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はじめに 
 
QuickField LabelMover へようこそ！ 
 
LabelMover とは？ 
LabelMover の解説を参照するためにこのトピックを選択してください。 
 
LabelMover 概説 
LabelMover 主要機能の概説 
 
LabelMover 機能の使用方法 
LabelMover 機能の使用方法について 
 
その他の LabelMover 機能の使用方法 
その他の LabelMover 機能の使用方法について 
 
 
QuickField LabelMover とは？ 
 
QuickField LabelMover は、解析結果の疑問に対し、迅速に答えを得るためのシンプルなツールです。

それは、「QuickField モデルにおいて、モデル・オブジェクトの位置に依存するフィールドはどのよ

うに計算されたか？、物理特性の変数および幾何学モデルのシステム応答は？、最適なパラメータ、

その数量が必要レベルに達成するモデル上の最適位置あるいは、プロジェクトの制限に達するモデル

上の最適位置は？」などです。 
 
これらの疑問の答えを手動で得るには、各幾何学データおよびその変更セッションをモデル化し、一

連の QuickField を実行する必要があります。QuickField LabelMover は、そのような繰り返し処理を自

動的に実行し、操作時間を節約することができます。 
 
LabelMover はどのように実行されますか？ 
 
LabelMover は、ActiveField 技術に基づきます。それは幾何学モデルおよび物理特性の指定された変数

に伴って、一連の QucikField 問題を生成し、それらの問題を解析し、テーブル結果を示します。

QuickField によって提供されているすべてのタイプの解析がサポートされます。 
 
その他の機能 
 

LabelMover は、QuickField の連成問題をサポートします。各生成された問題について、連成問題

も自動的に生成され解析されます。 
• 

• 
• 

結果を X-Y プロットとして見ることもできます。 
LabelMover セッションに関する情報のすべてを次回に使用するファイルとして保存します。 

 
詳細については、以下を参照してください。 
 
LabelMover 概説 
LabelMover 機能の使用方法 
その他の LabelMover 機能の使用方法 
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LabelMover 概説 
 

 
 
 
Base Problem（基本問題） 
 
新しい LabelMover セッションは、Base Problem を選択することからスタートします。Base Problem は、

その幾何学モデルにおける解析と変化との依存性の分析を対象とする QuickField 問題です。 
 
備考 
 

LabelMover の試用するには、Base Problem として、QuickField 例題フォルダーから任意の問題を

選択することができます。 
• 

• LabelMover セッションを始める前に連続的な解析あるいはパラメータ解析に対する Base Problem
を準備する必要があります。 

 
処理を遂行するには、QuickField モデルのすべてのオブジェクトにラベルを割り当てることを推奨し

ます。これらのラベルはモデルを識別するために使用され、その他の物理特性を設定する必要はあり

ません。詳細については、「Base Problem の準備」を参照してください。 
 
 
Steps 
 
解析オペレーション（問題定義の変化）は、Steps のシーケンスとして指定します。各ステップは、幾

何学的変化、材料特性および１つ以上の QuickField モデル・オブジェクトに関するフィールドソース、

境界条件のなどです。より複雑なタスクについては、ステップがいくつかのオペレーションで構成さ

れます。以下の「Substeps」を参照してください。 
 
例えば、典型的なステップとして、「"Alnico up"ラベルのブロックを 1cm 上に移動する」、「"Alnico 
up"の磁石の保磁力を 10%ずつ増加する」など。 
 
現在、Move Step と Change Properties step の２種類のステップがあります。 
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Move Step 
 
Move Step は、問題の幾何学的変更オペレーションです。各オペレーションについては、次のように指

定することができます。 
 

１つ以上のラベルの移動 
このオペレーションは、ラベル付けされたブロック、エッジ、頂点に適用されます。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

• 

Type of Move 
Move（移動）、Rotate（回転）、Scale（スケール）をサポートします。 
オペレーション用パラメータ 
Move オペレーションは、dx と dy のオフセットを指定します。Rotate オペレーションは、回転中

