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共通ボタン

項目の追加／編集操作画面に下記ボタンが表示されます。

⑤更新（または登録）

設定項目の更新を行います。

（割り当て変更分はオレンジ色で表示されます。）

⑥リセット

入力内容を破棄し表示を戻します。

⑦終了（またはキャンセル）

入力を破棄し前の画面に戻ります。

共通

「更新」ボタンをクリックした後は、リセットできませんので、

ご注意ください。

5

6

7
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①監視状態の表示

【動作中】 / 【停止中】 いずれかが表示されます。

②呼称の変更

監視機械、グループ等の名称の変更を行います。

③監視の停止／監視の開始

監視の状態を変更します。

動作中の場合は【監視の停止】、停止中の場合は【監視の開始】と表示されます。

④設定変更

構成情報（監視機械、親機、子機の登録、ステータスの定義、関連付け等）の設定・編

集を行います。

メインメニュー

1
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10

設定変更を行う場合は、必ず【停止中】になっていることをご確認ください。
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⑤データベース更新

システム更新の際にデータベースの更新を行います。

⑥監視データの消去

蓄積された監視データを全て削除します。

⑦監視画面の表示

設定画面より監視画面に切り替

わります。

⑧行灯画面の表示

設定画面より行灯画面に切り替

わります。

メインメニュー

一度削除したデータは復元できません。

ご利用の際には十分にご注意ください。
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⑨呼出画面の表示

設定画面より呼出画面に切り替

わります。

⑩接続確認画面の表示

設定画面より接続確認画面に切り替

わります。

※システムに異常が発生した場合に、

調査をする画面です。

ユーザー様でご利用頂くことは

ありません。
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呼称の変更をします。

（「設定変更」からも変更可能ですが、設定変更から編集する場合は、監視を停止す

る必要があります。監視を継続したまま変更したい場合は「呼称の変更」から変更し

てください。）

①「呼称の変更」をクリック

②変更したい項目をクリック

※ここでは例として、「監視対象名」の変更を説明します。

③変更したい機械名をクリックし、直接編集します。

④「更新」をクリックし、変更内容を保存します。

呼称の変更

【呼称の変更】では削除はできません！

空欄で更新ボタンを押すと、「（空欄）」という呼称に変更されます。

削除を行う場合は、【設定変更】より行ってください。
！

1
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監視状態の切替え（動作中⇔停止中）を行います。

管理メニューのトップに現在の監視状態（A）が表示されます。

◆監視を停止する

(B)【監視の停止】をクリックします。※監視状態が【停止中】に切り替わります。

◆監視を開始する

(B)【監視の開始】をクリックします。※監視状態が【動作中】に切り替わります。

監視の停止/監視の開始

【設定変更】を行う場合は必ず監視の停止を行ってください。！

B

A

【監視の開始】を

    クリック

A

B 【監視の停止】を

    クリック
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機械の設定、登録・編集をします。

①【TOP に戻る】

メインメニューに戻ります。

②【監視対象】

監視対象の名称の登録・編集を行います。

③【ステータス】

ステータスの名称、メール通知の有無、接

点の名称を登録・編集をします。

④【メールアドレス】
通知するメールアドレスの登録・編集を行いま

す。

⑤【グループ】

監視機対象グループの名称、詳細（監視機械

の追加・削除、通知するメールアドレス）

の登録・編集を行います。

⑥【親機】
親機の名称、ＩＰアドレスの登録・編集を行い

ます。

⑦【子機】

子機の名称の登録・編集を行います。

⑧【監視機械のステータス】

監視機械のステータスの追加/削除、通知順

序の登録・編集をします。

⑨【監視センサーのステータス】

センサー等から取得したアナログ情報表示追

加/削除、通知順序の登録・編集をします。

⑩【呼出のステータス】

呼出のステータスの追加/削除/、通知順序の登録・編集をします。

⑪【監視対象の信号線】

監視対象の接点情報（接点名）の登録・編集をします。

設定変更

1

2
3
4
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⑫【子機と監視対象信号線】

子機にひもづけた監視対象の接点情報の登録・編集をします。

⑬【親機と子機】

親機に子機をひもづけ、その子機の通知順序の登録・編集をします。

⑭【ステータスと信号線状態】

監視機械の接点名へのステータス割り当て、登録・編集をします。

⑮【グループと監視対象】

グループに監視対象を割り当て、登録・編集します。

⑯【システム障害通知のメール】

システム障害が発生した場合の通知先メールアドレスを設定します。

設定は障害内容別に行います。

⑰【監視対象毎通知のメール】

監視対象毎の通知先メールアドレスを設定します。

⑱【グループ毎通知のメール】

グループ毎の通知先メールアドレスを設定します。

⑲【メールサーバー設定】

メールサーバーの各種設定を行います。

⑳【その他の設定】

サーバー名、行灯表示列数、呼出表示優先ステータスを設定します。

設定された内容などは、紙に出力するなどして控えをお取りください。
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MEMO
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登録・編集
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監視する対象の名称および監視対象タイプの登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

