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ユーザー登録のお願い
今後の新製品情報を確実にお届けさせていただくために、お客様に製品登録をお願
いしています。
登録は、下記の URL を入力するか、マニュアル CD-ROM の起動画面の「製品登録」
ボタンをクリックしてください。
http://www.yokogawa.co.jp/ns/reg/

計測相談のご案内
当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、レコーダ・データロガー製品
に関する、仕様、機種のご選定、応用上の問題などのご相談を下記CSセンターで承
っています。
価格、納期などの販売についての内容は、最寄りの営業・代理店へお問い合わせく
ださい。
●お問い合わせ：横河電機株式会社
フリーダイヤル

NetSoL CSセンター

0120-569116

daq_cs@csv.yokogawa.co.jp

ファクシミリ

または

FAX 0422-52-7183

フリーダイヤル受付時間 9：00〜17：00 (12:00〜13:00を除く)
月〜金曜日(祝・祭日、弊社指定休日を除く)
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はじめに

このたびは、MW100 データアクイジションユニットをお買い上げいただきましてあり
がとうございます。
このマニュアルは、MW100 データアクイジションユニットの操作方法とビューアソフ
トウエアの基本操作を簡潔に説明したものです。ご使用前にこのマニュアルをよくお読
みいただき、正しくお使いください。
MW100 データアクイジションユニットの関連マニュアルとして、このマニュアルのほ
かに、下記のものがあります。あわせてお読みください。なお、MW100 ユーザーズ
マニュアル (IM MW100-01)、MW100 ビューアソフトウエアユーザーズマニュアル (IM
MW180-01)、通信コマンドマニュアル (IMMW100-17)、および本書 (IM MW100-02) は、
このマニュアル同様、MW100 マニュアル CD-ROM に収納されています。
マニュアル名

MW100.
データアクイジションユニット.
ユーザーズマニュアル
MW100.
通信コマンドマニュアル
MW100 イーサネット接続と接続の
確認
MX100/MW100.
ご使用上の注意事項
MX100/MW100.
データアクイジションユニット.
設置・接続ガイド
MX100/MW100 クイックスタート
パッケージ梱包内容の確認について
MX100/MW100 製品の汚染防止管理
について
772075 AC アダプタ
MW100.
ビューアソフトウエア.
ユーザーズマニュアル

マニュアル名
IM MW100-01
IM MW100-17
IM MW100-71
IM MX100-71
IM MX100-72
IM MX100-79
IM MX100-91C
IM 772075-01
IM MW180-01

内容

MW100 の機能、設置・配線方法、操作方法、取り
扱い上の注意、ブラウザの操作方法などについて説
明したものです。
メインモジュールの通信コマンドについて説明した
ものです。
イーサネットへの接続と確認の説明です。
MX100/MW100 をご使用いただく際の注意につい
てまとめたものです。
MX100/MW100 の設置方法や配線方法について簡
潔に説明したものです。
クイックスタートパッケージ ( 付加仕様 /SL1、/Sl2、
/SL3) の梱包内容の説明です。
製品の汚染防止管理についての説明です。

772075 AC アダプタ ( 電源電圧の仕様コード「-2」)
の説明です。
メインモジュールに標準添付の MW100 ビューアソ
フトウエアの機能・操作について説明したものです。

ご注意
● このマニュアルでは、スタイルナンバー「S3」の MW100 データアクイジションユニットについて説明してい
ます。また、リリースナンバー「R3.03」の MW100 ビューアソフトウエアについて説明しています。
● MW100 のシステム構築時には、構成機器のバージョンを示すハードウエアのスタイルナンバーおよびソフト
ウエアのリリースナンバーが下記の条件に適合していなければなりません。
・ メインモジュールのスタイルナンバーが、入出力モジュールのスタイルナンバーと同一または、それ以上
の数であること。
・ PC ソフトウエアのリリースナンバーが、メインモジュールのスタイルナンバーと同一または、それ以上
の数であること。
この条件に適合しない機器 / ソフトウエアでは、機能が制限されるか、システム構築できない場合があり
ます。
● 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。
● 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありましたら、お
手数ですが、当社支社・支店・営業所またはお買い求め先までご連絡ください。
● 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
● 本製品の TCP/IP ソフトウエアおよび、TCP/IP ソフトウエアに関するドキュメントは、カリフォルニア大学か
らライセンスを受けた BSD Networking Software, Release 1 をもとに当社で開発 / 作成したものです。

商標

履歴

● DAQMASTER は、当社の登録商標です。
● Microsoft および Windows 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。
● Adobe および Acrobat は、Adobe Systems Incorporated( アドビシステムズ社 ) の登録商標または商標です。
● 本書に記載している製品名および会社名は、各社の登録商標または商標です。
● 本書では各社の登録商標または商標に、® および ™ マークを表示していません。
2005 年 6 月		
2006 年 10 月		
2007 年 10 月		

初版発行			
2 版発行
3 版発行

2012 年 3 月

4 版発行

4th Edition: March 2012 (YK)
All Rights Reserved, Copyright © 2005 Yokogawa Electric Corporation
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梱包内容の確認
梱包箱を開けたら、ご使用前に以下のことを確認してください。万一、お届けした品の
間違いや品不足、または外観に異常が認められる場合は、お買い求め先にご連絡くださ
い。

形名 / 仕様コードの確認方法

下図に示す形名銘板でご確認ください。
・メインモジュール

スタイル
ナンバー

・入出力モジュール
形名
スタイル
ナンバー
仕様コード
計器番号

計器番号
MACアドレス
付加仕様
形名/仕様コード

		
・ベースプレート

計器番号
形名

Note

お買い求め先にご連絡いただく際には、形名銘板に記載の「NO.( 計器番号 ) 」もご連絡ください。

メインモジュール
形名
MW100
表示言語
電源電圧

*1
*2
*3
*4
*5
*6

IM MW100-02

仕様コード

記事
MW100 メインモジュール (MW100 ビューアソフトウエア付属 )
-J
日本語
-1
100VAC-240VAC
-2*1
12VDC-28VDC、AC アダプタ付属
-3*2
12VDC-28VDC、AC アダプタ付属せず
電源部 / 電源コード
M
AC 電源時：3 ピンインレット、.
電安法対応 (PSE) 電源コード (3 極 -2 極変換アダプタ付き )
DC 電源時：ねじ端子、AC アダプタ用電安法ケーブル
W
ねじ端子 ( 電源コード付属せず )
付加仕様
/C2*3, 4 RS-232 通信インタフェース
/C3*3, 4 RS-422A/485 通信インタフェース
/M1*4, 5 演算機能
/M3
レポート機能
/SL1*6
10ch クイック・スタートパッケージ
/SL2*6
20ch クイック・スタートパッケージ
/SL3*6
30ch クイック・スタートパッケージ
-2 選択時は、電源部 / 電源コードに必ず M を選択。
-3 選択時は、電源部 / 電源コードに必ず W を選択。
同時選択はできません。
Modbus/RTU スレーブ機能使用時は、/C2 または /C3 の選択が必要。Modbus/RTU マスター機能使用時は、あわ
せて /M1 の選択が必要。
Modbus/TCP クライアント機能使用時は、/M1 の選択が必要。
同時選択はできません。