心の x と y および角度を指定します。Scale オペレーションは、中心の x と y およびスケール係数

を指定します。 
 
例えば、"Alnico Up"ラベルのブロックを 1cm 上に移動するには、次のように指定します。 
 
Label to be moved（移動するラベル）：Alnico Up  
Type of operation（オペレーションのタイプ）：Move  
Parameters（パラメータ）：dx = 0, dy = 1  
 
備考：典型的な状況として、ラベルが付いてないオブジェクトを移動させたいとき、QuickField モデ

ル・エディタにおいて、新しいユニークなラベルを作成し、オブジェクトにそれを割り当てます。 
 
Change Properties step 
 
Change Properties step は、ラベル特性、すなわち、材料特性、フィールドソース、境界条件を変更する

オペレーションです。各オペレーションについては、次のように指定します。 
 

Label（ラベル） 
特性は、ラベル付けされた各ブロック、エッジ、頂点について変更されます。 
Property（材料） 
変更する材料の名前を指定します。QuickField によってサポートされた特性を指定することがで

きます。（以下の備考を参照してください。） 
Type of change（変更タイプ） 
Set To（設定）、Increase By（増分設定）、Increase By Percents（パーセント増分設定）をサポー

トします。 
Parameter for the operation（オペレーション用パラメータ） 
Set To（設定）オペレーションは、特性の新しい値を指定します。Increase By（増分設定）オペレ

ーションは、特性の増分量を指定します。Increase By Percents（パーセント増分設定）オペレーシ

ョンは、パーセントによる特性の増分量を指定します。 
 
例えば、"Alnico Up"とラベル付けされた磁石の保磁力を 10%増加させるには、次のように指定します。 
 

Label（ラベル）：“Alnico Up”  
Type of change（変更タイプ）：Increase By Percents  
Parameter（パラメータ）：Increase = 10  

 
備考 
 

注意：LabelMover は、ライブラリ・データを修正することができません。ライブラリー・ラベル

は、LabelMover オペレーションの Set Properties step で選択するために表示されません。したがっ

て、ライブラリー・データ・ファイル中のラベル特性を変更するには、最初にこのラベルをデー

タ・ファイルにコピーする必要があります。 
 

LabelMover の現行版では、特性のみの数値を変更することができます。境界条件タイプ、フィー
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ルドソース・タイプあるいは他の非数値ラベルの材料設定タイプを変更することはできません。 
 
