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統合力─製品開発プロセスで用いる様々な
YOKOGAWA測定器の統合により、組織全体
でのデータ共有を容易にできます。すべての測定
値をIS8000上で統合し、１つの画面上に表示で
きるので、シームレスなデータ解析ができます。

高効率化─効率よくデータ収集と解析ができる
ので、製品開発時間を短縮することができます。
1つのソフトウェアで、すべての機器に必要なセッ
トアップと制御が迅速にできるので、より効率的
にデータの測定を開始できます。

同期性─複数の機器による異なる時間間隔で測
定するデータにおいて時間的な相関を維持しま
す。例えば、IEEE1588に則ったタイムベース計
測により、高精度な同期計測が可能です。

拡張性─今日の急速に進化するテクノロジでは、
拡張機能を備えたソフトウェアが重要です。ニー
ズが進化するにつれて、IS8000も進化します。
アドオンソフトウェアのラインアップが拡張されい
くことで、新たなデータ収集・解析を提供します。

いつの時代でも世界中の専門家やエンジニア
は、信頼性の高い測定結果を保証するために、
測定システムの正確性、安定性、および再現性
を求めてきました。YOKOGAWAは100年以
上にわたりそうしたニーズに応えることで、測定
器に対する信頼を築いてきました。

IS8000統合計測ソフトウェアプラットフォーム
は、エンジニアリングワークフローを加速する
統合ソリューションソフトウェアです。複数の測
定器を制御しデータ収集するだけでなく、測定
のタイミングを精密に管理します。信頼性が高
い測定データを統合して高効率な利用を可能に
する革新的なソフトウェアです。

電力測定、高速波形ロギング、 
解析用ソフトウェアを１つに集約
すべての測定値をIS8000上で統合し、1つのディスプレ
イ上で表示することにより、データの分析とデバッグを容
易にします。

異常現象を漏らさず捕捉 
高速・長時間ストリーミング
今までの測定器の約50倍となるストリーミング速度を実
現することで、データ数の制限を緩和し、高速サンプリ
ングで長時間計測が可能です。
インバータ評価など、高速多チャネル測定に対応します。

データ収集、解析、レポート出力 
までの作業をシームレスに完結
すべての機器に必要なセットアップと制御、解析作業を
1つのソフトウェアで迅速に行うことで、より効率的にデー
タの測定を開始することができます。
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アプリケーション事例
すべての電気・メカトロ評価をよりスピーディに。

自動車・輸送機器・工業製品開発向けアプリケーション

ECU制御ソフトウェアの動作検証

求められる計測機能
自動車のエンジンやモーターは車体の挙動や環境条件に応じ
て、車内のECU（電装制御装置）により常に最適な状態にコン
トロールされています。このECUのソフトウェアで算出される
制御データの発信と、実際の車両の挙動の間に生じる誤差や
遅れは、自動車の運転効率や性能に大きく影響するため、これ
らを正確に測定することが車両制御の検証プロセスにおいて重
要なファクターとなっています。

主な計測対象項目
●● インバータの負荷変動に対するECUの応答性の測定
●● 制御データと実際のインバータ波形の比較

IS8000の利点
制御ソフトウェアと実際のインバータの挙動の同時比較を実現
ECUモニターを経由して取得したエンジンやモーターの制御
データと、DL950で測定したエンジン・モーターの動作波形、
車内通信（CAN）データをIS8000上で高精度に同期・比較す
ることで、ECU制御ソフトウェアの応答性や妥当性の検証が容
易に行えます。

モーター効率評価

求められる計測機能
電気自動車（EV）に搭載されるモーターの効率性能は、その車
両の走行性能や環境調和性能に大きく影響します。これらの性
能は製品の付加価値を高めるだけでなく、そのメーカーの環境
保持に対する社会的責任を果たす上でも重要な役割を担ってい
ます。そのため、EVの開発過程におけるモーター効率の計測
作業には非常に高い精度と信頼性が求められています。

