登録リストから削除したい子機を選

択し、「削除」ボタンをクリックし

ます。

⑤登録リストに追加されたことをご確認ください。

編集し、「登録」ボタンをクリック

します。



「呼出」機能を使用する場合、子機は呼出者側のスイッチ用に用意する「呼出線用

子機」と、応答者側のスイッチ用に用意する「応答線用子機」を、それぞれ登録して

おく必要があります。

名前は自由ですが、用途別に分かり易い名前にしておくと、他の設定時に便利で

す。

呼出線用子機・・・監視機械側の担当者がセレクタスイッチ等で応答者を呼び出す為の子機

応答線用子機・・・応答者がタッチパネル等を使用して、呼出者に対応中であることを知らせる

為の子機

「呼出」機能の詳細につきましては、別紙「ソフトウェアマニュアル 呼出対応機能

の説明」をご参照ください。

「呼出」機能を使用する場合



Step1～Step6 で登録した情報をそれぞれ割り当てします。

Step1 で登録した監視機械に Step2 で登録したステータスを割り当てます。

Step7.監視機械のステータス

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「監視機械のステータ

ス」ボタンをクリックしてください。

②割り当てリストから監視機械を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから対象の機械に必要なステータスを選択してください。

「割り当て」



優先順の設定では、機械から複数の信号を収集した場合にどのステータスを優先的に表示するかを

設定します。

優先順の値が小さいステータスより信号を比較し、初めに条件が合致したステータスを通知します。

例１，３，５では赤ランプが信号 ONの為【異常】ステータスとなる。
例３，５では他のランプ（スイッチ）が ONで有っても優先順がより早い（小さい）【異常】が該当する。
例２，４ではステータス条件に合致した為それぞれのステータスを返す。

設定した条件に何れも合致しない場合は、【未定義】となる。

例６）の様にスイッチは ONだが、黄ランプが故障で点灯しない場合【未定義】として判断される。

④優先順を設定してください。

◆優先順の設定については下記をご参考にしてください。

優先順の設定について）



編集または削除したい場合

【編集】

割り当て対象リストから編集したい機

械を選択し、「編集」ボタンをクリッ

クします。

編集し、「更新」ボタンをクリックしま

す。

⑤「更新」ボタンをクリックしてください。

※登録したいステータスの数分、作業を行ってください。



【削除】

割り当て対象リストから削除したい

機械を選択し、「編集」ボタンをク

リックします。

削除したいステータスの削除チェッ

クボックスにチェックを入れます。

「更新」ボタンをクリックします。

※入力欄ごと削除されます。



Step1 で登録した監視センサーに Step2 で登録したステータス(アナログ情報の単位や

最小/最大値など)を割り当てます。

Step8.監視センサーのステータス

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「監視センサーのステー

タス」ボタンをクリックしてください。

②割り当てリストから監視センサーを選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから対象の監視センサーに必要なステータス(単位)を選択してください。



④「更新」ボタンをクリックしてください。

※登録したいステータス(単位)の数分、作業を行ってください。

⑤取り付けるセンサーが探知する最小のアナログ値を入力してください。

⑥取り付けるセンサーが探知する最大のアナログ値を入力してください。

⑦ 下側しきい値を入力します。センサーのアナログ値が下側しきい値を下まわった

場合、グラフの色が青に変わり、通知処理が実行されます。（通知「有」の場合）



⑨「更新」ボタンをクリックしてください。

⑧ 上側しきい値を入力します。センサーのアナログ値が上側しきい値を上まわった

場合、グラフの色が赤に変わり、通知処理が実行されます。（通知「有」の場合）

⑩「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。



呼出対象の監視機械ごとにステータス名(呼出、応答、待機 の状態にあたる名前)の割り

当て、優先度の登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

割り当ての「呼出のステータス」

をクリックします。

◆呼出にステータスを追加する

編集したい呼出対象の監視機械名を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

Step9.呼出のステータス



以下の画面の通り、「ステータス名」から「呼出」を選択して「優先順」を「1」

にして「更新」ボタンを押し、「対応中」を選択して「優先順」を「2」にして

「更新」ボタンを押し、「待機」を選択して「優先順」を「3」にして「待機」ボ

タンを押します。

以下の画面の通りになったら、「終了」ボタンを押します。

「呼出」に使用されるステータスの設定は、すべて決め打ちの設定に

なります。上記以外の設定はしないでください。！



監視対象に信号線を割り当てます。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「監視対象の信

号線」ボタンをクリックしてください。

②対象リストから監視機械を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③信号線名を入力してください。

