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はじめに 
このたびは、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 ) をお買い上げいただきましてありがとうございます。このユーザーズマニュアルは、本ソフ
トウェアの機能、操作方法、取り扱い上の注意などを説明したものです。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、本ソフトウェアのマニュアルとして、iii ページの「マニュアルの
構成」に示すマニュアルがあります。あわせてお読みください。

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
・ 性能・機能の向上などにより、本書の内容を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の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.

・ このライセンシーアプリケーションの FFT 演算部分は、次の技術を使用しています。
MATLAB®. © 1984 - 2021 The MathWorks, Inc.

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。
・ MATLAB は、米国 The MathWorks, Inc. の登録商標です。
・ RAMScope は株式会社 DTS インサイトの登録商標です。
・ 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。

 

13th Edition: February 2023 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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マニュアルの構成

本ソフトウェアのマニュアルとして、このマニュアルを含め、次のものがあります。

マニュアルの PDF データ
ダウンロードしたソフトウェアの中に、次の日本語のマニュアルと英語のマニュアルが含まれて
います。ダウンロードについては、インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) の iv ページおよび 1.2
節をご覧ください。

マニュアル名 マニュアル No 内容
IS8000  
統合計測ソフトウェアプラットフォーム  
ユーザーズマニュアル

IM IS8000-01JA 本書です。本ソフトウェアの機能、各設定、操
作方法について、説明しています。

IS8000  
統合計測ソフトウェアプラットフォーム  
インストールマニュアル

IM IS8000-04JA 本ソフトウェアのインストール方法、アクティ
ベーション方法について、説明しています。

IS8000  
統合計測ソフトウェアプラットフォーム 
高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション )
ユーザーズマニュアル

IM IS8000-61JA 本ソフトウェアの、高速度カメラ同期オプショ
ンの機能と操作方法について説明しています。

IS8000  
統合計測ソフトウェアプラットフォーム 
ECU モニター同期機能 (EM1 オプション ) 
ユーザーズマニュアル

IM IS8000-62JA 本ソフトウェアの、ECU モニター同期オプショ
ンの機能と操作方法について説明しています。

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア  
ユーザーズマニュアル

IM IS8000-63JA 本ソフトウェアから起動できる、IEC 高調波 /
フリッカ測定ソフトウェア ( 専用アプリケー
ション ) の機能と操作方法について、説明して
います。

マニュアル No. の「JA」は言語コードです。

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、9.3 節をご覧ください。
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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。



vIM IS8000-01JA

目次
はじめに  ...................................................................................................................................................................................i
マニュアルの構成 ...............................................................................................................................................................iii
このマニュアルで使用している記号と表記法 ....................................................................................................... iv

第 1 章 製品概要
1.1 システム構成 ................................................................................................................................................. 1-1
1.2 主な機能 .......................................................................................................................................................... 1-5
1.3 オプション機能と専用アプリケーション ........................................................................................1-12

第 2 章 目的別の操作の流れ
2.1 オンラインで波形または電力値を測定 / 記録する ........................................................................ 2-1
2.2 測定器を PC から操作する ....................................................................................................................... 2-2
2.3 測定データをオフラインで解析する ................................................................................................... 2-3
2.4 レポートを作成する (RP1 オプション ) .............................................................................................. 2-4

第 3 章 共通操作
3.1 ソフトウェアの起動と終了 ...................................................................................................................... 3-1
3.2 ランチャーで機能を選択する ................................................................................................................. 3-3
3.3 ファイルを開く ............................................................................................................................................. 3-4
3.4 測定器と接続する ........................................................................................................................................ 3-6
3.5 測定条件を設定する ................................................................................................................................... 3-9
3.6 記録条件を設定する .................................................................................................................................3-19
3.7 画面の構成と基本操作 .............................................................................................................................3-23
3.8 ファイル操作 ...............................................................................................................................................3-33
3.9 CSV 一括変換 ...............................................................................................................................................3-40
3.10 画面キャプチャ ...........................................................................................................................................3-42
3.11 設定メニュー ...............................................................................................................................................3-44

第 4 章 測定データを解析する ( オフライン解析 )
4.1 ファイルを開く ............................................................................................................................................. 4-1
4.2 波形 / 電力値の表示画面 ........................................................................................................................... 4-3
4.3 表示画面を操作する ................................................................................................................................... 4-8

• オーバービュー波形を表示する ....................................................................................................... 4-8
• ビュー波形を表示する .......................................................................................................................4-11
• ヒストリ波形を表示する...................................................................................................................4-15
• デュアルキャプチャ波形を表示する ............................................................................................4-17
• XY 波形を表示する ..............................................................................................................................4-19
• 数値を表示する (WT5000) ................................................................................................................4-21
• 高調波バーグラフを表示する (WT5000) ....................................................................................4-23
• ベクトルを表示する (WT5000) .......................................................................................................4-25
• 波形を移動する / ズームする ..........................................................................................................4-27
• 画面を分割して表示する...................................................................................................................4-29

4.4 カーソルで測定する .................................................................................................................................4-30
4.5 画面の表示設定をする .............................................................................................................................4-34
4.6 同軸データ表示 ...........................................................................................................................................4-38



vi IM IS8000-01JA

4.7 波形パラメータを自動測定する...........................................................................................................4-39
• 波形パラメータを自動測定する .....................................................................................................4-39
• ヒストリ統計を自動測定する .........................................................................................................4-43
• サイクル統計を自動測定する .........................................................................................................4-46

4.8 演算を使って測定する (MH1 オプション ) ......................................................................................4-49
4.9 波形画面に注釈を挿入する ....................................................................................................................4-57
4.10 FFT 波形の解析 (MH1 オプション ).....................................................................................................4-66

• チャネルを設定する ............................................................................................................................4-66
• 演算式を設定する ................................................................................................................................4-69
• FFT 波形と演算範囲の表示 ...............................................................................................................4-77
• FFT 開始時間 /FFT 点数の設定 ........................................................................................................4-78
• ズーム波形を表示する .......................................................................................................................4-79
• ヒストリ波形を表示する...................................................................................................................4-81
• 垂直カーソルで測定する...................................................................................................................4-82
• 水平カーソルで測定する...................................................................................................................4-82
• FFT 波形の解析結果を保存する ......................................................................................................4-82
• FFT 波形の表示設定.............................................................................................................................4-83

4.11 高速度カメラ同期計測 (FS1 オプション ) ........................................................................................4-85

第 5 章 データを収集する ( オンラインモニター )
5.1 測定器と接続する ........................................................................................................................................ 5-1
5.2 波形 / 電力値の表示画面 ........................................................................................................................... 5-3
5.3 表示画面を操作する ................................................................................................................................... 5-4

• オーバービュー波形を表示する ....................................................................................................... 5-4
• ビュー波形を表示する ......................................................................................................................... 5-5
• 波形を移動する / ズームする ............................................................................................................ 5-5
• 数値を表示する (WT5000 を接続した場合 )................................................................................ 5-6
• 高調波バーグラフを表示する (WT5000 を接続した場合 ) .................................................... 5-7
• ベクトルを表示する (WT5000 を接続した場合 ) ...................................................................... 5-8

5.4 カーソルで測定する ................................................................................................................................... 5-9
5.5 記録データの一覧表示 .............................................................................................................................5-10
5.6 測定条件を設定する .................................................................................................................................5-12

• チャネル制御の簡易設定...................................................................................................................5-12
• 測定器制御の簡易設定 .......................................................................................................................5-14

5.7 画面の表示設定をする .............................................................................................................................5-18
5.8 モニター ( 測定 ) を開始する / 終了する ..........................................................................................5-26
5.9 記録を開始する / 終了する ....................................................................................................................5-28
5.10 積算をスタートする / ストップする ..................................................................................................5-30
5.11 オーバーランインジケータを表示する .............................................................................................5-32
5.12 映像を再生する (FS1 オプション ) ......................................................................................................5-33

第 6 章 測定器を PC から操作する ( リモート制御 )
6.1 測定器を PC から操作する ....................................................................................................................... 6-1
6.2 測定器のデータを PC に保存する ......................................................................................................... 6-3

第 7 章 ファイルを管理する
7.1 測定器と PC のファイル一覧を表示する ............................................................................................ 7-1
7.2 ファイルを転送する ................................................................................................................................... 7-4
7.3 フラッシュアクイジションで記録したデータをダウンロードする ........................................ 7-5

目次



viiIM IS8000-01JA

目次

第 8 章 レポートを作成する (RP1 オプション )
8.1 レポート作成の概要 ................................................................................................................................... 8-1
8.2 レポートのテンプレートを作成する ................................................................................................... 8-5
8.3 パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する ..........................................................................................8-11
8.4 レポートの内容を編集する ....................................................................................................................8-15
8.5 レポートを出力する .................................................................................................................................8-19
8.6 複数のレポートをまとめて作成する .................................................................................................8-21

第 9 章 トラブルシューティングとライセンス管理
9.1 困ったときのヒント ................................................................................................................................... 9-1
9.2 エラーメッセージ ........................................................................................................................................ 9-4
9.3 マニュアルを参照する .............................................................................................................................9-10
9.4 バージョン情報の確認 .............................................................................................................................9-11
9.5 ライセンス情報を管理する ....................................................................................................................9-12
9.6 ライセンスの利用期間と更新 ...............................................................................................................9-17

第 10 章 仕様
10.1 製品仕様 ........................................................................................................................................................10-1
10.2 基本仕様 ........................................................................................................................................................10-2

付録
付録 1 電力と波形の同期計測をする場合 ..................................................................................................... 付 -1
付録 2 DL950 が Trigger モード時のモニターと DAQ( データ収集 ) ................................................. 付 -3

索引



1-1IM IS8000-01JA

第 1 章 

製品概要

IS8000 ソフトウェアは、スコープコーダ、オシロスコープ、電力計などの複数の測定器を同時に接続
して、データの表示、収集、分析、統合、およびレポートを作成できるソフトウェアです。

1.1 システム構成

DL950 DLM5000 WT5000

オプション機能 (アドオンパッケージ)

IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム( 標準機能) 

高速度カメラ ECUモニター

・ ECUモニター同期 (EM1 オプション)

・ 拡張演算 (MH1 オプション)

・ 高速度カメラ同期 (FS1 オプション)

・ 計測器複数台同期 (SY1 オプション)

・ 自動レポート作成 (RP1 オプション)

IEC 高調波/フリッカ測定ソフトウェア(専用アプリケーション)

・ 測定器接続

・ オンラインモニター・解析
・ 測定器の設定/制御

・ オフライン解析
・ データ収集

・ ファイル管理
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1.1　システム構成

対象機器
機種 * 製品名 / 形名
DL シリーズ スコープコーダ

DL950 DL950
DL850 シリーズ DL850/DL850V、DL850E/DL850EV
DL350 DL350

SL1000 高速データアクイジションユニット
SL1000 SL1000

DLM シリーズ ミックスドシグナルオシロスコープ ディジタルオシロスコープ
DLM5000 シリーズ DLM5034、DLM5038、DLM5054、DLM5058
DLM4000 シリーズ DLM4038、DLM4058
DLM3000 シリーズ DLM3024、DLM3034、DLM3054 DLM3022、DLM3032、DLM3052
DLM2000 シリーズ DLM2024、DLM2034、DLM2054 DLM2022、DLM2032、DLM2052

WT シリーズ プレシジョンパワーアナライザ
WT5000 WT5000
WT3000 シリーズ 760301、760302、760303、760304、WT3001E、WT3002E、WT3003E、WT3004E
WT1800 シリーズ WT1801、WT1802、WT1803、WT1804、WT1805、WT1806、 

WT1801E、WT1802E、WT1803E、WT1804E、WT1805E、WT1806E
* 本マニュアルでは、以降、対象機器の種類を示す場合、上表の機種欄の名称を使って説明しています。

・ 高速度カメラ、ECU モニターの対応機種については、インストールマニュアル、各オプションのマニュ
アルをご覧ください。

利用可能な測定器とインタフェース

機種
USB イーサネット

USB-TMC VISA VXI11 HiSLIP 
DL950 ○ ○ ○ ○
DL850 シリーズ ○ ─ ○ ─
DL350 ○ ─ ○ ─
SL1000 ○ ─ ○ ─
DLM5000 シリーズ ○ ─ ○ ─
DLM4000 シリーズ ○ ─ ○ ─
DLM3000 シリーズ ○ ─ ○ ─
DLM2000 シリーズ ○ ─ ○ ─
WT5000 ○ ○ ○ ─

Note
測定器本体のファームウェアのバージョンによっては、本ソフトウェアと接続できない場合があります。
本ソフトウェアのバージョン 23.1.1.0 以降で対応するファームウェアバージョンは、次のとおりです。

・ WT5000：3.31 以降
・ DL950：1.20 以降
本ソフトウェアのバージョン情報は、Help[ ヘルプ ] メニューから確認できます。▶ 9.4 節参照
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1.1　システム構成

IS8000 API(Application Programming Interface)
IS8000 API を利用することで、次のような機能を本ソフトウェアに付加できます。お客様の目的に
応じた機能をご自身でプログラミングできます。

・ 本ソフトウェアと任意の測定器を接続してデータを収集 (DAQ)
・ 任意のデータを波形として読み込む
IS8000 API を用いて本ソフトウェアに機能を付加する方法については、API ユーザーズマニュアル
(IM D037-01JA) をご覧ください。

IS8000 API の利用には IS8001(IS8000 サブスクリプションライセンス ) もしくは IS8002( 同買い切
りライセンス ) の購入が必要です。
IS8000 簡易版での API 利用はできません。IS8000 簡易版については、インストールマニュアル (IM 
IS8000-04JA) の「ご使用にあたっての注意」>「機能の使用制限」をご覧ください。
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1.1　システム構成

信号とデータの流れ
本ソフトウェアと測定器間の信号とデータの流れは以下のとおりです。

PC (IS8000 ソフトウェア )

被測定信号
表示データ
測定生データ
瞬時値データ
エラー、警告情報

通信処理
表示

表示データ
瞬時値データ 測定生データ

イーサネット /USB

波形表示 / 解析

接続
制御コマンド

測定生データ

測定器

ストレージ

・ 表示データ
測定器で作られる、波形表示のためのデータです。

・ 測定生データ
測定器で取り込まれた全測定データです。PC のストレージに保存するため、PC に送信されます。
波形表示やデータを解析できます。

・ 瞬時値データ
測定器で計算された瞬時値です。PC からの要求に応えて即時に送信されます。

・ エラー、警告情報
測定器で測定時に発生したエラー、警告情報を表示できます。

モニター ( 測定 ) と記録 ( データ収集 )
本ソフトウェアでは、測定器の内蔵メモリーに測定データを取り込み、そのデータを本ソフトウェ
アで波形表示することをモニター ( 測定 )、測定器の内蔵メモリーに取り込んだ測定データを、測
定しながら PC のストレージまたは測定器の内蔵ストレージにファイルとして保存することを記録
( データ収集 ) といいます。

PC 測定器

被測定信号

表示 測定

記録

記録
モニター

ストレージ

ストレージ

メモリー

測定データの保存
測定終了後、測定器の内蔵メモリーに取り込まれている測定データを、１つのファイルとして PC
に保存することもできます。この場合は記録ではなく保存といいます。
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1.2 主な機能

各機能と対応可能機器

機種

利用可能な機能
オフライン解析 オンライン計測 レポート 

作成 *4
ファイル 

管理波形ファイルの 
読み込み *1

リアルタイム 
波形モニタ データ収集 リモート制御と

ACQ 保存 *2

DL950 ○ ○ ○ ○ ○ ○
DL850 シリーズ ○ — — ○ ○ ○
DL350 ○ — — ○ ○ ○
SL1000 ○ — — — ○ —
DLM5000 シリーズ ○ — — ○ ○ ○
DLM4000 シリーズ ○ — — — ○ —
DLM3000 シリーズ ○ — — ○ ○ ○
DLM2000 シリーズ ○ — — — ○ —
WT5000 ○ ○ ○ *3 ○ —
WT3000 シリーズ ○ — — — ○ —
WT1800 シリーズ ○ — — — ○ —

*1 本ソフトウェアで読み込み可能な各機器のファイル形式については、1-7 ページをご覧ください。
*2 ACQ 保存は、測定器本体のアクイジションメモリーに蓄積された測定データをリモート制御によって取

得する機能です。▶ 6.2 節参照
*3 WT5000 では ACQ 保存はできません。リモート制御だけを利用可能です。
*4 レポート作成 (RP1 オプション )
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1.2　主な機能

ランチャーと簡易ウィザード
ソフトウェアを起動すると、ランチャーが表示されます。ランチャーでオンライン計測の機能を
選択した場合、ウィザード形式で必要な設定画面が表示されます。

ランチャー
ランチャーで機能を選択します。
▶ 3.2 節参照
機能 内容
File Open 測定データのファイル、プロジェクトファイルの読み込み

→ ファイルを開く画面を表示
DAQ オンラインモニター ( 測定 )、データ収集 ( 記録 ) 機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示 ( 次項参照 )
Remote Control リモート制御機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示 ( 次項参照 )
File Manager ファイル転送機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示 ( 次項参照 )
IEC 61000 IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア ( 専用アプリケーション ) の起動

→ IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアの IEC ランチャーを表示
 詳細は、IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアのユーザーズマニュアル

(IM IS8000-63JA) をご覧ください。
DAQ (WT) WT 用の簡単オンライン DAQ 計測

WT5000 だけを接続する場合、デバイスを選択すると数値画面が表示されデー
タ収集 (DAQ) が可能です。
オンラインモニター ( 測定 )、データ収集 ( 記録 ) 機能
→ ウィザードのデバイス検索画面を表示 ( 次項参照 )

簡易ウィザード ( スマート設定 )
ランチャーで DAQ、Remote Control、File Manager、DAQ (WT) を選択すると、デバイス検
索画面が表示されます。

デバイス検索画面
通信回線上の接続可能な測定器を検索して一覧で表示できます。接続するデバイスを選択し
ます。
▶ 3.4 節参照

ランチャーで DAQ を選択した場合は、引き続き次の設定画面を表示できます。
チャネル設定画面
接続した測定器の測定チャネルから、本ソフトウェア上で表示するチャネルを選択 / 設定し
ます。
▶ 3.5 節参照

DAQ 設定画面
モニター / データ収集をするときの表示条件、記録条件の設定をします。
▶ 3.6 節参照

リボンのコマンド ( アイコン ) から、個別に設定画面を表示することもできます。
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1.2　主な機能

ファイルの読み込み、保存
DL シリーズ、DLM シリーズ、SL1000 で保存した波形データ、WT シリーズで保存した電力値 / 波
形表示データを本ソフトウェアに読み込み、ファイルに保存できます。
また、本ソフトウェアや Xviewer* で保存した CSV データ、その他一般の単純な CSV データの波形
読み込みにも対応しています。

* Xviewer は、弊社の波形ビューアソフトウェアです。

プロジェクトファイル
本ソフトウェアに接続した測定器の設定、表示ウィンドウ、パネルのレイアウトなどの環境を、
プロジェクトファイルとして保存できます。よく使う設定や表示を保存しておき、必要なと
きに読み込むことができます。次の 2 種類があります。

IS8000 解析プロジェクト ( 拡張子：.anpjt)
オフライン解析用の設定ファイルと波形ファイルへのリンクを保存できます。
データソースのファイル情報、オフライン解析の情報を保存します。波形ファイルそのもの
は変更されません。
過去に保存した anpjt ファイルを指定して、別の波形ファイルを同じ設定で表示することも
できます。

IS8000 測定プロジェクト ( 拡張子：.mepjt)
オンライン計測時のデータソースのデバイス情報、Data Acquisition 情報、Remote Control
情報、File Manager 情報を保存します。測定器 (DL950) の設定ファイルも測定器から PC に保
存できます。

波形データの読み込み
ファイル形式：CSV、CSZ*、MF4 (MDF4.1)、WDF、WVF、プロジェクトファイル (anpjt、
mepjt)、ファイル分割時のリンクファイル (wlk) に対応。

* CSZ ファイル ( 拡張子 .csz) を直接読み込めます。詳細は、次ページ、3-35 ページをご覧ください。

波形測定器で保存されるファイル形式
機種 CSV*1 WDF*2

DL950 ○ ○
DL850 シリーズ ○ ○
DL350 ○ ○
SL1000 — ○
DLM5000 シリーズ ○ ○
DLM4000 シリーズ ○ ○
DLM3000 シリーズ ○ ○
DLM2000 シリーズ ○ ○

*1 波形データをアスキー形式で保存したデータ。
*2 波形データをバイナリ形式で保存したデータ

Note
IS8000 API を使用してお客様ご自身でライブラリを作成することで、任意のデータを波形として読み
込むこともできます。詳細は、API ユーザーズマニュアル (IM D037-01JA) をご覧ください。
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1.2　主な機能

電力値 / 波形表示データ (PP 波形 ) の読み込み
ファイル形式：CSV に対応。波形表示データは WT5000、WT3000 シリーズ、WT1800 シリー
ズで保存されたものに限ります。

電力測定器で保存されるファイル形式

機種 CSV
IEEE1588 非対応 IEEE1588 対応

WT5000 ○ *3、 *4 ○ *3、 *4

WT3000 シリーズ ○ *5 —
WT1800 シリーズ ○ *5 —

*3 数値データの場合、アスキー形式で保存したデータで、更新モードの設定が Constant のものに限
ります。

*4 WT5000 で保存された波形表示データ ( 以降、PP 波形と呼びます ) は、波形サンプリングデータ
を画面への波形表示用に P-P 圧縮した 2002 点のデータです。WT5000 のサンプルレートで取り込
まれたデータ ( 波形サンプリングデータ ) ではありません。

 P-P 圧縮については、WT5000 の取扱説明書をご覧ください。
*5 ・  CSV データの先頭行の Model が「WT1800」「WT3000」で前方一致するものに限ります（WT1800E/

WT3000E 含む )。
 ・  先頭から最大 128 チャネルまでしか読み込めません。
 ・  Measurement Mode が Normal Mode(Trg) の場合は、非連続データであるため、読み込みの対象

外です。高調波データを含む CSV データも対象外です。

CSV データの波形読み込み
本ソフトウェアや Xviewer で保存した CSV データの波形読み込みに対応しています (3-5 ペー
ジ参照 )。また、その他一般の単純な CSV データを波形として読み込むことができます。

一般の単純な CSV データの読み込み
ヘッダー無しで読み込まれ、時間軸は点数で表示されます。なお、1 列目は読み飛ばされます。

 

1 列目は空になります。

CH1 CH2 CH3

Note
CSV、CSZ ファイルを読み込む場合で、波形の時刻やサンプリングレートなどの情報が必要なときは、
ヘッダー情報が必要です。

ファイルの保存
ファイル形式：MF4 (MDF4.1)、CSV、CSZ、プロジェクトファイル (anpjt、mepjt) に対応。

CSZ ファイル ( 拡張子：.csz)
本ソフトウェアでは、波形ファイルを Zip 形式で圧縮した CSV ファイルとして保存できます。
(3-35 ページ参照 )

Note
CSV ファイルを Excel に取り込む際は、必ず Excel の「データ」タブ > 「データの取得と変換」グルー
プの「テキストまたは CSV から」ボタンを使って、ファイルを取り込んでください。
ファイルアイコンのダブルクリックや、Excel の「ファイル」タブ > 「開く」を使うと、表示されるシー
トにデータ形式の初期設定が適応され、データが正しく表示されない場合があります。
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1.2　主な機能

オフラインデータ解析
測定器で測定、保存したデータを PC の画面に表示して解析できます。複数のファイルを同時に表
示することも可能です。

測定データの表示
・ オーバービュー波形表示
・ ビュー波形表示
・ ヒストリ表示
・ デュアルキャプチャ表示
・ XY 波形表示
・ 電力値数値表示
・ 高調波バーグラフ表示 (WT5000)
・ ベクトル表示 (WT5000)
・ カーソル測定
・ 表示条件設定
・ 注釈設定

測定データの解析
DL シリーズ、DLM シリーズ、SL1000 で保存した波形データ、WT5000 で保存した電力値デー
タを解析できます。

波形演算
読み込んだ波形データに対して、次の演算ができます。

・ FFT 解析 (MH1 オプション )
・ 拡張演算機能 (MH1 オプション )
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1.2　主な機能

オンライン計測
USB、イーサネットインタフェースを使って測定器と接続し、モニター、データ収集、積算電力の
表示、測定器のリモート制御ができます。

リアルタイムモニター
測定器で測定しているデータを表示できます。

・ 波形表示
・ 電力値トレンド表示
・ 電力値数値表示、積算値表示
・ 高調波バーグラフ表示 (WT5000)
・ ベクトル表示 (WT5000)

データ収集
測定器のアクイジションデータを PC にダウンロードできます。

* 利用可能な通信インタフェース、利用可能な機器の詳細は、1.1 節参照。

・ 高速データ収集に対応
・ リアルタイム記録 ( 波形データ、電力値 )
・ 測定器複数台の同期記録
・ ファイル分割
・ 自動ネーミング
・ コメント設定
・ 記録状態モニター

測定器のリモート制御
下表の測定器を PC からコントロールできます。
接続された測定器のフロントパネルのイメージが PC の画面に表示されます。
測定器本体を操作するのと同様に、マウスを使って PC から測定器をコントロールできます。
リモートコントロール画面の波形データを、PC に保存することもできます。

対象機器と利用可能な通信インタフェース

機種 USB イーサネット 10G イーサネット
VXI11 による制御 HiSLIP による制御

DL950 ○ ○ ○ *2

DL850 シリーズ *1 ○ ○ —
DL350 ○ ○ —
DLM5000 シリーズ ○ ○ —
DLM3000 シリーズ ○ ○ —
WT5000 ○ ○ —

*1 DL850 シリーズの測定器本体はタッチ操作に対応していません。本ソフトウェアからのリモート
制御では、登録されている操作ボタンによる制御に限定されます。APPs タブ > XWirepuller を選
択して、リモートコントロールソフトウェア XWirepuller を起動することでパネル操作が可能です。

*2 DL950 に 10 Gbps イーサネットインタフェース (/C60 オプション ) 搭載時、有効です。詳細は、
DL950 のマニュアルをご覧ください。
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1.2　主な機能

ファイル管理
測定器と接続して、次のファイル操作ができます。

・ ファイルダウンロード ( 機器→ PC)
・ ファイルアップロード (PC →機器 )
・ フォルダー作成
・ ファイルのリネーム
・ ファイルリスト表示
・ ファイルの概要表示
・ DL950 のフラッシュアクイジション * で記録したデータを、PC にダウンロード

*   DL950 に専用フラッシュメモリー (/ST2 オプション ) が必要です。詳細は DL950 のマニュアルをご覧く
ださい。

Note
DL950 の 10G イーサネット (/C60 オプション ) に対応しています。ファイルや記録データを高速で転送し
PC 上で管理できます。

CSV 一括変換
複数のファイルを指定して、一括で CSV または CSZ* ファイルに変換できます。波形ファイルを開
かずに処理できます。

* CSZ ファイル ( 拡張子：.csz) は Zip 形式で圧縮された CSV ファイルです。1-8 ページ、3-40 ページ参照

Note
CSV ファイルを Excel に取り込む際は、必ず Excel の「データ」タブ >「データの取得と変換」グループの

「テキストまたは CSV から」ボタンを使って、ファイルを取り込んでください。
ファイルアイコンのダブルクリックや、Excel の「ファイル」タブ >「開く」を使うと、表示されるシート
にデータ形式の初期設定が適応され、データが正しく表示されない場合があります。
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1.3 オプション機能と専用アプリケーション

次のオプション機能 ( アドオン解析機能 ) と専用アプリケーションを追加できます。

計測器複数台同期 (SY1 オプション )
最大 5 台までの測定器を同時に接続できます。また、同時接続した測定器を同期させたデータの
記録が可能です。

拡張演算 (MH1 オプション )
最大 32 波形 (Math1 ～ 16、FFT1 ～ 16) の演算波形を設定できます。

自動レポート作成 (RP1 オプション )
必要な表示項目を組み合わせてレイアウトを作成できます。よく使うレイアウトをテンプレート
にすることで、定型フォーマットとしてレポートを出力できます。
プリンターで印刷、またはファイルの書き出し (Word、Excel、PDF) ができます。
複数のデータのレポート作成を、まとめて処理することもできます。
▶ 8 章参照

高速度カメラ同期計測 (FS1 オプション )
高速度カメラで撮影した映像と DL950 で測定した波形データを収集・同期表示することで、波形
と映像の因果関係を解析して、視覚化できます。
詳細は、別冊のユーザーズマニュアル (IM IS8000-61JA) をご覧ください。

ECU モニター同期計測 (EM1 オプション )
RAM モニターを接続して、DL950 で取り込んだ波形データと RAM モニターから取り込んだ RAM
データの相関を解析できます。
詳細は、別冊のユーザーズマニュアル (IM IS8000-62JA) をご覧ください。

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
パワーアナライザ WT5000 に接続して、IEC 規格に準拠した高調波 / フリッカ測定と解析、レポー
ト作成ができる、専用アプリケーション ( 製品形名：IS8011、IS8012) です。
本ソフトウェアのランチャーから IEC ランチャーを起動して、次の測定ソフトウェアを選択できま
す。

・ IEC 61000-3-2 高調波測定ソフトウェア
・ IEC 61000-3-3 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア
・ IEC 61000-3-11 電圧変動 / フリッカ測定ソフトウェア
・ IEC 61000-3-12 高調波測定ソフトウェア

詳細は、別冊のユーザーズマニュアル (IM IS8000-63JA) をご覧ください。
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第 2 章 

目的別の操作の流れ

2.1 オンラインで波形または電力値を測定 / 記録する

DL950 または WT5000 を接続して、リアルタイムモニター ( 測定 ) および記録をする場合の例です。

機器を接続する イーサネット、USB で測定器と PC を接続　▶測定器本体の取扱説明書をご覧ください。

ソフトウェアの起動 3.1 節参照

接続の設定
・ ランチャーから操作する場合

機能を選択 DAQ を選択 3.2 節参照

スマート設定 ・ デバイス検索画面で測定器を検索して接続 3.4 節参照
・ チャネル設定画面で表示条件を確認 3.5 節参照
・ DAQ 設定画面で表示条件、記録条件を設定 3.6 節参照

・ 起動画面から操作する場合
ランチャーを表示 ファイルタブの新規を選択すると、ランチャーが表示されます。

以降、上記の「ランチャーから操作する場合」の手順を参照
3.2 節参照

測定 / 表示条件の設定 モニタ > モニタタブ
表示条件の設定 チャネル制御パネルで、モニター ( 測定 ) の表示条件を設定 5.2、5.3 節参照

測定条件の設定 測定器制御パネルで、測定条件を設定 5.6 節参照

測定データの表示
設定

・ 表示設定で、波形の表示色やグリッドなどを設定
・ 数値設定で、電力値の数値表示を設定

5.7 節参照

測定 / 記録の実行 モニタ > コントロールタブ
測定を開始する / 
終了する

測定開始 / 測定停止をクリック 5.8 節参照

記録条件の設定 DAQ 設定 ( 記録開始、終了、分割、保存先の設定 ) 3.6、5.9 節参照

記録を開始する / 
終了する

記録 / 記録停止をクリック 5.9 節参照

・ プロジェクトファイルを利用する場合
タブウィンドウやパネルの位置、各種波形表示情報を、プロジェクトファイルとして保存でき
ます。次回、このファイルを開くと、前回終了時の表示状態が復元されます。
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2.2 測定器を PC から操作する

DL950 または WT5000 を接続して、PC から測定器をリモートコントロールする場合の例です。

機器を接続する イーサネット、USB で測定器と PC を接続　▶測定器本体の取扱説明書をご覧ください。

ソフトウェアの起動 3.1 節参照

接続の設定
・ ランチャーから操作する場合

機能を選択 Remote Control を選択 3.2 節参照

スマート設定 デバイス検索画面で測定器を検索して接続 3.4 節参照

・ 起動画面から操作する場合
ランチャーを表示 ファイルタブの新規を選択すると、ランチャーが表示されます。

以降、上記の「ランチャーから操作する場合」を参照
3.2 節参照

既に機器と接続している場合
DAQ、File Manager の機能で測定器と接続しているとき
デバイス一覧の […] から操作
機能を選択 Remote Control を選択 3.7 節参照

