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■ 製品概要
DAQManager は，ペーパレスレコーダ Daqstation，
MVAdvanced の測定データを PC 上で管理するソフト
ウエアです。DAQManager 内に取り込まれたデータ
は日時，タグ名，バッチ名などの条件で簡単かつク
イックに検索でき，別々の機器や異なる周期で記録
されたチャネルでも同一のトレンドグラフやディジ
タル値で表示することが可能です。

■ 一般仕様

● 動作環境

表　PC システム要件
項目 仕様

オペレーティン
グシステム

Windows 7 Home Premium SP1（32
ビット版，64 ビット版 )，Windows 7 
Professional SP1（32 ビット版，64 ビット
版 )，Windows 8.1 Update（32 ビット版，
64 ビット版 )，Windows 8.1 Pro Updata（32
ビット版，64 ビット版 )
Windows 10 Home （32 ビット版，64 ビッ
ト版），Windows 10 Pro （32 ビット版，64
ビット版）

プロセッサ Pentium 4 3.0 GHz 以上 (1)

メインメモリ 2 GB 以上

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，
NTFS(2) 推奨

ドライブ CD-ROM ドライブ

モニタ，ディス
プレイアダプ
タ (3)

OS が推奨するビデオカードおよび OS に
対応した 1024 x 768 ドット以上，65536 
色 (16 ビット，High Color）以上のディス
プレイ。

プリンタ (3) カラープリンタ推奨， 
A4 サイズもしくはレターサイズ以上

1：  マルチプロセッサでの動作は確認されていません。
2：  NTFS（NT File System）とは，Windows で使用で

きるファイルシステム（ハードディスクなどの
データを管理する仕組み）の 1 つで，FAT（File 
Allocation Table）ファイルシステムに比べ，よ
り多くのデータを扱えるという特長があります。
DAQManager では，NTFS でフォーマットされた
ハードディスクを推奨しています。

3：  使用するオペレーティングシステムの対応製品が
必要です。

● サポート機種・ファイル（拡張子）
Daqstation DXAdvanced 
DX1000/DX1000N/DX2000 シリーズ (/ASI オプショ
ンには非対応 )：
  表示データファイル（.dad），
  イベントデータファイル（.dae）
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）

● 表示言語
インストール時に指定できます。ただし英語以外
は，同一言語のオペレーティングシステム環境に
て正常動作します。
　表示言語： 日本語，英語，中国語，韓国語，
　  ドイツ語，フランス語，ロシア語

■ ファイル管理機能
DAQManager は，ペーパレスレコーダの測定データ
ファイルを「管理領域」内に取り込んで管理します

（インポートといいます）。取り込まれたデータファ
イルは，検索に必要な情報が管理情報（インデックス）
として登録され，記録元の機器別に整理して保管さ
れます。管理領域は複数作成し，切り替えて使うこ
とができます。

● 管理領域
作成可能な管理領域数：最大 10

図　DAQManager 画面イメージ
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1 つの管理領域にインポートできる機器台数：
  最大 300 台
1 つの管理領域にインポートできるファイル数：
   目安として，1 ファイルあたりに含

まれるアラーム履歴とメッセージが
ともに 10 件の条件で，約 10 万ファ
イル（インデックスの上限サイズが
2GB であり，アラーム数やメッセー
ジが増えればファイル数は減る）

バックアップ機能：管理領域内の全情報の，指定 
  フォルダへの書き出しおよび読み込 
  みが可能

図　管理領域編集画面

● 自動インポート
あらかじめ設定されたフォルダを定期的に監視し，
まだインポートされていないファイルがあれば自
動でインポートします（その際，インポート元ファ
イルは削除されません）。
監視時間（間隔）：10 分，30 分，1 時間，6 時間， 
  8 時間，12 時間，24 時間
登録数：  最大 8 フォルダ（それぞれサブフォ

ルダの要否を設定可）
自動変換：  インポートしたデータファイルを

Excel またはテキストへの自動変換
が可能

図　自動インポート設定画面

● 手動インポート
操作により，指定のファイル，指定フォルダ内の
ファイル，指定リムーバブルディスク内のファイ
ルをインポートします（その際，インポート元ファ
イルは削除されません）。サブフォルダの要否も指
定可能です。

