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正しくお使いください。
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取扱説明書に関する注意事項
●本書の著作権は、株式会社ティアンドデイに帰属します。
●本書の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。
●本書を運用した結果の影響については、責任を負いかねますのでご了承ください。
●本書の内容については予告なく変更することがあります。
●本書をよくお読みいただき、内容を理解してからご使用ください。
●本書の安全に関する指示事項には、必ず従ってください。
●製品本来の使用方法ならびに本書に規定した方法以外でお使いになった場合、安全性の保証はでき
ません。
●本書に記載した画面表示内容と、実際の画面表示が異なる場合があります。
●本書に記載した図は、一部を省略したり抽象化して表現している場合があります。
●本書の内容について、不振な点やお気づきの点がありましたら弊社までご連絡ください。
●本書は再発行致しませんので、大切に保管してください。

Microsoft®, Windows®, WindowsNT® は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。
その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標もしくは商標です。
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設定の流れ
◆取扱説明書の構成
LAN- シリアルアダプタ TRN-1 の取扱説明書は、次の 4 部構成になっています。
1.TRN-1 取扱説明書
TRN-1 の概要および設置について、また TRN-1 を設定・管理する専用ソフトウェア、LAN アダ
プタ設定ユーティリティについて説明しています。

２.TandD Lanware 取扱説明書
TRN-1 を通して LAN に接続したデータロガー（TR-5/TR-7 シリーズ）を操作・管理する専用ソ
フトウェアについて説明しています。

3.TandD Lanware WL7 取扱説明書
TRN-1 を通して LAN に接続したデータロガー（RTR-7/RVR-7）を操作・管理する専用ソフトウェ
アについて説明しています。

4.TRN-1 Driver 取扱説明書
LAN に接続した TRN-1 のシリアルポートをパソコンのシリアルポートとして使用するための専
用ソフトウェア、TRN-1 Driver について説明します。

◆全体の流れ
通信するデータロガーによって、使用ソフトが変わってきます。
下記の図に従い、取扱説明書を参考に設定を行ってください。

【LAN-Serial Adapter TRN-1】取扱説明書
1.TRN-1 を LAN に接続
2.LAN アダプタ設定ユーティリティをインストール
3. ネットワークの新規登録
4.TRN-1 の登録・設定

↓

↓

↓
モデムロガー ML-7

おんどとり
TR-5 シリーズ
TR-7 シリーズ

サーモレコーダー TR-61/62
おんどとり Wireless

ボルテージレコーダ VR-71

RTR-71/72, RVR-71

レインフォールオブザーバ RF-3
ワイヤレスデータロガー
RTR-7, RVR-71, RPR-72

↓

↓

↓

【TandD Lanware】
取扱説明書

【Wireless for Windows】
取扱説明書 *1

【TRN-1 Driver】
取扱説明書

1.TandD Lanware の
インストール

1. グループ、親機、子機の登録。

1.TRN-1 Driver のインストール

↓
【TandD Lanware WL7】
取扱説明書
1.TandD Lanware WL の
インストール
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＊詳細は、同梱の各取扱説明書をご覧ください。
*1 Wireless for Windows については、Wireless for Windows に付属の取扱説明書をご覧ください。

付属ソフトウェアの利用規約
【著作権】
1. TandD Lanware WL7（プログラム及び関連ドキュメントを含める）の著作
権は、株式会社ティアンドデイ（以降、弊社と表記）に帰属します。
2. 転載及び、雑誌・商品などを添付して再配布する場合には、弊社の承諾を
必要とします。再配布については、弊社営業部までご連絡ください。
3. TandD Lanware WL7 には、改変を加えないでください。

【免責事項】
1. 株式会社ティアンドデイ（以降、弊社と表記）は、TandD Lanware WL7
によりご利用者に直接または間接的障害が生じても、いかなる責任賠償等
を負わないものとします。
2. TandD Lanware WL7 はご利用者へ事前の連絡なしに仕様を変更したり、
サービスの提供を中止する場合があります。その場合、TandD Lanware
WL をご利用いただけなかったり、ご利用者に直接または間接的障害が生
じた場合でも、弊社はいかなる責任賠償等は負わないものとします。
3. 弊社は、TandD Lanware WL7 に不備があっても、訂正する義務は負わな
いものとします。
4. 弊社は、TandD Lanware WL7 に関して動作保証をいたしません。
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TandD Lanware WL7 とは
本ソフトウェアは、弊社製品「Wireless for Windows®」ソフトウェア (RTR-70 ／別売り ) の
LAN 拡張版です。
LAN に接続されている TRN-1 (LAN アダプタ ) を介して、データロガーの記録データの吸い
上げや警報の監視等を閲覧、操作することができます。
本ソフトウェアを使用するには、Wireless for Windows® のグループの概念、Wireless for
Windows® を使用してシリアル通信ができる程度の知識が必要です。また、以下の環境が必要
です。
1. お使いのパーソナルコンピュータの LAN 通信 (TCP/IP) のセットアップがされている
こと。
2. 親機が、LAN アダプタ (TRN-1) と接続されていること。
3. LAN アダプタ (TRN-1) が LAN に接続されていること。
4. Wireless for Windows® でグループファイルが作成されていること。

◆設定の流れ
1. LAN アダプタの設定
（1）LAN アダプタ (TRN-1) を LAN に設置します。（ケーブルも接続します）
（2）LAN アダプタ設定ユーティリティを使用して、TRN-1 の設定を行います。
（3）LAN アダプタに親機を接続します。子機も配置します。動作モードは「LAN モー
ド」にしてください。
詳しくは、「LAN-Serial Adapter TRN-1」の取扱説明書をご覧ください。
2. グループファイルの作成
Wireless for Windows® を使用して、親機、子機の設定・登録を行い、グループファ
イルを作成しておきます。
詳しくは、「Wireless for Windows®」の取扱説明書をご覧ください。
3. TandD Lanware WL7（本ソフトウェア）の設定
（1）本ソフトウェアをパーソナルコンピュータにインストールします。
（2）本ソフトウェアにおいて、親機の登録を行います。
（3） 親機の設定（プロパティ）で、接続する LAN アダプタの IP アドレスを指定します。
（4）使用したいグループファイルをインポートします。
（5）グループ内タイミング調整を行います。
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動作環境の確認
本製品を使用できる環境は、次の通りです。
動作環境 OS

