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はじめに

ご注意

商標

履歴

本書は、DataBrowser の機能、操作方法、取り扱い上の注意などについて説明したもの
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。
お読みになったあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、大切に保存してくだ
さい。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにきっとお役にたちます。
● ライセンス番号の再発行はできません。ライセンス番号は大切に保管してください。
● 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。また、実際の画面表示内容は、本書に記載の画面表示内容と多少異なることがあ
ります。
● 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、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 / 営業所までご連絡ください。
● Windows の取り扱い / 操作方法については、このマニュアルでは説明していません。
● 本書の内容の一部または全部を無断で転載、複製することは禁止されています。
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ソフトウエア使用許諾契約書
ご使用前に必ずお読みください。

このたびは横河電機株式会社（以下「横河」といいます）のソフトウェアをお求めいただきまして誠にありがとうございます。本ソフトウェアをインストールまたは使
用することにより、お客様は本契約の各条項に同意したものとみなされます。本契約に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストールおよび使用は行わず、
直ちに本ソフトウェアの販売元にご連絡ください。本ソフトウェアを未使用のまま返品いただくことにより、本ソフトウェアについてお支払い済みの金額について払戻
しを受けられる場合があります。

ソフトウエア使用許諾契約書
第 1 条 ( 適用範囲 )
本契約は，横河の以下の製品およびこれに付帯して提供される関連資料（以下併せて「横河ソフトウェア製品」といいます）に適用します。横河が別に定める場合を除き、
横河が提供する横河ソフトウェア製品の改訂版および機能追加版についても本契約が適用されます。
対象製品：DAQWORX（但し、購入した品目のソフトウェアに限る）
第 2 条 ( 使用権の許諾 )
1. 横河は、お客様に対し、横河ソフトウェア製品について、別途合意した使用料を対価として、以下のライセンス数と同じ台数のコンピュータ上における、お客様の自
己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権を許諾します。
ライセンス数：１
2. 横河が書面により別途合意または規定した場合を除き、次の行為は禁止されます。
a. 横河ソフトウェア製品を複製すること（ただし、バックアップ用に１部複製することは可能としますが、この場合複製物の管理に厳重な注意を払うものとします。）
b. 横河ソフトウェア製品またはそれらの使用権を第三者に販売、転貸、頒布、譲渡、質入もしくは再使用を許諾したり、公衆送信もしくは送信可能化すること
c. ネットワークを介して指定コンピュータ以外のコンピュータ上で横河ソフトウェア製品を使用すること
d. ダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング等により横河ソフトウェア製品をソースプログラムその他人間が読み取り可能な形式へ変
換もしくは複製すること、修正もしくは他の言語への翻訳等により横河ソフトウェア製品を提供された形式以外に改変すること、またはこれらを試みること
e. 横河ソフトウェア製品に使用または付加された保護の機構（コピープロテクト）を除去したり、除去を試みること
f.
横河ソフトウェア製品に表示されている著作権、商標、ロゴその他の表示を削除すること
3. 横河ソフトウェア製品およびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、ノウハウおよびプロセスは、横河または横河に対し再使用許諾権または譲渡権を付与して
いる第三者の固有財産および営業秘密であり、横河ソフトウェア製品の権利は横河または当該第三者に帰属し、お客様に権利の移転や譲渡を行うものではありません。
4. 前項記載の固有財産および営業秘密ならびにキーコードは、横河ソフトウェア製品を使用するために必要とされるお客様の役員、従業員またはそれに準じる者以外の
第三者に開示、漏洩しないものとし、お客様は当該従業員等に対しては秘密保持の義務を負わせるものとします。
5. 本契約終了または解除時は、横河ソフトウェア製品およびその複製物を横河に返却するとともに、コンピュータまたは記憶媒体に記録されている複製物を完全に消去
するものとします。横河ソフトウェア製品およびその複製物が記録されている記憶媒体を廃棄する場合は、必ずこれに記憶されている内容を完全に消去するものとし
ます。
6. 横河ソフトウェア製品には、横河が第三者（横河の関係会社を含みます）から再使用許諾権または譲渡権を付与されているソフトウェアプログラム（以下「第三者プ
ログラム」という）を含む場合があります。かかる第三者プログラムの供給者（以下「供給者」といいます）が本契約と異なる使用許諾条件を定めている場合には、
別途提示される当該条件が本契約に優先して適用されます。第三者プログラムによっては、お客様が供給者から直接使用許諾を受ける形態のものもあります。
7. 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア（以下「OSS」といいます）が含まれる場合があります。OSS については、別途提示される条件が本契約に
優先して適用されます。
第 3 条 ( 特定用途に関する制限 )
1. 横河ソフトウェア製品は、横河、お客様間にて別途書面で合意した場合を除き、航空機の運行、船舶の航行もしくはこれらを地上でサポートする機器、鉄道施設、原
子力施設もしくは放射線関連機器、または医療機器もしくは医療施設に関連した使用、その他高度な安全基準が求められる状況下での使用を目的として設計、製造ま
たは使用許諾されたものではありません。
2. お客様が前項の目的で横河ソフトウェア製品を使用する場合には、横河および供給者は当該使用により発生するいかなるクレームおよび損害に対しても責任を負わな
いものとし、お客様は、お客様の責任においてこれを解決するものとします。
第 4 条 ( 保証 )
1. 横河ソフトウエア製品は、当該製品完成時または出荷時の現状のままでお客様に提供されるものとし、記録媒体の破損または損傷を除き、横河および供給者は瑕疵担
保責任その他の保証責任を一切負わないものとします。記録媒体に破損、損傷などの瑕疵が発見された場合は，出荷後 12 ヶ月に限り、横河はこれを無償で交換しま
す（ただし、お客様の費用で横河の指定するサービス拠点に当該ソフトウエア製品の記憶媒体を送付していただく場合に限ります）。横河はいかなる場合であっても、
横河ソフトウェア製品に瑕疵および不具合のないこと、的確性、正確性、信頼性もしくは最新性などの品質上または性能上の明示もしくは黙示の保証をするものでは
ありません。また、横河ソフトウェア製品が他のソフトウェアとの間で不整合、相互干渉などの影響のないことを保証するものでもありません。
2. 横河は、自己の判断により必要と認めた場合、横河ソフトウェア製品に関するバージョンアップ（以下、「バージョンアップ」といいます）を実施し、これを有償ま
たは無償にて提供することがあります。ただし、横河は、バージョンアップまたはバージョンアップ後の製品をお客様に提供する義務を負うものではありません。
3. 製品によっては、有償保守サービスが提供される場合があります。保守サービスの範囲および条件は、横河が別途定めるところによります。ただし、横河が保守対応
をするのは、カタログまたは一般仕様書に別に記載のない限り、最新のバージョンおよびその直前のバージョンまでとし、直前のバージョンについてはバージョンアッ
プ後５年間に限るものとします。また、受注停止のものについては、受注停止後５年内に限り対応します。標準品以外の製品については、保守対応できない場合があ
ります。なお、横河以外により改変または修正された横河ソフトウェア製品については、横河は一切対応しないものとします。
第 5 条 ( 特許権，著作権等の侵害に関する損害賠償責任 )
1. お客様は、横河ソフトウェア製品につき、第三者から特許権、商標権、著作権その他の知的財産権の侵害に基づき使用の差し止め、損害賠償請求等が行われた場合は、
書面にて直ちに請求の内容を横河に通知するものとします。
2. 前項の通知がなされ、当該請求等が横河の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から横河に防御、交渉に必要なすべての権限を
与えていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、横河は自己の費用負担で当該請求等の防御および交渉を行い、前項記載の第三者に対して最終
的に認められた責任を負うものとします。
3. 横河は第１項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、横河の選択により、横河の費用で下記のいずれかの処置を取ることができるものとします。
a. 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェア製品の使用を継続する権利を取得する。
b. 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフトウェア製品と交換する。
c. 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェア製品を改造する。
d. 前各号の処置がとれない場合、本契約を解除し、かかる製品の簿価のうち既に横河が受領した金額を限度として損害を賠償する。
4. 前各項にかかわらず、第 1 項の請求にかかる侵害が、横河以外の者による横河ソフトウェア製品の改変に起因する場合、横河以外の第三者が納入した製品と横河ソフ
トウェア製品との組み合わせによる場合、お客様または発注者の指示に起因する場合、横河の助言に従わない場合その他横河の責に帰すべき事由によらない場合は、
横河は前各項の責任を負わないものとします。
5. 本条の定めが知的財産権侵害に関する横河および供給者の責任のすべてとします。本条にかかわらず、第三者プログラムまたは OSS に起因する請求等については別途
提示される条件が優先します。
第 6 条 ( 責任の制限 )
1. 本契約に従い使用されている横河ソフトウェア製品によって、横河の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、横河は、本契約の規定に従って対応する
ものとしますが、横河および供給者は、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害（営業上の利益の喪失、業務の中断、営業情報の喪失等に
よる損害その他）については一切責任を負わないものとし、かつ横河の責任（前条における責任を含む）は、かかる横河ソフトウェア製品について横河が既にお支払
いを受けた金額の残存簿価を限度とします。なお、横河が納入した製品につきお客様が横河の書面による事前の承諾なく改造、改変、他のソフトウェアとの結合を行
い、またはその他、カタログ、一般仕様書、基本仕様書、機能仕様書もしくはマニュアルとの相違を生ぜしめた場合は、横河は一部または全ての責任を免れることが
できるものとします。
2. 本契約の遂行または違反その他本契約に関してお客様が横河に対して有するすべての請求権は、請求の原因となる事由の発生から３ヶ月以内に横河に対して書面で通
知しない限り、当該３ヶ月の経過をもって消滅するものとします。
第 7 条 ( 輸出規制 )
お客様は、事前に横河の同意を得た場合を除き、横河ソフトウェア製品の全部または一部を、直接、間接を問わず輸出または他国に提供しないものとします。横河が同
意した場合、お客様は、日本国、アメリカ合衆国その他関連国の輸出関連法規を遵守し、自らの責任と費用において輸出入許可の取得その他必要な手続きを行うものと
します。
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ソフトウエア使用許諾契約書
第 8 条 ( 監査、使用の差止め )
1. 横河は、お客様による本契約の履行を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2. 横河ソフトウェア製品の使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合、その他横河ソフトウェア製品を
使用するに著しく不適切であると横河が判断した場合には、横河はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとします。
第 9 条 ( 譲渡 )
お客様は、横河ソフトウェア製品の譲渡を行う場合は、譲受人に本契約が適用されることを明示しこれを順守させるとともに、横河ソフトウェア製品をすべて譲受人に
譲渡し、お客様自身が保有する複製物を完全に消去するものとします。
第 10 条 ( 解除 )
横河は、お客様が本契約に違反した場合には、何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できるものとします。この場合お客様は直ちに横河ソフトウェア製
品の使用を中止し、第 2 条第 5 項に従い横河ソフトウェア製品およびその複製物を返却または消去するものとし、支払い済みの使用料は返金されないものとします。本
契約終了後といえども第 2 条第 4 項および第 5 項、第 3 条、第 5 条、第 6 条および第 11 条は効力を有するものとします。
第 11 条 ( 管轄裁判所 )
横河ソフトウェア製品の使用または本契約に関して生じた紛争については、両者誠意を持って協議解決するものとします。ただし，一方当事者が他方当事者に協議解決
をしたい旨の通知後 90 日以内に両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所 ( 本庁 ) を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
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このマニュアルの利用方法
このマニュアルの構成

このユーザーズマニュアルは、以下に示す第 1 章〜第 4 章、および索引で構成されてい
ます。
章
1

タイトル
ご使用になる前に

内容
DataBrowser の概要を説明しています。
また、DataBrowser を使用するときに必要な PC 環境、システムの構成、
DataBrowser の操作の流れなどを説明しています。
2
データ検索ウインドウ データファイルを検索する方法について説明しています。フォルダ名、
の操作
ファイルの日付、拡張子、データ種類、文字、シリアル番号などを指
定して検索する方法、検索結果の表示方法、データにチャネルを追加
する方法などを説明しています。
3
データ表示ウインドウ 検索したデータの表示方法について説明しています。波形表示、カー
の操作
ソル値、演算結果を表示したり、表示設定の保存やデータ形式の変換
方法などを説明しています。
4
トラブルシューティン エラーメッセージとその推定原因、対処方法について説明しています。
グ
索引
アルファベット順、五十音順の索引を記載しています。

