
-------------------------------------------------------------------------------
 看太郎32 Ver6.0 改訂履歴
-------------------------------------------------------------------------------
　※　モジュール名の右側の日付はプログラムのタイムスタンプを表します。
　　　Windowsエクスプローラにて確認できます。

　※　設定ファイルバージョンが変更されたモジュールにおいては、下位リビジョン
　　　への互換性がなくなります。
　　　モジュールを差し替える前に、古い設定ファイルのバックアップをとっておく
　　　ことをお勧めします。

［F-6A］→ [F-6B] 2016/05/24

◎ S10V Ethernet IFA：2013/03/13
　　・複数のPLCと通信している環境で１台のPLCで通信異常が発生した場合
　　　他のPLCの通信も行えなくなっていたため、他の正常なPLCと通信を
　　　継続するようにしました。

◎ Serial IFA：（2014/06/25「F-5B」版のUPDATE.TXT の記載漏れ追記）
　　Ver5.0以前のバージョンからバージョンアップされる場合
　　「32ビット符号付整数」または「64ビットIEEE浮動小数点実数」タグに
　　［Nデバイス：１データ］変換を設定されていると
　　「F-5B」版以降の「Serial IFA」で負の数が正しく取得できません。
　　お手数ですが下記デバイスの再設定を行っていただく必要があります。
　　（再設定後、設定ファイルを上書保存してください。）
　　・32ビット符号付整数タグ：
　　　　【デバイス設定】ダイアログを開き［OK］ボタンをクリックします。
　　　　［デバイスデータは符号付］のチェックが“ON”なります。（固定）
　　・64ビットIEEE浮動小数点実数タグ：
　　　　【デバイス設定】ダイアログの
　　　　　［データ］-［デバイスデータは符号付］のチェックを"ON"にしてください。

［F-6］→ [F-6A] 2016/05/01

◎ 外部プログラム(ビューワ)貼り付け（グラフィック・モニタ）：2016/3/18
　　・一部のネイティブアプリケーションが貼りつかない現象があり修正しました。
　　・『データロギングビューワ』の貼り付けが行えないため、差し替え用プログラムを
　　同梱しました。
　　　使用方法は「README.TXT」を参照下さい。

◎ MELSECNET/H IFA：2016/04/01
　　・『グラフィックモニタ』にてモニタ中にまれにアプリケーションエラーが発生する
　　ことがあり修正しました。

◎ CC-Link IE IFA ：2016/04/01
　　・『グラフィックモニタ』にてモニタ中にまれにアプリケーションエラーが発生する
　　ことがあり修正しました。

［F-5B］→ [F-6] 2016/03/01

◎ コミュニケーションマネージャ：2016/1/19
　【タグファイルバージョンが変わりました】
　　・タグファイルのフォーマットが変更になりました。

◎ タグ設定プログラム：2014/11/14
　　・タグファイルのフォーマット変更に対応しました。

◎ プロジェクト管理モジュール：2014/9/5
　　・表示の微調整を行いました。
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◎ 条件DLL：2014/12/27
　　・符号無32ビット整数型タグに対してビット演算子($)で演算を行う際、
　　最上位ビットがONの場合、その他のビットで無条件にOFFが返される問題があり
　　修正しました。

◎ グラフィック・エディタ：2016/1/25
　　【設定ファイルのフォーマットが変わりました。】
　　・タグ置換機能/文字列置換機能を追加しました。
　　・メニュー｛編集｜整列｝に[水平方向中央揃え][垂直方向中央揃え]を追加しました。
　　・文字列変更の際の基準位置指定機能を追加しました。
　　・マウスホイール操作による画面の拡大/縮小機能を搭載しました。

◎ グラフィック・モニタ：2015/11/26
　　・設定ファイルフォーマット変更に対応。
　　・ポップアップ表示を行った際、シンボルオブジェクトにてメモリリークが発生する
　　問題を修正しました。
　　・モニタ起動後「モニタ実行」開始に遅延オプションを追加しました。
　　・スクロールバー表示オプションを追加しました。
　　・データスイッチに対して符号無32ビット整数型タグを設定した際、
　　最上位ビットがONになるような値を指定すると「範囲外」になってしまう問題を
　　修正しました。

◎ 外部プログラム(ビューワ)貼り付け（グラフィック・モニタ）：2015/3/23
　　・.NETアプリを貼り付けた場合にフォーカスが当たらないケースがあり修正しました。

◎ データロギング・エディタ：2013/9/16
　　・ヒストリカルトレンドシートに登録されているタグの型を16bit整数から
　　64bit浮動小数点実数に変更した時にアプリケーションエラーが発生する場合が
　　ありましたので、修正しました。
　　（既にエラーが発生する設定ファイルについては、修復ができませんので
　　新規に作成し直す必要があります。）

◎ データロギング・モニタ：2015/12/3
　　・設定ファイルのタグタイプのチェック機能を追加しました。
　　　タグタイプが一致しなければ「エディタで再保存してください。」と
　　　メッセージが表示されモニタが終了します。
　　・バックアップファイルの連続読み出し機能を追加しました。
　　・ヒストリカルトレンドシートの表示、印刷出力が乱れることがあり修正しました。

◎ イベントロガー・エディタ：2014/10/20
　　・ドキュメント出力の際、ログファイルビューワーの背景色情報が正しく出力され
　　なかった問題を修正しました。
　　・【外部インターフェィス-入力条件】ダイアログの該当タグのタグ参照ボタンを
　　クリックするとアプリケーションエラーになる問題を修正しました。
　　・マスク設定の[ログ書込み]で「マスクを設定」を有効にしている状態で分類を追加し
　　設定ファイルの保存またはマスク設定画面へ移行すると、エラーダイアログボックス
　　（無効な引数が発生しました）が表示される問題を修正しました。
　　・ドキュメント出力で分類の連番が１つ飛びになることがありましたので、この問題
　　を修正しました。

