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改訂履歴

日付 バージョン 記載ページ 改訂内容

2012-11-02 -- -- 初版を発行しました。

2013-02-18 V2.3 -- 単一選択、複数選択クラスターにキーボード入力設定の記述を追加。

日付関連クラスターへ曜日設定を追記。時刻クラスターへ秒表示を追記。

2013-04-23 V3.0 -- しきい値設定の記述を追加。

-- 新規追加された「フリードロー」クラスターの説明を追加。

-- 「時間数」の[Formatted]指定時に「時間単位」「分単位」の設定を追加。

-- 新規追加された「時刻計算」クラスターの説明を追加。

-- チェッククラスターの記述を変更。

-- トグル選択クラスターの記述を変更。

2013-08-30 V3.1 -- キーボード選択の説明を追加。

-- しきい値範囲外になった際に表示するメッセージ設定の説明を追加。

-- 選択肢項目のペースト機能の説明を追加。

-- チェッククラスターのマーカー形状追加。

-- 単一選択クラスターにトグル形式選択設定の説明を追加。

-- 複数選択クラスターに行数設定の説明を追加。

2013-11-29 V3.1 -- 「基本的なパラメーター」の記述を削除し、各クラスター毎に説明を追記しました。

P8-10、P14-16、
P100-102、
P115-117

「文字列表示方法」設定を「キーボードテキスト」「手書きデジタル」「単一選択」「複
数選択」に追加。

P6 「デフォルト文」設定を「キーボードテキスト」に追加。



改訂履歴２

日付 バージョン 記載ページ 改訂内容

2013-11-29 V3.1 P6 「デフォルト文」設定を「キーボードテキスト」に追加。

P18、P19、P127 「タブレットのカメラ起動」設定を「手書きフリーメモ」「フリードロー」「画像」に追
加。

P21-26、
P128-131

「画像の解像度」設定を「フリードロー」「画像」に追加。

P45、P54 「クラスター表示」設定を「計算式」に追加。

P57-58、
P67-68

「自動入力」の「編集開始時に日付を自動入力」設定と「タップで編集可能」設定を「年
月日」「時刻」に追加。

P97、P105 「ライン形式選択」設定を「単一選択」に追加。

P107、P120 「選択項目のラベルを編集する」設定を「単一選択」「複数選択」に追加。

P122-123 「選択項目の区切り」設定を「複数選択」に追加。

2014-01-31 V3.2 P28 「数値選択」に右２ボタン、左右ボタンの２方式によるカウンター入力を追加。

P19、27 「フリードロー」の画像に、撮影年月日時刻を画像右下に表示する設定を追加。

P97 「単一選択」を計算式に含められるように改善。選択された値を数値として扱う
ようにする設定を「単一選択」に追加。

P127、133 「画像」の画像に、撮影年月日時刻を画像右下に表示する設定を追加。

P136 「承認」クラスターで申請を行った直後に保存操作を行う設定を追加。

P150 「アクション」クラスターを新規に追加。

2014-03-24 -- P106-108 単一選択クラスターのキーボード入力に関する説明を修正

2014-05-29 V4.1 P18.19 フリードローと手書きフリーメモが同一帳票定義内で共存可能になった旨を追記

2014-09-19 V4.2 強化版 P172-176 「ログインユーザー」クラスターを新規に追加。

各項目 文字列の縦配置指定の設定を追加。



改訂履歴２

日付 バージョン 記載ページ 改訂内容

2014-12-12 V4.2 強化版
その２

P171 「アクション」クラスターの「サーバー送信メニュー」に
「サーバーへ保存し編集終了（連続）」「サーバーに完了処理（連続）」を追加。

P160
P173-175

「アクション」クラスターのアクション種別に「シートコピー」を追加。

2015-01-16 V4.3 P50-56 EXCEL関数強化対応に伴う入力パラメーターの設定項目を変更

P57 データ型と計算結果が不一致の場合の設定に関して説明を追加

2015-01-16 V4.3 P161 アクションクラスターにWindows版の設定を追加

P22、30 フリードローに「クラスタータップ時に自動でカメラを起動する」設定を追加

P22、3１ フリードローに「Pickビューを使用する」設定を追加

P22、30 フリードローの「メニューを出さずにカメラ起動する」設定の名称を
「フォトライブラリー/カメラの選択をせずに、カメラを起動する」に変更。

P21 手書きフリーメモの「メニューを出さずにカメラ起動する」設定の名称を
「フォトライブラリー/カメラの選択をせずに、カメラを起動する」に変更。

P137 画像クラスターの「メニューを出さずにカメラ起動する」設定の名称を
「クラスタータップ時に自動でカメラを起動する」に変更。

2015-10-08 V5.1 P154 QRコードクラスターをバーコードクラスターに名称変更。

P155 バーコードクラスターに読取デバイスの指定を追加。
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入力パラメータ設定/クラスター備考

• クラスター自身、またはクラスター一覧の行をダブルクリックすることで起動する[入力パラメー
ター設定]では、クラスターの種別や、入力に関する制限、書式などを設定することができます。

• タブの切り替えで、クラスター備考も編集できます。

タブ切り替え種別（入力方法）

入力パラメータ クラスター備考



キーボードテキスト

• iOSのソフトウェアキーボード、または外部入力機器から、文
字入力が可能です。外部システム連携可能なクラスターです。

• 入力制限
Alphanumeric：英数字入力
Number：数字入力

• 禁止文字
入力を禁じたい文字を続けて入力します。abcと入れると、
“a”,“b”,“c”の3文字が入力できません。

• 最大文字数
指定した文字数までしか入力できなくなります。

• 文字埋め
次で指定する「埋め文字」を、入力値の左右どちらかに最大文
字数まで繰り返します。

• 埋め文字
文字埋めに使用する文字列を指定します。

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

• デフォルト文
指定した文字列をクラスター内にデフォルト表示します。
※カーボンコピー先に設定されている場合はカーボンコピー元
のデフォルト文設定に依存するため設定不可となります。



キーボードテキストの入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通りの縦位置仕様で表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 文字列表示方法の設定によってタブレット上ではそれぞれ次のように表示されます。

• 折り返して全体を常に表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字列を折返して表示します。クラスターの縦幅
もすべて埋まり文字列を表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小していきます。

キーボードテキストの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、文字列
全体を表示します。



• 折り返しせずに縮小して全体を表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小し、折返しを行わずに1
行で文字列を表示します。

キーボードテキストの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。



• 行数を指定する
指定した行数を最大行数として文字列を表示します。最大行数を超えると文字サイズを自動で縮
小してきます。

キーボードテキストの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、指定し
た行数に達した場合には文字サイ
ズを自動で縮小していきます。



• 文字列の縦配置指定の設定により以下の様に表示されます。

文字列の縦配置指定

• 縦配置指定を設定しない場合は、従来通り以下の様に表示されます。

（１）必ず一行で表示される設定の場合、中央表示となります。

（「文字列表示方法」にて、「折り返しせず縮小して全体を表示する」、または、「行数を指定する」で1行を指定した場合）

（２）上記の（１）以外はすべて上詰め表示となります。

縦配置指定を設定しない場合は空白の項目を選択します。



キーボードを使用するクラスターは「キーボード選択」
からキーボードの種類を以下の３つより選択できます。

キーボード選択が可能なクラスター種別は、
「キーボードテキスト」「単一選択」「複数選択」です。

• 英字簡易キーボード
英字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

• 英数字簡易キーボード
英数字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

•

• 標準キーボード
iOS標準のキーボードを使用します。また、「入力制限」
設定は標準キーボードを選択した場合のみ有効となります。

キーボードテキストのキーボード選択



手書きデジタル

• このクラスターの利用には、iPadへ「7notes Pad+WC」
（年額利用料金 3,000円）のインストールが必要です。

• 「7notes Pad+WC」がインストールされていれば、アプリ
間連携により、「7notes Pad+WC」を起動し、手書きで書
いた文字をテキストに変換後、確定するとi-Reporterの該当
クラスターにテキストが入力されます。

• 「7notes Pad+WC」が未インストールの場合は、通常の
キーボードテキスト入力となります。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

「7notes Pad+WC」は株式会
社MetaMoJiの製品です。



手書きデジタルの入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通りの縦位置仕様で表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 文字列表示方法の設定によってタブレット上ではそれぞれ次のように表示されます。

• 折り返して全体を常に表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字列を折返して表示します。クラスターの縦幅
もすべて埋まり文字列を表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小していきます。

手書きデジタルの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、文字列
全体を表示します。



• 折り返しせずに縮小して全体を表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小し、折返しを行わずに1
行で文字列を表示します。

手書きデジタルの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。



• 行数を指定する
指定した行数を最大行数として文字列を表示します。最大行数を超えると文字サイズを自動で縮
小してきます。

手書きデジタルの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。



• 文字列の縦配置指定の設定により以下の様に表示されます。

文字列の縦配置指定

• 縦配置指定を設定しない場合は、従来通り以下の様に表示されます。

（１）必ず一行で表示される設定の場合、中央表示となります。

（「文字列表示方法」にて、「折り返しせず縮小して全体を表示する」、または、「行数を指定する」で1行を指定した場合）

（２）上記の（１）以外はすべて上詰め表示となります。

縦配置指定を設定しない場合は空白の項目を選択します。



手書きノート形式

• キーボード入力のように行がありますが、手書きした
文字や記号がそのまま行に入ります。

• テキスト変換は行われず、記入内容は画像として保存
されます。

手書きノート形式は画像とし
て保存されます。



手書きフリーメモ

• フリーハンドでのドローイングの他、クラスターの長押しでカメ
ラ呼び出し、カメラロールの画像の貼り付けができます。

• テキスト変換は行われず、記入内容は画像として保存されます。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• フォトライブラリー/カメラの選択をせずに、カメラを起動する
通常はメニューから、フォトライブラリーから画像を選択するか、
カメラを起動して撮影を行うか、を選択します。これを、メ
ニュー表示せずにカメラを起動するモードです。

• 撮影日時表示
写真画像に撮影年月日日時刻を表示します。

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

• 同一帳票定義内で「フリードロー」と「手書きフリーメモ」
の混在が可能となりました。

V4.1アップデート版以降



フリードロー

強力なドローツールを装備したクラスターです。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• タブレットのカメラ起動
□クラスタータップ時に自動でカメラ起動する

クラスターをタップした時点で、カメラを起動するモードです。
□フォトライブラリー/カメラの選択をせずに、カメラを起動する

通常はメニューから、フォトライブラリーから画像を選択するか、
カメラを起動して撮影を行うか、を選択します。
このメニュー表示を省略してカメラを起動するモードです。

• Pickビュー
カメラ撮影後の画像のPickビュー画面を使用するかどうかの設定です。

• 撮影日時表示
写真画像に撮影年月日日時刻を表示します。
表示する撮影年月日時刻の書式はiOS設定の年月日時刻書式に依存します。
撮影年月日時刻はオレンジ色の影付き文字で画像の右下に表示します。
貼付を行った場合でも、貼り付けた日時ではなく、その画像が持ってい
る撮影日時情報（実際にその画像が撮影された日時）で表示します。

• 画像の解像度
フリードロークラスターで使用する画像の画像サイズを指定します。
「クラスターサイズに合わせる」「画像のオリジナルサイズ」「ピクセ
ル指定（長辺）」から選択します。「ピクセル指定（長辺）」の場合に
はピクセルサイズを指定します。