図　手動インポート（フォルダ）画面

図　手動インポート（ファイル）画面

● ファイルエクスポート
ファイルリスト（次の「データ検索機能」項を参照）
上で選択したファイルを，指定フォルダへ書き出
すことが可能です（管理領域にも残ります）。

図　ファイルエクスポート画面

● ファイル削除
ファイルリスト（次の「データ検索機能」項を参照）
上で選択したファイルを，「削除済みデータ」に移
動し，管理対象からはずすことが可能です。「削除
済みデータ」のファイルは管理対象に戻すか，完
全に削除することが可能です。
完全に削除されたファイルは，自動インポートの
対象から除外されます。手動インポート操作によっ
てのみ再インポートが可能です。

■ データ検索機能
DAQManager は，取り込んだデータに関する管理情
報（インデックス）を，リストとして一覧表示でき
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図　リスト検索例（アラームリスト）

● 検索条件保存
検索条件に名前を付けて保存し，繰り返し使用す
ることが可能です。
　検索条件名文字数：全角 16 文字／半角 32 文字

■ データ表示機能
リスト上で目的のデータを選び，グラフウィンドウ
上にトレンドグラフとして表示します。その際，レ
コーダ側のオートセーブ機能によって複数のファイ
ルに分割保存されたデータは，自動的に結合されま
す。表示したグラフはデータ変換，印刷が可能で，
保存して後日再表示できます。

● データ表示方法
リスト上で選択したデータの表示方法は，次の 3
通りがあります。
表示：   選択したデータに関連するチャネル

のみを新規ウィンドウに表示
ファイル全体を表示：選択したデータを含むファ

イル全体の内容を，レコーダ側で設
定された表示グループどおりに新規
ウィンドウに表示

追加表示：  選んだデータに関連するチャネルの
みをアクティブウィンドウに追加

● トレンドグラフ表示
表示グループ数：1 つのグラフウィンドウにつき，

最大 50 グループを切り替え表示
表示グループ名：設定（変更）可能
表示グループ名文字数：全角 16 文字／半角 32 文

字（ただしグラフ上での表示は全角
4 文字／半角 8 文字まで）

表示チャネル数：1 つの表示グループに最大 100
チャネルまで表示（追加）可能

チャネル表示：チャネル名，タグ名，タグ No. で切
り替え可能

時間軸単位： 絶対時刻
時間軸表示倍率：最大圧縮率は測定周期に依存

（1 ピクセルに圧縮可能なデータは
10,000 データまで。例：1 秒周期で
の最大圧縮率は 7day/div）

 3month/div，1month/div，7day/

ます。ユーザはそのリストを使用して目的のデータ
を探します。

● リスト表示
リスト種類：  タグリスト (1)，アラームリスト，表

示グループリスト (1)，メッセージリ
スト，ファイルリスト (2)，連続デー
タリスト (1)

リスト対象：  全機器のデータ，もしくは特定の機
器のみのデータ

表示限界： 最大 10 万件
機器名：  機器の区別のため，任意の機器名を

設定可能（初期状態ではシリアル番
号で自動命名）

機器名文字数：全角 16 文字／半角 32 文字
1：  タグリスト，表示グループリスト，連続データリ

ストは，レコーダ側のオートセーブ機能によって
複数のファイルに分割保存されたデータを結合し，
メモリスタートからメモリストップ（もしくは継
続記録中のオートセーブ）までを 1 件として扱い
ます。

2：  ファイルリストは，レコーダ側のオートセーブ機
能によって分割保存されたそれぞれのファイルを 1
件として表示します。

図　リスト表示例（全機器のタグリスト）

● リスト検索
リストの中から目的のデータをすぐに見つけられ
ない場合は，検索によってリストを絞り込むこと
ができます。表示したリスト種類により，実行で
きる検索条件が異なります。

