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1 基本ルール 

1-1 最低限必要なハードウェア 

EcoBrowser を利用するにはコンピューターが最低限以下の機能を満たしている必要があ

ります。 

 

 サーバーPC クライアント PC 

CPU Intel Core i5 以上 Intel Core2 Duo 以上 

メモリ 16GB 以上 512MB 以上 

HD 1TB 以上 10 GB 以上 

OS Windows Server 2012 以降 Windows 8 以上 

ソフトウェア NET Framework 4.6 以上 

Apache Tomcat と Java Runtime 

Environment(※1) 

ブラウザ: IE 11、Edge 16、

Chrome 62、Firefox 52 以上 

※1: Apache Tomcat 7 を使用する場合: Java Runtime Environment 6 以上 

Apache Tomcat 8 を使用する場合: Java Runtime Environment 7 以上 
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1-2 サーバーの EcoBrowser にログインする 

■ ログイン方法 

1. EcoBrowser.exe を起動します。 

 
2. ID とパスワードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックします。 
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1-3 管理者ツールを起動する 

■ ログイン方法 

1. サーバーの EcoBrowser にログインしている状態で【管理者ツール】タブをクリック

します。 
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2. 管理者ツールが起動します。 

 

 
 

画面の説明 

番号 項目 説明 

① ユーザー情報 ユーザー情報の管理画面を表示します。 

② センサー センサー情報の管理画面を表示します。 

③ 組織 組織情報の管理画面を表示します。 

④ アラート アラートの管理画面を表示します。 

⑤ 装置 装置情報の管理画面を表示します。 

⑥ 集計データ 集計データ画面を表示します。 

⑦ 計測データ 計測データ画面を表示します。 

⑧ 目標値 目標値の管理画面を表示します。 

⑨ CSV 出力 CSV 出力画面を表示します。 
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2 EcoBrowser の初期設定を行う 

EcoBrowser を利用するための初期設定を行います。 

サーバーの EcoBrowser にログインしている状態で【設定】タブをクリックします。 

 
 

画面の説明 

番号 項目 説明 

① アラート アラートメールに関する設定を行います。 

詳細は「2-1 アラートメールに関する設定を行

う」に記載します。 

② Version EcoBrowser のバージョンです。 

③ X-SCADA PLC やセンサーと EcoBrowser との接続状況

を確認できます。 

④ 接続確認 次の項目を表示しています。 

・データベースとの接続状況を表示します。 

 OK:  

 
 NG:  

 
・最後に集計処理を行った時刻 
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2-1 アラートメールに関する設定を行う 

アラートメールを送信するために、通知のタイミングやメールサーバーの設定を行います。 

設定画面のアラートエリアを編集します。 

 
 

1. 入力した期間アラート発生時のメールを送信しなくなります。当項目を指定すると発

生/解除 を繰り返したとき、メールが何度も通知しません。 

2. アラートの定期通知メールを受け取る時間を選択できます。アラートの定期通知は以

下を対象期間内に発生したアラート名と発生回数を一括でお知らせします。 

※チェックボックスにチェックを入れているものだけ有効になります。 

3. SMTP Host: SMTP サーバー（送信メールサーバー）のホスト名（IP アドレス）を入

力します。 

4. SMTP Port: SMTP サーバーのポート番号を入力します。 

5. メールのアカウント名を入力します。 

6. SMTP サーバーのパスワードを入力します。 

7. SSL をオン・オフします。 

※ 3～7 はシステム担当の方へご確認ください。 

8. テストメールを送信します。メールサーバーが正しく設定されているかの確認に用い

ます。ボタンをクリックすると入力ダイアログが表示されるので、宛先を入力してく

ださい。【OK】ボタンを押すと入力した宛先へテストメールが送信されます。 
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2-2 タグ状態を確認する 

センサーのデータ取得状態を確認します。 

1. 【タグ状態】ボタンをクリックします。 
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2. TagStatus 画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