このマニュアルにおける説明の範囲

このマニュアルでは、オペレーティングシステム (OS) の基本的な操作については説明し
ていません。OS の基本的な操作については、それぞれのユーザーズガイドなどをお読
みください。

このマニュアルで使用している記号
● 単位

K 「1024」の意味です。
M「1024K」の意味です。
G 「1024M」の意味です。

使用例：10KB
使用例：10MB
使用例：2GB

● 表示文字

ダイアログボックス、ボタンの名前は、「」で囲んで表記しています。
メニュー項目は、太字で表記しています。

● 操作説明ページで使用しているシンボル

第 1 〜 3 章で操作説明をしているページでは、説明内容を区別するために、次のよう
なシンボルを使用しています。
操作手順
解

Note

iv

説

数字で示す順序で各操作をしてください。
ここでは、初めて操作
をすることを前提に、手順を説明しています。操作内容によって
は、すべての操作を必要としない場合があります。
解説では操作に関する限定事項などを説明しています。
操作をするうえで、知っていると便利な情報が記載されています。
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第1章

ご使用になる前に

機能概要

DataBrowser の概要

1

DataBrowser は、データファイルの検索機能と表示機能を備えたソフトウエアです。
当社製の記録計およびデータ収集ソフトウエアを介して保存されたデータファイルを、
ローカルホストおよびネットワーク上のホストから検索してデータを表示します。

ご使用になる前に

1.1

2
3

Note

ネットワーク上のホストは、DataBrowser が起動している必要があります。

■ データ検索機能 ( データ検索ウインドウ )

検索条件の設定が以下の 5 項目用意されているので条件設定が簡単にできます。また、
検索条件を複数選択することで探したいファイルを確実に検索できます。
(1) 日時
指定した年 / 月 / 日 / 時間 ( 日時指定 ) または日付に関わらず指定した時間帯 ( 時間帯
指定 ) を含むデータファイルを検索します。
(2) ファイル名
指定したファイル名または拡張子を含むデータファイルを検索します。
(3) データ種類
指定した機種 (DX100/200、CX1000/2000、MX100、MV100/200) またはデータ収集
ソフトウエア (DAQLOGGER、AddTrigger、AddMulti、MXLOGGER、MX スタンダード )
のデータファイルを検索します。
(4) 文字
指定したキーワードを含むデータファイル内の文字情報でデータファイルを検索しま
す。
(5) シリアル番号
指定した機器のシリアル番号でデータファイルを検索します。

■ データ表示機能 ( データ表示ウインドウ )

・ 時刻や収集周期の異なるデータおよび機種やデータ収集ソフトウエアの異なるデータ
を同一画面上に波形表示できます。
・ カーソルによる読み取り値や区間統計演算ができます。
・ データをエクセル、テキスト、ロータスファイルに変換出力できます。
・ カーソルで指定した範囲や全範囲の波形を印刷できます。

データの保存と読み出しのイメージ図

読み出し
保存

検索設定
ファイル

検索設定
ファイル

読み出し

表示設定
ファイル
検索結果ファイル

表示設定
ファイル
検索結果ファイル
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DataBrowser の概要

データ検索およびデータ表示のイメージ図
ホストC

ホストCのデータ
DAQLOGGER
DAQLOGGER

データ転送
条件転送

検索条件

日時(期間)
ファイル名
データ種類
文字
シリアル番号

データ表示

データ変換 印刷
出力

データ転送

データ転送

条件転送

FTP転送

DX

DAQLOGGER

ホストB

ホストBのデータ
DX

CX

CX

CX/DX

条件転送

ホストA

ホストAのデータ

DX

各ホストは，DataBrowserが
起動していることが必要です。

DX
DX

DX

DAQLOGGER

FTP転送
CX/DX

ネットワーク上のホストとの通信

DataBrowser は、ネットワーク上のホスト (DataBrowser) と通信し、検索の実行、デー
タの取得、設定ファイルの取得、検索結果の取得ができます。ネットワーク上のホスト
(DataBrowser) に対し機能を実行する場合の通信のやり取りについて説明します。
1 回の要求ごとに (1) ネットワーク上のホストへ接続 (2) 要求の送信と結果の受信 (3) 接
続の切断の手順で通信します。ホストとの通信は、常時接続ではなく要求を発行すると
きに接続します。

要求する側

要求を処理する側
接続を要求
接続を許可
要求送信
要求に対する結果を送信
接続を切断
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必要なシステム環境

1
ご使用になる前に

1.2

OS( オペレーティングシステム )

2

次の OS で動作します。
・ Windows Vista Home Premium SP2 (64 ビット版を除く )
・ Windows Vista Business SP2 (64 ビット版を除く )
・ 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 (32 ビット版、64 ビット版 ) ( デスクトップモードに対応）
・ Windows 8 Pro (32 ビット版、64 ビット版 ) ( デスクトップモードに対応）
オペレーティングシステムの言語とソフトウエアの表示言語は次のとおりです。
OS の言語
日本語
その他

3
4

ソフトウエアの表示言語
日本語
英語

索

Note

このマニュアルでは、Windows 2000 で表示される画像で操作を説明しています。

PC 本体 (CPU と主記憶容量 )

上記の OS が動作し、下記の CPU とメモリを搭載した機種。
OS が Windows Vista の場合
Pentium 4   3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 プロセッサ。2GB 以上のメモリ。
OS が Windows 7、Windows 8 の場合
32 ビット版：Pentium 4

3GHz 以上の Intel 社製 x64 または x86 ロセッサ。2GB 以

上のメモリ。
64 ビット版：Pentium 4
モリ。

3GHz 相当以上の Intel 社製 x64 プロセッサ。2GB 以上のメ

Note

上記の仕様は、デスクトップ PC におけるもので、ノート PC のものではありません。

CD-ROM ドライブ

本ソフトウエアをインストールするときに使用します。

ハードディスクの空き容量
空き容量： 200MB 以上

ディスプレイ

OS が推奨するビデオカードと OS に対応した 1024 ｘ 768 ドット以上、65,536 色 (16bit、
High Color) 以上のディスプレイ。

プリンタ / マウス

使用する OS に対応したものが必要です。

イーサネットポート

イーサネットに接続するためのポート (10BASE-T または 100BASE-TX) が必要です。
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1.3

起動と終了

起動する
操作手順
1. Windows のスタートメニューで、プログラム > YOKOGAWA DAQWORX>
DataBrowser > DataBrowser を選択します。

DataBrowser が起動します。

Note

DataBrowser を起動したときの状態は、前回 DataBrowser を終了したときの状態です。終了し
たときの検索結果は復元されません。

終了する
操作手順
1. メニューバーのファイル > アプリケーションの終了を選択するか、またはウイン
ドウのタイトルバー右端の「×」をクリックします。
DataBrowser を終了します。

1-4
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操作の流れ

1
ご使用になる前に

1.4

DataBrowser の操作の流れを以下に示します。
1.3節 参照

2

DataBrowserを起動する

3
2.2節 参照

検索フォルダの登録と指定

2.7節 参照

検索条件と検索結果の
保存と読み出し

4

検索結果を絞込み検索

2.3節 参照

2.4節 参照

2.5節 参照

2.6節 参照

3.2節 参照

3.3節 参照

3.4節 参照
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検索条件の指定

2.3節 参照

2.5節 参照

検索の実行

検索条件の指定

索

検索結果を絞込む

検索結果の表示

検索結果からチャネルを
データ表示に追加

2.8節 参照

データファイルのコピー

チャネルを追加するグループの
選択

表示の詳細設定

波形の表示操作

カーソル値の表示

演算結果の表示

表示設定の
保存と読み出し

データ形式の変換

データの印刷

3.5節 参照

3.6節 参照

3.7節 参照

3.8節 参照

3.9節 参照
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第2章

データ検索ウインドウの操作

2.1

データ検索ウインドウの各部名称と使い方
検索フォルダ登録エリア
メニューバー

1

検索条件指定エリア

2
データ検索ウインドウの操作

ツールバー

3
4

索

「詳細情報を表示」ボタン

「表示幅の変更」ボタン
(5)

(6)

検索結果表示エリア

ファイル詳細表示エリア

メニューバー
(8)
(9)

(1)
(2)
(3)

(10)

(4)
(5)
(6)
(7)

ツールバー
(2)

(3)

(1) (4)

(7)

(8)

(9)

(10)

(1) 検索設定をローカルホストまたはネットワー
ク上のホストから読み出して表示します。
(2) データ検索ウィンドウを新規作成します。
(3) データ表示ウィンドウを新規作成します。
(4) 検索フォルダと検索条件の設定をローカル
ホストに保存します。
(5) 検索結果をローカルホストまたはネットワー
ク上のホストから読み出して表示します。
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(6) 検索結果をローカルホストに保存します。
(7) 指定したフォルダ下のデータファイルを別のフォ
ルダにコピーします。
(8) データ検索ウィンドウを表示します。
(9) データ表示ウィンドウを表示します。
(10) バージョン情報を表示します。

2-1

2.2

検索フォルダの登録と指定
データファイルを検索する対象フォルダを登録します。登録した検索フォルダ ( 最大
200 個 ) から 8 個まで指定できます。

新規登録 ( 指定 ) する

ローカルホストまたはネットワーク上のホストから検索フォルダを新規登録する操作で
す。

操作手順
1. データ検索ウインドウを開き、検索フォルダ登録エリアの「登録」ボタンをクリッ
クします。「検索フォルダの登録」ダイアログボックスが表示されます。

「更新」ボタン

フォルダID入力ボックス

2. 登録するフォルダを選択し、フォルダ ID を入力します。
3. 「登録」ボタンをクリックします。登録したフォルダのホスト名とフォルダ ID が
検索フォルダ登録エリアに表示されます。( チェックボックスが ON になり、検
索フォルダとして指定された状態になります。)

ここをドラッグすると
表示幅が変わる
検索対象チェックボックス

解説
検索フォルダ登録エリア
ホスト名

検索フォルダの登録先ホスト名です。

フォルダ ID

検索フォルダの登録時に設定したフォルダにつける識別名です。

2-2
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2.2

検索フォルダの登録と指定

1

「登録」ボタン

クリックすると「検索フォルダの登録」ダイアログボックスを表示します。

「解除」ボタン

検索フォルダ登録エリアで選択したフォルダの指定を解除します。

2

ON/OFF で検索フォルダを指定する / 指定しないが切り替ります。

「検索フォルダの登録」ダイアログボックス
「更新」ボタン

3

ローカルホストのフォルダツリーを更新します。

フォルダ ID 入力ボックス

フォルダにつける識別名を半角 16 文字以内で入力できます。検索フォルダはフォル
ダ ID を入力して登録することができます。

「登録」ボタン

選択したフォルダを入力したフォルダ ID で登録します。

「検索フォルダの登録」ダイアログボックスを閉じます。

Note

・ 異なるフォルダに同じフォルダ ID を入力すると検索フォルダとして登録できません。
・ 登録したフォルダは「検索フォルダの登録」ダイアログボックスの [ フォルダの登録履歴 ]
に残ります。フォルダの登録履歴が 200 個になると、それ以上は登録できません。登録し
たい場合はフォルダの登録履歴から、いずれかのフォルダを削除して再登録してください。

ローカルホストまたはネットワーク上のホストに登録されたフォルダの一覧から、検索
フォルダを指定する操作です。

操作手順
1. データ検索ウインドウを開き、検索フォルダ登録エリアの「登録」ボタンをクリッ
クします。「検索フォルダの登録」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「一覧から登録」タブをクリックします。「一覧から登録」タブページが表示され
ます。

