SL-GMS C++/Developer

リアルタイム監視制御システムのビジュアル化で、確かな実績
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この 30 年間、業界における新技術が UNIX (VMS), Windows, Linux へと移り変わる中で、真のオブジェクト指向アーキテクチャ
を持った SL-GMS は、新機能拡張や新しいオペレーティング・システムとフレームワークへの対応において、絶対的な優位性
を実証してきました。
1980 年代に SL-GMS C++/Developer で開発された数多くの監視制御システムが、UNIX から Windows や Linux に移植
されて今日もなお稼動し続けている一方で、新たなるプロジェクトの数々で採用され続けています。
さらに、Java や Microsoft .NET に対応した SL-GMS で、管制センターや制御室を越えて、Web 展開されています。
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多彩な監視制御画面が、快適で効率的なオペレーション環境を実現します。
SL-GMS は、プラント内のタンクやコントロール・パネル、交換機や信号機をはじめとする各種装置など、リアルタイムな動き
を持ったグラフィックス表現を豊富に持っており、監視制御の生産性を向上させています。
色彩の変化や点滅で発生している事象の緊急度を表現することができるばかりでなく、たとえば、緊急事態を示すアイコンを
動的に生成して故障や事故を通知することができます。また、任意の形状のグラフィックス・オブジェクトに入力属性を持た
せることができるので、故障の発生した機器や事故現場を画面上でクリックして、トレンド・グラフなどの情報画面や設定
画面、テレビ・カメラからの映像などを開き、対話的に操作ができるようになっています。
さらに、配電やパイプライン網、機器ネットワークや道路・鉄道交通網を実際の地図上に表現するといった用途に応えるため、
国土地理院などの数値地図データを SL-GMS 画面に変換して最適化し、高度な地図／ネットワーク管理アプリケーション
を構築することができるツール製品までを提供しています。
高速なリアルタイム・グラフィックス・エンジンを備えた専門ツール： ミリ秒単位で画面を更新
監視制御システムにとって、事象がリアルタイム
に表示されることが第一の必須条件です。さらに、
オペレータがより多くのデータ・ポイントを監視でき、
さらに緊急事態での迅速かつ的確な対応を可
能にする直感的なグラフィカル・インタフェースが
必要です。
完全なオブジェクト指向アーキテクチャを C 言語
で実装し、コンパクトで高速なグラフィックス・エン
ジンを実現した SL-GMS。限りなく現実の事象
変化に近い速度でグラフィカルに表示すること
に、1983年以来力を注ぎ続けてきた専門ツール
です。その高性能のダイナミック・グラフィックス・
エンジンは、厳しいリアルタイム条件を持つ監視
制御システムの数々で長年に渡って使い込ま
れ、繰り返し最適化されてきたものです。
「ミリ秒単位」でのグラフィックス更新(＝データ
入出力) はもちろん、豊富な動的表現が可能

であり、画面のズーム／パンも非常に高速に
行なえます。

■大規模システムから タブレット までの
スケーラビリティを提供する SL-GMS：

SL-GMS では、膨大なデータ処理と、多様な
アプリケーションで要求されるパフォーマンスを
最大化するための多種技法が厳重に組み込ま
れおり、特に、刻々と変化するデータ変数を大量
に数多くの異なる画面に表示させるといった
大規模なシステムで、その威力を発揮します。
また、継続的なメモリ配置やインスタンス情報
の圧縮などによるパフォーマンスの最適化機能
が、シビアなリアルタイム性が要求されるデリバリ
(実行) システムのニーズにもお応えします。

CONVEX 電力供給コントロール・センター

SL-GMS が制御を担っているシステムでは、監視
データ・ポイントが数千から数万、さらには10万点
を超えるものもあり、画面数も数百から 1000 枚
に達します。

強力なダイナミック・グラフィック・エディタ「SL-GMSDraw」で表現豊かなオペレータ画面を作成
動的属性を持った個々グラフィックス・オブジェクト
の作成から、画面レイアウト、多数画面の関連
性、地図応用まで、豊富なグラフィックス表現を
対話的に作成し、指定した動作のテストまで
できるのが SL-GMS のダイナミック・グラフィック・
エディタ ｢SL-GMSDraw｣ です。
たとえば、右図のようなメータを作成したいときは、
矩形、線、孤、文字列といったそれぞれのプリミ
ティブなオブジェクトを思いのままに組み合わせ
るだけです。さらに、データの変化に応じてリア
ルタイムに図形を動かすダイナミックスを、
SL-GMSDraw エディタ内で簡単に付け加える
ことが可能です。
また同図のようなプラントのタンクは、エディタの
「プリミティブ」メニューで矩形を選択し、｢フィル｣
メニューで好みの色で塗りつぶし、｢ダイナミックス
編集｣ メニューで入ってくる数値にあわせてその
水位を変えるよう ｢フィル%｣ コマンドを入力する
だけです。そして、｢プレビュー｣コマンドで、アプリ
ケーションとリンクする前に、その動きを即エディタ
内で確認することができます。さらに、単にマウス