◎ イベントロガー・モニタ：2015/12/3
　　・ログファイルビューワーにて、参照データが正常に表示されない場合があり
　　修正しました。

◎ イベントロガー・ファイルマネージャ：2013/5/14
　　・参照データが正常にCSV出力されない場合があり修正しました。

◎ スクリプトモジュール：2013/03/29
　　・内部調整を行いました。動作に変更はありません。

◎ Webサーバモジュール：HttpSV：2014/7/30、InetCL：2014/4/8、XGRM：2014/4/14
　　・「圧縮を行わない」設定にてダウンロードファイルが0件の場合、0バイトの
　　lzhファイルがサーバーに残ってしまう問題を修正しました。
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　　・クライアント接続連続49.7日にて切断される問題を修正しました。

◎ スケジューラ：2016/02/05
　　・内部調整を行いました。動作に変更はありません。

◎ 帳票・モニタ：2014/6/26
　　・iniファイルオプション指定（MonthOutPutOnTheWay=、YearOutPutOnTheWay=）にて
　　月報/年報が途中でも出力可能になりますが、月報なら開始日が1日以外、
　　年報なら開始月が1月以外のとき、正常に帳票が作成されませんでしたので
　　修正しました。
　　・MS-Excel2013に対応しました。

◎ イベントロガー・ビューワ：2013/5/14
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に"を使用すると
　　参照データが正常に表示されない場合があり修正しました。

◎ MELSECNET/H IFA：2014/10/15
　　・連番ファイルレジスタZRに対応しました。

◎ メッセージ・エディタ：2013/6/27
　　・送信先変更時の登録済みメッセージについて送信先の一括更新を可能としました。
　　・送信先追加時の全てのメッセージについて送信先の一括登録を可能としました。

◎ メッセージ・モニタ：2015/6/10
　　・内部調整を行いました。動作に変更はありません。

◎ Ethernet IFA：2016/1/21
　　・通信ポート異常時、アクセス違反が発生することがありましたので修正しました。

◎ SHARP-JW Serial IFA：2008/3/3
　　・動作検証が完了したので公開します。

◎ CC-Link IE IFA ：2014/10/16
　　・内部調整を行いました。動作に変更はありません。

◎ MICREX-SX Ethernet IFA：2014/7/22
　　・内部調整を行いました。動作に変更はありません。

［F-5A］→ [F-5B] 2014/07/30

◎ Serial IFA：2014/06/25
　　・64ビット符号付タグに２デバイス：１データを設定した際、負の数を正しく取得
      できませんでした。
　　・PLCから受信したデータをタグにセットするときに、一時的（通信１サイクル時間）
　　　に間違った値をタグにセットすることがありましたので修正しました。
　　　（PLCに不正値が出力されることはありません。）
　　　この現象は、看太郎32からPLCへの書き込みが行われる際、ごくまれに発生する
　　　ことがありました。

◎ Ethernet IFA：2014/07/24
　　・PLCから受信したデータをタグにセットするときに、一時的（通信１サイクル時間）
　　　に間違った値をタグにセットすることがありましたので修正しました。
　　　（PLCに不正値が出力されることはありません。）
　　　この現象は、看太郎32からPLCへの書き込みが行われる際、ごくまれに発生する
　　　ことがありました。

［F-5］→ [F-5A] 2012/12/18

◎ プロジェクト管理モジュール：2012/12/18
　　・一覧リストのヘッダー文字列を変更しました。
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◎ HIDIC-H（非占有）Ethernet IFA
　　・ヘルプ(Hidic_Et.chm)がインストールされなかった問題を修正しました。

［F-4］→ [F-5] 2012/12/12

※以下の改訂項目のうち機能追加に関する詳細内容につきましては、
　インストールCDのルートに格納されている「看太郎32_F-5機能追加内容.pdf」を
　参照願います。

◎ プロジェクト管理モジュール：2012/10/02
　　・メインウィンドウ内の表示をツリー構造に変更しました。

◎ 条件DLL：2012/04/13
　　・『グラフィックモニタ』のデジタルメータの数値表示において、計算結果で-0と
　　なった場合にデジタルメータに-が表示されていたので表示されないようにしました。
　　・運転中のパソコン時計変更によりタイマー演算子[T]に影響が出ていましたので、
　　対応しました。

◎ グラフィック・エディタ：2012/11/02
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・文字列のセンタリング：図形上の中心位置に合せて文字列を自動配置する機能を
　　追加しました。
　　・スイッチ文字列の複数行表示：スイッチ内のテキスト入力について、文字列を
　　改行して複数行表示する機能を追加しました。
　　（対象は図形オブジェクトのボタン・スイッチ、マクロ・スイッチ、
　　一括設定・スイッチ）
　　・コピー／ペースト操作を行ったとき、貼り付けられるオブジェクトの表示位置を
　　マウスクリックした位置近辺となるようにしました。
　　・マクロコマンドのShowPopupのウインドウ表示位置パラメータに「中央」を追加
　　しました。
　　・基本ページとサブページにタイトルを表示する機能を追加しました｡
　　・マクロスイッチに設定されたマクロ記述文をダイアログで確認できるように
　　しました。
　　・データスイッチにおいて、「出力」の「範囲」(入力数値のチェックを行う)に
　　タグを登録できるようにしました。
　　・DBイベント・ビューワで操作履歴を残すために、パスワード機能と操作履歴用タグ
　　の設定機能を追加しました。
　　・モニタのスイッチ上にマウスカーソルを移動するとガイダンスを表示するよう機能
　　追加を行いました。
　　　対象オブジェクトは次の通りです。
　　　ボタン・スイッチ（図形オブジェクト）、一括設定・スイッチ（図形オブジェクト）、
　　　マクロ・スイッチ（図形オブジェクト）、押しボタン、オルタネートスイッチ、
　　　トグルスイッチ、セレクトスイッチ、データスイッチ、文字列スイッチ
　　・パスワード機能を追加しました。
　　・看太郎DB Logger(DataBase対応データ収集・閲覧ソフト)との組み合わせで
　　操作履歴を残すために、操作履歴用タグの設定機能を追加しました。
　　・マクロスイッチのポップアップコマンドに透過度の設定を追加しました。
　　この設定により、ポップアップウィンドウを表示した際の後面の図形（オブジェクト）
　　が透過できます。
　　・Ctrl + Vでオブジェクトの貼り付けを行う際に、正常に貼り付けされない問題を
　　修正しました。

