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ペーパレスレコーダ用

データ管理ソフトウエア
高度なデータ管理機能により，
日々の作業を強力にサポート
ペーパレス化のメリットを最大限に引き出す決定版ソフトウエア，
登場
タグ名，
アラーム，
メッ
セージなどのリストを
簡単に表示

管理情報（インデッ
クス）を利用したク
イック検索

データは機 器 別で
自動整理，
機器名は
変更可能

カーソルを使 用し，
指定時刻のデータ
（カーソル値）やカ
ーソル区間内の最
小値・最大値などを
表示可能

Y軸はマウス操作で
簡単に拡大・縮小
が可能，
また単位の
同じY 軸 同 士を見
やすく束ねることが
可能

機器側で入力され
たメッセージを表示
するほか，
任意のコ
メント（マーク）
を追
加可能

【管理情報（インデックス）を利用したクイック検索】 【多彩なグラフ表示】
タグ名，
アラーム，
メッセージなどの情報を日時やバッチ名などの条
件で検索し，
目的のデータを簡単に見つけることができます。デー
タファイルをDAQManager内に取り込む際に登録された，
管理情
報（インデックス）に対して検索を行うので，
検索結果がクイックに
得られます。

データファイルの内容をそのまま表示するだけでなく，
別々の機器
や異なる周期で記録されたチャネルを選び，
同一のトレンドグラフ
に表示することが可能です。作成したグラフは印刷，
データ変換
（Text/Excel）でき，
保存して後日再表示できます。

DAQManager管理領域
管理フォルダ
インデックス

DX1000

25ms

DAQManager
DX1000

1s
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【簡単データ取り込み（インポート）】

【データの自動結合】

データの取り込みは，
フォルダを指定するだけ。あとは自動的に，
日
時やバッチなどの情報とともに記録元の機器別で管理されますの
で，
ユーザは煩わしいフォルダ整理から解放されます。DAQWORX
DAQEXPLORERソフトウエアなどを使用してデータファイルを自
動転送すれば，
データ回収業務を完全自動化できます。

複数のファイルに分割保存されたデータは，
自動的に結合されます。
メモリスタートからメモリストップ（または継続記録中）
までを1つの
連続データとして扱いますので，
ユーザはファイルの継ぎ目を意識
することなくデータの確認や解析を行えます。
メモリスタート

オートセーブ

オートセーブ

オートセーブ

レコーダ記録データ

連

DAQManager取り込み後

続

デ

ー

タ

こんな使い方ができます
フォルダを最短10分間隔で監視し，
自動インポートが可能
また，
データのExcelまたはテキストへの自動変換も可能

基本例1：何十台ものレコーダのデータから，
タグ名，
日時で検索表示
基本例2：さまざまなバッチデータから，
バッチ情報やメッセージで検索表示
応用例1：毎週月曜日，
週末に発生した警報をリストアップしてデータ表示
応用例2：各工場のレコーダから，
排水データだけをまとめて同一グラフに表示

仕様（詳細仕様は，
一般仕様書GS04L47B01-01JAでご確認ください）
◆ オペレーティングシステム
Windows XP Home Edition，Professional（x64 Editionは非対応）
Windows Vista Home Premium，Business（64ビット版は非対応）
Windows 7 Home Premium（32ビット版，
64ビット版)，
Windows 7 Professional（32ビット版，
64ビット版)
◆ プロセッサ
Pentium4 3.0GHz相当以上のIntel社製x64またはx86プロセッサ
ただし，
Windows 7 (64 ビット版）使用時はインテル社製 x64 プロセッサ
（マルチプロセッサでの動作は確認されていません）
◆ メインメモリ
Windows XP：1GB以上，
Windows Vista，
Windows 7：2GB以上（推奨）
◆ ハードディスク
ソフトウエアのインストールに約200MBの容量が必要なほか，
管理用インデックス領域
（1つの管理領域あたり最大2GB）およびデータファイル保存用の領域が必要
◆ サポート機種・ファイル（拡張子）
Daqstation DXAdvanced DX1000/DX1000N/DX2000シリーズ
（/AS1 オプションは非対応）
MVAdvanced MV1000/MV2000シリーズ
表示データファイル（.dad），
イベントデータファイル（.dae）
DAQSTATION DX100/DX200シリーズ
表示データファイル（.dds），
イベントデータファイル（.dev）
◆ 1つの管理領域にインポートできる機器台数
300台
◆ データ検索用管理情報
日時，
タグ名，
バッチ名，
表示グループ名，
メッセージ，
アラーム種類など
◆ データ表示・印刷項目
波形（トレンドグラフ），
ディジタル値，
アラーム一覧，
マーク
（メッセージ）一覧，
カーソル値，
区間演算結果（最小，
最大，
P-P，
イベントデータのときのみ平均も表示）

形名
基本仕様
コード

形名
DXA250
出荷形態

付加仕様
コード

記事
DAQManager
インストールメディア：CD-ROM
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DXAdvanced本体のオプションとしても販売中
DXAdvancedカスタムディスプレイ用ビルダソフトウエアDAQStudioと，
ペーパレスレコーダ用
データ管理ソフトウエアDAQManagerを，
DXAdvanced本体のオプションとしてもお求めいた
だけます。とくにDAQManagerオプションは，
ソフトウエア単品よりも割安となっております。
ぜひDXAdvancedご購入と同時にDAQManagerオプションをご検討ください！
形名・基本仕様コード
DX10□□-□-4-1
DX10□□N-□-4-1
DX20□□-□-4-1
付加仕様

付加仕様コード

記事
DX1000シリーズ
DX1000Nシリーズ
DX2000シリーズ
DAQStudioソフトウエア付属
DAQManagerソフトウエア付属

/PCS1
/PCS2

DAQManagerトライアルダウンロード
DAQManagerをダウンロードし，
最長30日間お試しいただけます。
http://www.yokogawa.co.jp/ns/ から「ダウンロード」へとお進みください！
DAQManagerは，
横河電機株式会社の商標です。
YOKOGAWA，
VigilantPlant，
DAQWORX，
DAQSTATION，
DXAdvanced，
MVAdvancedは，
横河電機株式会社の
登録商標です。
Microsoft，
Windows，
Windows XP，
Windows Vista，
Excelは，
米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国
における登録商標または商標です。
Intel，
Pentiumは，
米国Intel Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他，
本文中に使われている会社名および商品名称は，
各社の登録商標または商標です。

ご注意
●本製品を正しく安全にご使用いただくため、
「取扱説明書」をよくお読みください。
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Vig-RSS-9
製品仕様、取扱方法、機種選定に関するご相談は

カスタマーサポートセンター

0120-569116 にお問合せください。
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