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GT Designer3の画面構成は、主に、メニューバー、ツールバー、一覧ウィンドウ、画面エディタで構成されています。
ワークツリー、プロパティシート、データ一覧、ライブラリ一覧、データブラウザなどを 一覧ウィンドウと呼びます。 

1

いろいろあってわかりにくい！

作画工数を減らしたい！

エディタを使いこなそう①

uestion 01

見やすい！ わかりやすい！

GT Designer3の画面構成！
GT Designer3の画面構成

nswer

Q
A
Q
A

ワークツリー
作成した画面、システムの設定、共通の設定をツリー表示します。
プロジェクトツリー・画面一覧ツリー・システムツリーがあります。

プロパティシート
選択した画面・オブジェクト・図形の属性を表示します。
ダイアログボックスを開かなくても確認・設定・修正が可能です。
ダイアログボックスのタブに合わせて項目を表示/非表示できます。

データ一覧
画面上に設定しているすべてのオブジェクトや図形を表示します。
画面上では重なって見えないオブジェクトや図形を、簡単に選択する
ことができます。

ライブラリ一覧
ライブラリに登録された図形やオブジェクトを表示します。
登録された図形やオブジェクトの読み出し、ライブラリへの
登録・編集が簡単にできます。

テンポラリエリア
図形やオブジェクトを一時的に退避させておく場所です。
画面レイアウトを変更する時などに便利です。

データブラウザ
使用しているオブジェクト/図形の情報を一覧表示します。
一覧表示した図形/オブジェクトは検索/編集できます。

・【表示】ー【一覧ウィンドウ】

エディタタブ　→P.3
ワークツリー

ツールバー　→P.2

テンポラリエリア

データ一覧

データブラウザ

プロパティシート

キーで一覧ウィンドウを切り換えできます。
Memo

F6



見た目にもわかりやすいツールバーのアイコンでGT Designer3を効率よく操作できます。（→ショートカット一覧 P.20～21）
ツールバーはメイン画面の上下左右に配置できます。
表示するツールバーの種類を選択できます。

ツールバーのアイコンの上にカーソルを持って
いくとツールチップで説明を表示します。

2

編集ツールバーを表示しておくと便利です。

よく使う編集メニューを、毎回メニューバーから呼び出すのは面倒だ。

ボタンひとつで効率よく編集したい！

Memo

エディタを使いこなそう②

uestion 02

使えます！

NEWツールバー！
nswer

Q
A
Q
A

シュミレータツールバー
シュミレータの起動・更新・設定・終了
ができます。

ツールバー

オブジェクトツールバー
スイッチやランプ等のオブジェクト
を作成できます。

図形ツールバー
文字や図形を作成できます。

座標・サイズツールバー
図形やオブジェクトの表示位置や
サイズを変更できます。

整列ツールバー
選択した図形やオブジェクトを整列
します。

図形描画ツールバー
文字色や線色など図形の属性を
変更できます。　　　

・【表示】ー【ツールバー】
・ツールバー上で右クリック



画面やコメント・アラームなどの設定ウィンドウが開いている時にタブで表示されます。
タブを選択すると対応する画面が最前面に表示されます。 

： エディタタブの表示を左右にスクロールします。

： 表示しているタブをプルダウン形式で表示します。

： 表示しているタブを閉じます。

3

エディタタブの右クリックメニューで、いろんな操作ができます。
（例、右のタブを全て閉じる、など）

表示画面の切り換えが簡単にしたい！

エディタを使いこなそう③

uestion 03

画面エディタのエディタタブで作業効率UP！
nswer

Q
A
Q
A

または

エディタタブ

作業するのに多量の画面表示が必要！

編集したい画面を簡単に切り換え！

Memo

エディタタブ

・エディタタブ上で右クリック
右クリック



一覧ウィンドウをメイン画面や他の一覧ウィンドウとドッキングすることができます。
ドッキングした一覧ウィンドウは、通常はタブ表示にし、必要な時だけウィンドウを表示することもできます。

一覧ウィンドウをドラッグすると表示される「ドッキングガイド」の上にカーソルを合わせてドロップします。
表示される影を見ればどの位置に一覧ウィンドウが配置されるのかがわかります。
ドッキングガイドには、インナーガイド・アウターガイド・タブガイドがあります。（→タブガイド P.6）