番号 項目 説明 

① リフレッシュ タグ状態を更新します。 

② 全体縮小 タグツリービュー全体を閉じます。 

③ 全体開き タグツリービュー全体を開けます。 

④ タグ検索 タグ検索画面を開きます。 

⑤ タグツリービュー タグのツリービューを表示します。 

⑥ 名前 タグの名前を表示します。 

⑦ デバイス タグのデバイスを表示します。 

⑧ デバイス内のアドレス タグのデバイス内のアドレスを表示します。 

⑨ 最終更新時刻 タグの値の最終更新時刻を表示します。 

⑩ 現在の値 タグの現在値(タグ設定で変換した値) 

を表示します。 

⑪ デバイスの値 タグのデバイスの値（タグ設定で変換する前

の値）を表示します。 

⑫ 説明 タグの説明を表示します。 
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3. タグを検索したい場合は、【タグ検索】ボタンクリックします。 
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4. タグ検索画面が表示されます。 

 
画面の説明 

番号 項目 説明 

① 対象 : 名前 チェックでタグ検索対象に(名前)を含みます。 

② 対象 : デバイス内のアドレス チェックでタグ検索対象に(デバイス内のアド

レス)を含みます。 

③ 対象 : 説明 チェックでタグ検索対象に(説明)を含みます。 

④ 対象 : システムタグを含む チェックでタグ検索対象に(システムタグ)を含

みます。 

※システムタグとは、X-SCADA で予め予約さ

れているタグを意味します。 

⑤ 入力 検索する内容を入力します。 

⑥ 検索 入力した内容と条件でタグを検索します。 

⑦ 名前 タグの名前を表示します。 

⑧ デバイス タグのデバイスを表示します。 

⑨ デバイス内のアドレス タグのデバイス内のアドレスを表示します。 

⑩ 説明 タグの説明を表示します。 

⑪ 検索結果一覧 検索結果を表示します。行ダブルクリックで

タグ状態画面の該当タグを選択します。 
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2-3 チャンネル状態を確認する 

PLC とデータ収集サーバーの接続を確認します。 

1. 【チャンネル状態】ボタンをクリックします。 
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2. ChannelStatus 画面が表示されます。 

 
 

画面の説明 

番号 項目 説明 

① リフレッシュ チャンネル状態を更新します。 

② 接続を使用 接続状態にします。 

③ 接続を使用しない 接続を切断します。 

④ 試行回数の初期化 試行回数を初期化します。 

⑤ デバイス デバイスを表示します。 

⑥ 接続方法 接続方法を表示します。 

⑦ リモートアドレス リモートアドレスを表示します。 

⑧ ローカルアドレス ローカルアドレスを表示します。 

⑨ 接続状態 接続状態を表示します。 

⑩ トライ回数 トライ回数を表示します。 
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2-4 エネルギー使用料の単価を設定する 

原単位やエネルギー利用料金を算出するため、各エネルギーの単価を設定します。 

【コスト設定】タブをクリックします。 

 
 

1. 設定する年月を選択します。 

2. 蒸気の単価を入力します。 

3. 電気の単価を入力します。 

4. ガスの単価を入力します。 

5. 水の単価を入力します。 

6. エアの単価を入力します。 

7. 【コスト保存】ボタンを押すと設定が保存されます。 
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3 マスターデータの管理 

管理者ツールからマスターデータの更新を行えます。 

※管理者ツールの起動方法は「1-3 管理者ツールを起動する」にて記載しています。 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① ユーザー情報 ユーザー情報を編集できます。 

② センサー センサー情報を編集できます。 

③ 組織 組織情報を編集できます。 

④ アラート アラート情報を編集できます。 

⑤ 装置 装置情報を編集できます。 

⑥ 集計データ 集計データの一覧やグラフが見られます。 

⑦ 計測データ 計測データの一覧やグラフが見られます。 

⑧ 目標値 目標値を編集できます。 

⑨ CSV 出力 データの CSV 出力ができます。 

  