V4.1アップデート版以降

• 同一帳票定義内で「フリードロー」と
「手書きフリーメモ」の混在が可能と
なりました。



フリードローの入力パラメーター

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定



画像サイズ設定

• 「フリードロー」「画像」クラスターではクラスター内で使用する画像サイズを以下の様に設定する
ことができます。各クラスターの用途に応じた最適な画像サイズを指定することができます。

フリードローの入力パラメーター

• また、「フリードロー」クラスターに限り帳票定義全体としての同一の設定
を指定できます。
各フリードロークラスターで個別に画像サイズ設定していない場合には、
帳票定義全体としての設定を使用します。

ここは通常は非表示状態ですが
「ピクセル指定（長辺）」を選択
すると表示されます。



フリードローの入力パラメーター

■クラスターサイズに合わせる

• クラスターに表示された画像を、表示されたそのままのサイズで使用します。
クラスターよりも大きい画像だった場合にはクラスターサイズに合わせて縮小されます。
極端に小さいクラスターの場合には画像も極端に圧縮されるためご注意下さい。

タブレット上に表示されたこのま
まのサイズで画像を使用します。



■画像のオリジナルサイズ

• クラスターの大きさやタブレット上の表示サイズに関係なく、元々の画像オリジナルサイズをそのまま
保持します。タブレット表示の際にはクラスターに合わせて縮小されて表示していますが、内部では
画像オリジナルサイズのまま保持しており、サーバー保存の際には画像がオリジナルサイズで保存され
ます。扱う画像数が多い場合は１つ１つの帳票データ量が大きくなりますのでご注意下さい。

タブレット表示時には縮小表示し
ていますが、

内部ではオリジナルサイズのま
ま画像を保持します。

フリードローの入力パラメーター



800px

• 保持する画像サイズをピクセル指定します。デフォルトの簡易指定サイズとして、「大（1280px）」
「中（640px）」「小（320px）」の３つから画像サイズを選択する事ができます。

• ピクセルサイズを直接指定したい場合はさらに「カスタム指定」をチェックする事でピクセルサイズを
手動で直接指定する事ができます。

• ここで指定するピクセルサイズは、画像の縦横のうち長い方のサイズ指定になります。

カスタム指定で800pxに設定した場
合

800px

画像の縦横のうち長い方を800pxに
して調整されます。

■ピクセル指定（長辺）

縦
に
長
い
画
像 横に長い画像

フリードローの入力パラメーター



フリードローの画像サイズ設定

フリードロークラスターはクラスター単位だけでなく帳票定義単位にも同様の画像サイズ設定を持って
います。

フリードローの画像サイズ設定は帳票定義単位にもあります

「帳票定義情報設定」タブ画面内
に
同様の画像サイズ設定があります。

編集画面上部の「帳票定義情報設
定」タブをクリックします。



クラスター単位で画像サイズを設定する際に「帳票定義のFreeDraw画像サイズ設定を使用する」に
チェックを付けることで、帳票定義側で設定した画像サイズ設定を採用します。このチェックを外すと、
クラスター単位で設定された画像サイズ設定が採用されます。（デフォルトではチェックが付き帳票定
義側の設定を採用します）

フリードローの画像サイズ設定の優先順

フリードローの画像サイズ設定

チェックを付けた場合、下部の画像サイズ設定は
帳票定義側の画像サイズ設定と同一設定が表示さ
れたうえで編集不可になります。チェックを外す
と再度編集が可能になります。

ここに帳票定義側の画像サイズ設定と同一設
定が表示され、編集不可になります。



タブレットのカメラ起動

■クラスタータップ時に自動でカメラを起動する

■フォトライブラリー/カメラの選択をせずに、カメラを起動する

フリードロークラスターをタップするとカメラ起動した状態からスタートします。

通常、フリードローの「画像」アイコンをタップすると「Camera」か「PhotoLibrary」を選択する
メニューが表示されますが、本設定をオンにすることで、このメニューを省略し、「画像」アイコン
をタップした時点でカメラ起動を行います。

○設定オフの場合

○設定オンの場合



Pickビューを使用する/しない

• Pickビュー設定により、カメラ撮影後の動作が以下の様に変わります。

• Pickビューを使用する • Pickビューを使用しない

①カメラ撮影します。 ①カメラ撮影します。

②Pickビュー画面で
Pickする範囲を選択します。

③編集画面にPickした
画像が貼り付けられます。

②編集画面に撮影した
画像がFullサイズで
貼り付けられます。



• 表示する撮影年月日時刻の書式はiOS設定の年月日時刻書式に依存します。
• 撮影年月日時刻はオレンジ色の影付き文字で画像の右下に表示します。
• 画像の貼付を行った場合でも、貼り付けた日時ではなく、その画像が持っている撮影日時情報（実際に

その画像が撮影された日時）で表示します。

■写真画像に撮影年月日時刻を表示

画像の撮影年月日時刻を画像の右下に表示する設定

撮影年月日時刻を表示

V3.2での新機能



数値選択

数値を一定間隔で刻み、リストにすることができます。外
部システム連携、しきい値設定が可能なクラスターです。

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示され
ます。数値関連のクラスターで共通です。

• 最小値
最小値を指定します。

• 最大値
最大値を指定します。

• 刻み
ここで指定した数値分、リストの数値が増加していきます。

• % 表示
チェックすると、1=100%として表示します。（0.01=1％とな
ります）

• デフォルト値の使用
チェックすると追加設定が表示されます。

• カウンター入力の使用
右２ボタン、左右ボタンを指定します。

• コンマ使用
桁区切りを表示します。

• 接頭文字
数値の前に指定した文字を表示します。（￥記号など）

• 接尾文字
数値の後に指定した文字を表示します。（円など）

デフォルト値を指定し
ます。

帳票を作成する時にデ
フォルト値をあらかじ
め入力して表示します。

V3.2での機能強化

カウンター入力
左右ボタン

カウンター入力
右2ボタン

V3.2での新機能



数値選択の入力パラメーター

※数値の登録可能な選択肢数は最大1000件です。

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



数値選択の入力パラメーター

• 正常最小値/正常最大値の使用
しきい値設定を使用するかどうかを指定します。正常最小値
または正常最大値のうち片方だけ設定することも可能です。

• 正常最小値/正常最大値
正常範囲内となる正常最小値および正常最大値を指定します。

・最小値 ≦ 正常最小値 （イコール可）

・正常最大値 ≦ 最大値 （イコール可）

・正常最小値 ＜ 正常最大値 （イコール不可）

• 書体指定
正常範囲外になった際の書体を指定します。

• 文字サイズ
正常範囲外になった際の文字の大きさを指定します。

• 太さ
正常範囲外になった際のボールド/イタリックが指定できます。

• 文字色
正常範囲外になった際の文字の色を指定します。

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージ表示
正常範囲外になった際にiPad上で指定したメッセージを表示し
ます。

しきい値に関する指定

しきい値設定可能なクラスター種別は、
「数値」「数値選択」「時間数」「計算式」「時刻計算」です。



しきい値に関する指定

最小値 最大値
正常
最小値

正常
最大値

通常通りの表示

-100 100 800 1000

• 最小値、最大値に加えて、しきい値設定として、正常最小値、正常最大値を設定した場合、正常最小
値に満たない数値が入力された場合、正常最大値を超える数値が入力された場合、それぞれに対して
設定された形式でiPad上で通常時とは異なる表示を行うことができます。

異常値発生時の入力項目
の表示を設定できます。

数値選択の入力パラメーター



しきい値に関する指定

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージを設定しておく事で、正常範囲外の値が入力された場合に、
iPad上に指定したメッセージを表示させることができます。メッセージは改行5回、全角100字まで
指定することができます。「範囲外メッセージを表示する」にチェックを付けていない場合は、
デフォルトのメッセージが表示されます。

• Designerでのメッセージ設定 • iPadでのメッセージ表示

「範囲外メッセージを表示
する」にチェックを付ける
と有効になります。

• デフォルトのメッセージ表示

数値選択の入力パラメーター



数値選択のデフォルト値（初期値）の設定

デフォルト値を指定します。

帳票を作成する時にデフォ
ルト値をあらかじめ
入力して表示します。

• 「デフォルト値の使用」にチェックするとデフォルト値を設定するための、追加の設定が表示さ
れます。

• 「デフォルト表示」にチェックすると、デフォルト値を帳票が作成された時点であらかじめ入力
します。数値選択のリストでも選択状態となります。

• 「デフォルト表示」をチェックしないと、デフォルト値は数値選択のリストで最初に選択された
状態で表示される値となります。

帳票作成時点で5が入力
され、リストでも5が最
初に選択されています。



数値

• テンキーで数値入力ができます。外部システム連携、しきい値
設定が可能なクラスターです。

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示さ
れます。数値関連のクラスターで共通です。

• 最小値
最小値を指定します。

• 最大値
最大値を指定します。

• コンマ使用
桁区切りを表示します。

• 接頭文字
数値の前に指定した文字を表示します。（￥記号など）

• 接尾文字
数値の後に指定した文字を表示します。（円など）



数値の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



数値の入力パラメーター

• 正常最小値/正常最大値の使用
しきい値設定を使用するかどうかを指定します。正常最小値
または正常最大値のうち片方だけ設定することも可能です。

• 正常最小値/正常最大値
正常範囲内となる正常最小値および正常最大値を指定します。

・最小値 ≦ 正常最小値 （イコール可）

・正常最大値 ≦ 最大値 （イコール可）

・正常最小値 ＜ 正常最大値 （イコール不可）

• 書体指定
正常範囲外になった際の書体を指定します。

• 文字サイズ
正常範囲外になった際の文字の大きさを指定します。

• 太さ
正常範囲外になった際のボールド/イタリックが指定できます。

• 文字色
正常範囲外になった際の文字の色を指定します。

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージ表示
正常範囲外になった際にiPad上で指定したメッセージを表示し
ます。

しきい値に関する指定

しきい値設定可能なクラスター種別は、
「数値」「数値選択」「時間数」「計算式」「時刻計算」です。



しきい値に関する指定

最小値 最大値
正常
最小値

正常
最大値

通常通りの表示

-100 100 800 1000

• 最小値、最大値に加えて、しきい値設定として、正常最小値、正常最大値を設定した場合、正常最小
値に満たない数値が入力された場合、正常最大値を超える数値が入力された場合、それぞれに対して
設定された形式でiPad上で通常時とは異なる表示を行うことができます。

異常値発生時の入力項目
の表示を設定できます。

数値の入力パラメーター



しきい値に関する指定

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージを設定しておく事で、正常範囲外の値が入力された場合に、
iPad上に指定したメッセージを表示させることができます。メッセージは改行5回、全角100字まで
指定することができます。「範囲外メッセージを表示する」にチェックを付けていない場合は、
デフォルトのメッセージが表示されます。

• Designerでのメッセージ設定 • iPadでのメッセージ表示

「範囲外メッセージを表示
する」にチェックを付ける
と有効になります。

• デフォルトのメッセージ表示

数値の入力パラメーター



時間数

• 「260分」「36時間15分」の様な、時間の長さを入力できま
す。外部システム連携、しきい値設定が可能なクラスターです。

• 入力タイプ
[Numerical] 数値と単位で時間を表示します。単位の表示は
「接尾文字」にて指定します。ここを指定しない場合は数値の
みの表示となります。
（260分、48.5時間など）
[Formatted] 時間と分をわけて表示します。

（2時間30分、26h 15mなど）

• 小数点以下ケタ数
[Numerical]
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示さ
れます。

