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はじめに
本書は、SMARTDAC+ シリーズとその関連ソフトウェアについて、種類や使用範囲など
をご紹介するものです。当社ソフトウェアの入門ガイドとしてご利用ください。各ソフ
トウェア、取扱説明書の入手方法などについては、本文中に記載しています。

主な対象製品
記録計
SMARTDAC+ GX/GP ペーパレスレコーダ
SMARTDAC+ GM データアクイジションシステム

ソフトウェア
SMARTDAC+ ユニバーサルビューア
SMARTDAC+ ハードウェア設定
SMARTDAC+ IP アドレス設定
SMARTDAC+ データロギングソフトウェア GA10
DXA170 DAQStudio

ご注意
•
•
•

本書の内容は、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付き
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。
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。

商標
・
・
・
・
・

本書で使用の当社製品名またはブランド名は、当社の商標または登録商標です。
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
商標です。
本書では各社の登録商標または商標には、™マーク、® マークは表示していません。
本書で使用の各社製品名は、各社の商標、または登録商標です。

本書の説明範囲
本書では、Windows 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。

3rd Edition : Jul. 2017
All Rights Reserved. Copyright © 2015, Yokogawa Electric Corporation
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SMARTDAC+シリーズとは
SMARTDAC+ シリーズ（以下、SMARTDAC+ と呼びます）は 2012 年より発売されたデー
タ収集制御システムのシリーズ名称です。SMARTDAC+ には、ハードウェア製品（GX/
GP、GM）とソフトウェア製品（GA10）があります。これらの SMARTDAC+ 製品には、
それぞれ、その機能を補助、向上させるためのソフトウェアがあります。
ハードウェア製品
GX10/20
ペーパレスレコーダ
パネルマウントタイプ

GP10/20
ペーパレスレコーダ

ポータブルタイプ

データ収集制御システム

データアクイジションシステム
GM
ソフトウェア製品
GA10
データロギングソフトウェア
異なる複数の機器のデータを
PCで監視・記録できるソフトウェア

SMARTDAC+ の特長や概要については、当社ホームページにて、より詳しくご覧になれ
ます。また、
SMARTDAC+ の GX/GP シリーズ、
GM、
GA10 の関連ドキュメント／ソフトウェ
アなどは、ここからダウンロードすることができます。
URL：www.smartdacplus.com
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1.

SMARTDAC+とソフトウェア

1

ユニバーサルビューア（無償：標準ソフトウェア）
記録計の測定データを、オフライン * で PC 上に表示させるためのソフトウェアです。
ユニバーサルビューア

測定データ

外部記憶メディア

*：ユニバーサルビューアではモニタリングはできません。

ハードウェア設定（無償：標準ソフトウェア）
記録計（SMARTDAC+ シリーズ）の設定データ（またはプログラムパターン）を作成す
るための PC ソフトウェアです。
作成した設定データ（またはプログラムパターン）を、編集、保存、印刷することがで
きます。また、通信経由で GX/GP、GM 本体にデータを送受信したり、操作を行ったりで
きます。
ハードウェア設定

設定データの受信／送信

Ethernet

設定ロード
外部記憶メディア

IPアドレス設定（無償：GM用標準ソフトウェア）
SMARTDAC+ GM の IP アドレスを、オンラインで設定するためのソフトウェアです。
IP アドレス設定

GM の IP アドレスの設定、変更

Ethernet
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SMARTDAC+シリーズの代表的なソフトウェアをご紹介します。

1-2
データロギングソフトウェア GA10（有償）
測定・制御機器から通信経由でデータを収集し、PC で収集したデータのモニタリングや
記録を行うためのソフトウェアです。
データロギングソフトウェア GA10

Ethernet

DXA170 DAQStudio（有償）
DAQStudio は、カスタムディスプレイ作成用のソフトウェアです。作成した画面は、
Ethernet 経由または外部記憶メディア（SD/USB）経由で、GX/GP または GA10 * にロード
することで表示できます。
*： GX/GP または GA10 にカスタムディスプレイ機能（付加仕様、/CG）が必要です。