登録・編集の「監視対象」をクリックします。

◆監視対象を追加登録する

「追加」ボタンをクリックします。

監視対象名を入力します。

監視対象
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◆監視対象の名称を編集する

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。

監視対象タイプを選択し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

(「カウンター」は現在は使用できません)

編集し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

(「カウンター」は現在は使用できません)

【登録／編集】同じ名前の監視対象は登録できません。

！
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◆監視対象を削除する

「はい」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボタ

ンをクリック、もしくは右上の確認チェッ

クボックスをクリックします。

削除したい監視対象を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

削除する監視対象として収集された監視データも、一緒に削除されます。

必要に応じて、監視対象削除前に、データ出力機能を利用して

監視データを保存してください。

削除されたステータス部分は空白になります。

！
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ステータスに関する情報（ステータスの名称・メール通知の有無・監視対象タイプ・

ステータス色）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、

登録・編集の「ステータス」をクリックし

ます。

◆ステータスを追加登録する

「追加」ボタンをクリックします。

ステータス名を入力します。

ステータス
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メール通知希望の場合は「有り」、不要の場合は「無し」にチェックします。

監視対象タイプを選択します。

※監視機械以外を選択した場合、そのステータスは単位の名称として利用されま

す。(「カウンター」は現在は使用できません。)

ステータス色のボックスをクリックし、監視画面にて表示する色を選択します。
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◆ステータスを編集する

登録をクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

編集したいステータスを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

過去に登録していた色

現在選択している色
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◆ステータスを削除する

「はい」をクリックします。

編集し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

削除したいステータスを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

【登録／編集】同じ名前のステータスは登録できません。

！

「はい」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボタ

ンをクリック、もしくは右上の確認チェック

ボックスをクリックします。
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削除するステータスとして収集された監視データも、一緒に削除されます。

必要に応じて、ステータス削除前に、データ出力機能を利用して

監視データを保存してください。

削除されたステータス部分は空白になります。

！
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メールアドレスの登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

登録・編集の「メールアドレス」をクリック

します。

◆メールアドレスを追加登録する

「追加」ボタンをクリックします。

メールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

メールアドレス
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◆メールアドレスを編集する

編集したいメールアドレスを選択し、「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。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

【追加／編集】同じメールアドレスは登録できません。

！
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◆メールアドレスを削除する

削除したいメールアドレスを選択し、「削除」ボタンをクリックします。

「はい」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボ

タンをクリック、もしくは右上の確認チェ

ックボックスをクリックします。
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グループの登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

登録・編集の「グループ」をクリック

します。

◆グループを追加登録する

「追加」ボタンをクリックします。

メールアドレスを入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

グループ
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◆グループを編集する

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。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

【登録／編集】同じ名前のグループは登録できません。

！
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◆グループを削除する

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」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボタ

ンをクリック、もしくは右上の確認チェック

ボックスをクリックします。
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親機・子機の設定
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親機名称の登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

親機・子機の登録・編集の「親機」をクリック

します。

◆親機を追加登録する

「追加」ボタンをクリックします。

親機

IP アドレスを入力します。

(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)
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親機名を入力します。

接続する子機の台数を選択します。

「▲」ボタン

は、増やす

※子機台数は１～63 の範囲を指示してください。
「▼」ボタン

は、減らす

「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
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◆親機の名称を編集する

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。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

【追加/編集】同じ識別番号は登録できません。

！

【追加/編集】同じ名前の親機は登録できません。

！
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◆親機を削除する

削除したい親機を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

「はい」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボタ

ンをクリック、もしくは右上の確認チェック

ボックスをクリックします。
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子機名称の登録・編集を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

親機・子機の設定の「子機」をクリックし

ます。

◆子機を追加登録する

子機

「追加」ボタンをクリックします。

子機名を入力し、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。
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◆子機名称を編集する

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、「登録」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「キャンセル」ボタンをクリックします。

【登録／編集】同じ名前の子機は登録できません。

！
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◆子機を削除する

削除したい子機を選択し、「削除」ボタンをクリックします。

「はい」をクリックします。

※前の画面に戻りたい場合は「いいえ」ボタ

ンをクリック、もしくは右上の確認チェック

ボックスをクリックします。
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 割り当て
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監視機械毎にステータスの割り当て、優先順の登録・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「監視機械のステータス」をク

リックします。

◆監視機械にステータスを追加する

監視機械のステータス

監視機械を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

追加するステータスをプルダウンより選択します。

優先順位を設定します。
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◆監視機械からステータスを削除する

「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。

【割り当て】ステータスの重複登録はできません。

！

編集したいステータスを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

削除のチェックボックスにチェックを入れます。
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「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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監視センサーごとにステータス(アナログ情報の単位、最小/最大値)の割り当て、

数値の登録・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「監視センサーのステータス」

をクリックします。

◆監視センサーにステータスを追加する

監視センサーのステータス

編集したいステータスを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

ステータス(単位)をプルダウンより選択します。

※定義されているステータスのうち監視対象タイプが「センサー」に設定され

ているステータスが表示されます。



39

メール通知希望の場合は「有り」、不要の場合は「無し」にチェックします。

監視するセンサーが感知する上限と下限の値を入力します。

通知やグラフ色の変化を判断するしきい値の上限と下限の値を入力します。

選択したステータス（単位）の通知設定が「無し」の場合、

この設定にかかわらず通知されません。！
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「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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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。