操作パネルの表示 File タブ
フロントパネルイ
メージの表示

Remote Control パネルにリモートコントロール画面が表示さ
れます。

6.1 節参照

操作・制御 ・ PC のマウスやキーボード、タッチパネル (PC がタッチパネ
ル対応の場合 ) で、リモートコントロール画面を操作

・ Remote Control - プロパティに表示される Function と各
Action ボタンでパネルキー操作

6.1 節参照

波形データを PC に保存 * Remote Control > ツールタブ
測定データの保存 保存グループ > 波形で、波形データを PC にダウンロード ( 保存 )

できます。
6.2 節参照

* DL950、DL350、DL850 シリーズ、DLM3000 シリーズ、DLM5000 シリーズを接続時に、測定器本体の
アクイジションメモリーに蓄積された測定データを、1 つのファイルとして PC に保存 (ACQ 保存 ) でき
ます。
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2.3 測定データをオフラインで解析する

PC に保存されている DL950 の測定波形データを、本ソフトウェアに読み込み / 解析する場合の例
です。

ソフトウェアの起動 3.1 節参照

波形データを読み込む
・ ランチャーから操作する場合

機能を選択 File Open を選択 3.2、3.3 節参照

・ 起動画面から操作する場合
機能を選択 ファイルタブの開くを選択 3.8 節参照

ファイルを開く ファイルを選択して開く 4.1 節参照

測定データの表示 波形解析 > 表示タブ
表示条件の設定 オーバービューパネルに波形が表示されます。

・ 画面右側のオーバービュー - プロパティで、分割スタイル、 
表示チャネルを設定。

・ 表示グループの設定
・ スケールの設定
・ ヒストリ波形表示
・ デュアルキャプチャ表示
・ XY 表示
・ カーソル測定

4.2 ～ 4.4 節参照

測定データの表示
設定

Display Setting[ 表示設定 ] でグリッドなどを設定 4.5 節参照

測定データの解析 波形解析 > 解析タブ
測定結果の表示 ・ 測定結果パネルに、波形パラメータ測定の結果が表示され

ます。
・ 演算設定 ( オプション )

4.7 ～ 4.8 節参照

注釈の設定 ・ 波形画面に注釈を挿入 4.9 節参照

測定データの FFT 解析 ( オプション ) 波形解析 > FFT 表示タブ
測定結果の表示 ・ FFT 表示パネルに波形が表示されます。

・ FFT ズーム、FFT ヒストリ波形の表示
・ カーソル測定

4.10 節参照

測定条件の設定 FFT 設定 (FFT 演算、窓関数など ) 4.10 節参照

ファイルを書き出す ファイルタブ
ファイル書き出し ファイルの書き出しで MDF ファイルで保存 3.8 節参照

タブウィンドウやパネルの位置、各種波形表示情報を、プロジェクトファイルとして保存できます。
次回、このファイルを開くと、前回終了時の表示状態が復元されます。
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2.4 レポートを作成する (RP1 オプション )

オンラインで測定 / 解析したデータのレポートを作成する
新規にテンプレートを作成し、本ソフトウェアの画面のイメージ図や測定結果を取得しながら作
成する場合の例です。

オンラインで波形または電力値を測定 / 記録する 2.1 節参照

波形または電力値をオフラインで解析する 2.3 節参照

機能を選択 APPs タブ
レポートを選択

新規テンプレートを作成 レポートエディタ > レイアウト画面
新規レイアウトの
作成

テンプレート新規作成をクリックします
・ レポートのサイズ、向き ( タテ、ヨコ )
・ レポートのタイトルを入力
・ テンプレート名を設定

8.1、8.2 節参照

レイアウトの設定 ・ パーツを配置、移動、削除する
・ 必要に応じてレイアウトを追加する
・ プレビューに移動ボタンをクリック

8.3 節参照

レポートに表示する測定 / 解析データの編集 波形解析 > 表示タブ
表示画面の編集 ・ 測定の実行

・ カーソルの位置の移動など
8.3 節参照

レポートの内容を編集 レポートエディタ > プレビュー画面
プレビュー画面の
表示

・ プレビューパネルで表示を更新、確認。
・ 編集するパーツを選択

8.4 節参照

パーツの各項目を
設定

・ プレビュー設定パネルで、各項目の表示内容を設定する。 8.4 節参照

レポートを出力 レポートエディタ > プレビュー画面
出力形式を選択 ・ 印刷、またはエクスポートから出力形式 (Excel、Word、

PDF) を選択。
・ 出力を実行。

8.5 節参照
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2.4　レポートを作成する (RP1 オプション )

既存レイアウトでレポートを作成する

オンラインで波形または電力値を測定 / 記録する 2.1 節参照

機能を選択 APPs タブ
レポートを選択

レイアウトを作成 レポートエディタ > プレビュー画面
テンプレートの選択

レポートの内容を編集 レポートエディタ > プレビュー画面
レポートプレビュー
画面の表示

・ プレビューパネルで表示を確認。
・ 編集するパーツを選択

8.3 節参照

レポートパーツの
各項目を設定

・ プレビュー設定パネルで、各項目の表示内容を設定する。 8.4 節参照

レポートを出力 レポートエディタ > プレビュー画面
出力形式を選択 ・ 印刷、またはエクスポートから出力形式 (Excel、Word、

PDF) を選択。
・ 出力を実行。

8.5 節参照
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2.4　レポートを作成する (RP1 オプション )

複数のレポートをまとめて作成する
新規または既存レイアウトを選択し、同じ構成の複数の波形ファイルから同じレイアウトのレポー
トをまとめて作成 ( バッチ処理 ) する場合の例です。

波形ファイル、またはモニターを表示する 2.1 節、 2.3 節参照

機能を選択 APPs タブ
レポートを選択

レイアウトを選択 レポートエディタ > プレビュー画面
新規または既存のテンプレートを開く

レポートに表示する測定 / 解析データを表示・編集 解析 > View タブ
・ 測定の実行、カーソル位置の移動など

レポートの内容を編集 レポートエディタ > プレビュー画面
レポートプレビュー
画面の表示

・ プレビューパネルで表示を確認
・ 編集するパーツを選択

8.3 節参照

レポートパーツの
各項目を設定

プレビュー設定パネルで、各項目の表示内容を設定する。 8.3 節参照

バッチ処理 バッチを選択 8.6 節参照

レポートをバッチ処理で出力 レポートエディタ > プレビュー画面
ファイルを一覧に
追加

出力ファイル一覧に、バッチで出力したいファイルを追加する。 8.6 節参照

レポートプレビュー
画面の表示を更新

各ファイルを選択してプレビューを更新し、プレビュー設定パ
ネルの表示を確認

8.6 節参照

出力形式を選択 エクスポートから出力形式 (Excel、Word、PDF) を選択。 8.6 節参照

書き出し先を指定 フォルダーの選択をクリックして出力 8.6 節参照
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第 3 章 

共通操作

この章では、本ソフトウェアの各機能に共通する操作について説明しています。

3.1 ソフトウェアの起動と終了

操 作

起動する
ソフトウェアの起動には、主に次の 4 つの方法があります。

・ デスクトップ上のショートカットアイコン IS8000 をダブルクリック 
・ Windows の ( スタート ) > Yokogawa > IS8000 をクリック
・ 関連付けがある拡張子のファイルをダブルクリック
・ 関連付けがある拡張子のファイルを、ショートカットアイコン IS8000 にドラッグ＆ドロップ

 

ショートカットアイコン

起動時の動作
・ 初回起動時は、スタートアップ画面が表示されます。インストールマニュアル (IM IS8000-04JA)

の第 2 章を参照して、アクティベーションを完了してください。
・ アクティベーションが完了すると次回起動時から、ランチャー、または起動画面が表示されます。

ランチャーの詳細▶ 3.2 節
起動画面の詳細▶ 3.7 節

Note
同一 PC 上での IS8000 アプリケーション多重起動による測定器接続、データ収集は仕様の対象外です。
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3.1　ソフトウェアの起動と終了

終了する
ソフトウェアの終了には、次の２つの方法があります。

・ タイトルバー上で右クリック > ドロップダウンリストから [ 閉じる ] を選択します。
・ タイトルバー右端の [ × ] をクリックします。

 
画面を閉じる /
ソフトウェアを終了する

タイトルバー

終了時の動作
画面が閉じ、ソフトウェアが終了します。

Note
終了時にプロジェクトファイルへの保存を確認する / 確認しないを設定できます。
設定方法について▶ 3.11 節

「終了時にプロジェクトファイルへの保存を確認する」を有効にした場合、オフライン解析、またはオンラ
インモニター画面の終了時に、名前を付けて保存ダイアログが表示されます。終了する画面の設定内容を、
IS8000 解析プロジェクト (.anpjt)、または IS8000 測定プロジェクト (.mepjt) としてファイルに保存できます。
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3.2 ランチャーで機能を選択する

ランチャーで、機能や読み込むファイルを選択します。

操 作

ランチャー
初期設定では、ソフトウェアを起動するとランチャーが表示されます。

ランチャーを閉じる

マニュアルのフォルダーを開く

ファイル履歴一覧

チェックすると、次回起動時にランチャーは表示されず、
起動画面 (3.7 節参照 ) が表示されます。

機能を選択

機能名 内容
File Open 測定データのファイル、プロジェクトファイルの読み込み

→ファイルウィンドウを開く 画面を表示▶ 3.3 節、7 章
DAQ オンラインモニター ( 測定 )、データ収集 ( 記録 ) 機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示▶ 3.4 節
Remote Control 通信回線上の測定器をリモート制御する機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示▶ 3.4 節
File Manager 通信回線上のデバイスと PC 間でのファイル転送機能

→ ウィザードのデバイス検索画面を表示▶ 3.4 節
IEC 61000 IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアを起動

→ IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアの IEC ランチャーを表示 
　▶ユーザーズマニュアル (IM IS8000-63JA) 参照

DAQ (WT) WT 用の簡単オンライン DAQ 計測
WT5000 だけを接続する場合、デバイスを選択すると数値画面が表示されデータ
収集 (DAQ) が可能です。
オンラインモニター ( 測定 )、データ収集 ( 記録 ) 機能
→ ウィザードのデバイス検索画面を表示▶ 3.4 節

ファイル履歴一覧
最近使用したファイルの情報が、新しい順に一覧で表示されます。一覧のファイルをクリックす
ると、ファイルが読み込まれ、測定データのウィンドウが表示されます。
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3.3 ファイルを開く
オフラインで解析する場合、PC 上のファイル ( 測定データ、プロジェクトファイル ) を、操作対
象として指定します。

操 作

ファイルウィンドウを開く画面
1.  ランチャーで File Open を選択します。
 次の画面が表示されます。

* 後述の File[ ファイル ] タブ > Open[ 開く ]、または Add File[ ファイルを追加 ] からも表示できます。 
▶ 3.7 節、3.8 節参照

 

入力した参照先のファイルを一覧表示する

ファイルを開く

ファイルを選択

ファイルの参照先を入力
上位の階層に移動

選択したファイルの情報を表示

参照先

ファイルの一覧表示

2.  参照先を指定して、ファイルの一覧からファイルを選択します。

複数波形の同軸表示
 複数の波形を同軸表示する場合は、Shift ＋クリックで複数のファイルを選択します。

3.  Open[ 開く ] をクリックすると、ファイルが読み込まれます。
 手順 2 で複数のファイルを選択した場合、複数の波形が同軸に表示されます。
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3.3　ファイルを開く

解 説

読み込み可能なファイル形式
・ MF4(MDF4.1)

読み込み可能な MF4 の条件
MDF Version：4.1
fixed length data channel(cn_type=0)/master channel(cn_type=2)/virtual master channel(cn_type=3)
Data Type：UIntLE(cn_data_type=0)/ UIntBE(cn_data_type=1)/ IntLE(cn_data_type=2)/ IntBE(cn_data_type=3)/ 
FloatLE(cn_data_type=4)/ FloatBE(cn_data_type=5)
Data Size Int：8/16/32/64bit、Float：32/64bit
Conversion type：1:1 conversion(cc_type=0)/linear conversion(cc_type=1)/rational conversion(cc_type=2)

・ WDF
・ WVF ( 弊社の旧ファイルフォーマット )
・ CSV

 - 本ソフトウェアで保存した CSV ファイル
IS8000 ソフトウェアのバージョン 22.6.1.0 以降で保存した CSV ファイルのみが読み込めます。

（ファイルバージョン 0.2)
 - 弊社の波形ビューアソフトウェア Xviewer で保存した CSV ファイル
 - DL950、DL850 シリーズ、DL350、DLM5000 シリーズ、DLM4000 シリーズ、DLM3000 シリー

ズ、DLM2000 シリーズ、WT5000*、WT3000 シリーズ *、WT1800 シリーズ * で保存した CSV ファ
イル
*  WT5000、WT3000 シリーズ、WT1800 シリーズで保存したデータは、更新モードが Constant

に設定されたものに限ります。
 - 一般の単純な CSV データ

・ CSZ
本ソフトウェアで CSV データを Zip 形式で圧縮保存したファイルフォーマット。展開不要で直
接読み込めます。

・ IEEE1588 対応の CSV (WT5000 の IEEE1588 同期機能で保存したもの )
・ 本ソフトウェアで作成したプロジェクトファイル

 - anpjt (IS8000 解析プロジェクトファイル )
 - mepjt (IS8000 測定プロジェクトファイル )

プロジェクトファイルの作成、保存▶ 3.8 節参照
各ファイル形式の詳細▶ 1-7 ページ参照

複数波形の同軸表示
複数のファイルを選択して読み込むと、複数の波形を同軸に表示できます。
表示例は、3-28 ページをご覧ください。
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3.4 測定器と接続する

通信回線上の接続可能な機器 ( 測定器、高速度カメラ /ECU モニター ( オプション )) を検索して接
続します。

操 作

デバイス検索画面
ランチャーでオンラインの機能 (DAQ、Remote Control、File Manager、DAQ (WT)) を選択した場合、
ウィザード形式で最初に表示される画面です。

* 簡易ウィザード ( スマート設定 ) の各設定は、リボンのコマンドからも設定できます。

検出された機器
( 測定器 ) の一覧

検索の実行

設定を適用して ( 機能名 )-( ホスト名 )
のタブウィンドウを表示

チャネル設定画面に移動

Remote Control、File Manager、DAQ (WT) を選択したとき

DAQ を選択したとき

1.  接続先の通信インタフェースの種類、アドレス (IP アドレス /USB のシリアル番号 )、機器 ( ホ
スト ) 名の設定を確認してください。

2.  Auto[ 自動 ]、または Manual[ 手動 ] の WIRE[ 回線 ] で通信インタフェースの種類を選択します。
項目 説明
Auto[ 自動 ] イーサネット、USB を選択できます。両方を選択することもできます。
Manual[ 手動 ] 接続先の通信インタフェースの種類をドロップダウンリストから選択します。アドレ

スを指定することもできます。
WIRE[ 回線 ] 選択可能な種類：Ethernet、VXI11、HiSLIP、USBTMC、VISAUSB
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3.4　測定器と接続する

3.  Search[ 検索 ] をクリックします。
  通信回線上の接続可能なデバイスが一覧で表示されます。アドレスを指定した場合は、該当

する機器が表示されます。
4.  一覧の WIRE、ADDRESS、MODEL、NOTE 欄に表示された情報から、接続する機器を確認します。

項目 説明
WIRE 通信インタフェースの種類
ADDRESS IP アドレス /USB のシリアル番号
MODEL ホスト名 ( 製品モデル名 )
NOTE WT5000 の場合、DS オプションの有効 / 無効が表示されます。

無効表示の詳細▶ 5-17 ページ参照

5.  接続する機器の左横のチェックボックスを ON にして、Open[ 開く ] または Next[ 次へ ] をク
リックします。

・ Open[ 開く ] をクリックすると、機器と通信を開始し、ランチャーで選択した機能の画面に切り替わり
ます。

・ Next[ 次へ ] をクリックすると、チャネル設定画面 ( 次節 ) が表示されます。

Note
DAQ を選択した場合
計測器複数台同期機能 ( 複数台接続 )(SY1 オプション )、高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション )、ECU モ
ニター同期機能 (EM1 オプション ) を搭載しているとき、下表のように機器を複数台接続できます。
同一 PC 上での IS8000 アプリケーション多重起動による測定器接続、データ収集は仕様の対象外です。

：オプション搭載、空欄：オプションなし
オプション 最大接続台数 接続対象機器の選択SY1 FS1 EM1

5 デバイス検索画面で、複数の機器を選択できます。
2 ・ DL950 と高速度カメラを選択可能
2 ・ DL950 と ECU モニターを選択可能
5 ・ 高速度カメラと ECU モニターの同時選択はできません。

オプション 追加可能台数 追加接続の可否SY1 FS1 EM1

4
1 台目を接続したあとで File[ ファイル ] タブ＞測定器の追加
[Add Device] を選択すると、デバイス検索画面が表示されます。
ここで、2 台目以降の機器の接続を追加できます。
▶ 3-24 ページ参照

1 ・ 高速度カメラの接続を追加可能
1 ・ ECU モニターの接続を追加可能
4 ・ 高速度カメラと ECU モニターの同時接続はできません。

 接続機器の組み合わせ例
 SY1 オプション搭載時 ( 最大接続台数：5 台 )

・ DL950 × 5 台 ・ DL950 × 3 台＋ WT5000 × 2 台
・ WT5000 × 5 台 ・ DL950 × 1 台＋ WT5000 × 4 台

SY1 オプションと EM1 オプション搭載時 ( 最大接続台数：5 台 )
・ DL950 × 2 台＋ WT5000 × 2 台＋ ECU モニター× 1 台

 DL950 の操作モードと動作モード
・ DL950 の操作モードはスコープモードにして接続してください。
 メモリーレコーダモードの状態で DAQ 接続すると、自動的にスコープモードに変更されます。
 操作モードについては、DL950 のマニュアルをご覧ください。

・ DAQ 接続すると、DL950 の動作モード (5-14 ページ ) は自動的に FreeRun になります。
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3.4　測定器と接続する

Remoto Control、File Manager を選択した場合
デバイス検索画面で接続可能な機器は１台です。

DAQ (WT) を選択した場合 (WT5000 のみ )
SY1 オプション搭載時、最大接続台数は 5 台です。
デバイス検索画面で WT5000 を選択して開くをクリックすると、チャネル選択 / 設定、表示条件、記録条
件には初期設定が適用され、データ収集の画面が表示されます (5-2 ページ参照 )。
各設定を変更する場合は、リボンのコマンドから操作できます。
▶チャネル設定 (5.2 節、3.5 節 )、測定条件 (5.6 節 )、DAQ 設定 (5.9 節、3.6 節 ) 参照
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3.5 測定条件を設定する

表示グループの設定と各チャネルの測定条件を設定します。

操 作

チャネル設定画面
ランチャーで DAQ を選択した場合、ウィザード形式で 2 番目に表示される画面です。表示グルー
プにチャネルを登録すると、測定データの波形がオーバービューパネル (5-4 ページ ) に表示され
ます。

* 簡易ウィザード ( スマート設定 ) の各設定は、リボンのコマンドからも設定できます。

選択した行を上に移動

各チャネルの測定
条件の一覧

選択した行を下に移動

チャネルを追加 絞り込み条件の選択

選択した行を削除

選択した範囲を先頭行の内容に揃える

選択した範囲を初期設定に戻す

選択した範囲の設定を反転

選択した範囲を自動設定

設定を適用して
DAQ-( ホスト名 ) のタブウィンドウを表示する

DAQ 設定画面に移動する

デバイス検索画面に戻る
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3.5　測定条件を設定する

チャネルを追加
表示グループにチャネルを追加して登録できます。
1.  Add Channel[ チャネル追加 ] をクリックすると、次のダイアログボックスが表示されます。

接続している測定器名と追加できるチャネルがツリー形式のリストで表示されます。

  

波形表示の設定

選択したチャネルを追加

DL950 の場合 WT5000 の場合

チャネルリストの更新

解析項目
電力演算(/G05オプション)
搭載時に表示

数値表示の設定

DL950 を接続した場合
2.  機器 ( 測定器 ) 名や解析項目名の左側の をクリックします。リストが展開し、追加で

きるチャネルが表示されます。
  DL950 本体に電力演算 (/G05 オプション ) 搭載時は、電力解析 / 高調波解析の解析項

目のチャネルを追加できます。解析項目は設定によって異なります。詳細については
DL950 の取扱説明書をご確認ください。

Note
DL950 を接続したあとで、電力解析 / 高調波解析の解析モードや解析項目の設定を変更したときは、
Update[ 更新 ] をクリックしてください。変更された解析項目の内容がチャネルリストに反映されま
す。手順 6、7 でチャネルを追加することで、変更内容が測定条件に反映されます。

 手順 6 へ進みます。

WT5000 を接続した場合
波形表示の設定
2.  WT5000 (Wave) の左側の をクリックします。追加できる PP 波形データの対象チャネ

ルが表示されます。
 次のチャネルを追加できます。

・ U1、I1、U2、I2、U3、I3、U4、I4、U5、I5、U6、I6、U7、I7

  WT 本体に MTR1/MTR2 オプション搭載時は、さらに 8 チャネルを追加できます。モーター
コンフィグ設定により、次のように切り替わります。

・ Speed1、Torque1、Speed2、Torque2、Speed3、Torque3、Speed4、Torque4
・ Speed1、Torque1、Speed2、Torque2、AUX5、AUX6、AUX7、AUX8
・ AUX1、AUX2、AUX3、AUX4、Speed3、Torque3、Speed4、Torque4
・ AUX1、AUX2、AUX3、AUX4、AUX5、AUX6、AUX7、AUX8

 詳細については WT5000 の取扱説明書をご確認ください。

 手順 6 へ進みます。
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3.5　測定条件を設定する

数値表示の設定
2.  WT5000 (Numeric) の横の Edit をクリックすると、次の画面が表示されます。

  
ファンクションを選択

プリセットの選択設定の読み込み設定の書き出し

プリセットを読み込む

エレメントを選択

次数を選択

ボタン 説明
Export 
[ エクスポート ]

クリックすると、名前を付けて保存ダイアログが表示されます。数値表
示の設定を xml ファイルに保存できます。

Import 
[ インポート ]

クリックすると、開くダイアログが表示されます。PC に保存済みの数
値表示設定ファイル (xml ファイル ) を指定して、読み込むことができ
ます。

プリセットの選択 ドロップダウンリストから Preset 1 ～ Preset 23 を選択できます。
各プリセットの内容▶ 3-16 ページ参照

Import Preset 
[ プリセットインポート ]

クリックすると、選択したプリセットの内容が読み込まれます。

・ プリセットの選択と読み込み
3.  ドロップダウンリストから Preset1 ～ Preset23 を選択します。
 各プリセットの内容については、3-16 ページをご覧ください。
4.  Import Preset[ プリセットインポート ] をクリックします。選択したプリセットの設定

内容が画面に表示されます。

5.  OK をクリックします。数値表示の設定画面が閉じ、追加できるチャネルが表示されます。

選択したチャネルを追加
6.  追加するチャネルのチェックボックスを ON にします。
  機器 ( 測定器 ) 名や解析項目名などの上位のチェックボックスを ON にすると、配下の

すべてのチャネルのチェックボックスを ON にできます。
7.  Add をクリックすると、各チャネルの測定条件の一覧にチャネルが追加されます。

絞り込み条件の選択
各チャネルの測定条件の一覧を、選択した条件でフィルタリングして表示できます。
画面右上の設定ボックスでドロップダウンリストから、All[ すべて ]、記録のみ、グループ１～ 4 のみ、
を選択できます。
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3.5　測定条件を設定する

各チャネルの測定条件の一覧
タイトル行にあるチェックボックスで、該当列の設定を一括して ON/OFF できます。

チャネル番号

以降、表の左側の欄から順に説明しています。

チャネル番号
・ チャネル番号をクリックすると行を選択できます。
・ チャネル番号のタイトル行にある  をクリックすると、すべての行を選択できます。

記録チャネル (Record)
記録対象にするチャネルを選択できます。チャネル ( トレース ) ごとにチェックボックスを
ON/OFF します。
チェックボックス 説明
ON チャネルを記録対象にします。
OFF チャネルを記録しません。

トレース (Trace)
ラベル名が表示されます。セルをクリックすると、ラベル名を編集できます。

モデル (Model)
各チャネルの測定器の形名 ( ホスト名、測定器のモデル名 ) が表示されます。

グループ 1 (Group1)
1 グループごとに、チャネル ( トレース ) の表示とマッピングを設定できます。

グループの追加と削除
タイトル行の＋ / －をクリックして、表示グループを追加 / 削除できます。
項目 説明
＋ 表示グループの列が追加されます。最大 4 グループまで表示できます。
－ グループ番号の大きい方から削除されます。

表示 (Display)
チャネルの表示 / 非表示を設定します。

・ タイトル行のチェックボックスで最大 32 チャネルを一括して設定できます。
チェックボックス 説明
ON 表示グループの上から 32 チャネルが表示になります。
OFF 表示グループのすべてのチャネルが非表示になります。

・ チャネルごとにチェックボックスを ON/OFF して、表示 / 非表示を選択できます。
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3.5　測定条件を設定する

マッピング (Mapping)
タイトル行のトグルスイッチで、チャネルマッピング機能の ON/OFF を切り替えます。
トグルスイッチ 説明
ON 表示グループのチャネルマッピングが有効になります。

表示チャネルの割り当てを変更できます。各チャネルのドロップダウンリストから割
り当てるチャネルを選択できます。
分割スタイル (4-9 ページ ) が「分割」「タイル」時に有効です。

OFF 表示グループのチャネルマッピングが無効になります。

波形色 (Color)
ダブルクリックすると、チャネルごとに波形の表示色を色パレットで設定できます。

最小 (Min)、最大 (Max)
メイン表示の Y 軸の最小値と最大値を設定します。設定は波形単位に設定できます。

同期設定 (Link)
チャネルごとにチェックボックスを ON/OFF して、Y 軸設定の最小値、最大値を測定器レン
ジの最小値、最大値に同期させるチャネルを選択できます。
対象チャネルが DL950 場合、チェックボックスを ON にしておくと、DL950 の対象チャネル
の V/Div*10 の値を自動で設定できます。(Logic 除く )

表示形式 (Format Type)
縦軸グリッドのスケール値の表示形式を、次から選択して設定できます。
表示形式 表示例
浮動小数点 0.0、2.5、5.0、7.5、10.0
指数 0.0E00、2.5E00、5.0E00、7.5E00、1.0E01
16 進数 0、2、5、7、A

小数点桁数 (Decimal Places)
縦軸グリッドのスケール値の小数点桁数を、1 ～６に設定できます。表示形式の設定によって、
スケール値の表示は、次のようになります。
表示形式 スケール値の表示
浮動小数点 小数部の桁数
指数 整数部を 1 桁として、小数点桁数で設定した桁数で小数部の桁数を表示
16 進数 設定された桁数で表示
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3.5　測定条件を設定する

ロジック波形の表示条件 (Logic)
ロジック波形の表示を設定できます。

1.  ロジック波形のデータが対象の場合、表示するビットが「Logic」欄に 16 進数で表示さ
れます。表示をクリックすると、次の画面が表示されます。

2.  ロジック波形の表示条件を設定します。

  

ビット名 (Bit Name)
読み込んだロジック波形にビット名が設定されているとき、ビット名が表示されます。

On
表示するビット番号のチェックボックスをチェックします。読み込んだロジック波形にビッ
トのデータがないときは、ビット番号のチェックボックスは選択できません。

Mapping
非表示のビットがある場合に、表示 ON のビット波形の表示位置を選択できます。
チェックボックス 説明
ON 表示 ON のビット波形を等間隔で表示します。( 表示位置が変わります。)
OFF すべてのビット波形を表示したときの位置に表示します。( 表示位置は変わりません。)

・ ビットの並び順 (Bit Display Order)
ロジックプローブの各ビットの並び順を選択できます。
* 対応する機種によって並び順や表示される番号が異なります。詳細は、測定器の取扱説明書をご

覧ください。
ビットの並び順 説明
MSB ビットの最上位 ( ビット 7-> ビット 0 の順序 ) から表示されます。
LSB ビットの最下位 ( ビット 0 -> ビット 7 の順序 ) から表示されます。

・ カーソルのデータ表示方法 (Measure Result)
測定値を 2 進法または 16 進法のどちらかで表示します。
表示方法 説明
Binary 2 進数で表示
Hex 16 進数で表示
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3.5　測定条件を設定する

Bundle
Bundle の ON、OFF を設定できます。
チェックボックス 説明
ON 非表示のビットがある場合は、2 進法表示の場合はそのビットを「－」で表示、16 進

法表示の場合はそのビットのデータはないものとして表示されます。
Binary： 2 進数で表示
Hex： 16 進数で表示

OFF ロジック波形は Bundle して表示されません。

縦軸単位 (Unit)
縦軸の単位を設定できます。設定する測定チャネルの「単位」欄をクリックしてテキストポ
インタを表示するか反転表示したあと、単位を入力します。英数文字 4 文字以内で設定します。

解 説

範囲を選択して設定する
各チャネルの測定条件は、一覧上でドラッグして範囲を選択することで複数項目をまとめて設定
できます。

* トレース、モデル、同期設定 (Link) の設定項目は、以下のボタンでは変更されません。

選択した範囲を自動設定
操作対象の項目：波形色、最小、最大
Auto[ 自動 ] をクリックすると、選択した最小、最大や波形色を自動設定します。

選択した範囲の設定を反転
対象対象の項目：レコード、表示、波形色
Invert[ 反転 ] をクリックすると、選択した ON/OFF、または波形色の設定を反転します。

選択した範囲を先頭行の内容に揃える
操作対象の項目：表示、最小、最大、表示形式、小数点桁数、単位
Copy[ コピー ] をクリックすると、選択した範囲の先頭行の内容をそれ以下の行へコピーし
ます。

選択した範囲を初期設定に戻す
操作対象の項目：波形色、表示形式
Default[ デフォルト ] をクリックすると、初期設定の状態に戻ります。
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3.5　測定条件を設定する

数値表示の設定 (WT5000 を接続した場合 )
各プリセットの内容

・ 測定項目の詳細については WT5000 の取扱説明書をご確認ください。
・ 測定項目に記載されているエレメント番号（1、2、3、4、5、6、7、 ΣA、 ΣB、 ΣC）は設定メニュー

上で変更可能です。

Preset 1 ～ Preset 8
Preset 1 Preset 2 Preset 3 Preset 4 Preset 5 Preset 6 Preset 7 Preset 8
Udc1 Udc4 Udc1 Udc4 Udc1 Udc4 Urms1 Urms2
Idc1 Idc4 Idc1 Idc4 Idc1 Idc4 Umn1 Umn2
P1 P4 P1 P4 P1 P4 Udc1 Udc2
UrmsΣA UrmsΣA UrmsΣA UrmsΣA S1 S4 Urmn1 Urmn2
IrmsΣA IrmsΣA UmnΣA UmnΣA UrmsΣA UrmsΣA Uac1 Uac2
PΣA PΣA UfndΣA UfndΣA UmnΣA UmnΣA Ufnd1 Ufnd2
Urms2 Urms1 IrmsΣA IrmsΣA UfndΣA UfndΣA Uthd1 Uthd2
Irms2 Irms1 ImnΣA ImnΣA IrmsΣA IrmsΣA Irms1 Irms2
P2 P1 IfndΣA IfndΣA PΣA PΣA Imn1 Imn2
Urms3 Urms2 PΣA PΣA SΣA SΣA Idc1 Idc2
Irms3 Irms2 λΣA λΣA Urms2 Urms1 Irmn1 Irmn2
P3 P2 λfndΣA λfndΣA Umn2 Umn1 Iac1 Iac2
Urms4 Urms3 Urms2 Urms1 Ufnd2 Ufnd1 Ithd1 Ithd2
Irms4 Irms3 Umn2 Umn1 Irms2 Irms1 P1 P2
P4 P3 Ufnd2 Ufnd1 Urms3 Urms2 S1 S2
η1 η1 Irms2 Irms1 Umn3 Umn2 Q1 Q2
FreqU2 FreqU1 Imn2 Imn1 Ufnd3 Ufnd2 λ1 λ2

