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To control the plugin, send a linked message from your script.
The details are as follows.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
llMessageLinked( integer link, integer KEYNUMBER, string COMMAND, key id );
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- integer link
 Link number (0: unlinked, 1: root prim, >1: child prims) or a LINK_* flag, where the plugin 
is in.
 LINK_* flags are;
  LINK_ROOT :  sends to the root prim in a multi-prim linked set
  LINK_SET :  sends to all prims
  LINK_ALL_OTHERS :  sends to all other prims
  LINK_ALL_CHILDREN :  sends to all children, (everything but the root)
  LINK_THIS :  sends to the prim the script is in

- integer KEYNUMBER
 A unique number for you to call the plugin.
 'Keynumber Generator' object tells you the number when you touch it.
 That number is valid only while the plugin is in an object the root prim of which is created 
by yourself.

- string COMMAND
 A command to control the plugin. See the next page for more details.

- key id
 Specify "" (null string) because the plugin does not concern id.
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COMMAND details are as follows. Not case-sensitive.

  "resize|%"
    resizes object. % is an integer value and zero means Restore.
    For example,
    "resize|5"    :means +5%
    "resize|-10"  :means -10%
    "resize|0"    :means Restore (gets back to the original size)

  "axis|AXES"
    sets axis directions for resizing. AXES is any of X, Y, Z, XY, YZ, ZX, or XYZ.
    For example,
    "axis|XYZ"    :sets X, Y and Z
    "axis|X"      :sets X only
    "axis|YZ"     :sets Y and Z

  "menu"
    shows you a dialog box. You can also control the plugin from the menu.

  "pose"
    starts or stops a pose animation if the object is attached.

  "delete"
    removes the plugin from object content.

    NOTE:
      If the object(prim) and the plugin(script) permissions are both Copy, the script is 

removed immediately without asking confirmation. If both are or either one is No copy, 
that command is ignored. Permissons are scanned when the plugin is dropped into an 
object, or every time the object is rezzed.

For example,
 llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "resize|10", "" );
   resizes +10%

 llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "axis|XYZ", "" );
   sets axis X, Y and Z.

 llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "menu", "" );
   opens menu.

If you would like to know more about llMessageLinked function itself, please refer to 
Secondlife Wiki.
http://wiki.secondlife.com/wiki/LlMessageLinked
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（日本語, In Japanese）

　プラグインを制御するには、あなたのスクリプトからリンクメッセージを送信してくださ
い。詳細は以下の通りです。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 llMessageLinked( integer link, integer KEYNUMBER, string COMMAND, key id );
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

・integer link
　リサイザープラグインが入っているプリムの

 　リンク番号 (0: 単一プリム, 1: リンクセットの親プリム, 2以上: リンクセットの子プリム)、
 　または、その番号が含まれる LINK_* フラグを指定します。

　LINK_* フラグの種類は以下の通りです。
　　LINK_ROOT :  リンクセットの中の親プリムに送ります
　　LINK_SET :   全プリムに送ります
　　LINK_ALL_OTHERS :  自分以外の全プリムに送ります
　　LINK_ALL_CHILDREN :  （親プリム以外の全ての）子プリムに送ります
　　LINK_THIS :   スクリプトの入った自プリムに送ります

・integer KEYNUMBER
　リサイザープラグインを呼び出すためのあなた専用の鍵番号です。
　同梱  の Keynumber Generator オブジェクトにタッチすると、その番号を取得できます。
　この番号は、「ルートプリムのクリエーターがあなた自身であるオブジェクト」の中にプ
ラグインを入れた場合にのみ有効です。

・string COMMAND
　リサイザープラグインを制御するためのコマンドを指定します。
　詳細は次ページを参照。

・key id
 　空文字列 "" を指定します。

　リサイザープラグインはこのパラメーターを使用しません。
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COMMANDの詳細は以下の通りです。大文字と小文字の区別はありません。

　"resize|%"
　　オブジェクトをリサイズします。
　　% は整数値です。0を指定すると元の大きさに戻します。
　　（例）
　　　"resize|5"    :  拡大します +5%
　　　"resize|-10"  :  縮小します -10%
　　　"resize|0"    :元の大きさに戻します。

　"axis|AXES"
　　リサイズする方向の軸をセットします。
　　AXES  　は X, Y, Z, XY, YZ, ZX, XYZ　のいずれかを指定してください。
　　（例）
　　　"axis|XYZ"    :XとYと Z をセット
　　　"axis|X"      :X をセット
　　　"axis|YZ"     :YとZ をセット

　"menu"
　　ダイアログボックスを表示します。
　　このメニューからリサイザープラグインを制御することもできます。

　"pose"
　　オブジェクトが装着されている場合、ポーズスタンドのアニメを開始または停止します。

　"delete"
　　オブジェクトの中身からリサイザープラグインを消去します。
　　備考：
　　　オブジェクト（プリム）とプラグイン（スクリプト）のパーミッションが
　　　両方とも「コピー可」ならば、スクリプトは、確認なしで直ちに削除されます。
　　　いずれか一方でも「コピー不可」ならば、コマンドは無視されます。

リンクメッセージの例
　llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "resize|10", "" );
　　オブジェクトを拡大します。+10%

　llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "axis|XYZ", "" );
 　　リサイズする方向を X, Y, Z にセットします。

　llMessageLinked( LINK_SET, KEYNUMBER, "menu", "" );
　　リサイザーのメニューを開きます。

※llMessageLinked関数そのものについての詳しい解説は、セカンドライフWikiを参照して
ください。
http://wiki.secondlife.com/wiki/LlMessageLinked
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