◎ グラフィック・モニタ：2012/11/30
　　・パスワード機能、操作履歴機能、ガイダンス表示機能を追加しました。
　　・スイッチ文字列の複数行表示機能を追加しました。
　　（対象は図形オブジェクトのボタン・スイッチ、マクロ・スイッチ、
　　一括設定・スイッチ）
　　・基本ページとサブページにタイトルを表示する機能を追加しました｡
　　・データスイッチの出力範囲設定においてタグ登録に対応しました。
　　・データスイッチで入力時に表示される過去設定値履歴を非表示にするiniファイル
　　オプションを追加しました。
　　・DBイベント・ビューワで操作履歴を残すために、パスワード機能と操作履歴機能を
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　　追加しました。
　　・メッセージオブジェクトについて、外部ファイルのリロード機能を追加しました
　　(INIファイルオプション)。
　　・ポップアップウィンドウを表示した際の後面の図形（オブジェクト）が透過できる
　　機能を追加しました。
　　・ポップアップでのActiveXコントロールを無効化しました。
　　ActiveXコントロールが貼り付けられたページをポップアップした場合は
　　警告メッセージが表示されます。
　　・終了時にアプリケーションエラーが発生する場合があり修正しました。
　　・データスイッチと文字列スイッチについて、ダイレクト入力のタブ移動機能を
　　追加しました。（INIファイルオプション）
　　・複数ページが存在する設定において、ページ毎のデータ属性を非常駐にした状態で
　　モニタを終了するとエラーになる場合があり修正しました。
　　・ActiveXコントロールを貼り付けたページをサブページ表示状態で終了すると
　　アプリケーションエラーが発生する問題を修正しました。
　　・外部オブジェクトHISTPSTを使用した場合、エディタのヒストリカルトレンド設定の
　　オプション「グローバル」にて「アプリケーション終了時にトレンドを終了しない」
　　をチェックし、モニタで該当ページのトレンドを表示後マクロスイッチのQuitコマンド
　　で終了すると「オブジェクトをサーバーに接続できません。」というメッセージが
　　表示されモニタが終了しない問題を修正しました。
　　・Windows7環境において、ポップアップウィンドウがロードされた状態で
　　OLEオートメーションのQuitメソッドで終了させるとポップアップのプロセスが残る
　　問題を修正しました。
　　・グラデーションの間引きについて、グラデーション種類に{左上角から},
　　{右上角から},{左下角から},{右下角から}を選択すると、図形が大きく描画
　　されてしまう問題があり修正しました。
　　・マクロスイッチによるページ切り替えを頻繁に行うとアプリケーションエラーが
　　発生する場合があり、修正しました。

◎ 外部プログラム(ビューワ)貼り付け：2011/12/28（グラフィック・エディタ）
　　『グラフィックエディタ』に貼り付けたオブジェクトをマウスでドラッグすると、
　　メモリリークする問題を修正しました。

◎ データロギング・エディタ：2012/07/24
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・ヒストリカルトレンドシートについて：
　　　○横軸スケールの指定を時間単位で行えるようにしました。
　　　これに伴い時間単位用の外部I/F(入力･出力)を追加しました。
　　　○１日毎のバックアップファイルを複数年（最大10年）保存できるようにしました。
　　　　 バックアップファイル名は「設定ファイル.YYYYMMDD」となります。
　　　○表示データのCSV出力用の外部I/F(入力)を追加しました。
　　・接点タグの「実スケール」でグラフY軸目盛が「***」表示となっておりましたので
　　0～1表示となるよう修正しました。
　　・世代管理に影響する設定変更を行い、設定ファイル保存の後これをモニタ実行し、
　　エディタを終了せずに世代管理に影響しない設定変更を行うと、不必要な
　　前世代ファイル（設定ファイル名：GENYYYYMMDD_hhmmss.log）が作成される問題を
　　修正しました。（動作上問題はありません）

◎ データロギング・モニタ：2012/11/20
　　・ヒストリカルトレンドについて：
　　　○横軸スケールの変更について、縮小方向（表示期間を拡大）も可能とし、
　　　　時間単位での指定(エディタでの設定が必要です)も可能としました。
　　　○１日毎のバックアップファイルを複数年（最大10年）保存できるようにしました。
　　　　 バックアップファイル名は「設定ファイル.YYYYMMDD」となります。
　　　○表示データのCSV出力機能を追加しました。
　　　○リアルタイム表示中の表示更新を一時停止する機能を追加しました。
　　　○接点タグのロギングの場合に、【スケール設定】ダイアログにて操作を行うと
　　　　”入力値に誤りがあります”と表示され設定できない問題と、接点タグを
　　　　「実スケール」で設定するとグラフY軸目盛が”***”表示となる問題を修正
　　　　しました。
　　　○ヒストリカルシートオプション設定の横軸で「タグ基準」を選択した設定ファイル
　　　　を読込みヒストリカルシートを表示した場合、ステータスバーに表示されるX倍率
　　　　が「xf」となっていましたので修正しました。
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　　　○X軸グリッド幅を24時間とした場合、グラフを印刷するとグリッドとX軸スケール
　　　　が正しく印字されない問題を修正しました。
　　・ヒストリカルシートとデータロギングシートのバックアップファイルの参照が
　　カレンダーでできるように〔バックアップ カレンダー参照...〕ボタンを追加
　　しました。
　　・「ﾕｰｻﾞｰ設定条件」が指定されている場合、ロギング中にPC時刻を変更すると
　　以降のロギングが行われなくなる問題を修正しました。
　　　本動作に切り替えるにはINIファイルオプション指定が必要になります。
　　・データロギングシートの【保存ファイル表示】ダイアログに
　　〔バックアップ カレンダー参照...〕ボタンを追加し、そのボタンで表示される
　　【カレンダー】ダイアログで１日毎のバックアップファイルが参照できるように
　　なりました。
　　・【スケール設定】ダイアログにて接点タグの場合「入力値に誤りがあります」と
　　表示され設定できない問題について、 接点タグの場合は〔キャンセル〕ボタンのみ
　　有効としました。
　　・接点タグの「実スケール」でグラフY軸目盛が「***」表示となっておりましたので
　　0～1表示となるよう修正しました。
　　・【スケール変更】ダイアログにおいて、エディタでX軸が時間に設定されていた場合
　　時間を変更後〔OK〕ボタンをクリックするとその時間が記憶され、その後ダイアログ
　　を開いて〔リセット〕ボタンを押した場合、エディタで設定された時間（モニタ起動
　　時の時間）にならない問題を修正しました。
　　・ユーザ条件で{SECOND}=0 | {SECOND}=30 など指定してロギング中にPC時刻を変更
　　するとロギングが停止する問題について、INIファイルオプションにて対応しました。