Microsoft Windows ® 98 日本語版
Microsoft Windows ® Me 日本語版
Microsoft Windows NT ® 4.0 日本語版
Microsoft Windows ® 2000 日本語版
Microsoft Windows ® XP 日本語版
®

※ Windows NT /2000/XP では、アドミニストレータの権限が必
要になる場合があります。

パソコン／ CPU
メモリ容量
ディスク領域
モニタ
LAN
対応データロガー

Pentium 90MHz 以上搭載の AT 互換機または NEC 98 シリー
ズ LAN・TCP/IP 通信が使用可能
32MB 以上
4MB 以上の空き領域 ( データは別途空き領域が必要 )
VGA （SVGA （800 × 600）以上推奨）・256 色以上表示可能
100BASE-TX または 10BASE-T
カテゴリ 5 準拠ツイストペアケーブル (STP/UTP)
RTR-71
RTR-72
RVR-71
＊ RPR-72 には対応しておりません。

本ソフトウェアを利用する際には、ワイヤレスデータロガー用ソフトウェアセット
RTR-70（Wireless for Windows®）が必要です。
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ソフトウェアのインストール
◆ソフトウェアのインストール
付属の CD-ROM からインストールプログラムを起動し、インストールを行います。
1.Windows® を起動します。
2. すべてのプログラムを終了させます。ウィルスチェックプログラムなどの常駐ソフト
も稼動している場合は終了させてください。
3. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。しばらくすると、インストー
ルプログラムが起動し、スタート画面が開きます。
＊自動的に起動しない場合は、デスクトップの「マイコンピュータ」→「CD-ROM」
をダブルクリックして、「Setup.exe」をダブルクリックしてください。
4.「TandD Lanware WL7 のインストール」をクリックし、
「実行」ボタンをクリックします。

1.

5. 画面に表示される指示に従い、インストールを行います。
インストールが正常に終了すると、
「スタート」メニュー→「プログラム」に「TRN-1
ユーティリティ」が登録され、スタートアップフォルダに「TandD Lanware WL7」
のショートカットが登録されます。

「HTML Help 1.31 Update」ウィンドウが出てきたら [OK] ボタンをクリックしてくだ
さい。このウィンドウが出てきても、インストールは正常に終了しています。
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◆ソフトウェアのアンインストール
【CD-ROM からのアンインストール方法】
付属の CD-ROM からインストールプログラムを起動し、アンインストールを行います。
1.Windows® を起動します。
2. すべてのプログラムを終了させます。ウィルスチェックプログラムなどの常駐ソフト
も、稼動している場合は終了させてください。
3. 付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。しばらくすると、インストー
ルプログラムが起動し、スタート画面が開きます。
＊自動的に起動しない場合は、デスクトップの「マイコンピュータ」→「CD-ROM」
をダブルクリックして、「Setup.exe」をダブルクリックしてください。
４. インストールプログラム画面で「削除」を選択し、
「次へ」ボタンをクリックします。
５. 画面に表示される支持に従い、アンインストールを行います。
【CD-ROM を使用しないアンインストール方法】
Windows® の「アプリケーションの追加と削除」から「TandD Lanware WL7 1.00」を選
択し、削除することもできます。
１.Windows® の「スタート」メニューより、「設定」→「コントロールパネル」→「アプ
リケーションの追加と削除」を選択します。
（XP の場合は、
「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムの追加と削除」）
2.「アプリケーションの追加と削除」ウィンドウで「TandD Lanware WL7 1.00」を選択し、
「追加と削除」ボタンをクリックします。
（XP の場合は、「プログラムの追加と削除」ウィンドウで、「変更と削除」ボタンを
クリックします）
3. 画面に表示される支持に従い、アンインストールを行います。
再インストール時の注意事項
インストール先フォルダの APLINF フォルダにある .ogf ファイル（グループファイル）
を必要ならば（登録情報を消したくなければ）別フォルダにコピーまたは移動し、不要
ならば削除してください。

ソフトウェアの起動
◆ソフトウェアの起動
1. Windows® の「スタート」メニューより、「プログラム」→「TRN-1 ユーティリティ」
→「TandD Lanware WL7」を選択します。TandD Lanware WL7 が起動し、タスクバー
にアイコンを表示します。
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メイン画面
④

⑤

①
②
③

①メニューバー
各メニューにはコマンドが含まれています。各コマンドの詳しい説明については、メ
ニューのヘルプより、[ 目次 ] → [ メニュー ] → [ メニューについて ] をご覧ください。
②編集モードチェックボックス
編集モードチェックボックスにチェックを入れると、編集モードになります。
もう一度、チェックボックスをクリックすると、編集モードが解除されます。
編集モードの時は、すべての通信がキャンセルされます。
編集モードは、ネットワーク構成のツリー画面を 10 分間操作しなかった場合、自動
的に解除されます。（強制通信中断を行ったときは、自動的に解除されません。）
③ネットワーク構成リスト
登録されている親機、グループ、子機をツリー構造で表示します。
各アイテムは、登録した順番に、下に追加されます。（アイテムの移動はできません。）
右クリックのサブメニューから「名前の変更」を選ぶことにより、適切な名前に変更
できます。（最大半角 64 文字まで）
●画面の構成
各アイテムは、この取扱説明書内で、以下のように記載していきます。