アウターガイド

： インナーガイドが表示されているウィンドウエリア内の上下左右の
  位置でメイン画面にドッキング

： メイン画面の一番外側の上下左右の位置でメイン画面にドッキング

1. ドッキングガイドとドッキングの仕方

例：データ一覧をメイン画面の右側の位置でメイン画面にドッキング

ガイドの上にカーソルを
合わせてドロップ

2. メイン画面にドッキング①

4

ウィンドウを開きすぎで作業できない！

作業スペースを確保したい！

エディタを使いこなそう④

uestion 04

ウィンドウを固めて整理！

ドッキングウィンドウで作業エリアを確保！
nswer

Q
A
Q
A

インナーガイド

ドッキングウィンドウ

配置場所を影で
表示しています。

ドラッグ



5

エディタを使いこなそう④

例：データ一覧をプロパティシートのエリアの下側の位置でメイン画面にドッキング

ガイドの上にカーソルを
合わせてドロップ

3. メイン画面にドッキング②

メイン画面からのドッキングの解除はバー部分をダブルクリック、またはドラッグします。

または

ダブルクリック

ドラッグ

配置場所を影で
表示しています。

配置場所を影で
表示しています。

ドラッグ



6

エディタを使いこなそう④

例：データ一覧をプロパティシートにドッキング

4. 他の一覧ウィンドウにドッキング（一覧ウィンドウ内へのタブ化）

または

一覧ウィンドウを他の一覧ウィンドウ上にドラッグすると表示される「タブガイド」にカーソルを合わせてドロップします。

タブガイドとは・・・
他の一覧ウィンドウ上にドラッグした場合に、
インナーガイドの中央に表示されます。
一覧ウィンドウ同士をドッキングします。

タブガイド

一覧ウィンドウ同士のドッキングの解除はタブ部分をダブルクリック、またはドラッグします。

ガイドの上にカーソルを
合わせてドロップ

ダブルクリック
ドラッグ

配置場所を影で
表示しています。

プロパティシートとデータ一覧
がドッキングしてタブで切り換え

配置場所を影で
表示しています。

ドラッグ



7

エディタを使いこなそう④

5. ドッキングした一覧ウィンドウを自動で隠す（メイン画面へのタブ化）
バーのプッシュピンの絵をクリックするとウィンドウを自動で隠す（タブ化）/常に表示を切り換えられます。

自動で隠す にすると…

カーソルをタブの上にもっていくとウィンドウを表示

ドッキングしていない時に「自動で隠す」にするとタブではなくバーのみの表示となります。

ウィンドウからカーソルをはずすとタブのみの表示

：常にウィンドウ表示

：自動で隠す（タブ化）

カーソル移動 カーソル移動

ウィンドウ表示

タブ表示



データブラウザ機能では、プロジェクト内で使用している図形/オブジェクトの設定内容を一覧で表示できます。
また、表示の並び替えや絞り込み、一覧上で設定の変更ができるため、画面数が多いデータの編集や既存データの流用時に、
効率よく編集作業を行えます。

8

設定内容を一覧で表示したい！

エディタを使いこなそう⑤

uestion 05

設定確認と修正が簡単に！

データブラウザ機能
nswer

Q
A
Q
A
データブラウザ機能とは

1. 画面エディタとの連携
一覧上で選択すると、画面エディタの図形/オブジェクトが選択されるので、画面エディタ上で確認しながら作業できます。
画面エディタ上で図形/オブジェクトを選択した場合も、一覧上で選択されます。