梱包内容の確認

ユニバーサル入力モジュール、DCV/TC/DI 入力モジュール、4 線式 RTD 抵抗入力モ
ジュール
形名
MX110
入力タイプ

仕様コード

記事

DCV/TC/DI/3 線式 RTD 入力用
DCV/TC/DI 入力用
DCV/DI/4 線式 RTD/4 線式抵抗入力用
ch 数 / 測定周期
-H04*1
4ch、高速測定 ( 最短測定周期：10ms)
-M06*1
6ch、中速測定 ( 最短測定周期：100ms)
-M10*1
10ch、中速測定 ( 最短測定周期：100ms)
-L30*1
30ch、中速測定 ( 最短測定周期：500ms)
付加仕様
/NC*2 押し締め端子付きプレートなし
/H3*3 M3 ねじ端子
*1 -UNV 選択時は -H04 または -M10 を選択。-V4R 選択時は -M06 を選択。-VTD 選択時は -L30 を選択
*2 /NC の付加仕様は、-M10 を指定したときだけ指定可能。
*3 /H3 の付加仕様は、-L30 を指定したときだけ指定可能。

ひずみ入力モジュール

形名
MX112
入力タイプ

-UNV
-VTD
-V4R

仕様コード

記事

-B12
-B35
-NDI

内蔵ブリッジ抵抗：120 Ω
内蔵ブリッジ抵抗：350 Ω
外付けブリッジヘッド接続用、NDIS コネクタ
4ch、中速測定 ( 最短測定周期：100ms)

ch 数 / 測定周期

パルス入力モジュール

形名
MX114
入力タイプ
ch 数 / 測定周期
付加仕様

ディジタル入力モジュール
形名
MX115
入力タイプ

-M04

仕様コード

記事

-PLS

無電圧接点、5V ロジック、オープンコレクタ入力
10ch、中速測定 ( 最短測定周期：100ms)
押し締め端子付きプレートなし

-M10
/NC

仕様コード

記事

-D05
-D24

無電圧接点、5V ロジック、オープンコレクタ入力
24V ロジック入力
10ch、高速測定 ( 最短測定周期：10ms)
押し締め端子付きプレートなし

ch 数 / 測定周期
付加仕様

アナログ出力モジュール
形名
MX120
出力タイプ

-H10
/NC

仕様コード

記事

-VAO
-PWM

電圧 / 電流出力
パルス幅変調出力
8ch、最短出力更新周期：100ms

ch 数 / 出力更新周期

ディジタル出力モジュール

形名
MX125
出力タイプ
ch 数 / 出力更新周期



-M08

仕様コード

記事

-MKC

A 接点出力
10ch、最短出力更新周期：100ms

-M10

IM MW100-02

梱包内容の確認

ベースプレート

形名
MX150
ベースタイプ

*

付属品

仕様コード

記事
DIN レールマウント用ブラケット 2 個付属
-1*
1 メインモジュール /1 入出力モジュール装着用
-2*
1 メインモジュール /2 入出力モジュール装着用
-3*
1 メインモジュール /3 入出力モジュール装着用
-4*
1 メインモジュール /4 入出力モジュール装着用
-5*
1 メインモジュール /5 入出力モジュール装着用
-6*
1 メインモジュール /6 入出力モジュール装着用
MX110-VTD-L30 を装着するときは、1 台につき 3 入出力モジュール分の幅が必要です。

メインモジュールには、次の付属品が添付します。品不足や損傷がないことを確認して
ください。
ACアダプタと電源コード*2
形名：772075-M

電源コード
部品番号：A1073WD

3極-2極変換アダプタ*1
(日本国内でのみ使用可)、
部品番号：A1253JZ
*1 電源部基本仕様コードが-1Mのとき
付属します。
MW100ビューアソフトウエア
形名：MW180-1

*2 電源部基本仕様コードが-2Mのとき
付属します。
MW100マニュアルCD-ROM*3
部品番号：B8724XA

*3・ MW100データアクイジションユニットユーザーズマニュアル
(IM MW100-01)
・ 本書(IM MW100-02)
・ MW100通信コマンドマニュアル(IM MW100-17)
・ MW100ビューアソフトウエアユーザーズマニュアル(IM MW180-01)
を収納しています。

		
紙のマニュアル

・MW100データアクイジションユニットオペレーションガイド(IM MW100-02)
・MX100/MW100ご使用上の注意事項(IM MX100-71)
・MX100/MW100データアクイジションユニット設置・接続ガイド(IM MX100-72)
・MX100/MW100製品の汚染防止管理について(IM MX100-91C)

ベースプレート用ブラケット*4
部品番号：B8724EF

ブラケット用取付ねじ*4
部品番号：B9988DL

*4 クイックスタートパッケージ(付加仕様 /SL1、/SL2、
または/SL3)が指定されたときは、
ベースプレートに装着されています。

IM MW100-02



梱包内容の確認

アクセサリ ( 別売品 )
AC アダプタ

番号 品名
1
AC アダプタ

形名
772075-M

販売単位
1

備考
電安法対応電源ケーブル付き

番号 品名
2
10ch ねじ端子台.
(M4 ねじ、RJC 付き )

形名
772061

販売単位
1

3

入力モジュール - ねじ端子台.
間結合ケーブル
入力モジュール - ねじ端子台.
間結合ケーブル
押し締め端子付きプレート.
(RJC 付き )

772062-050

1

備考
MX110-UNV-M10/.
MX114-PLS-M10/.
MX115-D05-H10/.
MX115-D24-H10 専用
ケーブル長：50cm*1

772062-100

1

ケーブル長：100cm*1

772063

1

6
7

押し締め端子
押し締め端子

772064
772065

1
1

8

コネクタカバー

772066

1

9
10

押し締め端子付きプレート
押し締め端子付きプレート.
( ブリッジ内蔵 120 Ω )
押し締め端子付きプレート.
( ブリッジ内蔵 350 Ω )
ねじ端子付きプレート.
(M3 ねじ、RJC 付き )

772067
772068

1
1

MX110-UNV-M10/.
MX114-PLS-M10/.
MX115-D05-H10/.
MX115-D24-H10 専用
MX110-UNV-H04 専用
MX120-VAO-M08/.
MX120-PWM-M08/.
MX125-MKC-M10 専用
モジュールを装着していな
い空きスロット用
MX110-V4R-M06 専用
MX112-B12-M04 用 *2