でメータとタンクを選択してグループ化するだけ
で、互いに連動する様子をすぐに見ることがで
きます。

変換して透過的に制御しています。したがっ
て、開発者は下位にあるウィンドウ・システムで
のプログラミングから完全に解放されます。

■ネイティブ・コントロール：

さらに、｢SL-GMS ECP 拡張コントロール・パッ
ケージ (オプション製品) ｣では、大量で複雑な
データやデータ間結び付きを表現するため
の、テーブル（表）とツリー・コントロールを提供
しています。ユーザ定義型のデータやコール
バック関数などにより、大量のデータでも非常
に高速、柔軟かつ明瞭に処理できます。

SL-GMS のモデルに、Windows や Motif のネイ
ティブなコントロール・オブジェクトを統合すること
ができ、SL-GMSDraw の簡単な操作で配置
できます。SL-GMS で提供しているネイティブ・
コントロールは動的属性を持っており、また
Windows と Motif 間で互換性があり、SL-GMS
が自動的にそれぞれ固有のルック＆フィールに

図形の形と動的属性をカプセル化し、アプリケーションから独立したグラフィックスを実現
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完全にカスタマイズ可能なクラス・オブジェクトで個々の顧客プロジェクト要求に迅速に対応
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多数画面を自動的に管理する「ステート管理システム」
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画面３

Popup1 画面
ポップアップ・メニュー

アプリケーションへの統合を容易にするインテグレーション・ツール群
䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢働సᡂ傽僅儔免儹儇儏兏兟兆儫兏僕傎┘ど
ไᚚ儛儝優兄兟儻兑儔免兄僎⡆༢僑㐃⤖傿僱傹僎
傲働傳僤傿傏僤僅傎儫兠儣儽兠儝僪䣚䣏䣎䢢儹儅儈兏
僐像傱僯ᚓ僯僲僅儫兠儣僸ᐜ᫆僑ᫎ傻僁僱傹僎
傲働傳僤傿傏
傻僯僑傎䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢僸ᐇ㝿僑ᐇୡ⏺僑⤫ྜ傿僱僑
储僅僉僌僔ᢏἲ僸♧傽傎僤僅ᐇ㝿僔㛤Ⓨ僑僨ά⏝
働傳僱ከ✀儹児兠兄兓兠儓兟儙兗儻兏僪ྛ✀儨兠兏
僸ᥞ傮僌傪僤傿傏䣙䣏䣈䢢䢪䣙䣫䣰䣦䣱䣹䣵䢢充儣儹儅儈兏䢫

ኚ傎䣃䣷䣶䣱䣅䣃䣆䢢 儹儅儈兏傱僯僔儔免儹儇儧儓ኚ
儨兠兏傎䣏䣈䣅䢢僪䢢䣘䣫䣵䣷䣣䣮䢢 䣄䣣䣵䣫䣥傍僎僔⤫ྜ傎䢰䣐䣇䣖䢢
儆儻兎儕兠儛克兗僔ᵓ⠏僐像傲傹僲僯僔୍働傿傏
ไᚚ儛儝優兄働せồ傻僲僱ᵝ僎傽僌傎儆儻兎儕
兠儛克兗働┘ど傿僱ኚᩘ兎儝儬僸儻兑償儝ᅗ⏬㠃
傱僯Ỵᐃ傽傎僃僔兎儝儬僸儻兑儔免兄傱僯ไᚚ傿僱僎
傪催ᶵ⬟傲储僰僤傿傏䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢 働僕傎ኚᩘ兎儝儬
僸兆儫兏僑㛵㐃傷僱సᴗ僸ᐜ᫆僑傿僱傻僤傼僤
僐ኚᩘⓏ㘓僔ᢏἲ僸ᥦ౪傽僌傪僤傿傏

エンドユーザ向けのカスタム・エディタを構築
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兊兠儚㢳ᐈ僪儹儇兠兏儭兟儙允兠儬ྥ傷儏儝儣兄兟
儌儫儇儣䢢 䢪允儈兗儬凙儓兎儧儓᧯స僔⦅㞟⎔ቃ䢫䢢 僸
ᐜ᫆僑ᵓ⠏傽僌ᥦ౪働傳僤傿傏䣕䣎䢯䣉䣏䣕䣆䣴䣣䣹䢢
僸儽兠儝僑傽僅優兗儻児兠儬凤✀㢮傲⏝ព傻僲
僌傰僰傎ᑓ⏝僔儏儝儣兂儈儞兟免儈儺免兎僸僉僌ᶵ⬟
僸㏣ຍ兟๐㝖傽僐傲僯傎儌儫儇儣僔ᵓᡂ僸┠ⓗ
僑ྜ僵僁僌ኚ傮僌傪傳僤傿傏