主な計測対象項目
●● 消費電力、モーター回転数、トルクの高精度な同期計測
●●モーター効率の低下に起因するインバータ波形の変化の検知

IS8000の利点
業界初、高精度電力計と高速レコーダの高精度同期計測
世界最高級の測定精度をもつ電力計WT5000と、対ノイズ性
に優れた高速レコーダDL950を、誤差10●μs以内で同期させ
ることが可能です。モーターの消費電力とインバータの出力波
形を同時に計測することで、かつてない厳密なモーター効率評
価を実現します。

消費電力とインバータ波形の相関関係の明確化
DL950●10●GbEオプションとの組み合わせにより、毎秒20●M
サンプリング、最大8チャネルの高速連続記録が可能です。長
時間のモーター連続動作試験において、効率悪化時の波形を
漏らさず捕捉します。

制御
モーター

ECU

ECUロガー
（制御データ取得）

同期

IS8000

制御データ制御データ インバータ実波形

インバータ

DL950
（インバータ動作波形取得）

モーター/発電機インバータ
バッテリ

トルク/
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負荷

450V 255V
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IS8000DL950WT5000
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IS8000

高速度カメラ

高速撮影
動画 溶接電流、他

DL950

自然エネルギー機器開発向けアプリケーション

太陽光・水力・風力発電システム開発

求められる計測機能
自然現象をエネルギー源とする発電システムは、その広大な発
電フィールド内の複数のポイントにおいて、同期性の高い測定
が求められています。

主な計測対象項目
●● 発電風車や発電パネルなど、複数の発電機毎の同時発電量
●● 風力、日射量、水流量などの現象と発電量の相関関係

IS8000の利点
複数測定器の測定波形の比較が簡単に行える
複数のDL950で測定した測定波形は、IS8000上で連結・同
期できます。離れた地点で測定された各データを容易に比較で
きます。

長時間の測定波形をスピーディに表示可能
膨大なデータとなる多チャネル連続記録波形に対し、拡大縮
小、分割表示、比較解析がスムーズに行えます。

研究開発機関向けアプリケーション

ロボット溶接制御の測定・解析

求められる計測機能
自動溶接を利用する製造現場では、溶接品質改善のための装
置の継続的な研究と調整が欠かせません。特に溶接品質は、
ロボットやレーザーの制御タイミング、溶接電流量、溶接温度、
母材のひずみ、ステージの振動など様々な要因に影響されるた
め、現場ではそれらの相関関係の把握が求められています。

主な計測対象項目
●● ロボットの制御信号
●●アークまたはレーザー溶接機の溶接電流
●● 溶接温度
●● 溶接箇所の連続画像
●● 溶接品質の低下をひきおこす、アームやステージの●
振動・ひずみ

IS8000の利点
ハイスピードカメラ映像と連携したロボット制御信号、溶接電流
の同時記録
ロボットの挙動や溶接電流量、溶接温度が、溶接品質へどう
影響するか、多角的に解析することができます。

映像と波形の同期再生
信号と高速度動画の変化をスローモーションで同時再生するこ
とで、設計と結果の関連性を可視化することができます。

DL950 DL950 DL950

IS8000

発電データ、トルク、回転数、振動

IS8000 アプリケーション事例5



IS8000

高精度な
時刻同期

WT5000（PTPスレーブ）

DL950測定波形と
WT5000測定電力値を
同期・同軸表示

Ethernet

電力トレンド

電圧電流波形・等

DL950（PTPマスター）

機能別リボン＆タブウィンドウで直感的な操作性を実現

電力値と波形データの高精度同期計測  SY1オプション  

ニーズに合わせた多彩な同期機能を提供 
IS8000は、異なる種類のYOKOGAWA●測定器を、まるで1台の測定器のように扱うことができます。
例えば、高効率なモーター・インバータシステムの設計には、正確かつ高精度な電力効率測定が欠かせません。高精度電力アナライ
ザWT5000とスコープコーダDL950、およびIS8000を組み合わせることで、国家基準に基づき校正された高信頼の電力測定値と、
高速・高精度な電圧・電流、モータートルク波形を同時に記録・表示することができます。正確かつ効率的に、モーター・インバータ
を評価できます。
WT5000、DL950、DLM5000それぞれに搭載されている同機種同士の連結・同期機能で取得した測定ファイルも、IS8000上で
1つの測定ファイルとして合成・表示することが可能です。