Ifnd2 Ifnd1 Irms3 Irms2 φ1 φ2
Urms3 Urms2 Urms4 Urms3 FreqU1 FreqU2
Umn3 Umn2 Umn4 Umn3 FreqI1 FreqI2
Ufnd3 Ufnd2 Ufnd4 Ufnd3 U+peak1 U+peak2
Irms3 Irms2 Irms4 Irms3 U-peak1 U-peak2
Imn3 Imn2 η1 η1 I+peak1 I+peak2
Ifnd3 Ifnd2 η2 η2 I-peak1 I-peak2
Urms4 Urms3 η3 η3 CfU1 CfU2
Umn4 Umn3 FreqU2 FreqU1 CfI1 CfI2
Ufnd4 Ufnd3 Speed Speed
Irms4 Irms3 Torque Torque
Imn4 Imn3 Pm Pm
Ifnd4 Ifnd3 Slip Slip
η1 η1 SyncSp SyncSp
η2 η2
FreqU2 FreqU1
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3.5　測定条件を設定する

Preset 9 ～ Preset 16
Preset 9 Preset 10 Preset 11 Preset 12 Preset 13 Preset 14 Preset 15 Preset 16
Urms3 Urms4 Urms5 Urms6 Urms7 UrmsΣA UrmsΣB UrmsΣC
Umn3 Umn4 Umn5 Umn6 Umn7 UmnΣA UmnΣB UmnΣC
Udc3 Udc4 Udc5 Udc6 Udc7 UdcΣA UdcΣB UdcΣC
Urmn3 Urmn4 Urmn5 Urmn6 Urmn7 UrmnΣA UrmnΣB UrmnΣC
Uac3 Uac4 Uac5 Uac6 Uac7 UacΣA UacΣB UacΣC
Ufnd3 Ufnd4 Ufnd5 Ufnd6 Ufnd7 UfndΣA UfndΣB UfndΣC
Uthd3 Uthd4 Uthd5 Uthd6 Uthd7 UthdΣA UthdΣB UthdΣC
Irms3 Irms4 Irms5 Irms6 Irms7 IrmsΣA IrmsΣB IrmsΣC
Imn3 Imn4 Imn5 Imn6 Imn7 ImnΣA ImnΣB ImnΣC
Idc3 Idc4 Idc5 Idc6 Idc7 IdcΣA IdcΣB IdcΣC
Irmn3 Irmn4 Irmn5 Irmn6 Irmn7 IrmnΣA IrmnΣB IrmnΣC
Iac3 Iac4 Iac5 Iac6 Iac7 IacΣA IacΣB IacΣC
Ithd3 Ithd4 Ithd5 Ithd6 Ithd7 IthdΣA IthdΣB IthdΣC
P3 P4 P5 P6 P7 PΣA PΣB PΣC
S3 S4 S5 S6 S7 SΣA SΣB SΣC
Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 QΣA QΣB QΣC
λ3 λ4 λ5 λ6 λ7 λΣA λΣB λΣC
φ3 φ4 φ5 φ6 φ7 φΣA φΣB φΣC
FreqU3 FreqU4 FreqU5 FreqU6 FreqU7
FreqI3 FreqI4 FreqI5 FreqI6 FreqI7
U+peak3 U+peak4 U+peak5 U+peak6 U+peak7
U-peak3 U-peak4 U-peak5 U-peak6 U-peak7
I+peak3 I+peak4 I+peak5 I+peak6 I+peak7
I-peak3 I-peak4 I-peak5 I-peak6 I-peak7
CfU3 CfU4 CfU5 CfU6 CfU7
CfI3 CfI4 CfI5 CfI6 CfI7
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3.5　測定条件を設定する

Preset 17 ～ Preset 23
Preset 17 Preset 18 Preset 19 Preset 20 Preset 21 Preset 22 Preset 23
P1 P5 P1 F1 Uthd1 Uthd2 Uthd3
WP1 WP5 P2 F2 U1(dc) U2(dc) U3(dc)
Irms1 Irms5 P3 F3 U1(1) U2(1) U3(1)
q1 q5 P4 F4 U1(2) U2(2) U3(2)
P2 p6 P5 F5 U1(3) U2(3) U3(3)
WP2 WP6 P6 F6 U1(4) U2(4) U3(4)
Irms2 Irms6 P7 F7 U1(5) U2(5) U3(5)
q2 q6 PΣA F8 U1(6) U2(6) U3(6)
P3 P7 η1 F9 U1(7) U2(7) U3(7)
WP3 WP7 η2 F10 U1(8) U2(8) U3(8)
Irms3 Irms7 η3 F11 U1(9) U2(9) U3(9)
q3 q7 η4 F12 U1(10) U2(10) U3(10)
P4 PΣA F13 U1(11) U2(11) U3(11)
WP4 WPΣA F14 U1(12) U2(12) U3(12)
Irms4 IrmsΣA F15 U1(13) U2(13) U3(13)
q4 qΣA F16 U1(14) U2(14) U3(14)

Ithd1 Ithd2 Ithd3
I1(dc) I2(dc) I3(dc)
I1(1) I2(1) I3(1)
I1(2) I2(2) I3(2)
I1(3) I2(3) I3(3)
I1(4) I2(4) I3(4)
I1(5) I2(5) I3(5)
I1(6) I2(6) I3(6)
I1(7) I2(7) I3(7)
I1(8) I2(8) I3(8)
I1(9) I2(9) I3(9)
I1(10) I2(10) I3(10)
I1(11) I2(11) I3(11)
I1(12) I2(12) I3(12)
I1(13) I2(13) I3(13)
I1(14) I2(14) I3(14)
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3.6 記録条件を設定する

データ収集機能を選択した場合、アクイジションデータの表示条件と記録条件を設定します。

操 作

DAQ 設定画面
ランチャーで DAQ( データ収集機能 ) を選択した場合、ウィザード形式で 3 番目に表示される画面
です。

簡易ウィザード ( スマート設定 ) の各設定は、リボンのコマンドからも設定できます。

レコード設定

モニタ設定

設定を適用してウィンドウを表示する
チャネル設定画面に戻る

時刻合わせの設定一覧

モニタ設定 (Monitor Setting) 
表示条件を設定します。

表示時間 (Display Time)
表示時間を、時間で指定できます。
時間 (Time)：d.hh:mm:ss 形式で時間を入力します。最大設定時間は 1 日です。

時間基準 (Time Base) 
項目 説明
Relative time 
[ 先頭合わせ ]

測定開始からの相対時間。すべての波形の先頭位置を合わせて表示します。( 複数台
接続時に、各測定器の時刻が一致していないときはこちらを選択してください。)

Absolute time 
[ 時刻合わせ ]

測定した時刻 ( 絶対時刻 )。各測定器の時刻で波形を表示します。測定器同士が時刻
同期している場合はこちらを選択してください。

時刻調整 (Clock Adjustment)
基準時刻 (Base Clock)
時間基準に Absolute time[ 時刻合わせ ] を選択した場合、PC と接続機器から、どの機器の時
刻設定を基準にするかを設定します。
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時間設定 (Set time)
時刻同期が OFF の機器に対して、時刻基準となる機器 ( チェックマーク ) の時刻を設定します。
± 1 s 程度の誤差が発生します。

時刻合わせの設定一覧
右側の接続中の機器の一覧では、次の情報が表示されます。

・ 基準に設定されている機器にチェックマークが表示されます。
・ 測定器の時刻が表示されます。
・ 時刻同期の状態が表示されます。

表示 状態
OFF 時刻同期なし
Unlock 時刻同期していない
Lock 時刻同期設定中
Stable 時刻同期状態
Master 時刻同期のマスター機器

レコード設定 (Record Setting)
記録条件を設定します。

記録開始 (Recording Start)
記録開始の条件を、手動または日時で指定できます。

・ マニュアル
機能別リボンの Monitor[ モニタ ] > Control[ コントロール ] タブ > DAQ グループの
Rec[ 記録 ] をクリックしたときに記録を開始します。

・ 時刻
yyyy/MM/dd HH:mm 形式で記録開始の日時を入力します。

記録停止 (Recording Stop)
記録停止の条件を、次の 4 種類から選択できます。

・ マニュアル
機能別リボンの Monitor[ モニタ ] > Control[ コントロール ] タブ > DAQ グループの Rec 
Stop[ 記録停止 ]、または Stop[ 測定停止 ] をクリックしたときに記録を停止します。

・ サイズ
次の範囲で、容量を入力できます。
1 MByte ～ 600 GByte (1 G Ethernet/USB 接続、または 10 G Ethernet(HiSLIP) 接続時）
測定条件等の付帯情報も見積もって計算するため、指定されたサイズよりも実際のサイズが小さくな
ります。

・ 時刻
yyyy/MM/dd HH:mm 形式で記録停止の日時を入力します。
記録開始で時刻が設定されているときだけ選択できます。

・ 記録時間
d.hh:mm:ss 形式で記録時間を入力します。最大記録時間は 7 日です。
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ファイル分割 (File Divide)
分割条件を、次の 3 種類から選択できます。

・ マニュアル
機能別リボンの Monitor[ モニタ ] > Control[ コントロール ] タブ > DAQ グループの File 
Divide[ ファイル分割 ] をクリックしたときに、記録ファイルが分割されます。

・ サイズ
次の範囲で、容量を入力できます。
1 MByte ～ 10 GByte
記録停止でマニュアル､ またはサイズが設定されているときに選択できます。
記録ファイルの最低分割時間は 10 秒です。10 秒未満で指定したサイズに到達した場合は、10 秒経
過するまでファイルは分割されません。

・ 時間
d.hh:mm:ss 形式で分割する時間を入力します。
記録停止でマニュアルが設定されているとき、または記録開始と記録停止の両方で時刻が設定されて
いるときに選択できます。最低分割時間は 10 s です。

保存フォルダ (Save Folder)
[...] をクリックして、データの記録先フォルダーを指定できます。

時刻フォルダの作成チェックボックス
チェックボックス 説明
ON 保存フォルダー内に日付フォルダーが作成され、その中に記録データが保存されます。

日付フォルダーのフォルダー名は日付 + 通し番号です。
例： yyyymmdd_nnn、 nnn: 通し番号 000 ～ 999

OFF 保存フォルダー内に記録データが保存されます。

ファイル名 (File Name)
ファイル名を設定します。ここで設定したファイル名の後ろに、自動ネーム ( 次項 ) で設定し
た通し番号、または日付時刻が付加されます。
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自動ネーム (Auto Naming)
番号、または時刻を選択できます。

番号 (Number) を選択した場合
任意に設定したファイル名の後ろに、通し番号が付加されます。

  

Test_0000-00.mf4

入力文字列
通し番号 (0000 ～ 9999)

ファイル分割時の通し番号 (00 ～ 99)

時刻 (Date and Time) を選択した場合
任意に設定したファイル名の後ろに、記録したときの日付時刻 (ms 単位 ) が付加されます。

  年 月 日 時 分 秒 ms
Test20210118_121530_100-00.mf4 (2021/01/18 12:15:30.100)

入力文字列
ファイル分割時の通し番号 (00 ～ 99)

ファイルコメント (File Comment)
必要に応じて、コメントを半角英数文字 250 文字以下で入力します。
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起動画面
起動時にランチャーを表示しない設定にした場合、起動すると次の画面が表示されます。

ウィンドウ表示エリア プロパティ
表示エリア

データソース
表示エリア

画面の最大化

ヘルプメニュー設定メニューキャプチャ設定メニュー

画面を閉じる /
ソフトウェアの終了
リボンを折りたたむ

画面の最小化

コマンドグループ

リボン

タブ
コマンド ( アイコン )

画面キャプチャ
ボタン

グループ名

データソース表示エリア
・ 波形ファイル一覧に、読み込んだファイル名が表示されます。
・ デバイス一覧に、接続している機器 ( ホスト ) 名が表示されます。

ウィンドウ表示エリア
選択した機能や、読み込んだファイルの内容に応じて、タブ付きのウィンドウ ( 以降、タブウィ
ンドウと呼びます ) とパネルが表示されます。
タブウィンドウと連動して機能別のリボンが追加されます。タブウィンドウのタブと機能別リボンのタブ
には、機能名が表示されます。

プロパティ表示エリア
選択しているパネルの設定項目などの情報が表示されます。

・ ファイルを読み込んだとき ( 波形解析 ) の画面表示例

機能名 タブウィンドウ

プロパティ
（オーバービュー）

パネル
(オーバービュー)

パネル
(垂直カーソル)

波形ファイル
一覧

デバイス一覧

波形解析のリボン
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リボン
リボンは、タブ、コマンドグループ、コマンド ( アイコン ) の 3 つで構成されています。

・ タブをクリックして、リボンを切り替えます。
・ コマンドグループは、関連する機能のコマンドをまとめたものです。
・ コマンドは、グループごとに区切って表示されています。グループ名はリボン下部に表示され

ています。
選択できないコマンドは、薄いグレーで表示されます。

次の File と APPs は、常時表示されているリボンのタブです。ファイルを開く、または機能を選択
すると、機能別のリボン (3-25 ページ ) の表示が加わります。

ファイル (File) タブ

グループ / コマンド 説明
Open[ 開く ] ファイルウィンドウを開く画面が表示されます。▶ 3.3 節参照
Project[ プロジェクト ]

New[ 新規 ] ランチャーが表示されます。▶ 3.2 節参照
新規のプロジェクトを、簡易ウィザード形式で設定します。

Save Project 
[ プロジェクトの保存 ]

プロジェクトをファイルに保存します。

Save Project As...  
[ プロジェクトを別名で保存 ...]

プロジェクトを別名でファイルに保存します。

Waveform[ 波形 ]
Add File[ ファイルを追加 ] ファイルを開くダイアログが表示されます。すでに表示している波形

ファイルに、同軸で追加表示する波形ファイルを選択します。
Export to File 
[ ファイルの書き出し ]

表示している波形データを、ファイルに書き出します。

Device[ 測定器 ]
Add Device[ 測定器の追加 ] デバイス検索画面が表示されます。▶ 3.4 節参照

すでに DAQ で接続して表示している測定器のデータに、同軸で追加
表示する別の測定器を選択します。

各コマンドの操作については、3.8 節をご覧ください。

APPs タブ

コマンド 説明
CSV batch converter
[CSV 一括変換 ]

CSV 一括変換アプリを起動できます。▶ 3.9 節参照

Report[ レポート ] レポート作成画面が表示されます。▶ 8 章参照
IEC 61000 IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアの IEC ランチャーが表示されます。

▶ユーザーズマニュアル (IM IS8000-63JA) 参照
XWirepuller XWirepuller を起動できます。XWirepuller は、イーサネット /USB/GP-IB イン

タフェース経由で計測器を PC からリモートコントロールする当社のフリー
ソフトウェアです。
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機能別のリボン
読み込んだファイルや選択した機能の内容に応じて、タブウィンドウとともに次の機能別のリボ
ンが表示されます。リボンのタブの上部に機能名が表示されます。操作可能な状態では、機能名
の上に青い帯が表示されます。

波形解析 (Waveform Analysis)

オフライン計測のリボンです。タブをクリックして、リボンを切り替えます。
リボンの各コマンドと操作については、▶ 4 章参照
タブ 説明
View[ 表示 ] 測定データファイルを読み込んで表示します。
Analysis[ 解析 ] 測定データファイルを解析します。
FFT View[FFT 表示 ] FFT 演算、解析をします。
Video[ ビデオ ] 測定データと映像データを同期して再生します。( 高速度カメラ同期機能、

オプション )

モニタ (Monitor)

オンライン計測のリボンです。タブをクリックして、リボンを切り替えます。
リボンの各コマンドと操作については、▶ 5 章参照
タブ 説明
Monitor[ モニタ ] 接続している測定器の測定データを表示できます。
Control[ コントロール ] 接続している測定器の設定、モニター ( 測定 )/ 記録 ( データ収集 ) を実行

できます。
Video[ ビデオ ] 高速度カメラと DL950 の波形を同期して記録できます。( 高速度カメラ

同期機能、FS1 オプション )

リモート制御 (Remote Control)

測定器をリモート制御するときのリボンです。次のタブがあります。
リボンの各コマンドと操作については、▶ 6 章参照
タブ 説明
Tool[ ツール ] リモート制御によって測定データをファイルとして取得するツール、更

新レート設定のツールが表示されます。

ファイル管理 (File Manager)

ファイル管理のリボンです。PC と接続した機器間でファイルを転送できます。
次のタブがあります。
リボンの各コマンドと操作については、▶ 7 章参照
タブ 説明
File Manager 接続した測定器と PC の両方のファイル一覧が表示されます。ファイルの

転送、フォルダーの作成、ファイル / フォルダーのリネームなどの操作
ができます。
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画面キャプチャ
タブウィンドウで表示しているアクティブパネルのイメージを、クリップボードや画像ファイル
に保存できます。

画面キャプチャ [Screen Capture]
画面キャプチャの実行ボタンです。

キャプチャ設定メニュー
下表の項目をドロップダウンリストから選択できます。
項目 説明
Capture Settings
[ キャプチャ設定 ]

画像データの出力先、ファイル形式を設定します。

詳細については▶ 3.10 節参照

設定 (Setting) メニュー
下表の項目をドロップダウンリストから選択できます。
項目 説明
Language[ 言語 ] 表示言語を設定できます。日本語、英語、中国語から選択します。
Theme[ テーマ ] 画面の色調を設定できます。ダーク、ライトから選択します。
Layout[ レイアウト ] タブウィンドウ内のパネルのレイアウトを設定します。

Initialization[ 初期化 ] タブウィンドウ内のパネルのレイアウトを初期化します。
Initial setting[ 初期設定 ] 過去に保存した解析プロジェクトファイル (.anpjt) の設定を適用して、別の

ファイルを同じレイアウトで表示できます。
Show the launcher at startup
[ 起動時にランチャーを表示 ]

起動時にランチャーを表示するかどうかを設定できます。次回起動にラン
チャーを表示しない場合は、クリックしてコマンドの左側に表示されるチェッ
クを外します。

Confirm saving to Project file 
when finished
[ 終了時に Project ファイルへ
の保存を確認する ]

本ソフトウェアの終了時に、プロジェクトファイルへの保存を確認する / 確
認しないを設定できます。

操作については▶ 3.11 節参照

ヘルプ (Help) メニュー
下表の項目をドロップダウンリストから選択できます。
項目 説明
About 本ソフトウェアのバージョンが表示されます。▶ 9.4 節参照
License[ ライセンス ] オプションや有効期限などのライセンス情報が表示されます。▶ 9.5 節参照
Manual[ マニュアル ] 本ソフトウェアのマニュアルの PDF データを閲覧できます。▶ 9.3 節参照
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データソース表示エリア
上段に波形ファイル一覧、下段にデバイス ( 接続機器 ) 一覧が表示されます。

・ 波形ファイルをデータソース表示エリアにドラッグ＆ドロップすると、波形ファイル一覧にファ
イルが追加され、波形を表示することができます。

・ ピン留めアイコン または をクリックして、表示エリアを最小化 ( 自動的に隠す )/ 最大化
できます。

・ ファイル、または接続機器を選択して、右側に表示される […] をクリックすると、下図のドロッ
プダウンリストが表示されます。

Waveform Files( 波形ファイル一覧 )
読み込んだファイルが一覧表示されます。複数の波形データを、1 つのタブウィンドウ上で
同軸に表示できます。

表示エリアを最小化

機能を選択
選択した機能のタブウィンドウが表示されます。

同軸表示を停止する
同軸表示を開始する

ファイルをリムーブする
・ 選択したファイルがファイル一覧から除外されます。
・ 該当ファイルのタブウィンドウが削除されます。

同軸表示中のマーク

デバイス一覧 (Devices)
接続しているデバイス ( 測定器 ) が一覧表示されます。複数の接続機器のデータを、1 つのタ
ブウィンドウ上で同期して表示できます。

デバイスとの接続を切断

表示エリアを最小化

機能を選択
選択した機能のタブウィンドウが表示されます。

同期表示を停止する
同期表示を開始する

同期中のマーク
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ウィンドウ表示エリア
ファイルを開く、または機能を選択すると、タブウィンドウが表示されます。タブウィンドウは、
複数のパネルで構成されます。

 

機能名

パネル
(オーバービュー)

パネル
(垂直カーソル)

タブウィンドウを閉じる表示ファイル名
1つのタブウィンドウで、3つのファイルを同軸で表示した場合の例

タブウィンドウ
機能別に次のタブウィンドウが表示されます。
機能名 説明
DAQ データ収集 (DAQ) の機能を選択したときのタブウィンドウ
Analysis オフライン解析の機能を選択したときのタブウィンドウ
File Manager ファイル管理の機能を選択したときのタブウィンドウ
Remote Control リモート制御の機能を選択したときのタブウィンドウ

タブウィンドウの名称
表示形式：( 機能名 ) - ( ファイル名またはホスト名 )

タブウィンドウを追加する
データソース表示エリアでファイルまたは測定器を選択して、ドロップダウンリストから機
能を選択します。

タブウィンドウを削除する
タブウィンドウ名横の [ × ] をクリックするか、波形ファイル一覧 / デバイス一覧から対象の
ファイル / 機器を選択して、Remove[ 削除 ] を選択します。

タブウィンドウを操作対象 ( アクティブ ) の状態にする
操作対象 ( アクティブ ) の状態になったタブウィンドウは、タブの背景色が青く表示されます。
ウィンドウ表示エリアに複数のタブウィンドウを重ねて表示している場合、タブウィンドウ
のタブをクリックすると、アクティブになり最前面に表示されます。
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タブウィンドウを新しい画面で表示する
ウィンドウ表示エリアに複数のタブウィンドウを重ねて表示している場合、選択したタブウィ
ンドウを別の新しい画面で表示できます。

1．  タブウィンドウのタブを選択して画面からデスクトップへドラッグします。

  

タブをドラッグ

2．  新規画面の表示範囲が薄い青色で表示されたら、ドロップします。選択したタブウィン
ドウが新しい画面上に表示されます。
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パネル
リボンの各コマンド ( アイコン ) を選択すると、選択した項目のパネルがタブウィンドウに表
示されます。

パネルの表示 / 非表示を切り替える
操作対象のコマンド ( アイコン ) をクリックします。

パネルを操作対象 ( アクティブ ) の状態にする
パネルをクリックすると、操作対象 ( アクティブ ) になり青い枠が表示されます。

パネルを非表示にする
パネル名横の [ × ] をクリックします。

パネルの表示位置を変更する
タブウィンドウの中でパネルの表示位置を変更できます

1.  パネル名を選択してドラッグすると、移動可能な範囲 ( 上、下、左、右、中央 ) に矢印
が表示されます。

  

パネル名表示部をドラッグ

2.  移動する方向の矢印上にドラッグしていくと、配置可能なエリアが薄い青色で表示され
ます。
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3.  移動する位置でドロップすると、パネルの位置が変更されます。タブウィンドウ内のほ
かのパネルのレイアウトも調整されます。

  

複数のパネルを重ねて表示する
タブウィンドウ内で、複数のパネルを重ねて表示できます。パネル名のタブをクリックして、
最前面に表示するパネルの切り替えができます。

1.  重ねて表示するパネルのパネル名を選択し、別のパネルのパネル名表示部にドラッグし
ます。移動可能なエリアが薄い青色で表示されます。

  

パネル名表示部をドラッグ

2.  移動する位置でドロップすると、パネルが重なって表示されます。また、重なっている
パネルのパネル名はタブに表示されます。タブウィンドウ内のほかのパネルのレイアウ
トも調整されます。
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プロパティ表示エリア
・ 表示されているパネルを選択すると、操作対象になったパネルの関連情報 ( 設定項目など ) が表

示されます。選択したパネルによって表示内容は異なります。詳細は、第 4 章～第 7 章をご覧
ください。

・ ピン留めアイコン または をクリックして、表示エリアを最小化 ( 自動的に隠す )/ 最大化
できます。

画面の表示サイズ
画面の外枠をドラッグすると、画面の大きさを任意に変えることができます。タブウィンドウ、パ
ネルの表示領域は、画面全体の大きさに連動して変わります。

Note
各種波形表示情報やパネルの位置を、プロジェクトファイルとして保存できます。次回、保存したプロジェ
クトファイルを開くと、前回終了時の表示状態が復元されます。



3-33IM IS8000-01JA

3.8 ファイル操作

次のファイル操作について、File[ ファイル ] タブのコマンドグループごとに説明しています。
・ ファイルを開く (Open) 
・ プロジェクトファイル (Project)
・ 波形ファイル (Waveform)
・ 接続器の追加 (Device)

操 作

ファイルを開く (Open)
オフラインで解析するファイルを選択します。

1．  Open[ 開く ] をクリックします。ファイルウィンドウを開く画面が表示されます。
2.  表示するファイル、またはプロジェクトファイルを選択します。▶ 3.3 節参照
 表示している画面のウィンドウ表示エリアに、Analysis - ( ファイル名 ) 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 (Project)
・ 新規のプロジェクトを、簡易ウィザード形式で設定します。
・ プロジェクトを別名のファイルで保存します。
・ 既存のプロジェクトを保存します。

新規プロジェクトファイルを作成する
1．  New[ 新規 ] を選択します。ランチャーが表示されます。
2．  プロジェクトの内容 ( 機能 ) を選択します。次の機能を選択できます。

機能 内容
File Open 新規の画面で、ファイル、プロジェクトファイルを開きます。
DAQ 測定器に接続し、IS8000 でデータを取得する場合に選択
Remote Control 測定器のリモート制御をする場合に選択
File Manager 測定器と PC 間でデータを転送する場合に選択
DAQ (WT) WT5000 だけに接続し、IS8000 でデータを取得する場合に選択

新規の画面でファイルを開く
3.  File Open を選択します。ファイルウィンドウを開く画面が表示されます。
4.  表示するファイル、またはプロジェクトファイルを選択します。▶ 3.3 節参照
 新規の別の画面で、Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンドウが表示されます。



3-34 IM IS8000-01JA

3.8　ファイル操作

新規プロジェクトファイルを作成する
3．  3.4 節を参照して、プロジェクトの対象機器を選択して接続します。
4.  手順 2 で DAQ を選択した場合は、Next[ 次へ ] をクリックしたあと、測定条件 (3.5 節参

照 ) と記録条件 (3.6 節参照 ) を設定して、Open[ 開く ] をクリックします。
 Remote Control、FileManager、DAQ (WT) を選択した場合は、Open[ 開く ] をクリック

します。
 選択したプロジェクト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を別名で保存する
新規作成したプロジェクトにファイル名を設定して保存します。

5.  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。

6．  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。ファイルの種類と拡張
子は次の通りです。
ファイルの種類 拡張子
IS8000 測定プロジェクト .mepjt
IS8000 解析プロジェクト .anpjt

プロジェクトファイルを保存する
1.  既存のプロジェクトファイルを開き、条件などを変更して保存する場合は、Save Project 

[ プロジェクトの保存 ] をクリックします。
 Save Project[ プロジェクトの保存 ] は、既存のプロジェクトファイルを開いているときだけ有効

です。

Note
保存した解析プロジェクトファイルと同じ設定で別のファイル開く
過去に保存した解析プロジェクトファイル (.anpjt) を指定して、同じ設定で別の波形ファイルを開くこと
もできます。複数のファイルを同じ設定で開く場合に便利です。
操作については▶ 3.11 節参照
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波形ファイル (Waveform)
・ ファイルを追加して読み込む ( 同軸表示 )
・ ファイルを書き出す

ファイルを追加して読み込む ( 同軸表示 )
1．  Add File[ ファイルを追加 ] をクリックします。ファイルウィンドウを開く画面が表示さ

れます。▶ 3.3 節参照

2.  追加で表示する波形ファイルを選択して、Open[ 開く ] をクリックします。
 ▶ 3.3 節参照
  選択したファイルの波形が、表示中の波形と同軸で表示されます。タブウィンドウの名

前にもファイル名が追加されます。

ファイルを書き出す
1.  Export to File[ ファイルの書き出し ] をクリックします。次の画面が表示されます。

 例：WT5000 の高調波データを「波形ファイル (*.csv)」形式で保存する場合

  

ファイル形式を選択

保存範囲と
圧縮の設定

保存するチャネルを選択
保存するチャネルを一括して選択

コメント文字列を入力

アスキーファイル設定

数値 /高調波バー /ベクトルの出力設定

2.  保存するファイル形式を指定して、必要に応じた設定をします。
ファイル形式 説明
波形ファイル (*.mf4) 開いている波形ファイルを MF4 形式で保存できます。
波形ファイル (*.csv) 開いている波形ファイルを CSV 形式で保存できます。
波形ファイル (*.csz) 開いている波形ファイルを Zip 形式で圧縮された CSV ファイルとして保

存できます。
測定結果 (*.csv) 波形パラメータの自動測定値 ( 測定結果パネルに表示されている測定値 )

を保存するときだけ選択できます。▶ 4.7 節参照
FFT ファイル (*.csv) FFT 波形の解析結果を保存するときだけ選択できます。▶ 4.10 節参照

(MH1 オプション )
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 保存ファイル形式と設定項目
ファイル形式

設定項目 MF4 CSV/CSZ CSV
波形ファイル 波形ファイル 測定結果 FFT ファイル

保存するチャネルの選択 ○ ○ ─ ○
数値 / 高調波バー / ベクトル
の出力設定
(WT5000 のデータだけ )

無効 ○ ─ ─

保存範囲と圧縮の設定 ○ ○ ─ ○
コメントの入力 ○ ○ ─ ○

アスキーファイルの 設定 ─ ○ 小数点の設定
だけ

ヘッダー、周波数、
小数点の設定だけ

各設定項目の詳細▶ 3-37 ページの「ファイルの書き出し」参照

 ・ 保存ファイル形式が「測定結果 (*.csv)」の場合

   

 ・ 保存ファイル形式が「FFT ファイル (*.csv)」の場合

   

3．  Save[ 保存 ] をクリックします。名前を付けて保存のダイアログが表示されます。
4.  保存先を指定して保存をクリックします。
 指定した保存先にファイルが書き出されます。

接続器の追加 ( 同軸表示 )
1.  測定器の追加 [Add Device] をクリックします。デバイス検索画面が表示されます。既に DAQ

で接続中の測定器の DAQ - ( ホスト名 ) のタブウィンドウに、同軸表示で測定器を追加できま
す。

 ▶ 3.4 節参照
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解 説

読み込み可能なファイル形式
▶ 3-5 ページ参照
各ファイル形式の詳細▶ 1-7 ページ参照

複数波形の同軸表示
複数の波形を同軸に表示できます。表示例は、3-28 ページをご覧ください。

プロジェクトファイルを別名で保存する
現在表示中のファイルの設定をプロジェクトファイルとして保存できます。

ファイルの書き出し
波形ファイル (.mf4)、波形ファイル (.csv)、波形ファイル (.csz)、測定結果 (*.csv)、FFT ファイル (*.csv)
形式で表示データを保存できます。

Note
DL950 電力演算 (/G05 オプション ) のデータ保存
CSV 形式で書き出しをすると、電力解析 / 高調波解析の結果別に複数のファイルが出力されます。詳しくは、
3-39 ページの「DL950 電力演算結果を CSV 形式で書き出した場合」をご覧ください。