Substeps 
 
複雑なタスクについては、いくつかの移動オペレーションで構成されるステップを定義することが有

用です。これらの移動オペレーションを substeps と呼びます。 
 
例：頂点 A を 1cm 上に移動し、頂点 B を 1cm の右に移動し、頂点 C を 1cm 左に移動するとき、その

３つの頂点の中間結果を得ることなく移動後の結果を得るには、substeps で構成されたステップを定義

します。 
 
詳細については、「Substeps の追加方法」を参照してください。 
 
ステップの繰り返し 
 
あるステップが数回繰り返すことを明示することは有効です。 
 
例：ブロック A を 1、2、3、...10cm 右に繰り返し移動させたときの結果を得るような研究するには、

「ブロック A を 1cm 右に移動」としてのステップを定義し、次に、それを９回繰り返します。その結

果、10 の QuickField 問題を生成し、解析されます。 
 
解析許容間の繰り返しステップ 
 
解析許容間においてステップが繰り返されることを明示することも有効です。プロセスが次のステッ

プにおいて問題に特異な変化（例えば、１つのエッジが別のエッジと交差するとき、その交差ポイン

トが頂点に追加され、エッジが分割される。）をもたらすと中止します。 
 
備考：ユーザーが繰り返しの中止を決定するならば、Cancel ボタンを押すことにより、中止すること

が可能です。 
 
 
Values 
 
ユーザーは、Quick Field ポストプロセッサによって生成し、LabelMover に格納し、結果テーブルに表

示する値を明示します。 
 
これらの特定の結果は、LabelMover 中の Values（値）と呼びます。各値については、次のように指定

することができます。 
 

quantity（数量） 
LabelMover は、リストから quantity を選択するように指示します。Quick Field ポストプロセッサ

によって得られ、ActiveField 技術にサポートされる任意の物理的および幾何学的な数量も指定す

ることができます。 
 
例えば、あるポイントのポテンシャルやフラックス密度を指定することができます。あるいは、

あるコンターの磁束や機械的力を指定することができます。 

• 

• 
 

ポイントとコンター 
数量値を得るには、それらのポイントやコンターにラベルを指定しなければならないことに注意

してください。ラベルが付けられていないポイントやコンターは、LabelMover によって選択する

ことができません。 
 
より複雑な状況では、それぞれのラベルが付けられた部分構成の合成コンターを指定することが

できます。より詳細については、「合成コンターの定義方法」を参照してください。 
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特定の問題タイプ用追加情報 
特定の問題タイプおよびパラメータについては、追加情報を提供します。 

• 

 
非定常問題（例えば、非定常熱伝導問題の時間値指定） • 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
過渡調和磁気問題では、与えられた過程で瞬時値を指定することができます。この場合、値

としての Phase を指定します。 
 
したがって、例えば、典型的な値は次のとおりです。「ラベル A と付けられた頂点のポテンシャル」、

「ラベル B と付けられたエッジに定義されたコンターの磁束」、「ブロック C に定義されたコンター

の磁束」、「ブロック D に定義されたコンターの時間=10 秒の熱フラックス」など。 
 
備考：ポイントやコンターでのフィールド値を必要とするときに、それらに関する QuickField の頂点、

エッジ、ブロックがない場合には、LabelMover を実行する前に、QuickField モデル・エディタをスタ

ートし、新しい頂点、エッジを追加し、それらにラベルを付けてください。詳細には、「Base Problem
の準備」を参照してください。 
 
その他の有用なオプション 
 

コンターのローカル値 
あるコンターのローカル値（ポテンシャル、透磁率など）に関する情報を確認する場合、

LabelMover はそれを容易に行うことを可能にします。 
 
QuickField 問題を生成し、解析した後、これらの値は、結果のテーブルに表示されます。 

 
最大値と最小値が表示されます。 

 
結果テーブル中の対応するセル上をダブルクリックすると、そのコンターに対応する値の X-
Y プロットを表示します。 

 
最大値と最小値 
値参照ダイアログに、Show Max / Min チェックボックスが存在します。このボックスがチェック

されると、最大値と最小値が結果テーブル中で強調表示されます。 
 

最大値のセルは、赤く表示されます。 
最小値のセルは、青く表示されます。 

 
 
結果の表示 
 
ステップと値を指定した後、Get Results...ボタンを押すと、LabelMover は、以下の処理を実行します。 
 

ステップの定義された問題を生成してください。（それらがまだ作成されていない場合） 
 

その問題をすべて解析してください。（必要に応じて、連成問題が自動的に生成され、解析され

ます。） 
 

各問題の指定した値を得てください。 
 

タブにそれらの値を示してください。 
 
結果を得た後、より詳細に結果を分析するためのいくつかのオプションがあります。 
 

QuickField ポストプロセッサ・ウィンドウへのスイッチ 
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生成された問題のどれもに関する詳述情報を容易に得ることができます。それを行うには、問題

を選択し、３つのボタンのうちの１つを押してください。QuickField において、モデルをオープ

ンするには、View Model ボタン、フィールド・ピクチャをオープンするには、View Field ボタン、

任意コンターの X-Y プロットあるいはテーブルをオープンするには、View Contours...ボタンを押

します。 
 
詳細については、「QuickField 結果のオープン」を参照してください。 

 
結果のプロット • 

• 

• 

 
X-Y プロットとして結果を見ることができます。値には、任意の X と Y に選択することができま

す。したがって、容易に２つの値の依存性を視覚的に研究することができます。 
 
詳細については、「結果のプロット」を参照してください。 

 
クリップボードを使用した他のアプリケーションへの結果のコピー 

 
ユーザーは、いくつかの結果を選択し、クリップボードにそれらをコピーし、エクセルやワード

などの他のアプリケーションに貼り付けることができます。 
 
詳細については、「他のアプリケーションへの結果のコピー」を参照してください。 

 
 