1 ●機能別リボン

2
●
電力トレンド数値 
表示

3 ●アクイジション波形

4 ●波形ズーム

5
●
測定器リモート 
制御

6 ●測定ファイル表示

7
●
FFT解析 

（オプション）

8
●
高速度カメラ動画 

（オプション）

優れた操作性と強力な測定器連携機能

IEEE1588同期確度
接続対象機器 マスターとの同期確度

WT5000 ±10●µs●typ.

DL950 ±150●ns●typ.

画面表示の例

7

8

4

6

2 53

1
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10 Gb Ethernet

高速アクイジション

IS8000
DL950

（/C60オプション）

20 MS/s 

マスタークロック
スレーブクロック（マスタークロックに同期される）

WT5000
（PTP スレーブ）

PTP グランドマスターがある場合 PTP グランドマスターがない場合

WT5000
（PTP スレーブ）

S

DL950
（PTP スレーブ）

PTP
グランドマスター

M

M

GPS 衛星

SS SS

DL950
（PTP スレーブ）

DL950（PTP マスター）

M

長時間の試験データもリアルタイムでロギング
最速10 Gbit/sの高速データアクイジション
スコープコーダDL950の10●GbEオプション（C60オプション）および
IS8000を組み合わせることで、最高20●Mサンプリング秒、8●chの
データをリアルタイムでPCへ保存することが可能です※。従来のレ
コーダとPC計測ソフトウェアによる波形記録では、単体測定器を超え
る長時間の連続記録ができる反面、入力チャネル数やサンプリング速
度は大幅に抑えられてしまいました。しかしIS8000とDL950の組み
合わせならそのどちらも同時に実現できます。
「多相インバータのゲート信号とスイッチング波形」のような、多チャネ
ル入力かつ高速に変化する波形に対しても長時間の記録が可能とな
り、評価時間の大幅な短縮が望めます。

様々な測定器の制御とのモニタリングを実現
多種多様な機器の一括制御が可能
YOKOGAWAの高精度電力アナライザ、高速レコーダ、オシロスコー
プが、すべて一つのソフトから遠隔操作、モニタリング、設定すること
が可能になりました。またオプション追加により、他社製ECUモニ
ターや高速度カメラも同じソフトウェアから制御できます。
電力、物理波形、映像、制御データなどの複合計測に必要な、各種
測定器の操作と管理の負担を大幅に軽減します。

【Technology Story】 IEEE1588 高精度時刻同期プロトコル規格とは

IEEE1588は、ネットワークに接続された測定器と制御システ
ムの高精度時刻同期のプロトコル（Precision●Time●Protocol、
以下PTP）のための規格です。LANネットワークに接続された
測定器同士もしくは制御システム間において、高精度なクロック
同期を実現します。
GPS衛星の基準クロックをPTPグランドマスターを通じて各測
定器に供給することで、ネットワーク内だけでなく遠隔地の測
定器のクロックとも同期させることが可能です。スコープコーダ
DL950はこのPTPにおけるマスター機能を有しているため、
PTPグランドマスターがない場合でもローカルネットワーク内
の対応測定器の高精度なクロック同期が可能です。
また、IS8000はこれらのクロック同期された各測定器の同時
測定データを同一ウィンドウに合成する機能も有しています。

※●1Gb●Ethernet/USB接続のデータアクイジション速度は最大6.4●MB/s
（200●kS/s●×16●ch）となります。

IS8000 優れた操作性と強力な測定器連携機能7



オフライン同期画像

APIAPI

デバイス

豊富な測定データ表示・解析機能

異なる時間軸の波形も一括表示
IS8000では測定データに対し様々な表示方法を用意しています。

波形データ、電力パラメータのオフライン時刻同期
オフライン解析にて各測定データの時間軸を合わせ表示することが可
能です。
同期方法には絶対時刻や波形の先頭、末尾に合わせる方法以外にも、
各波形のトリガ位置の情報を元に基準時間軸を合わせることができま
す。
トリガ位置を基準とし表示することで、トリガが掛かった事象の前後関
係を解析することなどに役立ちます。