Ethernet

カスタムディスプレイ作成用の主な部品（DAQStudio ）
図（PNG ファイルを表示）

ディジタル

ラベル
トレンド
バーグラフ

アラームサマリ

上記のほかにも、多彩なソフトをご用意しています。

•
•

各ソフトウェアの詳細について： 次ページの「ソフトウェア一覧表」で説明しています。
ソフトウェアのダウンロードとインストール方法について： 2-1 ページ
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1.1

SMARTDAC+ ソフトウェア一覧表
セルが緑色のソフトウェアは、SMARTDAC+ の標準ソフトウェア（無償）です。
また、セルが白色のソフトウェアは、無償ソフトウェアです。
セルがオレンジ色のソフトウェアには、ライセンスが必要です（GA10 は試用期間あり。
）
使用目的

データを表示する

本体を設定する

名称
SMARTDAC+ スタンダード
ユニバーサルビューア
SMARTDAC+ スタンダード
ハードウェア設定
（プログラムパターン設定を含む）
SMARTDAC+ スタンダード
IP アドレス設定

端末で測定データをモニタする

モバイル WEB アプリケーション

端末で GM を設定、操作、モニタする

GM Mobile Tool
レポートテンプレートビルダ

テンプレートを作成する

データを収集・記録する

機能
記録計が生成した表示データファイル、イベント
データファイル、レポートデータファイルなどの
データを画面に表示、印刷する。
GX/GP/GM の各機能の設定データ（またはプログ
ラムパターン）を作成する。
設定データ（またはプログラムパターン）の、本
体への送信、本体からの受信をおこなう。本体を
通信で操作する。
GM に対し , PC から IP アドレスを設定する。
スマートフォンなど携帯端末の WEB ブラウザで本
体の波形やデジタル値をモニタリングする。
Android 端末から Bluetooth 無線通信で GM の設定、
操作、モニタリングする。
GX/GP/GM/GA10 のレポート機能で、PDF ファイル、
またはプリンタ出力に必要な帳票テンプレート作
成用ソフトウェア

エクセルレポートシミュレータ

Excel 形式レポートファイル用の帳票テンプレート
を確認するためのシミュレータ

SMARTDAC+
データロギングソフトウェア GA10

さまざまな機器のデータを通信経由で収集し、PC
で一元的に監視や記録を行う。

DAQStudio (DXA170)
GX/GP の画面、GA10 のモニタ画面をカス
カスタムディスプレイビルダソフト
タマイズする
ウェア

GX/GP または GA10 用のカスタムディスプレイを
PC 上で編集、構築するためのソフトウェア。作成
した画面はファイル保存でき、GX/GP のディスプレ
イ、または GA10 のモニタとして使うことができる。

GA10 で電力計 WT シリーズのデータを収
GateWT for GA10
集する

GA10 で電力計 WT シリーズに接続するためのソフ
トウェア。ただし、WT3000/WT3000E との接続に
本ソフトは必要ありません。

Modbus 機器のデータを GA10 で収集する Modbus 機種定義ファイル作成ツール

GA10 で Modbus 機器を接続する際に必要な定義
ファイルの作成用ソフトウェア

GX/GP 用 EtherNet/IP プロファイル

GX/GP 用 EtherNet/IP プロファイル (EDS ファイル )

GM 用 EtherNet/IP プロファイル

GM 用 EtherNet/IP プロファイル (EDS ファイル )

バリデーションドキュメントを作成する

SMARTDAC+ 用
バリデーションドキュメント

GX/GP/GM および STANDARD ソフトウェアのバリ
デーションドキュメント

タグラベルを作成する

SMARTDAC+ 用 タグプレート

GX/GP の前面ドア用のタグラベルテンプレート

SD カードをフォーマットする

SD カードフォーマッタ

GM で使用する SD/SDHC カードを , パソコン上で
フォーマットするためのソフトウェア。

LabVIEW ドライバ

National Instruments 社の LabVIEW を使うための
GX/GP/GM 用ドライバ

USB ドライバ

GM で USB 通信を使用するためのドライバ

EtherNet/IP プロトコルを使って通信する

ドライバ

旧機種をリプレースする

DXAdvanced/GX
設定ファイル変換ツール
Setting File Converter
設定ファイル変換ツール

DXAdvanced シリーズ と MVAdvanced シリーズの
設定ファイルを SMARTDAC+ GX/GP シリーズの設
定ファイルに変換するツール
DXP/DX/MV シリーズ、DARWIN シリーズの設定
ファイルを、SMARTDAC+ GX/GP/GM シリーズの
設定ファイルに変換するツール
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ライセンス