保存するチャネルの選択
各チャネルのチェックボックスを ON/OFF して、保存する / 保存しないを設定できます。
デュアルキャプチャ波形の高速側 ( サブ波形 ) だけを選択して CSV 形式で保存できます。

数値 / 高調波バー / ベクトルの出力設定
波形ファイル (.csv または .csz) 形式で保存する場合で、WT5000 の数値 / 高調波バー / ベクトル表
示データが存在するときだけ選択可能です。MF4 形式での保存は、対象外です。
項目 説明
Harmonics
[ 高調波 ]

出力対象：開始次数と終了次数を設定
・ アスキーファイル設定の「高調波オーダー (Harmonic Order)」の設定が有効になります。

▶ 3-39 ページ参照
・ バー 1、バー 2 パネルの測定結果がファイルに書き出されます。

Numeric 出力対象：保存されたすべてのデータ
数値 1、数値 2 パネルの測定結果がファイルに書き出されます。

Matrix マトリックス表示の測定結果がファイルに書き出されます。
Vector ベクトル表示の測定結果がファイルに書き出されます。

保存範囲と圧縮の設定 (Data Setting)
項目 説明
Range[ レンジ ] ・ Overview[ オーバービュー ]、 Cursor[ カーソル ]、 View[ ビュー ]1 ～ 4 から保存

範囲を選択
・ 保存ファイル形式が「FFT ファイル (*.csv)」の場合は、FFTView[FFT 表示 ]、

Cursor[ カーソル ]、 Zoom[ ズーム ]1、2 から選択
Compression[ 圧縮 ] Non[ なし ]、Decim[ 単純間引き ] のどちらかを選択
Compressibility[ 圧縮率 ] Decim[ 単純間引き ] を選択時に有効

 2、5、10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000 から選択
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コメント
半角 250 文字まで入力できます。

アスキーファイル設定
波形ファイル (.csv または .csz) 形式で保存する場合、次の項目を設定できます。

・ ヘッダー (Header)
項目 説明
ON[ あり ] ヘッダーを付けます。
OFF[ なし ] ヘッダーを付けません。

・ 時間軸情報 (Time Axis Information)
時間軸情報の種類を次の中から選択します。
外部クロックの波形を保存する場合は、Point[ 点数 ] または OFF[ なし ] だけを選択できます。
項目 説明
Absolute time[ 絶対時刻 ] 測定した時刻 ( 実時刻 ) を付加します。

 例：2021/11/16 08:30:11.848770580000
Relative time[ 相対時刻 ] 測定開始からの相対時間。チャネル設定の基準時間軸 (Reference time axis) を

基準とした相対時間を付加します。▶ 4.2 節参照
 例：00:10:10.000000000000

Seconds[ 秒 ] 相対時刻を表示単位「秒」で付加します。
 例：610.000000000000

Point[ 点数 ] 出力開始点を０とし、行ごとに１加算した点数を付加します。
OFF[ なし ] 時間軸情報を付加しません。

・ 周波数 (Frequency)
保存ファイル形式が「FFT ファイル (*.csv)」の場合、周波数情報を保存するかしないかを選択できます。
項目 説明
ON[ あり ] 周波数情報を保存します。
OFF[ なし ] 周波数情報を保存しません。

・ 小数点 (Decimal Point)
小数点とセパレータ ( データの区切り ) を選択できます。
項目 説明
Point[ ポイント ] 小数点が「 . 」、セパレータが「 , 」になります。
Comma[ カンマ ] 小数点が「 , 」、セパレータが「 . 」になります。

・ ヒストリごとに分割して CSV 保存する (Separate and save each history)
ヒストリ波形のファイルを開いているときだけ、選択可能です。
トグルスイッチ 説明
ON ヒストリごとにファイルを分割して保存します。各ファイル名の末尾にはヒス

トリ番号が付加されます。
OFF ヒストリごとに分割しません。1 つの CSV ファイルに保存されます。

・ 異なるサンプルレート波形を 1 ファイルに保存 (Save different sample rate waveforms in one file)
DL950 電力解析 / 高調波解析 (/G05 オプション ) のデータを CSV 形式で保存する場合、この設定は不要 ( 無
効 ) です。
トグルスイッチ / 項目 説明
ON 異なるサンプルレート波形が、1 つの CSV ファイルにまとめて保存されます。

Interpolation method
[ 補間方法 ]

サンプルデータ間の補間方法を選択します。
・ 補間 (Interpolation)
・ スペース (Space)：データ設定の圧縮 (Compression) が Non のときだけ選択

可能です。
OFF 同じサンプルレートのチャネル同士で、別々のファイルに保存されます。
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・ 高調波オーダー (Harmonic Order)
数値 / 高調波バー / ベクトルの出力設定 (3-35 ページ､ 3-37 ページ ) で、高調波 [Harmonics] を
選択したとき、次の項目を設定できます。
項目 説明
Start Order[ 開始次数 ] ドロップダウンリストから書き出しを開始する次数を選択します。

 Total、DC、1 ～ 500
End Order[ 終了次数 ] ドロップダウンリストから書き出しを終了する次数を選択します。

 Total、DC、1 ～ 500

Note
CSV ファイルを Excel に取り込む際は、必ず Excel の「データ」タブ > 「データの取得と変換」グループの「テ
キストまたは CSV から」ボタンを使って、ファイルを取り込んでください。
ファイルアイコンのダブルクリックや、Excel の「ファイル」タブ > 「開く」を使うと、表示されるシートにデー
タ形式の初期設定が適応され、データが正しく表示されない場合があります。

DL950 電力演算結果を CSV 形式で書き出した場合
DL950 電力解析 / 高調波解析 (/G05 オプション ) の演算結果はタイムスタンプ形式で記録され、結
線方式ごとに異なる時刻情報を持っています。

・ 「異なるサンプルレート波形を 1 ファイルに保存」( 前ページ参照 ) の設定 ON/OFF に関わらず、
電力解析の結果 (RTmath13 と RTmath14) と、高調波解析の結果（RTmath15 と RTmath16) は別
ファイルで出力されます。

・ 電力解析と高調波解析の結果は、更に結線方式 ( 時刻情報 ) ごとに別ファイルで出力されます。
・ 縦方向は時間ごとの測定値が 1 行ごとに出力されます。

出力データのファイル名
( 出力ファイル名 )_TS000.csv  000 部分はインデックス番号です。

Note
タイムスタンプデータを含む MDF ファイルを、本ソフトウェアの 22.2.1.0 より古いバージョンで DAQ 保
存した場合、CSV 形式で書き出すと RTmath チャネルごとに別ファイルで出力されます。22.2.1.0 以降の
MDF ファイルは、結線方式ごとに別ファイルで出力されます。
22.2.1.0 より古いバージョンで DAQ 保存した MDF ファイルは、DL950 の RTmath チャネルごとに時刻を
保存しています。結線方式によっては RTmath をまたいで使用するため、22.2.1.0 以降では RTmath チャネ
ルごとではなく、結線方式ごとに時刻を保存するように変更しています。

接続器の追加
DAQ 機能で測定器を接続している状態で、DAQ - ( ホスト名 ) のタブウィンドウに同軸で別の測定
器を追加して表示するときに選択します。



3-40 IM IS8000-01JA

3.9 CSV 一括変換

複数の波形ファイルを指定して CSV または CSZ ファイル (1-8 ページ、3-35 ページ参照 ) に変換
できます。波形ファイルを開かずにまとめて処理できます。

ここでは、次の操作について説明しています。
・ アプリを起動する
・ 対象ファイルを選択して CSV または CSZ ファイルに変換する

操 作

アプリを起動する
1.  APPs タブ > CSV batch converter[CSV 一括変換 ] をクリックします。
 CSV 一括変換ダイアログボックスが表示されます。

対象ファイルを選択して CSV または CSZ ファイルに変換する
2.  Add file[ ファイル追加 ] をクリックして、変換するファイル (MDF、WDF、WVF ファイル )

を選択します。
 選択したファイルが、ファイルリストに表示されます。

・ 変換するファイルを選択して、ファイルリストにドラッグ＆ドロップすることもできます。
・ 複数のファイルを選択するには、Ctrl キーを押しながら選択するファイルをクリックします。

CSV 一括変換ダイアログボックス

 圧縮の設定

ファイル追加

ファイルリスト

アスキーファイル設定

ファイル形式を選択 (波形ファイル (*.csv)、波形ファイル (*.csz))

数値 / 高調波バー /
ベクトルの出力設定

出力ファイル名を入力 実行
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3.  ファイル形式 (CSV または CSZ ファイル ) を選択します。
4.  各項目を設定します。
  設定する項目は、Export to File[ ファイルの書き出し ] の「波形ファイル (.csv)」書き出し時 (3-35 

ページ ) と同じです。
  ただし、保存範囲と圧縮の設定 (Data Setting) のレンジ (Range) は全範囲固定、保存するチャネルも全チャ

ネルが対象です。

・ 数値 / 高調波バー / ベクトルの出力設定、圧縮の設定 ▶ 3-37 ページ参照
・ アスキーファイル設定 ▶ 3-38 ページ参照

5.  出力ファイル名を入力し、Execute[ 実行 ] をクリックします。
 変換処理中はプログレスバーが表示されます。

  処理中にキャンセルした場合、処理中のファイルの変換が終了した時点で変換処理が中断されます。

 選択した対象ファイルと同じフォルダーに、変換された CSV ファイルが保存されます。
 DL950 電力演算 (/G05 オプション ) のデータを CSV ファイルに一括変換すると、指定した各

ファイルごとに、電力解析 / 高調波解析の結果別に複数のファイルで保存されます。詳しくは、
3-39 ページの「DL950 電力演算結果を CSV 形式で書き出した場合」をご参照ください。

解 説

CSV または CSZ ファイルに一括変換が可能なファイル形式
複数のファイル形式を選択できます。

・ MDF
・ WDF
・ WVF

出力データのファイル名
変換後のファイル名は、対象ファイルと同名で拡張子が csv または csz になります。

異なるサンプルレート波形を 1 ファイルに保存した場合
( ユーザ指定ファイル名 )( 変換対象ファイル名 ) .csv

サンプルレート別に出力した場合
( ユーザ指定ファイル名 )( 変換対象ファイル名 )_( サンプルレート ) .csv

Note
CSV ファイルを Excel に取り込む際は、必ず Excel の「データ」タブ > 「データの取得と変換」グループの「テ
キストまたは CSV から」ボタンを使って、ファイルを取り込んでください。
ファイルアイコンのダブルクリックや、Excel の「ファイル」タブ > 「開く」を使うと、表示されるシートにデー
タ形式の初期設定が適応され、データが正しく表示されない場合があります。
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タブウィンドウで表示しているパネルのイメージを、クリップボードや指定のフォルダーに画像
データとして保存できます。

次の場合に、画面キャプチャ機能が有効になります。
オフライン解析

オーバービュー、ビュー、XY、 History、Dual Capture パネルを表示している場合 ▶ 4.3 節参照
FFT 表示、ズーム、[FFT] History パネルを表示している場合 ▶ 4.10 節参照
Video パネルを表示している場合
 ▶ 高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション ) ユーザーズマニュアル (IM IS8000-61JA) の第 3 章、 第 4 章参照

リモート制御
Remote Control 画面を表示している場合 ▶ 6.1 節参照

 画面キャプチャの実行 

キャプチャ設定メニュー 

ここでは、次の操作について説明しています。
・ 保存対象のパネルを選択する
・ 出力先 / 出力形式を選択する
・ 画面キャプチャを実行する

操 作

保存対象のパネルを選択する
1.  保存対象のパネルをクリックします。
 選択したパネルがアクティブになり、パネルの枠が水色で表示されます。

出力先 / 出力形式を選択する
2.  Screen Capture[ 画面キャプチャ ] の をクリックして、ドロップダウンリストから Capture 

Settings[ キャプチャ設定 ] を選択します。
 画面キャプチャ設定画面が表示されます。

  ファイル形式を選択

出力先を選択

出力先のフォルダー
出力先のフォルダーを選択

出力先がフォルダーのとき
だけ表示されます。
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3.  出力先 ( フォルダー / クリップボード ) を選択します。
 出力先にクリップボードを選択した場合は、手順 5 へ進みます。
4.  出力先にフォルダーを選択した場合は、ファイル形式、出力先のフォルダーを選択します。
5.  OK をクリックします。
 設定が適用され、画面キャプチャ設定画面が閉じます。

画面キャプチャを実行する
6.  Screen Capture[ 画面キャプチャ ] をクリックします。
 指定した出力先に、手順 1 で選択したパネルが画像データとして保存されます。

保存された画像データの例
( 保存対象がオーバービューパネルの場合 )

解 説

ファイル設定 (File Settings)
出力先 (Output)
出力先 説明
クリップボード クリップボードに画像データが保存されます。
フォルダー 指定したフォルダーに画像ファイルが保存されます。

ファイル形式 (File Type)
次のファイル形式を選択できます。出力先がフォルダーの場合に有効です。

・ PNG
・ JPEG
・ GIF

画像データのファイル名
出力先がフォルダーの場合、保存されるファイル名の表示形式は次のとおりです。

保存対象 ( 保存対象の名称 )_ 日付 (yyyymmdd)_ 時刻 (hhmmss)

例：Overview_20220131_110745

保存対象のパネル
・ オーバービュー ・ FFT 表示
・ ビュー 1 ～ 4 ・ ズーム 1、2
・ XY1、2 ・ [FFT] History
・ History ・ Video1、2
・ Dual Capture ・ Remote Control
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ここでは、次の設定方法について説明しています。
・ 表示言語
・ 画面の色調
・ レイアウト
・ ランチャーの表示 / 非表示
・ 終了時にプロジェクトファイルへの保存を確認する

操 作

表示言語
Setting[ 設定 ] メニュー > Language[ 言語 ] をクリックすると、本ソフトウェアの表示言語を選択
できます。
次の言語を選択できます。

・ 日本語
・ 英語
・ 中国語

画面の色調
Setting[ 設定 ] メニュー > Theme[ テーマ ] をクリックすると、本ソフトウェアの画面の色調を変
更できます。
次の色調を選択できます。

・ ライト
・ ダーク

レイアウト
Setting[ 設定 ] メニュー > Layout[ レイアウト ] をクリックすると、タブウィンドウ内のパネルレ
イアウトを初期化したり、起動時に適用されるレイアウト初期設定を変更できます。

次の項目を選択できます。
・ 初期化
・ 初期設定

初期化
1.  操作対象のタブウィンドウのタブをクリックします。
 選択したタブウィンドウがアクティブになり、タブの背景色が青く表示されます。

2.  Setting[ 設定 ] メニュー > Layout[ レイアウト ] > Initialization[ 初期化 ] をクリックしま
す。

 パネルレイアウトが初期化されます。
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初期設定
過去に保存した解析プロジェクトファイル (.anpjt) の設定を利用して、別の波形ファイルを同
じパネルレイアウトで表示できます。

ただし、次の設定を含む解析プロジェクトファイルは利用の対象外です。
・ 複数のファイルを保存
・ 複数のタブウィンドウを表示

1.  Setting[ 設定 ] メニュー > Layout[ レイアウト ] > Initial setting[ 初期設定 ] をクリック
します。

 次の画面が表示されます。

  

anpjt ファイルを指定

レイアウト初期設定のON/OFF

anpjt ファイルの参照先

現在のレイアウトを保存・適用

項目 説明
トグルスイッチ ON： レイアウトの初期設定が有効になります。

OFF： レイアウトの初期設定が無効になります。
Default window layout 
settings (*.anpjt)
[ レイアウト初期設定
ファイル (*.anpjt)]

過去に保存した解析プロジェクトファイル (.anpjt) を指定して、レイ
アウト設定を利用できます。
指定した解析プロジェクトファイルが対象外の場合、エラーが表示さ
れ適用できません。

Save & apply current 
layout as default
[ 現在のレイアウトを保存・
適用 ]

現在のレイアウトが解析プロジェクトファイルに保存されます。
保存されたファイルは、自動的にレイアウト初期設定ファイルに適用
されます。
現在のレイアウトが対象外の場合は、エラーが表示され適用できませ
ん。

2.  レイアウト初期設定のトグルスイッチを ON にします。

過去に保存した解析プロジェクトファイルの設定を利用する場合
3.  [...] をクリックします。開くダイアログが表示されます。
4.  レイアウト初期設定ファイル (*.anpjt) を指定します。

現在開いている波形ファイルの設定を anpjt ファイルに保存および適用する場合
3.  Save & apply current layout as default[ 現在のレイアウトを保存・適用 ] をクリックし

ます。
ファイル保存ダイアログが表示されます。

4.  ファイル名を入力して OK をクリックします。
 現在の表示が解析プロジェクトファイルに保存されます。保存されたファイルが自動的

にレイアウト初期設定ファイルに適用されます。
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5.  OK をクリックします。
 現在開いている波形ファイルにレイアウト設定が適用されます。また、今後開くファイ

ルにも適用されます。
 現在開いているタブウィンドウが対象外の場合は、次のエラーが表示されます。
 「複数ファイルを含む表示、または複数ウィンドウを表示している場合は反映できません。」

 キャンセルをクリックすると、変更内容がキャンセルされ設定画面が閉じます。

Note
・ 一度設定した内容は、次回起動時にも自動的に反映されます。利用をやめる場合はレイアウト初

期設定を OFF にしてください。
・ 条件が一致しない設定はスキップ ( 無視 ) されます。

例：設定を利用する anpjt ファイルのチャネルがロジックに対して、適用先の対象チャネルが電圧
チャネルの場合など

ランチャーの表示 / 非表示
Setting[ 設定 ] メニュー > Show the launcher at startup[ 起動時にランチャーを表示 ] をクリック
すると、起動時にランチャーを表示する / 表示しないを設定できます。

メニュー項目をクリックして、チェックマークあり / 無しを選択します。
チェックマーク 説明
あり 起動時、ランチャーが表示されます。
無し 起動時、ランチャーは表示されず、起動画面が表示されます。

終了時にプロジェクトファイルへの保存を確認する
Setting[ 設定 ] メニュー > Confirm saving to Project file when finished[ 終了時に Project ファイル
への保存を確認する ] をクリックすると、本ソフトウェアの終了時にプロジェクトファイルへの保
存を確認する / 確認しないを設定できます。
終了時の動作▶ 3.1 節参照

メニュー項目をクリックして、チェックマークあり / 無しを選択します。
チェックマーク 説明
あり 終了時にプロジェクトファイルへの保存を確認します。名前を付けて保存のダイアログが

表示され、終了する画面の設定内容をプロジェクトファイルに保存できます。
無し 終了時にプロジェクトァイルへの保存を確認しません。そのまま画面が閉じて終了します。
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第 4 章 

測定データを解析する ( オフライン解析 )

この章では、測定データをオフラインの PC で解析するときの操作について説明しています。

4.1 ファイルを開く

操 作
1.  次のどれかの方法で、ファイル、またはプロジェクトファイルを開きます。

・ ランチャーで File Open をクリックして、ファイルを選択する。
・  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。
 ファイルウィンドウを開く画面が表示されます。▶ 3.3 節参照

2.  ファイルを選択するか、入力欄でファイル名を指定してファイルを選択し、開くをクリック
します。

  Waveform Analysis[ 波形解析 ] のリボンと Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンドウが表示
されます。タブウィンドウの Overview[ オーバービュー ] パネルには、測定データのオーバー
ビュー波形が表示されます。

 

オーバービューパネル
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4.1　ファイルを開く

波形解析 (Waveform Analysis) のリボン

オフライン計測のリボンです。タブをクリックして、リボンを切り替えます。
タブ 説明 参照節
View[ 表示 ] 測定データファイルを読み込んで表示します。 4.2 節～ 4.6 節
Analysis[ 解析 ] 測定データファイルを解析します。 4.7 節～ 4.9 節
FFT View[FFT 表示 ] FFT 演算、解析をします。 4.10 節
Video[ ビデオ ] 高速度カメラ同期機能 ( オプション ) です。 4.11 節

解 説

プロジェクトファイルを開く
IS8000 解析プロジェクトファイル (.anpjt) を開く場合は、File[ ファイル ] タブ > Open[ 開く ] をク
リックします。Add File[ ファイルを追加 ] をクリックした場合は、プロジェクトファイルは読み
込みできません。

ドラッグ＆ドロップで開く
次の拡張子のファイルは、読み込み元のウィンドウから、画面左側のデータソース表示エリアに
ドラッグ＆ドロップで読み込み可能です。
拡張子 説明
.mf4 MF4 (MDF4.1) 形式で保存した測定データ
.wdf 横河の標準フォーマットの波形データファイル
.wlk 分割保存時に作成される連続ファイルのショートカット
.csv 本ソフトウェア、Xviewer、DL950、DL850 シリーズ、DL350、DLM5000 シリーズ、DLM4000 シリー

ズ、DLM3000 シリーズ、DLM2000 シリーズ、WT5000、WT3000 シリーズ、WT1800 シリー
ズで保存したデータ

.csz 本ソフトウェアで Zip 形式で圧縮保存した CSV ファイル

.wvf 横河の旧ファイルフォーマット

ダブルクリックで開く
次の拡張子のファイルは、ダブルクリックして読み込み可能です。
拡張子 説明
.mepjt IS8000 測定プロジェクトファイル
.anpjt IS8000 解析プロジェクトファイル
.mf4 MF4 (MDF4.1) 形式で保存した測定データ
.wdf 横河の標準フォーマットの波形データファイル

複数のファイルを開く
複数のファイルを同時に開くには、次の方法があります。

・ 開くダイアログボックスで、複数のファイルを選択する
・ 複数のファイルを選択して、データソース表示エリアにドラッグ＆ドロップ
・ File[ ファイル ] タブ >Add File[ ファイルを追加 ] からファイルを選択
・ データソース表示エリアの Waveform Files[ 波形ファイル一覧 ] でファイルを選択し、[...] から

Start Coaxial[ 同軸スタート ] を選択する
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4.2 波形 / 電力値の表示画面

この節では、読み込んだ測定データ ( 波形 / 電力値 ) の表示チャネルの設定について説明しています。
・ 設定内容は、スマート設定のチャネル設定画面とほぼ同じです。▶ 3.5 節
・ ここでは、スマート設定のチャネル設定画面と異なる項目についてだけを説明しています。

操 作

チャネル設定画面
1.  View[ 表示 ] タブ > Channel Setting[ チャネル設定 ] をクリックします。チャネル設定画面が

表示されます。

2.  各チャネルの波形表示の条件やグループなどを設定します。
・ 表示グループの設定
・ チャネル番号
・ グループ名を入力
・ グループに登録されているチャネル ( トレース名）

  

選択した行を上に移動

選択した行を下に移動

チャネルを追加 絞り込み条件の選択基準時間軸

選択した行を削除

選択した範囲を先頭行の内容に揃える
選択した範囲を初期設定に戻す

選択した範囲の設定を反転
選択した範囲を自動設定

各チャネルの測定条件の一覧

設定を適用して画面を閉じる
設定を取り消して画面を閉じる

設定を適用する

チャネルを追加 (Add Channel)
Add Channel[ チャネル追加 ] をクリックすると、追加できるチャネルがツリー形式のリスト
で表示されます。
選択したチャネルを追加できます。▶ 3-11 ページ参照
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基準時間軸 (Reference time axis)
同期表示方法を設定します。ドロップダウンリストから次の項目を選択できます。
項目 説明
Trigger Position 各波形をトリガポジションで合わせて表示します。トリガポジションが 0 s になり

ます。
Absolute Time 各波形を絶対時刻で表示します。
First 各波形の先頭を合わせて表示します。先頭が 0 s になります。
Last 各波形の末尾を合わせて表示します。末尾が 0 s になります。

絞り込み条件の選択
▶ 3-11 ページ参照

各チャネルの測定条件の一覧
チャネル番号ごとに、Analysis ウインドウの数値の表示方式と表示桁数、ロジック波形の表
示条件、および波形パラメータの演算に使われるディスタルライン、メシアルライン、プロ
キシマルライン、High/Low を設定します。

・ タイトル行にあるチェックボックスで、該当列の設定を一括して ON/OFF できます。
・ 複数の項目をまとめて設定できます。範囲を選択して一覧の下にある Auto[ 自動 ]、

Invert[ 反転 ]、Copy[ コピー ]、Default[ デフォルト ] をクリックします。
▶ 3-15 ページ参照

チャネル番号

表の左側の欄から順に説明しています。

チャネル番号
▶ 3-12 ページ参照

トレース (Trace)
▶ 3-12 ページ参照

モデル (Model)
▶ 3-12 ページ参照
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グループ 1 (Group1)
・ グループの追加と削除
・ 表示 (Display)

▶ 3-12 ページ参照
・ マッピング (Mapping)

▶ 3-13 ページ参照

測定対象 (Measure Target)
チャネルごとにチェックボックスを ON/OFF して、測定対象にするチャネルを選択できます。

* ロジック波形、デュアルキャプチャの高速側 ( サブ波形 )、WT5000 の PP 波形は、測定対象外です。
チェックボックスは表示されません。

波形色 (Color)
▶ 3-13 ページ参照

最小 (Min)、最大 (Max)
▶ 3-13 ページ参照

先頭ソース (First Source)
各チャネルの波形の先頭を、ここで選択したチャネルの先頭の位置に合わせて表示できます。

例 DL950、WT5000、ECU モニターを接続し、DL950 と WT5000 を時刻同期、DL950 と ECU
モニターを先頭合わせで DAQ した場合
基準時間軸を絶対時刻に設定して、ECU モニターの波形の先頭ソースを DL950 のチャネル
に合わせることで、波形のポジションを合わせて表示できます。

オフセット時間 (Offset Time)
波形の表示位置を指定した時間でずらすことができます。

表示形式 (Format Type)
▶ 3-13 ページ参照

小数点桁数 (Decimal Places)
▶ 3-13 ページ参照

ロジック波形の表示条件 (Logic)
▶ 3-14 ページ参照

縦軸単位 (Unit)
▶ 3-15 ページ参照

モード (Mode)
ディスタル / メシアル / プロキシマルの単位を設定します。次のどちらかを選択できます。
項目 説明
％ 任意のトレースの High を 100.0 %、Low を 0.0 % としたときの % 値で、ディスタル値、

メシアル値、プロキシマル値を任意に設定します。
Unit 任意のトレースのディスタル値、メシアル値、プロキシマル値を任意の電圧値または温

度などの物理量に設定します。

▶詳細は、測定器の取扱説明書をご覧ください。
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4.2　波形 / 電力値の表示画面

ディスタルライン / メシアルライン / プロキシマルライン (Distal/Mesial/Proximal) の値
ディスタル、メシアル、プロキシマルそれぞれのレベルを設定します。

・ モード (Mode) が％の場合の設定範囲
 0.0 ～ 100.0%( 設定ステップ：0.1%)

・ モード (Mode) が Unit の場合の設定範囲
チャネル設定で設定した Min ～ Max の範囲

▶詳細は、測定器の取扱説明書をご覧ください。

高 / 低 (High/Low) レベルの設定
High は、立ち上がり / 立ち下がり時間などの測定における 100% レベル、Low は 0% レベル
を示します。
この High/Low レベルの設定のしかたを次の 2 つの方法から選択します。

・ AUTO
・ MAX-MIN
▶詳細は、測定器の取扱説明書をご覧ください。

表示グループの選択
1.  View[ 表示 ] タブ > Group Selection[ グループ選択 ] をクリックします。オーバービューパネ

ルに表示するチャネルのグループを、ドロップダウンリストから選択できます。
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4.2　波形 / 電力値の表示画面

解 説

登録できるグループとチャネル ( トレース )
チャネル ( トレース名 ) は最大 4 グループに分けることができます。1 つのグループには、最大 32
チャネルまで登録できます。

外部クロック波形の表示
・ 外部クロックの波形のサンプルレートは 1 S/s で表示されます。また、DL シリーズで保存した

外部クロック波形は、Pulse/Rotate の値をサンプルレートとして表示します。
・ 横軸は点数で表示されます。ただし、DL シリーズは、点数を Pulse/Rotate で割った値が表示さ

れます。
・ ファイルから読み込んだ外部クロックの波形は、同軸表示できません。

DL950 電力演算結果の表示
電力解析 / 高調波解析 (/G05 オプション )
ゼロクロス点から次のゼロクロス点までを解析区間 * とし、この区間のデータに対して演算を行い、
演算開始点のゼロクロス時刻と演算結果を記録します ( タイムスタンプ形式 )。演算結果の表示は、
演算開始点の時刻を基準に行うため、解析結果と演算の基になる波形データと演算結果を位相ず
れなく表示することが可能です。

* 電力解析では演算区間 (calc Period) のタイプ (Type) によって、解析区間が異なります。
 タイプがエッジ (Edge) の場合はエッジソースのゼロクロス点からゼロクロス点が解析区間になります

( 電力解析ではエンコーダの回転角 ( スレショルド設定あり ) でも解析区間を設定可 )。タイプが Timer
の場合は設定した更新時間 (Auto Timer) が解析区間になります。タイプがトランジェント (Transient) の
場合はエッジと Timer の切り替わるタイミングでそれぞれの解析区間に切り替わります。

・ カーソル位置のタイムスタンプデータ値 ( 存在しない場合は前のデータ値 ) が表示されます。
・ サンプルレートは「---」表示となります。
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4.3 表示画面を操作する

この節では、次の操作について説明しています。
• オーバービュー波形を表示する • 数値を表示する (WT5000)
• ビュー波形を表示する • 高調波バーグラフを表示する (WT5000)
• ヒストリ波形を表示する • ベクトルを表示する (WT5000)
• デュアルキャプチャ波形を表示する • 波形を移動する / ズームする
• XY 波形を表示する • 画面を分割して表示する

操 作

オーバービュー波形を表示する
1.  波形データファイルを開くと、オーバービュー波形と垂直カーソルの測定結果が表示されま

す。View[ 表示 ] タブ > Overview[ オーバービュー ] をクリックすると、オーバービューパネ
ルの表示 / 非表示が切り替わります。
カーソル測定について▶ 4.4 節参照

オーバービューパネル
波形データの全体がオーバービューパネルに表示されます。

オーバービュー波形 ( オーバーラップ表示の場合 ) とプロパティの表示例

オーバービューパネル 垂直カーソルパネル
オーバービューの

プロパティ

トレース名

サンプルレート

T/div

0 Level

垂直軸のスケール値 トリガポジションからの時間

トリガポジション (　)

波形が重なっている場合、波形をクリックして放すと、その波形の下側の波形がアクティブ
になります。
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4.3　表示画面を操作する

オーバービューのプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
オーバービュー波形を、トレース名単位に分割して表示できます。

・ 設定をオーバービュー / ビューで共有 (Share property setting in Overview/View)
チェックボックス 説明
ON オーバービュー波形とビュー 1 ～ 4 波形で、分割スタイルの設定が共有されます。

・ カーソル測定値は、オーバービュー波形の設定が使用されます。
・ 表示スタイルが Split[ 分割 ] の場合、Auto[ 自動 ]、Count[ 分割数 ] と Tile[ タ

イル ] の Column[ 列数 ]、Row[ 行数 ] などの詳細設定は、共有されません。
オーバービュー波形、ビュー波形で個別に設定してください。

OFF オーバービュー波形とビュー 1 ～ 4 波形で、分割スタイルの設定を共有しません。
オーバービュー波形、ビュー波形で個別に設定してください。

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
波形の表示スタイルを選択できます。
表示スタイル 説明
Overlap 
[ オーバーラップ ]