772069

1

MX112-B35-M04 用 *2

772080

1

電流用押し締め端子付きプレート.
( シャント抵抗内蔵 10 Ω )
電流用押し締め端子付きプレート.
( シャント抵抗内蔵 100 Ω )
電流用押し締め端子付きプレート.
( シャント抵抗内蔵 250 Ω )

772081

1

MX110-UNV-M10/.
MX114-PLS-M10/.
MX115-D05-H10/.
MX115-D24-H10 専用
MX110-UNV-M10 専用

772082

1

MX110-UNV-M10 専用

772083

1

MX110-UNV-M10 専用

* 電源仕様 -2M に 1 つ付属します。

端子

4
5

11
12

13
14
15

*1 772062 は、MX110-UNV-M10 とねじ端子台 (772061) 間、MX114-PLS-M10 とねじ端子台
(772061) 間、MX115-D05-H10 とねじ端子台 (772061) 間、MX115-D24-H10 とねじ端子台
(772061) 間にだけ適用可能
*2 772068 は、MX112-B35-M04 にも適用可能。772069 は、MX112-B12-M04 にも適用可能。

2

3、4

5

6

7

8

		

9



10

11

12

13

14

15
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梱包内容の確認

シャント抵抗
番号
16
17
18
19
20
21

品名
シャント抵抗 ( 押し締め端子用 )
シャント抵抗 ( 押し締め端子用 )
シャント抵抗 ( 押し締め端子用 )
シャント抵抗 ( ねじ端子用 )
シャント抵抗 ( ねじ端子用 )
シャント抵抗 ( ねじ端子用 )

メモリカード

番号 品名
22
コンパクトフラッシュカード用.
アダプタ
23
コンパクトフラッシュカード
24
コンパクトフラッシュカード
25
コンパクトフラッシュカード

形名
438920
438921
438922
415920
415921
415922

販売単位
1
1
1
1
1
1

備考
抵抗値：250 Ω± 0.1％
抵抗値：100 Ω± 0.1％
抵抗値：10 Ω± 0.1％
抵抗値：250 Ω± 0.1％
抵抗値：100 Ω± 0.1％
抵抗値：10 Ω± 0.1％

形名
772090

販売単位
1

772093
772094
772095

1
1
1

備考
PC カードスロットへ装着.
するためのアダプタ
512MB*
1GB*
2GB*

形名
WX1

備考
データ収集ソフトウエア DAQLOGGER に
接続するための、MX100 および MW100
用ゲートソフトウエアです。

形名
772050-02

備考
MW100 を最新のスタイルにスタイル
アップします。

* 使用温度範囲：–40 〜 85℃

アプリケーションソフトウエア ( 別売品 )
番号 品名
1
GateMX/MW

スタイルアップキット ( 別売品 )

番号 品名
1
MW100 用スタイルアップキット

IM MW100-02



機能の紹介
各機能の詳細については、付属 CD-ROM に収納した、MW100 データアクイジショ
ン ユ ニ ッ ト ユ ー ザ ーズマニュアル (IM MW100-01)、MW100 通信コマンドマニュア
ル (IM MW100-17)、および MW100 ビューアソフトウエアユーザーズマニュアル (IM
MW180-01) をご覧ください。

MW100 データアクイジションユニットの概要

MW100 データアクイジションユニットは、イーサネットポートを備えたメインモジュー
ル、信号の入出力を行う入出力モジュール (MX100 データアクイジションユニットと共
通 )、およびそれらを装着し接続するベースプレートから構成されます。メインモジュー
ルは HTTP サーバ機能を搭載し、ブラウザを使用して、簡単に PC から設定でき、測定デー
タのモニタも可能です。現場で、スタンドアロンでデータ収集ができ、Modbus/TCP 機
能や Modbus/RTU 機能により最大 360 チャネルのデータ収集も可能です。
MW100 データアクイジションユニットは、測定環境に合わせたさまざまなシステム構
築ができます。

PC と 1：1 接続
小規模データロギングや、IP アドレスの設定などでのシステム構築例です。
PC
ブラウザによる
・簡単設定
・測定データモニタリング
PCソフトによる
・IPアドレス設定
・校正

		

ハブ
MW100データ
アクイジションユニット
イーサネット
ポート

入出力モジュール

メインモジュール

MW100 のみで使用
現場で、スタンドアロンでデータ収集を行うシステム構築例です。
PC

MW100データ
アクイジションユニット

		

CFカード

PC と 1：N で接続
イーサネット経由の接続と RS-422A/485 での接続があります。接続例は、MW100 デー
タアクイジションユニットユーザーズマニュアル (IM MW100-01) をご覧ください。

Modbus 機器と接続
Modbus 機器と接続できます。接続例は、MW100 データアクイジションユニットユーザー
ズマニュアル (IM MW100-01) をご覧ください。
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機能の紹介

MW100 ビューアソフトウエアの概要

MW100 ビューアソフトウエアは、次の 3 つのソフトウエアで構成されています。
ビューア
データ表示、
データ変換、
区間統計演算

アドレス設定ソフトウエア

FTP転送
データ

校正ソフトウエア

ハブ*
MW100データ
アクイジションユニット

CFカード
データ

MW100データ
アクイジションユニット

ハブ

イーサネットポート

入出力モジュール
* 工場出荷時のIPアドレスを変更する
場合は、
ローカル(1対1)接続する

イーサネットポート

入出力モジュール

メインモジュール

メインモジュール

アドレス設定ソフトウエア

アドレス設定ソフトウエアは、MW100 本体の初期通信設定をするソフトウエアです。
MW100 本体とローカル (1 対 1) 接続して、工場出荷時に設定された IP アドレスを変更
したり、同一セグメント内の MW100 を検索して、表示します。MW100 のホスト名、IP
アドレス、DNS サーバ、ドメイン名、ドメインサフィックスなどを設定変更したり、ホ
スト名を DNS サーバに登録したりします。

		

アドレス設定ソフトウエアは、PC にインストールしないで、CD-ROM から起動するこ
ともできます。「MW100 Viewer Software」CD-ROM 起動画面の「アドレス設定起動」
の言語選択ボタンをクリックしてください。

IM MW100-02
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機能の紹介

ビューア

		

保存した測定 / 演算データを読み出し、以下のことが可能です。また、マニュアルサン
プルファイル、レポートファイルを表示できます。
• 結合処理
データファイルを開くときに、関連するファイルを結合して表示します。
• 波形表示 / ディジタル値表示
• アラーム / マーク一覧表示
• 表示条件 ( グループ設定、スケール、トリップ点、表示色など ) の変更
• カーソルによる値の読み取り
• 区間統計演算処理
• マーク表示 / 追加
• 表示条件の保存と読み込み
• ファイル情報の表示
• データ形式の変換 ( アスキー、エクセル、ロータス )
• データの印刷 ( 波形、ディジタル値、アラーム / マーク一覧、カーソル値、区間統計、
演算値 )
• テンプレートの使用と保存