その他の機能 
 

ユーザーは、Base Problem、Steps、Values、結果に関するすべての情報を１つのファイル（.qlm）

に保存することができます。 
 

詳細については、「Steps、Values、結果のファイルへの保存方法とオープンの方法」を参照して

ください。 
 
より詳細については、以下を参照してください。 
 
QuickField LabelMover とは？ 
LabelMover 機能の使用方法 
その他の LabelMover 機能の使用方法 
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LabelMover 機能の使用方法 
 
1. LabelMover のスタート 
 

• LabelMover をスタートするには、ウインドウズ・スタート・メニューを使用し、Start->Program 
Files->Tera Analysis->Tools->QuickField LabelMover 

 
2. Base Problem の指定 
 

• Base Problem... ボタンを押し、ファイル・ダイアログから Base Problem を選択してください。

（QuickField 例題から選択することもできます。） 
 

備考：LabelMover は、以前に選択した Base Problem がデフォルトとして使用されます。したが

って、同一の Base Problem を使用する間は、それを一度だけ指定するだけです。 
 
3. Value（値）の指定 
 

 
 

• Add Values... ボタンを押すと、Value の定義ダイアログが現われます。 
 

(1) 所望のポイントおよびコンターのラベルを選択してください。 
 

備考 
 
• ラベルを選択する場合、対応するブロック、エッジ、頂点が QuickField モデル・ウィンドウ

において自動的に選択されます。そのため、正しいラベルを選択したかどうか容易にチェッ

クすることができます。 
 

• Base Problem の準備 
 

この段階では、ラベルがオブジェクトに付いていなくてもかまいません。また、必要に応じ

て、QuickField モデルに頂点、エッジ、ブロックを追加してください。その操作は、 
 
• Add Values ダイアログをクローズします。 
• QuickField において、その問題の必要なオブジェクトおよびラベルを追加してください。 
• Base Problem のファイルをすべて保存してください。 
• LabelMover において、Add Values ダイアログに再び戻ります。 
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これらのラベルは、モデルを識別するためにのみ使用され、そのため、物理特性を設定する

必要はありません。 
 
さらに、必要に応じてラベルに関して、Properties ダイアログをオープンし、データを入力し、

OK を押してください。この時点で、ラベルは完全に定義されますが、データは解析には関

係しません。（ラベルは QuickField 中のデータツリーにおいて、/0 印で特徴づけられま

す。）つまり、それらのラベルで特徴づけられたオブジェクトは結果に影響しませんが、

LabelMover においてそれらを参照することができます。 
 

その他の機能 
 
さらに、複数のブロックから成るコンターを定義するために、Add Complex Contour ボタンを押

すことができます。詳細については、「複合コンターの操作方法」を参照してください。 
 

(2) 利用可能な数量のリストから所望の数量を選択してください。 
 
(3) Add ボタンを押すと、新しい値が Values リストに追加されます。 

 
備考：それを迅速に行うには、追加したいラベルや数量上をダブルクリックします。 

 
(4) いくつかの特殊な状況では、さらに情報を指定するべきです。 

 
熱解析のような非定常問題では、時間を入力するためのダイアログで補足フィールドを使用し

ます。それらの値を計算するためにその時間を指定します。 
 
過渡調和磁場問題では、あるポイントに対して瞬間値を選択し、位相を入力するためのダイア

ロの補足フィールドを使用します。ここで瞬間値に関する位相を指定します。 
 

(5) 所望の値をすべて追加するために、手順(1)～(3)を繰り返してください。 
 
(6) Close ボタンを押してください。 

 
4. Steps（ステップ）の指定 
 

 
 
ここでは、シンプルな Steps の指定方法について説明します。A とラベルを付けされたブロックを X
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軸に沿って移動させる必要があると仮定します。 
 

