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1 ソフトウェアの説明 
このソフトウェアは、PC でヒューマンマシンインタフェース(HMI)のユーザーアプリケーシ

ョンを開発するための統合開発環境を提供します。開発した HMI ユーザーアプリケーション

は、ランタイムソフトウェアによって複数のハードウェアで動作します。 
 

2 動作環境 (画面編集ソフトウェア) 

マニュアルを参照してください。 

マニュアルのトップページから[機能ガイド]のアイコンをクリックし、表示されたマニュアル

の目次から[ご使用の前に] – [動作環境]の順に選択します。 

 

3 アクセス権限 

ソフトウェアのインストール、アンインストール、または起動前に、管理者権限アカウント

でパソコンにログインしていることを確認してください。 

 

4 安全なアプリケーションのために 

マニュアルを参照してください。 

マニュアルのトップページから[機能ガイド]のアイコンをクリックし、表示されたマニュアル

の目次から[付録] – [安全なアプリケーションのために]の順に選択します。 

 

5 ライセンス認証 

ライセンスの認証方法については、Schneider Electric License Manager のヘルプを参照して

ください。 

 

6 ツール 

以下のツールは、インストールされた¥Tools フォルダーから頒布することができます。 
 
- Export Validation Tool 
- User Management Tool 

 



    

 Page 4 / 22 

7 新機能および機能改善 

マニュアルを参照してください。 

マニュアルのトップページから[機能ガイド]のアイコンをクリックし、表示されたマニュアル

の目次から[ご使用の前に] – [新しい機能]の順に選択します。 

 

8 修正済み制限事項 

8.1 作画時の修正済み制限事項 

8.1.1 部品 / 図形 

 アラーム表示器やレシピデータ表示器の列の[タイトル]に言語テーブルを使用していた場

合、プロジェクトを開き直すと列タイトルが保持されないことがある問題が修正されま

した。 

8.1.2 変数 

8.1.2.1 シンボルリンク 

 シンボルファイルにリンクされた変数を削除してからシンボルファイルを再度インポー

トすると、いくつかの割り付けが[Undefined]になってしまう問題を修正しました。 

 シンボルファイルにリンクされた変数を削除してからシンボルファイルを再度インポー

ト後にプロジェクトファイルを保存すると、予期しないエラーが発生することがある問

題を修正しました。 

 シンボルファイルにリンクされた変数を削除してからシンボルファイルを再度インポー

トすると、内部変数が削除されることがある問題を修正しました。 

8.1.3 SP5000 パワーボックスシリーズ 

8.1.3.1 Siemens AG SIMATIC S7 MPI Direct 

 通信速度を 187.5K で通信を行う場合でも、リトライ回数を 1 回以上設定する必要がなく

なりました。 

8.1.3.2 Modbus SIO マスター 

 SP5000 パワーボックスシリーズと Modbus SIO マスタードライバー（すべてのメーカ

ー）を使用している場合、ドライバープロパティウィンドウの[速度]で 57600 以上が設

定されていると、使用している接続機器によってはタイムアウトエラーが発生する問題

が改修されました。 
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8.2 表示器使用時の修正済み制限事項 

8.2.1 表示器起動 

 [描画モード]を[通信優先]に設定している場合に、表示器が正常に起動しない場合がある

問題を修正しました。 

8.2.2 画面 / コンテンツ 

 コンテンツ表示器を含む画面で、多くの外部変数を使用している場合、画面が正しく動

作しない問題を修正しました。 

 [描画モード]を[画面優先]または[通信優先]に設定してナビゲーションを使用した場合、初

期画面が正しく表示されない場合がある問題を修正しました。 

 配列の要素番号を外部変数で間接指定しているプロジェクトで、スライドコンテンツ表

示器でコンテンツが表示されない場合がある問題を改修しました。 

8.2.3 部品 / 図形 

8.2.3.1 画像表示器 

 画像表示器の[可視]を変数やスクリプトを使って動的に変更した場合に、画像が表示され

ないことがある問題を修正しました。 

8.2.4 トリガー / オペレーション 

 外部変数と、[Active]に設定した[画面/コンテンツステータス]トリガーを含むスクリプト

が画面に設定されている場合、繰り返し画面切り替えを実行すると、スクリプトが実行

されない場合がある問題を修正しました。 

 [Active]に設定した[画面/コンテンツステータス]トリガー内の[If Do]ブロックに外部変数が

設定されている場合、スクリプトが正常に動作しない問題を修正しました。 

 以下の組み合わせでスクリプトが正常に動作しない場合がある問題を修正しました。 
- 切り替え前の画面と切り替え後の画面で同じ外部変数を使用している。 
- グローバルスクリプトと初期画面で同じ外部変数を使用している。 