「更新」ボタン
「取得」ボタン

ここをクリック
するとす べ て
の フォル ダ を
選択

「削除」ボタン

番号をダブルクリックすると
フォルダが指定される
ドラッグしてフォルダを選択

3. ホスト一覧からホストを選択します。選択したホストに登録されているフォルダ
がフォルダの登録履歴に表示されます。
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索

「閉じる」ボタン

一覧から指定する

データ検索ウインドウの操作

検索対象チェックボックス
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2.2

検索フォルダの登録と指定

4. フォルダの登録履歴から検索するフォルダを選択し「登録」ボタンをクリックす
るか、または番号をダブルクリックします。指定したフォルダのホスト名とフォ
ルダ ID が検索フォルダ登録エリアに表示されます。( チェックボックスは ON に
なります。)

検索対象チェックボックス

ここをドラッグすると
表示幅が変わる

解説
ホスト一覧

ネットワーク上で起動している DataBrowser のホスト名を表示します。200 個まで表
示できます。

フォルダの登録履歴

ホスト一覧で選択したホスト名に登録されているフォルダ ID とフォルダを表示しま
す。200 個まで登録できます。

「更新」ボタン

ホスト一覧とフォルダの登録履歴を更新します。

「取得」ボタン

各ホストのフォルダの登録履歴を更新します。

「削除」ボタン

フォルダの登録履歴からフォルダを削除します。( ローカルホストに登録されたフォ
ルダだけ削除することができます。)

「登録」ボタン

フォルダの登録履歴から選択したフォルダを検索フォルダとして指定し、検索フォル
ダエリアに表示します。

エクスプローラから登録 ( 指定 ) する
操作手順
1. データ検索ウインドウを開きます。Windows エクスプローラから、登録するフォ
ルダをデータ検索ウインドウ上にドラッグ & ドロップします。「検索フォルダの
一括登録」ダイアログボックスが表示されます。
データ検索ウィンドウ

フォルダを
「データ検索」
ウィンドウにドラッグ&ドロップする

2-4
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2.2

検索フォルダの登録と指定

1
フォルダIDを入力する

2
データ検索ウインドウの操作

3
2. フォルダ ID を入力し「登録」ボタンをクリックします。登録したフォルダのホ

スト名とフォルダ ID が検索フォルダ登録エリアに表示されます。( チェックボッ
クスが ON になり、検索フォルダとして指定された状態になります。)

解説

索

フォルダ

ドラッグ & ドロップしたフォルダの絶対パスを表示します。

Note

・ 異なるフォルダに同じフォルダ ID を入力すると検索フォルダとして登録できません。
・ 登録したフォルダは「検索フォルダの登録」ダイアログボックスの [ フォルダの登録履歴 ]
に残ります。フォルダの登録履歴が 200 個になると、それ以上は登録できません。登録し
たい場合はフォルダの登録履歴から、いずれかのフォルダを削除して再登録してください。

検索フォルダ登録 ( 指定 ) 時の注意点

Note

・ 検索フォルダ登録エリアにあるフォルダを「解除」しても、フォルダの登録履歴からフォ
ルダは削除されません。また、フォルダの登録履歴からフォルダを「削除」しても、検索フォ
ルダ登録エリアにあるフォルダは解除されません。
・ 検索フォルダ登録エリアにあるフォルダ ID と同一フォルダ ID では、検索フォルダの登録 ( 指
定 ) はできません。
・ フォルダの登録履歴にあるフォルダ ID と同一フォルダ ID では、検索フォルダの登録 ( 指定 )
はできません。ただし、同一フォルダの場合は、登録 ( 指定 ) することができます。
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2.3

検索条件の指定
検索条件の指定方法は以下の 5 種類あります。検索条件は複数指定できます。
・ 日時または時間帯
・ ファイル名または拡張子
・ データ種類
・ 文字
・ シリアル番号

日時または時間帯を指定する
操作手順
1. 検索フォルダを指定します。(2.2 節参照 )
2. 検索条件指定エリアの「日時」チェックボックスを ON にします。
3. 「日時」タブをクリックするか、または下図のようにチェックボックスの右側を
クリックします。「日時」タブページが表示されます。
チェックボックス

各項目のこの部分をクリックすると右側の
タブページが連動して切り替わる

4. 日時指定または時間帯指定を選択します。
5. 検索する日時 ( 年 / 月 / 日 / 時間 ) または時間帯の範囲を入力します。

解説
日時指定は、指定した日時または時間帯のデータを含むデータファイルを検索します。
・ 日時、時間帯ともに指定できない msec の値は “0” になります。
・ 日時および時間帯の範囲指定で、検索されるファイルは下図のようになります。
A から B までの指定としたときに、A-B 間のデータを持つ全ファイルが検索対象に
なります。先頭時間が A 以前でも末尾時間が A-B 間であれば検索対象ファイルです。
また先頭時間が A-B 間にある場合も同様です。(1)(2)(3) のファイルは検索され、(4) の
ファイルは検索されません。
A
13:00:00
(1)

9:00:00～13:00:50

(2)

2-6

14:30:00～17:00:00
13:10:00～14:45:00

(3)
(4)

B
15:00:00

9:00:00～17:00:00
9:00:00～12:45:00

15:00:30
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検索条件の指定

1

ファイル名または拡張子を指定する
操作手順
1. 検索フォルダを指定します。(2.2 節参照 )

2

3. 「ファイル名」タブをクリックするか、または下図のようにチェックボックスの
右側をクリックします。「ファイル名」タブページが表示されます。

データ検索ウインドウの操作

2. 検索条件エリアの「ファイル名」チェックボックスを ON にします。

3

チェックボックス

4

索
各項目のこの部分をクリックすると右側の
タブページが連動して切り替わる

4. ファイル名または拡張子を選択します。
5. 検索するファイル名または拡張子を入力します。

解説
ファイル名指定は、指定したキーワードを含むファイル名のファイルまたは指定した拡
張子のデータファイルを検索します。

ファイル名

ファイル名の全部または一部を指定します。

拡張子

ファイル拡張子の全部または一部を指定します。

Note

指定するファイル名または拡張子が複数ある場合には、空白を区切りとして複数指定できます。
また、ワイルドカード (*、?) は使用できません。
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検索条件の指定

データの種類を指定する
操作手順
1. 検索フォルダを指定します。(2.2 節参照 )
2. 検索条件指定エリアの「データ種類」チェックボックスを ON にします。
3. 「データ種類」タブをクリックするか、または下図のようにチェックボックスの
右側をクリックします。「データ種類」タブページが表示されます。
チェックボックス

各項目のこの部分をクリックすると右側の
タブページが連動して切り替わる

4. 検索するデータの種類を選択します。

解説
データ種類指定は、指定したレコーダの機種または PC ソフトウエアのデータファイル
を検索します。

データの種類

DAQLOGGER、AddMulti、AddTrigger、MX100 (MX100 本体、MXLOGGER、MX100
スタンダードソフトウエアで作成したデータファイル )、DX100/DX200、MV100/
MV200、CX1000/CX2000

文字を指定する
操作手順
1. 検索フォルダを指定します。(2.2 節参照 )
2. 検索条件指定エリアの「文字」チェックボックスを ON にします。
3. 「文字」タブをクリックするか、または下図のようにチェックボックスの右側を
クリックします。「文字」タブページが表示されます。
チェックボックス

各項目のこの部分をクリックすると右側の
タブページが連動して切り替わる

4. 検索項目を選択し、検索文字を入力します。
2-8
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検索条件の指定

1

解説
文字指定は、指定したキーワードを含む文字情報が保存されたデータファイルを検索し
ます。文字指定した検索項目に情報がないデータ種類は検索対象となりません。下表に
その関係を示します。
DAQLOGGER
AddMulti
AddTrigger
MX100
DX100/200
×
×
○
○
○
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○：データファイルに情報がある場合、×：情報なし

MV100/200
○
○
○
×
○
○
○

CX1000/2000
○
○
○
×
○
○
○

Note

・ 指定する文字が複数ある場合には、空白を区切りとして複数指定できます。
・ 検索項目が複数選択された場合、指定された項目すべてに対して、検索文字が含まれてい
るかチェックします。
・ マーク / メッセージは、1 ファイルあたり 1000 件までが検索対象となります。それ以降の
マーク / メッセージは検索対象になりません。

シリアル番号を指定する
操作手順
1. 検索フォルダを指定します。(2.2 節参照 )
2. 検索条件指定エリアの「シリアル番号」チェックボックスを ON にします。
3. 「シリアル番号」タブをクリックするか、または下図のようにチェックボックス
の右側をクリックします。「シリアル番号」タブページが表示されます。
チェックボックス

各項目のこの部分をクリックすると右側の
タブページが連動して切り替わる

4. 機器のシリアル番号を入力します。

解説
シリアル番号指定は、指定した機器のシリアル番号でデータファイルを検索します。

Note

・ DAQLOGGER、AddMulti、AddTrigger はシリアル番号の情報がないため、シリアル番号で
は検索できません。
・ シリアル番号指定は、完全一致で検索されます。正確に指定してください。
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データ検索ウインドウの操作

ファイルコメント
バッチ情報
タグコメント
タグ No.
チャネル
グループ名
マーク / メッセージ

2
3
4

索

2.3

検索条件の指定

検索条件の指定について
解説
検索条件の複数指定

検索条件は、日時指定、ファイル名指定、データ種類指定、文字指定、シリアル番号
指定の複数またはすべてを同時に指定することができます。
下図のように検索項目は AND 指定になり、各検索条件項目のタブページ内は OR 指
定になっています。
検索項目は、例えば日時とデータ種類を指定したとき、指定日時を含むファイルかつ
データ種類が指定に合ったファイルを検索します。
タブページ内は、例えばデータ種類を 2 種類以上指定したとき、どちらか一方の指定
に合ったファイルを検索します。

AND指定

OR指定

サブフォルダ検索

「サブフォルダ検索」を ON にすると、登録された検索フォルダ下にあるサブフォル
ダ内のデータファイルも検索対象とします。「サブフォルダ検索」が OFF の場合は、
検索フォルダ直下のファイルのみ検索対象となります。
サブフォルダ検索OFFの場合

サブフォルダ検索ONの場合

・指定フォルダ直下のファイルだけ検索
・(1)～(9)のデータファイルは検索しない

・指定フォルダ直下のファイルを検索
・(1)～(9)すべてのデータファイルを検索する

DataFolder
Folder1

検索指定フォルダ
(1)

AddMulti

(2)

AddTrigger

(3)

DAQLOGGER

(4)

Folder2

(5)

CX

(6)

DX

(7)

MV

(8)

MX

(9)

Note

ファイル名を含む絶対パスのサイズが半角 255 文字以上になると検索されません。
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2.4

検索の実行

1

操作手順

2

2. 検索条件指定エリアの「検索」ボタンをクリックします。( 必要に応じて「サブフォ
ルダ検索」チェックボックスを ON にします。)

データ検索ウインドウの操作

1. 検索フォルダと検索条件を指定します。(2.2 節、2.3 節参照 )

3
4

「検索状況」ダイアログボックスが表示されます。

索
ここをクリックす
るとエラー内容
を表示する
検索が終了すると
「閉じる」ボタンに変わる
検索中

解説
ホスト名

指定した検索フォルダのホスト名を表示します。

フォルダ ID

指定した検索フォルダのフォルダ ID が表示されます。

状況

検索状況を表示します。
検索開始 / 検索中 / データ受信中 [...%]/ 検索終了
検索失敗：検索中にエラーが発生
検索中止：中止ボタンを押して検索を中止

検索件数

検索件数を表示します。左側の数字が検索して条件を満たしたファイル数、右側が検
索したファイル数です。検索するファイルの上限は、登録 ( 指定 ) したフォルダ ID1
件に対して 60000 件です。上限に達した場合は、検索件数が 60000 件で停止します。