設定内容をひとつひとつ確認するのは面倒だ！

一覧で選択した図形/オブジェクトが
画面エディタ上で選択されます。

ダブルクリックすると、
設定ダイアログが表示

・【表示】ー【一覧ウィンドウ】ー【データブラウザ】
・

データブラウザ

Ctrl E+



図形/オブジェクトの数が多い場合は、表示される設定内容も多くなります。
必要な情報のみを表示し、確認しやすいように表示を調整できます。

9

エディタを使いこなそう⑤

表示項目の選択・調整

1. 表示項目の選択
一覧上に表示する範囲/対象、表示項目設定を選択できます。

2. 表示項目の削除
一覧上で項目をドラッグし、×が表示されたら、ドラッグを解除します。

3. 列の移動
項目を任意の場所にドラッグし、　　　　　が表示されたら、ドラッグを解除します。

・データブラウザの

ドラッグ

ドラッグ



並び替え・絞り込みを行うことで、条件に合った図形/オブジェクトを簡単に探しだすことができます。

10

エディタを使いこなそう⑤

並び替え・絞り込み

1. 表示の並び替え
▲(昇順)▼(降順)が表示されている項目の内容で並び替えできます。

項目をクリックすると、その項目の内容で並び替え

2. 表示の絞り込み
表示中の全ての内容から、絞込キーワードを含んでいるものを表示します。

表示中の全ての内容から、『ポンプ』が含まれているものを表示

クリック

ここにキーワードを入力



ショートカットキーを使うと、より手早く操作できます。

11

エディタを使いこなそう⑤

表示の展開/折りたたみ

1. 表示の展開/折りたたみ
　　　をクリック、または、行を選択後      キー/      キーで展開/折りたたみができます。

キー　（展開） キー　（折りたたみ）

+ キー
（すべて展開） （すべて折りたたみ）

－

Shift － + キーShift

＋

－＋

＋



一覧上で、デバイスや銘板の文字列、動作設定などのさまざまな修正ができます。

12

エディタを使いこなそう⑤

図形/オブジェクト設定の変更

1. 一覧上で直接変更
一覧上で変更できる部分は、青文字で表示されています。

例 : デバイスの変更

例 : 動作設定の変更

例 : 各画面にあるメインメニュー（画面番号1）への画面切り換えスイッチの銘板を「メニュー」→「メインメニュー」に変更

2. セルのコピー/貼り付け
複数セルを選択して、一度にコピー/貼り付けできます。

直接入力
クリックすると

デバイス設定ダイアログを表示

・データブラウザの一覧上で右クリック

複数セルに一度に
コピー/貼り付け！

右クリック



デバイス・文字列・色を、一括で変更できます。

13

変換後は　　　　　　　　に表示が変わります。クリックして、データブラウザの一覧を更新しましょう。

デバイス一括変更、色一括変更も同様です。

絞り込みを使うと、見やすく便利です。（→並び替え・絞り込み P.10）

エディタを使いこなそう⑤

図形/オブジェクト設定の一括変更

1. 一括変更
選択したい一覧のデータをすべて選択（反転）して【オプション】－【文字列一括変更】をクリック

変更対象の文字列と変更後の文字列を入力

変更前

変更後

Hint

・データブラウザの

｢一括｣で変更！



・　　キー

現在アクティブになっているダイアログのヘルプに一発ジャンプします。
知りたい情報を簡単に確認できます。

ランプ設定画面で
　　キーを押すと

目次を表示

14

手元にマニュアルがない！

作業しながら、いろいろ調べたい！

エディタを使いこなそう⑥

uestion 06

知りたい情報を簡単に検索！

マニュアルいらずの「ヘルプ機能」
nswer

Q
A
Q
A
ヘルプ機能

設定方法が表示

関連項目も表示
設定している接続機器の
デバイス一覧が表示。
マニュアルを見なくてもOK!