表　リスト検索仕様
リスト種類 検索条件

タグリスト 時刻 (1)，文字列（タグ名，タグ No.，チャ
ネル名，バッチ名）

アラーム 
リスト

時刻 (1)，文字列（タグ名，チャネル名，バッ
チ名），タイプ（上限／下限等）

表示グループ 
リスト

時刻 (1)，文字列（表示グループ名，バッチ名）

メッセージ 
リスト

時刻 (1)，文字列（メッセージ，入力ユーザ名，
バッチ名）

ファイル 
リスト

時刻 (1)，文字列（ファイル名，バッチ名）

連続データ 
リスト

時刻 (1)，文字列（バッチ名，バッチコンメ
ント，バッチテキスト）

1： 日時範囲指定，最新○時間，最新○日，最新○月，
最新○年
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div，1day/div，12hour/div，8hour/
div，6hour/div，4hour/div，3hour/
div，2hour/div，1hour/div，30min/div，
10min/div，5min/div，1min/div，30sec/
div，10sec/div，5sec/div，1sec/div， 
0.5sec/div，0.1sec/div，0.05sec/div

時間軸表示位置：スクロールさせることでスタート
～ストップ間の全データを表示可能

時間軸範囲指定：表示したい区間を日時で指定し，
表示倍率と表示位置を自動調整する
ことが可能（ただし，表示倍率の限
界により一画面内に収まらない場合
もある）

波形表示のデータ数：波形表示のデータ数が約 21 
億（ 正 確 に は 2,147,483,647） デ ー
タを超える連続データの場合、正し
く表示されません。測定周期が 1sec 
では約 68 年の連続データ、25msec 
では約 1.7 年の連続データとなりま
す。そのような場合は先頭のファイ
ルから消去していき、波形表示の最
大データ数以内に収めることで表示
できるようになります。

Y 軸グルーピング機能：単位の一致するチャネル，
もしくは単位とスケールが一致する
チャネルの Y 軸を束ねることが可能

Y 軸設定： 軸ごとに，表示スケールおよびグラ
フ中の表示ゾーンを変更可能

Y 軸表示倍率：マウス操作により，軸ごとに拡大（20
倍，10 倍，5 倍，2 倍），縮小（1/2 倍，
1/5 倍，1/10 倍，1/20 倍）が可能

凡例表示： チャネル順に表示，Y 軸グルーピン
グして表示，非表示

アラーム表示：アラームの発生状況を，トレンド
グラフ最下段に帯状に表示可能

カーソル機能：さまざまな用途で使用するための
時間軸カーソルを 2 本表示可能

カーソル移動：マウス操作で指定できるほか，ア
ラーム位置，マーク／メッセージ
位置，スタート／ストップ位置への
ジャンプが可能

マーク機能： レコーダ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
マーク表示位置：マーク設定時刻の左側もしくは

右側を選択可，上下は任意位置に移
動可，表示／非表示の切替え可

マークコメント文字数：全角 125 文字／半角 250
文字（ただし次の「マーク一覧」で
の表示は全角 19 文字／半角 38 文字
まで）

マークタイトル：トレンドグラフ最上段に表示する
マークタイトルを設定可能（ただし，
レコーダ側で入力されたメッセージ
の場合は「メッセージ」固定）

マークタイトル文字数：全角 30 文字／半角 60 文
字（ただしトレンドグラフ最上段で
の表示は全角 7 文字／半角 15 文字
まで，次の「マーク一覧」での表示
は全角 9 文字／半角 18 文字まで）

コピー機能：表示画面をクリップボードへ画像デー
タとしてコピー可能

● ディジタル表示
表示グループ数：1 つのグラフウィンドウにつき，

最大 50 グループを切り替え表示
表示グループ名：設定（変更）可能
表示グループ名文字数：全角 16 文字／半角 32 文

字（ただしグラフ上での表示は全角
4 文字／半角 8 文字まで）

表示チャネル数：１つの表示グループに最大 100
チャネルまで表示（追加）可能

チャネル表示：チャネル名，タグ名，タグ No. で切
り替え可能

アラーム表示：アラームの発生状況を表示可能
カーソル機能：さまざまな用途で使用するための

時間軸カーソルを 2 本表示可能
コピー機能：選択した範囲 (1000 行まで ) をクリッ

プボードへテキストデータとしてコ
ピー可能

図　ディジタル表示

Y軸

カーソル

アラーム表示

凡例表示

マーク

時間軸凡例表示

図　トレンドグラフ
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● アラーム一覧・マーク一覧表示
トレンドグラフに含まれているアラーム，もしく
はマーク（メッセージ）を別ウィンドウに一覧表
示できます（アラーム一覧とマーク一覧は切り替
え表示）。
アラーム一覧表示項目：ステータス（ON ／ OFF ／

