
【解説】 
 

STAR6.2 アシスタント（Assistant）ダイアログ 
 
 

 
 
 
STAR6.2操作のヒント 
 
Tip of Day タブの Did you Know…では、STAR6.2 の操作において便利な機能を紹介します。 
 

You can select multiple views by holding down the Ctrl button when clicking a view. 
 
ビュー・ウィンドウ上で Ctrl ボタンを押しながらクリックすることにより、複数のビュー

を選択することができます。 

• 

• 

• 

 
You can reset the rotation of a model view by holding down the left mouse button and then clicking 
the right mouse button. 
 
マウス左ボタンを押しながらモデル・ビューを回転するとき、マウス右ボタンをクリック

することにより、モデル・ビューの回転をリセットすることができます。 
 

You can copy the plot values on a graph to the clipboard. 
Right click a graph and select 'Copy plot values to clipboard'. 
 
クリップボードにグラフ上のプロット値をコピーすることができます。 
計測データ・グラフ上でマウス右ボタンをクリックし、Copy>Plot Values or Complex Plot 
Values を選択してください。 
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• 
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You can view both graphs and model views at the same time. 
Use the main menu and select Window >> New Window. 
 
計測データ・グラフとモデル・ビューの両方を同時に見ることができます。 
メイン・メニューを使用し、Window>New Windows を選択してください。 

 
You can have your last project automatically opened when you start the application. 
Use the main menu and select Customize Application. 
 
STAR の再起動時に、最後にオープンしたプロジェクトを自動的にオープンすることができ

ます。 
メイン・メニューから、Customize>Application を実行し、Application Specific タブの

Documents（Open most recent project when application starts）をチェックします。 
 

You can rotate a model by holding down the left mouse button inside a view a dragging the mouse 
perpendicular to the axis you wish to rotate about. 
 
モデル・ビュー内でマウス左ボタンを押しながらドラッグし、所望の軸まわりにモデルを

回転させることができます。 
 

You can select all views by pressing Ctrl A. 
 
Ctrl A を押すことにより、すべてのビューを選択することができます。 

 
You can add and delete views by using the Insert and Delete keys on your keyboard. 
 
キーボード上の Insert と Delete キーを使用することにより、ビューの追加や削除ができます。 

 
You can copy a model view to the clipboard in both Bitmap and Metafile formats. 
Right click a model view to get a popup menu with these options. 
 
ビットマップおよびメタファイルによってモデル・ビューをクリップボードにすることが

できます。 
それらのオプションを備えたポップ・アップ・メニューを表示するためにモデル・ビュー

上でマウス右ボタンをクリックしてください。 
 

You do not have to define solid surfaces to gain use of the emphasize mag control. 
Using the model view ctrl, select the rendering page. Change the mode to OpenGL and in the draw 
section turn off surfaces. You can now use the emphasize mag control to highlight the lines.  
 
カラー分布表示のコントロールを使用するためにソリッド・サーフェイスを定義する必要

はありません。 
Model View Control の Rendering を選択し、Mode の OpenGL および Draw の Surface モード

を変更してください。さらに、ラインをハイライト表示するために、Shaing の Emphasize 
Mag を選択することができます。 



操作ステップ・ガイド 
 
Check List タブでは、主な操作ステップをガイドします。 
 
 

 
 
 
Find ボタンを押すと、マウスカーソルがサークル状の矢印に変わります。そのカーソルにおい

て、それぞれの項目上をクリックすることにより各ステップに移動することができます。 
 



データベースのチェック 
 
Verification タブでは、現在オープンされているプロジェクトの整合性をチェックします。 
 
 

 
 
 
Verify ボタンをクリックすることにより、現在のデータベースをチェックし、即座にその結果を

表示します 
 
一般に、No problems were identified というメッセージを伴う場合には、データベースに問題がな

いことを意味します。  
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