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はじめに 
本マニュアルは、IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム ( 以降、IS8000 ソフトウェアと
略します ) の高速度カメラ同期機能 (/FS1 オプションまたは -FS1 オプション ) 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。本オプショ
ンを使用するには、パーソナルコンピュータ ( 以降、PC と略します ) にインストールされている
IS8000 ソフトウェアで、次の手続きが必要です。
・	 仕様コード /FS1 の場合、IS8001 または IS8002 のアクティベーションが必要です。
・	 仕様コード -FS1 の場合、IS8001EX または IS8002EX のアクティベーションが必要です。
*	 アクティベーションの方法については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。

お読みになったあとは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
きっとお役に立ちます。なお、本ソフトウェアにはユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の「マ
ニュアルの構成」に示す各種マニュアルがあります。あわせてお読みください。
本ソフトウェアのランチャーと Help[ ヘルプ ]メニューから、上記マニュアルにアクセスできます。
操作の詳細については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の 9.3 節をご覧ください。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメント No. 内容
PIM	113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

ご注意
・	 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、予告なしに変更することがあります。最新のマニュ
アルは、当社Webサイトでご確認ください。

・	 本書に記載の画面表示内容は実際もの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、お買い求め先か、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。
・	 このライセンシーアプリケーションのライセンス管理部分は、次の 1	つ又はそれ以上の著作権
に基づいています。
Sentinel®	RMS	©	2005	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.
Sentinel®	EMS	©	2009	SafeNet,	Inc.	All	rights	reserved.

商標
・	 Microsoft、Windows、Windows	10､ およびWindows	11 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 と 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。

・	 Sentinel	は SafeNet,	Inc.	の登録商標です。
・	 FASTCAM、FASTCAM	NOVA は株式会社フォトロンの登録商標です。
・	 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TMマークは表示していません。
・	 その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

 

8th Edition: October 2022 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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このマニュアルで使用している記号と表記法

接頭語のｋと K について
本書では、単位の前に使用される接頭語のｋとＫを、次のように区別して使用しています。
k‥‥‥1000 の意味です。	 使用例：100	kS/s( サンプルレート )
K‥‥‥1024 の意味です。	 使用例：720	K バイト ( ファイルの容量 )

表示文字
操作説明のところで、太字の英数字は、操作対象の画面上のメニューに表示される文字を示します。

注記
本書では、注記を次のシンボルで示します。

Note 	 本ソフトウェアを取り扱ううえで重要な情報が記載されています。
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ご使用前に確認してください

購入されたときの仕様形態に応じて、本オプションが提供されます。

IS8001 または IS8002 の付加仕様 ( コード /FS1) として購入された場合
IS8001 または IS8002 のソフトウェアにすでに組み込まれています。本オプションの製品情報シー
トやお問い合わせ先の文書は提供されません。

IS8001EX または IS8002EX のオプション機能追加 ( コード -FS1) とし
て購入された場合
本追加機能用の製品情報シートやお問い合わせ先の文書が提供されます。以下の内容を確認して
ください。万一、お届けした品の間違いや品不足が認められる場合は、お買い求め先にご連絡く
ださい。

	 	 お問い合わせ先
(PIM 113-01Z2) 1 枚

製品情報シート
(PI IS8000-01)  1 枚

製品情報シート
以下の項目が記載されています。このシートを大切に保管してください。
・	 本オプションのModel	(IS8001EX または IS8002EX) と Suffix	( 仕様コード -FS1）
・	 ライセンスコード
本オプションを追加するには、このライセンスコードを入力する必要があります。入力す
る方法については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。

・	 ダウンロードページのURL
この URL から、ソフトウェアのインストーラをダウンロードできます。

製品のModel( 形名 )、Suffix( 仕様コード )、ライセンスモデル、マニュアルの詳細については、
インストールマニュアルをご覧ください。
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ご使用にあたっての注意

本オプションの使用上の注意事項
・	 本オプションは、1ライセンスにつき 2台の PC でご利用いただけます。同時に 2台の PC でご
利用可能です。

・	 DL950( 以降、測定器とします ) に搭載されている USB	インタフェースを介して、測定器と PC	
間で通信をする場合は、専用のUSB	ドライバを PC	にインストールする必要があります。詳細
については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。
USB	ドライバは、次のWeb	ページからダウンロードできます。
	　https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