ACK），チャネル名（もしくはタグ名，
タ グ No.）， レ ベ ル（L1 ～ L4）， タ
イプ（上限／下限等），時刻

マーク一覧表示項目：時刻，タイトル，コメント，
入力ユーザ名，表示グループ，操作
時刻

図　アラーム一覧・マーク一覧表示

● カーソル値
トレンドグラフのカーソル位置の測定データを，別
ウィンドウ（ダイアログ）に表示できます。
表示対象： 表示中のグループのみ

図　カーソル値表示（表示データ）

● 区間演算
トレンドグラフの測定データの統計演算結果を，別
ウィンドウ（ダイアログ）に表示できます。
演算項目：  最小，最大，P-P，（イベントデータ

の場合のみ）平均値
演算範囲： カーソル区間（非表示時は全データ）
演算対象： 表示中のグループのみ
コピー機能：  演算結果をクリップボードへテキス

トデータとしてコピー可能

図　区間演算結果（イベントデータ）

● グラフ保存
トレンドグラフに名前をつけて保存し，後日再表示
させることが可能です。再表示までのあいだに結合
可能なファイル（オートセーブで分割保存された部
分ファイル）が追加インポートされていた場合は，
それも結合して表示します。
グラフ名文字数：全角 16 文字／半角 32 文字
グラフ検索条件：保存日時（日時範囲指定，最新

○時間，最新○日，最新○月，最新
○年），文字列（タグ名，グループ
名，マーク（タイトル，コメント），
グラフ名）
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■ 印刷機能
トレンドグラフ，アラーム一覧，マーク一覧をプリ
ンタに印刷できます。トレンドグラフには，カーソ
ル値表示や区間演算結果も同時に印刷できます。

● トレンドグラフ印刷
印刷内容：  グラフ名，任意コメント（全角 125

文字／半角 250 文字），カーソル値 (1)，
区間演算 (1)，トレンドグラフ (2)

印刷範囲： 全データ，もしくはカーソル区間
色：  カラーのみ（白黒用の処理はしない）
印刷対象： 表示中のグループのみ
印刷スパン：  全データ／ 1 ページ，1 時間／ 1 ペー

ジ，8 時間／ 1 ページ，12 時間／ 1
ページ，24 時間／ 1 ページ，任意
設定（1 ～ 1000 時間／ 1 ページで
設定可能）

波形太さ： 0.25pt，0.5pt，1.0pt，1.5pt，3.0pt
印刷プレビュー：可

1： カーソル値表示と区間演算結果は，それぞれのウィ
ンドウが表示されている場合に限り印刷されます。
なおカーソル値表示の縦幅が印刷面の半分以上を
占める場合（A4 横印刷でチャネル数が概ね 11 以
上）や区間演算結果の縦幅が印刷面の半分以上を
占める場合（A4 横印刷でチャネル数が概ね 21 以上）
は別ページでの印刷となります。