16 
 

 

081-65747-04 (EcoBrowser) 

 

3-1 ユーザーを管理する 

EcoBrowser のアカウント追加や、登録情報の変更を説明します。 

管理者ツールの【ユーザー情報】ボタンをクリックします。 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① ユーザー情報 EcoBrowser のユーザー情報です。 

② 空行 空行を編集することでユーザーを登録できます。 

③ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 
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3-1-1 ユーザーを追加する 

1)空行を選択し、ユーザー情報を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※ 各項目の入力規則は「3-1-4 ユーザー情報の入力規則」にて記載しています。 

 
 

3-1-2 ユーザーを編集する 

1) 一覧から対象ユーザーの情報を変更します。 

2) 【登録・更新】をクリックします。 

※各項目の入力規則は「3-1-4 ユーザー情報の入力規則」にて記載しています。 
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3-1-3 ユーザーを削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 

削除されたユーザーは EcoBrowser を利用できなくなります。 

 
 

3-1-4 ユーザー情報の入力規則 

ユーザー情報の入力規則は以下のとおりです。 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 ユーザーID 必須 重複不可 新規追加時のみ編集可能 

更新時は編集不可 

3 パスワード 必須   

4 組織 ID 必須   

5 権限 必須 ADMIN(管理者権限) 

USER(一般権限) 

から選択します。 

 

6 姓 必須   

7 名 必須   

8 メールアドレス 必須 メールアドレスとして

適当な値 

 

9 携帯番号  電話番号として適当な

値 

 

10 電話番号  電話番号として適当な

値 

 

11 削除フラグ   チェックすると無効なユ

ーザーとなり、

EcoBrowser を利用できな

くなります。 

※登録日より右の項目はシステムにて設定するため変更できません。 
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3-2 組織情報を管理する 

組織の名称などを管理します。管理者ツールの【組織】ボタンをクリックします。 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① 組織情報 組織情報です。 

② 空行 空行を編集することで組織を登録できます。 

③ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 

 

3-2-1 組織を追加する 

1)空行を選択し、組織情報を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
※ 各項目の入力規則は「3-2-4 組織情報の入力規則」にて記載しています。 
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3-2-2 組織を編集する 

1)一覧から対象組織の情報を変更します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
※各項目の入力規則は「3-2-4 組織情報の入力規則」にて記載しています。 

 

3-2-3 組織を削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 

※削除すると組織に紐づくセンサーは集計の対象外となります。組織を削除したと

きは センサーが紐付いていないかをご確認ください。 
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3-2-4 組織情報の入力規則 

組織情報の入力規則は以下のとおりです。 

 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 組織全 ID  入力不可 システムにて自動設定 

3 組織 ID 必須  新規登録時のみ入力可能 

更新時は編集不可 

4 親組織 ID   データベースに登録されて

いるものを選択可。組織を

新規追加した場合は、【登

録・更新】ボタンを押した

後、ドロップダウンリスト

に追加される 

5 組織名 必須  ライブ画面のラベル 

6 センサータイプ

ID 

必須  データベースに登録されて

いるものを選択可 

7 組織管理者 必須   

8 解析表示フラグ    

9 ソート番号   ライブ画面の表示順 

10 削除フラグ    
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3-3 センサーを管理する 

センサーの上限値や測定周期などを設定します。 

管理者ツールの【センサー】ボタンをクリックします。 
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画面の説明 

番号  説明 

① センサー情報 集計対象のセンサー情報です。 

② 空行 空行を編集することでユーザーを登録できます。 

③ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 

 

3-3-1 センサーを追加する 

1)空行を選択し、センサー情報を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
※ 各項目の入力規則は「3-3-4 センサー情報の入力規則」にて記載しています。  
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3-3-2 センサーを編集する 

1)一覧から対象センサーの情報を変更します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※各項目の入力規則は「3-3-4 センサー情報の入力規則」にて記載しています。 