 [InActive]に設定した[画面/コンテンツステータス]トリガーを含むスクリプトがコンテン

ツに設定されている場合、スライドコンテンツ表示器オブジェクトでコンテンツを表示

する時、スクリプトが 2 度実行される問題を修正しました。 

 [Start]に設定した[ランタイムアプリケーション]トリガーを含むスクリプトが画面または

コンテンツに設定されている場合、スクリプトが動作しない問題を修正しました。 

8.2.5 操作ログ 

 操作ログが有効で「オブジェクトタッチ」がログの対象である場合に、ハードウェア設

定画面での設定変更が操作ログに保存されてしまう不具合を修正しました。 
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8.2.6 ドライバー 

8.2.6.1 オムロン株式会社 - CS/CJ/NJ/NX シリーズ Ethernet/IP 

 PLC へのデータの書き込み中に、表示器の処理が失敗することがある問題を修正しまし

た。 

 通信エラー発生後、通信エラーが発生しない画面に切り替えても通信エラーが復旧しな

いことがある問題を修正しました。 

8.2.7 SP5000 シリーズパワーボックス 

 以下のドライバーと SP5000 シリーズパワーボックスを使用している場合に、表示器が

異常終了することがある問題を修正しました。 
CoDeSys Automation Alliance 
 - CoDeSys V3 Ethernet 
 - CoDeSys V2 Ethernet 
Schneider Electric 
 - PacDrive 
 - SoMachine Network 

8.3 サイバーセキュリティ 

 Schneider Electric Software Update がバージョン 2.5.0 にアップデートされました。 
(CVE-2020-7520) 

 Schneider Electric License Manager がバージョン 2.5.0 にアップデートされました。 
(CVE-2019-8960, CVE-2019-8961) 

 表示器使用時のバッファーオーバーフローの脆弱性に関する問題が修正されました。 
(CVE-2020-8597) 

 画面編集ソフトウェア使用時のパストラバーサルの脆弱性に関する問題が修正されまし

た。 
(CVE-2020-7495, CVE-2020-7497) 

 表示器使用時の権限昇格の脆弱性に関する問題が修正されました。 
(CVE-2020-7544) 

 

9 制限事項 

この章では、 画面編集ソフトウェア、ランタイムにおける制限事項を説明しています。 

9.1 ライセンスの制限事項 

 Schneider Electric License Manager でバージョン 3.0 のトライアルライセンスが有効な

場合は、削除してください。 
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9.2 作画時の制限事項 

9.2.1 画面編集ソフトウェア 

 配列変数要素の変数を完全な変数名で検索することはできません。 配列変数名または要

素の変数名で検索します。 
たとえば、検索対象が「Var1 [Var2.Value] .Value」の場合、「Var1.Value」（配列変数

名）または「Var2.Value」（要素で使用される変数名）で検索します。 「Var1 
[Var2.Value] .Value」で検索することはできません。 

 オブジェクトの複数コピーで変数が作成された場合、複数コピーの操作を元に戻しても

変数の作成は元に戻りません。 オブジェクトの作成のみが元に戻ります。 

 20000 個以上の変数を使用しているプロジェクトファイルを画面編集ソフトウェアで開

いている場合、変数編集画面で複数のフィルターを設定していると編集画面を切り替え

た際にマウスカーソルの表示がビジー状態になる場合があります。再度切り替えを実行

するとマウスカーソルが正常に戻ります。 

 AltGr キーを持つキーボードで、AltGr+S キーを押すと、プロジェクトファイルの保存

（Ctrl+Alt+S キーと同等）の動作になります。 

 画面編集ソフトウェアの言語設定を以下の言語に設定し、単位コンバーターを使用した

場合、表示器で正しく動作しない場合があります。 
 - ポルトガル語 
 - フランス語 
 - ドイツ語 
 - イタリア語 
 - スペイン語 
この場合、画面編集ソフトウェアの言語を、上記以外の言語に設定し、再起動してから