使用条件

一般仕様書

取扱説明書

○

○

―

不要

―

GX/GP または GM の一
IM 04L61B01-01JA
般仕様書

○

○

―

不要

―

GS 04L51B01-01JA
または
GS 04L55B01-01JA

IM 04L61B02-01JA

―

○

―

不要

GM10 専用ソフトウェア。

GM の一般仕様書
GS 04L55B01-01JA

IM 04L61B03-01JA

―

○

―

不要

GX/GP/GM 共通

―

―

―

○

―

不要

GM10 Bluetooth 通信（付加仕様、/C8 付き）専用

―

―

○

○

○

不要

―

―

○

○

○

不要

―

―

○

○

GX/GP/GM または GA10 に、レポート機能（GX/GP/
GM では付加仕様 /MT、GA10 では /RP）が付いている
こと。

要
GA10 のライセンスを購入していること。ただし、イ
（試用期間あり） ンストール後 60 日間はライセンスなしで試用可能。

GS 04L65B01-01JA

製品とソフトウェア
SMARTDAC+

製品
GXGP GM10 GA10

IM 04L65B01-01JA

○

―

GX/GP または GA10 に、カスタムディスプレイ機能（付
要
加仕様、/CG）が付いていること。また、DAQStudio
○ （DAQStudio の （DXA170）を所持していること。
シリアル番号） ただし、GA10 はカスタムディスプレイ機能の購入で
DAQStudio のライセンスを取得できる。

IM 04L41B01-62JA
GX/GP または GA10 の
参考資料：GX/GP カ
一般仕様書
スタムディスプレイ設
GS 04L51B01-01JA
定ガイド TI 04L51B01GS 04L65B01-01JA
03JA

―

―

○

不要

―

―

○

不要

―

○

―

―

不要

―

―

―

―

○

―

不要

―

―

―

○

○

―

要

―

―

○

―

―

不要

―

―

―

○

―

不要

SD アソシエーションへのリンク

―

―

○

○

―

不要

NI 社ダウンロードサイトへのリンク

―

―

―

○

―

不要

GM でのみ使用。FTD 社ダウンロードサイトへのリンク

―

―

○

―

不要

DXAdvanced DX1000/DX2000 のオプション /AS1 付きは除く。

―

―

○

―

不要

―

―

―

詳細条件は、ダウンロードサイトの「使用方法」をお GA10 の一般仕様書
読みください。
GS 04L65B01-01JA
GA10 の一般仕様書
GS 04L65B01-01JA

「Model 773230 バリデーションドキュメント」のライ
センスを購入していること。
―

IM WX1-03JA

IM 04L65B01-01JA
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1.2

SMARTDAC+の取扱説明書を入手するには
SMARTDAC+ 製品の取扱説明書は、
当社ホームページからダウンロードして閲覧できます。
ただし、お買い上げの製品に紙の取扱説明書が添付されている場合は、添付説明書を先
にお読みください。
取扱説明書を入手するには、以下の URL にアクセスし、ファイルをダウンロードしてく
ださい。取扱説明書をご覧になるには、アドビシステムズ社の Adobe Reader 7 以上（最
新版を推奨）が必要です。
URL：www.smartdacplus.com/manual/ja/

1.2.1

取扱説明書ダウンロード手順
GX の取扱説明書をダウンロードする例です。（（OS やブラウザのバージョンにより、表示な
どが異なる場合があります。）
操

作

1.

www.smartdacplus.com/manual/ja/ にアクセスします。
ドキュメントダウンロード : GX シリーズのページが表示されます。

2.

左側のメニューから製品を選択します。
この例では GX シリーズのままとします。

3.

右側のドキュメント種類から、ダウンロードしたいドキュメントを
選び▼をクリックします。
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4.

［取扱説明書］をクリックします。

1

5.

ダウンロードしたい取扱説明書の番号（ここではユーザーズマニュ
アル）をクリックします。

画面が切り替わります。

6.

［ダウンロード ] をクリックします。

PDF が開き、マニュアルが表示されます。

7.

「コピーを保存」アイコンをクリックします。

「コピーを保存」ダイアログボックスが開きます。

TI 04L60B01-01JA
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別ウィンドウが開きます。

1-8

8.