◎ データロギング・ファイルマネージャ：2012/10/12
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・設定ファイル(*.tdl)フォーマットの変更に対応しました。
　　・新規作成の場合に、変換範囲画面を一度も開かずに変換実行を行うと
　　「エラーを特定できません」というエラーが表示される問題を修正しました。
　　・比較的処理の速いパソコンを使用して、トリガファイルで変換実行を行うと、
　　「○○.CSVへのアクセス中に共有違反が発生しました」というエラーが表示される
　　問題を修正しました。

◎ イベントロガー・モニタ：2012/11/29
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に
　　"（半角ダブルクォーテーション）を使用すると正常に出力されない問題を
　　修正しました。
　　・ログファイルの保存パス（フルパス＋ファイル名）の文字数が31byteを超えて
　　設定されている場合、ログファイルビューワで印刷を行うと、イベント内容が印刷
　　されずイベント表示が全て消えてしまう問題を修正しました。

◎ イベントロガー・ファイルマネージャ：2011/07/21
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に
　　"（半角ダブルクォーテーション）を使用すると正常に出力されない問題を
　　修正しました。

◎ Webサーバモジュール：2012/01/06
　　・一部文字表記を修正しました。

◎ Web対応ファイル転送モジュール：
　　サーバ：2011/11/01
　　クライアント：2010/09/20
　　・『データロギングモジュール』の新しい設定ファイルフォーマットに対応しました。
　　・『データロギングモジュール』で生成される複数年バックアップファイルの転送に
　　　対応しました。

◎ データロギング・ビューワ：2010/09/28
　　・一部文字表記を修正しました。

◎ 帳票モジュール
　　・帳票作成に使用していますVB-Reportを最新版に変更しました。
　　　Excelファイル(*.xlsx用) ：XlsxReport.dll（2012/05/24　12:00、3.6.1.3.3511） 
　　　Excelファイル(*.xls用)　：XlsReport.dll （2012/06/29　 0:00、3.0.3.3327）
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◎ スケジューラ：2011/11/22
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・下記機能追加を行いました。
　　　○編集機能の強化
　　　○パルス出力機能追加（エディタ設定）
　　　○オンライン・出力先設定機能
　　・スケジュール設定がOFFで出力がONになっている場合、強制出力を行っても
　　出力がOFFにならない問題を修正しました。
　　・日選択時のスケジュールのコピー（右クリックメニュー）操作について、
　　複数日を選択した状態で[コピー]を選択し[貼り付け]を行っても複数スケジュールの
　　コピーが行えない問題を修正しました。
　　・スケジュール設定ダイアログをグラフィック画面に貼付けて（常時起動）使用した
　　場合、日付が変わってもスケジュール表示の内容が更新されない問題を修正しました。

◎ メッセージ・モニタ：2011/07/07
　　・動作に影響のない改訂を行いました。

◎ Ethernet IFA：2012/10/19
　　（MELSEC-A、MELSEC-Q、PROSEC-T、FA-M3、HIDIC-H、MICREX-F、SYSMAC、
　　、KV-5000/3000、MICREX-SX）
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・二重化機能を追加しました。
　　　MELSEC-QnA、HIDIC-H、MICREX-SXの各IFAについて二重化（PLCとLAN系統の二重化）
　　　に対応しました。
　　・ヘルプファイルの拡張子を*.hlpから*.chmに変更し、文書をpdfフォーマットに
　　変更しました。
　　・INIファイルオプション「ReinitOnError」についてオーナ解除しないオプションを
　　追加しました。（[AppEnv] ReinitOnError=2）
　　・『データロギング』等のデータ要求通信において、デバイスデータの取得が複数の
　　通信に分割された場合、分割の境界にまたがるデバイスデータを正常にタグ展開
　　できない問題を修正しました。

◎ MELSECNET/H IFA：2012/10/09
　　・64bit実数型（HEX1W、HEX2W）に設定したタグをグラフィックモジュールの
　　データスイッチでスケーリング出力した場合、演算誤差により最下桁が整合しない
　　場合がありましたので対応しました。

◎ CC-Link IE IFA ：2012/10/09
　　・２種類のエラー情報タグのうち一方のみを設定した場合、データがタグに展開
　　されない問題を修正しました。
　　・64bit実数型（HEX1W、HEX2W）に設定したタグをグラフィックモジュールの
　　データスイッチでスケーリング出力した場合、演算誤差により最下桁が整合しない
　　場合がありましたので対応しました。

◎ MELSEC-Q二重化システム用 IFA：2012/6/15
　【設定ファイルバージョンが変わりました】
　　・初期接続時にA系がダウンしていた場合に対応するため、B系パラメータ
　　（ネットワーク番号、局番、IPアドレス）を追加しました。
　　EZSocket Ver3.0との組み合わせで動作します。