「エラー」ボタン

エラーが発生したときにボタンが

になります。ボタンをクリックするとエラー内

容にエラーメッセージが表示されます。

エラー内容

エラー番号とエラーメッセージを表示します。

検索総件数

検索件数の合計を表示します。

「中止」ボタン

検索を中止します。中止すると途中までの検索結果を表示します。

「閉じる」ボタン

「検索状況」ダイアログボックスを閉じます。検索が終了すると「中止」ボタンが「閉
じる」ボタンに変わります。
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2.5

検索結果の表示

検索結果を表示する
操作手順
1. 登録された検索フォルダを指定した条件で検索すると検索結果が表示されます。
検索フォルダの登録 (2.2 節 )、検索条件の指定 (2.3 節 )、検索の実行 (2.4 節 )
前ページを表示
先頭ページを表示

次ページを表示
最終ページを表示

「表示幅の変更」ボタン

検索結果のファイルをクリックすると、
そのファイルの詳細が表示されます。

解説
検索結果表示

検索したファイルをリスト表示します。リストは画面左から以下のように表示します。
ファイル名：
検索したファイル名です。
データ種類：
検索したファイルのデータ種類です。
先頭時刻：
検索したファイル内の先頭データ時刻です。
末尾時刻：
検索したファイル内の末尾データ時刻です。
タイトル：
検索したファイルについているタイトルです。
コメント：
検索したファイルについてるコメントです。
ホスト名 [ フォルダ ID]：検索されたホスト名とフォルダ ID です。

Note

・ データファイルはホストの登録順に並んで表示されます。
・ タイトルとコメントは複数ある場合、その先頭データだけ表示されます。
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検索結果の表示

ページ指定

検索結果は、100 件で 1 ページとして表示されます。複数ページあるときは、検索結
果表示エリアの右上部のボタンでページを切替えます。

「開く」ボタン

1
2

「保存」ボタン

表示している検索結果を保存するときに使用します。(2.6 節参照 )

ソート機能

検索結果の表示を項目ごとに並び替えることができます。検索結果表示の項目をク
リックすると「状況」ダイアログボックスが表示されソートされます。

データ検索ウインドウの操作

保存された検索結果ファイルを開くときに使用します。(2.6 節参照 )

3
4

索

ソート中に「中止」ボタンをクリックするとソート前の並び順で表示されます。

「表示幅の変更」ボタン

・ ボタンをクリックすると検索結果の表示幅がウインドウの右端まで広がります ( 最
大幅表示 )。最大幅表示の状態でボタンをクリックすると前の状態に戻ります。
・ ボタンをドラッグすると任意の表示幅に変更することができます。( 最大幅表示の
状態ではドラッグできません )

検索結果を絞込む
操作手順
1. 検索条件を指定します。
2. 検索条件指定エリアの「絞込み検索」ボタンをクリックします。

解説
絞込み検索は、指定した条件で検索されたファイルの中から検索します。絞込み検索で
は以下のことができます。
・ 大量に見つかった検索結果から検索条件を追加することで目的のファイルを再検
索できます。
・ 検索結果を保存 (2.6 節参照 ) しておけば、ファイルを読み出して繰り返し検索する
ことができます。検索結果の保存 / 読み出しと絞込み検索を併用することで目的に
合った検索結果ファイルを作成することができます。

Note

絞込み検索は、通信しないで画面に表示しているファイルを検索します。ローカル環境で絞込
み検索はできますが、ネットワーク上のホストから検索されたファイルはデータ表示 (3 章参
照 ) できません。データ表示するには、ネットワーク上のホストが DataBrowser を起動してい
る状態で行ってください。
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ファイルの詳細を表示する
操作手順
1. 検索結果に表示されたファイルをクリックすると、そのファイルの詳細が表示さ
れます。

「タグ表示切替」ボタンをクリックすると、表示が
「チャネル」
「タグNo.」
「タグコメント」に切り替わる

「詳細情報を表示」ボタン

「タグ表示切替」ボタン

解説
ホスト名 [ フォルダ ID]

検索したホスト名とフォルダ ID を表示します。

チャネル数

現在表示しているファイルのチャネル数を表示します。

ファイル名

現在表示しているファイルの保存場所とファイル名を表示します。

No.

連番です。

追加

データ表示に追加するボタンです。(2.7 節参照 )

「タグ表示切替」ボタン

チャネル：チャネル番号を表示します。
タグ No.： タグ No. を表示します。
タグコメント：タグコメントを表示します。

周期 [sec]

チャネルごとの保存周期を表示します。

データ数

チャネルごとのデータ数を表示します。

シリアル番号

チャネルごとのシリアル番号を表示します。

先頭時刻

チャネルごとの先頭データ時刻を表示します。

末尾時刻

チャネルごとの末尾データ時刻を表示します。

トリガ時刻

チャネルごとのトリガ時刻を表示します。
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検索結果の表示

1

Note

「詳細を表示」ボタン

ボタンをクリックすると、検索結果ファイルの「ファイル詳細情報」ダイアログボッ
クスが表示されます。

2
データ検索ウインドウの操作

タグ No. とシリアル番号は以下のデータ種類は表示されません。
タグ No.
CX1000/2000、DX100/200、MV100/200
シリアル番号
DAQLOGGER、AddMulti、AddTrigger、MX100
ただし MX100 は演算だけのとき、またはビューアで保存したデータのときには表示されませ
ん。

3
4

ここをクリックするとタブページが切り替わる

索

コメント
選択されたデータファイルのコメント情報 ( タイトルとコメント ) を表示します。
情報がない場合は何も表示されません。
マーク / メッセージ
選択されたデータファイルのマーク数とマーク文字を表示します。情報がない場
合は何も表示されません。
バッチ情報
選択されたデータファイルのバッチ情報 ( アプリケーション、スーパーバイザ、マ
ネージャ、バッチ名、コメントユーザ、コメント ) を表示します。情報がない場合
は何も表示されません。
グループ名
選択されたデータファイルのグループ数とグループ名を表示します。情報がない
場合は何も表示されません。
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2.6

検索結果からチャネルをデータ表示に追加
検索結果からデータ表示ウインドウ ( 表示チャネル設定画面、波形表示画面 ) にチャネ
ルを追加する操作を説明します。

選択範囲のチャネルを一括で追加する
操作手順
1. 検索結果の表示からファイルを選択し、ファイルの詳細を表示します。(2.5 節参照 )
2. 追加するチャネルの範囲を選択し、「一括追加」ボタンをクリックします。
「一括追加」ボタン

ここをクリックすると
すべてのチャネル
を選択/解除

ドラッグして
範囲を選択

一つずつチャネルを追加する
操作手順
1. 検索結果の表示からファイルを選択し、ファイルの詳細を表示します。(2.5 節参照 )
2. 追加するチャネルの「追加」ボタンをクリックするか、または「No.」をダブルクリッ
クします。

「追加」ボタン

ダブルクリックする

「追加」ボタンを
クリックする

Note

ファイル詳細の横スクロールを右側に動かした状態では、「追加」ボタンは表示されません。
その場合には、ダブルクリックまたは「一括追加」ボタンで追加してください。
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検索設定と検索結果の保存と読み出し

1

検索設定を保存する

2
1. ツールバーの

をクリックするか、またはメニューバーのファイル > 検索設
定を保存を選択します。「検索設定を保存」ダイアログボックスが表示されます。
「削除」ボタン
「更新」ボタン

3
4

索

ここをドラッグすると表示幅が変わる
検索設定ファイルのアイコン

2. ファイル名とコメントを入力して「保存」ボタンをクリックします。
現在設定されている検索フォルダと検索条件が保存されます。

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている検索設定ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択した検索設定ファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されている検索結果ファイル一覧を更新します。

ファイル名

保存するファイル名を入力します。( 拡張子は自動的に付加されます。)

コメント

保存するファイルに対してコメントを入力します。半角 255 文字まで入力できます。

保存ボタン

設定ファイルを入力したファイル名でローカルホストに保存します。

Note

検索設定ファイルを保存してから、再び「検索設定を保存」ダイアログボックスを開くと、直
前に保存した「ファイル名」と「コメント」がテキストボックスに表示されます ( 新規作成時
と起動時は空白です )。また「検索設定を保存」ダイアログボックスでファイルを選択すると、
選択したファイルの「ファイル名」と「コメント」がテキストボックスに表示されます。上書
き保存する場合に便利です。
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データ検索ウインドウの操作

操作手順
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検索設定と検索結果の保存と読み出し

ローカルホストから検索設定を開く
操作手順
1. ツールバーの

をクリックするか、またはメニューバーのファイル > 設定を
開くを選択します。「設定を開く」ダイアログボックスが表示されます。
「削除」ボタン
「更新」ボタン

ここをドラッグすると表示幅が変わる
番号をダブルクリックすると
ファイルが開く

2. 読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックするか、または番号
をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した検索設定ファイルの内容で検索フォ
ルダと検索条件が表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」
ダイアログボックスが閉じます。)

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている設定ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択したファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されているファイル一覧を更新します。

ファイルの種類

「全ての設定ファイル (.dbc; .dbv)」を選択すると、保存されている検索設定ファイル
と表示設定ファイルを表示します。
「検索設定ファイル (.dbc)」を選択すると検索設定ファイルだけ表示します。
「表示設定ファイル (.dbv)」を選択すると表示設定ファイルだけ表示します。

「開く」ボタン

ファイル一覧から選択した設定ファイルを開きます。検索設定ファイルを開くとデー
タ検索ウインドウがアクティブになります。( 表示設定ファイルを開くとデータ表示
ウインドウがアクティブになります。)

「キャンセル」ボタン

「設定を開く」ダイアログボックスを閉じます。
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2.7

検索設定と検索結果の保存と読み出し

1

ネットワーク上のホストから検索設定を開く
操作手順
1. ツールバーの

をクリックするか、またはメニューバーのファイル > 設定を
開くを選択します。「設定を開く」ダイアログボックスが表示されます。
タブページが表示されます。

3. 「更新」ボタンをクリックします。DataBrowser が起動しているホストの名前と
各ホストにあるファイル名、コメントが表示されます。

3
4

「更新」ボタン

索

番号をダブルクリックすると
ファイルが開く
ここをドラッグすると表示幅が変わる

4. ホスト一覧からホストを選択します。選択したホストに保存されているファイル
一覧が表示されます。

5. ファイル一覧から読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックす
るか、または番号をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示
されます。

6. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した検索設定ファイルの内容で検索フォ
ルダと検索条件が表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」
ダイアログボックスが閉じます。)

解説
ホスト一覧

ネットワーク上で DataBrowser が起動しているホスト名を表示します。200 個まで表
示できます。

ファイル一覧

ホスト一覧で選択したホストに保存されている設定ファイル名とコメントを表示しま
す。

ホスト名

ホスト一覧で選択したホスト名を表示します。

「更新」ボタン

ホスト一覧とファイル一覧を更新します。

ファイルの種類 /「開く」ボタン /「キャンセル」ボタン

「ローカルホストから検索設定ファイルを開く」を参照してください。
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データ検索ウインドウの操作

2. 「ネットワーク上のホスト」タブをクリックします。「ネットワーク上のホスト」

2
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検索設定と検索結果の保存と読み出し

検索結果を保存する
操作手順
1. 検索結果表示エリアの「保存」ボタンをクリックするか、またはメニューバーの
ファイル > 検索結果を保存を選択します。「検索結果を保存」ダイアログボック
スが表示されます。
「削除」ボタン
「更新」ボタン

ここをドラッグすると表示幅が変わる

2. ファイル名とコメントを入力して「保存」ボタンをクリックします。
表示されている検索結果が保存されます。

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている検索結果ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択した検索結果ファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されている検索結果ファイルを更新します。

ファイル名

保存するファイル名を入力します。( 拡張子は自動的に付加されます。)

コメント

保存するファイルに対してコメントを入力します。半角 255 文字まで入力できます。

保存ボタン

検索結果ファイルを入力したファイル名でローカルホストに保存します。
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2.7