・	 本オプションでコントロールできるのは、高速度カメラ 1台と測定器 1台です。
・	 複数の PCから同じ測定器に対して、同時接続することはできません。
・	 測定器本体と PCを接続して本オプションで測定器をコントロールするとき、複数の種類の通信
インタフェースを同時に使用できません。

・	 データを記録中に、測定器本体の操作はしないでください。
・	 PC に装備されているスタンバイモードやスリープモードなどに入ると、本オプションの動作を
継続できなくなるものがあります。スタンバイモードやスリープモードなどをオフにしてご使
用ください。

・	 測定器に接続中に接続エラーが出て接続できないときは、測定器本体の電源スイッチをOFF/ON
してください。

機能の使用制限
各ライセンスの機能制限については、インストールマニュアル (IM	IS8000-04JA) をご覧ください。
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第 1 章 

機能説明

1.1 システム構成

	

PC
測定入力端子

波形 ( 信号 ) 測定器 *2

高速度カメラ *1

測定入力端子

波形測定
( アナログ信号 )

撮影 / 測定
対象

トリガ信号
トリガがかかったとき、信号を出力
サンプルクロック
( 同期信号 )

設定変更・測定操作

波形データ

設定変更・撮影操作

映像データのファイル (.avi)*3

撮影

プロジェクトファイル (.anpjt)
波形データのファイル (.mf4)

高速度カメラ同期オプションは、波形測定器で測定した波形と高速度カメラで撮影した映像をト
リガを基準にして同期表示し、解析を可能にする映像・波形ビューアソフトです。
測定器から出力されるトリガ信号とサンプルクロックを高速度カメラに入力します。
測定された波形のデータと、高速度カメラの映像や撮影情報のデータを PCに読み込むことで、PC
のディスプレイ上に波形と映像を同期表示します。
*1	対応する高速度カメラについては、本書の 5.1 節をご覧ください。
*2	対応する当社の波形測定器については、本書の 5.3 節をご覧ください。
*3	カメラから PCに読み込める映像データファイル (.avi) の最大サイズは、4	GB 未満です。
	 オフライン同期では、4	GB 以上の映像データファイルも読み込むことができます。
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1.2 映像と波形の同期と保存範囲

映像と波形 ( 測定信号 ) の同期

トリガ

サンプルクロック
( 同期信号 )

スタート

測定波形

映像フレーム

トリガフレーム

ストップ

録画待機スタート
( エンドレス録画 )

プリトリガ部 ポストトリガ部

トリガ前
フレーム

トリガ後
フレーム

保存映像

トリガ信号

サンプルクロックに同期して、
各映像フレームが記録される。

測定器からの出力

カメラからの出力

A

C D

B

測定器からのサンプルクロックに同期して、高速度カメラの各映像フレームが記録されます。
測定器にトリガがかかったとき、測定器は波形を測定すると同時にトリガ信号をカメラに出力し
ます。カメラはこのトリガ出力の前後の映像と撮影情報を記録します。

保存範囲
保存される波形データの範囲
保存される波形データの範囲は、測定器DL950 の記録時間 (T/div × 10) の範囲 (A点からB点
の範囲 )です。保存される映像よりも長くなるように設定します。

オンライン同期での保存可能な波形データ点数と測定条件については、ユーザーズマニュア
ル (IM	IS8000-01JA) の付録 2をご参照ください。

保存される映像の範囲
保存される映像の範囲は、トリガフレームを基準に、カメラで設定したトリガ前フレームと
トリガ後フレームの範囲 (C 点から D点の範囲 ) です。測定波形のプリトリガとポストトリガ
の内にトリガ前フレームとトリガ後フレームが収まるようにフレーム数を設定します。
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第 2 章 

映像と波形の記録と保存

2.1 カメラと DL950 を接続する

高速度カメラとDL950 を次の図のように接続します。DL950 の同期信号とトリガ信号は、カメラ
に応じて、適切な入力端子またはコネクタに接続してください。

カメラ

サンプルクロック
出力端子 CLKO
( スクリューレス
形式の端子台 )

トリガ出力端子
TRIGGER OUT
(BNC 形式のコネクタ )

同期信号入力
端子へ

トリガ信号入力
端子へ

Ethernet または USB
で PC に接続

Ethernet で PC
に接続

DL950 の
左サイドパネル
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2.2 カメラと DL950 を IS8000 で検索する