 
 

3-3-3 センサーを削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 
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3-3-4 センサー情報の入力規則 

センサー情報の入力規則は以下のとおりです。 

 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 センサーID 必須  新規登録時のみ入力可能、 

更新時は編集不可 

3 センサー名 必須   

4 センサータイプ ID 必須  データベースに登録されている

ものを選択可 

5 値タイプ ID 必須  X: 積算値 / T: 瞬時値 

6 組織 ID   データベースに登録されている

ものを選択可 

7 換算 ID 必須  センサー値の換算係数 

データベースに登録されている

ものを選択可 

8 単位系 ID   データベースに登録されている

ものを選択可 

9 周期 ID 必須  計測周期 

データベースに登録されている

ものを選択可 

10 場所区分   Office: 事務所 / Factory: 工場 

使用量 Top15 の分類に利用 

11 最大値 必須 数値のみ入力可能 PLC に設定されているセンサ

ーの上限値 

12 差分フラグ   積算値の算出方法 

ON: 前回との差分を用いて計算

/ OFF: センサー値を反映 

13 小数点桁数 必須 数値のみ入力可能  

14 タググループ 必須  CALCULATED: 計算値

MEASURE: 測定値 

15 タグ名 必須   

16 タグ種類 必須  CALCULATED: 計算値

MEASURE: 計測値 
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17 デバイス名 必須  センサーが所属する PLC 名 

※PLC 追加が必要な場合は、

「7 PLC を追加する」をご参照

下さい。 

18 デバイスアドレス 必須  センサーのアドレス 

19 X-SCADA 最大値 必須   

20 削除フラグ    
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3-4 アラートを管理する 

アラートの表示名称やメールの宛先などを設定します。 

管理者ツールの【アラート】ボタンをクリックします。 
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条件画面 

 
 

送信先画面 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① 条件 組織情報です。 

② 送信先 空行を編集することで組織を登録できます。 

③ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 

④ アラート情報 アラート情報です 

⑤ 空行 空行を編集することでアラートを登録できま

す。 

⑥ PLC 名称 PLC 名称によりアラートの絞り込みます 

⑦ 組織 組織によりユーザーを絞り込みます。 

⑧ アラート情報 アラート情報です 

⑨ ユーザー情報 EcoBrowser のユーザー情報です。 

⑩ 送信対象 チェックが入っている場合、対象者にメール

が送信されます。 
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3-4-1 アラートを追加する 

1)空行を選択し、アラート情報を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※ 各項目の入力規則は「3-4-4 アラート情報の入力規則」にて記載しています。 

 
 

3-4-2 アラートを編集する 

1)一覧から対象アラートの情報を変更します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※各項目の入力規則は「3-4-4 アラート情報の入力規則」にて記載しています。 

 



33 
 

 

081-65747-04 (EcoBrowser) 

 

3-4-3 アラートを削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 
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3-4-4 アラート情報の入力規則 

アラート情報の入力規則は以下のとおりです。 

 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 アラート ID 必須  新規登録時のみ入力可能 

更新時は編集不可 

3 アラート名 必須  画面表示名 

4 PLC 名    

5 センサータイプ ID 必須  データベースに登録されている

ものを選択可 

6 正常値    

7 組織 ID   データベースに登録されている

ものを選択可 

8 タググループ 必須  システム項目 

9 タグ名 必須  システム項目 

10 タグ種類 必須  システム項目 

11 デバイス名 必須  システム項目 

12 デバイスアドレス 必須  システム項目 

13 X-SCADA 最大値   システム項目 

14 削除フラグ    
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3-4-5 アラート送信先の編集(個別) 

1) 一覧から対象を選択し、【登録・更新】をクリックします。 

 
 

3-4-6 アラート送信先の編集(一括) 

1)列、または行 の先頭を選択すると対象を一括選択/解除できます。 

2)選択後に【登録・更新】をクリックします 
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3-4-7 アラート送信先の編集(絞り込み) 