儻兑償儝ไᚚ䢢䢪䣆䣅䣕䢱䣕䣅䣃䣆䣃䢫䢢〇ရ働僕傎儌兗儭
兊兠儚傲儵児儧儬傱僯ᶵჾ⨨僸㑅ᢥ傽僌儻兑
償儝⏬㠃僸ᵓᡂ傽傎儣儔兟儫兠儣儡兠儝僎᥋⥆
働傳僱ᑓ⏝儌儫儇儣僔ᥦ౪働傎僤僅㏻ಙ儱儧儬
兓兠儓⟶⌮〇ရ働僕傎ᆅᅗ⫼ᬒ僸㑅ᢥ傽僅僰傎
儱儧儬兓兠儓グྕ僸సᡂ兟儏儝儣兂儈儞働傳僱ᑓ⏝
儌儫儇儣僔ᥦ౪働傎ά⏝傻僲僌傪僤傿傏

䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢働僕傎兆儜光免働充兆兎兟儽兠儝僔優兠儺兏
㥑ື儈兗儣儹儋兠儝僸僉僌儆儻兎儕兠儛克兗兟儫兠儣
僸兎兗儓傽傎ᑠつᶍ傱僯つᶍ僑⮳僱儫兠儣儡兠儝
僸ຠ⋡Ⰻ債⟶⌮傽僤傿傏僮僉僌傎兊兠儚傲㛤Ⓨ
傿僱儔免儹儇儧儓儝⏬㠃僃僲僄僲僑≉᭷僔儫兠儣
ฎ⌮兆儜光兠兏僸᭩債ᚲせ僕僐債傎儆儻兎儕兠儛克兗
僔儫兠儣僑ືⓗ儔免儹儇儧儓儝僸⡆༢僑兎兗儓傿僱
傹僎傲働傳僤傿傏

変化する環境技術から監視制御グラフィックス資産を守る「統一されたソリューション」
䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢〇ရ免儈兗儆儧儻働僕傎䣙䣫䣰䣦䣱䣹䣵䢢䢯䢢䣏䣈䣅傎䣗䣐䣋䣚䢱

Javaアプレット / アプリケーション

䣎䣫䣰䣷䣺䢯䢢 䣏䣱䣶䣫䣨傎䣅䢱䣅䢭䢭傎䣌䣣䣸䣣傎䣏䣫䣥䣴䣱䣵䣱䣨䣶䢢 䢰䣐䣇䣖䢢 働⤫୍

SL-GMS
J/Developer

SL-GMSDraw ダイナミック・
グラフィック・エディタ

傻僲僅儡兎光兠儛克兗僸ᥦ౪傽傎䢶✀㢮僔㛤Ⓨ儵儧儕兠儜䢢
刴䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䢭䢭䢱䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴傎䣌䢱䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴傎䢢 䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴䢢 䣨䣱䣴䢢