IS8000 ソフトウェアで高速度カメラとDL950 を検索します。検索したあと、コントロールする機
器を選択し、機器を設定する画面に進みます。

1. 	 IS8000のアイコンをクリックします。ランチャーが表示されます。
2. 	 DAQをクリックします。

	 	

DAQ

	 Device	Search[ デバイス検索 ] 画面が表示されます。

3. 	 Auto[ 自動 ]のWIRE[ 回線 ]は、DL950 の接続に合わせて Ethernet[ イーサネット ]または
USBをチェックします。

4. 	 Manual[ 手動 ]のWIRE[ 回線 ]をイーサネットにして、Address[ アドレス ]に高速度カメラ
の IP アドレスを入力します。

	 高速度カメラをインターネットに接続するとき、IS8000 のインストールフォルダー内にある IS8000.exe
を、ファイアウォールの例外設定に指定してください。

5. 	 Search[ 検索 ]をクリックします。検索された機器の中からDL950 と高速度カメラをチェッ
クして、Open[ 開く ]または Next[ 次へ ]をクリックします。

	 Next[ 次へ ]をクリックすると、Channel	Setting[ チャネル設定 ]、DAQ	Setting[DAQ設定 ] などの画面
が表示されます。

	 それぞれを設定 ( ユーザーズマニュアル IM	IS8000-01JA	 	第 3 章参照 ) して、Open[ 開く ]をクリックし
ます。

	 DAQのタブウィンドウとMonitor[ モニタ ] タブのリボンが表示されます。

 デバイス検索画面

	 	
Search

Next Open

高速度カメラの IP アドレスの入力
(Auto では検出できないため )

DL950 と高速度カメラをチェック または
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2.3 カメラを設定する

高速度カメラとDL950 を設定します。
DL950 の設定操作については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) をご覧ください。

1. 	 2.2 節の操作で表示されたMonitor[ モニタ ] タブのリボンで、Overview Monitor[ オーバー
ビューモニタ ]、Device Control[ 測定器制御 ]をクリックして、オーバービューパネル、測定
器制御パネルを表示します。

2. 	 測定器制御パネルで、Devices[ 測定器 ]をDL950 に設定します。
	 DL950 の設定項目が表示されます。次の各項目を設定します。
	 DL950 の設定画面については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA	)	第 5 章の測定器制御パネルの説
明をご覧ください。
・ Trigger Out : Pulse
・ Pulse Width : 50ms
・ External Sample : Freerun
・ Pulse Rate : 高速カメラの Record	rate	(FPS) になる周波数

3. 	 測定器制御パネルで、Devices[ 測定器 ]をカメラに設定します。
	 カメラの設定項目が表示されます。
4. 	 カメラの各設定項目の設定欄をクリックして、設定値を選択または設定します。
	 同期に必要な設定は、次ページの同期制御画面で設定します。その設定が測定器制御パネルの設定項目
に反映されます。

測定器制御パネルの表示/非表示オーバービューパネルの表示/非表示

DL950とカメラが
同期しています。

Devices[測定器]をカメラ
にすると、カメラの設定
ができます。
2.4節の操作で、カメラと
DL950を同期します。

オーバービューパネル

デバイス一覧
測定器制御
パネル

カメラの映像は、Video[ビデオ]タブの
Video[ビデオ]をクリックすると表示さ
れます。

DL950 とカメラが同期していない場合
DL950 とカメラを個別に接続した場合は同期していないため、同期する必要があります。DL950
のオーバービューパネルを表示した状態で、次の操作をします。

1. 	 デバイス一覧に表示されるカメラにカーソルを当てると、右端に […]が表示されます。
2. 	 […]をクリックして開いたメニューから、Start Coaxial[ 同軸スタート ]を選択します。
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2.4 カメラと DL950 を同期する

高速度カメラを設定したあと、カメラとDL950 を同期します。

1. 	 2.3 節の操作のあと、Video[ ビデオ ]タブ	>	Sync. Settings[ 同期制御 ]をクリックします。
	 同期制御画面が表示されます。
	 カメラやネットワークの環境によって、同期制御画面が表示されるまで、時間がかかる場合があります。

	 	

Sync. Settings[同期制御]
Video[ビデオ]