対象の言語に変更してください。 

 ユーザーマニュアルに記載されていない、表示器内部で使用されているソースプロパテ

ィが、画面編集ソフトウェア上の選択画面で表示される場合があります。 
それらは使用しないでください。 

 命名規則で禁止された文字を、[名前]で使用しないでください。通常は禁止文字が入力で

きないようになっていますが、ある場合に禁止文字が入力できてしまいます。その場

合、画面編集ソフトウェア上でエラーメッセージが表示されますので、変更前の名前に

戻してください。変更前以外の名前に変更すると、関連して発生したエラーが自動で修

正されません。 

9.2.2 プロジェクトファイル変換 

 過去のバージョンのプロジェクトファイルを変換すると、マルチステートランプオブジ

ェクトの[変数]プロパティに関連する誤ったエラーが表示されます。エラーをダブルクリ

ックすると、エラーは表示されなくなります。 

 本バージョンで下記プロジェクトファイルを開く前に、リンク先を参照ください。マニ

ュアルのトップページから[機能ガイド]のアイコンをクリックし、表示されたマニュアル

の目次から[ご使用の前に] – [プロジェクトファイル変換の注意点]の順に選択します。 
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9.2.3 プロジェクトファイルサイズ 

 プロジェクトファイル構成が以下いずれかに該当する場合は、64 ビット オペレーティ

ングシステムの環境にて画面編集ソフトウェアを使用することを推奨します。 

 40,000 変数以上を登録 

 10,000 シンボル以上をインポート 

 10,000 レシピ以上を登録 

 150 画面以上を登録 

9.2.4 画面 / コンテンツ 

 グリッドやスクロールグリッドのプロパティ画面で[枠線]または[罫線]の種類を[単色]に設

定している場合、以下のソースプロパティを他のプロパティから指定することができま

せん。 

 Border.Color.Value 

 HorizontalLine.Color.Value 

 VerticalLine.Color.Value 

 複数の表示状態を持つ以下の部品をコンテンツに配置し、そのコンテンツをコンテンツ

表示器から参照する場合、ツールバーから状態を変更しても部品の表示状態が更新され

ません。 

 チェックボックス 

 ランプ 

 マルチステートランプ 

 ラジオボタン 

 配管 

 スイッチ 

 切り替えスイッチ 

これは、シミュレーションおよび表示器上では正しく動作します。 

 画面またはコンテンツのプロパティ画面にある[角度]は使用できません。 
画面編集ソフトウェア上で[角度]の設定を変更しても動作しません。 
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9.2.5 部品 / 図形 

9.2.5.1 アラーム表示器 

 アラーム表示器で列の項目や順序を初期値から変更した場合、"Columns[*].Title"プロパテ

ィを他のプロパティから指定することができません。指定すると、エラーが発生した

り、正しく動作しなくなる場合があります。 

 アラーム表示器の各列の[タイトル]に、言語テーブルを関連付けている場合、正しく表示

されなくなる場合があります。表示されなくなった場合、シミュレーションまたは転送

を実行する前に、アラーム表示器が含まれる画面またはコンテンツを表示してくださ

い。 

9.2.5.2 マルチステートランプ 

 マルチステートランプのプロパティ画面で、以下の設定をしている場合は、正しく動作

しません。 

 [種類]が[ワード] 

 [状態変更条件]が[ビット] 

 [未定義ビット]が[使用する] 

 [状態数]が 33 未満 

[状態数]の設定値を超えるビットが ON の場合、[無効]で設定した文字列やフォント、塗

り込みの状態が表示されるのが正しい動作ですが、32 ビットめの値を正しく参照できな

い問題があり、32 ビットを ON にした場合に正しく動作しません。 

9.2.5.3 数値表示器 

 数値表示器で、以下のソースプロパティが画面編集ソフトウェアで表示されますが、使

用できません。 
 - HiHi 
 - Hi 
 - Normal 
 - Lo 
 - LoLo 
使用した場合、画面編集ソフトウェアでエラーが発生する、または表示器で正しく動作