• 最大値
[共通]
時間の最大値を指定します。[Formatted]の場合、”4”と指定
すると4時間0分が最大となります。

• 時間書式
[Formatted]
時間と分の表記を指定します。

• 接尾文字
[Numerical]
数値の後に指定した文字を表示します。（分など）



時間数の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



時間数の入力パラメーター

• 正常最小値/正常最大値の使用
しきい値設定を使用するかどうかを指定します。正常最小値
または正常最大値のうち片方だけ設定することも可能です。

• 正常最小値/正常最大値
正常範囲内となる正常最小値および正常最大値を指定します。

・最小値 ≦ 正常最小値 （イコール可）

・正常最大値 ≦ 最大値 （イコール可）

・正常最小値 ＜ 正常最大値 （イコール不可）

• 書体指定
正常範囲外になった際の書体を指定します。

• 文字サイズ
正常範囲外になった際の文字の大きさを指定します。

• 太さ
正常範囲外になった際のボールド/イタリックが指定できます。

• 文字色
正常範囲外になった際の文字の色を指定します。

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージ表示
正常範囲外になった際にiPad上で指定したメッセージを表示し
ます。

しきい値に関する指定

しきい値設定可能なクラスター種別は、
「数値」「数値選択」「時間数」「計算式」「時刻計算」です。



しきい値に関する指定

最小値 最大値
正常
最小値

正常
最大値

通常通りの表示

-100 100 800 1000

• 最小値、最大値に加えて、しきい値設定として、正常最小値、正常最大値を設定した場合、正常最小
値に満たない数値が入力された場合、正常最大値を超える数値が入力された場合、それぞれに対して
設定された形式でiPad上で通常時とは異なる表示を行うことができます。

異常値発生時の入力項目
の表示を設定できます。

時間数の入力パラメーター



• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージを設定しておく事で、正常範囲外の値が入力された場合に、
iPad上に指定したメッセージを表示させることができます。メッセージは改行5回、全角100字まで
指定することができます。「範囲外メッセージを表示する」にチェックを付けていない場合は、
デフォルトのメッセージが表示されます。

• Designerでのメッセージ設定 • iPadでのメッセージ表示

「範囲外メッセージを表示す
る」にチェックを付けると有効
になります。

• デフォルトのメッセージ表示

時間数の入力パラメーター



時間数 [Formatted] の数値単位

• 入力タイプで [Formatted] を指定した場合、その数値をを「時間単位」「分単位」のどちらで扱
うかを選択します。

• [Formatted] で「時間単位」を選択した場合

• [Formatted] で「分単位」を選択した場合

（例）
最大値 = 100 とは、
100時間という扱いになります。

（例）
最大値 = 100 とは、
100分という扱いになります。

• [Numerical] を選択した場合は「時間単位」「分単位」は表示されません。

「時間単位」「分単位」
は表示されません。



計算式

• 数値を持つクラスターを対象にした四則演算ができます。しき
い値設定が可能なクラスターです。

• 「計算結果データ型」の設定により一部設定項目が変わります。

• 計算結果データ型
計算結果を指定したデータ型で表示します。この設定により
一部の設定項目が変化します。
「その他」…従来通り数値または文字列を扱い、

いずれを扱うか自動で判別します。
「年月日・時刻」…年月日または時刻に変換して表示します。
「文字列」…文字列に変換して表示します。

• データ型と計算結果が不一致の場合
データ型と計算結果が不一致だった場合の挙動を指定します。
「エラー表示する」…数式エラーにします。
「値をそのまま表示する」…エラーにはせずに値をそのまま

表示します。

• 計算式
計算式を指定します。

• 検証方法
結果が制限外の異常値になった場合の表示方法を指定します。

• クラスター表示
タブレット上でこのクラスターを非表示にすることができます。
中間用の計算式を埋め込みたい場合などに活用します。

※「空欄をゼロとして計算する」設定は、V4.3のEXCEL関数強化対応に伴い廃止となりました。

全てのクラスターを入力する必要はなく、入力された分のクラスター値で順次計算を行うようになりました。

V4.3



計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=その他）

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示さ
れます。数値関連のクラスターで共通です。

• 最小値
最小値を指定します。

• 最大値
最大値を指定します。

• コンマ使用
桁区切りを表示します。

• 接頭文字
数値の前に指定した文字を表示します。（￥記号など）

• 接尾文字
数値の後に指定した文字を表示します。（円など）

「計算結果データ型」で「その他」を選択した場合

従来と同じ計算結果表示を行います。「年月日・時刻」や「文字列」といった明確な表示指
定が特にない場合はこちらを指定します。数値または文字列を扱い、計算結果が文字列と
なる場合は文字列、数値の場合は数値、と自動判定した上で結果表示します。そのため、
数値に変換可能な文字列は、実体が文字列であっても数値として表示します。
また、論理値はそれぞれTrue=1、False=0の数値として表示します。
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計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=その他）

• 正常最小値/正常最大値の使用
しきい値設定を使用するかどうかを指定します。正常最小値
または正常最大値のうち片方だけ設定することも可能です。

• 正常最小値/正常最大値
正常範囲内となる正常最小値および正常最大値を指定します。

・最小値 ≦ 正常最小値 （イコール可）

・正常最大値 ≦ 最大値 （イコール可）

・正常最小値 ＜ 正常最大値 （イコール不可）

• 書体指定
正常範囲外になった際の書体を指定します。

• 文字サイズ
正常範囲外になった際の文字の大きさを指定します。

• 太さ
正常範囲外になった際のボールド/イタリックが指定できます。

• 文字色
正常範囲外になった際の文字の色を指定します。

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージ表示
正常範囲外になった際にiPad上で指定したメッセージを表示し
ます。

計算結果データ型が「その他」の場合に限り、しきい値設定が可能となります。

しきい値設定可能なクラスター種別は、
「数値」「数値選択」「時間数」「計算式」「時刻計算」です。
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しきい値に関する指定

最小値 最大値
正常
最小値

正常
最大値

通常通りの表示

-100 100 800 1000

• 最小値、最大値に加えて、しきい値設定として、正常最小値、正常最大値を設定した場合、正常最小
値に満たない数値が入力された場合、正常最大値を超える数値が入力された場合、それぞれに対して
設定された形式でiPad上で通常時とは異なる表示を行うことができます。

異常値発生時の入力項目
の表示を設定できます。

計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=その他）



しきい値に関する指定

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージを設定しておく事で、正常範囲外の値が入力された場合に、
iPad上に指定したメッセージを表示させることができます。メッセージは改行5回、全角100字まで
指定することができます。「範囲外メッセージを表示する」にチェックを付けていない場合は、
デフォルトのメッセージが表示されます。

• Designerでのメッセージ設定 • iPadでのメッセージ表示

「範囲外メッセージを表示す
る」にチェックを付けると有効
になります。

• デフォルトのメッセージ表示

計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=その他）



計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=年月日・時刻）

• 日付・時刻 書式
計算結果を年月日・時刻に変換した際の日付または時刻の書式
を指定します。

• 曜日の表示（日付の場合）
日付の書式を選択した場合に、日付書式の後ろへ曜日を表示す
るかどうかを設定します。

「計算結果データ型」で「年月日・時刻」を選択した場合

計算結果となる数値をシリアル値計算し、指定した書式で年月日/時刻として表示します。
計算結果が文字列など、年月日・時刻に変換できない値だった場合はエラーとなります。
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計算式の入力パラメーター（計算結果データ型=文字列）

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示さ
れます。数値関連のクラスターで共通です。
数値を文字列化する際に、小数部が無限に続くような小数値
だった場合はこちらで設定を行った桁数に丸めた上で文字列化
を行います。

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

「計算結果データ型」で「文字列」を選択した場合

計算結果を強制的に文字列として表示します。計算結果が論理値だった場合、”true”
または”false”という文字列で表示されます。計算結果が数値であり、1.666666…の様に
無限に続く様な小数値だった場合、Designerで設定した計算式クラスターの小数点以下
桁数の設定で丸めた上で文字列に変換して表示します。
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データ型と計算結果が不一致の場合の設定

• 計算結果データ型を「年月日・時刻」に設定し、その計算結果が文字列だった場合など、
データ型と計算結果が不一致だった場合の挙動を指定する設定です。

• エラー表示する

• 値をそのまま表示する

データ型と計算結果が不一致だった場合に、数式エラーとする設定です。

データ型と計算結果が不一致だった場合に、エラーとはせずに値をそのまま表示する設定です。
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• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。

計算式の入力パラメーター



計算式の指定方法

計算式クラスター

• クラスターを指定するには、シート番号とクラスターINDEXをセットで頭文字を使って記述します。
• 上記の例では、シート1（S1）にあるクラスターINDEX0（C0）の数値クラスター「行1-1」を指定

するために、「S1C0」を記述しています。
• クラスターの数値だけではなく、上記の「+2」のように任意の値を含めることもできます。

シート番号

クラスター

数値クラスターなど

対象のクラスターを指定するには



計算式の検証方法

• 例では、数値クラスターの入力を-99～99に制限し、計算式の結果を-100～100に制限しています。

2通りの検証、エラー表示があります

シグナル表示
クラスターに赤い×印が付きますが、完了
保存が可能です。異常値として記録を残し
たい場合などに指定します。

制限外入力不可
最小値最大値を超える数値はエラーとなり
ます。入力結果の表示は残りますが、この
エラーが存在していると、完了保存はでき
ません。

• 計算式クラスターは、しきい値（P6～P7参照）を設定することが可能で、しきい値設定を利用する事
で、正常値範囲外となった計算結果を異常値として通常とは異なる形式で表示する事も出来ます。そ
の場合、検証方法表示に関しては、正常値範囲外となった計算結果が更に最大値また最小値を超える
場合に適応されます。



見えない計算式クラスターの活用

• 複雑な計算式を構築する場合に、一時的な中間計算としてのみ使用してユーザーには見せたくない計
算式クラスターが発生することがあります。そのような場合に中間式として作成した計算式クラス
ターを非表示に設定する事で、内部では計算を実行しつつタブレット上ではクラスターをユーザーに
見せない様にする事ができます。

結果表示用の計算式
=if(S1C44<30,"対象外",S1C44)

中間計算用の計算式（見せたくない）
S1C44 =S1C18+S1C24+S1C30+S1C36 中間計算用の計算式を非表示に



年月日

• ドラムロールで年月日を選択して入力できます。外部システム
連携可能なクラスターです。

• 自動入力
無効：クラスターをタップして任意の日付を入力します。
編集開始時に日付を自動入力：帳票の編集を開始した日付を自
動入力します。
保存時に日付を自動入力：保存を実行した時の日付を自動入力
してから保存されます。
タップ時に日付を自動入力：クラスターをタップした時の日付
を自動入力します。

• タップ時の自動入力は追加設定があります。
タップ自動入力1回のみ有効：一度タップ入力するとその日付
で確定し、再度タップしても更新されません。
タップ時に確認画面を出す：上記の1回のみ有効にした場合、
誤操作を防ぐために入力される前に確認ダイアログが出ます。

• 日付書式
表記をメニューから選択できます。

• 曜日の表示
「曜日を表示する」にチェックを入れることで上で設定した

日付書式の後ろに曜日が表示されます。



年月日の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。
※自動入力設定で「無効」または「タップ時に日付を自動入力する」

を選択した場合のみ設定が可能です。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 自動入力設定にて「無効」を選択した場合、自動での入力は行われず手動にて時刻を編集します。
未入力状態であった場合、デフォルトで選択される時刻は現在時刻となります。