ファイルの保存場所を指定して、「保存」をクリックしてください。

指定した場所にファイルが保存されます。

操作完了
レコーダ＆データロガー / 小規模計装機器全般のドキュメントやソフトウェアは、y-link（手順５の画面）の
トップページから検索することもできます。y-link から直接検索する場合は、製品のカテゴリやシリーズ名な
どを選択して [ 検索 ] ボタンをクリックします。

1.2.2

SMARTDAC+ 取扱説明書ダウンロード用リスト
以下の取扱説明書は、前ページのダウンロード手順により入手してください。製品をお
買い上げの際に、印刷物での添付はありません。
GX/GP 用、GM 用の取扱説明書では共通で使用するものがあります。
GX/GP（GX10/GX20/GP10/GP20ペーパレスレコーダ）
IM No.
IM 04L51B01-01JA
IM 04L51B01-05JA
IM 04L51B11-01JA

名称
ユーザーズマニュアル
拡張セキュリティ機能 (/AS) ユーザーズマニュアル
無線モデルユーザーズマニュアル

GX20W のみ対象

GM（GM10データアクイジションシステム）
IM No.
IM 04L55B01-01JA
IM 04L55B01-05JA

名称
ユーザーズマニュアル
拡張セキュリティ機能 (/AS) ユーザーズマニュアル

GX/GP/GM共通
IM No.
IM 04L51B01-06JA
IM 04L51B01-17JA
IM 04L51B01-18JA
IM 04L51B01-19JA
IM 04L51B01-03JA
IM 04L51B01-20JA
IM 04L51B01-21JA
IM 04L51B01-31JA

名称
Log スケール (/LG) ユーザーズマニュアル
通信コマンドユーザーズマニュアル
EtherNet/IP 通信 (/E1) ユーザーズマニュアル
WT 通信 (/E2) ユーザーズマニュアル
マルチバッチ機能（/BT）ユーザーズマニュアル
OPC-UA サーバ（/E3）ユーザーズマニュアル
SLMP 通信（/E4）ユーザーズマニュアル
ループ制御機能、プログラム制御機能 ( 付加仕様、/PG) ユーザーズマニュアル

ソフトウェア
IM No.
IM 04L61B01-01JA
IM 04L61B01-02JA
IM 04L61B01-03JA
IM 04L65B01-01JA
IM 04L41B01-62JA

名称
ユニバーサルビューアユーザーズマニュアル
ハードウェア設定ユーザーズマニュアル
IP アドレス設定ユーザーズマニュアル
GM のみ対象
GA10/GA10CL/GA10UP データロギングソフトウェア ユーザーズマニュアル
DXA170 DAQStudio ユーザーズマニュアル
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2.

ソフトウェアのダウンロードとインス
トール
ソフトウェアを入手する
最新版のソフトウェアは、以下のURL からダウンロードしてご使用ください。
URL：www.smartdacplus.com/software/ja/
•
•

2.1.1

プログラムサイズが大きいものもあります。ダウンロード時間にご注意ください。
ダウンロードするファイルは zip 形式で圧縮されています。パソコンのハードディスクの容量が充分か
お確かめください。

無償ソフトウェアについて

下表のソフトウェアは、無償でダウンロードしたり、使用したりすることができるソフ
トウェアです。ただし、記録計の仕様や、PC 環境によっては動作しない場合があります。
「ソフトウェア一覧表」に記載されている “使用条件” をご確認ください。
また、PC 環境につきましては、各ソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。
目的
データを表示する
本体を設定する
設定データの作成、および送受信
プログラムパターンの作成、および送受信
GM に IP アドレスを設定する

ソフトウェア
SMARTDAC+ スタンダード ユニバーサルビューア
SMARTDAC+ スタンダード ハードウェア設定
（「プログラムパターン設定」を含む）
SMARTDAC+ スタンダード IP アドレス設定
（GM10 用 IP アドレス設定）

