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9768 Smart Site Utility Pro の機能を拡張するソフトウ

ェア （日本語版） 

 

■ 形名および品名形名および品名形名および品名形名および品名 

    

形名： 9768-01 

品名： サーバ／クライアント オプション 

    

■ 製品構成製品構成製品構成製品構成 

 

下記内容が含まれる CD-R １枚 

・サーバオプション 

・Smart Site Client 

・Smart Site Viewer 

・使用許諾契約書 (PDF ファイル形式) 

 

■ 主な機主な機主な機主な機能と特徴能と特徴能と特徴能と特徴 

サーバオプション機能 

9768 Smart Site Utility Pro (Smart Site Utility)に

以下の機能を付加する 

・Smart Site Client に対して、モニタ値情報を提供

するサーバ機能 （Smart Site Client を使用する

ことで、 大 10 台のパソコンから同時に測定値

モニタを行うことが可能） 

・Smart Site Client に対して、使用機器の情報を

提供する機能 

 

Smart Site Client 機能 

・測定値のモニタ機能 

（サーバオプションがインストールされた Smart 

Site Utility と通信し、モニタ値を取得・表示） 

・アラーム表示機能 

・モニタ画面作成機能 

 

Smart Site Viewer 機能 

・記録データの閲覧、印刷、グラフ化機能 

 

■ 関連製品関連製品関連製品関連製品 

2300 遠隔計測監視システム シリーズ 

9768 Smart Site Utility Pro 

 

 

 

 

■ 動作環境動作環境動作環境動作環境 

パソコンの動作環境 

本体 CPU：動作クロック 1GHz 以上 

 OS：Windows 2000／XP 

  .NET Framework 2.0 

  Internet Explorer 5.01 以上 

メモリ 512MB 以上 

画面表示 解像度 1024×768 ドット、65536

色以上 

ハードディスク 空き容量 30MB 以上 

(ただし.NET Framework2.0 がイン

ストールされていない場合、別途

約 500MB 必要) 

記録データの保存は別途必要 

インタフェース LAN 

アプリケーション 9768 Smart Site Utility Pro 

 バージョン 4.2 以上 

 

■ ライセンス概要ライセンス概要ライセンス概要ライセンス概要 

サーバオプション機能 

特定の 1 台のコンピュータ上にインストールして使

用可能 

 

Smart Site Client／Smart Site Viewer 

同一管理者の管理下にある複数台のコンピュータ

上にインストールして使用可能 
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■ 構成構成構成構成    9768976897689768----01 01 01 01 サーバ／クライアントサーバ／クライアントサーバ／クライアントサーバ／クライアント    オプションオプションオプションオプション 

※サーバオプションをインストール後の 9768 スマートサイトユーティリティ プロの構成については、 

別紙の「仕様書 9768 スマートサイトユーティリティ プロ」の構成を参照 

 

Smart Site Client     

 モジュールリスト    

  モジュールリストの表示    

  モジュールリストの名前変更    

  モジュールリストの削除    

  モジュールリストの切り替え    

      

 モニタ    

  モニタ開始／停止    

  モニタ動作の設定    

   モニタ周期の設定   

   アプリケーション起動後、自動でモニタを開始  
      

 モニタ値リスト表示    
      

 モニタ画面作成機能    

  モニタレイアウトの保存    

  画面全体表示    

  モニタ画面編集許可／禁止    

  背景画像の変更    

  レイアウトパーツの追加    

   任意コメント   

   測定値ラベル   

   測定値グラフィック   

   レイアウトへのリンクボタン   

   任意画像   

   ON/OFF 表示器   

  レイアウトパーツのグリッド移動量選択   

  レイアウト及びレイアウトパーツの削除   

      

 リアルタイムトレンドグラフ    

  CH の選択    

  グラフの表示    

   自動設定実行    

   時間軸設定    

   Y 軸設定    

   チャネル設定    

   波形表示位置の移動   

   カーソルの移動    

   Y 軸グリッドの設定   

   グラフのハードコピー   

  アラーム上下限値表示設定    

  グラフ印刷    

     



 
 3／11 

 976801SPC-J01 

 

 記録    

  記録データを開く    

      

 アラーム    

  アラーム履歴の表示    

  アラーム動作の設定    

   アラームサウンドの設定   

   アラームの再通知の設定   

   アラーム確認動作の設定   

   アラームポップアップ表示の設定  

      