ロール操作にて
日時を指定します。

• 自動入力設定にて「編集開始時に日付を自動入力」を選択した場合、タブレット上で編集を開始し
たタイミングでその時点の現在日付が自動入力されます。

年月日の自動入力設定



年月日の自動入力設定

• 自動入力設定にて「保存時に日付を自動入力」を選択した場合、編集中保存、完了保存を行ったタ
イミングでその時点の現在時刻が自動入力されます。保存行為を行う度にその時点での現在時刻に
更新されていきます。（「本体に一時保存」実行時には更新されません。）

• 自動入力設定にて「編集開始時に日付を自動入力」または「保存時に日付を自動入力」を選択した
場合、「タップで編集可能」を設定できるようになります。「タップで編集可能」にしておくと、
日付が自動入力された後でも手動にて日付の編集を行うことが可能になります。



年月日の自動入力設定

• 自動入力設定にて「タップ時に日付を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れてい
ない場合は、タップ操作を行う度にその時点での現在日付に更新されていきます。

• 自動入力設定にて「タップ時に日付を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れた場合は、
最初にタップ操作を行った時点での現在日付が入力され、それ以降は入力日付の編集を不可とする設定にな
ります。加えて、「タップ時に確認画面を出す」にチェックを入れておくとその際に、入力を確定するかど
うか確認メッセージが表示されます。

タップ タップ

タップ
タップした時点で入力
日付が確定し、ユー

ザーによる編集やクリ
アを不可とします。



カレンダー年月日

• カレンダー式のピッカーで年月日を選択して入力できます。パ
ラメータは年月日クラスターと同様です。外部システム連携可
能なクラスターです。

• 自動入力
無効：クラスターをタップして任意の日付を入力します。
保存時に日付を自動入力：保存を実行した時の日付を自動入力
してから保存されます。
タップ時に日付を自動入力：クラスターをタップした時の日付
を自動入力します。

• タップ時の自動入力は追加設定があります。
タップ自動入力1回のみ有効：一度タップ入力するとその日付
で確定し、再度タップしても更新されません。
タップ時に確認画面を出す：上記の1回のみ有効にした場合、
誤操作を防ぐために入力される前に確認ダイアログが出ます。

• 日付書式
表記をメニューから選択できます。

• 曜日の表示
「曜日を表示する」にチェックを入れることで上で設定した

日付書式の後ろに曜日が表示されます。



カレンダー年月日の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。
※自動入力設定で「無効」または「タップ時に日付を自動入力する」

を選択した場合のみ設定が可能です。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 自動入力設定にて「無効」を選択した場合、自動での入力は行われず手動にて時刻を編集します。
未入力状態であった場合、デフォルトで選択される時刻は現在時刻となります。

カレンダー表から
日時を指定します。

カレンダー年月日の自動入力設定

• 自動入力設定にて「保存時に日付を自動入力」を選択した場合、編集中保存、完了保存を行ったタ
イミングでその時点の現在時刻が自動入力されます。保存行為を行う度にその時点での現在時刻に
更新されていきます。（「本体に一時保存」実行時には更新されません。）



カレンダー年月日の自動入力設定

• 自動入力設定にて「タップ時に日付を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れてい
ない場合は、タップ操作を行う度にその時点での現在日付に更新されていきます。

• 自動入力設定にて「タップ時に日付を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れた場合は、
最初にタップ操作を行った時点での現在日付が入力され、それ以降は入力日付の編集を不可とする設定にな
ります。加えて、「タップ時に確認画面を出す」にチェックを入れておくとその際に、入力を確定するかど
うか確認メッセージが表示されます。

タップ タップ

タップ
タップした時点で入力
日付が確定し、ユー

ザーによる編集やクリ
アを不可とします。



時刻

• ドラムロールで時刻を選択して入力できます。パラメータは年
月日クラスターとほぼ同様です。書式は時刻専用です。外部シ
ステム連携可能なクラスターです。

• 自動入力
無効：クラスターをタップして任意の時刻を入力します。
編集開始時に日付を自動入力：帳票の編集を開始した日付を自
動入力します。
保存時に時刻を自動入力：保存を実行した時の時刻を自動入力
してから保存されます。
タップ時に時刻を自動入力：クラスターをタップした時の時刻
を自動入力します。

• タップ時の自動入力は追加設定があります。
タップ自動入力1回のみ有効：一度タップ入力するとその時刻
で確定し、再度タップしても更新されません。
タップ時に確認画面を出す：上記の1回のみ有効にした場合、
誤操作を防ぐために入力される前に確認ダイアログが出ます。

• 日付書式
表記をメニューから選択できます。

自動入力設定にて、「保存時に時刻を自動入力」または

「タップ時に時刻を自動入力」を選択した場合に限り、

秒数単位まで含めた日付書式を選択することができます。



時刻の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。
※自動入力設定で「無効」または「タップ時に時刻を自動入力する」

を選択した場合のみ設定が可能です。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



時刻の入力パラメーター

• 自動入力設定にて「保存時に時刻を自動入力」または

「タップ時に時刻を自動入力」を選択した場合の日付書式

• 自動入力設定にて「無効」を選択した場合の日付書式



• 自動入力設定にて「編集開始時に自刻を自動入力」を選択した場合、タブレット上で編集を開始した
タイミングでその時点の現在時刻が自動入力されます。

時刻の自動入力設定

ロール操作にて
時間と分を指定します。

• 自動入力設定にて「無効」を選択した場合、自動での入力は行われず手動にて時刻を編集します。
未入力状態であった場合、デフォルトで選択される時刻は現在時刻となります。



時刻の自動入力設定

• 自動入力設定にて「編集開始時に自刻を自動入力」または「保存時に自刻を自動入力」を選択した
場合、「タップで編集可能」を設定できるようになります。「タップで編集可能」にしておくと、
日付が自動入力された後でも手動にて時刻の編集を行うことが可能になります。

• 自動入力設定にて「無効」を選択した場合、編集中保存、完了保存を行ったタイミングでその時点
の現在時刻が自動入力されます。保存行為を行う度にその時点での現在時刻に更新されていきます。
（「本体に一時保存」実行時には更新されません。）



時刻の自動入力設定

• 自動入力設定にて「タップ時に時刻を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れてい
ない場合は、タップ操作を行う度にその時点での現在時刻に更新されていきます。

• 自動入力設定にて「タップ時に時刻を自動入力」を選択し、「初回のみ更新」にチェックを入れた場合は、
最初にタップ操作を行った時点での現在時刻が入力され、それ以降は入力時刻の編集を不可とする設定にな
ります。加えて、「タップ時に確認画面を出す」にチェックを入れておくとその際に、入力を確定するかど
うか確認メッセージが表示されます。

タップ タップ

タップ
タップした時点で入力時
刻が確定し、ユーザーに
よる編集やクリアを不可

とします。



時刻計算

• ２つの時刻クラスターを指定してマイナス計算を行います。

外部システム連携、しきい値設定が可能なクラスターです。

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示

されます。数値関連のクラスターで共通です。

• 最小値
最小値を指定します。

• 最大値
最大値を指定します。

• 計算式
マイナス計算を行う２つの時刻クラスターを指定します。時刻

クラスターの指定方法は計算式と同様S1C0方式となります。

• 休み時間の設定
[休み時間の設定]ボタンをクリックすると時刻計算の対象外と

なる時間帯を指定する画面が起動します。

• 検証方法
結果が制限外の異常値になった場合の表示方法を指定します。

• 入力タイプ
[Numerical] 数値と単位で時間を表示します。
（260分、180など）
[Formatted] 時間と分をわけて表示します。

数値を時間単位・分単位のどちらで扱うかを選択します。
（2時間30分、26h15mなど）

• 時間書式
[Formatted]時間と分の表記を指定します。

• 接尾文字
[Numerical]数値の後に指定した文字を表示します。(分など)



時刻計算の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



時刻計算の入力パラメーター

• 正常最小値/正常最大値の使用
しきい値設定を使用するかどうかを指定します。正常最小値
または正常最大値のうち片方だけ設定することも可能です。

• 正常最小値/正常最大値
正常範囲内となる正常最小値および正常最大値を指定します。

・最小値 ≦ 正常最小値 （イコール可）

・正常最大値 ≦ 最大値 （イコール可）

・正常最小値 ＜ 正常最大値 （イコール不可）

• 書体指定
正常範囲外になった際の書体を指定します。

• 文字サイズ
正常範囲外になった際の文字の大きさを指定します。

• 太さ
正常範囲外になった際のボールド/イタリックが指定できます。

• 文字色
正常範囲外になった際の文字の色を指定します。

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージ表示
正常範囲外になった際にiPad上で指定したメッセージを表示し
ます。

しきい値に関する指定

しきい値設定可能なクラスター種別は、
「数値」「数値選択」「時間数」「計算式」「時刻計算」です。



時刻計算の入力パラメーター

しきい値に関する指定

最小値 最大値
正常
最小値

正常
最大値

通常通りの表示

-100 100 800 1000

• 最小値、最大値に加えて、しきい値設定として、正常最小値、正常最大値を設定した場合、正常最小
値に満たない数値が入力された場合、正常最大値を超える数値が入力された場合、それぞれに対して
設定された形式でiPad上で通常時とは異なる表示を行うことができます。

異常値発生時の入力項目
の表示を設定できます。



時刻計算の入力パラメーター

しきい値に関する指定

• 正常最小値/正常最大値範囲外メッセージを設定しておく事で、正常範囲外の値が入力された場合に、
iPad上に指定したメッセージを表示させることができます。メッセージは改行5回、全角100字まで
指定することができます。「範囲外メッセージを表示する」にチェックを付けていない場合は、
デフォルトのメッセージが表示されます。

• Designerでのメッセージ設定 • iPadでのメッセージ表示

「範囲外メッセージを表示す
る」にチェックを付けると有効
になります。

• デフォルトのメッセージ表示



時刻計算について

• 指定した時刻クラスターのマイナス計算を行います。その際、休み時間設定した時間帯は集計対象外
となります。また、時刻クラスターの計算範囲は24時間以内となっており、時刻の計算結果がマイ
ナス値となることはありません。引き算される側の時刻の方が小さい場合は、翌日の時刻と判定して
マイナス計算を行います。

（例） 14：25 － 10時25分 ＝ 3時間00分 （休み時間 ＝ 12：00 ～ 13：00）

（例） 02：25 － 23時25分 ＝ 3時間00分

引き算される側の時刻の方が小さいため、「02：25」
は翌日の時刻としてマイナス計算を行います。

・休み時間を含む時刻計算

・時刻の大小関係が逆転していた場合の時刻計算

本来であれば「14：25 – 10時25分」の計算結果は4時間
ですが、休み時間帯「12：00 ～ 13：00」が計算対象外

となるため、この例の計算結果は3時間となります。



時刻計算対象とする時刻クラスターの指定

• 入力パラメータ画面上で時刻計算対象となる時刻クラスターを指定する方法の他に、Designer編集
画面上の右クリックメニューから「時刻計算クラスター選択」モードを使用する方法があります。

時刻計算クラスターを１つ選択した状態
で右クリックメニューから「時刻計算ク
ラスター選択」をクリックします。

この際、選択していたクラスターが
時刻計算クラスターでなかった場合、
選択中のクラスターを時刻計算クラ
スターに変換するかどうか確認メッ
セージが表示されます。



時刻計算対象とする時刻クラスターの指定

• 「時刻計算クラスター選択」をクリックした後、時刻計算対象とする２つの時刻クラスターを編集画面
上でクリックして選択します。最初に選択した時刻クラスターが引き算される側で、２回目に選択した
時刻クラスターが引き算する側となります。２つの時刻クラスターを選択すると時刻計算クラスターの
計算式が自動設定されます。