Record Steps... ボタンを押してください。 • 
 
Steps 定義ダイアログが現れ、その変形を定義することができます。 
 
(1) 現在のステップ・タイプを選択するために、Step type コンボボックスを使用します。最初に、幾

何学的変形（ステップ・タイプ：Move）を考慮します。 
 
(2) 変形を定義するブロック、頂点、エッジのラベルを選択してください。 
 
備考：Add Values ダイアログで択したラベルに対応するオブジェクトは、QuickField モデル・ウィン

ドウで強調表示されます。そのため、正しくラベルを選択したかどうか容易にチェックすることがで

きます。 
 
(3) 定義するオペレーションとして、Displacement（平行移動）、Rotation（回転）、Scaling（スケー

ル）からラジオボタンを選択してください。 
 
(4) オペレーション用のパラメータを指定します。これらのパラメータの意味は QuickField モデル・

エディタと同様です。 
 
(5) Add Step を押し、ステップを Steps リストに追加します。 
 

備考 
 
ラベル上でのダブルクリックは、前回のステップから得られた他の設定を伴うラベルに、さらに

１つのステップを追加することができます。 
 
QuickField は、登録されたステップを直ちに実行します。したがって、モデル・エディタ・ウィ

ンドウのオブジェクトの新しい位置を確認することができます。 
 
(6) Repeat Last Step ボタンは、同じステップを数回繰り返すことを可能にします。 
 
(7) Repeat While Possible ボタンは、モデルが特異点（オブジェクト境界の交差など）に直面しない間

はそのステップが繰り返されるべきことを明示します。 
 
注意：複数のステップや substeps などのオペレーションにより複雑なシーケンスを指定することが可

能です。詳細については、「Steps」、および「Substeps の追加方法」を参照してください。 
 
特性の変更 
 
ステップのタイプが、Change Properties（材料変更）にセットされる場合、このラベルに関する任意の

材料数値を変更することができます。 
 
(1) step type コンボボックスの Change Properties を選択してください。 
(2) ラベルを選択してください。 
(3) コンボボックスから Set To、IncreaseBy、Increase By Percents の変更方法を選択してください。 
(4) 変更パラメータを指定してください。 
(5) Add Step を押してください。 
(6) 必要に応じて、前例を繰り返すために、Repeat Last Step を押してください。 
(7) ダイアログをクローズするために、Close ボタンを押してください。 
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5. 計算結果 
 
結果を得るには、 
 
(1) Get Results ボタンを押してください。 
 
(2) QuickField が生成するすべての問題を解析します。 
 

備考：問題の解析過程を示すプログレス（進捗）バーが現れます。問題の解析を中止するために、

いつでも Cancel ボタンを押すことができます。 
 
6. QuickField での結果のオープン 
 
結果テーブルは、解析された特定の問題と関する値の行で構成されます。それらの結果をより詳細に

分析することができます。その操作は、 
 

問題のモデルをオープンするには、 
問題を選択し、View Model モデル・ボタンを押してください。 

• 

• 

• 

 
問題のフィールド・ピクチャを見るには、 
問題を選択し、View Field フィールド・ボタンを押してください。 

 
問題のコンターに対するテーブルおよび X-Y プロットを見るには、 

 
(1) 問題を選択してください。 
(2) View Contours… ボタンを押してください。View Contours ダイアログが現れます。 
(3) このダイアログにおいて、リストからコンターを選択してください。 
(4) View Table for Contour あるいは、View X-Y Plot for Contour を押してください。 
(5) ダイアログをクローズするために、Close を押してください。 

 
備考：View Contours ダイアログから、別の問題のテーブルか X-Y プロットを見たければ、それを

クローズすることなく、別の問題をオープンすることができます。そして、ダイアログをクロー

ズすることなく、再び、その問題を選択し、LabelMover のメイン・ウィンドウから View Table for 
Contour および View X-Y Plot for Contour button once ボタンを押すことができます。 

 
7. 他のアプリケーションへの結果のコピー 
 
結果テーブルからエクセル、ワードなどの他のアプリケーションに値をコピーすることができます。

その操作は、 
 
(1) コピーしたい結果を選択してください。 
(2) Ctrl+C を押してください。（また、メニューから Edit + Copy を選択するか、対応するツールバ

ー・ボタンを使用することができます。）結果はクリップボードにコピーされます。その後、エ

クセル、ワード、その他のアプリケーションにそれを貼り付けることができます。 
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8. 結果のプロット表示 
 

 
 
X-Y プロットとして結果を見ることができます。その操作は、 
 
(1)  Plots for Results タブを選択します。Plots for Results ページに変わります。 
(2)  Show As Y コンボボックスから所望の値を選択してください。 
 
