Image Controller Easy Simple
Easy Simple
1.

ver. 01B May 2022 Es1.0.9b

デジサイトやマイサーバーの設定状況を表示するようにしました。マイサーバーは Slide/HTML タブで
デジサイトは DigiSite タブで表示されます。青色は設定がなされている 赤色は設定がされていないことを示し
ます。
The setting status of DigiSite and My Server is displayed. My Server is on the Slide/HTML tab, DigiSite
is displayed on the DigiSite tab. Blue indicates that the setting has been made. Red indicates that the
setting has not been made.

2.

Simple が受信すると他のジョブのマウスカーソルが移動するのを防止できるようにしました。 Slide/HTML タブ
で カーソルを TX/RX 画像上に移動のチェックを外してください。
Enabled to prevent the mouse cursor of the other jobs from moving when Simple receives. Uncheck
Move cursor on TX/RX images on the Slide/HYML tab.

3.

HTML/Video タブの送信ボタンは最新の送信画像の種類を示すようにしました。
The TX button on the HTML/Video tab now shows the latest TX image types.

4.

使用出来るフォント色を５０色から Windows で定義されたすべて１４１色にしました。
The font colors that can be used have been changed from 50 colors to all 141 colors defined in Windows.

5.

壁紙の画像幅を独自に設定できるようにしました。
The image width of the wallpaper can be set independently.

6.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 01B February 2022 Es1.0.7b

設定したデジサイトやマイサーバーの動作確認を出来るようにしました。
You can now check the operation of the set DigiSite and My Server.

2.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 01B January 2022 Es1.0.7

Easy および Lite で URL に登録された局は Lite および Easy と同様に送信画像・HTML サーバーとして登録さ
れたサーバーを利用出来るようにしました。 詳細は説明書 Item １４を参照してください。

The stations registered in the URL with Easy and Lite can now use the server registered as the TX
image/HTML server as with Lite and Easy. Please refer to the manual item 14 for details.
2.

1 台で 2 つの Simple を動かすには１つ目の Simple をフォルダーごとコピーしフォルダー名を変更してくださ
い。 コピーしたフォルダー内の Controller_EasySimple.exe のショートカットをデェスクトップ上に作成してくだ
さい。 作成したショートカットで起動すると下記が出ますので「いいえ」を押して起動してください。 起動後に i
いろいろな設定を変更してください。

To run two Simples on one PC, copy the entire folder from the first Simple and rename the folder. Create
a shortcut for Controller_EasySimple.exe in the copied folder on the desktop. When you start with the
created shortcut, the following will be appear, so press “no” to start it. Please change the setting after
startup

.
3.

MP4, WMV, MOV, MTS,AVI 等のビデオおよび MP3 の音楽を単独で送れるようにしました。
MP4, WMV, MOV, MTS, AVI video and MP3 music can be sent independently

4.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 01B December 2021

Es1.0.6

壁紙画像 10 枚に関しドラッグアンドドロップで画像を取り込めるようにしました。
Drag and drop can be imported for 10 wallpaper images.

2.

QSL 用データで周波数およびモードに関して <BAND> <MODE> を選ぶと自動的に現在の周波数とモード
を取り込めます。
Select <BAND> <MODE> for frequency and mode in the QSL data, the current frequency and mode can
be automatically imported.

3.

QSL 用データで Remarks Rig/ANT <QSLDATA1> <QSLDATA2> にはメッセージマクロと同様のマクロが
使えます。

For QSL data, Remarks Rig/ANT <QSLDATA1> <QSLDATA2> can be use macros same as message
macro.
4.

TX タブのフォント設定を変更しました。文字位置変更のラベル Msg1,Msg2,Msg3,Msg4,Rport を右クリックす
るとフォント設定が開けます。また、フォント設定画面で同時に Msg1,Msg2,Msg3,Msg4,Rport を選べるように
しました。
Changed the font settings on the TX tab, Right-Click the label Msg1, Msg2, Msg3, Msg4, Report to
change the character position to open the font settings. Also Msg1, Msg2, Msg3, Msg4, Report can be
selected at the same time on the front setting screen.

5.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 01B November 2021

Es1.0.5

QSL データを作成できるようにしました。 TX タブの TX 画像を右クリックする。 QSL データを起動して QSL に
必要なデータ、文字の色、書体、枠の色および様式を設定してください。 TX タブの QSL に」チェックを入れる
と QSL が送信画像に表示されます。 QSL データの位置はマウスドラッグで大きさはマウスホイールで調整で
きます。 HTML にも利用できます。 詳細はマニュアルの 12 を参照ください。
Added a way to create still images using HML templates without using a DigiSite server. If check PC
Data in the HTML tab, the images in the PC will be used. The template macro of the station who has set
the DigiSite does not use the images in the server, but uses the image, video, slide image and music in
the PC and create a still image. Note that slide shows using JAVA script may not work with images on
the PC. In addition, the HTML to be used in the server will be created when uploading the HTML to the
server. For detail, please refer to Manual item 12.