PLC 名、組織 を選択すると表示データの絞り込みができます。 
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3-5 装置 

装置の名称などを管理します。 

管理者ツールの【装置】ボタンをクリックします。 
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画面の説明 

番号  説明 

① 装置情報 集計対象の装置情報です。 

② 空行 空行を編集することで装置を登録できます。 

③ 編集ボタン センサーメンテナンス画面が開きます。 

装置に紐づくセンサーを追加・編集できます。 

④ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 

 

3-5-1 装置を追加する 

1)空行を選択し、装置情報を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
※ 各項目の入力規則は「3-5-4 装置情報の入力規則」にて記載しています。 
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3-5-2 装置を編集する 

1)一覧から対象装置の情報を変更します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※各項目の入力規則は「3-5-4 装置情報の入力規則」にて記載しています。 

 
 

3-5-3 装置を削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 

 
 

 

  



40 
 

 

081-65747-04 (EcoBrowser) 

 

3-5-4 装置情報の入力規則 

装置情報の入力規則は以下のとおりです。 

 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 装置名 必須   

3 センサータイプ ID 必須  データベースに登録されている

ものを選択可 

4 換算 ID 必須  センサー値の換算係数 

データベースに登録されている

ものを選択可 

5 単位系 ID 必須  データベースに登録されている

ものを選択可 

6 削除フラグ    

 

3-5-5 装置に紐づくセンサーを変更する 

1) 装置メンテナンス画面で、編集したい装置の【編集】ボタンをクリックします。 

 
 

2) すると、センサーメンテナンス画面が開きます。 
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3)既に紐づけてあるセンサーA を別のセンサーB へ変更したい場合は、 

B の追加との削除をそれぞれ行ってください。 

(追加と削除については 3-5-6、3-5-7 を参照) 

 

3-5-6 装置に紐づくセンサーを追加する 

1) 空行を選択し、紐づけたいセンサーを選択します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
 

3-5-7 装置に紐づくセンサーを削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 
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4 分析する 
グラフやテーブルを用いて、データを分析することができます。 

 

4-1 集計データ 

集計データは計測データを特定の間隔（30 分や 1 日等）で合計したものです。 

集計データを表示するには、管理者ツールの【集計データ】をクリックします。 
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4-1-1 グラフ 

グラフを表示するには次の手順を行います。 

1. 集計データ表示・編集画面で【グラフ】タブをクリックします。 

 
 

または、EcoBrowser.exe の【グラフ】タブをクリックで直接開きます。 
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2. 左側のドロップダウンリストから表示対象を選択し【検索】ボタンをクリックします。 

 
 

画面の説明 

番号 項目 必須 説明 

① センサー種別 必須 集計対象のセンサー種別を選択 

② 組織(ラジオボタン) 必須 ・全て: 全てのセンサーを表示 

・グループ選択: リストにて選択し

たグループのみ表示 

・グループなし: グループに属して

いないセンサーを表示 

③ 組織(リスト)  「グループ選択」を選んだ場合、

集計対象の組織を選択 

④ センサー  対象のセンサーを選択 

⑤ 開始 必須 集計期間の開始日を入力 

⑥ 終了 必須 集計期間の終了日を入力 

⑦ 検索対象 必須 集計単位を選択 
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4-1-2 テーブル 

テーブルを表示するには次の手順を行います。 

1. 集計データ表示・編集画面で【テーブル】タブをクリックします。 

※【テーブル】画面が初期表示されています。 

 
 

2. 左側のドロップダウンリストから表示対象を選択し【検索】ボタンをクリックします。 

※画面の説明は 44 ページをご参照ください。 

 
 

表示した結果は【CSV 出力】ボタンから CSV 出力が可能です。 
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4-2 計測データ 

計測データは設定された周期で取得したデータそのものです。 

計測データを表示するには、管理者ツールの【計測データ】をクリックします。 

 
  