端末で測定データをモニタする

モバイル WEB アプリケーション

端末で GM を設定、操作、モニタする
帳票テンプレートを作成する

GM Mobile Tool
レポートテンプレートビルダ
エクセルレポートシミュレータ

GA10 で電力計 WT シリーズのデータを収集する

GateWT for GA10

Modbus 機器のデータを GA10 で収集する

Modbus 機種定義ファイル作成ツール

EtherNet/IP プロトコルを使って通信する

GX/GP 用 EtherNet/IP プロファイル

タグラベルを作成する

SMARTDAC+ 用 タグプレート

SD カードをフォーマットする

SD カードフォーマッタ

ドライバ

LabVIEW ドライバ
USB ドライバ

旧機種をリプレースする

DXAdvanced/GX 設定ファイル変換ツール
Setting File Converter

設定ファイル変換ツール
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2.1.2

ライセンス購入ソフトウェアについて
下表のソフトウェアは、有償のソフトウェアです。ご使用いただくには、ライセンスを
購入していただく必要があります。
「ソフトウェア一覧表」
に記載されている“ライセンス”、
および “使用条件” をご確認ください。

2.1.3

目的

ソフトウェア

機器のデータを収集・記録する
カスタムディスプレイ機能（付加仕様、/CG）付きの
GX/GP の画面、または GA10 のモニタ画面をカスタマイ
ズする
バリデーションドキュメントを作成する

SMARTDAC+ データロギングソフトウェア GA10
DAQStudio (DXA170)
カスタムディスプレイビルダソフトウェア
SMARTDAC+ 用 バリデーションドキュメント

ソフトウェアのダウンロード手順
ソフトウェアをダウンロードする例です。（OS やブラウザのバージョンにより、表示などが
異なる場合があります。）データロギングソフトウェア GA10 のダウンロード手順は、2.2.3
をご覧ください。
操

作

1. www.smartdacplus.com/software/ja/ にアクセスします。
ソフトウェアダウンロード : GX シリーズのページが表示されます。

2.
3.

左側のメニューから製品を選択します。
この例では GX シリーズのままとします。

右側のソフトウェアの一覧から、ダウンロードしたいソフトウェア
（ここではユニバーサルビューア）を選び、クリックします。

画面が切り替わります。
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4.

32-bit か 64-bit* を選び、［ダウンロード ] をクリックします。
*：Windows7 の場合、コントロール パネルの［システム］ウィンドウで確認できます。

通知バーが表示されます。

5.

「保存」の右▼をクリックします。

このとき、単に「保存」をクリックすると Windows の規定の場所（ユーザーアカウントフォ
ルダの「ダウンロード」フォルダ）がダウンロード先になります。

6

7

「名前を付けて保存」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開きます。

ファイルの保存場所を指定して、「保存」をクリックしてください。
ダウンロード完了の通知が表示されます。

「フォルダーを開く」で保存先のフォルダが開きます。

操作完了
レコーダ＆データロガー / 小規模計装機器全般のドキュメントやソフトウェアは、y-link のトップページから
検索することもできます。y-link から直接検索する場合は、
［キーワード］を入力して [ 検索 ] ボタンをクリッ
クします。
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2.2

ソフトウェアをPCにインストールする
ソフトウェアがダウンロードできたら、PCにインストールします。
すでに旧バージョンをご使用の場合は、必ず作成データのバックアップとアンインス
トールを行ってから、新しいバージョンをインストールしてください。また、インス
トールする前に、他のソフトウェアを終了してください。
• インストール例の表示画面は、OSにより異なる場合があり、また、省略されている
場合があります。
• インストール後の起動、使用方法については、取扱説明書をご覧ください。各ソフ
トウェアのヘルプメニューから参照することができます。
• 有償ソフトのライセンス購入方法については、弊社代理店、または営業拠点にお問
い合わせください。

2.2.1

標準ソフトウェア（SMARTDAC+ STANDARD）のインス
トール
SMARTDAC+ STANDARD ハードウェア設定を、インストールする例です。SMARTDAC+
の標準ソフトウェアのインストールには、ライセンスは必要ありません。
操

作

1.

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。

フォルダが開き、インストーラ、Install.exe が表示されます。

2.

フォルダの中の Install.exe の上で右クリックし、表示されたメニュー
から［管理者として実行］を選択してください。
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3.

インストールウィザードが起動します。画面のメッセージに従って、
操作してください。

4.

［ユーザ名］、［会社名］を入力し、［次へ］をクリックします。

5.

［日本］が選択されていますので、
［次へ］をクリックします。

6.