校正ソフトウエア

MW100 入出力モジュールの校正を行うときに使用します。
MW100 を接続し、校正可能モジュールの表示や各測定レンジ、出力レンジの校正操作
を行うことができます。
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機能の紹介

導入時の操作の流れ

初期導入時の一般的な操作の流れを下図に示します。

MW100側の操作

MW100の設置

各入出力モジュール
への配線

ネットワークケーブルの
接続

PC側の操作

設置・接続ガイドを
ご覧ください。

設置・接続ガイドを
ご覧ください。

14ページ

電源ケーブルの接続

設置・接続ガイドを
ご覧ください。

電源スイッチON

設置・接続ガイドを
ご覧ください。

MW100とPCを
接続する

ブラウザでMW100を
設定変更する

データ収集条件の
設定

測定の開始

記録の開始

データ転送

記録の停止

測定の停止

ビューアで
記録データの表示

IM MW100-02

17ページ
モジュールの認識
再構築
時計の設定
18ページ

入力の種類、測定レンジ、
測定スパンなどの設定
22ページ

表示条件の変更

測定データのモニタ
このオペレーションガイドおよび別冊の設置・接続
ガイドは、簡易マニュアルです。すべての機能・操
作を説明していません。
また、使用時の注意事項や
制限についても詳しく説明していません。
詳細説明は、マニュアルCD-ROMに収納されている
下記の電子マニュアルをご覧ください。
・ MW00の機能・設置・配線方法・取り扱い方法
MW100データアクイジションユニット
ユーザーズマニュアル(IM MW100-01)
・ MW100ビューアソフトウエアの機能・操作
MW100ビューアソフトウエアユーザーズマニュ
アル(IM MW180-01)

15ページ
IPアドレスの変更
固定IPアドレスで接続
ログイン機能

タグ、表示目盛り、表示色、
表示グループなどの設定
25ページ

27ページ

ブラウザ画面に測定中の
データを表示する
26ページ

30ページ

26ページ

26ページ

31ページ

CFカードに保存されたデータや
FTPサーバからダウンロードした
データをビューアで表示し、
区間統計演算、データ形式変換
などを実行する
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ネットワークへの接続
メインモジュールへのイーサネットケーブルの接続

メインモジュールのイーサネットポートにイーサネットケーブルを接続します。イーサ
ネットケーブルには、UTP ケーブル ( カテゴリ 5 以上 ) または STP ケーブルを使用して
ください。
イーサネットポート

		
RJ-45モジュラジャック
イーサネットケーブル

通信状態の確認方法

イーサネットポートの右上部 / 右下部にある 2 つの LED の点灯状態で確認できます。
LINK LED
MW100と接続先の機器のリンクが
確立し、相互に通信可能な状態に
あるときに橙色に点灯

		

ACT LED
パケットの送受信時に緑色に点滅

PC との接続

ハブを介して接続します。PC と 1 対 1 接続の場合は、下図のように接続します。同様に、
1 台の PC に対して複数台の MW100 データアクイジションユニットを接続できます。
PC

ハブ

		
MW100データ
アクイジションユニット

イーサネットケーブル

イーサネット
ポート
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MW100 と PC を接続する
イーサネットでの接続
IP アドレスを設定する
工場出荷時の状態では、IP アドレスが設定されていないので、最初に IP アドレスを設定
します。

1. MW100 と PC をイーサネットで接続したのち、MW100 ビューアソフトウエア

CD-ROM、またはすでに PC にインストールされた IP アドレス設定ソフトウエア
を起動します。

2. ここをクリックします。
MW100の情報が表示されます。

				

3. ここをクリックします。

4. ここをクリックします。

アドレス設定画面に情報が表示されます。

設定変更可能になります。

				

アドレス設定画面

Note

OS が Windows XP、Windows Vista、または Windows 7 の場合、ファイアウォール機能が有
効になっていると、[ 探す ] ボタンをクリックしても認識しないことがあります。回避方法は、
MW100 ビューアソフトウエアユーザーズマニュアル (IM MW180-01) の付録 1 をご覧ください。
( ウィルス対策ソフトウエアのファイアウォール機能でも同様の現象が起きる可能性がありま
す。)

IM MW100-02
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MW100 と PC を接続する

5. アドレス設定画面を編集します。
編集例を示します。
		
ホスト名：mw100user
		
IP アドレスを指定する：192.168.1.100
		
サブネットマスク：255.255.255.0
		
デフォルトゲートウェイ：192.168.1.1
		
DNS サーバを指定する
			
第 1DNS サーバ：192.168.1.101
			
第 2DNS サーバ：192.168.1.102
		
ドメインサフィックスを指定する
			
第 1 ドメインサフィックス：daqmaster1.com
			
第 2 ドメインサフィックス：daqmaster2.com
こ の 例 で は、 た と え ば、PC の IP ア ド レ ス が 192.168.1.10、 サ ブ ネ ッ ト マ ス ク が
255.255.255.0 の場合、PC と MW100 が通信できます。

					

6. ここをクリックします。

編集した内容をMW100に反映します。

ブラウザで接続する
7. MW100 と PC をイーサネットケーブルで接続したのち、ブラウザを起動します。
8. ブラウザの URL 入力ボックスに、MW100 の IP アドレスを入力します。
		 例

ブラウザで IP アドレスを指定する場合

					
MW100 のトップ画面が表示されます。ブラウザから MW100 の設定を変更したり、データ
収集・記録することが可能になります。

					

16
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ブラウザで MW100 を設定する
MW100 のシステム設定
モジュール情報の表示と再構築
1. ブラウザのトップ画面の [ システム設定 ] > [ モジュール情報 ] をクリックします。
モジュール情報画面が表示されます。

					

2. 「設定モジュール」
と
「装着モジュール」の表示が異なるとき、
ここをクリックします。
システムの再構築が実行されます。
「設定モジュール」
と
「装着モジュール」の表示が同じになります。
装着したモジュールが表示されない場合は、いったん電源を切り
モジュールが正しく装着されているか確認をしてください。

日付、時刻の設定
3. 手順 2 の画面の [ 設定 - システム設定 ] をクリックしたのち [ 日付・時刻の設定 ]
をクリックします。

日付、時刻の設定画面が表示されます。

					

4. 日付と時刻の設定を変更します。
設定例を示します。
日付：西歴 2007 年 10 月 25 日
時刻：12 時 00 分 00 秒
タイムゾーン：9 時間 0 分