Microsoft .NET フレームワーク

SL-GMS
Developer for .NET

䢰䣐䣇䣖䢢働సᡂ傽僅儔免儹儇儧儓儝兟兆儫兏僕┦働⏝ྍ⬟働傿傏
僃僲僄僲僔㛤Ⓨ儵儧儕兠儜僕傎䣕䣎䢯䣉䣏䣕䣆䣴䣣䣹䢢 儤儈儮元儧儓兟

モデル・
ファイル

儔免儹儇儧儓兟儌儫儇儣僎傎䣅䢱䣅䢭䢭傎䢰䣐䣇䣖傎䣌䣣䣸䣣䢢儆儻兎儕兠儛克兗

Windows/MFC

UNIX/Motif

SL-GMS
C++/Developer

㛤Ⓨ僃僲僄僲僔儯兠儞僑ᑐᛂ傽僅免儈儺免兎傎儨兠兏傎儹児兠兄
兓兠儓働ᵓᡂ傻僲僌傪僤傿傏

SL-GMS 開発ツール製品ラインアップ
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䢭䢭䢱䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴凬䢢䣅䢱䣅䢭䢭䢢㛤Ⓨ⪅ྥ傷䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴䢢䣨䣱䣴䢢䢰䣐䣇䣖凬䢢䣏䣫䣥䣴䣱䣵䣱䣨䣶䢢䢰䣐䣇䣖䢢儹児兠兄兓兠儓ᑐᛂ䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣌䢱䣆䣧䣸䣧䣮䣱䣲䣧䣴凬䢢䣌䣣䣸䣣䢢㛤Ⓨ⪅ྥ傷䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䢭䢭䢱䣏䣣䣲凬䢢ᆅᅗ儆儻兎儕兠儛克兗ᵓ⠏儨兠兏凚ᣑᙇ儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䢭䢭䢱䣐䣧䣶凬䢢儱儧儬兓兠儓⟶⌮儆儻兎儕兠儛克兗ᵓ⠏儨兠兏凚ᣑᙇ儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣌䢱䣐䣧䣶凬䢢䣌䣣䣸䣣䢢儱儧儬兓兠儓⟶⌮儆儻兎儕兠儛克兗ᵓ⠏儨兠兏凚ᣑᙇ儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䣷䣵䣶䣱䣯䢢䣇䣦䣫䣶䣱䣴凬䢢䣅䢱䣅䢭䢭䢢儏儝儣兄兟儌儫儇儣ᵓ⠏儨兠兏凚儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣅䣷䣵䣶䣱䣯䢢䣇䣦䣫䣶䣱䣴䢢䣨䣱䣴䢢䢰䣐䣇䣖凬䢢䣏䣫䣥䣴䣱䣵䣱䣨䣶䢢䢰䣐䣇䣖䢢儏儝儣兄兟儌儫儇儣ᵓ⠏儨兠兏凚儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢䣇䣅䣒凬䢢䣅䢱䣅䢭䢭䢢ᣑᙇ儗兗儬兑兠兏兟儵儧儕兠儜凚儎儻儛克兗〇ရ凛
使䢢䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢᪥ᮏᆅᅗኚ儨兠兏凚儎儻儛克兗〇ရ凛

Custom
Editor
オプション

J/Net
拡張オプション

SL-GMSDraw
ダイナミック・グラフィック・エディタ

C++/Net
拡張オプション

モデル・ファイル

C++/Map
拡張オプション

J
J/Developer
開
開発パッケージ

Developer
for .NET
開発パッケージ

C++/Developer
開発パッケージ

✌ാᶵ✀凬䢢䢢䣙䣫䣰䣦䣱䣹䣵䢳䢲䢱䢺䢱䢹䢮䢢䣔䣧䣦䢢䣊䣣䣶䢢䣇䣰䣶䣧䣴䣲䣴䣫䣵䣧䢢䣎䣫䣰䣷䣺䢢僐像

専門メーカーならではの技術とサポート体制で、お客様のプロジェクトをご支援いたします。
䣗䣐䣋䣚䢢傱僯䢢䣙䣫䣰䣦䣱䣹䣵䢮䢢䣎䣫䣰䣷䣺傎䣅䢭䢭䢢傱僯䢢䣌䣣䣸䣣䢮䢢䣏䣫䣥䣴䣱䣵䣱䣨䣶䢢䢰䣐䣇䣖傎䢸䢶䢢䣤䣫䣶䢢䢢刷刷刷䢢ኚ傿僱⎔ቃᢏ⾡僎ಶ傑㢳ᐈせồ僞僔㎿㏿僐䢢
䣉䣗䣋䢢ᑐᛂ僑傰ᅔ僰働僕储僰僤僁價傱凱傍ᩘ༓傱僯ᩘ僔儫兠儣兟允儈兗儬僔兎儆兏儣儈兄僐儔免儹儇儧儓兟儎儺儜儋儓儬僞僔ᫎ傎ᩘⓒ傱僯༓ᯛ
僔ከᩘ⏬㠃僔⟶⌮傎ᆅᅗ儫兠儣僔ኚ傱僯儱儧儬兓兠儓凡ᛂ⏝儆儻兎儕兠儛克兗僔ᵓ⠏僤働傎儤儈儮元儧儓兟儔免儹儇儧儓儝僕僂僘䢢
䣕䣎䢯䣉䣏䣕䢢 僑傰௵僁債僆傻傪傏儆儻兎儕兠儛克兗兟儗兠儭僔凨到凩僑ಀ僵僱僎傪僵僲僱⏬㠃㛤Ⓨ凡ಖᏲ᭦᪂ẖ僔ᕤᩘ僸๐ῶ傽傎ኚ
傿僱⎔ቃᢏ⾡傱僯傰ᐈᵝ僔ືⓗ儔免儹儇儧儓儝㈨⏘僸㛗ᖺ僑Ώ僉僌傰Ᏺ僰傽僤傿傏
䣑䣒䣅䢢ᶆ‽ᑐᛂ

佐ᮏ㈨ᩱ僔୍㒊傎僤僅僕㒊僔↓᩿㌿僸⚗傾僤傿傏
佐グ㍕傻僲僌傪僱ၟရྡ僕傎僃僲僄僲ྛ♫僔ၟᶆ僤僅僕Ⓩ㘓ၟᶆ働傿傏

®

ƄųிʮᣃลғҤ᩷ޛǢȸȐȳȗȬȠҤ᩷ޛ᨞
6GNKPHQ"UNLEQLRwww.sl-j.co.jp
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