検索設定と検索結果の保存と読み出し

1

ローカルホストから検索結果を開く
操作手順
1. 検索結果表示エリアの「開く」ボタンをクリックするか、またはメニューバーの

「削除」ボタン

2
データ検索ウインドウの操作

ファイル > 検索結果を開くを選択します。「検索結果を開く」ダイアログボック
スが表示されます。

3

「更新」ボタン

4

索

ここをドラッグすると表示幅が変わる
番号をダブルクリックすると
ファイルが開く

2. 読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックするか、または番号
をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した検索結果ファイルの内容で検索結

果が表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」ダイアログボッ
クスが閉じます。)

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている検索結果ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択したファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されているファイル一覧を更新します。

「開く」ボタン

ファイル一覧から選択した検索結果ファイルを開きます。

「キャンセル」ボタン

「検索結果を開く」ダイアログボックスを閉じます。
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2.7

検索設定と検索結果の保存と読み出し

ネットワーク上のホストから検索結果を開く
操作手順
1. 検索結果表示エリアの「開く」ボタンをクリックするか、またはメニューバーの
ファイル > 検索結果を開くを選択します。「検索結果を開く」ダイアログボック
スが表示されます。

2. 「ネットワーク上のホスト」タブをクリックします。「ネットワーク上のホスト」
タブページが表示されます。

3. 「更新」ボタンをクリックします。DataBrowser が起動しているホストの名前と
各ホストにあるファイル名、コメントが表示されます。

「更新」ボタン

番号をダブルクリックすると
ファイルが開く

ここをドラッグすると表示幅が変わる

4. ホスト一覧からホストを選択します。選択したホストに保存されているファイル
一覧が表示されます。

5. ファイル一覧から読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックす
るか、または番号をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示
されます。

6. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した検索結果ファイルの内容で検索結

果が表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」ダイアログボッ
クスが閉じます。)

解説
ホスト一覧

ネットワーク上で DataBrowser が起動しているホスト名を表示します。200 個まで表
示できます。

ファイル一覧

ホスト一覧で選択したホストに保存されている設定ファイル名とコメントを表示しま
す。

ホスト名

ホスト一覧で選択したホスト名を表示します。

「更新」ボタン

ホスト一覧とファイル一覧を更新します。

「開く」ボタン /「キャンセル」ボタン

「ローカルホストから検索結果ファイルを開く」を参照してください。
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2.8

データファイルのコピー

1

指定したフォルダ下のデータファイルを別のフォルダへコピーする操作を説明します。

1. ツールバーの

をクリックするか、またはメニューバーのファイル > データ
ファイルのコピーを選択します。「データファイルのコピー」ダイアログボック
スが表示されます。

2
データ検索ウインドウの操作

操作手順

3
4

2. コピー元の「選択 ...」ボタンをクリックします。「フォルダの参照」ダイアログボッ
クスが表示されます。

3. コピー元のフォルダを選択し「OK」ボタンをクリックします。「データファイル
のコピー」ダイアログボックスが表示されます。

「フォルダの参照」
4. 操作 2 と同様に、コピー先の「選択 ...」ボタンをクリックします。
ダイアログボックスが表示されます。

新しいフォルダを作成しない場合は、操作 4 の次に操作 7 になります。
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2.8

データファイルのコピー

5. フォルダを作成する場所を選択し「新しいフォルダ ...」ボタンをクリックします。
「新しいフォルダの作成」ダイアログボックスが表示されます。

6. 作成するフォルダ名を入力し「OK」ボタンをクリックします。「フォルダの参照」
ダイアログボックスが表示されます。( 操作 4 下の画面 )

7. コピー先のフォルダを選択し「OK」ボタンをクリックします。「データファイル
のコピー」ダイアログボックスが表示されます。

8. 「開始」ボタンをクリックします。データファイルのコピーが完了し「データファ
イルのコピー」ダイアログボックスの下にコピー完了とコピーしたファイル数を
表示します。

解説
データファイルのコピー機能は、レコーダからフロッピーディスクや CF カードに保存
されたデータファイルを指定したフォルダへコピーできます。あらかじめコピー元とコ
ピー先のフォルダを指定しておくと、少ない操作でデータファイルのコピーができます。

Note

コピー元およびコピー先に指定できるのは、ローカルホストのフォルダだけです。

「選択 ...」ボタン (「データファイルのコピー」ダイアログボックス )
フォルダを指定するダイアログを表示します。

「新しいフォルダ ...」(「データファイルのコピー」ダイアログボックス )

指定した場所に新しくフォルダを作成します。「新しいフォルダの作成」ダイアログ
ボックスを表示します。

「開始」ボタン (「データファイルのコピー」ダイアログボックス )

データファイルのコピーを実行します。コピー元とコピー先を設定するとボタンがア
クティブになります。

「中止」ボタン (「データファイルのコピー」ダイアログボックス )

実行中のとき選択できます。データファイルのコピー実行を中止します。

「閉じる」ボタン (「データファイルのコピー」ダイアログボックス )
「データファイルのコピー」ダイアログボックスを閉じます。

「OK」ボタン (「新しいフォルダの作成」ダイアログボックス )
選択したフォルダを設定します。

「キャンセル」ボタン (「新しいフォルダの作成」ダイアログボックス )

選択したフォルダをキャンセルし「フォルダの参照」ダイアログボックスを閉じます。
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第3章

データ表示ウインドウの操作

3.1

データ表示ウインドウの各部名称と機能

1

データ表示ウインドウは、表示チャネル設定画面と波形表示画面で構成されています。

2

データ表示ウインドウを表示する
操作手順
をクリックするか、またはメニューバーの表示 > データ表示を
選択します。データ表示ウインドウが表示されます。

表示チャネル設定画面

チャネル情報画面と表示詳細設定画面があり、それぞれ検索結果から追加したチャネル
を表示します。

メニューバー

表示チャネル設定画面用ツールバー
表示チャネル設定画面のグループページ用
ツールバー

表示詳細設定画面
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4

索

チャネル情報画面
ツールバー

3
データ表示ウインドウの操作

1. ツールバーの

3-1

3.1

データ表示ウインドウの各部名称と機能

解説
グループ名

グループ名を半角 30 文字まで設定できます。

No.

グループ内で割り当てた番号

チャネル、タグ No.、タグコメント

チャネルの識別文字を表示します。( グループページ用ツールバーで切替表 示 )

先頭時刻

先頭データ時刻です。

末尾時刻

末尾データ時刻です。

トリガ時刻

トリガ点の時刻です。( トリガ点を持たない場合は先頭データをトリガ点とします。)

周期 (sec)

データの保存周期です。

データ数

保存されているデータ数です。

データ種類

保存した機器またはソフトウエアです。

ファイル名

チャネルの所属するファイルの名前です。

ホスト名

チャネルの所属するファイルが存在するホストの名前です。

ツールバー

バージョン情報を表示する
データ表示ウィンドウを表示する
データ検索ウィンドウを表示する
データファイルをコピーする
表示設定ファイルを保存する
表示設定ファイルを開く
データ表示ウィンドウを新規作成する
データ検索ウィンドウを新規作成する

表示チャネル設定画面用ツールバー

リンクグループの
設定(OFF/1/2/3/4)
チャネル/タグNo./タグコメントの
表示切替え

チャネル詳細情報を表示する
グループの移動(前/後)
グループの追加/削除
コピー/貼り付け

波形表示画面を表示する
表示チャネル設定画面を表示する

表示チャネル設定画面グループページ内のツールバー
チャネルの移動(上/下)
チャネルの削除
チャネル表示設定を表示する
チャネル情報を表示する
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3.1

データ表示ウインドウの各部名称と機能

1

表示詳細設定画面の編集機能
すべてを選択するとき コピー
ここをクリック
貼り付け

2
3
データ表示ウインドウの操作

選択範囲を指定する
ときはここをドラッグ

4
コピー/貼り付け対象に
するときはクリックして
フラグを表示

チェックボタンを一括で
ON/OFFするときに
このボタンをクリック

選択範囲の先頭と
同じ設定にするとき
このボタンをクリック

初期設定に戻すとき
このボタンをクリック

コピー

選択範囲を内部バッファにコピーします。

貼り付け

コピーした内容を表示しているグループに貼り付けます。選択範囲を指定していると
きは、その選択範囲に貼り付けます。選択範囲を指定していないときは、最下段に追
加して貼り付けます。
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3.1

データ表示ウインドウの各部名称と機能

波形表示画面

表示チャネル設定のチャネルを波形表示します。
ツールバー
メニューバー

波形表示画面用ツールバー

波形表示画面用ツールバー

リンクグループの
設定(OFF/1/2/3/4)
チャネル/タグNo./タグコメントの
表示切替え
波形表示画面を表示する
表示チャネル設定画面を表示する

時刻/時間
表示切換え
拡大/縮小/
全体表示/倍率指定

時刻基準モードの切替え
(先頭/トリガ/末尾/時刻)
すべて選択
カーソル消去
アラーム表示/非表示
チャネルデータを再取得
コピー

チャネル詳細情報を表示
変換設定を表示
演算結果を表示
カーソル値を表示
クリップ
スケール計算

波形表示の切替え
(指定ゾーン/編集ゾーン/フルゾーン/スライドゾーン/自動ゾーン/複数ゾーン)
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3.2

チャネルを追加するグループの選択

1

データ表示ウインドウでは、チャネルをグループ分けすることができます。グループは
50 まで分けることができ、1 グループには 32 チャネルまで設定できます。データ検索
ウインドウからチャネルを追加する (2.6 節参照 ) と選択されているグループに追加され
ます。

3

表示チャネル設定画面用ツールバーの
が作成されます。

をクリックすると、最後尾にグループページ

表示チャネル設定画面用ツールバーの
ジが削除されます。

をクリックすると、表示しているグループペー

リンクグループの設定

波形表示画面で、グループ間のカーソル位置と時刻基準モードを連動させる機能です。
設定には、リンク「OFF」、リンク「1」「2」「3」「4」があり、1 グループでいずれか 1
つ選択できます。同じリンク番号のグループをリンクグループと呼び、このリンクグルー
プは 4 個まで設定できます。
グループを選択して、いずれかを選択する
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IM WX201-01

2

4

索

3.3

表示の詳細設定

操作手順
下図の説明に従って、表示の詳細設定を変更します。
表示チャネル設定画面/波形表示画面の切替え
リンクグループの設定
(OFF/1/2/3/4)

グループの追加/削除/
前に移動/後に移動

チャネル詳細情報を表示する

チャネルの選択
すべてのチャネルを選択/解除

チャネル情報画面/
表示詳細設定画面の切替え

チャネルの削除/上に移動/下に移動
表示グループページの切替え

チャネルの選択
波形表示のON/OFF

スケール値の表示形式を
選択(浮動小数点/指数)

波形の表示
ゾーンを指定

トリップ点表示の
ON/OFF

チャネルの
表示色

Y軸の種類選択(線形/対数)
複数ゾーン表示時のY軸表示ON/OFF

解説
チャネルの表示 / 非表示

チャネル表示設定画面の「No.」列チェックボタンを ON/OFF することで、そのチャ
ネルデータを波形表示画面で表示するか、表示しないかを指定します。

チャネル ( タグ No.、タグコメント )：表示切替え可

「チャネル」列はチャネル、タグ No.、またはタグコメントを表示します。

Y 軸の表示 / 非表示と種類

「Y 軸」列チェックボタンを ON/OFF することで、そのチャネルデータの Y 軸を波形
表示画面で表示するか、表示しないかを指定します。この設定は、波形表示画面の複
数ゾーン指定で表示するときだけに有効です。
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スケールの最大値 / 最小値とスケール値の表示形式

波形表示時のスケール最大値 / 最小値を設定できます。「スケール最小」列で Y 軸の
下端、「スケール最大」列で Y 軸の上端の値を指定します。
「表示」列でスケール値の浮動小数点表示または指数表示を指定します。
指数表示の選択