しません。 

9.2.5.4 スイッチ 

 スイッチ部品のプロパティ画面で[テキスト]に固定値以外(他のプロパティや変数のこと

です)を指定する場合、単位コンバーターを一緒に設定しないでください。設定しようと

すると画面編集ソフトウェア上でエラーが発生します。 

9.2.5.5 ウェブブラウザー 

 ウェブブラウザー部品でセルビア語フォントが使用できません。画面編集ソフトウェア

上では[フォントの種類]で[Serbian_Gothic]が選択できますが、選択しても表示器上では

セルビア語フォントは表示されません。 



    

 Page 10 / 22 

9.2.5.6 扇形 

 扇形では、[透過]の設定値を動的に変更できません。扇形の透過のソースプロパティを、

他のオブジェクトのプロパティに関連付けると、エラーを表示します。 

9.2.5.7 多角形 

 多角形のプロパティ画面で、[塗り込みレベル]を除く[アニメーション]のプロパティに固

定値以外(他のプロパティや変数のことです)を指定しないでください。他のプロパティや

変数を指定すると、エラーが表示されます。 

9.2.5.8 テキストボックス 

 テキストボックスのプロパティ画面で[影]の[有効]に固定値以外(他のプロパティや変数の

ことです)を指定することができません。画面編集ソフトウェア上では他のプロパティや

変数も指定できますが、正しく動作しません。 

9.2.5.9 コンテンツ表示器 

 コンテンツ表示器および参照先コンテンツの幅・高さの値を、他のプロパティやスクリ

プトから参照しても、値が正しく取得できない場合があります。 

9.2.6 フォント 

 フォントの種類に含まれる、Chinese_Simplified_GB2312_Gothic は将来のバージョンに

て使用できなくなる予定です。 
このフォントを使用した古いバージョンのプロジェクトファイルを本バージョンで開く

と、Chinese_Simplified_GB18030_Gothic に変換されます。 

9.2.7 コンバーター 

 範囲コンバーターで 51 個以上の範囲を使用する場合は、テキストボックスの右側にある

上下のボタンをクリックして、数値を増やしてください。 （テキストボックスに直接数

字を入力することはできません） 

 定義式コンバーターで、"!"は正しく動作しません。 

9.2.8 スクリプト 

 スクリプトのエラーが正常に検出されず表示器上で意図しない動作が発生する場合があ

ります。スクリプトで使用しているオブジェクトおよび変数の名前が正しいことを確認

するようにしてください。 

 スクリプトで、操作ログの値ブロックを配置し、"OperationLog.ExportData”を入力する

と、以下のソースプロパティが表示されます。 
 - "OutputFolderName" 
 - "OutputFileName" 
将来のバージョンで、以下の正しいソースプロパティ名に変更されます。 
 - "FolderName" 
 - "FileName" 
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9.2.9 トリガー / オペレーション 