・ルートアイテム ------ 最上位のアイテムです。ルートアイテムは削除されません。
・親機アイテム --------- ルートアイテムの下に作成されます。ルートアイテムのサ
ブメニューから作成します。
・グループアイテム ---親機アイテムの下に作成されます。親機アイテムのサブメ
ニューからグループをインポートすると作成されます。
・子機アイテム -------- 親機アイテムのサブメニューで、グループをインポートし
たときに、自動的に作成されます。
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④警報監視画面
警報監視を設定した子機をリスト表示し、受信した警報情報の結果を随時表示します。
警報情報とは、「X 時 X 分に上下限値を越えたことがありました」という情報です。
表示項目の詳細につきましては、メニューのヘルプより［目次］→［画面の詳細］→［警
報監視画面］をご覧ください。
●「警報音 ON/OFF」切り替えボタン
音声が出力されるように設定されたパソコンにのみ適用されます。
⑤ログ表示画面
ログ表示画面は、運用ログ、警報ログ、自動吸い上げログの３つが表示できます。い
ずれも、最新のログが一番上に表示されます。ログの最大記録件数は、運用ログ、警
報ログ、自動吸い上げログともに 10000 件で、これを超えると新しいログを古いログ
に上書きしていきます。
運用ログ ---------------- 運用の記録を表示します。
警報ログ ---------------- 警報の発生の記録が表示されます。
自動吸い上げログ ---- 自動吸い上げの通信結果報告を表示します。
●ログ表示の設定
メニューの「ツール」→「ログ表示の設定」で、ログの表示件数を指定することがで
きます。（10000 件以内）
また、警報監視を行うグループが多い場合や、警報監視の間隔が短い場合には、警
報監視の運用ログが大量に記録されてしまうので、「警報監視の運用ログを記録する」
チェックボックスをはずしておくことをお薦めします。（警報監視については、警報
監視画面でも表示されます。）
●ログのテキストファイル出力
現在ログ表示画面に表示されているログをテキストファイル出力することができま
す。
1. テキストファイル出力をしたいログを表示します。
2. メニューの［ファイル］→［ログのテキストファイル出力］をクリックします。
3. 以下の画面が出てきたら、
［はい］をクリックして、ファイル名と保存場所を指定し、
［保存］をクリックします。

4. テキストファイルが作成され、出力されます。
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基本的な設定
◆各アイテムの登録
本ソフトウェアは、グループファイルを作成する機能を持っていません。あらかじめ、
「Wireless for Windows®」ソフトウェア（RTR-70 ／別売り）を使用して、グループファ
イルを作成してから、以下の作業を行ってください。
また、親機、グループ、データロガー＝子機（RTR-7/RVR-7）の 3 種類の登録をしますが、
これら全て合わせて、最大 65000 件の登録ができますが、子機が 1000 件くらいまでが
実用的な数です。ただし、この値は、お使いのパソコンの性能に大きく影響されます。

1. グループファイルの親機を作成します。
メイン画面の「編集モード」をチェックして、編集モードにします。
このとき、１つでも通信が行われていると、「通信中」が表示され、編集モードは選
べません。

ルートアイテムを右クリックして、「親機の作成」をクリックします。
「新規作成」親機が作成されるので、右クリックして、名前の変更をします。

親機名の重複はできません。
2. 親機アイテムに IP アドレスを設定する。
親機と通信する LAN アダプタの IP アドレスを登録します。
（LAN アダプタの IP アドレスは、LAN アダプタ設定ユーティリティで設定した IP ア
ドレスです。）
親機アイテムを右クリックして「プロパティ」をクリックします。

[ 親機のプロパティ ] ウィンドウが表示されるので、IP アドレスを入力し、［設定］
ボタンをクリックします。
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●詳細ボタンについて

ポート番号の確認と、通信タイムアウトの時間（コンピューターと LAN アダプタ
間で何秒間応答が無かったら、通信を終了するか）の設定ができます。
時間を変更する場合は、「コンピュータと LAN アダプタ間の通信タイムアウト」
にお使いの環境における適切な数字を入力して、[OK] ボタンをクリックします。
３. グループファイルをインポートします。
親機アイテムを右クリックして、「インポート」をクリックします。

[ ファイルを開く ] ウィンドウが出てきます。インポートしたいグループファイルを
選択して、[ 開く ] をクリックします。
すでにインポートされているグループアイテムはインポートできません。

インポートが成功すると、画面上にインポートしたグループと子機が表示されます。

インポートの際、子機の警報監視の上下限値は設定されたままですが、グループご
との警報監視の ON/OFF はインポート時にすべて OFF になります。ON にしたい場
合は、グループのプロパティから再設定してください。
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4. インポートしたグループアイテムと子機アイテムは、任意の名前に変更することがで
きます。
・同じ親機に含まれるグループ同士で、グループ名は重複できません。
・同じグループに含まれる子機同士で子機名は重複できません。
5. タイミング調整
親機と子機のグループ内通信タイミングの調整を行います。新規設置時の他に、電
源を OFF にした後、電波状態が悪い時などにタイミング調整を行ってください。
グループアイテムを右クリックし、[ グループ内タイミング調整 ] を選択します。調
整は自動的に行われるので、通信が終了するまでお待ちください。

通信がうまくいかず、タイミング調整ができないときは、グループアイテムを右ク
リックし、サブメニューの「設置時の電界強度表示」を行ってください。「設置時の
電界強度表示」については、
「Wireless for Windows®」の取扱説明書をご覧ください。

◆登録したアイテムの削除
親機アイテムの削除
親機アイテムを削除することにより、親機に含まれるグループアイテムと子機アイテム
はすべて削除されます。
1. メイン画面の「編集モード」にチェックをして、編集モードにします。
2. 削除したい親機アイテムを右クリックし、「削除」を選択します。
（Ctrl キーや Shift キーを使って複数アイテム選択し、同時に削除することもできます。）
3. 以下のウィンドウが出てきたら、［OK］をクリックします。
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グループアイテムの削除
グループアイテムを削除すると、グループに含まれる子機もすべて削除されます。
1. メイン画面の「編集モード」にチェックをして、編集モードにします。
2. 削除したいグループアイテムを右クリックし、「削除」を選択します。
（Ctrl キーや Shift キーを使って複数アイテム選択し、同時に削除することもできます。）
3. 以下のウィンドウが出てきたら、［OK］をクリックします。