複数の波形が 1 つの画面に重ねて表示されます。
プロパティのチャネル一覧で選択したトレースが最前面に表示されます。

Split[ 分割 ] 画面が水平に分割されます。分割した画面の一番上からチャネル番号順に波形
が配置されます。

Auto[ 自動 ] ON： 指定した分割数で等分表示されます。
Count[ 分割数 ]：All、1 ～ 10 の範囲で、分割数を指定できます。

OFF：分割された各トレース表示の境界をドラッグして、各トレース表示の縦幅
を個別に変更できます。

Tile[ タイル ]  波形がトレース名単位でタイル表示されます。Column[ 列数 ] と Row[ 行数 ] を
設定します。

 分割スタイルの表示例▶ 4-29 ページ参照

チャネル (Channel)
オーバービューパネルで表示されているチャネルのトレース名、サンプルレート、ソースファ
イル名が一覧で表示されます。

アクティブ波形のチャネルは薄いグレーのハイライトで表示されます。
分割スタイルがオーバーラップの場合、チャネル一覧でトレースをクリックすると、選択したチャネ
ルが最前面に表示されます。
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4.3　表示画面を操作する

位置 (Position)
・ オフセット (Offset)

次の項目をクリックすると、表示波形の上下移動モードを ON/OFF できます。
項目 説明

Y 波形の上下 ( 垂直軸 ) 方向移動モードを ON/OFF できます。
ON： ボタンの背景色が水色になります。オーバービューパネル上ではポインタ

のアイコンが下図の形状に変わります。操作対象の波形をクリックして選
択し、ドラッグで上下方向へ移動できます。

上下移動によって変更されたレンジの Max/Min はチャネル設定の Max/
Min に反映されます。

OFF： 波形の上下方向移動はできません。

解 説

ツールチップ表示
ポインタで波形を選択してマウスボタンを押さえたままにすると、その点の情報が表示されます。
オーバービュー波形とビュー波形に対して表示されます。
時間 - 電圧波形の場合の例

時間と電圧値が表示されます。
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4.3　表示画面を操作する

操 作

ビュー波形を表示する
1.  View[ 表示 ] タブ > View[ ビュー ]1 ～ 4 をクリックすると、ビュー 1 ～ 4 パネルの表示 / 非

表示が切り替わります。

ビュー 1 ～ 4 パネル
オーバービュー波形上のズーム枠 (view1 ～ 4) で囲まれた部分がズーム表示されます。

ビュー波形 ( オーバーラップ表示の場合 ) とプロパティの表示例

ビュー 2パネル

ビュー 1パネル

ビュー 1の
プロパティ

スクロールする方向 /停止を選択
スクロール速度を選択 ドラッグするとズーム位置が移動

ズーム枠 (view1)

ズーム枠 (view2)

ビュー 1 ～ 4 のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
ビュー波形を、トレース名単位に分割して表示できます。

・ 設定をオーバービュー / ビューで共有 (Share property setting in Overview/View)
オーバービュー波形とビュー 1 ～ 4 波形で分割スタイルの設定を共有できます。▶ 4-9 ペー
ジ参照

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
▶ 4-9 ページ参照

チャネル (Channel)
ビュー 1 ～ 4 パネルで表示されているチャネルのトレース名、サンプルレート、ソースファ
イル名が一覧で表示されます。
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4.3　表示画面を操作する

位置 (Position)
・ オフセット (Offset)

 Y ボタンをクリックすると、ビュー波形の上下移動モードを ON/OFF できます。
▶ 4-10 ページ参照

・ 表示範囲 (View range)
次の項目をクリックすると、任意の位置にズーム範囲を設定したり、対象のビュー波形を
拡大 / 縮小できます。
項目 説明
Drag to set the range 
[ ドラッグして範囲を設定 ]

このボタンをクリックして、オーバービュー波形上の任意の位置でド
ラッグすると、ドラッグした範囲がズーム範囲に設定されます。

Horizontal[ 水平 ] － / ＋ [-]/[+] をクリックするたびに、水平方向に縮小 / 拡大されます。
Vertical[ 垂直 ] － / ＋ [-]/[+] をクリックするたびに、垂直方向に縮小 / 拡大されます。

水平自動スクロール (Horizontal auto scroll)
対象のビュー波形を自動で水平方向へスクロールできます。
項目 説明

左方向へスクロールを開始します。
スクロールを停止します。
右方向へスクロールを開始します。

Scroll Speed 
[ スクロール速度 ]

自動スクロールの速度を選択できます。ドロップダウンリストから、x1 ( 等倍速 )、
x2 (2 倍速 ) を選択できます。

ズーム位置の移動
次の方法でズーム位置を移動できます。

・ ドラッグ
・ スクロールバー
・ 自動スクロール
・ ショートカットキー▶ 4-28 ページ参照

ドラッグ
次の 2 つの方法があります。

オーバービューパネル上でズーム枠 (view1 ～ 4) を移動する
1.  オーバービュー波形のズーム範囲を示す白い枠 ( ズーム枠 ) 上をクリックすると、枠が

水色表示になり、枠上に白く四角い点 ( アンカーポイント ) が表示されます。

2.  アンカーポイントが表示された状態でズーム枠内を選択してドラッグすると、ズーム範
囲全体を移動できます。
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4.3　表示画面を操作する

スクロールバー
・ ビュー 1 ～ 4 パネル下部のスクロールボックスをドラッグすると、ズーム位置が左右に移

動します。
・ スクロールバー両端の  または  をクリックするたびにズーム位置が左右に移動します。
・ スクロールボックスの両サイドをクリックした場合は、ズーム位置が１Zoom 画面分移動

します。

Note
ショートカットキーでズーム位置を移動することもできます。操作対象のビューパネルを選択したあ
と、次のショートカットキーを使用します。

 Shift ＋マウスホイール：横方向にスクロールボックスを移動

自動スクロール
ビュー 1 ～ 4 パネル下部またはプロパティ表示エリアで操作します。

1.   または  をクリックして進行方向を選択すると、自動的にスクロールを開始します。
2.  ■をクリックするとスクロールが停止します。
3.   または  をクリックすると、スクロールを再開します。

自動スクロールの速度
ドロップダウンリストで、x1 ( 等倍速 )、x2 (2 倍速 ) を選択できます。

Note
波形パラメータ測定または演算実行中は、スクロールできません。

ズーム範囲の変更
次の方法でズーム範囲の変更ができます。

・ ズーム枠をドラッグ
・ ショートカットキー▶ 4-28 ページ参照

ズーム枠をドラッグ
1.  オーバービュー波形のズーム枠 (view1 ～ 4) 上をクリックすると、枠が水色表示になり、

枠上にアンカーポイントが表示されます。

2.  アンカーポイントをドラッグすると、ズーム範囲を変更できます。
 オーバービュー波形の分割スタイルによって、アンカーポイントの表示が異なります。

分割スタイル 説明
Overlap[ オーバーラップ ]/
Tile[ タイル ]

ズーム枠の上下左右と四隅にアンカーポイントが表示されます。

Split[ 分割 ] ズーム枠の左右にアンカーポイントが表示されます。
 波形の表示領域が狭い場合、一部のアンカーポイントが表示されないことがあります。

Note
ショートカットキーでズーム範囲を変更することもできます。操作対象のビューパネルを選択したあ
と、次のショートカットキーを使用します。

 Ctrl ＋マウスホイール：横方向にズーム範囲を拡大 / 縮小
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4.3　表示画面を操作する

解 説

ツールチップ表示
ポインタで波形を選択してマウスボタンを押さえたままにすると、その点の情報が表示されます。
オーバービュー波形とビュー波形に対して表示されます。
▶ 4-10 ページ参照

ズーム率
表示するデータによってズーム率の上限が異なります。
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4.3　表示画面を操作する

操 作

ヒストリ波形を表示する
1．  View[ 表示 ] タブ >History[ ヒストリー ] をクリックすると、History パネルの表示 / 非表示が

切り替わります。

History パネル
・ ヒストリ波形のファイルを開いているとき、History パネルを表示できます。
・ History パネルに表示する波形には、表示グループの設定内容 ( 波形色、チャネルの登録、

表示有無、Y 軸の Min/Max) が反映されます。

サムネイル表示
History パネル上部には各ヒストリの波形が表示されます。

・ アクティブ波形の選択
アクティブにするサムネイル表示をクリックすると、History パネル下部のヒストリ波形
チャートにその波形が表示されます。

・ 非アクティブ波形の選択
サムネイル表示の下にあるチェックボックスをチェックすると、チェックされた波形がヒ
ストリ波形チャートに重ねて表示されます。非アクティブ波形は、アクティブ波形より暗
く表示されます。

ヒストリ波形とプロパティの表示例

サムネイル表示

History パネル

ビュー 1パネル

オーバービューパネル

ヒストリ波形チャート
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4.3　表示画面を操作する

History のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
ヒストリ波形チャートの表示波形を、トレース名単位に分割して表示できます。

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
▶ 4-9 ページ参照

チャネル (Channel)
ヒストリ波形チャートで表示されているチャネルのトレース名、サンプレート、ソースファ
イル名が一覧で表示されます。

その他の設定 (Other)
・ ALL 表示

項目 説明
All ON クリックすると、すべてのヒストリ波形がヒストリ波形チャートに表示されます。
All OFF クリックすると、アクティブ波形だけがヒストリ波形チャートに表示されます。

・ サムネイルの範囲をビュー 1 パネルに表示
サムネイル→ビュー 1 連動 (Display the thumbnail to View1) のチェックボックスの ON/
OFF で、次の設定ができます。
チェックボックス 説明
ON ビュー 1 パネルを表示しているとき、ヒストリ波形のサムネイルをクリックすると、

そのサムネイルの範囲がビュー 1 パネルに表示されます。
ビュー 1 パネルに表示されたヒストリ波形の範囲を解析できます。

OFF ヒストリ波形のサムネイルをクリックしても、ビュー 1 パネルには表示されません。

解 説

History パネルで表示できるデータ
当社の DL シリーズのシーケンシャルストア、トリガのシングル (N) モード、ヒストリ機能を使っ
て保存された複数レコードの波形を一覧表示できます。
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4.3　表示画面を操作する

操 作

デュアルキャプチャ波形を表示する
1.  View[ 表示 ] タブ >Dual Capture[ デュアルキャプチャ ] をクリックすると、Dual Capture パ

ネルの表示 / 非表示が切り替わります。

Dual Capture パネル
・ デュアルキャプチャ波形のファイルを開いているとき、Dual Capture パネルを表示できま

す。
・ Dual Capture パネルに表示する波形には、表示グループの設定内容 ( 波形色、チャネルの

登録、表示有無、Y 軸の Min/Max) が反映されます。

サムネイル表示
Dual Capture パネル上部には各キャプチャ波形が表示されます。

・ アクティブ波形の選択
アクティブにするサムネイル表示をクリックすると、Dual Capture パネル下部のデュアル
キャプチャ波形チャートにその波形が表示されます。

・ 非アクティブ波形の選択
サムネイル表示の下にあるチェックボックスをチェックすると、チェックされた波形がデュ
アルキャプチャ波形チャートに表示されます。
非アクティブ波形は、アクティブ波形より暗く表示されます。

デュアルキャプチャ波形とプロパティの表示例

サムネイル表示

Dual Capture パネル

デュアルキャプチャ波形チャート

ビュー 1 パネル

オーバービューパネル
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4.3　表示画面を操作する

オーバービュー /Dual Capture のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
オーバービュー波形またはデュアルキャプチャ波形チャートの表示波形を、トレース名単位
に分割して表示できます。

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
▶ 4-9 ページ参照

チャネル (Channel)
オーバービュー波形またはデュアルキャプチャ波形チャートで表示されているチャネルのト
レース名、サンプルレート、ソースファイル名が一覧で表示されます。
トレース名の m はデュアルキャプチャの低速側 ( メイン波形 )、 s は高速側 ( サブ波形 ) を表
します。

 

低速側
( メイン波形 )

高速側
( サブ波形 )

表示例
Dual Capture のプロパティオーバービューのプロパティ

Dual Capture のプロパティ
その他の設定 (Other)

・ ALL 表示
項目 説明
All ON クリックすると、すべてのキャプチャ波形がデュアルキャプチャ波形チャートに表

示されます。
All OFF クリックすると、アクティブ波形だけがデュアルキャプチャ波形チャートに表示さ

れます。

・ サムネイルの範囲をビュー 1 パネルに表示
サムネイル→ビュー 1 連動 (Display the thumbnail to View1) のチェックボックスの ON/
OFF で、次の設定ができます。
チェックボックス 設定
ON ビュー 1 パネルを表示しているとき、キャプチャ波形のサムネイルをクリックする

と、そのサムネイルの範囲がビュー 1 パネルに表示されます。
ビュー 1 パネルに表示されたキャプチャ波形の範囲を解析できます。

OFF キャプチャ波形のサムネイルをクリックしても、ビュー 1 パネルには表示されません。

解 説

Dual Capture パネルで表示できるデータ
DL850 シリーズ、DL950 シリーズのデュアルキャプチャ機能で取り込んだオーバービュー波形と
キャプチャ波形を表示できます。
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操 作

XY 波形を表示する
1.  View[ 表示 ] タブ > XY1、XY2 をクリックすると､ XY パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

XY1、2 パネル
・ プロパティ表示エリア (XY Setting) の Y Trace[Y トレース ] で選択されたチャネル名と、単

位が表示されます。
・ Y 軸、および X 軸のスケールはチャネル設定の最小値・最大値が反映されます。文字色はチャ

ネル設定の波形色が反映されます。
・ アクティブ波形 (Y Trace と対になる ) の X Trace[X トレース ] に指定されたチャネルのトレー

ス名と単位が表示されます。トレース名と単位の文字色はチャネル設定の波形色が反映さ
れます。

XY 波形とプロパティの表示例

XY2 パネル

XY1 パネル

XY2 の
プロパティ

オーバービューパネル

XY1、2 のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

XY Setting
・ 対象波形の選択 (Range)

プロパティ表示エリアの Range[ レンジ ] で、対象波形の種類をドロップダウンリストから
選択します。
対象波形 説明
Overview
[ オーバービュー ]

オーバービューパネルに表示されているすべての波形を対象に XY 波形が表示
されます。

View[ ビュー ]1 ～ 4 ビュー 1 ～ 4 パネルに表示されている波形 ( ズーム枠で囲まれた区間のデータ )
を対象に XY 波形が表示れさます。
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・ X トレース (X Trace)、Y トレース (Y Trace)
X トレースのリストボックスから、X 軸に割り当てる波形 ( トレース名 ) を選択します。Y
軸には、X 軸に割り当てられた波形以外の波形が割り当てられます。
X と Y は同じサンプルレートの波形を指定します。X トレースで選択した同じサンプルの
波形リストが Y トレースのリストへ表示されます。

チャネル (Channel)
XY1、2 パネルの表示チャネルのトレース名、サンプルレート、ソースファイル名が一覧で表
示されます。

X-Y 波形の重ね描き
History パネルのアクティブ波形を、XY パネル上に重ね描きできます。

・ Range[ レンジ ] がオーバービューに設定されているときは、オーバービューパネル上の波
形を重ね描きします。

・ Range[ レンジ ] がビュー 1 ～ 4 に設定されているときは、ビュー 1 ～ 4 パネル上の波形を
重ね描きします。

Note
ロジック波形、WT5000 の PP 波形は、XY 表示できません。
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操 作

数値を表示する (WT5000)
1.  View[ 表示 ] タブ >> Numeric1[ 数値 1]、Numeric2[ 数値 2] をクリックすると、数値 1、数

値 2 パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

数値 1、2 パネル
垂直カーソル 1 の位置の測定データ値が数値で表示されます。

カーソルの操作について▶ 4.4 節参照

数値 1 パネル (4 値表示 ) とプロパティの表示例

数値 1 パネル

数値 1 の
プロパティ

カーソル1 

数値 1、2 のプロパティ
プロパティ表示エリアで、数値の表示形式を設定できます。

数値の表示形式
表示形式 説明
4 items 4 値表示。数値データ 4 個が 2 列で表示されます。
8 items 8 値表示。数値データ 8 個が 2 列で表示されます。
16 items 16 値表示。数値データ 16 個が 4 列で表示されます。
32 items 32 値表示。数値データ 32 個が 4 列で表示されます。
Matrix マトリックス表示。縦方向に測定ファンクション、横方向にエレメントと結線ユニッ

トを示す記号で、各項目に対する数値データの表が表示されます。
接続台数分、全測定モード、最大 850 チャネル * 表示可能。
* 17 ファンクション× (7 エレメント + 3 結線ユニット ) ×最大 5 台のとき

Measure Mode 表示するファンクションの測定モードを以下から選択できます。
 RMS、MEAN、DC、RMEAN、AC

表示エレメント
を選択

チェックボックスを ON/OFF して、以下のエレメント / 結線ユニットの表示 / 非表
示を設定します。
 Element 1 ～ 7、ΣA、ΣB、ΣC
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・ 表示例
4 items (4 値表示 ) 8 items (8 値表示 )

16 items (16 値表示 ) 32 items (32 値表示 )

Matrix ( マトリックス表示 )
Element1 ～ 5 を表示した場合
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操 作

高調波バーグラフを表示する (WT5000)
1.  View[ 表示 ] タブ > Bar1[ バー 1]、Bar2[ バー 2] をクリックすると､ バー 1、バー 2 パネルの

表示 / 非表示が切り替わります。

バー 1、2 パネル
垂直カーソル 1 の位置の高調波測定データ値が、バーグラフと数値リストで次数ごとに表示
されます。

カーソルの操作について▶ 4.4 節参照

高調波バーグラフとプロパティの表示例

バー 1 パネル

バー 1 の
プロパティ

高調波バーグラフ 数値リスト

数値リストで値を選択すると、
該当する次数のバーの境界が
反転色で表示されます。

カーソル1 

バー 1、2 パネルには、高調波バーグラフと数値リストを 3 つまで表示できます。
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バー 1、2 のプロパティ

 

バー 2のプロパティバー 1のプロパティ

数値リストの表示 /非表示
数値リストの同期 /非同期

プロパティ表示エリアに次の各項目が表示されます。

バー設定 (Bar Setting)
・ ファンクション (Function)

バーグラフのファンクションが表示されます。

・ 色 (Color)
バーグラフの色が表示されます。ダブルクリックすると、表示するバーグラフの色を選択
できます。

・ 開始次数 (Start Order)、終了次数 (End Order)
ダブルクリックすると、表示する数値データの次数をドロップダウンリストから選択でき
ます。
開始次数が終了次数より大きい場合、開始次数だけが表示されます。

・ 最小 (Min)、最大 (Max)
高調波バーグラフを表示するための最小値と最大値を設定します。

・ 数値表示 (Numeric List)
チェックボックスの ON/OFF で、高調波の数値リストの表示 / 非表示を設定します。初期
設定は ON です。
チェックボックス 設定
ON バーグラフの右側に数値リストが表示されます。
OFF 数値リストは表示されません。

・ 同期 (Synchronization)
チェックボックスの ON/OFF で、複数の数値リストのスクロールを同期するかどうかを設
定します。
チェックボックス 設定
ON 数値リストの縦スクロールが同期されます。どれか 1 つのスクロールバーを操作す

る、または任意の数値リスト上でマウスホイールを上下すると、同一パネル上のす
べての数値リストが連動してスクロールされます。

OFF 数値リストの縦スクロールは同期されません。数値リストごとにスクロールできま
す。
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操 作

ベクトルを表示する (WT5000)
1.  View[ 表示 ] タブ > Vector1[ ベクトル 1]、Vector2[ ベクトル 2] をクリックすると､ベクトル 1、

ベクトル 2 パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

ベクトル 1、2 パネル
垂直カーソル 1 の位置の測定データ値がベクトルグラフと数値で表示されます。

カーソルの操作について▶ 4.4 節参照

選択した結線ユニットに割り当てられた各エレメントの基本波 U(1)、I(1) の位相差と大きさ ( 実
効値 ) の関係をベクトルで表示します。垂直軸の上の方向を 0( 角度ゼロ ) として、各入力信
号のベクトルを表示します。

ベクトル 1 パネルとプロパティの表示例 ( 結線ユニット C のベクトル表示 )

ベクトル 1 パネル

ベクトル 1 の
プロパティ

入力エレメント 5 の
数値表示 ( 大きさ )

入力エレメント 6 の
数値表示 ( 大きさ )

入力エレメント 7 の数値表示 ( 大きさ )
結線ユニット C の数値表示 ( 位相差 )

カーソル1 
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ベクトル 1、2 のプロパティ

 

数値表示のON/OFF

ズーム率の設定

表示色の設定

ベクトル対象

プロパティ表示エリアに次の各項目が表示されます。

ベクトル設定
・ ベクトル対象 (Object)

ベクトル表示の対象となっているエレメント / 結線ユニットが表示されます。

・ 電圧ズーム率 (U Mag)、電流ズーム率 (I Mag)
基本波 U(1)、I(1) のズーム率 (0.100 ～ 100.000) を設定します。
ズーム率に応じて、ベクトル表示の外周円の大きさを示す値が変化し、それに合わせて
U(1) と I(1) を示すベクトルの大きさが変わります。

・ 表示色の設定 (L1 ～ L6)
ベクトルグラフの各線の色が表示されます。ダブルクリックすると、表示する各線の色を
選択できます。

・ 数値表示 (Numeric)
チェックボックスの ON/OFF で、数値の表示 / 非表示を切り替えできます。
チェックボックス 設定
ON 選択した結線ユニットに割り当てられた各エレメントの基本波 U(1)、I(1) の位相差

と大きさ ( 実効値 ) の数値が表示されます。
数値表示の表示例▶ 4-25 ページ参照

OFF 数値は表示されません。
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操 作

波形を移動する / ズームする
オーバービューパネル、ビューパネルで操作します。

・ オーバービュー波形を表示する▶ 4-8 ページ参照
・ ビュー波形を表示する▶ 4-11 ページ参照

1.  操作の対象とするオーバービュー / ビュー波形のパネルを選択します。

波形を上下方向に移動する
2.  プロパティの Position[ 位置 ] > Offset[ オフセット ] で、 Y をクリックします。
 波形の上下方向移動モードが ON になります。▶ 4-10 ページ参照

3. 移動するオーバービュー / ビュー波形をクリックして、マウスでドラッグします。
 波形が上下方向に移動されます。

指定したポイントを中心に波形を拡大 / 縮小する
ショートカットキーを使って、チャネル設定画面を開かずにレンジ ( チャネル設定の Max/
Min) を変更できます。

2.  波形の拡大 / 縮小したい中心の位置にポインタを当てます。
3.  Ctrl キーと Alt キーを押しながらマウスホイールを上下します。
 波形画面に表示されるポインタのアイコンが下図の形状に変わり、ポインタの位置を中

心に波形が拡大 / 縮小されます。

   

波形をズームする
垂直方向に拡大 / 縮小する
2.  ビューのプロパティの Position[ 位置 ] > View range[ 表示範囲 ] で、Vertical[ 垂直 ] の [-]

または [+] をクリックします。
Vertical[ 垂直 ] 説明
－ クリックするたびに、ズーム対象の波形が垂直方向に縮小されます。
＋ クリックするたびに、ズーム対象の波形が垂直方向に拡大されます。

水平方向に拡大 / 縮小する
2.  ビューのプロパティの Position[ 位置 ] > View range[ 表示範囲 ] で、Horizontal[ 水平 ] の [-]

または [+] をクリックします。
Horizontal[ 水平 ] 説明
－ クリックするたびに、ズーム対象の波形が水平方向に縮小されます。
＋ クリックするたびに、ズーム対象の波形が水平方向に拡大されます。
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解 説

波形の移動、拡大 / 縮小のショートカットキー
機能 説明 ショートカットキー
縦方向スクロール スクロールボックスの縦方向移動 マウスホイール
横方向スクロール ・ スクロールボックスの横方向移動

・ ズーム波形選択時は、ズーム位置の横方向移動 Shift ＋マウスホイール

ズーム範囲の変更 横方向の拡大 / 縮小 Ctrl ＋マウスホイール
スケーリング レンジ ( チャネル設定の Max/Min) の変更 Ctrl ＋ Alt ＋マウスホイール
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操 作

画面を分割して表示する
波形の分割表示
波形が重なって見づらいときには、プロパティで分割スタイルを選択すると、オーバービュー
パネルやビューパネルなどで表示されている波形をトレース名単位に分割して表示できます。
▶ 4-9 ページの「分割スタイル (Split Style)」参照

分割表示の設定
分割数の初期値には表示対象波形の数が自動的に認識・設定され、オーバービューパネルと
ビューパネルで共用されます。初期値の設定はオーバービュー、ビューのプロパティで変更
可能です。オーバービューパネルとビューパネルを別々の分割数にしたり、任意の分割数に
することもできます。
▶  4-9 ページの「設定をオーバービュー / ビューで共有 (Share property setting in Overview/

View)」参照

分割表示スタイルが Split の例

Split[ 分割 ] を選択して、
Auto、Count を設定

分割表示スタイルが Tile の例

Tile[ タイル ] を選択して
Column、Rowを設定
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4.4 カーソルで測定する

この節では、次の操作について説明しています。
・ 垂直カーソルで測定する
・ 水平カーソルで測定する

操 作

垂直カーソルで測定する
1.  View[ 表示 ] タブ > Vertical Cursor[ 垂直カーソル ] をクリックします。
 オーバービュー波形 / ビュー波形上の 2 本の垂直カーソル、および垂直カーソルパネルの表

示 / 非表示が切り替わります。

垂直カーソルパネル
各カーソルの位置 ( 時間 ) と測定値、カーソル間の時間と測定値の差などが垂直カーソルパネ
ルに表示されます。

垂直カーソルとプロパティの表示例 ( 点数表示が ON の場合 )

カーソル1
(ドラッグで移動可能)

各カーソルの位置を表示
カーソル1と2の時間差

カーソル1と2の測定値差

点数表示をON/OFF

カーソル2の測定値
(カーソル2と各波形の交点)カーソル1の測定値

(カーソル1と各波形の交点)

カーソル2
(ドラッグで移動可能)

垂直カーソルパネル

垂直カーソル
のプロパティ

ビュー 1パネル

オーバービューパネル

* 横軸の表示形式が「絶対時刻」の場合、下図のように表示されます。値も時刻形式で入力できます。
横軸の表示形式の設定▶ 4.5 節参照
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垂直カーソルの移動
・ 各カーソルはドラッグで移動できます。
・ 垂直カーソルパネルのカーソル値をクリックし、カーソルを移動する位置の値を入力する

と、指定した位置にカーソルがジャンプします。
・ 垂直カーソルのコマンド ( アイコン ) を選択 > オーバービューパネル / ビューパネル内で右

クリックすると表示されるドロップダウンリストから、Vertical Cursor > Move Cursor(1)/(2) 
Here を選択すると、クリックした位置にカーソルを移動できます。

 

各カーソルの位置を表示

カーソル1と2の時間差

* ロジック波形の場合は、空欄となり値は表示されません。

Note
カーソルの位置に測定データがあるときは、波形とカーソルの交点を○で表示します。
異なるサンプルレートで測定した波形を同一画面に表示した場合、カーソルの位置に測定データがないこ
とがあります。このようなときは、波形とカーソルの交点に○は表示されません。しかし、測定値は、前
の測定値で補間された値が表示されます。
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水平カーソルで測定する
1.  View[ 表示 ] メニュー > Horizontal Cursor[ 水平カーソル ] をクリックします。
 オーバービュー波形 / ビュー波形上の 2 本の水平カーソル、および水平カーソルパネルの表

示 / 非表示が切り替わります。

Note
オーバービューパネルとビューパネルで表示されている波形が異なる場合 (Share property setting in 
Overview/View[ 設定をオーバービュー / ビューで共有 ] が OFF の場合 )、ビューパネルの水平カーソルは
表示されません。

水平カーソルパネル
各カーソルの測定値が、水平カーソルパネルに表示されます。

カーソル1(ドラッグで移動可能)

カーソル1と2の測定値差

カーソル2の測定値
(カーソル2と各波形の交点)
カーソル1の測定値
(カーソル1と各波形の交点)

カーソル2(ドラッグで移動可能)

カーソル1 カーソル2

水平カーソルパネル

* ロジック波形の場合は「***」が表示されます。

水平カーソルの移動
・ 各カーソルはドラッグで移動できます。
・ 水平カーソルパネルのカーソル値をクリックし、カーソルを移動する位置の値を入力する

と、指定した位置にカーソルがジャンプします。
・ 水平カーソルのコマンド ( アイコン ) を選択 > オーバービューパネル / ビューパネル内

で右クリックすると表示されるドロップダウンリストから、Horizontal Cursor > Move 
Cursor(1)/(2) Here を選択すると、クリックした位置にカーソルを移動できます。
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4.4　カーソルで測定する

解 説

カーソルの位置の表示
時間表示
時間表示は、絶対時刻または相対時刻で表示されます。表示の種別は、横軸の表示書式の設
定で選択できます。

・ 絶対時間：カーソル位置を絶対時間で表示
・ 相対時間：トリガポジションからの時間で表示
横軸の表示書式の設定▶ 4.5 節参照

点数表示
垂直カーソルの測定値を点数で表示できます。点数の表示 / 非表示は、垂直カーソルのプロ
パティの表示設定 > 点数表示で設定します。
チェックボックス 設定
ON 垂直カーソルパネルのカーソル測定値 ( 時間表示 ) の上に、点数が表示されます。

点数は、それぞれのトレースの先頭を 0 としてカウントされます。同じサンプルレー
トのトレースでも、先頭位置が異なる場合はカーソル位置の点数も異なります。

OFF カーソル測定値 ( 時間表示 ) だけが表示されます。点数は表示されません。

Note
DL950 電力演算の波形データ ( タイムスタンプ形式 ) を表示している場合
カーソル位置のタイムスタンプデータ値が表示されます。データが存在しない場合は、前のデータ値が表
示されます。
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4.5 画面の表示設定をする

この節では、次の表示設定について説明しています。
・ グリッド線
・ 横軸
・ 表示色
・ 波形 / グリッドの線の太さ
・ 波形表示パネルのスケール情報

操 作

表示設定
1.  View[ 表示 ] タブ > Display Setting[ 表示設定 ] をクリックすると、表示設定ダイアログボッ

クスが表示されます。グリッド線、横軸、色、サイズ、その他情報の各タブをクリックして、
表示条件を設定します。

グリッド線
Graticule[ グリッド線 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。波形表示の
Number of vertical divisions[ 縦分割数 ] を設定できます。

縦分割数を選択
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4.5　画面の表示設定をする

横軸の表示書式
Horizontal Axis[ 横軸 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。横軸の表示書式が設
定できます。

時間の表示形式を選択

時刻詳細表示のON/OFF

横軸スケールに表示する時間の種別を選択

時間 (Time)
横軸スケールに表示する時間の種別を選択できます。
種別 説明
Relative Time トリガ時刻からの相対時間。チャネル設定の基準時間軸 (Reference time axis) を基

準とした相対時間。▶ 4.2 節参照
Absolute Time 測定した時刻 ( 絶対時刻 )

時刻詳細表示 (Time Detail Display)
設定 説明
On 絶対時刻を表示時、西暦を表示します。
Off 絶対時刻を表示時、西暦を省略します。

表示色
Color[ 色 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。カラーパレットで画面背景や
グリッド線、文字列の色などが設定できます。

色調の変更：色調を反転

波形の背景色を設定
画面の背景色を設定

文字列の色を設定
グリッド線、目盛りの色を設定

すべての項目の色調を反転
初期設定に戻す
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4.5　画面の表示設定をする

波形 / グリッドの線の太さ
Size[ サイズ ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。波形とグリッドの線の太さ
を設定できます。

波形の線の太さを選択
(1～6 px)

グリッドの線の太さを選択
(1～6 px)

その他
Other Information[ その他 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。波形補間、ビッ
トラベル表示の ON/OFF を設定できます。 

波形補間

ビットラベル表示のON/OFF

波形補間 (Waveform Interpolation)
設定によって波形を次のように表示できます。
設定 説明
Off 測定点 ( プロット ) 間を直線でつなげないで表示します。
Line 測定点 ( プロット ) 間を直線でつなげて表示します。