 クライアント    

  サーバの設定    

  モジュールリストの取得    
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Smart Site Viewer         

 ファイルの読込         

  前回 View を読み込み        

  登録 View より読み込み View を選択      

   データの表示範囲の選択（１日範囲／指定日範囲）    
            

  View の設定         

   View 表示項目の選択       

   View 表示ウィンドウの選択（表+グラフ／表のみ）    

   データ表示形式の選択（１日範囲／指定日範囲）    

   View の保存／削除       
            

 グラフ印刷          
            

 データ更新          

  任意更新         

  自動更新         

   インターバルの設定       
            

 View の保存          
            

 View 表示項目の再選択        
            

 グラフ機能          

  グラフの表示         

   自動設定実行        

   時間軸設定        

   Y 軸設定        

   チャネル設定        

   グラフの選択範囲拡大／元のスケールに戻す    

   波形表示位置の移動       

   カーソルの移動       

   Y 軸グリッドの設定       

   グラフのハードコピー       
            

  アラーム上下限値表示設定       
            

  印刷          
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 表機能          

  表の表示         

  ファイル出力         

   Excel に貼り付け       

   CSV ファイル出力       
            

  Excel レポート機能（日報・月報）      

   フォーマット Excel ファイル作成機能     

   自動レポート作成       

   レポート機能初期設定（自動作成）     

    日報フォーマット Excel ファイル選択    

    月報フォーマット Excel ファイル選択    

    保存先フォルダ／ファイル名指定    

    レポート作成インターバル設定     
          

   手動レポート作成       

   レポート機能初期設定（手動作成）     

    日報フォーマット Excel ファイル選択    

    月報フォーマット Excel ファイル選択    

    保存先フォルダ／ファイル名指定    

    レポート作成開始日・終了日指定    
            

 アラーム帳票機能         

  アラーム帳票の表示        

  ファイル出力         

   Excel に貼り付け       

   CSV ファイル出力       
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■ 機能・仕様機能・仕様機能・仕様機能・仕様 

 

□ パソコンインタフェース 

○LAN 

 

□ 対応可能なネットワーク環境 

サーバ(Smart Site Utility)～クライアント(Smart 

Site Client)間の通信環境には以下の事例が適用

可能 

 

○LAN、無線 LAN 

○イントラネット（社内／構内 LAN） 

○インターネット 

（サーバ側にグローバル固定 IP アドレスが必

要） 

○IP-VPN 

※フレッツグループアクセス（NTT 東日本）、フレ

ッツグループ（NTT 西日本）等での運用が可

能 

 

※プロキシ(PROXY)を経由して通信する環境にお

いては、プロキシの設定によってはサーバ・クラ

イアント間の通信が行えない場合があります。 

 

□ Smart Site Utility のサーバ機能 

 

○Smart Site Client を使用することで、サーバパソ

コンに接続されている 2300 モジュールのモニタ

値を、複数のパソコンから参照可能 

 

○Smart Site Client 接続可能台数 

1 台のサーバ(Smart Site Utility)に、同時に接続

できる Smart Site Clientの台数は、 大で 10台 

 

○Smart Site Client に提供可能な測定値モニタは、

サーバパソコンで測定値モニタを行っているモ

ジュールリストに登録されている計測モジュール

についてのみ可能 

 

○Smart Site Client に、現在使用中のモジュール

リストの情報を提供可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ Smart Site Client：サーバ設定機能 

 

○サーバ名 

○詳細設定 

設定を変更する／しない 

ポート番号 

受信タイムアウト （1～60 秒) 

 

 
サーバの設定画面例 

 

□ Smart Site Client：モジュールリスト取得機能 

 

○サーバ名 

○詳細設定 

設定を変更する／しない 

ポート番号 

受信タイムアウト （1～60 秒) 

○レイアウト設定を上書きする／しない 

 

 
モジュールリストの取得画面例 
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□ Smart Site Client：モニタ機能 

サーバオプションがインストールされた Smart Site Utility に接続して、モニタ測定値を取得・表示可能 

 

○モニタツールを利用して簡単にモニタ用画面の作成が可能 

 

 

 

 
モニタ用ツール、レイアウトパーツによるモニタ画面作成例 

 