子機アイテムの削除
グループアイテムの中の子機アイテムのみを削除します。
1. メイン画面の「編集モード」にチェックをして、編集モードにします。
2. 削除したい子機アイテムを右クリックし、「削除」を選択します。
（Ctrl キーや Shift キーを使って複数アイテム選択し、同時に削除することもできます。）
3. 以下のウィンドウが出てきたら、［OK］をクリックします。

ルートアイテムは削除できません。

◆複数のパソコンから利用したいとき
複数のパソコンから、同じ登録情報で利用したいときは、利用したいパソコンへ登録情
報をコピーします。
まず、利用するすべてのパソコンへ本ソフトウェアをインストールしてください。
登録情報は、インストールフォルダ下の APLINF フォルダにあります。登録情報を持っ
ているパソコンから、利用したいパソコンの同じ場所へ、APLINF フォルダをコピーし
てください。
しかし、警報監視は複数のパソコンでは行えません。詳しくは、「警報監視について」を
ご覧ください。
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通信する
◆現在データモニタ
今現在のデータを取得します。
■ 1 つの子機のデータを取得する場合
1. モニタしたい子機を右クリックし、「現在データモニタ」を選択します。

2. 現在データモニタ操作ウィンドウと現在データモニタ結果リストが表示されます。[ 開
始 ] ボタンをクリックすると、通信が開始されます。

3. 通信が終了すると、結果が運用ログに表示されます。
このままの状態にしておくと、通信間隔で設定されている時間後に、再び現在データ
を取得します。通信を停止したいときは、[ 停止 ] ボタンをクリックしてください。
■複数の子機のデータを取得する場合
1. モニタしたい子機を Ctrl キーや Shift キーを使用して複数選び、右クリックして「現
在データモニタ」を選択します。

２. 複数の子機が選択されていた場合、全親機は同時に通信を開始します。ただし、１つ
の親機に含まれる子機は１台づつ順番に通信します。
3. 通信が終了すると、結果が運用ログに表示されます。
このままの状態にしておくと、通信間隔で設定されている時間後に、再び現在データ
を取得します。通信を停止したいときは、[ 停止 ] ボタンをクリックしてください。
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「通信間隔」について
１つの親機に含まれる子機が全部通信することを「１シーケンス」とします。
通信間隔とは、このシーケンス間の待ち時間を指します。
【通信を中止したい場合】
1.[ 通信状況 ] ウィンドウで [ 中止 ] ボタンをクリックします。
2.[ 現在データモニタ操作 ] ウィンドウで [ 停止 ] ボタンをクリックします。

◆記録データ吸い上げ
子機が記録している温湿度、電圧データを吸い上げます。
■ 1 つの子機のデータを吸い上げる場合
1. データ吸い上げしたい子機を右クリックし、[ 記録データ吸い上げ ] を選択します。

2.[ 記録データ吸い上げ ] ウィンドウで、吸い上げ範囲の指定をして、[OK] をクリックし
ます。

選択

3.[ 名前を付けて保存 ] ウィンドウで、ファイル名を入力します。
デフォルトのファイル名は、子機シリアル番号とデータ吸い上げ時刻から作成されます。
頭文字は、手動吸い上げの場合 M、自動吸い上げの場合 A となります。
例）子機のシリアル番号→ 71850011
データを吸い上げた時刻→ 2002 年 7 月 22 日 11 時 5 分で手動吸い上げの場合。
「M71850011_20020722_1105.rt7」となります。
4. 通信が終了すると、結果が運用ログに表示されます。
【通信を中止したい場合】
1.[ 通信状況 ] ウィンドウで [ 中止 ] ボタンをクリックします。
2. 中止ボタンにより終了、の画面が出てくるので、[OK] ボタンをクリックします。
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■複数の子機のデータを吸い上げる場合
1. モニタしたい子機を Ctrl キーや Shift キーを使用して複数選び、右クリックして「記
録データ吸い上げ」を選択します。

２.[ 記録データ吸い上げ（複数）] ウィンドウで、選んだ子機すべてのデータ取得タイプ
（未吸い上げか、全データ吸い上げ）が同じ場合、右側の [ すべて未吸い上げのデータ ]
ボタンか [ すべて全データ ] ボタンをクリックします。
個別に選択したい場合、子機名を選択してから、
「個別設定」の「未吸い上げデータ」
か「全データ」を選択します。

３. 全ての子機の設定が終了したら、[ 吸い上げ開始 ] ボタンをクリックします。
４.[ フォルダ参照 ] ウィンドウで、ファイルを保存したいフォルダを指定してください。
複数の子機の記録データ吸い上げを行う場合、各子機取得データのファイル名の変
更はできません。従って、デフォルトのファイル名で保存されます。
５.[OK] ボタンをクリックします。
通信が開始します。この時、編集モードは解除されます。
全親機は同時に通信を開始します。ただし、１つの親機に含まれる子機は１台づつ
順番に通信します。
６. 通信が終了すると、結果が表示されます。
【通信を中止したい場合】
1.[ 通信状況 ] ウィンドウで [ 中止 ] ボタンをクリックします。
[ 通信状況 ] ウィンドウは、子機の台数分でてきます。従って、そのつど [ 中止 ] ボ
タンをクリックしてください。
＊通信ダイアログが非表示の場合は、強制中断（17 ページ参照）をしてください。
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◆自動吸い上げ
子機のデータを定時（24 時間制）、または一定の間隔（30 分以上 10 日以内）で自動吸
い上げを行います。
自動でデータを吸い上げるには、本ソフトウェアが起動している必要があります。パソ
コンの電源が入っていなかったり、本ソフトウェアが起動していないと、自動吸い上げ
が行われないため、データの連続性が無くなってしまうことがありますので、ご注意く
ださい。
1. メニューの「編集モード」にチェックを入れて、編集モードにします。
2. 自動吸い上げを設定したい子機を右クリックして、[ プロパティ ] を選択します。
3. 自動吸い上げ欄に、吸い上げたい時間、もしくは吸い上げたい時間間隔（定時刻の場合、
24 時間制、定間隔の場合 30 分以上 10 日以内）を入力し、吸い上げデータ出力場所
を指定します。
定間隔の吸い上げで時間を指定する場合、子機 1 台につき吸い上げ時間に最大 5 分
かかることを計算の上、時間を指定してください。

1. 入力

2.