 スクリプト上で、動作対象外のオブジェクトをタッチトリガーに指定しても、画面編集

ソフトウェア上でエラーになりません。 

 アラーム表示器 

 ハードウェア設定 

 レシピデータ表示器 

 画像表示器 

 ウェブブラウザー 

 全てのレイアウトオブジェクト 

 画面 / コンテンツ 

 グループオブジェクト 

 [アラームグループ]オペレーションはシステムエラーには対応していません。画面編集ソ

フトウェア上では[アラームグループ]オペレーションで[SystemErrorGroup]を選択できま

すが、選択しても表示器上では動作しません。 

9.2.10 アラーム 

 アラームメッセージのソースプロパティは読み取り専用ですが、書き込みできるオブジ

ェクトに設定してもエラーが検出されません。アラームメッセージを表示器上で変更す

る場合は、スクリプトを使用してください。 

9.2.11 変数 

 構造体変数の[名前]に"Structure"を使用しないでください。使用した場合、予期しない動

作が発生する可能性があります。 

 構造体変数のコピー＆貼り付けを実行すると、コピーされた構造体変数の要素が異なる

名前になる場合があります。その場合、コピーされた構造体変数を削除し、新たに作成

してください。 

 名前が 0 で終わる（10 や 20 など、0 の前に数字がある場合を除く）配列変数がプロパ

ティに関連付けられたオブジェクトは複製（複数コピー）することができません。 

9.2.11.1 シンボルリンク 

 シンボルファイルをインポートした後、ドライバーを削除して再度追加しないでくださ

い。 ドライバーを削除して再追加する必要がある場合は、ドライバーを削除する前にシ

ンボルファイルを削除してください。 

 シンボルファイルをインポートする場合、以下の制限事項があります。 

未対応データタイプ 
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 ENUM 

 INTERFACE 

指定された既存データタイプに変換されるデータタイプ 

 SUBRANGE 

 POINTER TO 

 REFERENCE 

構造体データタイプに変換されるデータタイプ 

 UNION 

 FUNCTION_BLOCK 

 Rockwell L5K ファイルの NamedBasic タイプの変数は、シンボルリンクで文字列変数と

して取り込まれます。 

 IEC フォーマットに準拠しない Unity-Pro ファイルのアドレスがシンボルリンクにて取り

込まれます。これらの変数のアドレスは空欄状態になっているので、削除してくださ

い。 

 %IWS と %QWS は SoMachine Basic File only Modbus (.SMBP)から取り込むことがで

きません。 

 シンボルリンクによって取り込まれたユーザーデータタイプを使用して変数を作成して

いる状態で、シンボルリンクを削除しても、作成された変数の参照先がないというエラ

ーが表示されません。それらの変数を削除する、もしくは新たにデータタイプを作成し

てください。 

 TIA シンボルファイルをインポートした後、シンボルファイルが入っているフォルダー

の名前を変更しないでください。フォルダー名を変更する場合は、先にプロジェクトと

画面編集ソフトウェアを閉じてください。 

 外部ストレージに保存されている TIA Portal のシンボルファイルをインポートすると、

正しくインポートできない場合があります。 
PC の内蔵ドライブ等にコピーした後、インポートしてください。 

 EcoStruxure Machine Expert または SoMachine ソフトウェアで作成した構造体変数を

インポートした場合に、デバイスアドレスが正しく計算されない場合があります。 

 変数とフォルダーに同じ名前を使用しているシンボルファイルをインポートする場合、

正しくインポートできない場合があります。シンボルファイルに重複した名前がないこ

とを確認してから、インポートしてください。 

9.2.12 ドライバー 

 以下のドライバーを使用する場合、シンボルファイルをインポートした後、未使用の変

数をすべて削除してください。 

 CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V3 Ethernet 
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 CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V2 Ethernet 

 Schneider Electric - PacDrive 

 Schneider Electric - SoMachine Network 

9.2.12.1 Siemens AG TIA Portal イーサネット 

 複数の階層構造を持つシンボルファイルは、正しくインポートできません。（例．PLC
が Group1/Group2/PLC2 などに含まれる場合など） 

9.2.12.2 CAN in Automation CANopen Slave 

 [通信速度]のドロップダウンリストに値が表示されない場合、ドロップダウンリストの右

側の四角をクリックして[リセット]を選択すると値が表示されます。 

9.3 転送時の制限事項 

 32 ビット オペレーティングシステムの環境で画面編集ソフトウェアを使用している場

合、システムを GP-Pro EX から BLUE に変更する転送ができません。 

 転送失敗後に表示される復旧転送用画面では、ファイルシステム転送によってランタイ

ムバージョンをバージョン 3.1.100 未満からアップグレードすることはできません。 

 ファイルサイズの上限値を超えたプロジェクトファイルを転送しようとした場合に、画

面編集ソフトウェアが正しいエラーを表示しない場合があります。なお、ファイルサイ

ズの上限値は、表示器により異なります。 
USB ケーブル転送またはイーサネット転送の場合、画面編集ソフトウェア上で「ダウン

ロードに失敗しました。」と表示されます。ファイルシステム転送の場合、転送を実行

しても何も発生しません。システムエラーのログに、十分な空き用容量がない事を示す

エラーログが表示されます。 
プロジェクトサイズを削減し、再度転送してください。 

 プロジェクトファイルを転送中に[ALT]キーを押すと、転送に失敗する場合があります。 

 多くの画像ファイルを含むプロジェクトを表示器に転送した場合、転送に時間を要する

場合があります。 

9.3.1 IPC シリーズ、PC/AT 

 表示器が Windows 8.1 以降の Embedded OS を使用している場合、転送時に画面編集ソ

フトウェアにて統合書き込みフィルターの状態を確認できません。転送前に表示器側で

状態を確認してください。 

 バージョン 3.1 以前のランタイムをご使用の場合、バージョン 3.1 Service Pack1 以降の

プロジェクトファイルを転送することはできません。 
転送しようとすると、画面編集ソフトウェア上で以下のエラーメッセージが表示されま

す。 
[ダウンロード操作では更新はできません。インストーラーを使用して、ランタイムを最

新バージョンに更新してください。] 
転送するには、最新バージョンのランタイムをインストールする必要があります。 
インストーラーDVD の以下のパスから、ランタイムのインストールを開始できます。 
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"¥BLUE_Setup¥BLUERuntime¥BLUERuntime.exe" 
最新バージョンのランタイムをインストールすると、インストール前に転送されていた