◎ Contoroller LINK IFA　リリース

◎ TL2 IFA　リリース

◎ SNMPエージェントモジュール　リリース

◎ OMRON SYSMAC(-EX：拡張パラメータ対応) Ethernet IFA　リリース
　　・従来の機能に加え、ネットワークの階層を超えて通信できる機能を追加しました。
　　　使用する場合は【接続機器の設定】ダイアログで「OMRON_EX」を選択します。

［F-3］→ [F-4] 2011/08/18
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◇ インストーラの型式が変更になりました。

◎ コミュニケーションマネージャ：2011/07/28
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。

◎ タグ設定プログラム：2011/03/14
　　・ブロックタグを複写すると、項目名などの情報が構造体登録時のデフォルト状態
　　に戻ってしまう問題を修正しました。
　　・64ビットIEEE浮動小数点実数について、桁数が14桁以上で下位の桁が0になる数値
　　をセットされた場合に、再度設定画面を開くと、0となる下位の桁部分が削除されて
　　表示される問題を修正しました。
　　（例：12345678900000(14桁)を設定→123456789と表示）

◎ アプリケーション削除：2010/07/29
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。
　　動作に変更はありません。

◎ 条件DLL：2010/10/01
　　・特殊タグ{HOUR}の説明が「時間」となっておりましたので「時」に変更しました。

◎ グラフィック・エディタ：2011/03/30
　　・「レベルメータ」,「デジタルメータ」において、「データ：」部にメインの
　　タグ設定時に自動的に入力される項目（タグの範囲,上限値,下限値）については、
　　【条件設定】ダイアログにてメインのタグ,演算精度,桁数のいずれかを変更して
　　〔設定〕ボタンをクリックすると上記項目が『タグ設定プログラム』にて設定され
　　たデフォルト値に書き換わってしまう動作となっておりましたが、上記項目が既に
　　設定されている場合は変更されないように改善しました。

◎ グラフィック・モニタ：2011/05/23
　　・回転図形が最初に表示されたときに図形内に残像が残る場合がありましたので
　　修正しました。
　　・Windows 7/Vista環境にて、『HistPst.tgx』を使用し、エディタのヒストリカル
　　トレンド設定のオプション「グローバル」にて「ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ終了時にﾄﾚﾝﾄﾞを終了
　　しない」をチェックしている場合について、モニタで該当ページのトレンドを
　　表示後マクロスイッチのQuitコマンドで終了すると、モニタが終了できない問題を
　　修正しました。
　　※別アプリからOLE起動されたモニタに『HistPst.tgx』(設定で「グローバル」に
　　チェック)が使われている場合、モニタのマクロなどでのQuitや〔閉じる〕ボタン
　　でも終了できませんので、別アプリ側からQuitを行う必要があります。
　　・モニタオプションの設定でメニューを非表示にしている場合、ActiveXが貼り付け
　　られた画面に移動するとメニューが表示されてしまう問題を修正しました。
　　・ActiveXコントロールを使用している場合、ActiveXコントロールの種類によっては
　　モニタ終了時にアプリケーションエラーが発生する場合があったので修正しました。
　　・Windows 7環境において、ポップアップウィンドウがロードされた状態で
　　OLEオートメーションのQuitメソッドで終了させるとポップアップのプロセスが残る
　　問題を修正しました。
　　・ポップアップでのActiveXコントロールを無効化しました。
　　　ActiveXコントロールが貼り付けられたページをポップアップすると、
　　　ActiveXコントロールは無効化され、代わりに警告メッセージが表示されます。

◎ データロギング・エディタ：2011/06/28
　　・ヒストリカルトレンドシートに接点タグを設定した場合について、
　　「実スケール」に設定した場合のY軸目盛りを0～1表示に変更しました。
　　（データタグ、文字列タグについての動作は変更ありません。）

◎ データロギング・モニタ：2011/06/28
　　・ファイルデータ表示モードで垂直スクロールバーの下余白をクリックして
　　スクロールを繰り返すと、再描画が追従しなくなり一部のデータが表示されなく
　　なる問題を修正しました。
　　・ヒストリカルトレンドシートに接点タグを設定した場合について、
　　「実スケール」に設定した場合のY軸目盛りを0～1表示に変更し、ラインマスク
　　操作時の【スケール設定】ダイアログでのスケール設定を無効にしました。

----- 8/14 -----



　　（データタグ、文字列タグについての動作は変更ありません。）

◎ イベントロガー・エディタ：2010/09/22
　　・初めてエディタを起動した時に【ファイル環境の設定】ダイアログを開くと、
　　環境によっては「必要空き容量」の数値が不正値になる場合があり、修正しました。
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。

◎ イベントロガー・モニタ：2011/07/21
　　・メニューやツールバーが非表示でも、ショートカットキー Ctrl＋G にて
　　実行/中断の切り替えができていたため、この機能を無効にしました。
　　・外部警報出力機能（TMS32HisOpe.dll）において、EL_Event()関数がFALSEを
　　返した場合、不正なログが記録されていたので修正しました。
　　・過去イベント情報ファイル(*.elr)が原因でモニタが起動できない場合があり、
　　対処しました。
　　これにより、以下のように仕様が変わっています。
　　エディタの【表示環境の設定】ダイアログで「起動時に過去のｲﾍﾞﾝﾄを読み込んで
　　表示する」チェックが
　　◆OFFの場合：
　　　　モニタではelrファイルに書き込みを行わないように変更し、
　　　　既存のelrファイルが存在する場合はこれを消去します。
　　◆ONの場合：
　　　　モニタ起動時にelrファイルオープン処理中にファイルの不正を発見した場合に
　　　　は、その時点でオープン処理を停止してelrファイルを*.NG_elrにリネームし、
　　　　elrファイル読み込み処理をパスして新規に作成してモニタ起動します。
　　　　そしてプロジェクトフォルダにログファイル（TMS32ELM.log）を生成して、
　　　　発生日時と事象を記録します。
　　・INIファイルオプション[AppEnv]セクション-RealLogFileUpdateInterval=キーの
　　デフォルトを、従来の0から60に変更しました。
　　これにより、elrファイルは自動的に1分毎に保存されます。
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に「"」を使用すると、
　　「ログファイルビューワー」で正常に表示できない問題を修正しました。
　　ただし、「,」の使用は禁止です。