西暦の下2桁を入力します。
国や地域によって違います。
日本の場合は9時間0分です。

					

5. ここをクリックします。
日付と時刻が設定変更されます。

IM MW100-02

17

ブラウザで MW100 を設定する

CF カードの空き容量の確認と初期化
6. 手順 5 の画面の [ 設定 - システム設定 ] をクリックしたのち [ システム情報 ] をク
リックします。

「メディア情報」に CF カードの空き容量が表示されます。

					

7. CFカードを初期化する場合は、ここにチェックしたのち
[初期化]ボタンをクリックします。

測定グループ、測定モジュールの設定
1. ブラウザのトップ画面の [ システム設定 ] > [ 測定動作の設定 ] をクリックします。
測定動作設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして測定周期を選択します。
3. 入力モジュールの測定周期を上記の測定
グループのどこに設定するか、
クリックします。
					

4. ここをクリックして、
リストボックスから
積分時間を選択します。
出力モジュールが接続されている場合やモジュール
が接続されていない場合、表示されません。

5. ここをクリックします。
設定が変更されます。

Note

・ 測定グループの番号に割り当てる測定周期は、
( 周期が短い ) 測定グループ 1 ≦測定グループ 2 ≦測定グループ 3 ( 周期が長い )
になるように設定してください。
・ 30ch 中速 DCV/TC/DI 入力モジュールはモジュール 3 つ分に相当する設定をします。
・ 3 つの測定グループは、同じ測定グループを選択してください。
・ 3 つの A/D 積分時間は、同じ積分時間を選択してください

18
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ブラウザで MW100 を設定する

CF カードへの記録動作の設定
1. ブラウザのトップ画面の [ システム設定 ] > [ 記録動作の設定 ] をクリックします。
記録動作設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして、保存を開始する時の動作を選択します。
3. ここをクリックして、
どのように記録するか選択します。
4. ここをクリックして、記録周期を選択しま
す。測定周期の倍数を設定します。

6. トリガがかかってから保存する場合、
プリトリガ長を選択します。データ長の
何%をプリトリガ長にするか設定します。

					

5. データ長を選択します。
7. ここをクリックして、メディアアラームを出す時間を選
択します。

8. ここをクリックします。
設定が変更されます。

記録チャネルの設定
1. ブラウザのトップ画面の [ チャネル設定 ] > [ 記録チャネルの設定 ] をクリックし
ます。

記録チャネル設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして、記録するチャネル
範囲を選択します。

					

間引き記録、マニュアルサンプルについては、
MW100データアクイションユニットユーザーズ
マニュアル(IM MW100-01)をご覧ください。
間引き記録(3.4節)、マニュアルサンプル(1.3節)

3. ここをクリックして、記録する(On)、
記録しない(Off)を選択します。

4. ここをクリックします。
設定が変更されます。

IM MW100-02
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ブラウザで MW100 を設定する

測定周期、レンジの設定 ( ユニバーサル入力モジュールの場合 )
1. ブラウザのトップ画面の [ チャネル設定 ] > [ 入力レンジの設定 ] をクリックしま
す。

入力レンジの設定画面が表示されます。

2. リストボックスをクリックして設定したいチャネル
範囲を選択します。

					

3. 入力の種類、測定レンジ、測定スパン、スケール等を設定します。
設定例を示します。ユニバーサル入力モジュール以外の他の入力モジュールの設定につい
ては、MW100 データアクイジションユニットユーザーズマニュアル (IM MW100-01) の 3
章をご覧ください。

					

4. ここをクリックします。
レンジ設定が変更されます。
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ブラウザで MW100 を設定する

アラーム、リレーの設定
1. ブラウザのトップ画面の [ チャネル設定 ] > [ アラームの設定 ( 測定 )] をクリック
します。

アラーム設定画面が表示されます。

2. リストボックスから設定したい
チャネル範囲を選択します。

					

3. アラームの種類を選択したのち、アラーム値とヒステリシスを入力します。
アラーム設定項目の詳細は、MW100 データアクイジションユニットユーザーズマニュアル
(IM MW100-01) の 1.3 節をご覧ください。

					

4. ここをクリックします。
アラーム設定が変更されます。

5. 手順 4 の画面の [ 設定 - チャネル設定 ] をクリックしたのち、[ リレーの設定 ] を
クリックします。

リレー設定画面が表示されます。詳細は、MW100 データアクイジションユニットユーザー
ズマニュアル (IM MW100-01) の 3.7 節と 3.8 節をご覧ください。

6. リレーを設定したいチャネル範囲を
クリックします。

					

7. 各項目を入力、選択します。
リレーの詳細については、MW100デー
タアクイジションユニットユーザーズマ
ニュアル(IM MW100-01)の1.12節をご
覧ください。

8. ここをクリックします。
リレーの設定が変更されます。

IM MW100-02
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モニタ画面の表示条件を変更する
測定を停止してから、表示方法を変更してください。
表示設定を変更したのち、測定を開始してモニタ画面を表示すると、設定が反映した画
面になっています。表示の設定の詳細については、MW100 データアクイジションユニッ
トユーザーズマニュアル (IM MW100-01) の 3.15 節をご覧ください。

タグを設定する
1. ブラウザのトップ画面の [ 表示設定 ] > [ タグの設定 ] をクリックします。
タグ設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして設定したい
タグの設定範囲を選択します。

3. タグ名を入力します。

					

タグ名(チャネル番号)

(入力しない場合は、チャネル
番号が表示されます。)

4. ここをクリックします。
タグ名が設定変更されます。

5. [ 設定 - 表示設定 ] をクリックしたのち、[ その他の設定 ] をクリックします。
次の画面が表示されます。

6. ここをクリックして[Tag Name]を選択します。

					

7. ここをクリックします。
設定が変更されます。

メッセージを設定する
1. ブラウザのトップ画面の [ 表示設定 ] > [ メッセージの設定 ] をクリックします。
メッセージ設定画面が表示されます。

2. メッセージを入力します。

					

3. ここをクリックします。
メッセージが設定変更されます。
ブラウザのモニタ画面の操作

1. メッセージを選択します。(Freeまたは1〜5)
2.
					