プロジェクトファイルが消去されます。インストール後にプロジェクトファイルを再度

転送してください。 
.NET Framework がまだインストールされていない場合、またはそのバージョンが古い

場合、.NET Framework もインストールされます。.NET Framework のインストール後、

インストール先が再起動されます。 
最新バージョンのランタイムをインストールするために、既にインストールされている

ランタイムをアンインストールする必要はありません。 

9.3.2 外部ストレージ(SD カード / USB ストレージ) 

 以下データの保存先に USB ストレージを選択した場合、初回転送後に USB ストレージ

を取り外してデータの削除などを行った場合、次回転送以後で USB ストレージにデータ

が保存されない場合があります。 

 アラーム 

 レシピ 

 ロギング 

この問題が発生した場合は、ファイルシステムによる転送を行ってください。 

9.4 表示器使用時の制限事項 

9.4.1 画面 / コンテンツ 

 スクロールグリッドコンテンツのサイズが表示先のコンテンツ表示器のサイズより小さ

い場合、スクロールグリッドコンテンツのサイズはコンテンツ表示器のサイズに拡張さ

れます。 

 システムエラーが頻繁に発生する等、間断なくバックアップメモリーへのアクセスが発

生している状態で、多くの変数で値の変化が発生している場合、値の変化が正しく画面

描画へ反映されない場合があります。 

9.4.2 ハードウェア設定画面 

 ハードウェア設定画面上の操作によりランタイムが再起動した時、外部ストレージの認

識状態が更新されない場合があります。 
この場合は、表示器の電源を再投入してください。 

 ハードウェア設定画面内の操作ログ画面でフィルター設定画面[Filter Simplified]からフィ

ルターを実行した場合、項目が正しく表示されない場合があります。 

9.4.3 キーパッド 

 キーパッド表示中に高速でタッチを繰り返した場合、押下時の反転表示が表示されない

場合があります。 
これは表示だけの問題で、値の書き込みは正常に行われます。 
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9.4.4 部品 / 図形 

9.4.4.1 アラーム表示器 

 アラーム表示器のフィルター設定画面[Filter Simplified]に表示できる項目は 146 個までで

す。146 個以上の項目がある場合は、[Search]にテキストを入力して絞り込むか、フィル

ター詳細設定画面[Filter Detailed]を使用してください。 

 アラーム表示器のフィルター設定画面[Filter Simplified]でフィルターを実行した場合、項

目が正しく表示されない場合があります。 

9.4.4.2 ブロックトレンド 

 最小/最大表示範囲を表示器上で変更後、表示モードを切り替えても、変更した値が反映

されません。表示モードを切り替え後は、各モードで設定し直してください。 

 ブロックトレンドがある画面またはコンテンツに、高速かつ連続で切り替えを行うと、

表示器がフリーズする場合があります。 

9.4.4.3 ウェブブラウザー 

 ウェブブラウザー部品で TIFF および MNG 画像ファイルが非対応となりました。 

9.4.5 トリガー / オペレーション 

 タッチ中のオブジェクトが、他のオブジェクトのアニメーションや、可視の変化によっ

て隠された場合、タッチトリガー(Click または Release)はそのタイミングでは発生しま

せん。トリガーはタッチ中オブジェクトが隠されていないものと認識して動作します。 

 [All]がチェックされている[配列]オペレーションの数が多いほど、初回の画面切替時間が

遅くなります。 

 [ファイル管理]オペレーションを使用する場合、ファイルまたはフォルダー名の文字が英

語でない場合は[ファイル管理]オペレーションで表示されるダイアログ上でファイルまた

はフォルダー名が正しく表示されません。 

 外部ストレージが表示器に認識されていない状態で[外部ストレージ]オペレーションが実

行された場合に、システムエラーが発生しません。 

 キャリブレーション中のタッチ操作は[操作待機]トリガーに認識されないため、操作待機

状態が継続されます。 
結果、キャリブレーションによるタッチ操作中に[操作待機]トリガーが実行される場合が

あります。 
[操作待機]トリガーを使用する場合は、他の条件も組み合わせてオペレーションを実行す

るようにしてください。 

9.4.6 アラーム 

 ランタイム起動時、発報中のアラーム数が多いほど、起動時間が遅くなります。 
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9.4.7 ロギング 