47 
 

 

081-65747-04 (EcoBrowser) 

 

4-2-1 グラフ 

1. グラフを表示するには、【グラフ】タブをクリックします。 

※グラフ画面が初期表示されています。 

 
 

2. 左側のツリーとドロップダウンリストから表示対象を選択し、【検索】ボタンをクリ

ックします。 

※画面の説明は 44 ページをご参照ください。 
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画面の説明 

番号 項目 必須 説明 

① センサー種別/組織/センサー 必須 表示したい対象にチェックを入れ

る。（複数選択可能） 

【+】をクリックするとツリーを展

開できる 

② 開始 必須 表示期間の開始日をカレンダーか

ら選択、時間を入力 

③ 期間 必須 表示期間を選択 

④ ＜＞ボタン  表示した期間の前/次のページを表示

例）17:00 から 1 時間を表示してい 

る場合 

【＜】で 16:00 から 1 時間を表示 

【＞】で 18:00 から 1 時間を表示 

 

※計測データは保存されている期間分のみ表示できます。保存期間外の日時を指定すると、

「データが見つかりませんでした。」というメッセージが表示されます。 
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4-2-2 テーブル 

1. グラフを表示するには、【テーブル】タブをクリックします。 

 
 

2. 左側のツリーとドロップダウンリストから表示対象を選択し、【検索】ボタンをクリ

ックします。 

※画面の説明は 44 ページをご参照ください。 

 
 

【CSV 出力】ボタンをクリックで、表示した結果を CSV 出力できます。 
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4-3 CSV 出力 

データベースから任意の値を取得し CSV に出力することができます。 

また、SQL を登録することで柔軟にデータを取得できます。 

CSV 出力画面を表示するには、管理者ツールの【CSV 出力】ボタンをクリックします。 
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4-3-1 登録されている SQL で CSV 出力をする 

出力対象の SQL を選択し、【CSV 出力】をクリックします。 

 
 

4-3-2 エクスポート SQL を登録する 

【SQL 名】に SQL 名称を、テキストボックスに SQL を入力し、 

【登録・更新】をクリックします。 

※重複した SQL 名の場合、SQL が上書きされてしまうのでご注意ください。 

 

4-3-3 SQL を更新する 

対象の SQL 名を選択後、テキストボックスの SQL を変更し、 

【登録・更新】をクリックします。 
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4-3-4 集計データの表示結果を出力する 

→ 4-1-2 をご参照ください。 

 

4-3-5 計測データの表示結果を出力する 

→ 4-2-2 をご参照ください。 
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5 センサー値を修正する 

管理者ツールの【集計データ】からセンサー値を修正できます。 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① 検索条件 対象のデータを検索するための条件を指定します。 

1)センサー種別(※) 

2)組織  

3)センサー 

4)開始 (※) 

5)終了 (※) 

6)検索対象(※) 

※ 必須入力 

② 検索ボタン 検索を実行します。 

③ センサー値 ①の検索条件に合致する計測データを表示します。 

④ 登録・更新 画面の編集内容を反映します。 

⑤ CSV 出力 画面の表示内容を CSV ファイルに出力します。 
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5-1 センサー値修正 

1. 画面左側のドロップダウンリストから表示対象を選択し【検索】をクリックします。

選択項目は以下のとおりです。 

 
 

番号 項目 必須 説明 

① センサー種別 必須 集計対象のセンサー種別を選択 

② 組織  集計対象の組織を選択 

③ 組織   

④ センサー  対象のセンサーを選択 

⑤ 開始 必須 集計期間の開始日を入力 

⑥ 終了 必須 集計期間の終了日を入力 

⑦ 検索対象 必須 集計単位を選択 

 

2. 画面中央の一覧から対象のレコードを選択し、情報を更新します。(図⑦) 

3. 【登録・更新】をクリックします。(図⑧) 
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5-2 センサー値追加 