波形表示画面

1
2
3
データ表示ウインドウの操作

4
波形表示ゾーンの設定

波形表示時の波形表示範囲を設定できます。波形表示範囲の下端を 0％、上端を
100％とします。「ゾーン最小」列で下端 (0 〜 99％ )、「ゾーン最大」列 (1 〜 100％ )
で波形表示範囲の下端と上端の表示位置を％で指定します。
波形表示画面

トリップ点の設定

波形表示エリアで着目する値 ( トリップ点 ) を示す線 ( トリップライン ) が表示でき
ます。波形ごとにトリップ 1( 赤色 )、トリップ 2( 水色 ) の 2 つ設定できます。「トリッ
プ 1」列、「トリップ 2」列のチェックボタンを ON/OFF することで、波形表示画面
で表示する、表示しないを指定します。
トリップ1の値

トリップ2の値

波形表示画面

トリップライン

トリップラインのON/OFF

IM WX201-01
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チャネルの表示色

波形表示時の色をチャネルごとに設定できます。「色」列の色をクリックすると「色
の設定」ダイアログボックスが表示されます。

チャネル詳細情報の表示

表示チャネル設定画面で選択しているチャネルの詳細情報を見ることができます。

・ 表示チャネル設定画面用ツールバーの
ダイアログボックスが表示されます。

をクリックします。「チャネル詳細情報」

現在表示しているグループ名
グループ内で割り当てた番号
チャネル
チャネルの識別文字
タグNo.
タグコメント
単位

バッチ情報ページを表示する
コメント情報ページを表示する

「情報」タブページ
先頭時刻、末尾時刻、トリガ時刻*、周期 (sec)、データ数、データ種類、ファイル
名、パス名、ホスト名を表示します。
* トリガ点を持たないデータは、先頭時刻をトリガ点とします。
「コメント情報」タブページ
タイトルとコメントを表示します。複数のコメント情報がある場合は、すべてを
表示します。コメント情報を含んでいないデータは何も表示しません ( 空欄 )。
「バッチ情報」タブページ
バッチ情報を表示します。バッチ情報を含んでいないデータは何も表示しません
( 空欄 )。表示項目は、アプリケーション、スーパーバイザ、マネージャ、バッチ名、
ロット番号、コメント時刻、コメント 1、コメント 2、コメント 3 です。( 詳細は、
バッチ情報を保存する機器の説明書を参照してください。)
3-8
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1

表示チャネル設定画面の設定に従って波形を表示します。

2

操作手順
1. 表示チャネル設定画面 ( チャネル情報画面、詳細設定画面 ) で

3
データ表示ウインドウの操作

(「波形表示」
ボタン ) をクリックします。選択されているタブページのチャネルを読み込みま
す。読み込み中に「データ取得状況」ダイアログボックスが表示され、読み込み
が完了すると波形表示画面が表示されます。(「中止」ボタンをクリックすると
読み込みを中止します。「中止」ボタンをクリックした時点で、読み込みが完了
したチャネルだけ波形表示画面に表示されます。すべての波形を表示するには、
波形表示画面の「チャネルデータを再取得」ボタンをクリックします。)

4

索

「波形表示」
ボタン

「チャネルデータを再取得」ボタン
マーク表示部

グループ選択
タブ
ゾーンサイズ
バー

トリップ
表示部

波形表示部

グリッド色
調整スライダ
Y軸ボタン

カーソルA

アクティブ
Y軸マーク

カーソルB

Y軸表示部

背景色
調整スライダ

ゾーン表示部

波形表示/非表示
ボタン

ゾーン表示バー

時間軸表示部

アラーム表示部

時間軸倍率

Note

表示されないチャネルがある場合、以下の内容を確認してください。
・ ホストが存在し、DataBrowser が起動していること
・ 「チャネル詳細情報」ダイアログボックスの「パス名」で示されるフォルダに「ファイル名」
に示されたファイルが存在すること
・ ネットワークが正しく接続されていて、ネットワーク障害などが発生していないこと

解説
グループ選択タブ

クリックすると、そのグループを表示します。表示するグループ名は、表示チャネル
設定画面で設定したグループ名を表示します。

波形表示部

波形を表示する領域です。表示チャネル設定画面での設定に従って波形を表示します。
波形表示部でクリックするとカーソルが表示されます。そのカーソルをドラッグする
とカーソルをもう 1 つ表示します。最初にクリックした点がカーソル A、ドラッグし
た点がカーソル B になります。(「3.5 カーソル値の表示」参照 )

IM WX201-01
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アラーム表示部

アラームを表示する領域です。ツールバーの「アラーム表示 / 非表示」ボタンで切替
えます。

Y 軸表示部

Y 軸を表示する領域です。設定したチャネル色で表示します。波形表示が指定ゾーン、
編集ゾーン、フルゾーン、およびスライドゾーンの場合はアクティブチャネルの Y 軸
だけ表示します。自動ゾーン、複数ゾーンのときは、すべてのチャネルが表示されます。

時間軸表示部

時間軸を表示する領域です。下部のスクロールバーで表示範囲を選択できます。
表示には、時刻表示と時間表示があり、ツールバーの「時刻 / 時間表示切替え」ボタ
ンで切替えられます。

ゾーン表示部

各チャネルの表示状態を変更する領域です。
アクティブ Y 軸マーク
このマークがあるチャネルがアクティブ状態です。このチャネルをアクティブチャ
ネルといい、波形およびアラームデータは最前面に表示します。
グリッド色調整スライダ
ドラッグしてスライダを上下させ、グリッド色を白 - 黒の間で調整します。
背景色調整スライダ
ドラッグしてスライダを上下させ、背景色を白 - 黒の間で調整します。
Y 軸ボタン
各チャネルを割り当てた色で表示します。選択するとアクティブチャネルとなり、
アクティブ Y 軸マークをボタン上部に表示します。
ゾーン表示バー
クリックするとゾーン表示部の表示 / 非表示を切替えます。
ゾーンサイズバー
ドラッグしてゾーン表示部の表示サイズを変更します。
波形表示 / 非表示ボタン
ボタンを ON/OFF することで、チャネルの表示 / 非表示を切替えます。表示詳細
設定画面の「波形表示の ON/OFF」ボタンと連動します。

トリップ表示部

トリップ点を表示します。

マーク表示部

マークを表示します。表示グループに登録されているチャネルのマークをすべて表
示します。マークは、1 チャネルあたり 1000 個まで表示でき、マークの付加、変更、
および削除はできません。マークが重なって表示されている場合、アクティブチャネ
ルに属するマークが再前面に表示されます。

時間軸表示部

・ 時刻表示は、チャネルの時刻を表示します。時刻基準モードが「先頭基準」「トリ
ガ基準」「末尾基準」のときは、アクティブチャネルの時刻を表示します。
・ 時間表示は、波形表示部の先頭を基準とした相対時刻を表示します。

チャネル詳細情報の表示

波形表示画面では、アクティブチャネルの情報を表示します。
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1

異なる周期の波形表示

波形表示画面では、測定周期が異なるデータを同一画面に表示できます。

波形表示する測定周期について

測定周期が異なる場合、表示グループに割り当てたチャネルの測定周期の最大公約
数を最小単位周期として同一画面に表示します。下図のように周期が 1s、500ms、
250ms のチャネルデータを同一画面に表示するときは 250ms となります。

3
データ表示ウインドウの操作

1sec
500ms

4

250ms

最大公約数

索

250ms

最小単位周期より長い周期の波形表示について

チャネル周期が最小単位周期よりも長い場合、測定点でないデータ値は直後の測定点
の値を表示します。
測定点

最小単位周期の波形
最小単位周期より長い
波形
測定点

同じ値
測定点

同じ値

同じ値

同じ値

最小単位の表示周期

下図は、周期が 100ms と 1s の波形です。周期の長い波形は階段状に表示されます。

リンクグループの最小単位周期について

同一リンクグループに属した、全グループに登録している全チャネルの測定周期の最
大公約数が最小単位周期となります。

IM WX201-01

2

3-11

3.4

波形の表示操作

時刻基準モード

時刻基準モードには、先頭基準、トリガ基準、末尾基準、時刻基準の 4 種類があります。

先頭基準

グループに割り当てたチャネルの先頭データを基準に波形を表示します。

トリガ基準

グループに割り当てたチャネルのトリガ点を基準に波形を表示します。

末尾基準

グループに割り当てたチャネルの末尾データを基準に波形を表示します。

時刻基準

グループに割り当てたチャネルの測定時刻を基準に表示します。
先頭基準
：トリガ点

トリガ基準

時刻

時刻
時刻基準

末尾基準

時刻

時刻

表示するデータの保存形式

データファイルの保存形式には 2 種類あり、それぞれ波形表示部、「カーソル値」ダイ
アログボックスでの表示が異なります。波形表示画面では、これらの保存形式が異なる
データを混在して表示できます。
1 つの時刻に 1 データを保存する形式を Normal 形式といい、1 つの時刻に最小値と最大
値の 2 データを保存する形式を MinMax 形式といいます。
以下はデータ種類による各保存形式の対応を示します。
データ種類
DX100
MV100/MV200
CX1000/CX2000
MX100
DAQLOGGER
AddMulti
AddTrigger

Normal 形式
○
○
○
○
○
○
○

MinMax 形式
○
○
○
×
×
×
×

Note

DX100/200、MV100/200、CX1000/2000 のような MinMax 形式保存できる機器では、イベン
トデータとディスプレイデータ ( 表示データ ) という 2 種類の形式でデータを保存します。イ
ベントデータは Normal 形式、ディスプレイデータは MinMax 形式で保存されます。詳細は各
機器のユーザーズマニュアルを参照してください。
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Normal 形式と MinMax 形式の波形表示

Normal 形式の場合、その時刻のデータ値に対応する位置へ表示します。
MinMax 形式の場合、その時刻の最小値から最大値に対応する 2 点間を塗りつぶして
表示します。最小値と最大値が同じときは表示上 Normal 形式同じ状態です。最小値
と最大値の差が大きいと線幅の広い波形を表示します。

1
2

波形とカーソルの交点表示

Normal形式

MinMax形式

3
データ表示ウインドウの操作

Normal 形式の場合は交点に円を表示します。
MinMax 形式の場合は交点に最小値から最大値に対応する 2 点間を含む長円を表示し
ます。

4
円

長円
最大値
最小値

索

アラームデータの表示

アラーム表示部は、ツールバーの「アラーム表示 / 非表示」ボタンで表示 / 非表示を切
替えます。この操作は「カーソル値」ダイアログボックスのアラーム表示 / 非表示と連
動します。1 チャネルに対して最大 4 つのアラームレベル数です。下図のように、上段
からアラームレベル 1、2、3、4 の順になります。アラームが発生したチャネルの色で
アラーム発生期間を表示します。また同時刻に複数のチャネルで同じレベルのアラーム
が発生している場合には、アクティブチャネルのアラームを最前面に表示します。
アラームレベル1
アラームレベル2
アラームレベル3
アラームレベル4

Y 軸の表示

Y 軸の配置形式には、指定ゾーン、編集ゾーン、フルゾーン、スライドゾーン、自動ゾー
ン、複数ゾーンの 6 種類あります。それぞれツールバーで切替表示できます。

指定ゾーン

詳細表示設定画面の [ ゾーン ] で指定した表示位置に各チャネルの波形を表示します。
Y 軸はアクティブチャネルのものを 1 つだけ表示します。

アクティブY軸マーク

アクティブチャネルのY軸を表示する

Y軸ボタンをクリックすると
アクティブチャネルになる

IM WX201-01
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編集ゾーン

表示詳細設定画面の [ ゾーン ] で指定した表示位置に各チャネルの波形を表示します。
ゾーン表示部の Y 軸ボタンを操作することで波形の表示範囲を編集できます。Y 軸ボ
タンを上下にドラッグすると波形の位置を移動します。ここで設定した波形のゾーン
は、表示詳細設定画面の [ ゾーン ] 指定と連動し、指定ゾーンおよび複数ゾーンの設
定にも反映されます。Y 軸はアクティブチャネルのものを 1 つだけ表示します。