16チャネルの独立FFTと豊富な演算機能 MH1オプション

最大16チャネルの表示波形に対して独立したFFT処理・表示を行う
ことができます。スコープコーダDL950で測定した多チャネルの振動
や音響波形の比較に役立ちます。
また、波形の任意の箇所をマウスで選択するだけで周波数や積算値を
表示する「波形パラメータ解析機能」や、波形同士の演算処理、フィ
ルター処理など豊富な解析機能を用意しています。
インバータのスイッチング波形から損失を算出したり、回生ブレーキの
発電量算出などに利用できます。

データ出力も望むままに
測定データを簡単に 自動レポート機能 RP1オプション

測定データや波形、グラフ、実験条件など、記載項目をドラッグ・ア
ンド・ドロップでシート上にならべるだけで、技術レポートのレイアウト
が簡単に作成できます。また一度作成したレイアウトはひな形として他
の測定データにも再利用できます。
定形試験のレポート作成や、規格試験の報告書作成の工数の節約に
効果を発揮します。

APIの提供*1

APIを経由した外部測定器の接続、DAQ機能をご利用いただけます。
また、ユーザー作成のアプリケーションでIS8000の機能を制御するこ
とにより、お客様の開発業務を効率的に進めることができます。
*1：近日対応予定

FFT演算例

8IS8000豊富な測定データ表示・解析機能



IS8011/IS8012　IEC高調波／フリッカ測定ソフトウェア

WTシリーズによるIEC61000-3  
コンプライアンス試験専用ソフトウェア
高調波電流・電圧変動/フリッカ測定ソフトウェア（IS8011/IS8012）
は、高精度電力アナライザWT5000を用いてIEC61000-3-2、3-3、
3-11、3-12●規格に準拠した高調波・フリッカ試験を行うためのソフ
トウェアです。特別な知識がなくても条件設定から試験レポート出力ま
で簡単に行えます。
高調波電流測定値のクラスA、B、C、Dによる合否判定のほか、測定
値リスト表示や、高調波次数ごとの限度値や合否を色で識別できる測
定値判定グラフ表示も可能です。さらに、保存済みのデータファイルを
読み込み、クラス変更後の再判定も容易です。
試験用標準電源（エヌエフ回路設計ブロック社製）をコントロールする
便利な機能も標準で搭載しています。

様々な外部機器との連携機能

RAMデータとの同期計測 EM1オプション

IS8000は（株）DTSインサイト社のMPU制御ソフト検証ツール
「RAMScope」シリーズとの連携に対応しています。RAMScopeを介
して、自動車電装機器（ECU）内の制御用MPUで作られた車両の制
御データをIS8000に取り込むことができます。同時に、ECUに入出
力されるアナログ信号やCANデータをDL950で測定し、IS8000上
でリアルタイムに制御データと同一時間軸上で表示することにより、制
御の応答や妥当性を容易に検証できます。負荷変動に対して高速にイ
ンバータの出力をPWM制御するパワーユニットの評価において、
DL950の耐ノイズ性に優れた多チャネル・高速・高電圧入力とRAM
値の同期測定が効果を発揮します。

高速度カメラ同期 FS1オプション

エアバックの動作試験や電子機器の落下衝撃試験において、試験のス
ローモーション映像と各種センサー測定波形を同時に記録、再生する
ことは、試験結果のメカニズムを解析するうえで大変効果的です。
IS8000は（株）フォトロン社製高速度カメラFASTCAMシリーズをサ
ポートしています。カメラの設定からYOKOGAWAスコープコーダと
の同時記録、同期表示・解析まで試験に必要な多くの機能を提供しま
す。また、高速度カメラ連携で取得した以外の動画ファイルでも、オフ
ライン解析にて波形データや電力パラメータと同時に表示可能です。*1