選択中の
時刻計算クラスター

「時刻計算クラスター選択」モードを解除する
場合は右クリックメニューから
「時刻計算クラスター選択 モード解除」を
選択します。

③選択中の時刻計算クラスターの計
算式が内部で自動設定されます。

①まず、引き算される側
の時刻クラスターを編集
画面上でクリックして選
択します。

②次に、引き算する側の
時刻クラスターを編集
画面上でクリックして選
択します。



チェック

• チェックリストなどで利用できるレ点や丸を記入できます。
タップするとチェックされます。外部システム連携可能なクラ
スターです。

• マーカー形状
「円」「楕円」「チェックボックス」「チェック」「横線」
「横線（2重）」「×」「×（横長）」「円塗り」「四角塗り」
の10種類からマーカーの形状を選択します。

• 線の色

マーカー表示の線の色を指定します。

• 線の太さ

マーカー表示の線の太さを指定します。（2～7の範囲）

「円塗り」「四角塗り」のみ2以下の太さを指定できます。

• 塗り色

「円塗り」「四角塗り」のみ塗りつぶしの色を指定します。

• グループID
-1：初期値の-1で設定した場合、グループに属さず単独で
チェックできます。
0以上の整数：同じ数値のチェッククラスター同士はグループ
となり、グループ内でチェックできるのは1つだけとなります。



チェックの入力パラメーター

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定



チェックのマーカー形状

• チェックの各マーカー形状のiPad上でのイメージは次のようになります。

• 円 • 楕円

• チェックボックス • チェック



チェックのマーカー形状

• チェックの各マーカー形状のiPad上でのイメージは次のようになります。

• 横線 • 横線（2重）

• × • ×（横長）



チェックのマーカー形状

• チェックの各マーカー形状のiPad上でのイメージは次のようになります。

• 円塗り • 四角塗り



トグル選択

• 複数の文字列がタップするたびに切り替わります。

外部システム連携可能なクラスターです。

• グループID
トグル選択の値を使った集計をする際の対象を指定するた
めの文字列です。集計ではこのIDを元に分母、合計点を集
計できます。

• 項目
項目の追加にはペースト機能が利用できます。
ラベル：iPad上でタップした時に表示される文字列です。

同一のラベルは設定できません。
値：トグル集計での計算に使われる数値です。

文字色：ラベルの表示色を指定します。

背景 – 塗り：クラスターの背景を「円塗り」「四角塗り」

するかを選択します。いずれも使用しない

設定も可能です。

塗り色：「円塗り」「四角塗り」の場合に塗りつぶす色を

指定します。

線太さ： 「円塗り」「四角塗り」の場合に枠線の太さを

指定します。（0～7の範囲）

線の色： 「円塗り」「四角塗り」の場合に枠線の色を

指定します。

※「ラベル」「値」「文字色」の設定は必須となります。

「塗り色」で”円塗り”または”四角塗り”を指定した場合、「塗り色」「線太さ」「線の色」の設定も必須となります。



トグル選択の入力パラメーター

※項目の最大登録件数は1000件です。また、「ラベル」
「値」には最大桁数の制限は設けておりません。

設定されたクラスターの大きさに対して文字列を表示し
きれない状態が桁数の限界値となります。

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



トグル選択 選択肢の登録方法

値ラベル

入力した項目を追加

項目の順序変更

iPadでは、タップするとこの順番で
表示が変わります。
○→△→×→○・・・

選択した項目を削除

背景の設定
「円塗り」「四角塗り」を指
定した場合はこれらの項目が
必須になります。

編集したい項目をダブルクリックすることで、
直接グリッド上で項目の編集ができます。
「ラベル」「値」は自由記入での編集となり、
「文字色」「背景塗り」「塗り色」「線太さ」「線の色」
はコンボボックスからの選択となります。
※「値」は数値である必要があります。



トグル選択例

• トグル選択設定例

Designerの設定 iPad上の表示

Designerの設定 iPad上の表示

Designerの設定 iPad上の表示



トグル選択の選択肢のペースト機能

選択肢項目へのペースト機能

• トグル選択クラスターでは、選択肢項目の設定を行います。手動にて項目を１つ１つ追加していく
方法の他に、他所にある項目をコピーしておき一括してペーストすることができます。

• ペースト時には、Tabが列の区切り、改行が行の区切りと判定し、行列のペーストを行います。
EXCELからコピーする場合や、他のクラスターから選択肢項目をコピーする場合はこの仕様で
コピーされていますので、そのままペーストを実行するだけで選択肢を一括登録できます。

EXCELファイル上でコピー

他のクラスターからCtrl+Cでコピー
[ペースト]ボタンで一括してコ
ピーした選択肢項目をペースト
する事ができます。

•



トグル選択の選択肢のペースト機能

選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした内容の列数が足りない場合
足りない情報は空白となります。必須項目であった場合は空白となった項目を編集頂く必要があります。

• コピーした内容の列数が多すぎた場合
コピーした列数が多すぎた場合は、はみ出す分の項目はペーストされません。

足りない項目は空白になります。

•EXCELファイル上でコピー

EXCELファイル上でコピー •

多すぎた分の項目は
ペーストされません。



選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした列の型が異なる場合
本来数値である列に対して文字列をコピー＆ペーストした場合、そのままペースト自体は実行されます。

しかし、そのままではエラーとなり情報の登録ができませんのでペースト後に編集頂く必要があります。

•EXCELファイル上でコピー

型が異なってもペーストは
実行されます。

数値項目に対して文字列が
コピーされていた場合

そのままではエラーとなるため
ペースト後に編集を行います。

※ また、「Default」設定は、要素ではなく設定であるため、ペースト機能対象外となっています。

トグル選択の選択肢のペースト機能



トグル集計

• トグル選択の値をグループ単位で集計できます。

• 最小値などの数値クラスターにあるパラメーターは同じ動作と
なります。ここでは、トグル集計独自のパラメータのみ解説し
ます。

• 小数点以下ケタ数
小数点以下の桁数を指定します。指定した桁数分は常に表示さ
れます。数値関連のクラスターで共通です。

• 最小値
最小値を指定します。

• 最大値
最大値を指定します。

• 計算種別
得点集計：集計対象ラベルの値を合計します。
満点集計：最高値のラベルと、集計対象外のラベルを設定し、
満点（分母）の値を計算します。

• グループID
集計の対象となるグループのIDを記入します。

• 集計対象ラベル
選択したラベルの値が合計されます。

• 満点集計対象ラベル
選択したラベルの値が合計されます。

• 満点集計対象外ラベル
選択したラベルが表示されている時、そのクラスターを集計か
ら除外します。



トグル集計の入力パラメーター

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



満点集計対象外について

• この例では項目1～5の、5つのトグル選択クラスターを作成しています。

• グループIDは「sample」で、最良から不可までと、除外用の「─」を設定してあります。

• 例では全てが最良の場合の5×5=25が満点ですが、同じ帳票定義を使って別々のチェック業務を
行う場合、項目4が必要ない現場、項目3と5が必要ない現場、などが発生することがあります。こ
の場合、満点は20点や15点になります。

• 明示的に対象外にするラベルを設定することで、1つの帳票定義で様々な現場のチェックに利用で
きます。

5つのトグル選択クラスター
には、右の項目を設定

得点
満点



得点集計の設定

得点
満点

• この例では、得点としたいのは、「最良」「良」
「可」「不可」の4つです。

• 集計対象ラベルの右端の[…]でラベル選択へ移動し、
4つにチェックをします。

満点対象外をすでに設
定していると、チェッ
クリストから外れます。



満点集計の設定

得点
満点

• この例では、「最良」が満点になります。

• 満点集計対象ラベルの右端の[…]でラベル選択へ移動
し、「最良」にチェックをします。

• 対象外も同様にチェックします。
どちらの指定も1つだけ
チェックできます。



トグル選択と集計の例

• 開いてすぐの状態ではトグル選択は空で、集計結果は
0/25となります。

• トグル選択をタップすると、パラメータ設定の順番で
ラベルが表示され、集計結果も変更されます。



• トグル選択で「─」を選択すると、満点集計から除外
されます。この例では、項目4と項目5が除外され、
残り3つを満点集計し、15点満点になりました。

トグル選択と集計の例

• マイナスの値に設定したラベルがあれば、得点集計で
マイナスになる場合もあります。この例では項目2と
項目3が「不可：-10」なので、良の2点と合計して得
点が-18点となります。



• ドラムロールのリストから項目を1つ選択できます。外部シス
テム連携可能なクラスターです。

• リストの項目は表示用のラベルと、システム連携などに使う値、
Default設定で構成されます。

• デフォルト表示
チェックすると、「項目」で「Default」にチェックした項目
を帳票作成時点の初期値として表示します。

• 入力形式選択
単一選択の選択肢の選択形式を次の３つから設定できます。

・ロール形式：ドラムロールで選択を行います(デフォルト)

・トグル形式：トグル選択と同様の操作で選択を行います

・ライン形式：複数選択と同様の形式で選択を行います

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

• 選択値の「値」
単一選択で数値を扱えるようにして計算式に含められるように
します。この場合、値には数値を設定する必要があります。

• 表示形式
項目が持つラベルと値の表示形式を選択できます。通常は「ラ
ベル」が表示用途、「値」がシステム用途となりますが、値の
みを表示したり、両方表示もできます。両方表示する場合は
「“ラベル“ - ”値”」の形式で表示されます。右の例の場合、
「本社工場 – F0」となります。

単一選択

V3.2での機能強化



• 項目
項目は「ラベル」「値」「Default」のセットです。ラベルと
値は必須です。システム用途が無く、ラベルをそのままデー
ターとしたい場合は同じ文字列を設定します。
Defaultは「デフォルト表示」のチェックで初期値にできる他
に、「デフォルト表示」のチェックが無い場合は項目をタップ
してリストが開く時に、Defaultの項目が選択された状態で開
きます。また、項目の追加にはペースト機能が利用できます。

• キーボード入力
iPad上で選択肢以外の項目をキーボード入力にて記入可能とす
るための設定です。以下の「入力制限」「禁止文字」「最大文
字数」「文字埋め」「埋め文字」はキーボードテキストクラス
ターと同様の設定が行えます。

• 「入力形式選択」にて「ライン形式で選択する」を設定した場
合に限り「選択項目のラベルを編集する」がここで選択可能に
なります。こちらにチェックを付けるとiPad上で選択肢のラベ
ルを編集する事が可能となります。
「キーボードで項目を追加する」と「選択項目のラベルを編集
する」はいずれか片方のみ設定が可能です。

単一選択の入力パラメーター

※項目の最大登録件数は1000件です。

また、「ラベル」「値」には最大桁数の制限は設けておりません。

設定されたクラスターの大きさに対して文字列を表示しきれない

状態が桁数の限界値となります。



単一選択の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通りの縦位置仕様で表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 文字列表示方法の設定によってタブレット上ではそれぞれ次のように表示されます。

• 折り返して全体を常に表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字列を折返して表示します。クラスターの縦幅
もすべて埋まり文字列を表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小していきます。

単一選択の文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、文字列
全体を表示します。



• 折り返しせずに縮小して全体を表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小し、折返しを行わずに1
行で文字列を表示します。

単一選択の文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。



• 行数を指定する
指定した行数を最大行数として文字列を表示します。最大行数を超えると文字サイズを自動で縮
小してきます。

単一選択の文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、指定し
た行数に達した場合には文字サイ
ズを自動で縮小していきます。