◎ 外部警報出力DLL(TMS32HisOpe.dll)：2010/10/05
　　・EL_Event()関数を大量に発行すると、誤ってFALSEを返す場合がありましたので
　　修正しました。

◎ イベントロガー・ファイルマネージャ：2011/07/21
　　・ツールバーの文字欠けなどの表示不具合を修正しました。
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に「"」を使用すると
　　正常にCSV変換できない問題を修正しました。
　　ただし、「,」の使用は禁止です。

◎ スクリプトモジュール：2010/09/22
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。
　　動作に変更はありません。

◎ Serial IFA：2010/11/12
　　・【接続機器の設定】ダイアログにライセンスされていない接続機器が表示される
　　場合がありましたので修正しました。

◎ ネットワークマネージャ：2010/09/23
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。
　　動作に変更はありません。

◎ デマンドモジュール
　　・バージョン情報の文字欠けを修正しました。

◎ Webサーバモジュール：2010/09/24
　　・ダウンロードファイルに多く（数百個）のファイルを登録して実行すると、
　　実行の際に数分の時間を要する問題を改善しました。

◎ スケジューラモジュール：2010/11/10
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　　・モニタ実行中の平日スケジュール設定操作において、コピーボタンを追加して
　　操作性の向上を計りました。
　　・期間設定制限を解除し、9/1～3/31のような設定も可能にしました。
　　（今までは 9/1～3/31と設定するとエラーメッセージが表示されていました。）
　　・期間を削除するとき、選択したのとは異なる期間が削除されてしまう問題を修正
　　しました。
　　・期間の追加,削除を何回か行うと、追加した時に表示される期間名が既存と同じ
　　ものになる問題を修正しました。

◎ 帳票・モニタ：2010/11/05
　　・日報データ型が"力率"の場合の上下限表示の判定方法を、"元データ"から
　　"力率変換後のデータ"で行うように変更しました。
　　・Officel2010に対応しました。

◎ イベントロガー・ビューワ：2011/07/21
　　・ファイルバージョン等のプログラム情報を改訂しました。
　　・メッセージ名、分類、状態、参照タグ(文字列の場合)に「"」を使用すると、
　　正常に表示できない問題を修正しました。
　　ただし、「,」の使用は禁止です。

◎ MELSECNET/H IFA：2010/11/16
　　・Windows 7での動作を確認しました。

◎HIDIC S10V IFA：2011/01/11
　　・送受信データに対してチェックサム機能を追加しました。
　　・連続運転中に、ごくまれに通信が不安定になり送受信の間隔が長くなる場合が
　　ありましたので改善しました。

○ メッセージモジュール（標準版/Light版）
　　・取り扱い説明書（pdf）を改訂しました。

◎ MELSEC-Q二重化 IFA：2010/9/14
　　・CC-Link IE（MELSECNET/G）に対応しました。
　　・通信エラーが発生すると通信タグの値がゼロリセットされていましたので、
　　値を保持するように修正しました。
　　・Windows 7での動作を確認しました。

◎ Ethernet IFA：2011/07/22
　　（MELSEC-A、MELSEC-Q、PROSEC-T、FA-M3、HIDIC-H、MICREX-F、SYSMAC、
　　KV-5000/3000、MICREX-SX）
　　・デバイス割り付けコンボボックスを操作する時の選択肢表示を高速化しました。
　　・【接続機器の設定】ダイアログにライセンスされていない接続機器が表示される
　　場合がありましたので修正しました。

◎ MEWNET-FP Serial IFA
　　・Windows 7での動作を確認しました。

◎ CC-Link IE IFA ：2010/11/16
　　・Windows 7での動作を確認しました。

◎ MICREX-SX Ethernet IFA　リリース

◇キーアクセスドライバ
　　・Ver 7.5.1（SSDI751.exe）からVer 7.5.2（Sentinel System Driver Installer 
　　7.5.2.exe）にアップデートしました。

［F-2］→ [F-3] 2010/05/25

◎ グラフィック・エディタ：2010/04/15
　　・Windows Vista環境にて、シンボルファイルやグループファイルを選択，貼り付け
　　できない問題を修正しました。
　　・メッセージオブジェクトにおいて、登録したメッセージに対する「切り取り」や
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　　「貼り付け」操作が正しく動作しない問題を修正しました。
　　・多数のオブジェクトから構成されるグループ図形を縮小するとアプリケーション
　　エラーが発生する場合がありましたので、対処しました。
　　・シンボル設定時に【シンボル表示条件の設定】ダイアログ-［ズーム/回転］パネル
　　にてそれぞれの「データ」エディットボックスに条件式を入力する場合、一旦
　　【条件式設定】ダイアログを開いてから設定する必要がありましたが、直接
　　「データ」エディットボックスに条件式を入力できるように改善しました。

◎ グラフィック・モニタ：2010/05/06
　　・デジタルメータ等の「表示条件」で複数のタグの組み合わせで設定された条件式
　　においては、条件式が成立しなくとも各タグの変化で再描画が行われておりました
　　ので、条件式の結果を演算してから再描画するように改善しました。

◎ データロギング・モニタ：2010/01/06
　　・【保存ファイル表示】ダイアログの「シート表示先頭時刻」のデフォルトを
　　最新にするためのINIファイルオプション（「TMS32DLM.ini」）
　　　　[AppEnv]
　　　　HistoricalSheetStartTimeNow=1
　　を指定してモニタを起動し、ログファイルが生成された後にモニタを終了して
　　手動でログファイルを削除し、再度モニタを起動してファイルデータ表示を行うと、
　　”表示時刻データが不正です”というエラーメッセージが表示される問題を
　　修正しました。