4.［設定］をクリックします。

・自動吸い上げ設定後、パソコンの日付・時刻を変更しないでください。日付・時刻を
変更する場合は、すべての自動吸い上げを停止してから変更してください。
・「子機情報検索失敗（自動吸上）」が頻繁に出る場合、同じ親機を使用する子機の吸い
上げ時刻が同じにならないように設定してみてください。
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●リトライ機能による吸い上げ時間の差
例えば、同じグループ内に 10 台の子機が登録されている場合、同じ時刻に自動吸い
上げの設定がされていても LAN アダプタとは 1 台ずつしか通信できないため、残り
の 9 台はリトライ機能を繰り返します。その結果、最初の 1 台と最後の 1 台には吸
い上げ時刻に差が生じてしまいます。
詳しくはメニューの［ヘルプ］→［目次］→［通信］→［自動吸い上げ］をご覧ください。
●定間隔の自動吸い上げの時間管理について
定間隔の自動吸い上げ時刻は、上記のリトライ機能とは無関係に計算されます。自
動吸い上げの成功／失敗に関係なく、定間隔を維持します。
詳しくはメニューの［ヘルプ］→［目次］→［通信］→［自動吸い上げ］をご覧ください。
●自動吸い上げが失敗したとき
コネクションエラー以外のエラーで自動吸い上げが失敗した場合、次回の自動吸い
上げのときに、”全データ”を吸い上げるようにしています。温度・湿度グラフを使
用して、必要なデータのみを取り出せば、連続したデータが作成でき、データ抜け
するという事態は回避できます。
詳しくはメニューの［ヘルプ］→［目次］→［通信］→［自動吸い上げ］をご覧ください。
●本プログラムを再起動したら？
例えば、自動吸い上げの設定がされていて、パソコンをしばらく電源 OFF にしてい
た場合があります。この場合、本プログラムを起動したとき、現在の時刻が吸い上
げ予定時刻より前ならば吸い上げ予定時刻に変更はありませんが、吸い上げ予定時
刻を過ぎていたとき、以下のように動作します。
・定間隔のとき
本プログラムを起動した時刻から、次回吸い上げ時刻を再計算します。はじめの吸
い上げは、再計算された時刻となります。
・定時刻のとき
はじめの吸い上げは、本プログラムを起動した時刻後の、次の定時刻となります。
■自動吸い上げ予定一覧表
子機ごとに設定した自動吸い上げのリストを、自動吸い上げ予定一覧表で確認できます。
1. メニューの「ツール」→「自動吸い上げ予定一覧表」で、以下の画面が表示されます。
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◆通信ダイアログと強制中断
■通信ダイアログについて
本ソフトウェアは、通信の際に以下の通信ダイアログを表示します。「中止」ボタンを押
すと、通信を中止します。

このダイアログの表示は以下のように決まっています。
手動通信 モーダル表示

自動通信 モードレス表示

開いたダイアログが閉じられるまで、メインの画面の操作
ができません 。
[ 手動通信のもの ]
タイミング調整、電界強度、記録間隔の変更、警報上下限
値の変更、警報の ON/OFF、現在データモニタ、記録デー
タ吸い上げ
開いたダイアログと無関係に、メインの画面の操作ができ
ます。
[ 自動通信のもの ]
警報監視、自動吸い上げ
（ただし、複数同時記録データ吸い上げのときはモードレ
ス表示になります）

このダイアログは、表示／非表示の設定ができますが、お勧めする設定は、手動通信は
表示、自動通信は非表示です。
手動通信で非表示にした場合、通信時に、実際には目に見えないダイアログが表示され
ています。手動通信は上記したようにダイアログはモーダル表示であるため、この目に
見えないダイアログが終了するまで、メイン画面操作はできません。ダイアログを表示
していたほうが、なぜメイン画面が操作できないのか、今何が行われているのかが、ダ
イアログを通して確認できます。
一方、自動通信では、ユーザが気付かない時間に通信を行うので、特に表示する必要は
ありません。
●通信ダイアログの表示／非表示の設定
メニューの「ツール」→「共通設定」で設定します。
●［中止］ボタンの操作について
［中止］ボタンをクリックすると、通信は中止されます。ただし、即座に中止される
のはパソコンと LAN アダプタの通信で、親機と子機の通信は継続されています。次
の操作は少し時間をおいてから行ってください。
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■通信の強制中断
自動通信時に、編集モードに変更したくても通信が連続して行われているために変更で
きない場合や、複数記録データ吸い上げを中断したい場合に使用します。
1. メニューの［ツール］→［強制通信中断］をクリックします。
強制的に編集モードにするメッセージが出てきます。よろしければ［はい］をクリッ
クしてください。

2.「通信が終わるまでお待ちください」
のメッセージが出てきます。
［OK］
をクリックして、
しばらくお待ちください。

強制中断すると通信が中断され、強制的に編集モードになります。ただし、全ての
通信が終了するまで、ネットワーク構成画面のエリアは操作できません。また、現
在通信している結果は破棄になります。
また、通常編集モードはネットワーク構成画面のツリー構造を 10 分間操作しなかっ
た場合、解除されてしまうのですが、強制中断したときに強制的に編集モードにな
ると、手動でチェックをはずさない限り、編集モードは解除されません。