Step10.監視対象の信号線



編集または削除したい場合

【編集】

対象リストから編集したい機械を選択

し、「編集」ボタンをクリックします。

編集し、「更新」ボタンをクリックしま

す。

【削除】

対象リストから削除したい機械を選択

し、「編集」ボタンをクリックします。

削除チェックボックスにチェックを入

れ、「更新」ボタンをクリックします。

※入力欄ごと削除されます。

⑤登録が完了すると入力欄が増えます。

※登録したい信号線の数分、作業を行ってください。

⑥「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。



子機の接点番号に監視対象信号線を割り当てます。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「子機と監視対象信号

線」ボタンをクリックしてください。

②対象リストから子機を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

②プルダウンから、接点番号ごとに割り当てる信号線を選択してください。

※登録したい信号線の数分、作業を行ってください。

Step11.子機と監視対象信号線



③「更新」ボタンをクリックしてください。

④「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

◆子機の接点番号と信号線の設定については下記をご参考にしてください。

子機の接点番号と信号線の設定について）

Step.8 で登録した信号線名を子機の接点「IO1～IO8」へ繋げます。

これにより、監視機械で発生した信号が子機に集まり、ステータスの判断を行う事ができます。



編集したい場合

【編集】

対象リストから編集したい子機を選

択し、「編集」ボタンをクリックし

ます。

編集し、「更新」ボタンをクリック

します。



親機に子機を割り当てます。

Step12.親機と子機

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「親機と子機」

ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから、子機番号ごとに割り当てる子機を選択してください。

※登録したい子機の数分、作業を行ってください。

②対象リストから親機を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

登録済

未登録



割り当てを解除したい場合

対象リストから編集したい親機を選択

し、「編集」ボタンをクリックしま

す。

④「更新」ボタンをクリックしてください。

⑤「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

割り当て済みの子機名称のプルダウン

から「接続なし」を選択します。

「更新」ボタンをクリックします。



ステータスと接点のオン・オフによる組合せを設定します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「ステータス

と信号線状態」ボタンをクリックしてください。

③ステータスと信号線名のオン・オフによる組合せを設定します。プルダウンから、

いずれかのモードを選択してください。

②対象リストから監視機械を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

モードの種類

Step13.ステータスと信号線状態



◆ステータスと信号線のオン・オフについては下記をご参考にしてください。

ステータスと信号線の設定について）

・赤ランプがついた場合は、他の信号は関係なく必ず【異常】となる。

・稼働は、緑ランプがオン、赤ランプがオフ、停止は、黄ランプがオン、赤ランプがオフ

である事が条件。

・段取りは緑ランプと赤ランプがオフ、段取りスイッチがオンの場合に限る。

④設定が終わったら、「更新」ボタンをクリックしてください。

⑤「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

※監視機械ごとに同じ作業を行ってください。



グループに監視対象を割り当てます。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「グループと監視対象」

ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから、グループ化したい機械を選択してください。

②対象リストからグループ名を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

④「更新」ボタンをクリックしてください。

Step14.グループと監視対象



⑤登録が完了すると入力欄が増えます。

※グループ化したい機械の数分、作業を行ってください。

⑥「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

グループを解除したい場合

対象リストから編集したいグループを

選択し、「編集」ボタンをクリックし

ます。

削除チェックボックスにチェックを

入れ、「更新」ボタンをクリックしま

す。

※入力欄ごと削除されます。

※メール通知を行わない場合は「Step19」へ進む⇒



システム障害毎に通知先のメールアドレスを登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「システム障害通知の