○ レイアウトパーツ、背景画貼付により簡単に専用監視画面が作成可能 

 

 

 

  
レイアウトパーツ、背景画貼付によるモニタ画面例 1    レイアウトパーツ、背景画貼付によるモニタ画面例

2 

 

 

2341・2342 用 

モニタツール「小」サイズ 

2341・2342 用 

モニタツール「極小」サイズ 
モニタツール「小」サイズ 

(2305 計装モジュールの場合) 

レイアウトパーツ 
「測定値ラベル」 
(2305 計装モジュールの場合)

レイアウトパーツ 

「測定値ラベル」 

(2341 入力モジュールの場合)

モニタツール「小」サイズ 
(2332 多回路電力ジュールの場合)

レイアウトパーツ 
「リンク先」 

レイアウトパーツ 
「測定値ラベル」 
(2341 入力モジュールの場合)

レイアウトパーツ 
「測定値ラベル」

背景画像を挿入 

JPG、BMP など」 レイアウトパーツ 
「測定値グラフィック」 



 
 8／11 

 976801SPC-J01 

○ リアルタイムトレンドグラフ 

サーバから取得したモニタ値をリアルタイムにグ

ラフ描画可能 

 
リアルタイムトレンドグラフ画面例 

 

○ モニタ動作の設定 

モニタの通信周期： 

通信周期を 500～60000ms の範囲で指定 

アプリケーションを起動後・・・： 

レ点を入れると、次回アプリ起動後に、自動

的にモニタ測定を開始 

 
モニタ設定画面例 

 

 

□ Smart Site Viewer：記録データの閲覧機能 

※Smart Site Client には、サーバパソコン上の記録データ(ファイル)をクライアントパソコン側に自動転送す

る機能はありません。サーバパソコン上の記録データは、Windows のファイル共有機能などを利用して、ク

ライアント側のパソコンにコピーする必要があります。 

 

○表機能 

データを選択して下図のような帳票形式でデータを閲覧可能 

 
表機能 
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○レポート作成機能 

Excel で作成したユーザ定義のテンプレートに、9768 

SmartSiteUtility Pro が回収したデータを自動（手動）で

貼り付けることが可能 

 

日報フォーマットファイル： 

Excel テンプレートファイルを指定 

月報フォーマットファイル： 

Excel テンプレートファイルを指定 

保存先フォルダ： 

保存先のフォルダ名を指定 

保存ファイル名： 

保存するファイルのファイル名を指定 

レポート作成タイミング： 

レポートを作成するインターバルを指定 

セル幅を自動調整する： 

自動調整する場合レ点を入れる 

フォーマットファイルのマクロを実行する 

レ点を入れるとユーザ定義のマクロを実行 

 
レポート作成機能 

 
Excel レポート例 
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○グラフ機能 

データを選択して下図のようなグラフ形式でデータを閲覧可能 

 
グラフ機能 

 

□ Smart Site Client：アラーム表示機能 

○アラーム動作の設定 

サーバから取得したモニタ値に対してパソコン上でのアラーム判定の結果、アラームが発生した際の動作

設定 

 

アラーム発生時に音を鳴らす： 

アラーム発生時に指定したWAV形式の音を

発生させる 

再生するサウンドファイル： 

WAV 形式のサウンドファイルを指定 

確認後、一定時間経過しても・・・： 

アラームが指定時間経過時に解除されない

場合に再度アラームを発生 

再度アラームを発生するまでの時間： 

1～1440 分で設定 

アラームが解除されたとき、自動的に確認する：

レ点を入れた場合、解除時自動的に「確認

済み」としてアラームの履歴を更新 

アラーム発生時にポップアップ表示する： 

アラーム履歴を自動的にポップアップ表示 

アラーム動作の設定画面例 

 

○アラーム履歴 

アラーム発生時（もしくは常時）右図のようなアラ

ーム履歴を表示 

新規アラームは背景色を黄色で表示 

 
アラーム履歴例 
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■ システム構成例 

 

9768
Smart Site Utility Pro

・データ収集
・モニタ

9768-019768-019768-019768-01
サーバ オプションサーバ オプションサーバ オプションサーバ オプション

＋

LAN

Smart Site Client

Smart Site Client

モニタ用PC

 
 