 [ファイル管理]オペレーションの実行中は、ログの周期によってはデータがログされない

場合があります。 

 SQL の予約語が、ロギンググループ名として使用できない場合があります。 

 ロギンググループの[条件の種類]で[周期]を選択している場合に、インターロック設定(ソ
ースプロパティ名: Interlock)が ON から OFF に変更されたとき、前回ロギング実行時か

ら設定した周期が経過した時点でロギングが再開されます。 

9.4.8 ネットワーク 

 運転中、ローカルネットワーク上に存在する他の機器と重複する IP アドレスを設定しよ

うとする場合や、表示器と重複する IP アドレスを持つ機器をローカルネットワークに接

続した場合、IP アドレスの重複を検出できません。 
ランタイム起動時のみ、ローカルネットワーク上に存在する機器の IP アドレスをチェッ

クし、表示器と重複があればシステムエラーを発報します。 
表示器の IP アドレス変更後はランタイムが再起動されますので、再起動後にシステムエ

ラーが発報されていないか確認してください。 

9.4.9 OPC UA サーバー 

 OPC UA サーバー機能を使用している場合、表示器は初回起動時にサーバー証明書を生

成します。また、OPC UA クライアントは初回の接続時にサーバー証明書を確認しま

す。 
以下の場合、サーバー証明書が更新されるため、OPC UA クライアントによるサーバー

証明書の確認が再度必要になる場合があります。 

 ハードウェア設定画面にある OPC UA サーバーのメニューから証明書の再発行

(Regenerate Certificate)を行った場合 

 ファイルシステムによる転送を行った場合（イーサネットまたは USB ケーブルによ

る転送の場合、この問題は発生しません） 

9.4.10 ドライバー 

9.4.10.1 三菱電機株式会社 iQ-R/F シリーズ イーサネット(SLMP Client) 

 96 個以上のユニットアクセスデバイス(-G)を同時に読み込むと、表示器がフリーズした

り、自動的に再起動したりします。デバイス数を減らしてプロジェクトファイルを再転

送してください。 

9.4.10.2 三菱電機株式会社 Q/QnA シリーズイーサネット / Q/QnA シリーズシリアルコミュニケ

ーション 

 TS デバイスに 8 の倍数の連続するビットを書き込むと、書き込み範囲の最後のデバイス

に誤った値が設定されます。 
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9.4.11 GP-4100 シリーズ 

9.4.11.1 CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V2 Ethernet / Schneider Electric – PacDrive 

 GP4100 シリーズと以下のドライバーを使用すると、接続に関するシステムエラーが発

生することがあります。 

 CoDeSys Automation Alliance - CoDeSys V2 Ethernet 

 Schneider Electric - PacDrive 

9.4.12 ST6000 シリーズ 

 フロー制御で XON/XOFF が動作しません。 

9.4.12.1 Rockwell Automation, Inc. DH-485 

 通信速度を 9600 で通信を行う場合、通信時にタイムアウトエラーが発生することがあり

ます。 

9.4.13 IPC シリーズ、PC/AT 

 ロギング、操作ログ、アラームのエクスポート先として、マルチバイト文字を含むフォ

ルダー名またはファイル名を使用する場合、表示器の OS でシステムロケールを適切に

設定する必要があります。 

 画像表示器の[保存先フォルダー]および画像のファイル名にマルチバイト文字を含む場

合、表示器の OS でシステムロケールを適切に設定する必要があります。 

9.4.14 外部ストレージ(SD カード / USB ストレージ) 

 間断なく USB ストレージへのアクセスが発生している状態で、USB 取り出しを実行し

ても動作しない場合があります。 
USB ストレージへのアクセスを中断する機能を設けるか、アクセス先のストレージを変

更するなどの対応を行ってください。 

 

10 オープンソースソフトウェアについて 

本製品に使用するオープンソースソフトウェアには、以下に記載の著作権で保護されている

ものが含まれます。 

 

10.1 LUA Plus 

 

Copyright (c) 1994-2016 Lua.org, PUC-Rio.  
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THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

 

10.2 SQLCipher 

 

Copyright (c) 2008-2020 Zetetic LLC 

All rights reserved. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are 
permitted provided that the following conditions are met: 

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer. 