ビットラベル表示
オーバービューパネルにロジック波形のビット名を表示できます。
設定 説明
Off ビット名を表示しません。
On ビット名を表示します。

ビット名
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4.5　画面の表示設定をする

Note
オーバービューパネルの表示領域が狭い場合、ビット名は表示されません。ビット名を表示するには
次のようにしてください。

・ オーバービューパネルを縦方向にマウスでドラッグして広げる
・ 画面分割数を減らす

解 説

表示色の設定
表示設定ダイアログボックスで、表示されている波形の色は変更できません。波形の表示色の設
定は、チャネル設定画面で変更できます。▶ 3.5 節、4.2 節参照

色調の反転
Inversion ボタンをクリックすると、色調を反転できます。再度ボタンをクリックすると、元
の表示色の設定に戻ります。

初期化
Default ボタンをクリックすると、表示色の設定を初期状態 ( デフォルト ) に戻ります。
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4.6 同軸データ表示

複数の波形を 1 つの時間軸上で表示できます。
・ 複数のファイルを選択して開くと、1 つの時間軸上に複数の波形が表示されます。
・ 現在表示中の波形に他のファイルの波形を追加して表示する場合、次の方法で同軸データ表示

を設定できます。
 - 波形ファイル一覧で対象のファイルを選択して、右クリックで表示されるドロップダウンリ

ストから Start Coaxial[ 同軸スタート ] を設定する。
 - 波形ファイル一覧で対象のファイルを選択して、表示中の波形上にドラッグ＆ドロップする。

▶ 3-27 ページの「Waveform Files( 波形ファイル一覧 )」参照
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4.7 波形パラメータを自動測定する

この節では、次の操作について説明しています。
• 波形パラメータを自動測定する • サイクル統計を自動測定する
• ヒストリ統計を自動測定する

操 作

波形パラメータを自動測定する
測定項目の設定
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Wave Parameter Settings[ 波形パラメータ設定 ] のドロップダウ

ンリストから Wave Parameter[ 波形パラメータ ] を選択します。
* すでに Wave Parameter[ 波形パラメータ ] が選択されている場合は、Measure Setting[ 測定設定 ]

をクリックします。
 波形パラメータ設定ダイアログボックスが表示されます。

2.  測定項目と測定結果の表示条件を設定し、OK をクリックします。

  

測定する項目名 測定項目をON/OFF

電圧軸に関する
測定項目

時間軸に関する
測定項目

面積に関する
測定項目

開始時間を設定

自動測定を開始

間隔を設定

  設定ダイアログボックスが閉じ、自動測定を開始します。
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4.7　波形パラメータを自動測定する

  測定が完了すると、測定結果パネルが表示されます。オーバービューパネルとビューパ
ネルの上部には測定範囲 (Measure) バーが表示されます。

測定結果の表示
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Measure[ 測定 ] をクリックすると、測定結果パネルの表示 / 非表

示の切り替えができます。

 
行：チャネル、
列：測定項目

行：測定項目、
列：チャネル

Measureバーの左端をドラッグして、
演算開始位置と演算時間を変更

Measureバーの右端をドラッグして、
演算時間を変更

測定結果を表示

自動測定する測定項目
(波形パラメータ設定ダイアログ
で設定)

測定結果パネル

測定開始点カーソル 測定終了点カーソル
測定範囲

測定結果表示の行と列
を入れ替える

 測定範囲を変更すると、波形パラメータが自動的に再測定されます。

解 説

測定できる波形パラメータの項目
波形パラメータとして、電圧軸に関する項目、時間軸に関する項目、面積に関する項目を設定 / 測
定できます。
チャネル設定画面で、ディスタルライン、メシアルライン、プロキシマルライン、High/Low をチャ
ネルごとに設定することもできます (4.2 節参照 )。

Note
・ 測定範囲内に 2 周期以上の波形があるときは、先頭の 1 周期について時間軸パラメータを測定します。
・ ロジック波形、デュアルキャプチャの高速側 ( サブ波形 )、WT5000 の PP 波形は、自動測定できません。



4-41IM IS8000-01JA

4.7　波形パラメータを自動測定する

測定結果の表示内容
波形パラメータによる自動測定値が表示されます。
表示される項目と測定値は、測定する内容や波形によって異なります。

・ 結果表示の項目名は省略した名称が表示されます。
・ 表示形式が「%」の場合は小数点第 2 位まで表示されます。
・ 表示形式が「小数」の場合、数字が 5 文字となるように表示されます。
・ 無効な測定結果または測定不可能な場合、測定値には「＊＊＊」が表示されます。振幅が小さ

い波形などでは、正しく測定できないことがあります。

以下のタイミングで表示が更新されます。
・ Measure バーの移動・サイズ変更
・ チャネル設定画面の設定変更
・ 波形パラメータ設定ダイアログで OK がクリックされたとき
・ 表示グループを変更したとき

Note
測定結果パネルが表示されていない状態でカーソル測定、波形パラメータの自動測定を実行すると、測定
結果パネルが自動的に表示されます。

項目一覧
分類 項目 表示形式 補助単位 単位
電圧軸に関する項目 Peak to Peak 小数 ○ VUnit

Amplitude 小数 ○ VUnit
Maximum 小数 ○ VUnit
Minimum 小数 ○ VUnit
High 小数 ○ VUnit
Low 小数 ○ VUnit
Average 小数 ○ VUnit
Middle 小数 ○ VUnit
RMS 小数 ○ VUnit
Std. Deviation 小数 ○ VUnit
+Overshoot % — % 固定
-Overshoot % — % 固定

時間軸に関する項目 Rise 小数 ○ HUnit
Fall 小数 ○ HUnit
Frequency 小数 ○ Hz 固定
Period 小数 ○ HUnit
+Width 小数 ○ HUnit
-Width 小数 ○ HUnit
Duty % — % 固定
Pulse 整数 — なし
Burst1 小数 ○ HUnit
Burst2 小数 ○ HUnit
Avg. Frequency 小数 ○ Hz 固定
Avg. Period 小数 ○ HUnit

面積に関する項目 Integ1TY 小数 ○ なし
Integ2TY 小数 ○ なし
Integ1XY 小数 ○ なし
Integ2XY 小数 ○ なし

各測定項目の詳細については、測定器の取扱説明書をご覧ください。
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4.7　波形パラメータを自動測定する

波形パラメータ自動測定データの保存
測定結果パネルに表示されている自動測定値をファイルに保存できます。
自動測定値データの保存には、次の 2 種類の方法があります。

測定結果をファイルに書き出す
File[ ファイル ] タブ >Export to File[ ファイルの書き出し ] をクリックします。
▶ 3-35 ページの「ファイルを書き出す」参照

出力 (Export) メニューで測定結果を保存する
測定結果パネル上で右クリックすると、次のメニューが表示されます。

 
クリップボード 出力メニュー

小数点
ファイル

出力 (Export) メニュー
項目 説明
Clip Board
[ クリップボード ]

測定結果パネルの表示内容がクリップボードにコピーされます。コピーの対
象は測定結果パネルの表示内容の全範囲です。

ファイル (File) 測定結果を名前を付けて保存 (Save to Measure Result) 画面が表示されます。
保存先を指定して、測定結果パネルの内容を CSV ファイルに保存できます。

Decimal Point[ 小数点 ] 小数点とセパレータ ( データの区切り ) を選択できます。次のどちらかを
チェックします。

Point[ ポイント ] 小数点が「 . 」、セパレータが「 , 」になります。
Comma[ カンマ ] 小数点が「 , 」、セパレータが「 . 」になります。
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4.7　波形パラメータを自動測定する

操 作

ヒストリ統計を自動測定する
ヒストリ波形のファイルを開いているときに操作できます。

測定項目の設定
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Wave Parameter Settings[ 波形パラメータ設定 ] のドロップダウ

ンリストから History Statistics[ ヒストリ統計 ] を選択します。
* すでに History Statistics[ ヒストリ統計 ] が選択されている場合は、Measure Setting[ 測定設定 ]

をクリックします。
 ヒストリ統計設定ダイアログボックスが表示されます。

2.  測定項目と測定結果の表示条件を設定し、OK をクリックします。

  

測定項目をON/OFF

電圧軸に関する
測定項目

時間軸に関する
測定項目

面積に関する
測定項目

測定開始時間を設定

自動測定を開始

測定期間を設定
(ヒストリ画面の1ヒストリ
画面の時間範囲を設定)

測定する項目名

  設定ダイアログボックスが閉じ、自動測定を開始します。
  測定が完了すると、測定結果パネルが表示されます。History パネルのヒストリ波形チャー

トには 2 本の垂直カーソルと測定範囲 (Measure) バーが表示されます。
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4.7　波形パラメータを自動測定する

ヒストリ統計結果の表示
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Measure[ 測定 ] をクリックすると、測定結果パネルの表示 / 非表

示の切り替えができます。

 

測定結果パネル上の
統計結果のヒストグラム
表示/非表示の設定

測定結果パネル

測定開始点カーソル 測定終了点カーソル
測定範囲

ヒストリ統計値表示

ヒストリ番号

各ヒストリの統計結果表示

統計結果のヒストグラム表示

測定項目と対象チャネル

Measureバーの左端をドラッグして、
測定開始位置と演算時間を変更

Measureバーの右端をドラッグして、
測定時間を変更

測定結果のプロパティ

ヒストグラムのY軸をLinearで表示
ヒストグラムのY軸をLogで表示

最大値 /最小値マーカー
：各測定項目の最大値に表示
：各測定項目の最小値に表示

 測定範囲を変更すると、ヒストリ統計が自動的に再測定されます。

統計結果のヒストグラム表示
・ 測定結果のプロパティで、ヒストグラム表示の ON/OFF を設定できます。
・ ヒストグラム表示が ON の場合、Y 軸の Linear/Log 表示を選択できます。

ヒストリ統計値表示
次の統計項目毎に、選択した測定項目と対象チャネルの統計結果が表示されます。

Max( 最大値 )、Min( 最小値 )、Avg( 平均値 )、StdDev( 標準偏差 )、Count( サイクル数 )

各ヒストリの統計結果表示
・ ヒストリ毎に、選択した測定項目と対象チャネルの測定結果が表示されます。
・ ビュー 1 パネルを表示している場合、ヒストリ番号をクリックすると、対象のヒストリ波

形がビュー 1 パネルに表示されます。
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4.7　波形パラメータを自動測定する

解 説

ヒストリ統計で測定できる項目
ヒストリ波形に対して、電圧軸に関する項目、時間軸に関する項目、面積に関する項目を設定 / 測
定できます。測定できる項目は、波形パラメータの自動測定と同じです。▶ 4-40 ページ

ヒストリ統計結果の表示内容
ヒストリ統計による自動測定値が表示されます。
表示される項目と測定値は、測定する内容や波形によって異なります。

・ 結果表示の項目名は省略した名称が表示されます。
・ 表示形式が「%」の場合は小数点第 2 位まで表示されます。
・ 表示形式が「小数」の場合、数字が 5 文字となるように表示されます。
・ 無効な測定結果または測定不可能な場合、測定値には「＊＊＊」が表示されます。振幅が小さ

い波形などでは、正しく測定できないことがあります。

以下のタイミングで表示が更新されます。
・ Measure バーの移動・サイズ変更
・ チャネル設定画面の設定変更
・ ヒストリ統計設定ダイアログで OK がクリックされたとき
・ 表示グループを変更したとき

Note
・ 測定結果パネルが表示されていない状態でヒストリ統計の自動測定を実行すると、測定結果パネルが自

動的に表示されます。
・ ヒストリ波形の数、チャネル数、測定項目数で決まる総項目数が 100000 を超える場合、演算結果を表

示できません。メッセージが表示されたときは、100000 を超えないように、表示するチャネル数、測
定項目を変更してください。

ヒストリ統計の自動測定データの保存
測定結果パネルの表示内容をファイルに保存できます。
保存方法は、波形パラメータの自動測定と同じです。▶ 4-42 ページ
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4.7　波形パラメータを自動測定する

操 作

サイクル統計を自動測定する
測定項目の設定
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Wave Parameter Settings[ 波形パラメータ設定 ] のドロップダウ

ンリストから Cycle Statistics[ サイクル統計 ] を選択します。
* すでに Cycle Statistics[ サイクル統計 ] が選択されている場合は、Measure Setting[ 測定設定 ]

をクリックします。
 サイクル統計設定ダイアログボックスが表示されます。

2.  測定するトレース名と測定項目、測定結果の表示条件を設定し、OK をクリックします。

 

測定するトレース名

サイクル統計を行う
対象トレースと測定
項目 ( 最大 8項目 )

サイクル統計の基準となる
周期波形を選択

自動測定を開始

測定期間を設定
(オーバービューパネルの
時間範囲)

測定開始時間を設定

測定する項目名

  設定ダイアログボックスが閉じ、自動測定を開始します。
  測定が完了すると、測定結果パネルが表示されます。オーバービューパネルとビューパ

ネルの上部には Measure[ 測定範囲 ] バーが表示されます。

サイクル統計結果の表示
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Measure[ 測定 ] をクリックすると、測定結果パネルの表示 / 非表

示の切り替えができます。

 

測定結果パネル サイクル統計値表示

各サイクルの統計結果表示

統計結果のヒストグラム表示

Measureバーの左端をドラッグして、
測定開始位置と測定時間を変更

Measureバーの右端をドラッグして、
測定時間を変更

測定開始点カーソル 測定終了点カーソル
サイクル番号/測定時間測定範囲

測定項目と対象チャネル

最大値 /最小値マーカー
：各測定項目の最大値に表示
：各測定項目の最小値に表示
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表示設定測定結果パネル上の
統計結果のヒストグラム
表示/非表示の設定

測定結果のプロパティ

ヒストグラムのY軸をLinearで表示
ヒストグラムのY軸をLogで表示

 測定範囲を変更すると、サイクル統計が自動的に再測定されます。

統計結果のヒストグラム表示
ヒストリ統計結果の表示と同様です。▶ 4-44 ページ

サイクル統計値表示
ヒストリ統計結果の表示と同様です。▶ 4-44 ページ

各サイクルの統計結果表示
サイクル毎に、選択した測定項目と対象チャネルの測定結果が表示されます。

・ 周期波形がトレースの場合
 - Cycle No. の列の表示内容を、測定結果のプロパティの表示設定で選択できます。

表示設定 Cycle No. の列の表示内容
Cycle No. サイクル番号を表示します。
相対時刻 サイクル区切りの先頭時間を相対時刻で表示します。
絶対時刻 サイクル区切りの先頭時間を絶対時刻で表示します。

 - ビュー 1 パネルを表示しているときに Cycle No. の列でサイクル番号 / 時刻をクリック
すると、対象のサイクルがビュー 1 パネルに表示されます。

・ 周期波形が Own の場合
対象トレース中で最小のサイクル数に合わせて、各トレースのサイクル統計結果が表示さ
れます。
例   トレースのサイクル数が、トレース１：3、トレース 2：2、トレース 3：5 のとき、

最も少ない２に合わせて、各トレースも 2 サイクル分の結果が表示されます。

解 説

サイクル統計で測定できる項目
1 周期ごとに区切った波形に対して、電圧軸に関する項目、時間軸に関する項目、面積に関する項
目を設定 / 測定できます。測定できる項目は、波形パラメータの自動測定と同じです。
▶ 4-40 ページ
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周期波形
サイクル統計を行う基準周期となるトレースを選択します。Own の場合は、それぞれのトレース
の周期でサイクル統計を行い、測定結果パネルには最も少ないサイクル数で測定した結果が表示
されます。

 CH2

CH1

最も周期が遅い CH3 の周期の数が 4 なので、
CH1とCH2 についても、時間の古いほうから
4周期分のデータが統計処理の対象になります。
以降のデータは、統計処理の対象になりません。

周期を求める対象波形にOwnを選択した場合

CH3

統計処理対象

統計処理対象

統計処理対象

Note
測定対象波形の測定周期が周期波形に指定した波形と異なる場合、測定結果には「＊＊＊」が表示されます。

サイクル統計結果の表示内容
サイクル統計による自動測定値が表示されます。
表示される項目と測定値は、測定する内容や波形によって異なります。

・ 結果表示の項目名は省略した名称が表示されます。
・ 表示形式が「%」の場合は小数点第 2 位まで表示されます。
・ 表示形式が「小数」の場合、数字が 5 文字となるように表示されます。
・ 無効な測定結果または測定不可能な場合、測定値には「＊＊＊」が表示されます。振幅が小さ

い波形などでは、正しく測定できないことがあります。

以下のタイミングで表示が更新されます。
・ Measure バーの移動・サイズ変更
・ チャネル設定画面の設定変更
・ サイクル統計設定ダイアログで OK がクリックされたとき
・ 表示グループを変更したとき

Note
・ 測定結果パネルが表示されていない状態でサイクル統計の自動測定を実行すると、測定結果パネルが自

動的に表示されます。
・ サイクル数、測定項目数で決まる総項目数が 100000 を超える場合、演算結果を表示できません。メッセー

ジが表示されたときは、100000 を超えないように、測定範囲、測定項目数を変更してください。

サイクル統計の自動測定データの保存
測定結果パネルの表示内容をファイルに保存できます。
保存方法は、波形パラメータの自動測定と同じです。▶ 4-42 ページ
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この節では、次の操作について説明しています。
・ 演算式の設定
・ 演算波形と演算範囲の表示
・ 演算開始時間 / 演算時間 / 演算開始ヒストリの設定
・ フィルターの設定

操 作

演算式の設定
1.  Analysis[ 解析 ] タブ > Math Setting[ 演算設定 ] をクリックすると、Arithmetic Setting ダイ

アログボックスが表示されます。
 演算式やフィルター、FFT 演算などの演算処理を設定して、演算波形を表示します。
2.  Arithmetic Setting ダイアログボックスの Math Setting[MATH 設定 ] タブを選択します。
3.  Expression[ 式 ] の欄をクリックすると、ユーザー定義の演算式入力ダイアログボックスが表

示されます。

  

演算式の番号 表示される画面でラベル・単位・演算式を設定

定数を設定
(設定範囲：
-1.0000E+30～1.0000E+30)
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4.  変数や演算子を使って任意の演算式を入力します。

  

ラベル名を設定(半角31文字以内で入力)

他の演算波形の内容を表示

演算式を設定(63文字以内)

演算子を選択

単位を設定(半角15文字以内で入力)

数値・変数の入力

変数に対応するトレース名を表示

・ 変数に対応するトレース名を表示
演算式でチャネルを指定するときは、Cx(x は数字 ) または Mx の変数で入力します。
Cx とトレース名をここで割り当てます。

・ 他の演算波形の内容を表示
登録した演算式は自動的に Mx の変数が割り当てられます。

5.  Register[ 登録 ] をクリックすると、演算式入力ダイアログボックスが閉じます。
 Arithmetic Setting ダイアログボックスの Expression[ 式 ] 欄に、設定した演算式が表示され

ます。

6.  Register[ 登録 ] をクリックします。設定した演算式が登録されます。

演算波形と演算範囲の表示
演算式が登録されると、オーバービューパネルに演算波形と演算範囲を表す Math バーが表示され
ます。また、Analysis[ 解析 ] タブの演算 [Math] が選択可能な状態になります。演算 [Math] をクリッ
クすると、演算波形と Math バーの表示 / 非表示が切り替わります。

演算開始時間 / 演算時間 / 演算開始ヒストリの設定
演算対象の範囲は、演算開始時間と演算時間を指定して設定できます。また、オーバービューパ
ネル上の Math バーを操作して、演算範囲を変えることもできます。

Note
・ 演算時間が演算範囲 (12M 点 ) を超える場合は、エラーメッセージが表示されます。
・ ロジック波形、デュアルキャプチャの高速側 ( サブ波形 )、WT5000 の PP 波形は、演算できません。
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フィルタの設定
演算設定ダイアログボックスの FILT1 設定、FILT2 設定で、フィルタの設定ができます。

・ Type：タイプを設定
・ Band：バンドを設定
・ CutOff1、CutOff2：カットオフ周波数を設定

解 説

演算子選択メニュー
設定できる演算子は、ユーザー定義の演算式入力ダイアログボックスの Function 列に次のように
割り付けられています。
Function の表示 設定できる演算子
Basic SHIFT、ABS、SQRT、LOG、EXP、RMS、NEG、P2、P3、F1、F2
Trigonometric SIN、COS、TAN、ATAN、PH
Pulse Width PWHH、PWHL、PWLH、PWLL、PWXX、FV、DUTYH、DUTYL
DIF & INTG DIF、DDIF、INTG、IINTG
Filter FILT1、FILT2、HLBT、MEAN、BIN

演算式での制限
m ≦ n のとき、Mathm の演算式に変数 Mn(Mathn の演算 ) を含むことはできません。

演算できない例：Math5=M6 ＋ M3

フィルタ設定の設定値
Type/Band

・ Gauss( ガウス )：  Lowpass
・ Sharp( シャープ )： Lowpass/Highpass/Bandpass
・ IIR( バタワース )：  Lowpass/Highpass/Bandpass

CutOff1/CutOff2
カットオフ周波数は、サンプリング周波数との比で設定します。設定範囲は「2.0 ～ 30.0 ％」
(0.2 % ステップ ) です。Band を Bandpass に設定するときは、2 つの次数 CutOff1/CutOff2 を
設定します。次数が高いほど、演算には時間がかかります。
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演算開始時間 / 演算時間
演算を実行すると、オーバービューパネルに Math バーが表示されます。

・ Math バーの左端をドラッグすると左右矢印のカーソルが表示され、演算開始時間と演算時間を
変更できます。

 

・ Math バーの右端をドラッグすると左右矢印のカーソルが表示され、演算時間だけを変更できま
す。

・ Math バーの中間をドラッグすると演算範囲が薄い青で表示され、演算時間は固定したままで演
算開始時間を移動できます。

 演算範囲

Mathバーの中間をドラッグして
演算開始時間を移動(演算時間は固定)

変数と演算子
演算式に使用できる変数と演算子は、次のとおりです。演算式に入力できる文字数は、63 文字ま
でです。また、登録できる演算式の数は 32 です。

変数
変数 使用例 内容
Cx C1+C2 変数 C に対応するトレース名で割り当てられたチャネルの測定値
My ABS(M1) 演算 (Math) 値
A BIN(C1,A,B) Upper スレショルドレベル
B BIN(C1,A,B) Lower スレショルドレベル
N SHIFT(C1,N) 時間軸に対するデータ点数の積算値
T RMS(C1,T) 演算時間 (ms)

x：  番号。ただし、ロードされているチャネル数に応じた番号を指定します。例えば、CH1、CH5、
CH8 の 3 チャネルがロードされているときは、それぞれ、C1、C2、C3 で指定します。

y： 番号
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演算子
演算子 使用例 内容
＋、 －、 *、 / C1 ＋ C2 指定した 2 波形の四則演算
SHIFT SHIFT(C1,N) 位相シフト
ABS ABS(M1) 指定した波形の絶対値
SQRT SQRT(C2) 指定した波形の平方根
LOG LOG(C1) 指定した波形の対数
EXP EXP(C1) 指定した波形の指数
RMS RMS(C1,T) 指定した波形の実効値 ( 内部クロック時 )。単位は、ミリ秒。

RMS(C1,N) 指定した波形の実効値 ( 外部クロック時 )。
NEG NEG(C1) 反転
SIN SIN(C1) 指定した波形の正弦
COS COS(C1) 指定した波形の余弦
TAN TAN(C1) 指定した波形の正接
ATAN ATAN(C1) 指定した波形の逆正接を表示 ( ±π以内の値 )
P2 P2(C1) 指定した波形の二乗
P3 P3(C1) 指定した波形の三乗
F1 F1(C1,C2) 指定した波形の |C12 ＋ C22|
F2 F2(C1,C2) 指定した波形の |C12 － C22|
K1 ～ 10 C1 ＋ K1 定数 ( 任意の数値を設定 )
BIN BIN(C1,A,B) 指定した波形の二値化
PWHH PWHH(M1,A,B) 立ち上がりから次の立ち上がりまでのパルス幅演算
PWHL PWHL(C2,A,B) 立ち上がりから次の立ち下がりまでのパルス幅演算
PWLH PWLH(C1,A,B) 立ち下がりから次の立ち上がりまでのパルス幅演算
PWLL PWLL(C1,A,B) 立ち下がりから次の立ち下がりまでのパルス幅演算
PWXX PWXX(C2,A,B) 立ち上がり / 下がりから次の立ち上がり / 下がりまでのパルス幅演算
FV FV(C1,A,B) PWHH の逆数
DUTYH DUTYH(C1,A,B) 立ち上がりから次の立ち上がりまでの DUTY
DUTYL DUTYL(C1,A,B) 立ち下がりから次の立ち下がりまでの DUTY
MEAN MEAN(C1) 指定した波形の 10 次の移動平均
DIF DIF(C1) 指定した波形の微分
DDIF DDIF(C1) 指定した波形の 2 階微分
INTG INTG(C1) 指定した波形の積分
IINTG IINTG(C1) 指定した波形の 2 重積分
PH PH(C1,C2) 指定した 2 波形の位相
HLBT HLBT(C1) 指定した波形のヒルベルト関数
FILT1 FILT1(C1) 指定した波形にフィルタをかける
FILT2 FILT2(C1) 指定した波形にフィルタをかける

各演算の詳細については、測定器の取扱説明書をご覧ください。

演算測定中の表示
演算測定中はプログレスバーが表示されます。

Note
演算処理のキャンセル
演算処理を実行中は、プログレスバーとキャンセルボタンが表示されます。キャンセルボタンをクリック
すると、演算処理を中断できます。
演算処理を中断すると、波形表示パネル、測定結果パネルには何も表示されません。

演算精度
単精度浮動小数点型
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各演算の詳細
位相シフト (SHIFT)
指定した波形に対して位相シフトを行います。シフト幅は、次のように設定します。

SHIFT(C1,N)
N：時間軸に対するデータ点数の積算値

実効値 (RMS)
指定した波形の実効値を演算します。

 s(n)2

n = 1

N
1
N

s：サンプリングデータ
N：時間軸に対するデータ点数の積算値

演算式では、対象トレース No. と時間を設定します。
演算式：RMS(C1,T)

T：演算時間 (ms)
T = (N/ サンプルレート） × 1000

フィルタ (FILT1/FILT2)
種類
タイプ バンド
Gauss( ガウス ) Low pass
Sharp( シャープ ) Low pass/High pass/Band pass
IIR( バタワース ) Low pass/High pass/Band pass

フィルタの次数
フィルタの次数については、以下を参考にしてください。
カットオフ周波数 / サンプリング周波数× 100 2 % 5 % 10 % 20 % 30 %
Gauss Low pass 49 21 9 5 5
Sharp Low pass 88 36 18 9 8

High pass 159 65 33 17 13
IIR Low pass 4 4 4 3 2

High pass 4 4 4 4 3

Note
・ カットオフ周波数は、サンプリング周波数の 2 ～ 30％ (0.2% ステップ ) の範囲で設定できます。
・ フィルタ次数が高いほど演算に時間がかかります。

それぞれのフィルタの特性

フィルタ パスバンドリップル 減衰傾度 ストップバンド 
減衰量 位相

Gauss 0 dB ＊ － 直線位相
Sharp ± 0.3 dB -40 dB at 1 oct(Lowpass)、 -40 dB 直線位相

-40 dB at -1 oct(Highpass)
IIR 0 dB -5 dB at 1/6 oct(Lowpass)、 － 直線位相ではない

-20 dB at -1 oct(Highpass)
* Gauss の場合は減衰量 : -3.0 × (f/fc)2 dB(f: 周波数、fc: カットオフ周波数
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各フィルタの周波数特性例

Gauss 
カットオフ：10％

Sharp 
Lowpass、 カットオフ：10％

IIR 
Lowpass、 カットオフ：10％

f : サンプリング周波数（Hz）

ヒルベルト関数 (HLBT)
実時間信号を解析する場合には、この信号を複素関数の実部であると考え、複素関数で実際
の解析をすると便利です。実時間信号を関数の実部と考えた場合、虚部は、実部のヒルベル
ト変換で求まります。ヒルベルト変換は、変換によって独立変数の次元を変えません。時間
信号のヒルベルト変換は、もう一つの時間信号になります。ヒルベルト変換では、次のよう
な変換を行います。時間領域の信号を変換するときには、まず、信号を周波数領域にフーリ
エ変換します。次に各周波数成分の位相を正の周波数は－ 90deg、負の周波数は＋ 90deg シ
フトします。最後に逆フーリエ変換を行います。

使用例
ヒルベルト変換を用いるとエンベロープ波形を解析できます。
AM 変調：SQRT(C1*C1+HLBT(C1)*HLBT(C1))
FM 変調波の復調：DIF(PH(C1,HLBT(C1)))

位相関数 (PH)
位相関数 PH(C1,C2) は、tan-1(C1/C2) を計算しています。
ただし、位相関数は、前の点の位相を考慮し、値が±π以上になっても加算し続けます。
(ATAN 関数は±πで折り返します )。単位はラジアンです。

前の点

前の点

θ2=θ1＋Δθ2 θ2=θ1－Δθ2

θ2

θ2

θ1

θ1

Δθ2

Δθ2
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2 値化演算 (BIN)
設定したスレショルドレベルに対して 2 値化演算を行います。
スレショルドレベルは、次のように設定します。

A：Upper スレショルドレベル、B：Lower スレショルドレベル
BIN(C1,A,B)

 

1

0

Upperスレショルドレベル
Lowerスレショルドレベル

パルス幅演算 (PWHH/PWHL/PWLH/PWLL/PWXX)
設定したスレショルドレベルに対して 2 値化演算を行い、そのパルス幅の時間をその区間の
Y 軸値としてプロットします。
区間として、次の 4 つが選択できます。

PWHH：立ち上がりから次の立ち上がりまで
PWHL：立ち上がりから次の立ち下がりまで
PWLH：立ち下がりから次の立ち上がりまで
PWLL：立ち下がりから次の立ち下がりまで
PWXX：立ち上がりまたは立ち下がりから次の立ち上がりまたは立ち下がりまで

スレショルドレベルは、次のように設定します。
A：Upper スレショルドレベル、B：Lower スレショルドレベル
PWHH(C1,A,B)

 

演算対象波形 A：Upperスレショルドレベル

t1 t2 t3

演算波形

B：Lowerスレショルドレベル

t1
t2 t3
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この節では、次の操作について説明しています。
・ 注釈の種類を選択する
・ 注釈の挿入

操 作

注釈の種類を選択する
次の操作で注釈モードに入ります。

1.  Analysis[ 解析 ] タブのコマンドグループ Annotation[ 注釈 ] から、注釈の種類のコマンドを
クリックします。

 注釈の種類は、テキスト、ΔT、ΔV、マーカー、Δ マーカーの 5 つです。選択した注釈に応じて、
波形画面に示されるポインタのアイコンが変わります。

 詳細については、次ページ以降の解説をご覧ください。

2.  選択した注釈に応じて、それぞれの操作をして注釈を挿入します。
 詳細については、次ページ以降の解説をご覧ください。

  

挿入された注釈

 注釈の入力ボックス

表示されるダイアログボックスで、
注釈のフォントや色を設定
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注釈を挿入
3.  注釈のコマンドを選択しているとき、波形が表示されているパネル上または波形上で右クリッ

クすると、ポップアップメニューが表示されます。

新規作成
Annotation > New から「注釈の種類」を選択して、それぞれの注釈を画面上に挿入できます。

「注釈の種類」は、テキスト、ΔT、ΔV、マーカーから
選択できます。

Δマーカーは、リボンのコマンドから選択できます。
ポップアップメニューでは選択できません。

注釈の編集 / 削除
1.  編集対象の注釈をクリックして選択します。選択された注釈は赤く表示されます。
2.  右クリックすると、上図と同じポップアップメニューが表示されます。

注釈を編集する
3.  Annotation > Edit を選択します。それぞれの注釈に応じたダイアログボックスが表示さ

れます。

4.  編集して、OK をクリックします。

注釈を削除する
3.  Annotation > Delete を選択します。注釈が削除されます。

Note
・ 注釈のコマンドを選択して、波形が表示されているパネル上でダブルクリックすると、各注釈の書式設

定ダイアログが表示されます。
・ 挿入済みの注釈をダブルクリックすると、対象の書式設定ダイアログが表示されます。
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解 説