Freeを選択したとき文字を入力します。(半角英数：15文字まで)

3. ここをクリックします。
選択したメッセージがモニタ画面に
表示されます。
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モニタ画面の表示条件を変更する

表示目盛りを設定する
1. ブラウザのトップ画面の [ 表示設定 ] > [ 表示目盛の設定 ] をクリックします。
目盛り設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして、設定したいチャネ
ル範囲を選択します。

3. 各設定項目を選択、または指定します。
「グラフ表示基準位置」については、
ディジタル表示とバーグラフ表示に反映
されます。他の設定は、すべての表示画
面種類に反映されます。

					

4. ここをクリックします。

表示設定が変更されます。

目盛りの設定例
目盛り分割数の設定例
上から、分割数1、2、3、4
・ Linear
・ Log
(目盛り分割数：選択可能) (目盛り分割数：Auto固定)

				
グラフ表示位置の設定例

ゾーンの設定例
下端値：0、上端値：100
Center

下端値：20、上端値：100
下端値：40、上端値：100
下端値：0、上端値：80

Normal

IM MW100-02

下端値：0、上端値：60
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モニタ画面の表示条件を変更する

表示色を設定する
1. ブラウザのトップ画面の [ 表示設定 ] > [ 表示色の設定 ] をクリックします。
色設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして、
リストボックスから
設定したいチャネル範囲を選択します。

3. 下の表示色を参考にして、

			

設定した色に変わります。

チャネルの色を指定します。

4. ここをクリックします。
色の設定が変更されます。

表示グループを設定する
1. ブラウザのトップ画面の [ 表示設定 ] > [ 表示グループの設定 ] をクリックします。
表示グループ設定画面が表示されます。

2. ここをクリックして、
リストボックスから
設定したい表示グループ範囲を選択します。

3. グループ名とチャネル構成を入力します。

4. ここをクリックします。

グループ設定が変更されます。

グループ名は、半角15文字まで入力できます。
1グループあたりの最大表示チャネル数は20です。
チャネル番号を.(ピリオド)で区切ったり、チャネル
番号の範囲を-(ハイフン)で表します。
チャネル構成例を示します。
001.003.005
(001と003と005)
004-008
(004〜008)
011.A001-A005
(001とA001〜A005)

ここをクリックすると、設定したグループ名がリストボックスに表示
されるので表示したいグループ名を選択します。
グループに設定されたチャネル番号の測定データが表示されます。
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測定、記録を開始 / 停止する
測定の開始と停止、および記録の開始と停止は、MW100 メインモジュールのキーを操
作する方法と、ブラウザから設定する方法があります。
・キー操作
ステータスランプ
本機の運転状態をLEDの点灯で知らせます。
MEASURE
RECORD
SERIAL RD

MEASURE

ALARM
MATH

アラーム発生またはアラーム保持
演算中(点灯)、演算停止処理中(点滅)

ALARM

RECORD

DATA ACQUISITION UNIT

MATH

SERIAL RD

ETHERNET

SW

100BASE - TX
10BASE - T
START

STOP

USER 1

USER 2

ON

7セグメントLED
MW100の運転状況を表示します。

1 2 3 4 5 6 7 8

POWER

100 - 240V AC
ON

測定中
記録中(点灯)、記録停止処理中(点滅)
シリアル通信データ受信時

スタート・ストップキー
測定/演算/記録の開始/停止を実行します。

OFF

FG SG SDB SDA RDB RDA
SERIAL COMM

70VA MAX 50 / 60Hz

・ブラウザからの設定

測定の開始/停止
記録の開始/停止

測定を開始する
1. MW100 メインモジュールのステータスランプを見る、またはブラウザのトップ
画面で、測定停止中および記録停止中であることを確認します。

2. MW100 メインモジュールの [START] キーを短く押すか、またはブラウザのトッ

プ画面の [ ステータス ] テーブルで、[ 測定 ] の [ 操作 ] リストボックスから [Start]
を選択したのち、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。
測定を開始します。

IM MW100-02
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測定、記録を開始 / 停止する

記録を開始する
1. MW100 メインモジュールのステータスランプを見る、またはブラウザのトップ
画面で、測定中であることを確認します。

2. MW100 メインモジュールの [START] キーを約 2 秒押すか、またはブラウザのトッ
プ画面の [ ステータス ] テーブルで、[ 記録 ] の [ 操作 ] リストボックスから [Start]
を選択したのち、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。

測定データが、CF カードに保存されます。
ファイル名は、日付と連番で自動生成されます。
		
MDDIXXXX.MXD
		
M
： ファイル作成時点の月 ( ローカルタイム )、1 〜 9、X(10 月 )、Y(11 月 )、Z(12 月 )
		
DD
： ファイル作成時点の日 ( ローカルタイム )、1 〜 31
		
I
： 測定グループ 1 〜 3 のファイルは、1 〜 3
				 演算データファイルは、M
				 間引き値は、T
		
XXXX ： 連番 0000 〜 9999
		
MXD ： MW100 のファイル拡張子 ( 大文字 )

記録を停止する
1. MW100 メインモジュールのステータスランプを見る、またはブラウザのトップ
画面で、測定中および記録中であることを確認します。

2. MW100 メインモジュールの [STOP] キーを約 2 秒押すか、またはブラウザのトッ

プ画面の [ ステータス ] テーブルで、[ 記録 ] の [ 操作 ] リストボックスから [Stop]
を選択したのち、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。
記録が停止します。

測定を停止する
1. MW100 メインモジュールのステータスランプを見る、またはブラウザのトップ
画面で、測定中および記録停止中であることを確認します。

2. MW100 メインモジュールの [STOP] キーを短く押すか、またはブラウザのトップ
画面の [ ステータス ] テーブルで、[ 測定 ] の [ 操作 ] リストボックスから [Stop]
を選択したのち、[ 設定変更 ] ボタンをクリックします。
測定が停止します。

Note

本書では、演算の設定、開始、停止方法については記載しておりません。MW100 メインモジュー
ルユーザーズマニュアル (IM MW100-01) をご覧ください。
MW100 の状態遷移図を示します。

設

定

測

定

				
演
2秒押す

* /M1オプション付加時または、
10chパルス入力モジュール装着時

2秒押す
2秒押す

記
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算*

2秒押す

録
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モニタ画面で測定データを見る、記録を開始 / 停止する
ブラウザのモニタ画面では、測定中のデータをトレンド表示、ディジタル表示、メータ
表示、バーグラフ表示が可能です。また、記録の開始 / 停止、モニタ表示の一時停止、メッ
セージの書き込みなどができます。

1. MW100 メインモジュールのステータスランプを見る、またはブラウザのトップ
画面で、測定中であることを確認します。

2. ブラウザのトップ画面の「1 画面表示」、または [2 画面表示 ] をクリックします。

					

測定データ画面が表示されます。

1 画面表示 ( トレンド表示 )
演算開始/停止ボタン

演算の開始、演算の停止をします。
(/M1オプション付加時または、10chパルス入力モジュール装着時)

記録開始/停止ボタン

データ収集の開始、停止をします。

一時停止ボタン

モニタ表示の更新を一時停止します。
データ収集は停止しません。

アラームACKボタン

アラームを保持する設定にした
場合、
アラーム解除待ちのとき、
アラームを解除します。
(リレー動作を含む)