• 文字列の縦配置指定の設定により以下の様に表示されます。

文字列の縦配置指定

• 縦配置指定を設定しない場合は、従来通り以下の様に表示されます。

（１）必ず一行で表示される設定の場合、中央表示となります。

（「文字列表示方法」にて、「折り返しせず縮小して全体を表示する」、または、「行数を指定する」で1行を指定した場合）

（２）上記の（１）以外はすべて上詰め表示となります。

縦配置指定を設定しない場合は空白の項目を選択します。



単一選択クラスターのデフォルト表示

チェックあり

チェックなし

選択状態でリスト
が開きます

チェックあり

チェックあり

帳票作成時点で
初期値として表示



単一選択 トグル形式選択設定

• 「入力形式選択」で「トグル形式で選択する」にチェックを入れることで、トグル選択クラ
スタ―と同様に、タップする度に選択肢が変更されていく形式で項目を選択する事ができる
様になります。

タップする度に選択肢が変
わる様になります。

トグル形式で選択するに
チェックを入れます。

タップ

タップ



単一選択 ライン形式選択設定

• 「入力形式選択」で「ライン形式で選択する」にチェックを入れることで、複数選択クラスタ―と
同様の選択形式で項目を選択する事ができる様になります。

※選択形式は複数選択クラスターと同様になりますが、選択可能な項目は１つのみです。

ライン形式で選択するに
チェックを入れます。



単一選択 キーボードで選択項目を追加する（ロール形式）

キーボード入力するに
チェックを入れます。

• 「キーボードで選択項目を追加する」にチェックを入れることで、選択肢以外の項目をキーボード
入力で追加記入することができます。

キーボードクラスターと
同様の設定ができます。

①[キーボード]ボタンを
タップします。

②選択肢以外の内容を直接
キーボード記入できます。

• 「入力形式選択」で「ロール形式で選択する」を設定した場合



キーボードで項目を追加す
るにチェックを入れます。

キーボードクラスターと
同様の設定ができます。

単一選択 キーボードで選択項目を追加する（ライン形式）

• 「キーボードで選択項目を追加する」にチェックを入れることで、選択肢以外の項目をキーボード
入力で追加記入することができます。

①[キーボード]ボタンを
タップします。

②キーボード入力した内容が選択肢
下部に追加されます。

記入を終えたら[完了]ボタンをタッ
プします。

③キーボード入力した内容が選
択可能になります。

• 「入力形式選択」で「ライン形式で選択する」を設定した場合



単一選択 選択した内容をキーボードで編集する（ライン形式のみ）

• 「選択した内容をキーボードで編集する」にチェックを入れることで、選択肢した項目の内容を
キーボード入力で編集する事ができます。

キーボードクラスターと
同様の設定ができます。

②選択した項目をキーボード入力で編集
することができます。

選択項目のラベルを編集するに
チェックを入れます。

• 「入力形式選択」で「ライン形式で選択する」を設定した場合

①[編集]ボタンをタップし
ます。



単一選択のキーボード選択

キーボードを使用するクラスターは「キーボード選択」
からキーボードの種類を以下の３つより選択できます。

キーボード選択に関する指定

キーボード選択が可能なクラスター種別は、
「キーボードテキスト」「単一選択」「複数選択」です。

• 英字簡易キーボード
英字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

• 英数字簡易キーボード
英数字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

•

• 標準キーボード
iOS標準のキーボードを使用します。また、「入力制限」
設定は標準キーボードを選択した場合のみ有効となります。



単一選択の選択肢のペースト機能

選択肢項目へのペースト機能

• 単一選択クラスターでは、選択肢項目の設定を行います。手動にて項目を１つ１つ追加していく
方法の他に、他所にある項目をコピーしておき一括してペーストすることができます。

• ペースト時には、Tabが列の区切り、改行が行の区切りと判定し、行列のペーストを行います。
EXCELからコピーする場合や、他のクラスターから選択肢項目をコピーする場合はこの仕様で
コピーされていますので、そのままペーストを実行するだけで選択肢を一括登録できます。

EXCELファイル上でコピー

他のクラスターからCtrl+Cでコピー

[ペースト]ボタンで一括して
コピーした選択肢項目をペー
ストする事ができます。

•



単一選択の選択肢のペースト機能

選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした内容の列数が足りない場合
足りない情報は空白となります。必須項目であった場合は空白となった項目を編集頂く必要があります。

• コピーした内容の列数が多すぎた場合
コピーした列数が多すぎた場合は、はみ出す分の項目はペーストされません。

足りない項目は空白になります。

•EXCELファイル上でコピー

EXCELファイル上でコピー •

多すぎた分の項目は
ペーストされません。



選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした列の型が異なる場合
本来数値である列に対して文字列をコピー＆ペーストした場合、そのままペースト自体は実行されます。

しかし、そのままではエラーとなり情報の登録ができませんのでペースト後に編集頂く必要があります。

•EXCELファイル上でコピー

型が異なってもペーストは
実行されます。

数値項目に対して文字列が
コピーされていた場合

そのままではエラーとなるため
ペースト後に編集を行います。

※ また、「Default」設定は、要素ではなく設定であるため、ペースト機能対象外となっています。

単一選択の選択肢のペースト機能



複数選択

• リストから項目を複数選択できます。外部システム連携可能な
クラスターです。

• リストの項目は表示用のラベルと、システム連携などに使う値、
Default設定で構成されます。

• パラメータは単一選択と同様ですが、Defaultを複数チェック
することができます。

• デフォルト表示
チェックすると、「項目」で「Default」にチェックした項目
を帳票作成時点の初期値として表示します。

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

複数選択クラスターに限り「選択項目をカンマで区切る」
「選択項目を改行して入れる」の２つのモードを設定できます。

• 表示形式
項目が持つラベルと値の表示形式を選択できます。



• 項目
項目は「ラベル」「値」「Default」のセットです。Defaultを
複数チェックできます。リストが開いた時にチェックした項目
が選択された状態で開きます。また、項目の追加にはペースト
機能が利用できます。

• キーボード入力
iPad上で選択肢以外の項目をキーボード入力にて記入可能とす
るための設定です。以下の「入力制限」「禁止文字」「最大文
字数」「文字埋め」「埋め文字」はキーボードテキストクラス
ターと同様の設定が行えます。

「選択項目のラベルを編集する」にチェックを付けるとiPad上
で選択肢のラベルを編集する事が可能となります。
「キーボードで項目を追加する」と「選択項目のラベルを編集
する」はいずれか片方のみ設定が可能です。

複数選択の入力パラメーター

※項目の最大登録件数は1000件です。

また、「ラベル」「値」には最大桁数の制限は設けておりません。

設定されたクラスターの大きさに対して文字列を表示しきれない

状態が桁数の限界値となります。



複数選択の入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通りの縦位置仕様で表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 文字列表示方法の設定によってタブレット上ではそれぞれ次のように表示されます。

• 折り返して全体を常に表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字列を折返して表示します。クラスターの縦幅
もすべて埋まり文字列を表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小していきます。

複数選択の文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、文字列
全体を表示します。



• 折り返しせずに縮小して全体を表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小し、折返しを行わずに1
行で文字列を表示します。

複数選択の文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。



• 行数を指定する
指定した行数を最大行数として文字列を表示します。最大行数を超えると文字サイズを自動で縮
小してきます。

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、指定し
た行数に達した場合には文字サイ
ズを自動で縮小していきます。

複数選択の文字列表示



• 文字列の縦配置指定の設定により以下の様に表示されます。

文字列の縦配置指定

• 縦配置指定を設定しない場合は、従来通り以下の様に表示されます。

（１）必ず一行で表示される設定の場合、中央表示となります。

（「文字列表示方法」にて、「折り返しせず縮小して全体を表示する」、または、「行数を指定する」で1行を指定した場合）

（２）上記の（１）以外はすべて上詰め表示となります。

縦配置指定を設定しない場合は空白の項目を選択します。



複数選択クラスターのデフォルト表示

チェックあり

チェックなし

最初は未入力状態

チェックあり

帳票作成時点で
初期値として表示

タップするとデフォルト
入力される。

チェックあり



キーボードで項目を追加す
るにチェックを入れます。

キーボードクラスターと
同様の設定ができます。

複数選択 キーボード入力設定

• 「キーボードで項目を追加する」にチェックを入れることで、選択肢以外の項目をキーボード入力
で追加記入することができます。

①[キーボード]ボタンを
タップします。

②キーボード入力した内容が選択肢
下部に追加されます。
記入を終えたら[完了]ボタンをタッ
プします。

③キーボード入力した内容が選
択可能になります。



複数選択 ラベル編集設定

• 「選択項目のラベルを編集する」にチェックを入れることで、選択肢した項目の内容をキーボード
入力で編集する事ができます。

キーボードクラスターと
同様の設定ができます。

①[編集]ボタンをタップし
ます。

②選択した項目をキーボード入力で編集
することができます。

選択項目のラベルを編集するに
チェックを入れます。



キーボードを使用するクラスターは「キーボード選択」
からキーボードの種類を以下の３つより選択できます。

キーボード選択に関する指定

キーボード選択が可能なクラスター種別は、
「キーボードテキスト」「単一選択」「複数選択」です。

• 英字簡易キーボード
英字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

• 英数字簡易キーボード
英数字のみ入力可能な簡易キーボードを使用します。

• Designerのキーボード設定

• 標準キーボード
iOS標準のキーボードを使用します。また、「入力制限」
設定は標準キーボードを選択した場合のみ有効となります。

複数選択のキーボード選択



複数選択 選択項目の区切り

• 複数選択クラスターでは「選択項目をカンマで区切る」「選択項目を改行して入れる」の２つの
モードを設定できます。

■選択項目をカンマで区切る

• 各選択肢の間をカンマで区切って表示します。



■選択項目を改行して入力する

■どちらも設定しない場合

複数選択 選択項目の区切り

• 各選択肢を改行して区切ります。

• 選択肢同士をそのまま繋げて表示します。



複数選択の選択肢のペースト機能

選択肢項目へのペースト機能

• 複数選択クラスターでは、選択肢項目の設定を行います。手動にて項目を１つ１つ追加していく
方法の他に、他所にある項目をコピーしておき一括してペーストすることができます。

• ペースト時には、Tabが列の区切り、改行が行の区切りと判定し、行列のペーストを行います。
EXCELからコピーする場合や、他のクラスターから選択肢項目をコピーする場合はこの仕様で
コピーされていますので、そのままペーストを実行するだけで選択肢を一括登録できます。

EXCELファイル上でコピー

他のクラスターからCtrl+Cでコピー

• Designer上でペースト機能使用



選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした内容の列数が足りない場合
足りない情報は空白となります。必須項目であった場合は空白となった項目を編集頂く必要があります。

• コピーした内容の列数が多すぎた場合
コピーした列数が多すぎた場合は、はみ出す分の項目はペーストされません。

足りない項目は空白になります。

• Designer上でペースト機能使用EXCELファイル上でコピー

EXCELファイル上でコピー • Designer上でペースト機能使用

多すぎた分の項目は
ペーストされません。

複数選択の選択肢のペースト機能



選択肢項目へのペースト時の例外

• コピーした列の型が異なる場合
本来数値である列に対して文字列をコピー＆ペーストした場合、そのままペースト自体は実行されます。

しかし、そのままではエラーとなり情報の登録ができませんのでペースト後に編集頂く必要があります。

•EXCELファイル上でコピー

型が異なってもペーストは
実行されます。

数値項目に対して文字列が
コピーされていた場合

そのままではエラーとなるため
ペースト後に編集を行います。

複数選択の選択肢のペースト機能

※ また、「Default」設定は、要素ではなく設定であるため、ペースト機能対象外となっています。



カメラで撮影、またはiOSのフォトライブラリーから写真を貼り付
けることができます。

• 画像のサイズはクラスターの枠に収まるように縮小されます。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• クラスタータップ時に自動でカメラを起動する
クラスターをタップした時点でカメラを自動起動するモードです。