◎ メッセージ・モニタ：2010/04/22
　　・メール本文の改行コードが原因で送信失敗となる場合がありましたので
　　修正しました。

◎ CC-Link IE IFA（MELSECNET/G）：2010/01/13
　　・バトンパス情報の取得処理に誤りがあり、一度通信エラーが発生すると自動復旧
　　しない問題を修正しました。
　　・自局と他局が混在する通信において、画面切替等のタイミングで自局のBデバイス
　　の値がタグに正しく反映されないことがありましたので、修正しました。

◆F-3版より下記モジュールに関しては動作環境として、Windows 7をサポートします。
　◎ コミュニケーションマネージャ
　◎ グラフィックモジュール
　◎ データロギングモジュール
　◎ イベントロガーモジュール
　◎ スクリプトモジュール
　◎ ネットワークマネージャ
　◎ デマンドモジュール
　◎ Webサーバモジュール
　◎ Web対応ファイル転送モジュール（ﾃﾞｰﾀﾛｷﾞﾝｸﾞﾋﾞｭｰﾜ、ｲﾍﾞﾝﾄﾛｶﾞｰﾋﾞｭｰﾜ）
　◎ 帳票モジュール
　◎ MELSEC-A Ethernet IFA
　◎ MELSEC-Q,QnA Ethernet IFA
　◎ PROSEC-T Ethernet IFA
　◎ FA-M3 Ethernet IFA
　◎ HIDIC-H Ethernet IFA（占有/非占有）
　◎ MICREX-F Ethernet IFA
　◎ SYSMAC Ethernet IFA
　◎ KV-5000/3000 Ethernet IFA
　◎ S10V Ethernet IFA
　◎ OCX（OLEコントロール）
　◎ スケジューラ
　◎ メッセージ（標準版）
　◎ メッセージ（ライト版）
　◎ MELSEC-Q,QnA Serial IFA
　◎ SYSMAC-C Serial IFA
　◎ MELSEC-A Serial IFA
　◎ HIDIC-H Serial IFA
　◎ FA-M3 Serial IFA
　◎ PROSEC-T Serial IFA
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　◎ データベース IFA
　◎ データベース AM

［F-1］→［F-2］ 2009/11/27

◎ グラフィック・エディタ
　　・ActiveXコントロールに対応した外部オブジェクトを追加しました。
　　・ページ内スクロール機能を追加しました。
　　・本バージョンより、設定ファイル(*.tgr)のファイルバージョンが変更されています。
　　　下位への互換性はありません（F-2版以降で保存したtgrはF-1版では読めません）
　　のでご注意願います。

◎ グラフィック・モニタ
　　・ActiveXコントロール機能追加に対応しました。
　　・外部プログラム貼り付けオブジェクトで外部プログラムを貼り付けたページを
　　「非常駐」設定に切り替えてモニタ実行するとアプリケーションエラーとなる場合
　　があり、修正しました。
　　・リアルタイムトレンドオブジェクトのトレンドビューワーにて「タグ選択機能」を
　　使った場合、ウィンドウの両端に余白ができてしまう問題を修正しました。
　　・外部オブジェクトを貼り付けたページから別のページに切り替えた場合、画面内
　　でスクロールを行うと、実体のない外部オブジェクトを操作できてしまう（元の
　　ページに貼り付けた外部オブジェクトが動作する）問題を修正しました。
　　・ウィンドウ内スクロール機能追加に対応しました。
　　・設定ファイルのファイルバージョンが変更されています。

◎ 外部プログラム(ビューワ)貼り付け：2009/7/21（グラフィック・モニタ）
　　・Core2DuoなどのマルチコアCPU環境で実行した場合、複数の外部プログラムが
　　貼り付けられた設定ファイルをモニタ実行するとアプリケーションエラーとなる
　　場合がありましたので、対処しました。

◎ データロギング・モニタ
　　・ヒストリカルシートにおいて、「X軸長さ」と「Xグリッド間隔」の設定により
　　右端に余分な空白ができる場合がありましたので、適正な空白になるように改善
　　しました。
　　・エディタの【ﾋｽﾄﾘｶﾙｼｰﾄｵﾌﾟｼｮﾝ設定】ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ-［ｽｹｰﾙ表示］ﾊﾟﾈﾙで設定された値が
　　印刷時のフォントの文字サイズ及びフォントの種類に適用されるように変更しました。
　　・印刷時に下記設定機能を追加しました。
　　　【プリンタ出力条件】ﾀﾞｲｱﾛｸﾞ（モニタのメニュー［ﾌｧｲﾙ］-［プリンタの設定］）
　　で設定を行います。
　　　①印刷余白
　　　②グラフ線の太さ
　　　③グリッド線の太さ
　　　④背景色印刷の有無
　　　　「背景も印刷する」チェックを外すと、背景が黒でグラフ線が白の場合、背景が白、
　　　　グラフ線が黒で印刷されます。
　　・ヒストリカルシートの「拡大表示解除」オプションについて、外部インターフェイス
　　のトリガーで表示状態がリセットされる問題を修正しました。
　　　ただし、次の外部インターフェイスではリセットされます。
　　　　テーブルNo.、Ｘ軸Min値、Ｘ軸スパン、スパン変更の解除
　　・コマンドラインから設定ファイルを指定して実行された場合、パスにスペースが
　　含まれていると実行できない問題を修正しました。
　　・従来版からの移行において、INIファイルオプション[AppEnv]セクションの
　　PrtOutSize***エントリ（印刷フォントの文字サイズ）が指定されている場合は、
　　エディタ設定ではなくINIファイルオプションの設定が適用されます。
　　　新規（INIファイルオプション指定無し）の場合はエディタ設定が適用されます。