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials 
provided with the distribution. 

* Neither the name of the ZETETIC LLC nor the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this software without specific prior written 
permission. 

             

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ZETETIC LLC ''AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL ZETETIC LLC BE LIABLE FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR 
SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN 
ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 

 

10.3 OpenSSL 

 

Copyright (c) 1998-2019 The OpenSSL Project.  All rights reserved. 



    

 Page 19 / 22 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions 
and the following disclaimer.  

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgment: 

 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)" 

4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or 
promote products derived from this software without prior written permission. For written 
permission, please contact 

openssl-core@openssl.org. 

5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" 
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project. 

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: 

 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the 
OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY 
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE 
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS 
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,SPECIAL, 
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;LOSS OF USE, DATA, OR 
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY 
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS 
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.  

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).  
This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

 

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved. 

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The 
implementation was written so as to conform with Netscapes SSL. 

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions 
are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the 
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.  The SSL documentation included 
with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim 
Hudson (tjh@cryptsoft.com). 

http://www.openssl.org/
http://www.openssl.org/
mailto:tjh@cryptsoft.com
mailto:eay@cryptsoft.com
mailto:eay@cryptsoft.com
mailto:tjh@cryptsoft.com
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Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be 
removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the 
author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program 
startup or in documentation (online or textual) provided with the package. 

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted 
provided that the following conditions are met: 

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of 
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided 
with the distribution. 

3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the 
following acknowledgement: 

"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com) " 
The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not 
cryptographic related :-). 

4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory 
(application code) you must include an acknowledgement: 

"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)" 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES 
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, 
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code 
cannot be changed.  i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution 
licence 

[including the GNU Public Licence.] 

10.4 mapm 

 

Copyright (C) 1999 - 2010   Michael C. Ring                         

This software is Freeware.        

Permission to use, copy, and distribute this software and its documentation for any purpose 
with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear in all 

mailto:eay@cryptsoft.com
mailto:tjh@cryptsoft.com
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copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation.                                         

Permission to modify the software is granted. Permission to distribute the modified code is 
granted. Modifications are to be distributed by using the file 'license.txt' as a template to 
modify the file header.   

'license.txt' is available in the official MAPM distribution.             

To distribute modified source code, insert the file 'license.txt' at the top of all modified source 
code files and edit accordingly. This software is provided "as is" without express or implied 
warranty.  

 

10.5 libpng 

 

本ソフトウェアで libpng を使用しています 

 

10.6 libxml2 

 

Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio files, 
which are covered by a similar licence but with different Copyright notices) all the files are: 

 

Copyright (C) 1998-2012 Daniel Veillard.  All Rights Reserved. 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software 
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without 
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, 
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the 
Software is fur-nished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or 
substantial portions of the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS 
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY, FIT-NESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND 
NONINFRINGEMENT.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS 
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION 
OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 
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10.7 ipsec-tools 
 
The code is copyright 1995, 1996, 1997, 1998, and 1999 by the WIDE Project and licensed under the BSD 
license. 
 
Copyright (c) The Regents of the University of California. 
All rights reserved. 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met: 
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
3. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote 
products derived from this software without specific prior written permission. 
 
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE 
DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES 
(INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS 
OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE 
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
 
 
The GSSAPI code is copyright 2000 Wasabi Systems, Inc and licensed under the following license: 
 
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that 
the following conditions are met: 
 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer. 
 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the 
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 
 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following 
acknowledgement: 
      This product includes software developed by Wasabi Systems for Zembu Labs, Inc. 
http://www.zembu.com/ 
 4. The name of Wasabi Systems, Inc. may not be used to endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 
 
 THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY WASABI SYSTEMS, INC. ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR 
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED 
 TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL WASABI SYSTEMS, INC 
 BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE 
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) 
HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT 
LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) 
 ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 
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