プロット表示 
 

特定の問題結果では、小さな黄色い円が表示されます。 • 
• 

• 
• 
• 
• 

選択した値は、Y として表示されます。また、ステップ数は X として表示されます。 
 

備考：Show as X コンボボックスにおいて、それぞれの値を選択することができます。それは、解

析の２つの物理特性間の依存性を分析するときに有益です。 
 
同様に、Results ページにおいて、プロットに関する問題を選択することができ、また、それぞれに関

する情報を得ることができます。 
 

問題を選択するには、対応する小さい円でクリックしてください。 
現在選択された問題は、強調表示されます。（オリーブ色の円として表示されます。） 
プロット底部に選択された問題に対する現在の数量値を表示します。 
同様に、Results ページについても、選択された問題に関する情報を得るために、View Model、
View Field and View Contours... ボタンを使用することができます。 

 
詳細については、以下を参照してください。 
 
QuickField LabelMover とは？ 
LabelMover 概説 
その他の LabelMover 機能の使用方法 
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その他の LabelMover 機能の使用方法 
 
Values（値）の編集方法 
 
Values リストに新しい値を追加することができます。 
 

新しい値を追加するには、 
Add Values ボタンを押し、次に、「Values の指定」方法についての指示に従ってください。 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 
既存の Values を編集、順序の変更、削除を行うことができます。その操作は、 
 

Values タブを押してください。 
Values ページに変わります。 
編集、移動、削除したい値を選択してください。 

 
操作は、以下に従います。 
 

値を編集するには、 
(1)  Edit Value ボタンを押し、値を編集するためのダイアログを入力します。 
(2) 値定義を変更してください。 
(3) OK を押してください。 

 
値の削除するには、 
(1)  Delete Value ボタンを押してください。 
(2) 「'Are you sure?'（よろしいですか？）」に、Yes と応答します。 

 
値の順序の変更するには、 
(1) Move Up あるいは、Move Down ボタンを押してください。 

 
 
Steps（ステップ）の編集方法 
 
ステップの既存のシーケンスを変更し、新しいステップを登録することができます。その操作は、 
 

Record Steps ボタンを押し、以下の「ステップの指定方法」に従ってください。 
 
既存のステップ・シーケンスに新しい Step および substeps を挿入することができます。その操作は、 
 
(1) Steps タブを押してください。 

Steps ページに変わります。 
(2) Step および substep を選択してください。新しい Step および、substeps は選択したステップ直後

に挿入されます。 
(3) Insert Steps ボタンを押してください。 

そして、Insert Steps ダイアログになります。このダイアログは、「Specify Step」ダイアログに似

ています。ただし、以下の備考を参照してください。 
(4) 実行するステップを追加した後、Close を押してください。 
 
既存の steps および、substeps を編集するか削除するには、 
 
(1) Steps タブを押します。 
(2) 編集、削除を所望する Step および、substep を選択してください。 
 
操作は、以下に従います。 
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step および、substep を編集するには、 • 
(1) Edit Step ボタンを押してください。step および、substep を編集するためのダイアログになり

すます。 
(2) 定義を変更してください。 
(3) OK を押してください。 

 
step および、substep を削除するには、 • 
(1) Delete Step ボタンを押してください。 
(2) 「'Are you sure?'（よろしいですか？）」に、Yes と応答します。 

 
備考 

 
(1) ステップを編集、挿入する場合、それらは、QuickField 中で直ちに実行されません。（それらは、

Steps を記録するとき行なわれます。） 
 
間違ったステップ（dx、dy およびラベルの誤り）を定義した場合、それに気付かず、Get Results 
を押せば、LabelMover はそのステップを実行するので、注意してください。 