Video[ビデオ]タブ

・	 Video[ ビデオ ]をクリックすると、カメラの映像パネルが開きます。映像パネルが表示されていると
きにクリックすると、映像パネルが閉じます。

・	 	同期制御画面を開くと、カメラの外部入力Port に入力しているDL950 からの同期信号により、クロッ
ク同期ができるようになります。（下図の例では Input1	と Input2 ですが、端子名はカメラによって異
なります。)

2. 	 カメラを設定して、Apply[ 適用 ]をクリックします。
	 カメラに設定したトリガ前後のフレーム数や記録フレーム数に合ったDL950 のトリガポジションや測定
時間が表示されます。

3. 	 DL950 の設定情報を確認してから、Confirm[ 確認 ]をクリックします。

	 	

同期制御画面

Apply[ 適用 ]

カメラの設定

DL950 の設定

Confirm[ 確認 ]

トリガ前フレーム数 Fnb (fps)

DL950 からの同期信号
DL950 からのトリガ信号

カメラと同期している DL950 が表示されています。

トリガ後フレーム数 Fna (fps)
記録フレーム数 Fn=Fnb+Fna (fps)

記録の繰り返し回数 Record Count ( 回 )
設定した回数分のトリガがかかります。

DL950 の Trigger mode が Normal に設定され、カメラの
Record Count が DL950 のトリガ回数 N に反映されます。

カメラの記録時間 t に相当する記録時間になるよう DL950
の TDiv が設定されます。
この図では、t = 1 s なので、DL950 の 1 div 当たりの時間は、
100 ms (100.0E－03 s) になります。

* DL950 から出力される同期信号のクロック (DL950 の
測定器制御パネルの Pulse Rate に設定した周波数 ) と
一致することを確認してください。一致していない場
合は、2.3 節の設定や配線を確認してください。

カメラの Fnb と Fna の割合が波形画面のトリガポジション
に反映されます。

記録時間 t (s)

1.2 節参照
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2.5 映像と波形を記録 / 保存する

映像と測定器の波形を記録 /保存する操作について説明します。

1. 	 2.4 節の操作のあと、Control[ コントロール ]タブ>	Rec[ 記録 ]をクリックします。
	 映像の記録と波形の取り込みがスタートします。Stop[ 測定停止 ] が有効になります。

	 	

Rec[記録] DAQ Setting[DAQ設定]

Control[コントロール]タブ

 DAQ Setting[DAQ 設定 ]をクリックすると、DAQ	設定画面が表示されます。ここで、操作 2で保存す
るときの保存先やファイル名などを設定できます。

	 デフォルトでは C:¥Users¥ ユーザー名 ¥Documents¥YOKOGAWA¥IS8000 に設定されています。

2. 	 Stop[ 測定停止 ]をクリックします。
	 記録された映像と取り込まれた波形データが、自動的に保存されます。
	 保存を途中で停止した場合、Video[ ビデオ ]タブ>Save Video[ ビデオ保存 ]をクリックして、あらため
て保存操作ができます。

	 	

Stop[ 測定停止 ]

Video[ ビデオ ] タブ

Save Video[ ビデオ保存 ]

	 次の 3つのデータファイルが保存されます。
•	 波形データファイル ( 拡張子 .mf4)
•	 映像データファイル ( 拡張子 .avi)
•	 IS8000 解析プロジェクトファイル ( 拡張子 .anpjt)
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Note
・	 映像と波形を記録して保存するときは、Control[ コントロール ] タブの次のコマンド ( アイコン ) は使い
ません。使用すると、意図した時間帯の映像や波形を記録できなかったり、操作しても有効にならない
場合があります。
	 Start[ 測定開始 ]、Hold[ ホールド ]、Rec	Stop[ 記録停止 ]、File	Divide[ ファイル分割 ]

・	 外部トリガのタイミングで複数回記録 (Record	Count が 2 回以上 ) する場合、外部トリガの間隔が約
1500	ms 未満のとき、映像が記録されない場合があります。

・	 撮影する映像データファイルが 4	GB 以上になる場合は、記録を開始できません。

2.5　映像と波形を記録 / 保存する
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第 3 章 

保存した映像と波形の表示

3.1 映像データと波形データを読み込む

第 2章で保存した映像データと波形データを読み込む操作について説明します。

1. 	 データを保存したフォルダーを開きます。
2. 	 開きたいフォルダーをクリックします。

	 	