2： トレンドグラフの Y 軸印刷は，最大 10 軸分の幅ま
でとなります。11 軸分以上の幅にわたって表示さ
れていても，印刷されません。

図　印刷イメージ

● アラーム一覧・マーク一覧印刷
アラーム一覧印刷内容：ステータス（ON ／ OFF ／

ACK），チャネル名（もしくはタグ名，

タ グ No.）， レ ベ ル（L1 ～ L4）， タ
イプ（上限／下限等），時刻

マーク一覧印刷内容：時刻，タイトル (1)，コメント (2)，
入力ユーザ名，表示グループ，操作
時刻

印刷範囲： 全データ（カーソル状態によらない）
色： 白黒
印刷対象： 全グループ
印刷プレビュー：可

1： タイトルの印刷は全角 9 文字／半角 18 文字まで
2： コメントの印刷文字数は紙幅により制限される（A4

縦印刷で概ね全角 25 文字／半角 50 文字）

■ データ変換機能

● トレンドグラフからの変換
トレンドグラフに表示したデータを，Excel ファイル
や Text ファイルとして変換できます。

Excel 変換内容：各表示グループのディジタルデー
タ (1)，アラーム一覧 (2)，マーク一覧 (3)

を，同一 Excel ファイル中の別々の
ワークシートに変換 (4)

Excel 変換形式：Excel 97 形式
Text 変換内容：各表示グループのディジタルデー

タ (1)，アラーム一覧 (2)，マーク一覧 (3)

を，別々のテキストファイルに変換 (4)

Text 変換形式：タブ区切り形式
変換範囲： カーソル区間（非表示時は全データ）
変換対象： ディジタルデータの変換対象範囲

を，表示グループ番号 1 ～ 50 で指定
1： グラフ名，開始時刻，終了時刻，グループ名，チャ

ネル名，タグ名，タグ No.，単位，時系列データ（日
付，時刻，秒未満，各チャネルの測定データ）

2： ステータス（ON ／ OFF ／ ACK），タグ名，タグ
No.，チャネル名，レベル（L1 ～ L4），タイプ（上
限／下限等），時刻

3： 時刻，タイトル，コメント，入力ユーザ名，表示
グループ，操作時刻

4： 変換後の行数が 65,536 を超える場合は，自動的に
65,536 行ごとにファイルを分割して変換

図　Excel 変換イメージ
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記載内容はお断りなく変更することがありますのでご了承ください。

● ファイルリストからの変換
ファイルリストにあるデータファイルを Excel ファ

イルや Text ファイルとして変換可
能です。

Excel 変換形式：Excel97 形式
Text 変換形式：タブ区切り形式
データ間引き機能：指定した間隔で変換を実行

■ 夏時間動作とタイムゾーンについて
レコーダ側の夏時間設定によらず，DAQManager 側
で夏時間動作を指定できます。なお，タイムゾーンに
は対応していないため，オペレーティングシステム
側のタイムゾーン設定は変更しないでください（デー
タ管理上の不整合が発生します）。

DST(1) 設定：  使用しない，オペレーティングシステム
の DST 設定を使用する，DST を設定する

1： DST = Daylight Saving Time の略

■ 形名仕様コード
ライセンスの適用は，1 本につき PC 1 台です。

表　DAQManager 形名仕様コード

形　名 基本仕様
コード 記　事

DXA250 DAQManager

出荷形態 -1 インストールメディア：CD-ROM

■ 出荷形態
CD-ROM（または Disk At Once で作成した CD-R）で
の出荷となります。インストールには，ライセンス
番号シールに記載されたライセンス番号の入力が必
要です。

付属品：  ライセンス番号シール 2 枚（うち 1
枚は CD-ROM ケースに貼付済）

CD-ROM 収録内容：DAQManager ソフトウエアイ
ンストールプログラム，取扱説明
書 (1)(2)，オペレーションガイド (2)

1： 取扱説明書の言語は日本語，英語，中国語のみ
2： PDF バージョン 1.5 形式，ただし表示には Adobe 

Reader 7.0 以降を使用のこと

■ 見積・契約に関する個別の基本条件
本製品の保証についてはご契約時の基本条件他に定
めます。下記は製品固有の基本条件となります。

・ バリデーション
 本製品の瑕疵によらず、バリデーション等のお客

様のシステムの適合性は本製品の保証範囲外とな
ります。

 バリデーション等への保証につきましては、担当
営業にお問い合わせください。

■ 商標
・YOKOGAWA，DAQSTATION，DXAdvanced，

MVAdvanced は，横河電機株式会社の登録商標です。
・Microsoft，Windows，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。

・Adobe は，米国 Adobe Systems Incorporated 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。
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