複数記録データ吸い上げ以外の手動通信時は、メニューが選択できないので強制通
信中断は行えません。
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各種設定
本ソフトウェアで子機設定に関して変更できるのは、子機名、記録間隔、警報の ON/
OFF、警報の上下限値のみです。

◆記録間隔の変更
記録間隔を変更すると、記録されているすべてのデータは削除されますので、ご注意く
ださい。データを保存しておきたい場合は、記録データ吸い上げ作業（１2 ページ参照）
を行ってから、記録間隔の変更を行ってください。
1. 記録間隔を変更したい子機を右クリックし、[ 記録間隔の変更 ] を選択します。

2.「記録間隔を変更すると、記録されているすべてのデータは消去されます」と聞いて
きます。データ消去してもよろしければ、ポップアップウィンドウから時間を選択し
て、[OK] をクリックしてください。
3. 通信結果は、運用ログに表示されます。

◆警報情報の取得
■警報の ON/OFF の切り替え
警報監視の ON/OFF を変更したときは、現在表示されている警報はクリアになります。
1. 警報の ON/OFF を切り替えたい子機を右クリックし、 ON か OFF をチェックして切
り替えます。

2. 通信結果は、運用ログに表示されます。
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■警報上下限値の変更
１. 警報上下値を変更したい子機を右クリックし、[ 警報上下限値の変更 ] をクリックし
ます。

２.[ 警報上下限値の変更 ] ウィンドウで、上下限値を入力し、[ 設定 ] をクリックします。

入力

3. 通信結果は、運用ログに表示されます。
■警報監視の通信リトライ
警報監視の通信は自動に行われます。このとき、他の通信が行われていたり、LAN アダ
プタが他のパソコンと通信していたりした場合、通信エラーとなります。このとき、警
報監視機能は、１分ごとにリトライを行います。警報監視の通信リトライを０回に設定
すると、このリトライは行いません。最大５回まで設定できます。
1. メニューの「ツール」→「共通設定」で、共通設定ウィンドウを表示させます。
2.「警報監視の通信リトライ」に、適切な数字を入力してください。
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警報監視について
「Wireless for Windows®」で設定した子機の警報設定を変更したい場合は、「1. 子機アイテム
の警報設定変更」をした後、
「2. グループアイテムの警報設定」を行ってください。「Wireless
for Windows®」で設定した子機の警報設定の変更の必要が無い場合は、「2. グループアイテム
の警報設定」のみを行ってください。

1. 子機アイテムの警報設定変更
■警報の上下限値の設定変更
1. 警報の上下限値を設定したい子機を右クリックし、[ 警報上下限値の変更 ] をクリック
します。
2.「警報上下限値の変更」ウィンドウで適切な数値を入力して［設定］をクリックします。

入力

■警報 ON/OFF の設定変更
ここでいう ON/OFF とは、警報の監視を停止するのではなく、パソコンからの警報監視
の対象外にする、ということです。仮に、上下限値に値が設定されていた場合、子機自
身の警報監視は動作しており、警報発生時には子機の液晶画面に表示されます。しかし、
本項目を OFF にしておくと、パソコンへの警報の通知は行いません。
1. 警報監視を設定したい子機を右クリックし、警報監視 ON/OFF を選択します。
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2. グループアイテムの警報設定
ここで説明するのは、グループとしての警報 ON/OFF と監視間隔です。
1. グループアイテムを右クリックし、プロパティをクリックします。
２. グループのプロパティウィンドウが表示されます。警報監視の ON にチェックし、必
要な数値を入力し［設定］をクリックします。
これで親機がグループ単位で指定した警報間隔、通信リトライ数だけ警報監視を行
います。これらの情報は、警報監視画面で確認できます。

1.

2. 入力

◆警報発生モニタ
メニューの［ツール］→［警報発生モニタ］より、警報発生モニタを画面上に出してお
くことができます。警報が１つでも発生した時点で、「警報発生中」の表示をします。
このモニタは全てのウィンドウの 1 番上に表示されます。
［閉じる］ボタンをクリックすると警報発生モニタが閉じます。

◆複数のパソコンからの警報監視について
複数のパソコンから警報監視を行うことはできません。
警報情報は子機が保持し、警報情報の取得と同時にクリアーされます。従って、あるパ
ソコンが警報の取得を行うと、警報情報はクリアされて、その他のパソコンには警報情
報を送ることができません。
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バックアップについて
突然のシステムダウンや、人為的なミスなどにより、登録情報が壊れてしまう場合に備えて、
バックアップファイル作成ができます。
万が一、登録情報が壊れてしまっても、バックアップファイルを読み込むことにより、元の
状態に戻せます。
ただし、バックアップファイルが最新でなかった場合、パソコンで管理する情報と実際の子
機の情報で不整合が起きます。このような場合、画面に表示される情報と、子機の情報が異
なって表示されてしまい、警報が正常に動作しない可能性があります。このようなときは、
もう一度子機情報（警報の上下限値や ON/OFF）を送信するか、対象のグループ内の全子機を、
Wireless for Windows® で再登録し、本ソフトウェアへもう一度インポートしてください。

◆バックアップファイルの作成
1. メニューの［ファイル］→［バックアップファイルの作成］をクリックします。
2. 登録したい番号を選択し、［OK］ボタンをクリックします。
（番号は、任意のものを選択してかまいません。）

1.選択

2.

３. これでバックアップファイルが作成されました。

◆バックアップファイルの読み込み
・バックアップファイルを読み込むことで、既存の情報はすべて上書きされます。
・通信中はバックアップファイルの読み込みはできません。
1. メニューの［ファイル］→［バックアップファイル読み込み］をクリックします。
2. 読み込みたいバックアップファイルを選択し、［OK］をクリックします。

1.選択

2.