ソフトウェアのダウンロードとインストール

2

インストール先が表示されますので、
［次へ］ボタンをクリックします。

インストールが開始されます。デフォルトの保存先は、「（ドライブ名）:\Program Files\
Yokogawa Electric Corporation\SMARTDAC+ STANDARD Hardware Configurator」になりま
す。 64bit OS の場合、( ドライブ名 ):\Program Files (x86)\Yokogawa Electric Corporation\
SMARTDAC+ STANDARD Hardware Configurator となります。
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7.

インストールが完了したら、［完了］をクリックします。

Windows の［スタート］メニュー、
［すべてのプログラム］に［SMARTDAC+ STANDARD］―［ハー
ウェア設定］が登録されます。

操作完了

2.2.2

DAQStudioのインストール（カスタムディスプレイ機能
付きGX/GP、GA10）

DAQStudio（DXA170）では、GX/GP、GA10 のオリジナルのモニタ画面を作成するこ
とができます。作成したモニタ画面は、GX/GP、GA10 のカスタムディスプレイ機能
（付加仕様、/CG）で表示させます。このソフトウェアを PC にインストールするには、
DAQStudio のライセンスが必要です。
操

作

1.

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。

2.

フォルダの中の Install.exe の上で右クリックし、表示されたメニュー
から［管理者として実行］を選択してください。

3.

インストールウィザードが起動します。画面のメッセージに従って、
操作してください。

フォルダが開き、インストーラ、Install.exe が表示されます。
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4.

［ユーザ名］、
［会社名］、および［ライセンス番号］を入力し、
［次へ］
をクリックします。

5.

ソフトウェアのダウンロードとインストール

2

セットアップタイプを選択し、［次へ］をクリックします。

確認画面が表示されます。

6.

7.

［インストール］をクリックすると、インストールを開始します。

インストールが完了したら、［完了］をクリックします。
Windows の［スタート］メニュー、
［すべてのプログラム］に［DAQStudio］―［DAQStudio］
が登録されます。

操作完了
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2.2.3

データロギングソフトウェアGA10のダウンロードとイ
ンストール
データロギングソフトウェア GA10 では、機器のデータを通信経由で収集し、PC で監視
や記録を行うことができます。
ライセンス購入前でもインストールができます。インストール後 60 日間はフルオプショ
ンで、ご試用になれます。
（ダウンロードには会員登録が必要です。
）
ダウンロード

1. www.smartdacplus.com/software/ja/ にアクセスします。
ソフトウェアダウンロード : GX シリーズのページが表示されます。

2.

左側のメニューから［GA10］を選択します。

GA10 関連のソフトウェア一覧が表示されます。

3.

一番上の［データロギングソフトウェア GA10］をクリックします。
ソフトウェアダウンロードのページが表示されます。
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4

鍵マーク 付き、一番上の［GA10 データロギングソフトウェア］
をクリックします。
ログイン画面が表示されます。

鍵マークのついているものは、ダウンロードするために会員登録が必要です。
GA10CL はクライアントのみです。初めて GA10 をお使いになる場合は「データロギングソフトウェア」
をインストールしてください。

5

ID とパスワードを入力し、［ログイン］をクリックしてください。
お持ちでない場合は、新規登録を行ってください。

新規登録はここをクリック
ログインすると、GA10 のダウンロード画面が表示されます。

6.

32-bit か 64-bit を選び、［ダウンロード ] をクリックします。

通知バーが表示されます。

7.

「保存」の右▼をクリックします。

このとき、単に「保存」をクリックすると Windows の規定の場所（ユーザーアカウントフォ
ルダの「ダウンロード」フォルダ）がダウンロード先になります。
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8

9

「名前を付けて保存」をクリックします。
「名前を付けて保存」ダイアログボックスが開きます。

ファイルの保存場所を指定して、「保存」をクリックしてください。
ダウンロード完了の通知が表示されます。

「フォルダーを開く」で保存先のフォルダが開きます。

操作完了
インストール

1.

ダウンロードしたファイルをダブルクリックし、解凍します。

2.

フォルダの中の Install.exe の上で右クリックし、表示されたメニュー
から［管理者として実行］を選択してください。

3.

インストールウィザードが起動します。

4.