呼出のステータス
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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。！



43

MEMO
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監視対象ごとの信号線名の登録・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「監視対象の信号線」をク

リックします。

◆信号線の名称を登録する

監視対象の信号線

監視対象を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

信号線の名称を直接入力します。
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◆信号線の名称を削除する

「更新」ボタンをクリックします。

全ての信号線を繰り返し入力します。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。

編集したい監視機械を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

削除の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。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。



46

子機ごとの信号線の登録・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「子機と監視対象信号線」をク

リックします。

◆信号線を登録する

子機と監視対象信号線

子機を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

接点番号ごとに、信号線をプルダウンより

選択します。
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◆信号線を編集する

「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。

同一子機または、他の子機で割り当て済みの監視対象信号線は

登録できません。

変更する場合、割り当ての解除を行ってください。！

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。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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親機へ子機の割り当てを行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

割り当ての「親機と子機」をクリックしま

す。

◆子機を追加登録する

親機と子機

親機を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

プルダウン(次ページ)より追加する子機を選択します。
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リストには、子機名と既に割り当て

されている親機接続番号と親機名が

表示されます。

◆子機を削除する

「更新」ボタンをクリックします。

※他の親機に割り当て済みの子機は、新しい親機に再割り当てされます。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。

子機の重複登録はできません。

！

親機を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

削除したい子機のプルダウンより、「接続なし」を選択します。
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「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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MEMO
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監視機械ごとのステータスと信号線状態の登録・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「ステータスと信号線状態」を

クリックします。

◆接点を登録・編集する

ステータスと信号線状態

親機を選択し、「編集」ボタンをクリックします。
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例えば）

「稼働」ステータスの状態は

・光センサー2（信号灯：緑）

が ON（点灯）。

・他の状態は関係しない。

「段取り」ステータスの状態は

・光センサー3（信号灯：緑）が

OFF（消灯）。

・セレクタ SW が ON。

・他の状態は関係しない。

ステータスごとに、接点の ON(○)、OFF(×)、条件に含めない(-)をプルダウン

より選択します。

「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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監視対象のグループ設定の登録・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「グループと監視対象」を

クリックします。

◆グループを追加・編集する

グループと監視対象

グループを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

グループに追加する監視対象をプルダウンより選択します。
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◆グループを削除する

「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。

監視対象の重複登録はできません。

！

グループを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

グループから削除したい監視対象の削除チェックボックスにチェックします。

「更新」ボタンをクリックします。

※前の画面に戻る場合は「終了」ボタンをクリックします。
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システム障害が発生した場合の通知先メールアドレスを登録します。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

割り当ての「システム障害通知のメール」を

クリックします。

◆メールアドレスを登録する

各システムの障害通知先メールアドレスを変更

する場合は、弊社までご相談ください。

システム障害通知のメール

！

対象のシステム障害を選択し、「編集」ボタンをクリックします。
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◆メールアドレスを削除する

システム障害を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

プルダウンより登録するメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押します。

通知先を追加する場合は、「----」項目でメールアドレスを選択してください。

通知先を変更する場合は、対象アドレスの「▼」を押し、一覧よりメールアド

レスを変更してください。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。

削除したいメールアドレスの削除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。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。
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監視対象毎の通知先メールアドレスの登録を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

割り当ての「監視対象毎通知のメール」を

クリックします。

◆メールアドレスを登録する

監視対象毎通知のメール

対象の監視対象を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

プルダウンより登録するメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押し

ます。通知先を追加する場合は、「----」項目でメールアドレスを選択し

てください。
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◆メールアドレスを削除する

通知先を変更する場合は、対象アドレスの「▼」を押し、一覧より

メールアドレスを変更してください。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。

監視対象を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

削除したいメールアドレスの削除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。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。
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グループ毎の通知先メールアドレスを登録します。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

割り当ての「グループ毎通知のメール」を

クリックします。

◆メールアドレスを登録（追加）する

対象のグループを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

プルダウンより登録するメールアドレスを選択し、「更新」ボタンを押します。

通知先を追加する場合は、「----」項目でメールアドレスを選択してください。

通知先を変更する場合は、対象アドレスの「▼」を押し、一覧よりメールアドレ

スを変更してください。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。

グループ毎通知のメール
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◆メールアドレスを削除する

グループを選択し、「編集」ボタンをクリックします。

削除したいメールアドレスの削除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。

※前の画面に戻る場合は「終了」をクリックします。
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MEMO
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通知設定
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MEMO
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メールサーバーの各種設定を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

通知設定の「メールサーバー設定」を

クリックします。

＜設定例＞

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。
！

各項目の入力後「更新」ボタンをクリックし登録してください。
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その他の設定
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その他の各種設定を行います。

管理メニューの「設定変更」をクリックし、

その他の設定の「その他の設定」を

クリックします。

・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。

その他の設定
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・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。
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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）