衝撃や破壊、爆発などの一瞬の現象を、電気的側面と光学的側面の
両方から可視化することで、現象の要因分析から対策検討まで有益な
情報をもたらします。
*1：●対象動画ファイルフォーマット●
AVI（*.avi）、MP4（*.mp4）、WMV（*.wmv）●
AVCHD（*.mts）、MOV（*.mov）、MPEG2-PS（*.mpg、*.mpeg）

IS8000 様々な外部機器との連携機能9



DL950 ScopeCorder

最高200●MS/s、最大16ビットA/Dの高速、多チャネルの高
速データアクイジションシステムです。お客様の用途に合わせ
て20種類以上のモジュールを組み合わせることで、1台で低
電圧から1000●Vまでの絶縁アナログ信号に加えて、ディジタ
ル信号、エンコーダ信号、車載ネットワークのCAN/CAN●
FD/LIN/SENT通信信号、振動やひずみ、温度などの信号を
同時に収録します。DL950の高速10ギガビットイーサネット
とIS8000を組み合わせることで、計測しながら直接PCへデー
タ転送し、PC上での解析が可能です。

●● 2●CH●200●MS/s●14ビットA/D●絶縁モジュール
●● 4●CH●10●MS/s●16ビットA/D●絶縁モジュール
●●その他、さまざまな物理量に対応した20以上のモジュール
●● 最大8●Gポイントの大容量メモリー
●● 車載CAN/CAN●FD/LIN/SENT通信信号
●● 電力演算、高調波解析機能
●● 高速10ギガビットイーサネット
●● IEEE1588マスター機能
●● 最大5台、160●CHの複数台同期計測
●● DL950本体のフラッシュメモリーに最速20●MS/sで長時間
記録が可能

WT5000 Precision Power Analyzer

プレシジョンパワーアナライザWT5000は、世界最高クラスの
電力基本確度±0.03％を実現した高精度電力計です。直流電
力確度±0.07%、電圧測定帯域10●MHz、電流測定帯域
5●MHz、低力率特性±0.02%（of●皮相電力）の優れた測定性
能を搭載し、機器の消費電力・損失・変換効率を高精度に測
定します。またモジュラー構造を採用することで、高精度な電
流直接入力エレメントや電流センサーの使用に最適なエレメン
トをお客様により増設可能です。
また、波形データストリーミング機能により、電力パラメータ
測定と同期した電圧/電流波形をPCへ連続出力可能です。
最大７電力入力＋４モータートルク・回転数入力の高い拡張性に
より、複数系統のモーター駆動システムも同時に評価できます。
WT5000は、EV・EHV、再生可能エネルギー関連機器、省
エネ家電などの開発効率向上を支援します。

DLM5000 Oscilloscope

1台でアナログ8チャネル＋ロジック32●bitの入力が可能なミッ
クスドシグナルオシロスコープです。
周波数帯域は500●MHz、350●MHzの２モデルで、最大2.5●GS/s
の高速サンプリングと最大500●Mポイントのロングメモリーを
兼ね備え、幅広い用途での波形測定に対応します。専用ケー
ブルを用いた2台同期により最大アナログ16チャネルの同時
測定が可能です。豊富なトリガー、シリアルバス解析機能、演
算機能やYOKOGAWAオリジナルのヒストリ機能が強力に波
形測定をサポートします。

IS8000 連携対応測定器

10IS8000●連携対応測定器 IS8000



用途に合わせて2種類のライセンス形態をご用意

IS8000はサブスクリプション版と買い切りライセンス版の2つの購入モデルをご用意しました。

サブスクリプションと買い切りライセンスの違いについて
サブスクリプション版
プラットフォーム、オプション機能それぞれについて、年毎の利用契約ライセンスとなります。必要な機能を必要な期間のみ購入する
ことができるので、初期投資を最小限に抑えられます。また利用期間中は常に最新バージョンのソフトウェアの利用が可能となるため、
いつでも最新の機能と規格、セキュリティに対応したソフトウェアを使うことができます。