◎ イベントロガー・エディタ
◎ イベントロガー・モニタ
　　・【開く】などのWindows標準ダイアログのタイトルが英語表記となっていましたので、
　　日本語表記に修正しました。

◎ Serial IFA
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　　（MELSEC-Q、MELSEC-A、MELSEC-F、SYSMAC-C、HIDIC-H、SHARP-JW、FA-M3、
　　PROSEC-T、MEWNET-FP、MA500、SuperDCS、SMDF、チノーFK、TAKEMOTO）
◎ Ethernet IFA
　　（MELSEC-A、MELSEC-Q、PROSEC-T、FA-M3、HIDIC-H、MICREX-F、SYSMAC、
　　KV-5000/3000）
　　・「1データ：1デバイス」と「1データ：2デバイス」のように混在してデバイス
　　割り付けされたタグが存在する場合、実行中にアプリケーションエラーが発生する
　　場合があり、修正しました。

◎ HIDIC-H Ethernet IFA
◎ HIDIC-H Ethernet IFA（非占有）
　　・EHVの通信可能デバイスを拡張しました。
　　　・WEX ：(0000-5A7F)
　　　・WEY ：(0000-5A7F)
　　　・WN  ：(00000-1FFFF)

◎ SYSMAC Ethernet IFA
　　・CVモードで接点書き込みが行えなかった問題を修正しました。

◎ Webサーバモジュール
　　・メインメニュー［ファイル］-［デフォルトHTML作成］で作成される
　　Tms32monitor.html内の記述で一部誤記があり改訂しました。
　　（CODEBASE="Tms32XGRM.ocx#Version=1,1"の行末に終端記号">"抜け）
　　　従来版Tms32monitor.htmlのままですとポート変更が有効になりません。
　　　古いTms32monitor.mstが存在している場合削除してください。

◎ データロギング・ビューワー
　　・起動時、誤ってWindowsフォルダ内のINIファイルを参照する問題を修正しました。

◆F-2版でリリースするモジュールは以下の通りです。
　◎ コミュニケーションマネージャ
　◎ グラフィックモジュール
　◎ データロギングモジュール
　◎ イベントロガーモジュール
　◎ スクリプトモジュール
　◎ ネットワークマネージャ
　◎ デマンドモジュール
　◎ Webサーバモジュール
　◎ Web対応ファイル転送モジュール（ﾃﾞｰﾀﾛｷﾞﾝｸﾞﾋﾞｭｰﾜ、ｲﾍﾞﾝﾄﾛｶﾞｰﾋﾞｭｰﾜ）
　◎ 帳票モジュール
　◎ MELSECNET/H IFA
　◎ MELSEC-Q,QnA Serial IFA
　◎ SYSMAC-C Serial IFA
　◎ MELSEC-Q,QnA Ethernet IFA
　◎ PROSEC-T Ethernet IFA
　◎ FA-M3 Ethernet IFA
　◎ HIDIC-H Ethernet IFA（占有/非占有）
　◎ MICREX-F Ethernet IFA
　◎ SYSMAC Ethernet IFA
　◎ KV-5000/3000 Ethernet IFA
　◎ OCX（OLEコントロール）
　◎ スケジューラ
　◎ メッセージ（標準版）
　◎ メッセージ（ライト版）
　◎ MELSEC-A Serial IFA
　◎ HIDIC-H Serial IFA
　◎ FA-M3 Serial IFA
　◎ PROSEC-T Serial IFA
　◎ MELSEC-A Ethernet IFA
　◎ データベース IFA
　◎ データベース AM
　◎ S10α Ethernet IFA
　◎ S10V Ethernet IFA
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　◎ MELSEC-Q二重化 IFA
　◎ CC Link IE.IFA
◆F-2版より動作環境として、Windows VistaおよびWindows XPをサポートします。

※但し、以下のモジュールはXPのみのサポートとさせていただきます。
　（環境設定ファイルの保存場所はWindows XPのWindowsフォルダ（例： C:\Windows）
　になります。）
　○ モデムマネージャ
　○ OPCマネージャ
　○ OPC IFA
　○ MELSECNET/10 IFA
　○ MELSECNET(Ⅱ) IFA
　○ SYSMAC LINK IFA
　○ Contoroller LINK IFA
　○ P-LINK (PCI) IFA
　○ TL2 IFA
　○ TLX IFA
　○ TLZ IFA
　○ GP Pro-Server IFA
　○ SAVE NET IFA
　○ MELSEC-F Serial IFA
　○ SHARP-JW Serial IFA
　○ SuperDCS Serial IFA
　○ SMDF Serial IFA
　○ MEWNET-FP Serial IFA
　○ MA500 Serial IFA
　○ Chino FK Serial IFA
　○ TAKEMOTO Serial IFA

［F-1］ 2009/02/24

　　コミュニケーションマネージャ
　　グラフィックモジュール
　　データロギングモジュール
　　イベントロガーモジュール
　　スクリプトモジュール
　　ネットワークマネージャ
　　デマンドモジュール
　　Webサーバモジュール
　　Web対応ファイル転送モジュール（ﾃﾞｰﾀﾛｷﾞﾝｸﾞﾋﾞｭｰﾜ、ｲﾍﾞﾝﾄﾛｶﾞｰﾋﾞｭｰﾜ）
　　帳票モジュール
　　MELSECNET/H IFA
　　MELSEC-Q,QnA Serial IFA
　　SYSMAC-C Serial IFA
　　MELSEC-Q,QnA Ethernet IFA
　　PROSEC-T Ethernet IFA
　　FA-M3 Ethernet IFA
　　HIDIC-H Ethernet IFA（占有/非占有）
　　MICREX-F Ethernet IFA
　　SYSMAC Ethernet IFA
　　KV-5000/3000 Ethernet IFA
　　OCX（OLEコントロール）

2008/09/09

・看太郎32 Ver6.0（Windows Vista対応）リリース

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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