目次・キーワードから
知りたい情報を検索

F1

F1

デバイス設定画面で
　　キーを押すとF1

クリック



配置したいオブジェクトを選択して、ベース画面上にドラッグしてサイズを決定。
いきなり任意のサイズで配置できます。

15

オブジェクトのサイズ変更って面倒？

使える小技集教えます①

uestion 07

ドラッグで簡単変更、直接指定も可能！
nswer

Q
A
Q
A
サイズを決めながら配置できます。

ツールバーでオブジェクトのサイズを直接指定できます。
同じ種類のオブジェクトなら、複数選択して入力すれば、一括で変更できます。

ツールバーでサイズを直接指定できます。

オブジェクトを好きな大きさに変更したい！

指先ひとつで簡単変更！



ガイドラインを使えば、マウスだけでサクッと位置決めできます。

16

画面からはみ出さずに配置するには・・・！
      キーを押しながらドラッグすると、表示エリア内で移動できます。

常に表示エリア内で移動する場合は、
【ツール】ー【オプション】操作タブで設定します。

オブジェクトの整列って面倒？

使える小技集教えます②

uestion 08

便利なガイド機能、使える整列ツールバー！
nswer

Q
A
Q
A
ガイドラインが便利です！

上、下、右、左・・・・。お好きなところへ一発整列できます。

左揃え 縦に均等整列

整列ツールバーが使えます！

画面をもっと綺麗にしたい！

直感的に操作が可能！

Memo

ドラッグ

ガイドライン

キー + ドラッグAlt

テンポラリエリアに
移動しません。

Alt



異なるオブジェクト／図形でも複数選択時にプロパティシートが使えるようになりました。（共通属性項目のみ）

17

編集をもっともっと簡単に！

使える小技集教えます③

uestion 09

プロパティシート、右クリックが便利です！
nswer

Q
A
Q
A
プロパティシートが使えます！

右クリックのメニューが便利です！

右クリック

同じ設定内容を一度に変更したい！

設定内容の確認も簡単！

『スイッチ』と『ランプ』を選択

共通属性項目が一緒に
変更できます。

スイッチ・ランプの図形イメージを確認しながら、
複数の図形を、一度の操作で簡単に変更
できます。

オブジェクトを複数選択して、右クリックすると、
一括変更のメニューが表示されます。
デバイス・色・図形・CN No.の一括変更がより
簡単にできます。

右クリック



18

オブジェクトの変更って面倒？

使える小技集教えます④

uestion 10

簡単にオブジェクトが変換できます！
nswer

Q
A
Q
A
スイッチとランプが変換できます！

数値表示と数値入力が変換できます！

アスキー表示とアスキー入力が変換できます！

オブジェクトの種類を変えたい！

簡単操作！

ワンクリックで変換

スイッチ ランプ

ワンクリック ワンクリック

ワンクリックで変換

ワンクリック ワンクリック

数値表示 数値入力

ワンクリックで変換

アスキー表示 アスキー入力

ワンクリック ワンクリック



モニタデバイスの他に、スイッチのランプ機能デバイス、表示／動作トリガデバイスを表示できます。
設定ダイアログを開いたり、プロパティシートで確認しなくても、画面全体の設定内容をひと目で確認でき、
デバイスの設定ミスを防ぐことができます。
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何を設定したのかすぐにわかる方法は？

使える小技集教えます⑤

uestion 11

ひと目でわかる、お助け表示
nswer

Q
A
Q
A
デバイス名表示機能が便利です！

オブジェクトの設定ダイアログから、コメントが直接編集できます。
コメント編集ウィンドウで、コメントの文字数が確認できます。

コメント文字数も表示します！

設定したけど忘れてしまった！

設定内容をひと目で確認！

上から順に表示
・モニタデバイス
・スイッチのランプ機能デバイス
・表示/動作トリガデバイス

コメントが直接修正
できます。

入力した文字数が
確認できます。



20

ショートカット一覧

■グループ化
　グループ化したい複数のオブジェクトや図形を選択し、[Ctrl]+[G]でグループ化できます。

■ヘルプ表示
　調べたいところで[F1]キーを押すと、該当する機能のヘルプが表示されます。

■グループ化の解除
　グループを解除したいオブジェクトを選択し、[Ctrl]+[U]でグループ化を解除できます。

F1

Ctrl G+

Ctrl U+

クリック

グループ化

おすすめショートカット
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ショートカット一覧

■ダイアログボックスを開く
　図形やオブジェクトを選択し、[Alt]+[Enter]でダイアログボックスが開きます。

■画面プレビューを閉じる
　画面プレビューで[Esc]キーを押すと、画面プレビューを閉じます。

Alt Enter+

Ctrl I（アイ）+

Esc

クリック

■画面プレビューを表示
　[Ctrl]キー+[I（アイ）]を押すと、画面プレビューを表示します。
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ショートカット一覧

■1ドット移動
　図形やオブジェクトを選択して、[Alt+↑]を押すたびに1ドット移動します。
　複数選択時も、同様です。

Alt →+

Alt ←+

Alt ↑+

Alt ↓+

■画面を閉じる
　[Ctrl]+[W]を押すと、選択している画面(ベース画面、ウィンドウ画面、レポート画面）を閉じます。

Ctrl W+

■コメント行の追加
　コメント一覧で、[Alt]+[N]を押すと、コメント行を追加できます。

Alt N+
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ショートカット一覧

■ドッキングウィンドウ切り換え
　[F6]キーを押すたびに、ドッキングウィンドウを切り換えます。

■編集画面の切り換え
　[Ctrl]+[Tab]を押すたびに、設定画面を移動します。

Ctrl Tab+

Ctrl Tab+

Ctrl Tab+

Ctrl Tab+

Ctrl Tab+

F6

F6

F6



ショートカットキー 動作 アイコン ツールバー メニュー
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ショートカット一覧