使用許諾契約に同意し、
［次へ］をクリックします。

フォルダが開き、インストーラ、Install.exe が表示されます。

［ユーザ情報］ダイアログが表示されます。
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5.

お試しで使う場合：空欄のまま、次へ

6.

インストール先が表示されますので、
［次へ］ボタンをクリックします。

デフォルトの保存先は、「C:\Program Files\Yokogawa Electric Corporation\SMARTDAC+
STANDARD Hardware Configurator」になります。

6.

［インストール］をクリックすると、インストールを開始します。
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［ユーザ名］
、［会社名］を入力します。60 日間、お試し版として使
う場合は、［ライセンス番号］は空欄のまま、［次へ］をクリックし
ます。すでにライセンスをご購入済みで、正式版として使う場合は
［ライセンス番号］を入力してください。
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7.

インストールが完了したら、［完了］をクリックします。

Windows の［スタート］メニュー、
［すべてのプログラム］に［DAQStudio］―［DAQStudio］
が登録されます。

操作完了

異なるバージョンのインストールについて
GA10のライセンスを購入済みで、新しいバージョンを60 日間試用したい場合
ご試用になれます。旧バージョンをご使用中の PC とは異なる PC に、新バージョンをイ
ンストールしてください。
旧バージョンを試用したことがあり、今回は新バージョンを試用してみたい場合
ご試用になれます。ただし、旧バージョンを試用した PC とは異なる PC にインストール
してください。
旧バージョンのライセンスを購入済みで、新バージョンへアップグレードしたい場合
無償でアップグレードできます。旧バージョンをアンインストールしてから、お持ちの
ライセンスを入力して新バージョンをインストールしてください。購入時と同じ仕様で
使用できます。

オプション機能、クライアントの追加について
GA10 の取扱説明書（IMIM 04L65B01-01JA）の 2.7.3 節「ライセンスを入力する」の以下
の項をお読みください。
• 機能を追加する（GA10UP-RP、-MT、-UA）
• クライアントを追加する（GA10CL）
• 試用期間内にライセンスを入力する
• 試用期間経過後にライセンスを入力する
なお、一般仕様書、取扱説明書の他に以下の解説資料をご用意しておりますので、ご活
用ください。
TI 04L65B01-01JA「GA10 データロギングソフトウェアのご紹介 」
TI 04L65B01-02JA「GA10 データロギングソフトウェア導入ガイド 」
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2.3

インストール、セットアップができないとき

PCを再起動してみる
Windows を再起動し、他のソフトウェアを起動していない状態でインストールできるか
ご確認ください。
動作環境を確認する
OS の対応、32 ビット版と 64 ビット版の違い、HDD の空き容量などをご確認ください。
ユーザーアカウントの権限を確認する
ログオンしているユーザーアカウントが、そのソフトウェアをインストールしたり、ま
たは、操作したりする権限を持っているかをご確認ください。
ネットワークを確認する
ping を使ってインターネットの接続状況を確認します。ping が通らない場合はケーブル、
HUB や IP アドレス設定などの問題が考えられます。
Windows OS のファイアウォール機能を確認する
Windows のファイアウォールが有効になっている場合、ダウンロードや通信接続ができ
ない現象が発生することがあります。この問題を回避するには、Windows ファイアウォー
ルを介したプログラムまたは機能を許可するための 設定を行う必要があります。設定変
更の詳細については、Microsoft のサポートサイトにてご確認ください。
TI 04L00L00-01JA_010
					

Windows 7 ファイアウォール設定 操作説明書
（レコーダ関連ソフトウェアを正しく動作させるために）

よくある質問と答えを見る
レコーダ＆データロガー / 小規模計装機器の FAQ トップページです。キーワード、また
は製品カテゴリー「ソフトウェア」から検索することができます。

FAQトップ：http://kb.yokogawa.com/jp/faq/

他のソフトウェア、ファームウェアを探す
レコーダ＆データロガー / 小規模計装機器のソフトウェアダウンロードのトップページで
す。本資料に記載されていないソフトウェアや、製品のファームウェアを検索すること
ができます。

ソフトウェアダウンロードページトップ：https://y-link.yokogawa.com/YL007/
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PC やネットワークの設定については、PC や OS のサポートサイト、またはネットワーク
管理者にご確認ください。以下は診断の参考にしてください。
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