フォルダー

上図は、2.5 節で説明したデフォルトの保存先です。

3. 	 開いたフォルダーから解析プロジェクトファイル (.anpjt) を開きます。
	 選択したプロジェクトファイルに対応する映像データと波形データが読み込まれ、Analysis-

( ファイル名 ) のタブウィンドウが表示されます。
	 IS8000 が起動していなくても、IS8000 が自動的に起動して Analysis( オフライン解析 ) のタブウィンド
ウが表示されます。

	 	

プロジェクトファイル

	 	
プロジェクトファイル
に対応する波形データ
と映像データのファイ
ルが表示されます。

View[ 表示 ] タブにある各コマンドの操作については、ユーザーズマニュアル (IM IS8000-01JA) をご覧ください。
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3.2 映像の表示をコントロールする

3.1 節で読み込んだ映像の表示をコントロールする操作について説明します。

1. 	 Video[ ビデオ ]タブをクリックします。映像の表示 /コントロールのリボンが表示されます。
2. 	 Video1[ ビデオ 1]をクリックします。映像データが Video1 パネルに表示されます。
3. 	 各コントロールコマンドをクリックします。

・	 映像の再生と波形上の映像カーソルの位置が連動します。再生時は映像カーソルと垂直カーソル 1が
連動します。

・	 Video1 のプロパティの Video	Follow で View[ ビュー ]1 ～ 4を指定すると、再生時に映像とズーム位
置が連動します。

Video[ビデオ]タブVideo1[ビデオ1]

先頭の映像フレーム
に移動

1 つ前の映像フレーム
に移動

逆再生 再生
停止

1 つあとの映像フレーム
に移動

最後の映像フレーム
に移動 繰り返し再生 / 逆再生

再生スピードの倍率

映像フレームのカウンター 映像フレームの指標

Video1 パネル オーバービューパネル Video1 のプロパティ

カーソル１



4-1IM IS8000-61JA

第 4 章 

映像と波形のオフライン同期

第 2章で保存した高速度カメラの映像データ以外でも、映像と波形をオフラインで同期して表示 /解
析できます。

4.1 映像データと波形データを読み込む

読み込み可能なファイル形式
映像データ
AVI(*.avi)、MP4(*.mp4)、WMV(*.wmv)、AVCHD(*.mts)、MOV(*.mov)、MPEG2-PS(*.mpg,	*.mpeg)

波形データ
▶ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の 3.3 節、4.1 節参照

ファイルを読み込む
1. 	 映像データ ( 最大 2ファイル ) と波形データのファイルを選択して、データソース表示エリア

のWaveform	Files[ 波形ファイル一覧 ] にドラッグ＆ドロップして開きます。
	 操作の詳細は、以下のユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の参照節をご覧ください。
・	 ドラッグ＆ドロップで開く	 ▶ 4.1 節参照
・	 複数ファイルを開く		 ▶ 4.1 節参照

	 	

波形データと映像データのファイルを選択して、
Waveform Files[ 波形ファイル一覧 ] にドラッグ＆ドロップ

	 ファイルの読み込みには、次のような方法もあります。
	 操作の詳細は、以下のユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の参照節をご覧ください。
・	 ランチャーで File Openをクリックして、ファイルを選択する。▶ 3.3 節参照
・	 起動画面の File[ ファイル ]タブ>	Open[ 開く ]またはAdd File[ ファイルを追加 ]をクリックして、ファ
イルを選択する。▶ 3.3 節参照

・	 ダブルクリックで開く	▶ 4.1 節参照

	 個別にファイルを開いた場合は、同期していない状態で表示されます。次ページの「読み込んだファイ
ルが同期していない場合」を参照して、ファイルを同期してください。
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4.1　映像データと波形データを読み込む

	 データソース表示エリアのWaveform	Files[ 波形ファイル一覧 ] に、映像データと波形データ
のファイルが表示されます。

	 Analysis	-	( 波形ファイル名 ,	映像ファイル名 ) のタブウィンドウが開きます。DL950 の波形が
オーバービューパネルに表示され、映像が Video1 パネルに表示されます。