Ctrl + N プロジェクト

プロジェクト

プロジェクト

プロジェクト

プロジェクト

プロジェクト

標準

標準

標準

標準

標準

標準

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集 - 順序

編集 - 順序

編集 - 回転/反転

編集 - 回転/反転

編集 - 回転/反転

編集 - 回転/反転

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

編集

表示

表示

表示

新規プロジェクトを作成

既存プロジェクトを開く

編集中のプロジェクトを上書き保存

編集中のプロジェクトを名前をつけて保存

印刷設定ダイアログを表示

GT Designer3を終了

ヘルプ表示（GT Designer3 Version 1.26Cから追加）

最後の操作を取り消して変更前の状態に戻す

取り消した操作のやり直し

切り取り

コピー

貼り付け

複製

すべて選択

削除

グループ化

グループ化の解除

前面レイヤの最前面に移動

背面レイヤの最背面に移動

選択した図形を上下反転

選択した図形を左右反転

選択した図形を左に90度回転

選択した図形を右に90度回転

ダイアログボックスを開く

画面プレビューを表示

画面プレビューを閉じる（GT Designer3 Veision 1.22Yより追加）

画面エディタのON/OFF表示の切り換え

Ctrl + O（オー）

Ctrl + S

F12

Ctrl + P

Alt + F4

F1

Ctrl + Z

Ctrl + Y

Ctrl + X

Ctrl + C

Ctrl + V

Ctrl + D

Ctrl + A

DEL

Ctrl + G

Ctrl + U

Ctrl + F

Ctrl + B

Ctrl + J

Ctrl + H

Ctrl + L

Ctrl + R

Alt + Enter
（図形/オブジェクトを選択した状態で）

1ドット移動Alt + ←→↑↓
（図形/オブジェクトを選択した状態で）

（画面エディタ上で）

（画面プレビュー表示中に）

Ctrl + I（アイ）

ESC

F7

表示

表示

画面を再表示

プロジェクトツリーの表示/非表示切り換え

F5

Alt + 0（ゼロ）
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ショートカット一覧

表示プロパティシートの表示/非表示切り換えAlt + 1

ショートカットキー

F9 表示

表示

表示

画面

ライブラリ一覧の表示/非表示切り換え

編集画面の切り換え

Alt + F9 ライブラリ一覧（テンプレート）の表示

接続機器タイプ一覧の表示/非表示切り換え

データブラウザを表示

画面を閉じる

画面エディタの表示倍率変更（+10％）

画面エディタの表示倍率変更（-10％）

ドッキングウィンドウ切り換え

選択するオブジェクト/図形の切り換え

コメント行を追加

Alt + 2

Ctrl + E

Ctrl + W

Ctrl + Num+

Ctrl + Num-

F6

Tab

Ctrl + Tab

Alt + N
（コメント一覧上で）

選択したライブラリデータの編集Alt + Enter
（ライブラリ一覧上で）

選択したライブラリフォルダのエクスポートCtrl + E
（ライブラリ一覧上で）

ライブラリファイル・画像ファイルのインポートCtrl + I（アイ）
（ライブラリ一覧上で）

選択したライブラリデータの属性変更Ctrl + 1
（ライブラリ一覧上で）

画面エディタからライブラリデータを登録Ctrl + G
（ライブラリ一覧上で）

ライブラリデータ新規作成Ctrl + N
（ライブラリ一覧上で）

ライブラリフォルダ新規作成Ctrl + M
（ライブラリ一覧上で）

ツリーの表示／非表示切り換えCtrl + T
（ライブラリ一覧上で）

1つ上の階層のフォルダを表示Backspace
（ライブラリ一覧上で）

１つ後に選択したフォルダを表示Alt + →
（ライブラリ一覧上で）

１つ前に選択したフォルダを表示Alt + ←
（ライブラリ一覧上で）

動作 アイコン ツールバー メニュー

ツール - シミュレータシミュレータシミュレータの起動Ctrl + F10

ツール - シミュレータシミュレータシミュレータの更新Alt + F10

通信通信GOTへの書き込みShift + F11



この作画を極める小技集は、GOT1000シリーズの代表的な特長機能を説明した資料で
す。使用上の制約事項、ユニットの組合せによる制約事項などがすべて記載されている
わけではありません。ご使用にあたりましては、必ず製品のユーザーズマニュアルをお読
みいただきますようお願い申し上げます。
当社の責に帰することができない事由から生じた損害、当社製品の故障に起因するお
客様での機会損失、逸失利益、当社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害、
二次損害、事故補償、当社製品以外への損傷およびその他の業務に対する保証につい
ては、当社は責任を負いかねます。