買い切りライセンス版
1回限りの購入となります。オプション機能を後から追加購入することも可能です。プラットフォームは購入から5年後のソフトウェア
メジャーバージョン改定まで無料でバージョンアップが可能です。それ以降も、同じ環境においてソフトウェアを使用し続けることが可
能です。導入時の設備環境を変更する予定がないお客様に適したライセンスです。

IS8000 機能一覧*1 

機　能 簡易版*2

基本ソフトウェア 高調波フリッカ測定
ソフトウェア 体験版

インストール後30日間は
無償で全機能を体験できますIS8001（サブスクリプション） 

IS8002（買い切り）
IS8011（サブスクリプション） 
IS8012（買い切り）

ファイル
YOKOGAWAオシロスコープ/スコープコーダ測定ファイル（wdf）読み込み ✓ ✓ ✓ ✓
WT1800シリーズ、WT3000シリーズ、WT5000電力値測定ファイル（csv）読み込み ✓ ✓ ✓ ✓
IS8000測定ファイル（MF4）IS8000プロジェクトファイル 読み込み ✓ ✓ ✓ ✓
読込ファイルの出力（csv） ✓ ✓ ✓ ✓
CSV一括変換 ✓ ✓
読込ファイルの出力（mf4） ✓ ✓
DAQ（データ収集）
DL950測定波形のリアルタイムデータ取得（10 GbE高速伝送含む）、保存（mf4） ✓ ✓
WT5000電力値の収集、監視、リアルタイムデータ取得（9アイテム以上）、保存（mf4） ✓ ✓
WT5000電力値の収集、監視、リアルタイムデータ取得（8アイテムまで）、保存（mf4） ✓ 保存のみ不可 ✓ ✓ ✓
WT5000データストリーミング機能（/DS）対応 ✓ ✓
APIでの測定器接続、DAQ ✓ ✓
測定器のリモート制御
DL350、DL850シリーズ、DL950、DLM3000、DLM5000、WT5000の
リモートコントロール、画面モニター WT5000 ×1台 ✓ WT5000 ×1台 ✓

5台までの同時制御、測定値モニター、リアルタイムデータ取得 SY1オプション ✓
測定器のファイル管理
DL350、DL850、DL950、DLM3000、DLM5000に保存されたファイルの遠隔取得 ✓ ✓
解析
複数の測定波形の結合、重ね合わせ表示 ✓ ✓
最大表示チャネル数 8チャネル ×1グループ 32チャネル × 4グループ 8チャネル ×1グループ 32チャネル × 4グループ
最大ズーム画面数/最大XY画面数 1画面/1画面 4画面/2画面 1画面/1画面 4画面/2画面
カーソル機能/ヒストリデータ表示/デュアルキャプチャデータ表示 ✓ ✓ ✓ ✓
メジャー機能/注釈機能/ヒストリ統計演算機能/サイクル統計演算機能 ✓ ✓
チャネル間演算（最大16チャネル）/FFT解析（最大16チャネル） MH1オプション ✓
電力値表示数値表示 4～8値表示 ×1 4～32値表示 × ２ 4～8値表示 ×1 4～32値表示 × ２
高調波バーグラフ表示 Barパネル ×1 Barパネル × 6 Barパネル ×1 Barパネル × 6
レポート機能 RP1オプション ✓
高速度カメラ同期機能、動画オフライン同期機能 FS1オプション ✓
ECUモニター同期機能 EM1オプション ✓
IEC高調波・電圧変動/フリッカ試験
WT5000によるIEC高調波・電圧変動/フリッカ試験、レポート出力 ✓ ✓
IEC高調波・電圧変動/フリッカ試験データの読込、解析、レポート出力 ✓ ✓ ✓ ✓

*1：Ver. 22.2.1の機能一覧になります。 　*2：体験期間終了後、またはサブスクリプション利用期間の終了後に、自動的に簡易版に切り替わります。

IS800011 ライセンス説明・IS8000機能
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お問い合わせは

 YMI-Y-MI-M-J01

本　社 〒192-8566 東京都八王子市明神町4-9-8
  TEL：042-690-8811　FAX：042-690-8826
 ホームページ https://www.yokogawa.com/jp-ymi/ 