注釈の種類
注釈は、テキスト、ΔT、ΔV、マーカー、Δ マーカーの 5 種類です。

リンク注釈
・ ΔT、ΔV、マーカー、Δ マーカーの各注釈は、すべて波形にリンクした注釈です。
・ テキスト注釈で波形にリンクしている場合、リンク線で波形とつながれています。
・ 波形ごとに注釈を挿入できます。表示するグループを切り替えても、波形ごとにリンクさ

れています。

リンクなし注釈
リンク線でつながれていないテキスト注釈は、リンクなし注釈です。画面の大きさに応じて、
位置が相対的に移動します。

 
リンク注釈

リンクなし注釈

リンク線

テキスト注釈の例

注釈を挿入可能な波形画面
○：挿入可能、─：挿入不可

注釈の種類
表示パネル

オーバービュー ビュー XY
テキスト、ΔT、ΔV ○ ○ ○
マーカー、Δ マーカー ○ ○ ─

* ロジック波形には、テキスト注釈だけを挿入できます。
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テキスト注釈　ポインタのアイコン：
テキスト注釈を選択して、波形画面内または波形上でダブルクリックすると、次の設定ダイアロ
グボックスが表示されます。注釈のフォントの種類、色などの表示書式を設定できます。

 

任意の色を設定できます。

表示中の波形グループ
から色を選択できます。

注釈の入力ボックス

注釈に枠を付けるときチェック

フォントの種類やサイズを設定できます。

色を設定するポップアップメニューが表示されます。

表示例

枠を付けた注釈

注釈の移動

注釈を選択して表示が赤くなったら、ドラッグします。

リンク線 　

Note
波形とリンクしたテキスト注釈の挿入
波形上でダブルクリックして設定すると、波形とリンクした注釈を挿入できます。
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ΔT 注釈　ポインタのアイコン：
ΔT 注釈を選択して、波形画面内で次のどちらかの操作をすると、X 軸値が表示されます。

水平方向にドラッグした場合

 

ダブルクリックした場合
次の設定ダイアログボックスが表示されます。注釈のリンク先のトレース ( 波形 )、表示書式、矢
印のスタイルなどを設定できます。
ダブルクリックして新規に表示される X 軸値の測定範囲は、2 div 分です。

 
表示方式と小数点桁数を設定
(4.2節参照、ただし選択肢に「指数」は
ありません。)

垂直カーソル間にΔT注釈を表示

注釈のリンク先のトレース(波形)を選択

矢印の太さを選択

値を表示しない

矢印の先端を通過する補助線を表示、
補助線の太さを選択

表示される値をプレビュー (入力できません。)

フォントの種類、色、枠を設定
(テキスト注釈の項参照)

表示例
補助線付きの ΔT 注釈 垂直カーソル間の ΔT 注釈

補助線 垂直カーソル

ΔT 注釈の移動 矢印の移動
矢印を選択してから、ドラッグ
します。値だけを移動するとき
は、テキスト注釈と同じ操作で
移動できます。

矢印先端を選択してから、ド
ラッグします。矢印の長さに応
じて値が更新されます。

文字サイズの変更
テキスト注釈と同じ操作です。
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ΔV 注釈　ポインタのアイコン：
ΔV 注釈を選択して波形画面内で次のどちらかの操作をすると、Y 軸値が表示されます。

垂直方向にドラッグした場合

 

ダブルクリックした場合
次の設定ダイアログボックスが表示されます。注釈のリンク先のトレース ( 波形 )、表示書式、矢
印のスタイルなどを設定できます。
ダブルクリックして新規に表示される Y 軸値の測定範囲は、2 div 分です。

 
表示方式と小数点桁数を設定
(4.2節参照、ただし選択肢に「指数」は
ありません。)

水平カーソル間にΔV注釈を表示

注釈のリンク先のトレース(波形)を選択

矢印の太さを選択

値を表示しない

矢印の先端を通過する補助線を表示、
補助線の太さを選択

表示される値をプレビュー (入力できません。)

フォントの種類、色、枠を設定
(テキスト注釈の項参照)

表示例
補助線付きの ΔV 注釈 水平カーソル間の ΔV 注釈

補助線 水平カーソル

ΔV 注釈の移動 矢印の移動
矢印を選択してから、ドラッグ
します。値だけを移動するとき
は、テキスト注釈と同じ操作で
移動できます。

矢印先端を選択してから、ド
ラッグします。矢印の長さに応
じて値が更新されます。
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波形を縦方向にズームした場合
ズーム率に応じて、矢印の長さと値が更新されます。

文字サイズの変更
テキスト注釈と同じ操作です。

マーカー注釈　ポインタのアイコン：
マーカー注釈では、ダブルクリックした点のトレース、X 軸値、Y 軸値を表示します。
マーカー注釈を選択して波形上でダブルクリックすると、次の設定ダイアログボックスが表示さ
れます。

・ 注釈のリンク先のトレース ( 波形 )、フォーマット、マーカーの形状などを設定できます。
・ マーカーの形状は、4 種類 ( 、 、 、 ) です。マーカー注釈を挿入するたびに、前回と異な

る形状が使用されます。

注釈をリンクさせるトレース(波形)を選択

表示される注釈をプレビュー
(入力できません。)

表示項目を選択

マーカーの形状と大きさを選択

フォントの種類と枠を設定
(テキスト注釈の項参照)

Y軸値(縦軸)とX軸値(横軸)の表示方式と
小数点桁数を設定
(4.2節参照)

表示例

トレース X軸値
Y軸値

マーカー

マーカーの移動 注釈の移動
マーカーを選択してから、ド
ラッグします。マーカーだけが
移動します。
マーカーの移動先に応じて値が
更新されます。 リンク線

注釈を選択してから、ドラッグ
します。注釈だけが移動します。
ズームしたりスケールを変更し
たとき、リンク先が波形画面か
らはみ出した場合、リンク線は
消えます。

文字サイズの変更
テキスト注釈と同じ操作です。
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Δ マーカー注釈　ポインタのアイコン：
Δ マーカー注釈では、2 つのマーカー間の ΔT 注釈 (X 軸値 ) と ΔV 注釈 (Y 軸値 ) を表示します。

・ Δ マーカー注釈を選択して波形上の任意の 2 点をつなぐようにドラッグすると、2 つのマーカー
間の ΔT 注釈と ΔV 注釈が表示されます。

・ 異なるトレース ( 波形 ) 間では、Δ マーカー注釈のうち ΔT 注釈だけを表示します。

 

波形上をクリック ドラッグ 波形上にドロップ
マーカー1

マーカー2

ΔT注釈

矢印
ΔV注釈

注釈上でダブルクリックすると、次の設定ダイアログボックスが表示されます。
・ マーカーは、対象トレース ( 波形 )、マーカーの形状などの設定ができます。
・ マーカーの形状は 4 種類 ( 、 、 、 ) です。マーカー注釈を挿入するたびに、前回と異なる

形状が使用されます。
・ ΔT 注釈と ΔV 注釈については、表示書式、矢印のスタイルなどを設定できます。ΔT タブと ΔV

タブをクリックして、切り替えて設定してください。

 
Δマーカー注釈で表示するΔT注釈とΔV注釈
の各種設定
前ページの各注釈の説明をご覧ください。
・ 「矢印を表示する」のチェックを外すと、

その注釈の矢印と値が表示されません。
・ 前ページのΔT注釈やΔV注釈のような

カーソルリンクと値非表示の項目はありま
せん。

各マーカーの対象トレース(波形)を選択

マーカーの形状と大きさを選択
対になるマーカー1とマーカー2の形状と
大きさは同じです。
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表示例
補助線付きの Δ マーカー注釈 マーカーの移動

補助線

マーカー1

マーカー2

マーカーを選択してから、ド
ラッグします。マーカーの移動
先に応じて、矢印の長さ、値、
補助線が更新されます。

ΔT 注釈の移動 ΔV 注釈の移動
ΔT 注釈の矢印を選択してから、
ドラッグします。値だけを移動
するときは、テキスト注釈と同
じ操作で移動できます。

ΔV 注釈の矢印を選択してから、
ドラッグします。値だけを移動
するときは、テキスト注釈と同
じ操作で移動できます。

文字サイズの変更
テキスト注釈と同じ操作です。



4-66 IM IS8000-01JA

4.10 FFT 波形の解析 (MH1 オプション )

この節では、次の操作について説明しています。
• チャネルを設定する • ヒストリ波形を表示する
• 演算式を設定する • 垂直カーソルで測定する
• FFT 波形と演算範囲の表示 • 水平カーソルで測定する
• FFT 開始時間 /FFT 点数の設定 • FFT 波形の解析結果を保存する
• ズーム波形を表示する • FFT 波形の表示設定

操 作

チャネルを設定する
1.  FFT View[FFT 表示 ] タブ > Channel Setting[ チャネル設定 ] をクリックします。チャネル設

定画面が表示されます。

  

チャネルを追加 絞り込み条件の選択

選択した行を削除

選択した範囲を先頭行の内容に揃える

選択した範囲を初期設定に戻す

選択した範囲の設定を反転

選択した範囲を自動設定

選択した行を上に移動

選択した行を下に移動

設定を適用して画面を閉じる
設定を取り消して画面を閉じる

設定を適用する



4-67IM IS8000-01JA

4.10　FFT 波形の解析 (MH1 オプション )

チャネルを追加 (Add Channel)
2.  Add Channel[ チャネル追加 ] をクリックすると、次のダイアログボックスが表示されま

す。追加できるチャネル (FFT 番号 ) が表示されます。

  

選択したチャネルを追加

絞り込み条件の選択
▶ 3.5 節参照

各チャネルの測定条件の一覧
チャネル番号ごとに、FFT 波形の数値の表示方式と表示桁数、ロジック波形の表示条件、単
位を設定します。

・ タイトル行にあるチェックボックスで、該当列の表示条件の設定を一括して ON/OFF でき
ます。

・ 複数の項目をまとめて設定できます。範囲を選択して一覧の下にある Auto[ 自動 ]、
Invert[ 反転 ]、Copy[ コピー ]、Default[ デフォルト ] をクリックします。
▶ 3-15 ページ参照

表の左側の欄から順に説明しています。

チャネル番号
▶ 3-12 ページ参照

トレース (Trace)
▶ 3-12 ページ参照

モデル (Model)
▶ 3-12 ページ参照

グループ 1 (Group1)
・ グループの追加と削除
・ 表示 (Display)

▶ 3-12 ページ参照
・ マッピング (Mapping)

▶ 3-13 ページ参照
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波形色 (Color)
▶ 3-13 ページ参照

Log
Log スケールにする場合に、チェックボックスをチェックします。

* PS-LOGMAG(C1) など、LOG 演算を行っている FFT は、正しく表示されません。

最小 (Min)、最大 (Max)
▶ 3-13 ページ参照

表示形式 (Format Type)
▶ 3-13 ページ参照

小数点桁数 (Decimal Places)
▶ 3-13 ページ参照

ロジック波形の表示条件 (Logic)
▶ 3-14 ページ参照

縦軸単位 (Unit)
▶ 3-15 ページ参照

表示グループの選択
3.  FFT View[FFT 表示 ] タブ > Group Selection[ グループ選択 ] をクリックします。FFT 表

示パネルに表示するグループ 1 ～ 4 を、ドロップダウンリストから選択できます。
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操 作

演算式を設定する
1.  FFT View[FFT 表示 ] タブ > FFT Setting[FFT 設定 ] をクリックすると、Arithmetic Setting ダイ

アログボックスが表示されます。
 演算式、FFT 演算などの演算処理を設定して、FFT 波形を表示します。
2.  Arithmetic Setting ダイアログボックスの FFT Setting[FFT 設定 ] タブを選択します。
3.  Arithmetic Setting ダイアログボックスの Expression[ 式 ] の欄をクリックすると、ユーザー

定義の演算式入力ダイアログボックスが表示されます。

  

演算式の番号 表示される画面でラベル・単位・演算式を設定

FFT点数を選択
窓関数を選択
FFT開始時間を設定

FFT 点数 (FFT Point)
FFT 点数は、次の中から選択できます。

1K、2K、5K、10K、20K、50K、100K、200K、500K、1M、2M、5M*、10M*、20M*、
50M*、100M*
*  5M、10M、20M、50M、100M は、MATLAB Runtime がインストールされている場合に使用できます。

Note
2M 点を超える点数を FFT で解析する場合、MATLAB Runtime version 9.11 を以下のフォルダーにイ
ンストールする必要があります。
 C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Runtime\v9.11

窓関数 (Windows)
▶ 4-76 ページ参照

FFT 開始時間 (FFT Start Time(s))
FFT 開始時間を指定できます。また、オーバービューパネル上の FFT バーを操作して、FFT 開
始時間を変えることもできます。
ヒストリ波形の場合、FFT 開始時刻として、対象ヒストリの開始点からの経過時刻を入力し
てください。
開始点からの経過時刻は、垂直カーソルで求められます。
▶ 4-78 ページ参照
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ラベル・単位・演算式を設定する
4.  変数や演算子を使って、任意の演算式を設定します。

   

演算式を設定(63文字以内)

他の演算波形の内容を表示

ラベル名を設定(半角31文字以内で入力)

演算子を選択

単位を設定(半角15文字以内で入力)

変数に対応するトレース名を表示

5.  Register[ 登 録 ] を ク リ ッ ク す る と、 演 算 式 入 力 ダ イ ア ロ グ ボ ッ ク ス が 閉 じ ま す。
Arithmetic Setting ダイアログボックスの Expression[ 式 ] の欄に、設定した演算式が表
示されます。

6.  Register[ 登録 ] をクリックします。設定した演算式が登録されます。
 FFT 表示パネルに FFT 波形が表示されます。
 また、FFT View[FFT 表示 ] タブの FFT が選択可能 ( アクティブ ) になります。

解 説

演算子選択メニュー
設定できる演算子は、ユーザー定義の演算式入力ダイアログボックスの Function 列に次のように
割り付けられています。
Function の表示 設定できる演算子
LS LS-REAL、LS-IMAG、LS-MAG、LS-LOGMAG、LS-PHASE
RS RS-MAG、RS-LOGMAG
PS PS-MAG、PS-LOGMAG、PSD-MAG、PSD-LOGMAG
CS CS-REAL、CS-IMAG、CS-MAG、CS-LOGMAG、CS-PHASE
TF TF-REAL、TF-IMAG、TF-MAG、TF-LOGMAG、TF-PHASE
CH CH-MAG
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演算式での制限
・ FFT 演算では、対象波形は 1 つしか設定できません。

演算できない例：PS-MAG(C1 ＋ C2)
・ FFT 演算結果に対して他の演算を行うことはできません。

演算できない例：PS-MAG(C1) ＋ C2

Note
演算結果に対しての FFT 演算は可能です。上記の例の場合、あらかじめ Math1=C1+C2 を定義したうえで、
P-MAG(M1) を行ってください。

演算時の注意
FFT 演算で、波形の表示レコード長が演算点数に満たないとき、演算範囲に波形が存在しないとき
は、演算できません。

演算子
演算子 使用例 内容
LS-REAL LS-REAL(C1) 指定した波形のリニアスペクトラムの実部
LS-IMAG LS-IMAG(C1) 指定した波形のリニアスペクトラムの虚部
LS-MAG LS-MAG(C1) 指定した波形のリニアスペクトラムの振幅
LS-LOGMAG LS-LOGMAG(C1) 指定した波形のリニアスペクトラムの対数振幅
LS-PHASE LS-PHASE(C1) 指定した波形のリニアスペクトラムの位相
RS-MAG RS-MAG(C1) 指定した波形の実効値スペクトラムの振幅
RS-LOGMAG RS-LOGMAG(C1) 指定した波形の実効値スペクトラムの対数振幅
PS-MAG PS-MAG(C1) 指定した波形のパワースペクトラムの振幅
PS-LOGMAG PS-LOGMAG(C1) 指定した波形のパワースペクトラムの対数振幅
PSD-MAG PSD-MAG(C1) 指定した波形のパワースペクトラム密度の振幅
PSD-LOGMAG PSD-LOGMAG(C1) 指定した波形のパワースペクトラム密度の対数振幅
CS-REAL CS-REAL(C1,C2) 指定した 2 波形のクロススペクトラムの実部
CS-IMAG CS-IMAG(C1,C2) 指定した 2 波形のクロススペクトラムの虚部
CS-MAG CS-MAG(C1,C2) 指定した 2 波形のクロススペクトラムの振幅
CS-LOGMAG CS-LOGMAG(C1,C2) 指定した 2 波形のクロススペクトラムの対数振幅
CS-PHASE CS-PHASE(C1,C2) 指定した 2 波形のクロススペクトラムの位相
TF-REAL TF-REAL(C1,C2) 指定した 2 波形の伝達関数の実部
TF-IMAG TF-IMAG(C1,C2) 指定した 2 波形の伝達関数の虚部
TF-MAG TF-MAG(C1,C2) 指定した 2 波形の伝達関数の振幅
TF-LOGMAG TF-LOGMAG(C1,C2) 指定した 2 波形の伝達関数の対数振幅
TF-PHASE TF-PHASE(C1,C2) 指定した 2 波形の伝達関数の位相
CH-MAG CH-MAG(C1,C2) 指定した 2 波形のコヒーレンス関数の振幅
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FFT 関数
リニアスペクトラム (LS-REAL/LS-IMAG/LS-MAG/LS-LOGMAG/LS-PHASE)
リニアスペクトラムは、FFT 演算で直接求められるスペクトラムです。
1 または 2 信号のリニアスペクトラムからパワースペクトラムやクロススペクトラムなどを
求めることができます。

FFT 演算は複素演算なので、リニアスペクトラムでは、周波数成分の実部 (Real Part) と虚部
(Imaginary Part) が得られます。この結果から測定波形に含まれる各周波数成分の振幅や位相
を求められます。

次のスペクトラムが求められます。
項目 演算式 演算内容
実部 LS-REAL R
虚部 LS-IMAG I
振幅 LS-MAG （R2 ＋ I2）
対数振幅 LS-LOGMAG 20 × log （R2 ＋ I2）
位相 LS-PHASE tan － 1(I/R)

対数振幅の基準値 (0 dB)：1 Vpeak
R、I：リニアスペクトラムの各周波数成分 G を「R ＋ jI」としたときの 実部「R」と虚部「I」

実効値スペクトラム (RS-MAG/RS-LOGMAG)
実効値スペクトラムは、リニアスペクトラムの振幅を実効値で表したものです。位相情報は
持っていません。

次のスペクトラムが求められます。
項目 演算式 演算内容
振幅 RS-MAG (R2 ＋ I2)/2
対数振幅 RS-LOGMAG 20 × log (R2 ＋ I2)/2

対数振幅の基準値 (0 dB)：1 Vrms

パワースペクトラム (PS-MAG/PS-LOGMAG)
パワースペクトラムは、測定信号に含まれる各周波数成分のパワー (2 乗値 ) を表し、リニア
スペクトラムとその共役複素数との積で求めます。位相情報は持っていません。

次のスペクトラムが求められます。
項目 演算式 演算内容
振幅 PS-MAG 直流成分 R2 ＋ I2

交流成分 (R2 ＋ I2)/2
対数振幅 PS-LOGMAG 直流成分 10 × log(R2 ＋ I2)

交流成分 10 × log{(R2 ＋ I2)/2}
対数振幅の基準値 (0 dB)：1 Vrms2
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パワースペクトラム密度 (PSD-MAG/PSD-LOGMAG)
パワースペクトラム密度は、単位周波数当たりのパワースペクトラムを表します。パワース
ペクトラムを解析したときの周波数分解能Δ f で割って求めます。時間窓によって演算内容
が異なります。
パワースペクトラム密度は、異なる周波数バンドで解析したパワースペクトラムを比較する
ときに使用します。ただし、正弦波のような線スペクトラムの信号に対しては必要ありません。

次のスペクトラムが求められます。
項目 演算式 演算内容
振幅 PSD-MAG PS-MAG(Δf × k)
対数振幅 PSD-LOGMAG 10 × log PS-MAG(Δf × k)

対数振幅の基準値 (0 dB)：1 Vrms2

オーバーオール値
オーバーオール値とは、信号に含まれる周波数スペクトラムからトータル実効値を求めたも
のです。オーバーオール値は、各周波数のパワースペクトラムを合計して、その平方根演算
で求めます。

 
k

PS2 0 Σ PSi (Vrms)オーバーオール値＝

パワースペクトラム演算 (PS または PSD) を選択したチャネルが、波形パラメータの自動測定
中 (MEASURE：ON) で Rms：ON のときに、画面上に「Rms ＝オーバーオール値」として表
示されます。

k
k は、選択した時間窓によって次のようになります。
時間窓の種類 k
Rect( 矩形窓 ) 1
Hanning( ハニング窓 ) 1.5
FlatTop( フラットトップ窓 ) 3.19693
Hamming( ハミング窓 ) 1.3628
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クロススペクトラム (CS-REAL/CS-IMAG/CS-MAG/CS-LOGMAG/CS-PHASE)
クロススペクトラムは、2 つの信号から求めます。一方の信号のリニアスペクトラム (Gy) と、
他方の信号のリニアスペクトラム (Gx) の共役複素数 (Gx*) との積で求めます。
2 つの信号のリニアスペクトラムを

Gx ＝ Rx ＋ jIx
Gy ＝ Ry ＋ jIy

とすると、クロススペクトラム Gyx は、
Gyx ＝ Gy × Gx*
 ＝ (Ry ＋ jIy)(Rx － jIx) ＝ Ryx ＋ jIyx

ただし、 Ryx ＝ RyRx ＋ IyIx
Iyx ＝ RxIy － RyIx

次のスペクトラムが求められます。
項目 演算式 演算内容
実部 CS-REAL 直流成分 Ryx

交流成分 Ryx/2
虚部 CS-IMAG 直流成分 Iyx

交流成分 Iyx/2
振幅 CS-MAG 直流成分 (Ryx2 ＋ Iyx2)

交流成分 (Ryx2 ＋ Iyx2) /2
対数振幅 CS-LOGMAG 直流成分 10 × log (Ryx2 ＋ Iyx2)

交流成分 10 × log( (Ryx2 ＋ Iyx2) /2)
位相 CS-PHASE tan － 1(Iyx/Ryx)

伝達関数 (TF-REAL/TF-IMAG/TF-MAG/TF-LOGMAG/TF-PHASE)
伝達関数は、伝達系の入力と出力の周波数特性を表したものです。伝達関数は、各周波数の
出力リニアスペクトラム Gy と入力スペクトラム Gx の比として求めます。また、次式より、
伝達関数が入出力のクロススペクトラム Gyx と入力パワースペクトラム Gxx との比として定
義できることが分かります。

伝達関数＝ Gy/Gx ＝ (Gy × Gx*)/(Gx × Gx*) ＝ Gyx/Gxx ＝ (Ryx ＋ jIyx)/(Rx2 ＋ Ix2)

次の伝達関数が求められます。
項目 演算式 演算内容
実部 TF-REAL Ryx/(Rx2 ＋ Ix2)
虚部 TF-IMAG Iyx/(Rx2 ＋ Ix2)
振幅 TF-MAG (Ryx2 + Iyx2) /(Rx2 ＋ Ix2)
対数振幅 TF-LOGMAG 20 × log (Ryx2 +Iyx2) /(Rx2 ＋ Ix2)
位相 TF-PHASE tan － 1(Iyx/Ryx)

なお、伝達関数の振幅は、出力リニアスペクトラムと入力リニアスペクトラムとの振幅比、
位相は、互いの位相差を表します。
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コヒーレンス関数 (CH-MAG)
伝達系の入力信号により生じる出力パワーと全出力パワーとの比を表したものです。

コヒーレンス関数＝ Gyx × Gyx*/(Gxx × Gyy)

項目 演算式 演算内容
振幅 CH-MAG (Ryx2 ＋ Iyx2)/(Gxx × Gyy)

なお、出力信号が、すべて入力信号によるものならば、コヒーレンス関数は 1 になり、比較
が小さくなるにつれて 1 以下になります。つまり、コヒーレンス関数は、常に 0 ～ 1 の値を
とります。

Note
・ コヒーレンス関数は、1 回のデータ取り込みでは全周波数にわたって 1 になります。
・ 必ず演算波形の平滑化 ( アベレージング ) を行う必要があります。
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時間窓について
時間窓は、矩形 ( レクタンギュラ ) 窓 / ハニング窓 / フラットトップ窓 / ハミング窓の選択が可能
です。
矩形窓は衝撃波のように窓内で完全に減衰する過渡的な信号に対して有効です。
ハニング窓 / フラットトップ窓 / ハミング窓は、窓の両端付近をなだらかに減衰させ両端を 0 レベ
ルにし、信号に連続性を持たせる窓で、連続的な信号に対して有効です。ハニング窓は、フラッ
トトップ窓と比較して周波数分解能が比較的高く、フラットトップ窓は、ハニング窓と比較して
スペクトラムのレベル確度が高いという特徴があります。ハミング窓は、ハニング窓に修正を加
えたもので、主成分の周波数分解能はハニング窓に比べてよくなります。近接した信号を分離す
るのに向いています。
解析対象が連続的な信号の場合、このような特徴を考慮し、ハニング窓、フラットトップ窓、ハ
ミング窓のいずれかを選択してください。

T

T

T

T

t

正弦波

時間窓 積 パワースペクトラム
矩形窓

ハニング窓

矩形窓：

ハニング窓：

フラットトップ窓：

ハミング窓：

W(t)＝u(t)－u(t－T) U(t)： ステップ関数

W(t)＝0.5－0.5cos(2π     )

W(t)＝{0.54－0.46cos(2π     )}

W(t)＝0.54－0.46cos(2π     )

T

Tフラットトップ窓

T

Tハミング窓

t
T

t
T
t
T

sin{2π(1－2t/T)}
2π(1－2t/T)
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操 作

FFT 波形と演算範囲の表示
FFT 演算式を登録すると、FFT 表示パネルに FFT 波形が表示されます。また、オーバービューパネ
ルではオーバービュー波形の上部に演算範囲を表す FFT バーが表示されます。
FFT View[FFT 表示 ] タブ > FFT View[FFT 表示 ] をクリックすると、FFT 表示パネルの表示 / 非表示
が切り替わります。

FFT 表示パネル
FFT 表示波形 ( オーバーラップ表示の場合 ) とプロパティの表示例

FFT 表示パネル

オーバービューパネル

FFTバー

FFT

FFT 表示の
プロパティ

[FFT] 垂直
カーソルパネル

* FFT View[FFT 表示 ] タブの FFT がアクティブでない場合、FFT 表示、[FFT] 垂直カーソル、水平カー
ソルパネルは表示されません。

FFT 表示のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
FFT 表示波形を、トレース名単位に分割して表示できます。

・ 設定を FFT 表示 / ズームで共有 (Share property setting in FFT View/Zoom)
チェックボックス 説明
ON FFT 表示波形とズーム 1、2 波形で、分割スタイルの設定が共有されます。

・ カーソル測定値は、FFT 表示波形の設定が使用されます。
・ 表示スタイルが Split[ 分割 ] の場合、Auto[ 自動 ]、Count[ 分割数 ] と Tile[ タ

イル ] の Column[ 列数 ]、Row[ 行数 ] などの詳細設定は、共有されません。
FFT 表示波形、ズーム波形で個別に設定してください。

OFF FFT 表示波形とズーム 1、2 波形で、分割スタイルの設定を共有しません。
FFT 表示波形、ズーム波形で個別に設定してください。

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
▶ 4-9 ページ参照
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チャネル (Channel)
FFT 表示パネルで表示されているチャネルのトレース名、サンプルレート、ソースファイル
名が一覧で表示されます。

FFT 開始時間 /FFT 点数の設定
・ FFT バーの中間をドラッグすると演算範囲が薄い青で表示され、演算時間は固定したままで FFT

開始時間を移動できます。

 
演算範囲

FFT開始時間を移動(演算時間は固定)

・ 演算時間は、FFT 点数の長さです。FFT バーでは演算時間を変更できません。
▶ 4-69 ページの手順 3 参照

・ FFT 対象波形の信号で、FFT の演算範囲に信号が存在しない部分が含まれると、FFT 結果は表示
されません。
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操 作

ズーム波形を表示する
FFT View[FFT 表示 ] タブ > Zoom[ ズーム ]1、2 をクリックすると、ズーム 1、2 パネルの表示 / 非
表示が切り替わります。

ズーム 1、2 パネル
FFT 表示波形上のズーム枠 (zoom 1、2) で囲まれた範囲がズーム表示されます。

Note
ロジック波形、WT5000 の PP 波形は、演算できません。

ズーム波形 ( オーバーラップ表示の場合 ) とプロパティの表示例

  

ズーム 1パネル ズーム 2パネル

FFT 表示パネル

ズーム 1の
プロパティ

スクロールする方向 /停止を選択
スクロール速度を選択 ドラッグするとズーム位置が移動

ズーム枠 (zoom1) ズーム枠 (zoom2)

ズーム 1、2 のプロパティ
プロパティ表示エリアに次の項目が表示されます。各項目先頭の  をクリックすると、表示
を展開したり折り畳んだりすることができます。

分割スタイル (Split Style)
ズーム波形を、トレース名単位に分割して表示できます。

・ 設定を FFT 表示 / ズームで共有 (Share property setting in FFT View/Zoom)
FFT 表示波形とズーム波形で分割スタイルの設定を共有できます。▶ 4-77 ページ参照

・ オーバーラップ (Overlap)/ 分割 (Split)/ タイル (Tile)
▶ 4-9 ページ参照

チャネル (Channel)
ズーム 1、2 パネルで表示されているチャネルのトレース名、サンプルレート、ソースファイ
ル名が一覧で表示されます。
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位置 (Position)
・ オフセット (Offset)

 Y ボタンをクリックすると、ズーム波形の上下移動モードを ON/OFF できます。
▶ 4-10 ページ参照

・ 表示範囲 (View range)
次の項目をクリックすると、任意の位置にズーム範囲を設定したり、対象のズーム波形を
拡大 / 縮小できます。
項目 説明
Drag to set the range 
[ ドラッグして範囲を設定 ]

このボタンをクリックして、FFT 表示波形上の任意の位置でドラッグす
ると、ドラッグした範囲がズーム範囲に設定されます。

Horizontal[ 水平 ] － / ＋ [-]/[+] をクリックするたびに、水平方向に縮小 / 拡大されます。
Vertical[ 垂直 ] － / ＋ [-]/[+] をクリックするたびに、垂直方向に縮小 / 拡大されます。

水平自動スクロール (Horizontal auto scroll)
対象のズーム波形を自動で水平方向へスクロールできます。
項目 説明

左方向へスクロールを開始します。
スクロールを停止します。
右方向へスクロールを開始します。

Scroll Speed 
[ スクロール速度 ]

自動スクロールの速度を選択できます。ドロップダウンリストから、x1 ( 等倍速 )、
x2 (2 倍速 ) を選択できます。
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操 作

ヒストリ波形を表示する
FFT View[FFT 表示 ] タブ >History[ ヒストリー ] をクリックすると、[FFT]History パネルの表示 /
非表示が切り替わります。

* ヒストリ波形に対する FFT 演算を実施したときだけ有効です。

ヒストリ波形の FFT はヒストリ専用 FFT です。ヒストリごとに FFT 演算を行います。
FFT 表示パネルで、ヒストリごとの FFT を重ね合わせて表示することができます。

Note
ヒストリ波形とヒストリではない波形を同軸で表示している場合、FFT 演算は実行できません。
ヒストリ波形の FFT では FFT バーは表示されません。

[FFT]History パネル
各ヒストリの波形が表示されます。

FFT ヒストリ波形とプロパティの表示例

[FFT] History パネル

FFT 表示パネル
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操 作

垂直カーソルで測定する
FFT View[FFT 表示 ] タブ > Vertical Cursor[ 垂直カーソル ] をクリックすると､ FFT 表示パネル上
に 2 本の垂直カーソルが表示されます。各カーソルの位置 ( 周波数 ) と測定値、カーソル間の周波
数と測定値の差などが [FFT] 垂直カーソルパネルに表示されます。