アクティブY軸マーク

つまみをドラッグす
るとゾーンの最小値/
最大値を個別に変更
できる

アクティブチャネルのY軸を表示する

ゾーンをドラッグする
と範囲を変えずにゾ
ーンの位置を変更で
きる

フルゾーン

表示詳細設定画面の [ ゾーン ] の指定に関わらず、全チャネルとも波形表示エリアの
フルゾーンで表示します。Y 軸はアクティブチャネルのものを 1 つだけ表示します。

アクティブY軸マーク

波形表示エリア
(フルゾーン)

アクティブチャネルのY軸を表示する

スライドゾーン

表示詳細設定画面の [ ゾーン ] の指定に関わらず、波形表示エリア内で各チャネルの
表示位置を上下に少しずつずらして表示します。Y 軸はアクティブチャネルのものを
1 つだけ表示します。

アクティブY軸マーク

各チャネルの波形を
このようにスライドさせて表示する
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自動ゾーン

表示詳細設定画面の [ ゾーン ] の指定に関わらず、表示するチャネルの数に合わせて、
波形表示エリア内を等分割して表示します。

1
2

アクティブY軸マーク

3
データ表示ウインドウの操作

自動的に等分割で
波形を表示する

4

索

複数ゾーン

Y 軸を左右方向に並べ、指定された Y 軸すべてを表示します。表示詳細設定画面の [Y
軸 ] チェックボタンを OFF にすると Y 軸は表示されません。表示範囲は表示詳細設定
画面の [ ゾーン ] で指定します。Y 軸ボタンを Y 軸表示部にドラッグ＆ドロップすると、
該当チャネルの Y 軸を表示し、反対に Y 軸をゾーン表示部にドラッグ＆ドロップする
と、該当チャネルの Y 軸を非表示にします。
Y軸が非表示のY軸ボタンを
Y軸表示部にドラッグすると
表示される

アクティブY軸マーク
アクティブチャネルの
Y軸が一番右側に
表示される

Y軸表示をゾーン表示部に
ドラッグすると、そのY軸は
非表示になる

クリップ機能

クリップを ON にすると値がスケール範囲外のときにスケール最小値 / 最大値の値で波
形を表示します。クリップ機能の ON/OFF はツールバーの「クリップ」ボタンで切り替
えられます。
クリップOFF(初期設定)

IM WX201-01
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トリップ点

表示詳細画面の [ トリップ 1]、[ トリップ 2] の設定に従ってトリップ点を表示します。
トリップ 1 とトリップ 2 の値表示部をドラッグするとトリップ点を変更できます。この
変更は表示詳細設定画面の [ トリップ 1]、[ トリップ 2] に連動します。
トリップ1

トリップ2
トリップ点の位置をドラッグして
変更できる

波形表示画面のコピー

波形表示画面用ツールバーの
(「コピー」ボタン ) をクリックすると、表示している
波形画面をコピーします。OS に標準添付の「ペイント」などを起動して「貼り付け」
操作を行うと、波形画面が貼り付きます。
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3.5

カーソル値の表示

1

操作手順
1. 波形表示画面で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

2

クしタブページを表示します。

2. 波形表示部の上で、データを読み取りたい位置でクリックします。同時にもう一

カーソルB

3. ツールバーの「カーソル値表示」ボタンをクリックします。「カーソル値」ダイ
アログボックスが表示されます。

アクティブチャネルマーク

チャネルの
表示色

カーソルBの カーソルA-B間の
データ番号 データ番号差

カーソル
Aの移動

カーソル
Bの移動

カーソルAの値
アラーム表示

カーソルB-Aの値

カーソルBの値

カーソルAの時刻

カーソルBの時刻

解説
現在表示しているカーソル位置の情報を表示します。

データ番号

カーソル A、B の表示位置のデータ番号を表示します。

時刻差

カーソル A-B 間の時刻差を表示します。

相対時刻

カーソル A、B の表示領域の先頭を基準とした時間を表示します。

値 A と値 B

カーソル A またはカーソル B の各チャネルの値とアラームを表示します。アラーム
が発生しているときは赤色、発生していないときは緑色です。カーソルの位置にデー
タがない場合は空白です。

値 B- 値 A

カーソル B の各チャネルの値からカーソル A の各チャネルの値を引いた値を表示し
ます。

時刻 A と時刻 B

カーソル A およびカーソル B の時刻を表示します。

IM WX201-01

4

索

カーソルA

カーソルAの
データ番号

3
データ表示ウインドウの操作

点を読み取りたいときは、そのカーソルをドラッグします。最初にクリックした
ときに表示されるのがカーソル A、ドラッグした位置に表示されるのがカーソル
B です。測定点は波形とカーソルの交点上に黄色の円で表示されます。
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Normal 形式と MinMax 形式の表示

Normal 形式のチャネルは、1 行に値を表示します。MinMax 形式のチャネルは、カー
ソル位置での最小値と最大値を 2 行で表示します。

アクティブチャネルの切替え

アクティブチャネルを変更することができます。波形番号と色の間にアクティブチャ
ネルマークを表示します。アクティブにしたいチャネルの場所をクリックすることで
変更できます。これにより波形表示画面のアクティブチャネルも連動します。

カーソルの移動

「アップ / ダウン」ボタンで波形表示画面のカーソル位置を移動できます。

Note

・ カーソル値表示時のカーソルと、区間統計演算の区間を指定するカーソルは共通です。
・ 「カーソル値」ダイアログボックスと「演算結果」ダイアログボックスは同時に表示できます。
・ 「カーソル値」ダイアログボックスを表示したまま、波形表示画面で他のグループのタブを
クリックすると、「カーソル値」ダイアログボックスには選択したグループのカーソル値が
表示されます。
・ 「カーソル値」ダイアログボックスを表示したまま、波形表示画面でカーソル位置を変更で
きます。

カーソルの消去

波形表示画面用ツールバーの

(「カーソル消去」ボタン ) をクリックします。カーソ

ルが消去され「カーソル値表示」ダイアログボックスで表示されていた値も消去されま
す。

3-18

IM WX201-01

3.6

演算結果の表示

1

操作手順
1. 波形表示画面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タブページ

2

を表示します。

2. 波形表示部の上で、演算区間開始位置でクリックし、そのカーソルを区間終了位
( カーソルの操作は「3.5 節 カーソル値の表示」と同様です。)

3. ツールバーの「演算結果表示」ボタンをクリックします。「演算結果」ダイアロ
グボックスが表示されます。

3
データ表示ウインドウの操作

置までドラッグします。

4

索

チャネルの
表示色

プログレスバー

解説
2 つのカーソルで演算する区間を指定します。カーソルを表示しない場合は全データが
演算の対象になります。演算項目は、最小値、最大値、PP( 最大値 - 最小値 )、平均値、
および実効値です。演算は、ダイアログボックスを表示するとき、または「再計算」ボ
タンをクリックしたときに実行します。
(Normal 形式のチャネルは、1 行に値を表示します。MinMax 形式のチャネルは、カー
ソル位置での最小値と最大値を 2 行で表示します。)

最小と最大

カーソル範囲内または全範囲の最大値、最小値を表示します。

PP

カーソル範囲内または全範囲の最大値と最小値との差を表示します。

平均値

カーソル範囲内または全範囲の平均値演算結果を表示します。

実効値

カーソル範囲内または全範囲の実効値演算結果を表示します。

開始時刻と終了時刻

各チャネルの演算開始点、演算終了点の時刻を表示します。

プログレスバー

演算の実行状況を表示します。

「再計算」ボタン

演算を再計算します。「演算結果」ダイアログボックスを表示中にカーソル位置を変
更した場合に、このボタンをクリックすることで再計算できます。

Note

・ 区間統計演算のカーソルと、カーソル値表示時の区間を指定するカーソルは共通です。
・
「演算結果」ダイアログボックスと「カーソル値」ダイアログボックスは同時に表示できます。
・ 演算結果の内容は、カーソルの移動やグループの切替えには連動しません。「演算結果表示」
ボタンをクリックするか、または「再計算」ボタンをクリックすると、演算を実行し結果
を表示します。
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表示設定の保存と読み出し

データ表示設定を保存する
操作手順
1. データ表示ウインドウの

(「保存」ボタン ) をクリックするか、またはメニュー
バーのファイル > 表示設定を保存を選択します。「表示設定を保存」ダイアログ
ボックスが表示されます。
「削除」ボタン
「更新」ボタン

ここをドラッグすると表示幅が変わる

2. ファイル名とコメントを入力して「保存」ボタンをクリックします。
現在表示している表示設定が保存されます。

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている表示設定ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択した表示設定ファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されている表示設定ファイル一覧を更新します。

ファイル名

保存するファイル名を入力します。( 拡張子は自動的に付加されます。)

コメント

保存するファイルに対してコメントを入力します。半角 255 文字まで入力できます。

保存ボタン

設定ファイルを入力したファイル名でローカルホストに保存します。

Note

表示設定ファイルを保存してから、再び「表示設定を保存」ダイアログボックスを開くと、直
前に保存した「ファイル名」と「コメント」がテキストボックスに表示されます ( 新規作成時
と起動時は空白です )。また「表示設定を保存」ダイアログボックスでファイルを選択すると、
選択したファイルの「ファイル名」と「コメント」がテキストボックスに表示されます。上書
き保存する場合に便利です。
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表示設定の保存と読み出し

1

ローカルホストから表示設定を開く
操作手順
1. データ表示ウインドウの

(「開く」ボタン ) をクリックするか、またはメニュー
バーのファイル > 設定を開くを選択します。「表示設定を開く」ダイアログボッ
クスが表示されます。
「削除」ボタン

2
3
データ表示ウインドウの操作

「更新」ボタン

4
ここをドラッグすると表示幅が変わる

索

番号をダブルクリックすると
ファイルが開く

2. 読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックするか、または番号
をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示されます。

3. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した表示設定ファイルの内容でデータ
表示ウインドウが表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」
ダイアログボックスが閉じます。)

解説
ファイル一覧

ローカルホストに保存されている設定ファイル名とコメントを表示します。

「削除」ボタン

選択したファイルを削除します。

「更新」ボタン

表示されているファイル一覧を更新します。

ファイルの種類

「全ての設定ファイル (.dbc; .dbv)」を選択すると、保存されている検索設定ファイル
と表示設定ファイルを表示します。
「検索設定ファイル (.dbc)」を選択すると検索設定ファイルだけ表示します。
「表示設定ファイル (.dbv)」を選択すると表示設定ファイルだけ表示します。

「開く」ボタン

ファイル一覧から選択した設定ファイルを開きます。表示設定ファイルを開くとデー
タ表示ウインドウがアクティブになります。( 検索設定ファイルを開くとデータ検索
ウインドウがアクティブになります。

「キャンセル」ボタン

「設定を開く」ダイアログボックスを閉じます。
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表示設定の保存と読み出し

ネットワーク上のホストから表示設定を開く
操作手順
1. ツールバーの

をクリックするか、またはメニューバーのファイル > 設定を開
くを選択します。「設定を開く」ダイアログボックスが表示されます。

2. 「ネットワーク上のホスト」タブをクリックします。「ネットワーク上のホスト」
タブページが表示されます。

3. 「更新」ボタンをクリックします。DataBrowser が起動しているホストの名前と
各ホストにあるファイル名、コメントが表示されます。

「更新」ボタン

番号をダブルクリックすると
ファイルが開く
ここをドラッグすると表示幅が変わる

4. ホスト一覧からホストを選択します。選択したホストに保存されているファイル
一覧が表示されます。

5. ファイル一覧から読み出したいファイルを選択して「開く」ボタンをクリックす
るか、または番号をダブルクリックします。「情報」ダイアログボックスが表示
されます。

6. 「はい」ボタンをクリックします。読み出した表示設定ファイルの内容でデータ
表示ウインドウが表示されます。(「いいえ」ボタンをクリックすると「情報」
ダイアログボックスが閉じます。)