製品の取り扱い、仕様、機種選定、応用上の問題などについては、
カスタマサポートセンター　  0120-137-046 までお問い合わせください。
E-mail ： tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp 
受付時間 ：祝祭日を除く、月～金曜日／9:00～12:00､ 13:00～17:00

記載内容は2022年4月11日現在のものです。また、お断りなく変更することがありますのでご了承ください。価格には別途消費税が加算されます。
All Rights Reserved. Copyright © 2021, Yokogawa Test & Measurement Corporation [Ed:02/b] Printed in Japan, 204(KP)

形名および仕様コード
IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム
形名 仕様コード 記事 価格（￥）

IS8001 IS8002

IS8001
IS8000統合計測ソフトウェア
プラットフォーム　
サブスクリプション（１年）

40,000 ―

IS8002 IS8000統合計測ソフトウェア
プラットフォーム　買い切りライセンス ― 200,000

/SY1 計測器複数台同期オプション 30,000 150,000
/MH1 拡張演算オプション 20,000 100,000
/RP1 自動レポート作成オプション 30,000 150,000
/FS1 高速度カメラ同期オプション 100,000 500,000
/EM1 ECUモニター同期オプション 100,000 500,000

オプション機能追加
形名 仕様コード 記事 価格（￥）

IS8001EX IS8002EX

IS8001EX
IS8000統合計測ソフトウェア
オプション機能追加　
サブスクリプション（１年）

― ―

IS8002EX
IS8000統合計測ソフトウェア
オプション機能追加　
買い切りライセンス

― ―

-SY1 計測器複数台同期 30,000 150,000
-MH1 拡張演算 20,000 100,000
-RP1 自動レポート作成 30,000 150,000
-FS1 高速度カメラ同期 100,000 500,000
-EM1 ECUモニター同期 100,000 500,000

IS8010 高調波／フリッカ測定ソフトウェア
形名 仕様コード 記事 価格（￥）

IS8011 IS8012

IS8011 IEC高調波/フリッカ測定ソフトウェア
サブスクリプション（１年） 70,000 ―

IS8012 IEC高調波/フリッカ測定ソフトウェア
買い切りライセンス ― 350,000

主な仕様
言語 日本語/英語/中国語
PC要件 10 Gb Ethernet 通信利用時：

デスクトップPC、Intel Core i7-1165G7以上、4コア（8スレッド）
以上、4.7 GHz以上/メモリー16 GB以上/SSD 512 GB以上

（M.2 スロットSSD 推奨、読み書き性能3 GB/s以上）
1Gb Ethernet/USB 通信利用時、オフライン解析時：
Intel Core i5-10210U以上、4コア（8スレッド）以上、4.2 GHz以上/メ
モリー8 GB以上/SSD 256 GB以上（読み書き性能400 MB/s以上）

対応OS Windows 10 64 bit
Display●resolution 1366 × 768 dots or higher, 100% zoom
通信インタフェース USB（USBTMC/VISA）、Ethernet（VXI-11/HiSLIP）
機器同時接続数
（SY1オプション）

最大5台まで（ただし、ECU モニター、高速度カメラどちらか1台まで）
オプションなしの場合は1台のみ

読込可能
ファイル形式

WDFファイル DL350、DL850シリーズ、DL950、SL1000、
DLM2000シリーズ、DLM3000シリーズ、
DLM4000シリーズ、DLM5000シリーズ