メール」ボタンをクリックしてください。

②対象リストから障害メッセージを選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから、通知先のメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押してくださ

い。

④登録が完了すると入力欄が増えます。

※登録したいメールアドレスの数分、作業を行ってください。

Step15.システム障害通知のメール



⑤「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

対象リストから編集したい障害メッセージを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

解除したいメールアドレスの削除チェックボックスにチェックを入れ、「更新」ボタ

ンをクリックします。

※入力欄ごと削除されます。

登録を解除したい場合



監視対象毎に通知先のメールアドレスを登録します。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「監視対象毎通知のメ

ール」ボタンをクリックしてください。

②対象リストから監視対象を選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから、通知先のメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押してくださ

い。

Step16.監視対象毎通知のメール



④登録が完了すると入力欄が増えます。

※登録したいメールアドレスの数分、作業を行ってください。

⑤「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

対象リストから編集したい監視対象を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

解除したいメールアドレスの削除チェック ボックスにチェックを入れ、「更新」ボタ

ンをクリックします。

※入力欄ごと削除されます。

登録を解除したい場合



グループ毎の通知先メールアドレスを登録します。

②対象リストからグループを選択し、「編集」ボタンをクリックしてください。

③プルダウンから、通知先のメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押してくださ

い。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、割り当ての「グループ毎通知

のメール」ボタンをクリックしてください。

Step17.グループ毎通知のメール



④登録が完了すると入力欄が増えます。

※登録したいメールアドレスの数分、作業を行ってください。

⑤「終了」ボタンをクリックしてください。前の画面に戻ります。

対象リストから編集したいグループを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

解除したいメールアドレスの削除チェック ボックスにチェックを入れ、「更新」ボタン

をクリックします。

※入力欄ごと削除されます。

登録を解除したい場合



メールサーバーの設定を行います。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、通知設定の「メールサーバー設

定」ボタンをクリックしてください。

②各項目の入力後、「更新」ボタンをクリックしてください。

Step18.メールサーバー設定

設定内容は社内システム管理者に

ご相談の上入力（選択）してください。
！



その他の設定を行います。

①管理メニューの「設定変更」ボタンをクリックし、その他の設定の「その他の設定」

ボタンをクリックしてください。

・サーバー名

監視画面左上、行灯画面と呼出画面では右上に表示されるサーバー名表示を変更する

ことができます。

・行灯表示列数

行灯表示の列数を変更できます。1，2，3，4，6列の中から選択できます。

既定値では「4列」になっています。

Step19.その他の設定



・呼出表示優先ステータス

呼出画面で画面上部から優先的に表示するステータスを選択できます。

既定値では「応答」になっています。

②各項目の入力後、「更新」ボタンをクリックしてください。



ファクトリーステーション Rev.3 では、監視サーバー機が APC社製の無停電電

源装置(UPS)に対応しております。

詳細な設定は以下の通りです。

・ケーブルタイプ：USB

・UPS タイプ：USB

・シャットダウンするバッテリー残量：20％

・シャットダウンまでの時間：180 秒

ファクトリーステーションの監視サーバーPCは、APC 社製の無停電原電装置

(UPS)の標準設定がされていますので、対応 UPS であれば接続するだけで運用す

ることができます。

推奨機種：APC RS 550VA [BR550S-JP]

※監視サーバーPC との接続は、USB ケーブルを使用。

標準設定内容

・ケーブルタイプ：USB

・シャットダウンするバッテリー残量：20％

・シャットダウンまでの時間：180 秒

Step20.UPS(無停電電源装置)対応



監視を開始します。

①管理メニューの「監視の開始」ボタンをクリックしてください。

②状態が【動作中】に変わったことをご確認ください。

Step21.監視の開始



MEMO



MEMO



本製品の操作・トラブル等ご相談は

ファクトリーステーション

お問い合わせ窓口
へご連絡ください。

　　Tel　　０５８-３７２-３２５５

　　Email　fwsup@imao.biz
（エフダブリュエスユーピー アイエムエーオー ビーアイゼット）

9:00～12:00
13:00～17:00（土・日・祝日及び弊社休日を除く）