解説
ホスト一覧

ネットワーク上で DataBrowser が起動しているホスト名を表示します。

ファイル一覧

ホスト一覧で選択したホストに保存されている設定ファイル名とコメントを表示しま
す。

ホスト名

ホスト一覧で選択したホスト名を表示します。

「更新」ボタン

ホスト一覧とファイル一覧を更新します。

ファイルの種類 /「開く」ボタン /「キャンセル」ボタン

「ローカルホストから表示設定ファイルを開く」を参照してください。
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3.8

データ形式の変換

1

操作手順
1. 波形表示画面を開き、データ変換する波形を表示します。
2. 変換する範囲をカーソルで指定します ( カーソルが非表示のときは全範囲です )。
波形表示画面用ツールバーの
ボックスが表示されます。

をクリックします。「データ変換」ダイアログ

3
データ表示ウインドウの操作

変換するタイプのチェック
ボックスをONにする

2

4

索

3. 変換タイプ ( エクセル、テキスト、ロータス ) を選択します。変換するデータの
範囲を変更する場合は開始点と終了点を指定します。

4. ステップ数を指定します。

( 詳細は [ 解説 ] を参照してください。)

5. チャネルを指定して、そのチャネルの周期をデータ変換する周期とする場合は「次

のチャネルの測定点を出力」チェックボックスを ON にし、
「選択」ボタンをクリッ
クします。「選択」ダイアログボックスが表示されます。( 詳細は [ 解説 ] を参照
してください。)

測定点を出力するチャネルを選択する

6. 測定点を出力するチャネルをクリックすると、「データ変換」ダイアログボック
スに選択したチャネルが表示されます。

7. 「ファイル」ボタンをクリックします。「ファイル名を指定」ダイアログボックス
が表示されます。
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8. ファイルの保存先を指定し、ファイル名を入力して「OK」ボタンをクリックし
ます。
「データ変換」ダイアログボックスに出力ファイル名が表示されます。

9. 「開始」ボタンをクリックします。

解説
変換タイプ

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。
テキスト
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。
ロータス
Lotus 社の表計算ソフトウエア「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。

開始点と終了点

データ変換する範囲を指定します。波形表示画面にカーソルがあるときは、その範囲
が開始点、終了点となります。カーソルを表示していない場合は、すべての範囲が開
始点、終了点になります。また開始点と終了点の時刻を右側に表示します。

ステップ設定

データ変換出力する周期を設定します。ステップ数の指定と測定点を出力するチャネ
ル指定 (「次のチャネルの測定点を出力」) の 2 つ設定項目があります。
・「次のチャネルの測定点を出力」チェックボックスが OFF のときは、グループに割
り当てられた全チャネルの測定点が出力できる、最小単位の周期が基準 ( 基準周期 )
となる出力点です。
・「次のチャネルの測定点を出力」チェックボックスが ON のときは、選択したチャ
ネルの周期が基準 ( 基準周期 ) となる出力点です。
・ ステップ数の設定は、範囲内のすべての出力点を変換する ( ステップ：1) 以外に、
一定間隔で間引いたデータだけを出力することができます。
下図は、
「次のチャネルの測定点を出力」チェックボックスが OFF、最小単位の周期 ( 基
準周期 ) が 0.5s でステップ数が 1 の場合の出力例です。( ステップ数を 3 に設定する
と 1.5s 刻みで出力します。)
最小単位の周期
(0.5s)
CH01(1.5s)
CH02(0.5s)
CH03(1.0s)
CH04(2.0s)
CH05(1.5s)
出力(0.5s)

は各チャネルの測定点

「次のチャネルの測定点を出力」
チェックボックスをONにして、CH03を
選択すると“1s”刻みで各チャネルの測定点を出力します。
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Note

・ 出力点が測定点ではない場合、その直後の測定点を出力します。
・ 開始点と終了点の右側の時刻は、「次のチャネルの測定点を出力」チェックボックスが ON
のとき、選択しているチャネルの時刻を表示します。

1
2

変換したデータの表示例

3
データ表示ウインドウの操作

4

索
データ変換時の注意

・ Excel または 1-2-3 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 ( 制限を超え
る場合「変換出力ファイルの自動分割機能」を参照してください )。また、PC の空き
メモリ容量が少ない場合には、Excel または 1-2-3 でデータを読み込めない場合があ
ります。
・ フロッピーディスクなどアクセスに時間がかかる記憶メディアを保存先に選択する
と、データの保存に長時間かかる可能性があるため、それらの記憶メディアを保存先
に選択しないようにしてください。
・ 十分空き容量がある保存先を選択してください。

変換出力ファイルの自動分割機能

変換する出力点が多い場合、そのまま 1 ファイルに出力すると Excel や 1-2-3 で扱う
ことのできる行数を超え、読み込めないファイルを作成してしまいます。
自動分割機能は、Excel や 1-2-3 で扱える行数に出力ファイルを自動的に分割します。
分割して出力するファイルは、ファイル名のあとに連番を付加したファイル名になり
ます。
ファイル名の形式：ファイル名 -****. 拡張子 (**** は 4 桁の数字 )
( 例 ) Output-0003.xls
Excel の制限：65536 行
1-2-3 の制限：8192 行
テキスト変換の場合は自動分割しません。
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データの印刷

印刷する
操作手順
1. 波形表示画面を表示します。
2. ツールバーの

(「印刷」ボタン ) をクリックするか、またはメニューバーのファ
イル > 印刷を選択します。「印刷設定」ダイアログボックスが表示されます。

印刷時に印字するコメントを
入力する
(半角255文字まで入力できます)

3. 印刷範囲と印刷色を選択し、印字タイトルを入力します。「OK」ボタンをクリッ
クします。「印刷」ダイアログボックスが表示されます。

4. 「OK」ボタンをクリックします。

印刷プレビューを見る
操作手順
1. 波形表示画面を表示します。
2. メニューバーのファイル > 印刷プレビューを選択します。
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3.9

データの印刷

1

解説
波形表示画面の印刷は、波形といっしょにカーソル値と演算結果を印刷できます。カー
ソル値を波形といっしょに印刷したい場合は、「カーソル値」ダイアログボックスを表
示してから印刷します。演算結果を印刷する場合は「演算結果」ダイアログボックスを
表示してから印刷します。カーソル値、演算結果とも印刷したい場合は両方のダイアロ
グボックスを表示してから印刷します。

印刷範囲

印刷色指定

白黒印刷またはカラー印刷を選択できます。

3
データ表示ウインドウの操作

カーソル範囲と全範囲があります。カーソル範囲は、波形表示画面に表示されたカー
ソル範囲の波形を 1 ページに印刷します。

2

4

印字タイトル

印刷時に印刷用紙の先頭に印刷するタイトルを入力します。

索
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第4章

トラブルシューティング

4.1

各種メッセージと対処方法

1

使用中に画面にメッセージが表示されることがあります。以下、その意味と対処方法を説明します。
コード
E0002

内容
メモリが足りません。直ちに終了してください。

E0004
E0101

ライセンス番号が間違っています。
再インストールしてください。
単独起動できません。

E4948
M4959

通信初期化ができませんでした。
DataBrowser の起動中は終了できません。

対処方法
他のソフトウエアを終了して再起動、または OS を再起動して
ください。
ソフトウエアを再度インストールしてください。

検索フォルダの登録
コード
E4925

E4940

E4957

E4960

内容
これ以上検索フォルダを登録できません。

対処方法
検索フォルダ登録エリアの登録件数が、上限の 8 個になってい
るため登録できません。登録したい場合は、現在登録している
検索フォルダのうち、いずれかの検索フォルダを解除し、再度
登録してください。
フォルダの登録履歴に同じフォルダ ID が存在し 「検索フォルダの登録」ダイアログボックスのフォルダの登録履
ます。
歴に、同じフォルダ ID が存在するため登録できません。フォル
ダの登録履歴から同じフォルダ ID を削除して登録するか、異な
フォルダの登録履歴を確認してください。
るフォルダ ID で登録してください。
検索フォルダに同じフォルダ ID が存在します。 検索フォルダ登録エリアに、同じフォルダ ID が存在するため登
検索フォルダを確認してください。
録できません。同じフォルダ ID を検索フォルダ登録エリアから
解除して登録するか、異なるフォルダ ID で登録してください。
異なるフォルダ ID で登録する場合、検索フォルダ登録エリアに
登録していないフォルダ ID で登録してください。
フォルダの登録数が上限を超えました。
フォルダの登録数が上限 (200 個 ) を超えると登録できません。
登録したい場合は、現在「検索フォルダの登録」ダイアログボッ
クスの「フォルダの登録履歴」にあるフォルダの中から、いず
れかのフォルダを削除してから再登録してください。

検索の実行
コード
E4907

内容
応答がありません。

E4939

フォルダ ID が見つかりません。

E4942

フォルダが見つかりません。

E4945

ファイルの書込みに失敗しました。

E4946

接続に失敗しました。
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対処方法
ネットワークが正しく接続されているか ( ケーブル、ハブなど )、
ネットワーク障害などが発生していないかを確認してくださ
い。
エラーの発生したホストで動作している DataBrowser の [ フォ
ルダの登録履歴 ] にフォルダ ID が存在しなかったため検索を実
行できません。エラーの発生したホストの DataBrowser に検索
フォルダを登録してください。
エラーの発生したホストにフォルダが存在するか確認してくだ
さい。
検索結果のファイル書込みに失敗しました。ディスク容量や
ファイルシステムが正常か、確認してください。
エラーの発生したホストが存在するかどうか確認してくださ
い。存在する場合は、そのホスト上で DataBrowser が起動して
いるかどうか確認してください。
ネットワークが正しく接続されているか ( ケーブル、ハブなど )、
ネットワーク障害などが発生していないかを確認してくださ
い。

4-1
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単独起動できないソフトウエアです。DataBrowser から起動し
てください。
TCP/IP が正常に動作しているか確認してください。
DataBrowser を終了してからシャットダウンやログオフしてく
ださい。

2

索

4.1

各種メッセージと対処方法
コード
E4947

内容
DataBrowser ではありません。

E4956

検索条件を満たしたデータファイルの数が上限
を超えました。

対処方法
DataBrowser と同じポート No(50285) のソフトウエアが起
動している可能性があります。エラーの発生したホストを
確認してください。
検索条件を満たしたデータファイルの数が上限 (60000 件 )
を超えるとそれ以上検索できません。検索条件を厳しくし
て再度検索してください。

設定を開く / 設定を保存、検索結果を開く / 検索結果を保存
コード
E0211

内容
ファイルに書き込めません。

E0212

ファイルが読み込めません。

E0213

ファイルがオープンできません。

E4955

削除に失敗したファイルがあります。

M4959

検索結果がありません。

対処方法
ファイルの保存で失敗しました。ディスク容量やファイル
システムが正常か、確認してください。
ファイルがあるか、ソフトウエアでサポートしているファ
イルか、ファイルシステムが正常か、確認してください。
ファイルがあるか、ソフトウエアでサポートしているファ
イルか、ファイルシステムが正常か、確認してください。
ファイルを削除した際、完全に削除できなかったファイル
があります。
データ検索ウインドウの検索結果にファイルが 1 つもない
場合、検索結果の保存はできません。

設定を開く / 設定を保存、検索結果を開く / 検索結果を保存
コード
E4961

E4962

4-2

内容
データファイルのコピーに失敗しました。

対処方法
データファイルのコピーに失敗しました。コピー先のディ
スク容量が十分あるか、コピー先のフォルダが書込みを許
可しているか、ファイルシステムが正常か、確認してくだ
さい。
別名でコピーしたデータファイルが存在します。 コピー先に同じ名前のデータファイルがあったので名前を
変えて保存した場合に表示します。この場合、コピー先に「コ
ピーするファイル名 -4 桁の数字 . 拡張子」という名前で保
存します。4 桁の数字は 0000 から始まり、数字を 1 ずつ加
えて同じファイル名が存在しないファイル名で保存します。
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