CSVファイル
（電力測定データ）*1

WT5000（IEEE1588非対応データ）、
WT5000（IEEE1588対応データ）、
WT3000シリーズ*2、WT1800シリーズ

MF4ファイル IS8000データファイル
ASAM MDF 4.1準拠ファイル

WVFファイル DL750、SL1400
mepjt、anpjtファイル IS8000 Project files

書き出し可能
ファイル形式

ASAM MDF 4.1準拠ファイル（mf4）、ASCIIファイル（csv）

CSV一括変換 読み込み MF4（MDF4.1）、WDF、WVF
書き込み CSV

オンラインデータ
アクイジション
（DL950）

対象機種 DL950
最大転送レート 10 GbE接続時：

320 MB/s（20 MS/s × 8 ch、10 MS/s ×16 ch)
1GbE/USB接続時：
6.4 MB/s（200 kS/s ×16 ch）

最大連続記録時間 7日間、ただしストレージ容量内
最大記録サイズ 500 GB
最大同時記録
チャネル数

128チャネル

データ表示形式
（共通）

TY（1表示グループあたり最大32チャネル、4グループまで）、XY
（1表示グループあたり2画面まで）、Zoom/Pan（1表示グループ
あたり4エリアまで）

データ表示形式
(WT5000)

電力トレンド数値表示、電力トレンドグラフ表示、Peak-to-peak 
圧縮データ波形表示（データ更新1秒以上）、高調波バーグラフ
表示、高調波リスト表示、マトリックス表示

波形パラメータ
測定

P-P、Amp、RMS、Freqなど最大28種類
ヒストリ統計処理 ヒストリ波形ごとのデータに対して波形パラ

メータを自動測定し、それらを統計処理する
サイクル統計処理 1周期ごとに波形パラメータを自動測定し、

それらを統計処理する
カーソル機能 垂直（1ウィンドウ2本まで）、水平（1ウィンドウ2本まで）
注釈機能 Main、Zoom、X-Y画面の任意の位置に注釈を挿入可能

（テキスト、測定値、パラメータ測定）
対象測定器 データアクイジション DL950、WT5000

リモート制御、
測定器メモリーから
の測定データ転送

DL350/850シリーズ/950、
DLM3000/5000シリーズ、
WT5000（リモート制御のみ）

測定ファイル読込み DL350/750/850シリーズ/950、
SL1400、SL1000、
WT1800E/3000E/5000、DLMシリーズ

波形演算
（MH1●オプション）

演算チャネル数 最大16チャネル
演算子 ＋、－、×、/、位相シフト、ABS、SQRT、LOG、

EXP、NEG、SIN、COS、TAN、ATAN、PH、
DIF、DDF、INTEG、BIN、P2、P3、F1、F2、FV、
PWHH、PWHL、PWLH、PWLL、PWXX、
DUTYH、DUTYL、FLT1、FLT2、HLBT、MEAN

演算点数 最大12.5 M点
ディジタルフィルター Gauss、Sharp、IIR（Butterworth）

FFT解析
（MH1●オプション）

FFT演算 タイプ：LS、RS、PS、PSD、CS、TF、CH 
サブタイプ： REAL、IMAG、MAG、

LOGMAG、PHASE
FFT窓関数 Rect、Hanning、Flat top、Hamming
解析チャネル数 最大16チャネル
解析対象データ数 最大2 M点

レポート作成機能
（RP1●オプション）

出力形式 Microsoft Word、Excel、PDF、プリンタ出力
レポートパーツ 波形、演算結果、コメント、イメージ

高速度カメラ同期
機能（オンライン）
（FS1オプション）

対応高速度カメラ Photron社製 FASTCAM SA-Z、NOVA、
Mini AX/UX/WX

読込可能動画ファイル high-speed camera video files（avi）
同期対応測定器 DL950

高速度カメラ同期
機能（オフライン）
（FS1オプション）*3

対象動画ファイル
フォーマット

AVI（*.avi）、MP4（*.mp4）、WMV（*.wmv）
AVCHD（*.mts）、MOV（*.mov）、MPEG2-
PS（*.mpg、*.mpeg）

ECUモニター
同期機能
（EM1●オプション）

対応ECUモニター DTSインサイト社製 RAMscope GT170/
GT150（RAM計測モジュールのみ）、GT122

読込可能RAM
データファイル

RAMScopeVP output files（a2l）

同期対応測定器 DL950
*1 先頭から最大128チャネルを読み込み可能　*2 高調波測定データは除く　*3 読込動画ファイルは一つのみ

■本文中に使われている会社名および商品名称は各社の登録商標または商標です。