1.「5-1 センサー値修正」 の 1  と同じ手順で対象センサーを絞り込みます。 

2. 末尾の行をダブルクリックすると詳細画面が表示されます。(図①②) 

3. 詳細画面にて追加データを入力、一覧に反映後に【登録・更新】をクリックします。 
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6 目標値を管理する 
管理者ツールの【目標値】から原単位の目標値を設定できます。 
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画面の説明 

番号 項目 説明 

① 目標値情報 入力されている目標値情報です。 

② 空行 まだ目標値入力されていない年月は空白にな

っています。空行を編集することで目標値を

登録できます。 

③ 登録・更新ボタン 画面の編集内容を反映します。 

④ 年入力欄 表示したい年を西暦(4 桁の数字)で入力しま

す。 

⑤ 検索ボタン 入力した年の目標値を表示します。 
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6-1-1 対象年の目標値を表示する 

1)表示したい年を入力します。 

2)検索ボタンを押します。 

 
 

検索ボタンを押した後の画面 
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6-1-2 目標値を追加する 

1)空行を選択し、目標値を入力します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

 
※ 各項目の入力規則は「6-1-5 目標値の入力規則」にて記載しています。 

 

6-1-3 目標値を編集する 

1)一覧から対象年月の目標値を変更します。 

2)【登録・更新】をクリックします。 

※各項目の入力規則は「6-1-5 目標値の入力規則」にて記載しています。 
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6-1-4 目標値を削除する 

1)【削除フラグ】をチェックし【登録・更新】をクリックします。 

 
 

6-1-5 目標値の入力規則 

目標値の入力規則は以下のとおりです。 

 

# 項目名 必須 その他規則 備考 

1 ID  入力不可 システムにて自動発番 

2 タイプ  入力不可  

3 目標値   小数点以下 4 桁まで入力可能 

4 年  入力不可 システムにて自動設定 

5 月  入力不可 システムにて自動設定 

6 削除フラグ    
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7 PLC を追加する 
PLC を追加する際にはプログラムを改修する必要がありますので、TLV にご連絡ください。 

ご連絡先等は「9 アフターサービス網」にて記載しています。 

※ 費用、所要時間は要見積りです。 
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8 製品保証 

（１）保証期間製品 

発送後１年間 

（２）保証範囲 

上記保証期間内に当社の責任により故障を生じた場合は、その製品の交換

または修理を行います。 

（３）下記の場合は、保証期間内でもその責任を負いません。 

① 正規の取り付け、取り扱い以外の方法による故障、および貴方の責任によ

る故障 

② ゴミ、スケール、カーボン、多量の鉄屑などによる故障 

③ 水質（流体成分）影響による本体内部腐食による故障 

④ 貴方の分解、点検による故障 

⑤ 天災、地変などの不可抗力の原因による故障 

⑥ 製品破損などで現品の破棄による詳細が不明な場合 

⑦ 海水が飛散するなどの劣悪な設置条件による故障 

⑧ その他当社の製造責任に帰さない原因（ウォーターハンマーなど）による事

故、または故障 
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9 アフターサービス網 

 

アフターサービスのご用命は、最寄りの営業所、または下記のカスタマー・コミュニケー

ション・センター(CCC)にお願いします。 

苫小牧営業所、仙台営業所、東京営業所(東京 CES センター)、静岡営業所、名古屋営業所、

富山営業所、大阪営業所、加古川営業所、岡山営業所、広島営業所、福岡営業所 

 

 

本社・工場 兵庫県加古川市野口町長砂８８１番地    〒６７５－８５１１ 

カスタマー・コミュニケーション・センター（CCC） 

ＴＥＬ (０７９)４２７－１８００ 

ＦＡＸ (０７９)４２２－２２７７ 

ホームページ https://www.tlv.com 

ＴＬＶ技術１１０番 (０７９)４２２－８８３３ 

EcoBrowser サポート ecobrowser@tlv.com 
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