 
(2) ステップを変更した後、Results ページにスイッチし、メッセージが現れ、現在の結果と異なるこ

とを知らせます。 
 
最新の結果を得るには、Get Results を押してください。このボタンを押すと、すべての問題は新

しいステップ定義を使用し、解析が実行されます。 
 
Substeps の追加方法 
 
例えば、Move 操作の１つステップを複数定義することが便利な場合があります。LabelMover は、い

くつかの substeps で構成されるステップを定義することが可能です。 
 
単純な例として、頂点 A を 1cm 上に移動し、頂点 B を 1cm 右に移動し、頂点 C を 1cm 左に移動し、

３つの頂点がすべて移動された後の結果を得たいとします。その操作は、 
 
(1) ステップを記録するために、Record Steps ボタンを押してください。 
 
(2) Record Steps ダイアログでラベル A を選択し、dx=0, dy=1 を指定し、Add Step ボタンを押してく

ださい。新しいステップがステップ・リストに追加されます。 
 
(3) ラベル B を選択し、dx=1,dy=0 を指定し、Add as Substep ボタンを押してください。この場合、新

しいステップは追加されず、代わりに、Move オペレーションが同じ Step の substep として追加さ

れます。 
 
(4) ラベル C を選択し、dx=-1,dy=0 を指定し、Add as Substep を押してください。別の substep が現在

の Step に追加されます。 
 
(5) 今、いくつかの substeps から成るステップが準備されました。Get Results を押すと、これらの３

つのすべて Move オペレーションが実行されます。ただし、１つの問題だけが生成されます。 
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合成コンターの操作方法 
 
Values を指定する場合、合成コンターを定義することができます。すなわち、それぞれにラベル付け

されたいくつかの部分から成るコンターを定義することができます。その後、Add Values ダイアログ

中でそのコンターを使用することができます。 
 
合成コンターの定義 
 
(1) Add Values を押してください。 

Add Values ダイアログになります。 
 
(2) Add Compound Contour... ボタンを押してください。 
 

Define Compound Contour ダイアログになります。このダイアログでは、以下の設定が可能です。 
 
• 

• 
• 
• 

• 

エッジやブロックのラベルを選択し、そのエッジやブロックをコンターに追加するには、

Add ボタンを押してください。 
コンターを閉じるために、Close Contour ボタンを押してください。 
コンターの方向を変更するために、Change Direction ボタンを押してください。 
誤りを犯した場合には、最後の操作をコンターから削除するために、Delete Last ボタンを押

すことができます。 
コンターの定義を終えるには、OK を押してください。 

 
(3) 今、定義した合成コンターは、利用可能な合成コンターのリストに追加されます。 
 
備考：LabelMover は、正しいコンターを指定したかどうかチェックします。例えば、それは、複数の

エッジが混合したり、１つの合成コンターに複数のブロックを指定することはできません。 
 
しかしながら、コンターを定義している間において、いくつかのエラーはチェックすることができず、

その後にチェックされます。そして、Get Results ボタンを押すと、LabelMover はそのコンターを使用

し、結果を得ようとします。そのため、合成コンターの定義には注意してください。 
 
合成コンターの削除 
 
必要としない合成コンターを削除することができます。その操作は、 
 
(1) Add Values ボタンを押してください。 

Add Values ダイアログになります。 
(2) 削除したい合成コンターを選択してください。 
(3) キーボードから、Del を押してください。 
 
Values と Steps のファイルへの保存方法とオープン方法 
 
LabelMover の現在データ（Base Problem、Values、Steps、解析結果）のすべてをファイルに保存する

ことが可能です。また、その後、そのファイルをオープンすることにより、保存された Step シーケ

ンスを調査し続けることができます。 
 
ファイルに現在のデータを保存するには、 
 
(1) Ctrl+S を押します。（また、メニューから、File + Save を選択するか、対応するツールバー・ボ

タンを使用することができます。） 
(2) 初めて現在のデータを保存するとき、ファイル名を指定するように促されます。デフォルトでは、

そのファイルは.qlm 拡張子を持ちます。 
 
保存されたファイルをオープンするには、 
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(1) Ctrl+O を押します。（また、メニュー・コマンドから、File + Open... を選択するか、対応するツ

ールバー・ボタンを使用することができます。） 
(2) オープンしたい.qlm ァイルを選択してください。 
 
詳細については、以下を参照してください。 
 
QuickField LabelMover とは？ 
LabelMover の概説 
LabelMover 機能の使用方法 
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