上書きのメッセージが出てきますが、［はい］をクリックします。
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グラフ表示
吸い上げたデータのグラフ表示を行います。温度・湿度グラフとマルチスケールグラフが表
示できます。

◆温湿度グラフ
１. メニューの [ ツール ] から、[ 温度・湿度グラフ ] をクリックします。
２. メニューの [ ファイル ] から、[ ファイルを開く ] をクリックし、開きたいデータファ
イルを選択します。以下のようなグラフが表示されます。

①
②
③

④
⑤
⑥

①メニューバー
各メニューにはコマンドが含まれています。各コマンドの詳しい説明については、
メニューのヘルプより [ 目次 ] → [ メニュー ] → [ メニューについて ] をご覧ください。
②ツールバー
よく使用されるコマンドをボタンで表示しています。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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開く
保存
チャンネル情報の表示・非表示
データ一覧表の表示・非表示
拡大を元に戻す
拡大を徐々に元に戻す
Max.Min.Ave. 計算範囲指定

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

記録条件メンテナンス
チャンネル並び替え
チャンネル結合
チャンネル削除
印刷
ヘルプ
チャンネルの表示。非表示

③グラフ表示エリア
記録データがグラフで表示されます。縦軸が温度・湿度、横軸が時間です。それぞ
れスクロールバーで表示部分を移動できます。
④ A/B カーソル
グラフ上を A/B の２点で範囲指定し、その時間内の情報を表示します。
左右の矢印ボタンをクリックすると、A/B カーゾルが同時に移動します。
それぞれのボタンをドラッグし左右に動かすと、A/B カーゾルを別々に移動できます。
⑤ A/B カーソルの位置情報
A/B カーソルが指している位置の情報を表示します。
⑥チャンネル情報表示部
以下のチャンネル情報を表示します。
ch： チャンネル番号
Max.： 算出有効範囲の最大値
Name： チャンネル名
Min.： 算出有効範囲の最小値
Interval： 記録間隔
Avg.： 算出有効範囲の平均値
Sample： データ数
Unit： 単位
CursorA： A カーソルがある位置の記録データの値
CursorB： B カーソルがある位置の記録データの値
A<-->B： AB カーソル間の差
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◆マルチスケールグラフ
マルチスケールグラフとは、異なったスケールのグラフチャンネルを、同時に表示する
グラフです。
１. メニューの [ ツール ] から、[ マルチスケールグラフ ] をクリックします・
２. メニューの [ ファイル ] から、[ ファイルを開く ] をクリックし、開きたいデータファ
イルを選択します。以下のようなグラフが表示されます。

①
②
③

⑤

④
⑥
⑦

⑨
⑧
①メニューバー
各メニューにはコマンドが含まれています。核コマンドの詳しい説明については、
メニューのヘルプより [ 目次 ] → [ メニュー ] → [ メニューについて ] をご覧ください。
②ツールバー
よく使用されるコマンドをボタンで表示しています。

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

開く
保存
データ一覧表の表示・非表示
拡大を元に戻す
拡大を徐々に元に戻す
Max.Min.Ave. 計算範囲指定
記録条件の編集

8.
9.
10.
11.
12.
13.

チャンネルデータ並び替え
チャンネルデータ結合
指定チャンネルデータ削除
印刷
ヘルプ
チャンネルの表示。非表示

③スケールチェックボックス
チャンネルごとにスケール ( 縦軸 ) の表示・非表示を設定できます。チェックすると、
そのチャンネルのスケールとスケールボタンが表示されます。
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④スケールボタン
③でチェックされているチャンネルのスケールボタンが表示されます。
ボタンをドラッグし左右に動かすと、スケールの表示場所を移動できます。▲▼をクリッ
クすると、そのチャンネルのグラフ線を上下に移動できます。

⑤グラフ表示エリア
記録データがグラフで表示されます。横軸は時間、縦軸は電圧を元にデータ変換式から算
出したデータの単位です。縦横ともにスクロールバーで表示・分を移動できます。

⑥ A/B カーソル
グラフ上を A/B の２点で範囲指定し、その時間内の情報を表示します。
左右の矢印ボタンをクリックすると、A/B カーゾルが同時に移動します。
それぞれのボタンをドラッグし左右に動かすと、A/B カーゾルを別々に移動できます。
⑦ A/B カーソルの位置情報
A/B カーソルが指している位置の情報を表示します。
⑧ チャンネル情報表示部
以下のチャンネル情報を表示します。
ch： チャンネル番号
Max.： 算出有効範囲の最大値
Name： チャンネル名
Min.： 算出有効範囲の最小値
Interval： 記録間隔
Avg.： 算出有効範囲の平均値
Sample： データ数
Unit： 単位
CursorA： A カーソルがある位置の記録データの値
CursorB： B カーソルがある位置の記録データの値
A<-->B： AB カーソル間の差

⑨「計算対象範囲」
データの最大地・最小値・平均地を計算する範囲を指定します。
「計算対象範囲」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されるので、必要事項
を入力し、設定を押すと計算に反映されます。

1「現在の計算時間範囲」
現在設定されている計算範囲が表示されます。
2「新たに設定する計算時間範囲」
新しい計画範囲を入力します。ダイアログボックス起動時は、A/B カーソルが置
かれている時間が表示されます。
３「グラフ全体」
クリックすると、データファイルの開始時間と終了時間が２に表示されます。
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困ったときは
通信ができない。
→設置時の電波強度の確認
設定時にグループ内タイミング調整を行いましたが、タイミングがとれても、通
信が成功していない場合があります。その場合には、設置時の電波強度を調べて
ください。設置時の電波強度の確認については、「Wireless for Windows®」の取扱
説明書をお読みください。
→ TRN-1 からの応答を確認してください。
1.Windows® の [ スタート ] メニュー→ [ アクセサリ ] → [ コマンドプロント ] を起
動します。(Windows® 98/Me をお使いの方は、［スタート］→［プログラム］→
［MS-DOS プロント］を起動してください。)
２."ping [IP アドレス ]" を入力し、Enter キーを押します。
例：TRN-1 の IP アドレスが 192.168.1.231 の場合、以下の > 以降を入力します。
C:¥>ping 192.168.1.231
3. メッセージをご覧ください。