	 2 つの映像ファイルを読み込んだ場合、2つ目の映像が Video2 パネルに表示されます。

	 	
波形データと映像
データのファイル
が同期しています。

Analysis[ 解析 ] タブにある各コマンドの操作については、ユーザーズマニュアル (IM IS8000-01JA) をご覧ください。

Video1 パネル オーバービュー
パネル

波形ファイル一覧

読み込んだファイルが同期していない場合
・ タブウィンドウの名称が Analysis - ( 波形ファイル名 ) で、映像が表示されないとき
2. 	 Waveform Files[ 波形ファイル一覧 ]で読み込んだ映像ファイルを選択し、[...]から Start 

Coaxial[ 同軸スタート ]を選択します。

	 	

タブウィンドウ名が「Analysis - ( 波形ファイル名 ) 」

映像データのファイルを選択して、
[…] > Start Coaxial (同軸スタート)をクリック

	 タブウィンドウ内でオーバービューパネルと Video1 パネルが開き、映像と波形が同期表示さ
れます。

3. 	 2 つの映像ファイルを読み込んだ場合、2つ目の映像ファイルも同様に選択して、[...]から
Start Coaxial[ 同軸スタート ]を選択します。Video2 パネルが開き、2つの映像と波形が同期
表示されます。
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4.1　映像データと波形データを読み込む

・ タブウィンドウの名称が Analysis-( 映像ファイル名 ) で、波形と映像が表示されないとき
2. 	 Waveform Files[ 波形ファイル一覧 ]で読み込んだ波形ファイルを選択し、[...]から Start 

Coaxial[ 同軸スタート ]を選択します。

	 	

タブウィンドウ名が「Analysis - ( 映像ファイル名 ) 」

波形データのファイルを選択して、
[…] > Start Coaxial (同軸スタート)をクリック

	 タブウィンドウ内でオーバービューパネルが開き波形が表示されます。
	 手順 3へ進みます。

読み込んだファイルは同期しているが、映像が表示されない場合
3. 	 Video[ ビデオ ]タブ>	Video1[ ビデオ 1]をクリックします。
	 2 つの映像ファイルを読み込んで同期している場合は、Video2[ ビデオ 2]もクリックします。
	 タブウィンドウ内で Video1、2 パネルが開き、映像と波形が同期表示されます。

プロジェクトファイルを作成する
必要に応じて、解析プロジェクトファイル (.anpjt) を作成します。

1. 	 File[ ファイル ]タブ>Save Project As...[ プロジェクトを別名で保存 ...]をクリックします。
	 名前を付けて保存ダイアログが表示されます。

2． 	ファイル名を入力して保存先を指定し、保存をクリックします。
	 プロジェクトファイルに、表示ウィンドウ、パネルのレイアウトなどの環境が保存されます。
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4.2 映像と波形の同期情報を設定する

4.1 節で読み込んだ映像と波形の同期情報を設定します。

Note
２つの映像データを同期する場合は、Video1、Video2 のプロパティでそれぞれ同期条件を設定してくださ
い。

1. 	 Video[ ビデオ ]タブ>Video1[ ビデオ 1]、または Video2[ ビデオ 2]をクリックします。
	 Video1、2 パネルが表示されます。

2. 	 Video1、2 のプロパティで、各項目を設定します。

映像フレームのカウンター

映像フレームの指標

Video1 パネル

Video1 の
プロパティ

オーバービュー
パネル

Video1、2 のプロパティ
Sync
項目 説明
Sync.	Channel[ 同期チャネル ] 映像データと同期をとるための波形を指定します。

ドロップダウンリストでチャネルを選択できます。
Sync.	Position[ 同期位置 ]*	 同期波形のどの位置に開始フレームを合わせるのかを指定します。

ドロップダウンリストで次の項目を選択できます。
Trigger	Position[ トリガ位置 ] 同期波形のトリガポジションに開始フレームを合わせます。
First[ 先頭 ] 同期波形の先頭に開始フレームを合わせます。

Start	Frame	No.[ フレーム開始番号 ]* 開始フレームのフレーム番号を指定します。
Frame	Offset[ フレームオフセット ]* 開始フレームを移動 ( シフト ) する場合、移動するフレーム数を指定

します。
Record	rate	(fps)[ 撮影速度 (fps)] 映像のフレームレートを指定します。
Number	of	Frames	per	Trigger	
[ フレーム数 /トリガ ]