2.

TX タブマクロメニュを４種類登録できるようにしました。 マクロの変更は TX タブを右クリックしメッセージマク
ロメニュを選びマクロ１、、、マウロ４を選んでください。 マクロの登録はマクロボタンを押して登録してください。
また、マクロメニュの登録画面の右上の Font Message ボタンを選ぶとそのマクロメニュのフォントになります。
4 types of macro menus can be registered. To change the macro right-click the TX tab, select the
message macro menu, and select Macro 1, ..., Macro 4. To register a macro, press the macro button to
register.
Also, if you select the Font Message button on the upper right of the macro menu registration screen,
the font for that macro menu will be displayed.

3.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 10B October 2021

Es1.0.4

デジサイトサーバーを使用しないで HTML テンプレートを使用し静止画像を作成する方法を追加しました。
HTML タブにある PC Data にチェックを入れると PC 内にある画像を使用します。 デジサイトを設定されている

方のテンプレートマクロ展開時はサーバー内にある画像その他は使用せず PC 内にある画像、動画、スライド
画像、音楽を使用し HTML を実行し静止画を作成します。 なお、JAVA を使用したスライドショー等は PC 内
の画像では動かない場合があります。さらに、HTML をアップロード時にサーバー内で使用する HTML を作成
しサーバーにアップロードします。
Added a way to create still images using HML templates without using a DigiSite server. If check PC
Data in the HTML tab, the images in the PC will be used. The template macro of the station who has set
the DigiSite does not use the images in the server, but uses the image, video, slide image and music in
the PC and create a still image. Note that slide shows using JAVA script may not work with images on
the PC. In addition, the HTML to be used in the server will be created when uploading the HTML to the
server.
2.

その他バグを修正
Bugs fixed.

Easy Simple
1.

ver. 05B October 2021

Es1.0.3

ファイルのアップロードをフォグランドで実行をバックグランド実行に変更しました。
アップロード実行時に Simple の次の操作が出来ます。
Changed file upload to run in background. You can perform the following operations of Simple when
uploading.

2.

レポートシステムでレポートのポップアップ Off 機能を追加 TX タブ画像を右クリックでメニュを開き レポート
ポップアップしないにチェックを入れる。 レポート見る場合は レポート表示をクリックしてください
Added Report Popup Off function. Right click on the TX image of the TX tab, then check Report Popup
Off. Click Get Report to display the report.

3.

レポート表示場所を変更できるようにしました。
The position of the report screen can be changed.

4.

スライドショーHTML において、Slide7 が表示されないのを修正しました。
Fixed Silide7 not being displayed in slideshow HTML

5.

起動時に画面が表示されない不具合を修正しました。
Fixed a bug that the screen is not displayed at startup.

6.

自動起動を追加しました。
Added Auto Start.

7.

HTML 送信を記憶するようにしました。
Memorize the check of Send HTML..

8.

同一 PC で Easy と Easy Simple を同時起動時に画像が表示されない場合がありますので修正しました。
また、 Easy Simple を 2 つ起動する場合も同様でこの場合は２番目に起動した Easy Simple の Setting タ
ブの２番目起動のシンプルにチェックを入れてください。
The image may not be displayed when Easy and Easy Simple are started at the same time on the same
PC, so this has been fixed. Also the same applies when starting two Easy Simple, in this case, Check
2nd Simple Program for the 2nd started Simple on the Setting tab.

9.

YoniQ に縦長画像を取り込めるようにしました。
Enabled to import portrait images into the YoniQ.

10. HTML 表示時間と画像表示時間を個別に設定できるようにしました。
HTML display time and image display time ca be set individually
11. HTML マクロ ＜BACK>を送信画像となるようにしました。
The HTML macro <BACK> is sends TX image.
12. HTML マクロ ＜SLIDE>をデジサイト URL となるようにしました。
The HTML macro <SLIDE> is replaced with DigiSite URL
.
13. HTML マクロ展開で＜MSG3＞と<MSG4>を逆にするチェックボックスを追加しました。
Added a Checkbox to reverse <MSG3> and <MSG4> in HTML macro expansion.
14. その他バグを修正
Bugs fixed.