• 撮影日時表示
写真画像に撮影年月日日時刻を表示します。
表示する撮影年月日時刻の書式はiOS設定の年月日時刻書式に依
存します。
撮影年月日時刻はオレンジ色の影付き文字で画像の右下に表示し
ます。
貼付を行った場合でも、貼り付けた日時ではなく、その画像が
持っている撮影日時情報（実際にその画像が撮影された日時）で
表示します。

• 画像の解像度
フリードロークラスターで使用する画像の画像サイズを指定しま
す。「クラスターサイズに合わせる」「画像のオリジナルサイ
ズ」「ピクセル指定（長辺）」から選択します。「ピクセル指定
（長辺）」の場合にはピクセルサイズを指定します。

画像

V3.2での新機能



画像

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。



画像サイズ設定

• 「フリードロー」「画像」クラスターではクラスター内で使用する画像サイズを以下の様に設定する
ことができます。各クラスターの用途に応じた最適な画像サイズを指定することができます。

• また、「フリードロー」クラスターに限り帳票定義全体としての同一の設定
を指定できます。
各フリードロークラスターで個別に画像サイズ設定していない場合には、
帳票定義全体としての設定を使用します。

ここは通常は非表示状態ですが
「ピクセル指定（長辺）」を選択
すると表示されます。

画像の入力パラメーター



■クラスターサイズに合わせる

• クラスターに表示された画像を、表示されたそのままのサイズで使用します。
クラスターよりも大きい画像だった場合にはクラスターサイズに合わせて縮小されます。
極端に小さいクラスターの場合には画像も極端に圧縮されるためご注意下さい。

タブレット上に表示されたこのま
まのサイズで画像を使用します。

画像の入力パラメーター



■画像のオリジナルサイズ

• クラスターの大きさやタブレット上の表示サイズに関係なく、元々の画像オリジナルサイズをそのまま
保持します。タブレット表示の際にはクラスターに合わせて縮小されていますが、内部では画像オリジ
ナルサイズのまま保持しており、サーバー保存の際には画像がオリジナルサイズで保存されます。
扱う画像数が多い場合は１つ１つの帳票データ量が大きくなりますのでご注意下さい。

タブレット表示時には縮小表示し
ていますが、

内部ではオリジナルサイズのま
ま画像を保持します。

画像の入力パラメーター



800px

• 保持する画像サイズをピクセル指定します。デフォルトの簡易指定サイズとして、「大（1280px）」
「中（640px）」「小（320px）」の３つから画像サイズを選択する事ができます。

• ピクセルサイズを直接指定したい場合はさらに「カスタム指定」をチェックする事でピクセルサイズを
手動で直接指定する事ができます。

• ここで指定するピクセルサイズは、画像の縦横のうち長い方のサイズ指定になります。

カスタム指定で800pxに設定した場合

800px

画像の縦横のうち長い方を800pxにして調
整されます。

■ピクセル指定（長辺）

縦
に
長
い
画
像 横に長い画像

画像の入力パラメーター



• 表示する撮影年月日時刻の書式はiOS設定の年月日時刻書式に依存します。
• 撮影年月日時刻はオレンジ色の影付き文字で画像の右下に表示します。
• 画像の貼付を行った場合でも、貼り付けた日時ではなく、その画像が持っている撮影日時情報（実際に

その画像が撮影された日時）で表示します。

■写真画像に撮影年月日時刻を表示

画像の撮影年月日時刻を画像の右下に表示する設定

撮影年月日時刻を表示

V3.2での新機能



作成

• 主に担当者自身の印影、サインを記入するために使用します。

• iPadアプリでクラスターをタップすると、ユーザー情報とコメ
ントの記入欄、印影またはサイン記入欄が表示されます。

• iPadアプリで編集する際のログインユーザー情報が利用されま
す。

• サイン種別
印影：ConMas Managerに登録した、ユーザー別の印影画像
が表示されます。

ユーザー情報

コメント

印影

印影はマネージャーで登録します

•



査閲

• 主に上長などによる確認の印影、サインを記入するために使用
します。

• iPadアプリでクラスターをタップすると、ユーザー情報とコメ
ントの記入欄、印影またはサイン記入欄が表示されます。

• iPadアプリで編集する際のログインユーザー情報が利用されま
す。

• サイン種別
印影：ConMas Managerに登録した、ユーザー別の印影画像
が表示されます。

ユーザー情報

コメント

印影

•



承認

作業者等からの申請と、管理者による承認を行うために使用します。

• 申請時にはクラスターをタップすると、ユーザー情報とコメント
の記入欄、申請ボタンが表示されます。

• 申請後に権限があるユーザーがクラスターをタップすると、承認
または差し戻しができます。

• 差し戻しされると、再度申請ができるようになります。

• サイン種別
印影：ConMas Managerに登録した、ユーザー別の印影画像が
表示されます。
サイン：手書きでサインを行えます。

• 申請後の保存確認
承認クラスターで申請を行った直後に保存操作を行えます。

申請ボタン

承認/差し戻し

クラスター別の権限設定は、
別途ConMas Manager上で行
ないます。

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

V3.2での新機能



申請後の保存確認の設定

– 承認クラスター パラメータ編集にて[申請後の保存確認]パラメータをチェックします。

Designer編集 画面

承認クラスター パラメータ編集 画面

Copyright © 2014 CIMTOPS CORPORATION  - All Rights Reserved. 

チェックを入れます



申請操作後の編集中保存

承認クラスターで申請を行った直後に保存操作を行えるようになります。

Copyright © 2014 CIMTOPS CORPORATION  - All Rights Reserved. 

承認申請 画面 保存操作選択 画面

V3.2での新機能



承認フローの例

承認者による
差し戻しの変更

作業者による
差し戻しの再申請

作成

査閲

申請

承認待ち

承認

承認済み

作成、査閲のフローは
ネットワーク設定が必
要です。



帳票登録者/帳票更新者

• 「帳票登録者」は帳票を作成し、初めに保存したユーザーを表
示します。

• 「帳票更新者」は既存の帳票を更新して最後に保存したユー
ザーを表示します。

• 表示形式
ユーザー名もしくはユーザーID、両方を表示する形式を選択
します。

このクラスターはユーザーによる編集はでき
ません。

サーバーに保存した時の情報が表示されます。
更新者は最終更新者を示し、現在の編集中
ユーザーではありません。



帳票登録者/帳票更新者の入力パラメーター

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



帳票登録年月日/帳票更新年月日

• 「帳票登録年月日」は帳票を作成し、初めに保存した年月日を
表示します。

• 「帳票更新年月日」は既存の帳票を更新して最後に保存した年
月日を表示します。

• 日付書式
年月日の形式を選択します。

• 曜日の表示
「曜日を表示する」にチェックを入れることで上で設定した

日付書式の後ろに曜日が表示されます。

このクラスターはユーザーによる編集はでき
ません。

サーバーに保存した時の情報が表示されます。
更新年月日は最終更新年月日を示し、現在の
年月日ではありません。

Ver.2.3.2616



帳票登録年月日/帳票更新年月日の入力パラメーター

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



バーコード（V5.1より「QRコード」から名称変更）

• タップするとiPadのカメラまたは外付け読み取りデバイスを用
いてバーコードを読み取り、テキストを入力します。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• 行数
テキストの行数を指定します。

• 読み込んだ文字列
読み込んだ結果の文字列を数値として扱います。これにより、
計算式クラスターでバーコードクラスターを計算式に含める事
が出来る様になります。

国内自動車部品 海外自動車部品 サービス部品

読み取り精度はバーコードの大きさや周辺環
境、端末のカメラ性能によって変わります。
データ量の多い、複雑な（型番の大きい）
コードは大きめに印刷してご利用ください。



バーコードの入力パラメーター

• 読取デバイスの指定
バーコードの読取デバイスを指定します。

（Windows版は外付けバーコードリーダーのみ対応となります）

・内臓カメラ

iOSデバイスの内蔵カメラを使用してQRコードや1次元コード

の読み取りを行います。

・外付けバーコードリーダー

市販のバーコードリーダーを用いてバーコードの読み取りを

行います。

・アプリで選択する

アプリ上で、「内蔵カメラ」「外付けバーコードリーダー」

を選択します。



バーコードの入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



コードリーダー

• タップしてから外付けのバーコードリーダーや1D/2Dコード
リーダーなどでテキストを入力できます。

• ソフトウェアキーボードは表示されず、外部機器からの入力の
み受け付けます。

• 外部システム連携可能なクラスターです。

• 行数
テキストの行数を指定します。

読み取り精度、読み取れるコードの種類は、
ご利用の機器により異なります。



コードリーダーの入力パラメーター

• 連携可否
チェックすると自動帳票作成の対象になります。
自動帳票作成についてはConMas Managerの「自動帳票
作成」を参照してください。

• iPad上での編集可否
自動帳票作成の対象クラスターを、iPadアプリで編集させ
るかどうかをチェックします。

自動帳票作成に関する指定

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。



GPS位置情報

• 保存時に現在地の緯度経度の情報を入力します。

GPS位置情報の利用には、位置情報サービス
を有効して、許可を求められた際に許可する
必要があります。
位置情報サービスの設定は、iOSの設定アプリ
の「位置情報サービス」で変更できます。

アプリ別にオンオフできます



GPS位置情報の入力パラメーター

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



アクション

• アクションクラスターは、帳票定義に配置しておくと、
タブレット上でボタンになります。このボタンをタップ
した際に、予め設定しておいた特定のアクションを起こす
クラスターです。

• アクション種別
ボタンをタップした際に起こすアクションの種別を指定
します。指定可能なアクション種別は以下の４つです。

• 制約
チェックすると必須入力になります。

• ファイル出力時の表示
PDF,EXCEL出力時にクラスターを表示するかどうかの
設定です。

• ボタン形式
ボタン形式にするかリンク形式にするか指定します。

• ボタン表示文字列
ボタン上に表示する文字列を指定します。

• 背景色
ボタンの背景色を指定します。

・①参照ドキュメント起動
・②シートジャンプ
・③サーバー送信メニュー
・④シートコピー



アクション

• ConMas i-Reporter Windows版で使用する。
Windows版でアクションクラスターを使用する場合、
アクションクラスターの一部機能が制限されます。
そのため、パラメーターの設定も一部異なります。
本設定にチェックを付けることで、Windows版用のアクション
クラスターのパラメーター画面UIに切り替わります。具体的に
は以下の様に変わります。

Windows版用に設定したアクションクラスターをiOS側で編集する場合や、Winodws版用に設定されていないアクション
クラスターをWindows版で使用する場合など、制限を受けるアクションクラスターは動作しないだけで、帳票自体が編集
不可となる等の特別な制限は特にありません。

• Windows版で設定可能なアクション種別
・サーバー送信メニュー
・シートジャンプ

• Windows版で設定可能なサーバー送信メニュー
・Windows(ローカル)に保存
・サーバーへ保存し編集継続
・サーバーへ保存し編集終了
・サーバーに完了処理
・サーバーへ保存し編集終了（連続）
・サーバーに完了処理（連続）
・帳票を印刷
・PDFを保存
・Excelを保存



アクション

• 文字列表示方法
タブレット上で文字列をどのように表示するか設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する