トリガまたはDualCapture 保存した波形データと映像データを同期す
る場合、1トリガ当たりのフレーム数を指定します。

*	 次ページの「フレーム位置と同期チャネルの同期位置関係」をご参照ください。
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4.2　映像と波形の同期情報を設定する

Video Follow
項目 説明
Non[ なし ] 映像データの再生とズーム位置は連動しません。
View1 ～ 4[ ビュー 1～ 4] ビュー波形を指定すると、映像データの再生時にズーム位置が連動します。

Information
映像データの情報が一覧で表示されます。

Note
トリガまたは DualCapture 保存した波形データと映像データの同期
DL950 でトリガまたはDualCapture 保存した波形データファイルと、同時にDL950 のトリガ出力のタイミ
ングで撮影して保存した映像データファイルを、あとから本ソフトウェアに読み込んで同期して表示でき
ます。

Video1 または Video2 のプロパティ >	Sync	>	Number of Frames per Trigger[ フレーム数 / トリガ ]で、
1トリガ当たりのフレーム数を指定します。
・	 Information の Recording	Count( トリガ回数 ) の値が、Total	Frame または Number	of	Frames	per	
Trigger により自動修正されます。( 端数繰り上げ )。

・	 波形のトリガポジションと映像のトリガポジションが同期して表示されます。

フレーム位置と同期チャネルの同期位置関係

0 21 3 4 70 7271 73 74

0 21 3 4 70 7271 73 74

0 21 3 4 70 7271 73 74

0 21 3 4 70 7271 73 74

0 21 3 4 70 7271 73 74

同期位置：
フレーム開始番号：
フレームオフセット：

トリガ位置
0
0

同期位置：
フレーム開始番号：
フレームオフセット：

トリガ位置
0
-4

同期位置：
フレーム開始番号：
フレームオフセット：

トリガ位置
70
0

同期位置：
フレーム開始番号：
フレームオフセット：

先頭
0
0

同期位置：
フレーム開始番号：
フレームオフセット：

先頭
0
4
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第 5 章 

仕様

5.1 機能

波形データと高速度カメラの映像データを同期
項目 仕様
映像と波形の同期表示 波形測定器で測定した波形データ *1と高速度カメラで撮影した1つの映像 *2の同期表示。
解析プロジェクトファイルの保存 映像データを保存したとき、映像ファイルと同じ名前の設定情報を含む解析プロジェクト

ファイル (.anpjt) を保存。
( 本ソフトウェアが自動的に保存するため、操作は不要。)

保存したデータの表示コントロール 再生、逆再生、停止、映像フレーム移動、繰り返し再生、および再生速度の変更。
対応する高速度カメラ フォトロン社製：			

FASTCAM	SA-Z、FASTCAM	Mini	AX/UX/WX シリーズ、FASTCAM	Nova	S シリーズ /R2
( 対応機種の最新情報については、当社Webページをご覧ください。)

*1		オンライン同期での保存可能な波形データ点数と測定条件については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の付録 2	をご
参照ください。

*2	最大ファイルサイズは 4	GB 未満です。

波形データと任意の映像データをオフライン同期
項目 仕様
映像と波形の同期表示 波形測定器で測定した波形データと 2つの映像データのオフライン同期表示。
解析プロジェクトファイルの保存 必要に応じて、手動で解析プロジェクトファイル (.anpjt) を保存してください。
保存したデータの表示コントロール 再生、逆再生、停止、映像フレーム移動、繰り返し再生、および再生速度の変更。
対応する映像データのファイル
フォーマット

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

5.2 動作に必要なシステム環境

本オプションの機能に必要なシステム環境について記載します。
項目 仕様
PC 本体 10	Gb	Ethernet 通信利用時 :

CPU 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 )

1	Gb	Ethernet/USB 通信利用時、オフライン解析時：
CPU 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 )

OS(	オペレーティングシステム ) 日本語版のWindows	10　64 ビット、Windows	11
通信インタフェース USB(USBTMC、VISA)、Ethernet	(VXI-11、HiSLIP、Photron)
ディスプレイ、プリンタ、マウス 画像解像度

1366 × 768 ドット以上、拡大率 100	%
対応 OS
上記のOSに対応したもの
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5.3 本オプションに対応可能な当社測定器

MODEL 仕様 
DL950 測定対象に適した入力モジュールを装着している必要があります。
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