出力チャネル操作アイコン
(出力モジュール装着時)

マニュアルDO、任意出力の操作
アイコンを表示する領域です。
1ch分を表示します。

各動作のステータス

それぞれ、
アラーム発生時、
記録中、演算中のときに点
灯します。

操作アイコン
切り替え

		

IM MW100-02

アイコンの大きさ
を切り替えます。
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モニタ画面で測定データを見る、記録を開始 / 停止する

2 画面表示 ( トレンド表示 )
モニタ画面を 2 画面で構成するときに使います。2 つのグループを表示できます。
トップ画面より、[ トップ ]> モニタ項目の [2 画面表示 ] をクリックしていきます。

		

ステータスバーの表示内容は次のとおりです。
MW100のシリアル番号
MW100のファームウェアの
バージョン

測定グループ記録動作(1〜3)/間引き記録動作(T)/
レポート記録動作(R)の状態

記録中：黄色
トリガ待ち状態：緑色
停止状態：灰色

CFカードのメモリ使用量

使用量(%)を緑色のバーで表示します。
CFカードが装着されていないときは
未装着表示(Ejected)になります。

演算処理パフォーマンス
(/M1オプション付加時または
10chパルス入力モジュール装着時)
演算処理が100%に達すると
演算値抜けが発生します。

表示グループ、モニタ表示を切り替える
3. 表示するグループを切り替える場合は、下図の「表示グループの選択」リストボッ
クスから選択します。.
モニタ表示を切り替える場合は、下図の「モニタ表示の選択」ボタンをクリック
します。
画面表示が切り替わります。
モニタ表示の選択

表示グループの選択

表示させたい表示グループを
選択します。

モニタ表示の種類を選択します。
・トレンド表示
・ディジタル値表示
・バーグラフ表示
・メータ表示
・オーバビュー

		
マニュアルサンプル

マニュアルサンプルを実行します。

データ表示

背景色の選択

背景色を白色/灰色表示に
切り替えます。

別ウインドウでアラームサマリ、
マニュアルサンプルデータ、
レポートデータが
表示できます。
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モニタ画面で測定データを見る、記録を開始 / 停止する

• ディジタル値表示
測定値をディジタル値表示します。アラームが設定されているとき、ディジタル値の
左隣にアラームステータスが表示されます。

			

アラームステータス
黒色

アラーム未設定

緑色

赤色

点灯：アラーム未発生
点滅：アラーム要因解除後の
アラーム保持解除待ち

点灯：アラーム発生
(内部記号はアラームの種類：H/L/rH/rL/dH/dL/tH/tL)
点滅：アラーム要因発生後のアラーム保持解除待ち

• バーグラフ表示
測定値をバーグラフ表示します。アラームが設定されているとき、バーグラフの左隣
にアラームステータス (「ディジタル値表示」参照 ) が表示されます。

			

• メータ表示
測定値をメータ表示します。アラームが設定されているとき、メータの左隣にアラー
ムステータス (「ディジタル値表示」参照 ) が表示されます。

			

IM MW100-02
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モニタ画面で測定データを見る、記録を開始 / 停止する

• オーバービュー表示
モニタ表示画面にアラーム ( 状態と種類 ) と測定値をディジタル値で表示します。ス
キップになっているチャネルは表示しません。ウインドウサイズを小さくするとア
ラームだけの表示になります。

			

記録を開始する
4. 画面表示の [ 記録開始 ] ボタンをクリックします。
CF カードへのデータ保存が開始されます。
ここをクリックすると記録を開始します。

					

記録を停止する
5. 画面表示の [ 記録停止 ] ボタンをクリックします。
ここをクリックすると記録を停止します。

					

測定データを FTP サーバに転送する
1. ブラウザのトップ画面の [ 通信設定 ] > [FTP クライアントの設定 ] をクリックし
ます。FTP クライアント設定画面が表示されます。

2. FTPサーバのサーバ名など
各項目を設定します。

					

3. ここをクリックします。
設定が変更されます。

4. 測定を開始したのち、記録を開始します。( 測定、記録の開始については、本書
の 25 ページをご覧ください。)

ファイルが作成されると、指定した FTP サーバのフォルダにファイルが転送されます。
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測定データをビューアで見る
データを表示する

CF カードに保存されたデータファイルや、FTP サーバから PC に転送されたデータファ
イルをビューアで見ます。

1. [ プログラム ] > [MW100 Viewer] > [MW100 ビューア ] をクリックし、ビューア
を起動します。

2. [ ファイル ] メニューの [ 開く ] を選択するか、またはツールバーの

ボタンを

クリックします。

[ ファイルを開く ] ダイアログボックスが表示されます。

					

ファイル情報

3. 読み込みたいファイルを選択し、[ 開く ] ボタンをクリックします。
波形表示ウインドウが表示されます。

MW100 で分割されたデータファイルを読み込む場合
波形表示ウインドウが表示される前に、結合可能なファイルがあれば [ 関連ファ
イルとの結合処理を行いますか？ ] ダイアログボックスが表示されます。結合処
理を行う場合には [ はい ] のボタン、指定したファイルだけ表示する場合は [ い
いえ ] のボタンをクリックします。

波形表示ウインドウを表示

					

同一グループ内でもブラウザで設定した[記録周期]ごとのグラフと演算チャネルのグラフに
分割されて表示されます。

IM MW100-02
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測定データをビューアで見る

波形表示ウインドウでの表示変更

下図の説明に従って、表示設定を変更します。

アクティブチャネルの切り替え
表示グループの切り替え

アラーム表示ON/OFF
表示ゾーンの切り替え
時間軸の
グリッド表示の切り替え
拡大/縮小
クリップ表示のON/OFF

カーソルを
アラーム変化点
へ移動
グリッドの濃さの
変更
ゾーン表示部の
ON/OFF
背景色の濃さの
変更
チャネルのON/OFF

チャネル番号と単位

スケール

ツールバーでの表示変更

下図の説明に従って、表示設定を変更します。
表示詳細設定ウインドウの表示
マークの追加
カーソルAを左側マークへ移動
カーソルAを右側マークへ移動
カーソルBを左側マークへ移動
カーソルBを右側マークへ移動
チャネル番号表示
タグ名表示
タグコメント表示

		

区間統計演算値表示ウインドウの表示
カーソル値表示ウインドウの表示
アラーム/マーク一覧表示
ディジタル値表示ウインドウの表示
波形表示ウインドウの表示
時刻表示/時間表示の切り替え

メニューでの表示変更

[ 編集 ]、[ 表示 ]、[ ウインドウ ] の各メニューを表示します。

カーソルの消去
マークの検索
マークの追加/削除
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表示ウインドウの整列(重ねる/並べるの選択)
表示ウインドウアイコンの整列
波形表示ウインドウの表示
ディジタル値表示ウインドウの表示
各表示エリアの並べ方を自動/横/縦から選択
アラームおよびマークの詳細一覧表示
カーソル値表示ウインドウの表示
演算結果表示ウインドウの表示
表示ウインドウの切り替え