• 文字横配置指定
ボタン上に表示する文字列の配置を指定します。

• 文字縦配置指定
ボタン上に表示する文字列の配置を指定します。

• 書体指定
ボタン上に表示する文字列の書体を指定します。

• 文字サイズ
ボタン上に表示する文字列の大きさを指定します。

• 文字太さ
ボタン上に表示する文字列に対してボールド、イタリック
が指定できます。

• 文字色
ボタン上に表示する文字列の色を指定します。

※ その他のパラメーター設定は指定したアクション種別により変化します。

次ページ以降の各アクション種別の設定方法を参照して下さい。



アクション種別毎の設定 －①参照ドキュメント起動－

「参照ドキュメント起動」のアクションクラスターをタップすると、指定されたドキュメントを表示しま
す。 「参照ドキュメント起動」のアクションクラスターには、ConMasManagerのドキュメント管理で
管理されているドキュメントの中から表示するドキュメントを指定することができます。

資料を確認

資料確認済み

タップ

再度タップで何度でも参照可

ドキュメントを
閉じる

ドキュメント参照後
メッセージを表示

クラスタークリアで
ボタン表示に戻る

指定したドキュメントを表示

アクションクラスター：「参照ドキュメント起動」



アクション種別毎の設定 －①参照ドキュメント起動－

• アクション種別で「参照ドキュメント起動」を設定した場合、
以下のパラメーターを設定します。

• ドキュメントID
ボタンをタップした際に起動するドキュメントIDを指定しま
す。参照するドキュメントの指定はConMasManagerにて行い
ますが、Designerでも指定する事もできます。
ConMasManagerで設定を行う場合はドキュメントIDの指定
をせずに帳票定義を保存して下さい。

• ドキュメント参照後メッセージ
ドキュメント参照を行った後にアクションクラスターに表示す
るメッセージを設定します。このメッセージは起動したドキュ
メントを閉じた後でアクションクラスター上に自動で表示され
ます。

• メッセージ文字列表示方法
ドキュメント参照後メッセージの文字列をどのように表示する
か設定します。

・折り返して全体を常に表示する

・折り返しせず縮小して全体を表示する

・行数を指定する



アクション種別毎の設定 －①参照ドキュメント起動－

• メッセージ文字横配置指定
ドキュメント参照後メッセージの文字配置を指定します。

• メッセージ文字縦配置指定
ドキュメント参照後メッセージの文字配置を指定します。

指定しない場合は従来通りの縦位置仕様で表示されます。

• メッセージ書体指定
ドキュメント参照後メッセージの文字の書体を指定します。

• メッセージ文字サイズ
ドキュメント参照後メッセージの文字の大きさを指定します。

• メッセージ文字太さ
ドキュメント参照後メッセージに対してボールド、イタリック
が指定できます。

• メッセージ文字色
ドキュメント参照後メッセージの文字色を指定します。

• 外部システム連携
「アクション種別」が「参照ドキュメント起動」の時のみ、
外部システム連携設定が可能となります。主に、外部システム
連携を用いてドキュメントIDを指定するために使用します。

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



アクション種別毎の設定 －①参照ドキュメント起動－

タップ

ドキュメントが起動

クラスターに
“確認済”が自動入力されます。

「参照ドキュメント起動」のタブレットでの操作イメージ



アクション種別毎の設定 －②シートジャンプ－

「シートジャンプ」のアクションクラスターをタップすると、指定されたページへジャンプします。

シート２へ

タップ

指定したシートへ移動



アクション種別毎の設定 －②シートジャンプ－

• アクション種別で「シートジャンプ」を設定した場合、以下の
パラメーター設定が追加となります。

• 移動先シートNo.
ボタンをタップした際に移動させたいシートNo.を選択します。
アクションクラスター自身が配置されているシートNo.は指定
できません。

※１シートのみで構成される帳票定義の場合、
「アクション種別」で「シートジャンプ」を設定する事はできま
せん。



アクション種別毎の設定 －②シートジャンプ－

タップ

２ページへ移動

V3.2での新機能



アクション種別毎の設定 －③サーバー送信メニュー－

③「サーバー送信メニュー」のアクションクラスターをタップすると、サーバー送信メニューの各処理のう
ちの一つを実行することができます。

サーバーへ編集中保存

タップ

この中から指定した
処理を行う

• サーバー送信メニュー

V3.2での新機能



アクション種別毎の設定 －③サーバー送信メニュー－

• アクション種別で「サーバー送信メニュー」を設定した場合、
には以下のパラメーターを設定します。

• サーバー送信メニュー
ボタンをタップした際に実行したいサーバー送信メニューを
コンボボックスから選択して設定します。

※帳票定義情報設定にて、「タブレットからの帳票画像・PDFの
メール送信」で「許可しない」設定にしてある場合、「画像を
メール送信」「PDFをメール送信」は選択できません。

また、 「タブレット上で帳票PDFを他のアプリで開く」で「許可
しない」設定にしてある場合、「PDFを他のアプリで開く」は選
択できません。

また、「サーバーへ保存し編集終了（連続）」「サーバーに完了
処理（連続）」の機能を有効にするには、iPadアプリ側の設定の
「一般」から、「連続起票機能を使用する」をONにする必要が
あります。

V4.2より
「サーバーへ保存し編集終了（連続）」
「サーバーに完了処理（連続）」を追加

V4.2強化版での新機能



アクション種別毎の設定 － ③サーバー送信メニュー－

「サーバー送信メニュー」のタブレットでの操作イメージ

サーバー保存
が行われる

タップ

サーバーに保存を割り当てた場合

V3.2での新機能



アクション種別毎の設定 －④シートコピー－

「シートコピー」のアクションクラスターをタップすると、予め指定しておいた、

コピー数と、入力値のコピー設定に応じて、シートコピーを実行します。

コピーしたシートは、該当のアクションクラスターが存在するシートの後方に作成されます。

タブレット上で行える
シートコピー機能

シートコピー

同様の動作を
アクションクラスターで
実行可能にする



アクション種別毎の設定 －④シートコピー－

• アクション種別で「シートコピー」を設定した場合、
以下のパラメーター設定が追加となります。

• コピー数
シートコピーする枚数を指定します。
1～5枚まで設定することが可能です。

• 入力値のコピー
シートコピー時に入力値もコピーするかどうかを設定します。



アクション種別毎の設定 －④シートコピー－

Designerの設定

タップ

シートコピー実施



アクションクラスターのボタン形式設定

アクションクラスターの表示は「ボタン形式」か「リンク形式」を指定することができます。

それぞれ、タブレット上では以下の様なイメージでアクションクラスターが表示されます。

• ボタン形式
配置したアクションクラスターがそのままボタンのイメージで表示されます。

• リンク形式
従来通りのクラスター表示です。文字列をタップする様なイメージになります。

• 背景色＝Blue、文字色＝White、ボタン表示文字列＝ここをタップして資料を参照して下さい。

• 背景色＝White、文字色＝Pink、ボタン表示文字列＝ここをタップして資料を参照して下さい。
と設定した場合。

V3.2での新機能



• 文字列表示方法の設定によってタブレット上ではそれぞれ次のように表示されます。

• 折り返して全体を常に表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字列を折返して表示します。クラスターの縦幅
もすべて埋まり文字列を表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小していきます。

アクションクラスターの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、文字列
全体を表示します。

V3.2での新機能



• 折り返しせずに縮小して全体を表示する
1行でクラスターに表示しきれなくなった時点で文字サイズを自動で縮小し、折返しを行わずに1
行で文字列を表示します。

アクションクラスターの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で文字サイズを縮
小し、文字列全体を表示します。

V3.2での新機能



• 行数を指定する
指定した行数を最大行数として文字列を表示します。最大行数を超えると文字サイズを自動で縮
小してきます。

アクションクラスターの文字列表示

文字列がクラスター幅の端に到達
した時点で自動で折返し、指定し
た行数に達した場合には文字サイ
ズを自動で縮小していきます。

V3.2での新機能



• 文字列の縦配置指定の設定により以下の様に表示されます。

文字列の縦配置指定

• 縦配置指定を設定しない場合は、従来通り以下の様に表示されます。

（１）必ず一行で表示される設定の場合、中央表示となります。

（「文字列表示方法」にて、「折り返しせず縮小して全体を表示する」、または、「行数を指定する」で1行を指定した場合）

（２）上記の（１）以外はすべて上詰め表示となります。

縦配置指定を設定しない場合は空白の項目を選択します。



ログインユーザー

• タブレット端末アプリで現在ログインしているユーザー名称、
または、ユーザーIDを記載するためのクラスターです。

• 自動入力
編集開始時にユーザー情報を自動入力：帳票の編集を開始した
ログインユーザー情報を自動入力します。
保存時にユーザー情報を自動入力：保存を実行した時のログイ
ンユーザーを自動入力してから保存されます。
タップ時にユーザー情報を自動入力：クラスターをタップした
時のログインユーザーを自動入力します。

• 初回入力後の更新
初回のみにチェックを入れると、初回にデータ入力後、以後の
ユーザー情報の更新は行わない様にすることができます。

• 表示形式
「ユーザー名」「ユーザーID「ユーザーID：ユーザー名」の、
3種類からログインユーザー名の表示形式を指定できます。

V4.2強化版での新機能



ログインユーザーの入力パラメーター

• 制約
チェックするとそのクラスターは必須入力となります。
※自動入力設定で「タップ時にユーザー情報を自動入力する」

を選択した場合のみ設定が可能です。

V4.2強化版での新機能

• 横配置指定
テキストの横配置を指定します。

• 縦配置指定
テキストの縦配置を指定します。
指定しない場合は従来通り、中央表示されます。

• 書体指定
書体を指定します。

• 文字サイズ
文字の大きさを指定します。

• 太さ
ボールド、イタリックが指定できます。

• 文字色
文字の色を指定します。

テキストに関する指定

縦配置指定を設定しない
場合は空白の項目を選択
します。



• 自動入力設定にて「編集開始時にユーザー情報を自動入力する」を選択した場合、タブレット上で編集を開始
したタイミングでユーザー情報が自動入力されます。

ログインユーザーの自動入力設定

• 自動入力設定にて「保存時にユーザー情報を自動入力する」を選択した場合、「サーバーへ保存し編集継続」
「サーバーへ保存し編集終了」「サーバーに完了処理」のいずれかを実行したタイミングでユーザー情報が
自動入力されます。（「iPad(ローカル)に保存」の実行では更新されません。）

V4.2強化版での新機能



ログインユーザーの自動入力設定

タップ

• 自動入力設定にて「タップ時にユーザー情報を自動入力する」を選択した場合は、タップ操作を行った
タイミングで、ユーザー情報が自動入力されます。

タップ

• 自動入力設定にて「タップ時にユーザー情報を自動入力する」を選択し、「タップ時に確認画面を出す」に
チェックを入れておくと、入力を確定するかどうか確認メッセージが表示されます。

V4.2強化版での新機能



ログインユーザー更新 初回のみ設定

• 「初回入力後の更新」の「初回のみ入力」にチェックを入れた場合、最初に自動入力されたログインユーザー情報は、
以後、更新されません。 「初回のみ入力」にチェックを入れていない場合は、都度、その時点でのログインユーザー
情報を上書きで更新していきます。

タップ タップ

（例）「タップ時にユーザー情報を自動入力する」を設定し、「初回のみ入力」にチェックを入れた場合

（例）「タップ時にユーザー情報を自動入力する」を設定し、「初回のみ入力」にチェックを入れない場合

タップ

2回目の以降はタップしても
ログインユーザー情報は

更新されません。

タップする度に、その時点での
ログインユーザー情報に

更新されます。V4.2強化版での新機能