●しばらくして、以下のメッセージが表示されれば応答されています。
Reply from 192.168.1.231:byte=32time<10msTTL=255
Reply from 192.168.1.231:byte=32time<10msTTL=255
Reply from 192.168.1.231:byte=32time<10msTTL=255
Reply from 192.168.1.231:byte=32time<10msTTL=255
Pingstatistics for 192.168.1.231:
Packets:Sent=4, Received=4, Lost=0 (0%loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum=Oms, Maximum=Oms, Average=Oms
"Reply from 192.168.1.231:byte=32time<10msTTL=255" というメッ
セージが 4 回出力されていますが、1 回でも出力されれば OK です。
それでも、通信ができない場合は、以下の項目を確認してください。
→ TRN-1 の動作モードの確認
LAN アダプタ設定ユーティリティの「TRN-1 動作モード切
り替え」で、LAN モードへの切り替えを行ってください。
→ IP アドレス、ポート番号のチェック
TRN-1 の IP アドレスが、親機の設定した IP と同じか、ポート番号が、
「257」になっ
ているかを確認してください。
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〔確認方法〕
[ プログラム ] → [TRN-1 ユーティリティ ] → [LAN アダプタ設定ユーティリティ ]
をクリックし、LAN アダプタ設定ユーティリティを起動して、IP アドレスをチェッ
クします。
次に、親機を右クリックして、[ プロパティ ] を表示させ、使用している LAN ア
ダプタと、IP アドレスが同じかを確認し、[ プロパティ ] ウィンドウの [ 詳細 ] を
クリックし、ポート番号が「257」になっているかを確認します。

●以下のメッセージが表示される場合、正しく接続されていない可能性があります。
Pinging 192.168.1.231 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 192.168.1.231
Packets:Sent=4, Received=0, Lost=4 (100%loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum=Oms, Maximum =Oms, Average=Oms
この場合、次の項目を確認してください。
→お使いになっている LAN の環境は正しく設定されていますか？
⇒ LAN に関する一般的な知識および詳細については、ネットワーク管理者の
方にお尋ねください。
→ TRN-1 が正しく LAN に接続されていますか？
⇒ LAN への接続方法については、
「TRN-1 取扱説明書」を参照してください。
→ TRN-1 の電源プラグがコンセントに差し込まれていますか？
→ TRN-1 の本体側面にある、動作モード設定スイッチが「0」になっていますか？
動作モードスイッチは、「0」（通常モード）以外使用しないでください。
→ IP アドレス、ポート番号のチェック
TRN-1 の IP アドレスが、親機の設定した IP と同じか、ポート番号が、「257」
になっているかを確認してください。
〔確認方法〕
[ プログラム ] → [TRN-1 ユーティリティ ] → [LAN アダプタ設定ユーティリティ ]
をクリックし、LAN アダプタ設定ユーティリティを起動して、IP アドレスをチェッ
クします。
次に、親機を右クリックして、[ プロパティ ] を表示させ、使用している LAN ア
ダプタと、IP アドレスが同じかを確認し、[ プロパティ ] ウィンドウの [ 詳細 ] を
クリックし、ポート番号が「257」になっているかを確認します。
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コネクションエラー
→ TRN-1 の電源が入っているか確認してください。
→ TRN-1 が LAN に接続されているか確認してください。
→ LAN ケーブルの種類が同じか確認してください。
（10Base と 100Base の LAN では、ケーブルのカテゴリが異なります。）
→ LAN ケーブルが断線していないか確認してください。
→指定した親機の IP アドレスが合っているか確認してください。
→ LAN アダプタが LAN モードになっているか確認してください。
LAN アダプタ設定ユーティリティの「TRN-1 動作モード切り替え」で、LAN モー
ドへの切り替えを行ってください。
→他のパソコンと通信中でないか確認してください。
近くに LAN アダプタ（TRN-1）があるようなら、LAN アダプタ（TRN-1）のステー
タス表示 LED をチェックしてみてください。LED の表示状況については、TRN-1
本体の取扱説明書をご覧ください。
→ LAN アダプタ（TRN-1）本体の動作モード設定スイッチが「０」になっているか
確認してください。
→他の通信が実行されていないか確認してください。
TRN-1 は、たとえ同じパソコンであっても、1 つのコネクションしか確立しません。
例えば、自動吸い上げの通信中に、現在データモニタの要求を出しても、通信は
できません。1 つの通信が終わってから、別の通信を始めてください。

シーケンスタイムアウト
→ LAN アダプタ（TRN-1）と親機との通信タイムアウトです。
LAN アダプタ（TRN-1）とデータロガーとの接続を確認してください。
正しい機種が接続されているか確認してください。

親機タイムアウト
→親機と子機の通信がタイムアウトしました。子機の電源が入っていない可能性
があります。もし子機の電源が入っていた場合、再度通信を行ってください。
再びエラーが出るようでしたら、グループ内タイミング調整を行ってみてくださ
い。

通信 DLL エラー
→ LAN アダプタへの通信経路がありません。コネクタがきちんと接続されているか
確認してください。また、ルータ等を使用している場合は、パソコンのルーティ
ング設定を確認してください。

29

■製品に関するお問い合わせ先

〒 399-0033

長野県松本市笹賀 5652-169

TEL : 0263-27-2131
FAX : 0263-26-4281

【お問い合わせ受付時間】月曜日～金曜日 （弊社休日は除く）
9:00 ～ 12:00 13:00 ～ 17:00

〔ホームページ・T&D Online〕

ホームページ「T&D Online」を開設しています。各種製品の最新情報や、イ
ベント情報、ソフトウェアの提供、サポート案内などティアンドデイの情報を
発信しています。是非ご覧ください。

http://www.tanndd.co.jp/
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