ディジタル値表示ウインドウの表示
データファイルの表示を変更する
チャネル番号/タグ名/
タグコメントの切り替え*1
時刻/時間表示の切り替え*2
ツールバーの表示ON/OFF
ステータスバーの表示ON/OFF
*1 MW100のデータにはタグコメントが
存在しません。タグコメントを選択す
るとタグ名を表示します。
*2 ディジタル値表示のときは、
[時刻/時間表示形式]の項目も表示

IM MW100-02

測定データをビューアで見る

表示詳細設定ウインドウでの表示変更

下図の説明に従って、表示設定を変更し、[OK] ボタンをクリックします。
表示の設定は、表示グループごとに行います。
表示のON/OFF

グループ名

ほかの表示グループへの切り替え
トリップ点の表示ON/OFF

チャネルの表示色

		

トリップ点の値

Y軸の表示方式
の選択

表示ゾーン位置
スケールの
最大/最小値

コピー/貼り付け対象にするときクリックして
フラグを表示、コピー/貼り付け対象にしな
いときクリックしてフラグを隠す

Y軸の種類(線形/対数)選択
複数軸ゾーン表示時のY軸の表示ON/OFF
チャネルの選択(チャネル選択ダイアログボックスの表示)

ディジタル値表示
波形表示ウインドウが表示されている状態で、ツールバーの
ボタンをクリックする
か、[ ウィンドウ ] メニューの [ デジタル表示 ] を選択すると、下図のようなディジタル
値表示ウインドウを表示できます。モニタ周期の異なるグループがある場合は、画面を
分割して表示します。
表示グループの
切り替え

アクティブチャネル(波形表示でのY軸表示チャネル)

記録周期ごと
に表示 チャネルの表示色

		

マーク表示

IM MW100-02

データ番号
日時

値
アラーム

水平スクロール
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測定データをビューアで見る

カーソルによる値の読み取り
1. カーソルによる値の読み取りを行いたいグループのタブをクリックします。

測定点

			

カーソルA

カーソルB

2. 波形表示エリア上で、データを読み取る位置でマウスをクリックします。
同時にもう一点を読み取りたいときは、マウスをドラッグします。最初にクリッ
クしたときに表示されるのがカーソル A、ドラッグしたした位置に表示されるの
がカーソル B です。

3. [ウィンドウ]メニューの[カーソル値表示]

カーソルAの時刻
カーソルAのデータの番号
カーソルBの時刻
カーソルBのデータの番号

を選択します。
右図に示すようなカーソル値表示
ウインドウが表示されます。

カーソル
Aの移動

カーソル
Bの移動

カーソルAB間の時間
カーソルAB間のデータの番号差

チャネルの表示色

アラームの
表示

カーソルBの値−カーソルAの値
チャネル番号/
カーソルBの値
測定単位
カーソルAの値

測定 / 演算データの区間統計演算
1. 波形表示ウインドウで、区間統計演算を行いたいグループのタブをクリックしま
す。

2. 波形表示エリア上で、演算区間開始位置でマウスをクリックします。

水色のカーソルが波形表示エリア上に表示されます。波形表示エリアが複数表示されてい
るときは、各波形表示エリアの時刻位置にカーソルが表示されます。

3. 演算区間終了位置までマウスカーソルをドラッグします。

マウスカーソルをドラッグした位置に、もう 1 つの水色のカーソルが表示されます。
グループ選択タブ

					

カーソル(区間統計演算終了)
カーソル(区間統計演算開始)
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4. [ ウインドウ ] メニューの [ 演算結果表示 ] を選択します。
下図に示すような区間統計演算値表示ウインドウが表示されます。
チャネル表示色

区間統計演算開始
位置のデータ番号 最小値

最大値−最小値

実効値
チャネルの
スクロール

チャネル番号/
測定単位

区間統計演算終了 最大値
位置のデータ番号

平均値

アラーム / マークの一覧表示

[ ウィンドウ ] メニューの [ アラーム / マーク一覧表示 ] を選択する、またはツールバー

の
ボタンをクリックします。
• アラーム一覧表示
現在このマークの項目順にソートしている
クリックした項目順にソートする

			

• マーク一覧表示
現在このマークの項目順にソートしている
クリックした項目順にソートする

ビューアでつけたマーク

			

MW100のトリガマーク

ブラウザの表示画面で
つけたメッセージマーク
マークのついているグループ名
グループ名がない場合は、全グループに
マークがついている

IM MW100-02
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印刷内容の設定
1. [ ファイル ] メニューの [ 印刷設定 ] を選択します。
下図の [ 印刷設定 ] ダイアログボックスが表示されます。

2. 印刷内容を設定変更します。
すべてを印刷か、カーソルによる指定範囲だけを印刷の選択
ディジタル値用設定に切り替えるとき
印刷対象のグループの選択

モノクロで印刷するのか、
カラーで印刷するのかの選択

印刷時に印字するコメントの入力

データ形式の変換

[選択グループ]を選択した
ときのグループ選択
クリックすると、グループ
選択ダイアログボックスを
表示

下記のデータ形式に変換できます。
アスキー

データをカンマで区切って並べたテキストデータです。拡張子は「.txt」です。

エクセル

Microsoft 社の表計算ソフトウエア「Excel」のバージョン 8.0 (Excel97) 以降で読み
込み可能なデータです。拡張子は「.xls」です。

ロータス

IBM 社の表計算ソフトウエア「Lotus 1-2-3」のバージョン 2.0 以降で読み込み可能
なデータです。拡張子は「.wj2」です。

[ 変換 ] メニューの [ アスキー変換 ]/[ エクセル変換 ]/[ ロータス変換 ] のどれかを選択し
て表示される下図のようなダイアログボックスで実行します。エクセル変換またはロー
タス変換では、扱えるデータ数に制限があります。変換する前に、適正なデータ数にな
るように、変換対象、変換範囲、ステップを設定してください。

対象範囲のグループ番号を入力
変換対象範囲をグループで
設定するのか、チャネルで
設定するのかを選択

対象範囲のチャネルを選択
クリックすると、選択ダイア
ログボックスを表示

測定周期の選択
選択した測定周期のチャネル
だけが変換対象

指定したデータの時刻の表示

変換対象のデータ範囲の
入力
このダイアログボックスを
表示する前に、カーソルで
指定可能

データ間隔をあけて保存する
ときのステップ

保存先/ファイル名の表示
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保存先/ファイル名を変更するとき
クリックすると、保存先/ファイル名
設定ダイアログボックスを表示
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