[FFT] 垂直カーソルパネル
▶ 4.4 節の「垂直カーソルパネル」と同様です。

「オーバービュー」を「FFT 表示」、「ビュー」を「ズーム」と読み替えてください。

水平カーソルで測定する
FFT View[FFT 表示 ] タブ > Horizontal Cursor[ 水平カーソル ] をクリックすると､ FFT 表示パネル
上に 2 本の水平カーソルが表示されます。各カーソルの位置 ( 時間 ) と測定値、カーソル間の時間
と測定値の差などが [FFT] 水平カーソルパネルに表示されます。

[FFT] 水平カーソルパネル
▶ 4.4 節の「水平カーソルパネル」と同様です。

「オーバービュー」を「FFT 表示」、「ビュー」を「ズーム」と読み替えてください。

[FFT] 垂直カーソルパネル、[FFT] 水平カーソルパネルとプロパティの表示例

FFT 表示パネル

ズーム１パネル

[FFT] 垂直カーソルの
プロパティ

[FFT] 水平
カーソルパネル

[FFT] 垂直
カーソルパネル

FFT 波形の解析結果を保存する
FFT 波形の解析結果をファイルに保存できます。

解析結果をファイルに書き出す
File[ ファイル ] タブ >Export to File[ ファイルの書き出し ] をクリックします。
▶ 3-35 ページの「ファイルを書き出す」参照
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4.10　FFT 波形の解析 (MH1 オプション )

操 作

FFT 波形の表示設定
FFT View[FFT 表示 ] タブ > Display Setting[ 表示設定 ] をクリックすると、表示設定ダイアログボッ
クスが表示されます。グリッド線、横軸、色、サイズ、その他情報の各タブをクリックして、表
示条件を設定します。

グリッド線
グリッド線 [Graticule] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。

縦分割数を選択

補助線の描画

補助線の描画
項目 説明
Auto 縦軸の補助目盛りを表示するかどうかを自動で判断します。
ON 縦軸の補助目盛りを表示します。
OFF 縦軸の補助目盛りを表示しません。

横軸のスケール
Horizontal Axis[ 横軸 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。横軸のスケールを設
定できます。

スケールを設定(LINEAR、LOG) 

表示色
測定データの表示設定と同様です。▶ 4-35 ページ参照

波形 / グリッドの線の太さ
測定データの表示設定と同様です。▶ 4-36 ページ参照
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4.10　FFT 波形の解析 (MH1 オプション )

その他
Other Information[ その他 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。波形補間の表
示を設定できます。▶ 4-36 ページ参照 

波形補間の表示設定(Off、Line)

Note
グリッドの補助線の描画と、横軸のスケールは、横軸の単位が Hz のときだけ設定できます。
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4.11 高速度カメラ同期計測 (FS1 オプション )

オンラインモニターで保存した高速度カメラの映像データ * と DL950 の波形データを同期して解
析できます。

* 高速度カメラ以外の任意の映像データと波形データを同期して解析することもできます。

別冊のユーザーズマニュアル (IM IS8000-61JA) をご覧ください。
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第 5 章 

データを収集する ( オンラインモニター )

この章では、USB、イーサネットインタフェースを使って、測定器の波形のモニター、波形データを
収集するときの操作について説明します。

5.1 測定器と接続する

測定器の取扱説明書を参照して、PC と測定器をケーブルでネットワークに接続します。
ご購入後、初めて測定器を USB で PC に接続する場合は、USB ドライバをインストールする必要
があります。インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) に従って、USB ドライバを PC にインストー
ルしてください。

操 作
1.  本ソフトウェアを起動します。ランチャーが表示されます。
2.  DAQ、または DAQ (WT)* をクリックします。

* WT5000 だけを接続する場合は、DAQ (WT) を選択します。
 デバイス検索画面が表示されます。▶ 3.4 節参照
 PC に USB で接続されている測定器が自動的に検出され、一覧に表示されます。
3.  希望する測定器が一覧に表示されない場合は、Auto[ 自動 ] の通信デバイス (WIRE) の種類、

または Manual[ 手動 ] で詳細な WIRE 種類を選択して、Search[ 検索 ] をクリックします。

4.  検出された一覧から接続する測定器を選択して、Next[ 次へ ]、または Open[ 開く ] をクリッ
クします。

・ Next[ 次へ ]
 チャネル設定画面が表示されます。▶ 3.5 節、5.2 節参照

チャネル設定画面で Next[ 次へ ] をクリックすると、DAQ 設定画面 (3.6 節、5.9 節 ) が表示されます。

・ Open[ 開く ]
 データ収集 ( 記録 ) の操作画面が開きます。
 手順 2 で DAQ を選択した場合
 リボンは Control[ コントロール ] タブ、画面は DAQ - ( ホスト名 ) のタブウィンドウが表示されます。

 手順 2 で DAQ (WT) を選択した場合
 リボンは Control[ コントロール ] タブ、画面は DAQ (WT) - ( ホスト名 ) のタブウィンドウが表示され

ます。

 表示例は次ページをご覧ください。

Note
DL950 の操作モードと動作モード

・ DL950 の操作モードはスコープモードにして接続してください。
 メモリーレコーダモードの状態で DAQ 接続すると、自動的にスコープモードに変更されます。
 操作モードについては、DL950 のマニュアルをご覧ください。

・ DAQ 接続すると、DL950 の動作モード (5-14 ページ ) は自動的に FreeRun になります。
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5.1　測定器と接続する

モニタ (Monitor) のリボン

オンライン計測のリボンです。タブをクリックして、リボンを切り替えます。
タブ 説明 参照節
Monitor[ モニタ ] 接続している測定器の測定データを表示できます。 5.2 節～ 5.7 節
Control[ コントロール ] モニター ( 測定 )/ 記録 ( データ収集 ) を実行できます。 5.8 節～ 5.11 節
Video[ ビデオ ] 高速度カメラ同期オプションの機能です。 5.12 節

DAQ で接続した場合 (Control[ コントロール ] タブ )

オーバービューの
プロパティ

オーバービューパネル

DAQ (WT) で接続した場合 (Control[ コントロール ] タブ )
表示されるパネル 初期設定 参照先
数値パネル マトリックス表示 5-6 ページ
オーバービューパネル PP 波形 (U1、I1) 5-4 ページ
測定器制御パネル [WaveTime/div]：起動時の更新周期設定の最大 (1/10) 5-17 ページ

数値 1 パネル

数値 1 の
プロパティ

オーバービューパネル
測定器制御パネル
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5.2 波形 / 電力値の表示画面

この節では、接続した測定器の測定データ ( 波形 / 電力値 ) の表示チャネルの設定について説明して
います。
3.5 節のスマート設定のチャネル設定画面と同じです。

操 作

チャネル設定画面
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Channel Setting[ チャネル設定 ] をクリックします。チャネル設定

画面が表示されます。

2.  3.5 節を参照して、各チャネルの波形表示の条件やグループなどを設定します。
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5.3 表示画面を操作する

この節では、次の操作について説明しています。
• オーバービュー波形を表示する
• ビュー波形を表示する
• 波形を移動する / ズームする
• 数値を表示する (WT5000 を接続した場合 )
• 高調波バーグラフを表示する (WT5000 を接続した場合 )
• ベクトルを表示する (WT5000 を接続した場合 )

操 作

オーバービュー波形を表示する
1.  測定器と接続すると、DAQ - ( ホスト名 ) のタブウィンドウが表示されます。Monitor[ モニタ ] 

タブ > Overview Monitor[ オーバービューモニタ ] をクリックすると、オーバービューパネ
ルの表示 / 非表示が切り替わります。

オーバービューパネル
2.  測定 / 記録を開始すると、波形データの全体がオーバービューパネルに表示されます。

・ 測定の開始 / 停止の操作▶ 5.8 節参照
・ 記録の開始 / 停止の操作▶ 5.9 節参照

オーバービューパネル ( 分割 [Split] 表示の場合 ) とプロパティの表示例

オーバービューパネル オーバービューの
プロパティ

波形が重なっている場合、波形をクリックして放すと、その波形の下側の波形がアクティブ
になります。
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5.3　表示画面を操作する

オーバービューのプロパティ
▶ 4-9 ページ参照

ただし、Position[ 位置 ] の設定はありません。

ビュー波形を表示する
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > View[ ビュー ]1、2 をクリックすると、ビュー 1、2 パネルの表示 /

非表示が切り替わります。

ビュー 1、2 パネル
オーバービュー波形上のズーム枠 (view1、2) で囲まれた部分がズーム表示されます。
▶ 4-11 ページ参照

ビュー 1、2 のプロパティ
▶ 4-11 ページ参照

ただし、Position[ 位置 ] は Scaling[ スケーリング ] に読み替えてください。Offset[ オフセット ] の設
定はありません。

波形を移動する / ズームする
▶ 4-27 ページ参照

Note
DL950 を接続した場合、オーバービューパネルに表示される波形は、高速表示のため一定点数の最大値と
最小値を表示します。一定点数の範囲が波形表示画面の解像度の 1 ドットを超える場合は、最大と最小値
が連続して表示されます。実際の値を確認する場合は、以下の方法で確認ください。

・ 記録保存した波形データをオフライン解析で表示して確認する。▶ 4.3 節参照
・ Remote Control を表示し、Trigger Mode にして波形をズーム表示する。▶ 6 章参照
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5.3　表示画面を操作する

操 作

数値を表示する (WT5000 を接続した場合 )
表示チャネルの設定は、3-10 ページの「WT5000 を接続した場合」をご覧ください。

1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Numeric1[ 数値 1]、または Numeric2[ 数値 2] をクリックすると、
数値 1 または数値 2 パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

数値 1、2 パネル
WT の測定データが数値で表示されます。

・ 数値の表示形式は、プロパティ表示エリアで設定を変更できます。
・ 測定ファンクション、次数、エレメントの表示項目、デバイスの切り替えは、数値表示設

定ダイアログボックスで設定できます。▶ 5-20 ページ参照
測定データの取り込みを開始している場合は、設定を変更できません。

数値 1 パネル (4 値表示 )、数値 2 パネル ( マトリックス表示 ) とプロパティの表示例

数値 2 パネル

数値 1 パネル

数値 1 の
プロパティ

数値 1、2 のプロパティ
プロパティ表示エリアで、数値の表示形式を設定できます。

数値の表示形式
表示形式 説明
4 items 4 値表示。数値データ 4 個が 2 列で表示されます。
8 items 8 値表示。数値データ 8 個が 2 列で表示されます。
16 items 16 値表示。数値データ 16 個が 4 列で表示されます。
32 items 32 値表示。数値データ 32 個が 4 列で表示されます。
Matrix マトリックス表示。縦方向に測定ファンクション、横方向にエレメントと結線ユニッ

トを示す記号で、各項目に対する数値データの表が表示されます。
接続台数分、全測定モード、最大 850 チャネル * 表示可能。
* 17 ファンクション× (7 エレメント + 3 結線ユニット ) ×最大 5 台のとき

表示エレメント
を選択

チェックボックスを ON/OFF して、以下のエレメント / 結線ユニットの表示 / 非表
示を設定します。
 Element 1 ～ 7、ΣA、ΣB、ΣC

表示例▶ 4-22 ページ参照
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5.3　表示画面を操作する

操 作

高調波バーグラフを表示する (WT5000 を接続した場合 )
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Ba1[ バー 1]、または Bar2[ バー 2] をクリックすると、バー 1 また

はバー 2 パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

バー 1、2 パネル
・ 高調波に関する測定データが、バーグラフと数値リストで次数ごとに表示されます。

バー 1、2 パネルには、高調波バーグラフと数値リストを 3 つまで表示できます。
・ バーグラフの表示数、測定ファンクション、エレメントの表示項目、デバイスの切り替えは、

バーグラフ表示設定ダイアログボックスで設定できます。▶ 5-23 ページ参照

バー 1 パネルとプロパティの表示例

バー 1パネル

バー 1の
プロパティ

数値リストで値を選択
すると、該当する次数
のバーの境界が反転色
で表示されます。

高調波バーグラフ 数値リスト

バー 1、2 のプロパティ
バー 2のプロパティバー 1のプロパティ

数値リストの表示 /非表示
数値リストの同期 /非同期

プロパティ表示エリアに、バー設定 (Bar Setting) の項目が表示されます。
・ ファンクション (Function) ・ 数値表示 (Numeric List)
・ 色 (Color) ・ 同期 (Synchronization)
・ 開始次数 (Start Order)、終了次数 (End Order)
設定の詳細▶ 4-24 ページ参照
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5.3　表示画面を操作する

操 作

ベクトルを表示する (WT5000 を接続した場合 )
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Vector1[ ベクトル 1]、または Vector2[ ベクトル 2] をクリックすると、

ベクトル 1 またはベクトル 2 パネルの表示 / 非表示が切り替わります。

ベクトル 1、2 パネル
・ 選択した結線ユニットに割り当てられた各エレメントの基本波 U(1)、I(1) の位相差と大き

さ ( 実効値 ) の関係をベクトルで表示します。垂直軸の上の方向を 0( 角度ゼロ ) として、
各入力信号のベクトルを表示します。

・ ベクトル表示の対象 ( エレメント / 結線ユニット )、デバイスの切り替えは、ベクトル表示
設定ダイアログボックスで設定できます。▶ 5-25 ページ参照

ベクトル 1 パネルとプロパティの表示例 ( 結線ユニット A のベクトル表示 )

ベクトル 1パネル

ベクトル 1の
プロパティ

入力エレメント1の
数値表示 (大きさ )

入力エレメント2の
数値表示 (大きさ )

入力エレメント 3の数値表示 ( 大きさ )
結線ユニット Aの数値表示 ( 位相差 )

ベクトル 1、2 のプロパティ

数値表示のON/OFF

ズーム率の設定

表示色の設定

ベクトル対象

プロパティ表示エリアに、ベクトル設定 Vector Setting) の項目が表示されます。
・ ベクトル対象 (Object) ・ 表示色の設定 (L1 ～ L6)
・ 電圧ズーム率 (U Mag)、電流ズーム率 (I Mag) ・ 数値表示 (Numeric)
設定の詳細▶ 4-26 ページ参照
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5.4 カーソルで測定する

この節では、次の操作について説明しています。
・ 垂直カーソルで測定する
・ 水平カーソルで測定する

操 作
オフライン解析のカーソル測定と同様です。

垂直カーソルで測定する
▶ 4.4 節参照

水平カーソルで測定する
▶ 4.4 節参照

Note
オンラインモニターのカーソル値は、一定点数の最大値、最小値が表示されます。

DL950 電力演算の波形データ ( タイムスタンプ形式 ) を表示している場合
カーソル位置のタイムスタンプデータ値が表示されます。データが存在しない場合は、前のデータ値が表
示されます。
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5.5 記録データの一覧表示

この節では、記録データの一覧を表示する操作について説明しています。

操 作
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > DAQ List[DAQ リスト ] をクリックすると、DAQ リストパネルの表

示 / 非表示が切り替わります。

DAQ リストパネル
2.  記録を開始すると、記録データの次の項目が一覧で表示されます。

記録の開始 / 停止の操作▶ 5.9 節参照
項目 説明
Name[ 名前 ] 記録先フォルダーとファイル名が表示されます。
Date[ 日付 ] 表示形式は DAQ 設定画面のレコード設定で指定できます。

▶ 3-20 ページ参照
Size[ サイズ ] 記録データファイルの容量が表示されます。

DAQ リストパネルとプロパティの表示例

  

DAQリストの
プロパティDAQリストパネル

記録データのファイルを開く
DAQ リストのファイルをダブルクリックすると、Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンドウ
が開きオーバービューパネルに記録データの波形が表示されます。引き続き、オフラインで
解析できます。
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5.5　記録データの一覧表示

記録終了後に自動でファイルを開く
記録を停止したあとに、最後に保存されたファイルを自動的に開くかどうかを設定できます。
プロパティ表示エリアの Automatically open the last saved file[ 最後に保存したファイルを
自動的に開く ] チェックボックスを ON/OFF して設定します。
チェックボックス 説明
ON 記録を停止したあとに、最後に保存されたファイルが自動的に開きます。新たな

Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンドウが開き、オーバービューパネルに記録デー
タの波形が表示されます。

OFF  最後に保存されたファイルの自動読み込みはされません。
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5.6 測定条件を設定する

この節では、次の操作について説明しています。
• チャネル制御の簡易設定：チャネル設定
• 測定器制御の簡易設定：トリガ、波形の取り込み条件

操 作

チャネル制御の簡易設定
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Channel Control[ チャネル制御 ] をクリックすると、チャネル制御

パネルの表示 / 非表示の切り替えができます。

チャネル制御パネル
2.  設定対象のチャネルを、パネル上部のドロップダウンリストから選択します。プロパティ

表示エリアのチャネル一覧から、設定対象チャネルをクリックして選択することもでき
ます。

3.  チャネルの測定条件を設定します。

チャネル制御パネルとプロパティの表示例
操作対象機器や装着されているモジュールによって、各チャネルで表示される設定項目は異
なります

・ 操作対象機器が DL950 の場合
測定チャネルごとに、入力カップリングやプローブ減衰比、帯域制限など、信号の入力条
件や振幅方向の主な測定条件を設定できます。

 

チャネル制御
パネル

チャネル制御の
プロパティ

測定チャネルを選択 Devices[ 測定器 ] が DL950
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5.6　測定条件を設定する

・ 測定対象機器が WT5000 の場合
測定チャネルごとにモジュール名の表示、Terminal( 電流レンジの設定対象 )、電圧オート
レンジ、電圧レンジ、電流オートレンジ、電流レンジ、ラインフィルター、周波数フィルター
などを設定できます。

 

チャネル制御
パネル

チャネル制御の
プロパティ

測定チャネルを選択 Devices[ 測定器 ] がWT5000

プロパティ表示エリアのチャネル一覧
チャネル制御パネルをクリックすると、プロパティ表示エリアに測定チャネルのトレース名、
サンプルレート、測定機器名が一覧で表示されます。一覧上でチャネルをクリックすると、チャ
ネル制御パネルの設定対象のチャネルが切り替わります。
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5.6　測定条件を設定する

測定器制御の簡易設定
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Device Control[ 測定器制御 ] をクリックすると、測定器制御パネル

の表示 / 非表示の切り替えができます。

測定器制御パネル
2.  機器を複数台接続して同期表示をしている場合は、設定対象の測定器をパネル上部のド

ロップダウンリストから選択します。

3.  各項目を設定します。

測定器制御パネルとプロパティの表示例
操作対象機器や装着されているモジュールによって、設定項目は異なります

・ 操作対象機器が DL950 の場合
記録の動作モード、タイムベース、レコード長、周波数などを設定できます。

 

測定器制御
パネル

測定器制御の
プロパティ

動作モード (Motion Mode)

Devices[ 測定器 ] が DL950

動作モード (Motion Mode)
次の 2 種類があります。
動作モード 説明
FreeRun
( フリーラン )

測定を開始すると直ちにデータを取り込みます。測定を停止するまでデータ取り
込みを続けます。

Trigger
( トリガ )

測定開始後、トリガ条件が成立するとデータを取り込みます。指定した測定時間
だけデータを取り込むとデータの取り込みを終了します。
トリガモードでは、モード ( オート、オートレベル、ノーマル、シングル、N シ
ングル、および即時スタート )、測定時間およびトリガ回数を設定します。設定
範囲は、測定チャネル数とサンプルレートで決まります。

Note
DL950 に DAQ で接続すると、動作モードが自動的に FreeRun になります。接続を切断すると Trigger
になります。
Trigger で DAQ すると、指定トリガ回数で DL950 は自動停止しますが、IS8000 の DAQ は連動して停
止はしません。
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5.6　測定条件を設定する

・ 測定対象機器が WT5000 の場合
データ更新周期、クレストファクター、Null 機能の ON/OFF、アベレージングの ON/OFF
などを設定できます。

 

測定器制御
パネル

測定器制御の
プロパティ

Devices[ 測定器 ] がWT5000

データストリーミング
波形の測定条件を設定

データストリーミング波形の測定条件
次の場合に、データストリーミングの ON/OFF 切り替えとサンプルレートを指定できます。

・ WT5000 にデータストリーミング機能 (DS オプション ) 搭載時、有効。
・ WT5000 の設定条件

設定項目 説明
Measurement Mode Normal
Update Mode Constant
Update Rate 50 ms ～ 1 s ( 波形のサンプルレートが 2 MS/s 以上のときは、

Update Rate：100 ms ～ 1 s)

・ 通信インタフェース
USB は USB3.0 以上、Ethernet は 1 GB 以上

・ 取得可能な本数
サンプルレート USB3.0 以上 Ethernet 1 GB 以上

10 kS/s 22 本 22 本
20 kS/s 22 本 22 本
50 kS/s 22 本 22 本

100 kS/s 22 本 22 本
200 kS/s 22 本 22 本
500 kS/s 14 本 6 本

1 MS/s 6 本 4 本
2 MS/s 2 本 2 本
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5.6　測定条件を設定する

プロパティ表示エリアのチャネル一覧
測定器制御パネルをクリックすると、プロパティ表示エリアに測定チャネルのトレース名、
サンプルレート、測定機器名が一覧で表示されます。表示内容はチャネル制御パネルをクリッ
クしたときと同じです。

解 説

チャネル制御パネルの設定項目
操作対象機器が DL950 の場合
表示される設定項目は、測定対象 ( 装着されているモジュール ) によって異なります。
測定対象とモジュール、設定項目や設定範囲の詳細については、測定器のユーザーズマニュアル
(IM DL950-01JA) 、スタートガイド (IM DL950-03JA) をご覧ください。

動作モード (5-14 ページ参照 ) が Trigger のときにモニターおよび DAQ( データ収集 ) が可能な条件
については、付録 2 をご参照ください。

操作対象機器が WT5000 の場合
設定項目や設定範囲の詳細については、測定器のユーザーズマニュアル (IM WT5000-01JA)、スター
トガイド (IM WT5000-03JA) をご覧ください。

測定器制御パネルの設定項目
設定項目や設定範囲の詳細については、測定器の取扱説明書をご覧ください。
操作対象機器が DL950 の場合
設定項目 説明
Motion Mode ( 動作モード ) FreeRun、Trigger

動作モードが FreeRun のときに表示される設定項目の例
Time Base ( タイムベース ) Internal、External
Record Length ( レコード長 ) Motion Mode ( 動作モード ) が Trigger のとき設定可能。FreeRun 時は

100 M 固定。
▶スタートガイド (IM DL950-03JA) 参照

Sample Rate 
( サンプルレート )

Motion Mode ( 動作モード ) が FreeRun でタイムベースが Internal のときだ
け設定可能。
▶スタートガイド (IM DL950-03JA) 参照

Trigger Out ( トリガ出力信号 ) Pulse、Normal
Pulse Width ( パルス幅 ) Trigger Out ( トリガ出力信号 ) が Pulse のとき設定可能。

1 ms、50 ms、100 ms、500 ms
External Sample Output  
( 外部サンプル出力 )

OFF、Acquisition、Freerun
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5.6　測定条件を設定する

操作対象機器が WT5000 の場合
表示される設定項目の例
設定項目 説明
Update Mode  
( 更新モード )

Constant、Trigger、Auto

Update Rate  
( データ更新レート )

・ WT5000 本体の更新周期の設定範囲：10 ms ～ 20 s ( データストリーミン
グ更新周期：50 ms ～ 1 s)

・ Update Mode が Auto の場合、10 ms、50 ms のどちらかを設定可能。
Crest Factor  
( クレストファクター )

3、6、6A

Null ( ゼロレベル補正 ) ON、OFF
Averaging ( アベレージング ) ON、OFF
Wave Time/div PP 波形の、測定器本体での時間軸 ( グリッド１つあたりの時間 )。

モニター上では、10 倍した時間 ( 最大は更新レート ) で１つの PP 波形が表
示されます。
* Data Streaming ON 時は 100 ms/div( 固定 ) となります。

Data Streaming* 
( データストリーミング )

ON、OFF
WT5000 にデータストリーミング機能 (DS オプション ) 搭載時だけ設定可能。

・ データストリーミング機能が無効の場合、無効の理由によって次のよう
に表示されます。
表示 無効の理由
Disabled (No/DS option) ... DS オプションなし
Disabled (Invalid license) ... DS ライセンスなし
Disabled (Slow connection) ... 接続速度が DS 対象外 ( USB3.0、Ethernet 

1 G 以上ではないとき )
Sample Rate* 
( サンプルレート )

WT5000 にデータストリーミング機能 (DS オプション ) 搭載時だけ設定可能。

* 詳細は、5-15 ページの「データストリーミング波形の測定条件」をご覧ください。

Note
更新モードが Auto のときのタイムアウト時間 (WT5000)
周期ごとの測定結果を正しく表示するために、「タイムアウト時間」＞「入力波形の周期を検出するための
限度時間」であることを確認してください。
タイムアウト時間の設定は、WT5000 本体の操作画面でメニューアイコンから確認できます。
 Update Rate/Averaging アイコンをクリック＞ Update Rate/Averaging メニュー＞ Time Out
 詳しくは、WT5000 の取扱説明書をご覧ください。
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5.7 画面の表示設定をする

この節では、次の表示設定の操作について説明しています。
・ 波形表示設定 ( グリッド線、横軸、表示色、波形 / グリッドの線の太さ、波形補間の表示 )
・ 数値表示設定 ( ファンクション、次数、測定器、エレメント )
・ バーグラフ表示設定 ( ファンクション、エレメント、測定器 )
・ ベクトル表示設定 ( エレメント / 結線ユニット、測定器）

操 作

波形表示設定
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Display Setting[ 表示設定 ] をクリックすると、表示設定ダイアログ

ボックスが表示されます。グリッド線、横軸、色、サイズ、その他情報の各タブをクリックして、
表示条件を設定します。

グリッド線
Graticule[ グリッド線 ] タブをクリックすると、波形表示の縦軸分割数を設定できます。
▶ 4.5 節参照

横軸の表示書式
Horizontal Axis[ 横軸 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。横軸の表示書式が設
定できます。

小数点桁数を選択
横軸スケールに表示する時間の種別を選択

横軸スケールに表示する時間の種別▶ 4.5 節参照

表示色
Color[ 色 ] タブをクリックすると、カラーパレットで画面背景やグリッド、文字列の色など
を設定できます。
▶ 4.5 節参照

波形の表示色は、チャネル設定画面で変更できます。▶ 3.5 節、5.2 節参照
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5.7　画面の表示設定をする

波形 / グリッドの線の太さ
Size[ サイズ ] タブをクリックすると、波形とグリッドの線の太さを設定できます。
▶ 4.5 節参照

波形補間の表示設定
Other Information[ その他 ] タブをクリックすると、次の項目が表示されます。波形補間の表
示を設定できます。

波形補間の表示設定
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5.7　画面の表示設定をする

数値表示設定
WT5000 を接続した場合のみ
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Numeric1[ 数値 1]、または Numeric2[ 数値 2] をクリックします。

数値 1 または数値 2 パネルが表示され、数値設定 [Numeric Setting] のコマンドが有効になり
ます。

2.  Monitor[ モニタ ] タブ > Numeric Setting[ 数値設定 ] をクリックすると、数値表示設定ダイ
アログボックスが表示されます。

3.  Change Numeric[ 数値切り替え ] のドロップダウンリストから、設定対象のパネルを選択し
ます。

4.  Record items[ 記録対象 ] で記録モードを選択します。
 記録対象のチャネルをまとめて設定できます。

記録モード 説明
Displayed before recording
( 記録開始時の表示項目 )*

現在表示しているチャネルの数値データを記録します。

All( すべて ) すべてのチャネルの数値データを記録します。
Selected( 選択項目 ) 記録するチャネルを個別に選択できます。

▶ 5-21 ページの「記録 (Record)」参照
各タブで記録対象として設定されたチャネルがひとつでもある場合、タ
ブの文字色が青く表示されます。( 下図参照 )

* 記録開始後に表示項目を切り替えた場合、記録開始時の表示項目だけが記録され、あとから切り替え
た表示項目は記録されません。

5.  設定する表示形式のタブを選択します。
 選択したタブの背景色が青く表示されます。

記録モード：Selected
4 値 /8 値 /16 値 /32 値表示の場合

ファンクションを選択

測定器の選択次数
エレメントを選択

表示形式のタブを選択

設定対象パネルの切り替え

プリセットの選択
設定の書き出し

設定の読み込み

記録モードを選択

プリセット
の読み込み

記録するチャネルを
個別に選択 *

記録するチャネルを
一括して選択 *

* 記録モードが Selected[ 選択項目 ]の場合に、有効です。

設定の書き出し / 読み込み、プリセットの選択と読み込み▶ 3-11 ページ
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5.7　画面の表示設定をする

記録モード：Displayed before recording
マトリックス表示の場合

ファンクションの表示 エレメント/結線
ユニットの表示

Matrixタブを選択
測定モードを選択

記録するチャネルを
一括して選択 *

記録するチャネルを
個別に選択 *

設定対象パネルの切り替え

測定器の選択

記録モードを選択

* 記録モードが Selected[ 選択項目 ]の場合に、有効です。

・ 測定器 (Devices)
複数の測定器を接続している場合、測定対象とする測定器の計器番号を、ドロップダウン
リストから選択できます。
4 値 /8 値 /16 値 /32 値表示のときは、チャネルごとに選択できます。

・ 測定モード (Measure Mode)
マトリックス表示の場合、ファンクションの測定モードを次の中から選択できます。

RMS、MEAN、DC、RMEAN、AC
* ファンクションの測定モードの記号と意味については、WT 本体のユーザーズマニュアルをご

覧ください。

・ 記録 (Record)
記録モードが Selected[ 選択項目 ] の場合、記録するチャネルを個別に選択できます。
Record チェックボックスを ON/OFF して設定します。
チェックボックス 説明
ON 対象の数値データが記録されます。
OFF 対象の数値データは記録されません。
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5.7　画面の表示設定をする

・ ファンクション (Function)
各チャネルのファンクションが表示されます。4 値 /8 値 /16 値 /32 値表示の場合、測定す
るファンクションの設定を変更できます。各チャネルのファンクションの表示をクリック
して、ドロップダウンリストからファンクションを選択します。

* ファンクションの記号と意味については、WT 本体のユーザーズマニュアルをご覧ください。

・ エレメント (Element)
各項目のエレメントが表示されます。4 値 /8 値 /16 値 /32 値表示の場合、エレメントの設
定を変更できます。

・ 次数 (Order)
4 値 /8 値 /16 値 /32 値表示の場合、設定対象の高調波の次数が表示されます。次数を表示
設定できないファンクションのときは、空欄です。
次数を変更するときは、変更する次数の表示をクリックして、ドロップダウンリストから
次数を選択します。

* 次数についての詳細は、WT 本体のユーザーズマニュアルをご覧ください。

ファンクションを選択 次数を選択

6.  設定を変更した場合は、OK をクリックします。

測定対象の入力エレメント / 結線ユニットの選択
7.  次の項目をクリックして選択すると、WT Numeric Viewer パネルの表示内容が切り替わりま

す。
・ 入力エレメントの選択項目：１～７
・ 結線ユニットの選択項目：ΣA、ΣB、ΣC
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バーグラフ表示設定
WT5000 を接続した場合のみ
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Bar1[ バー 1]、または Bar2[ バー 2] をクリックします。バー 1 また

はバー 2 パネルが表示され、バー設定 [Bar Setting] のコマンドが有効になります。

2.  Monitor[ モニタ ] タブ > Bar Setting[ バー設定 ] をクリックすると、WT 高調波のバーグラフ
表示設定ダイアログボックスが表示されます。

3.  Change Bar[ バー切り替え ] のドロップダウンリストから、設定対象のパネルを選択します。

バー 1 を選択した場合の例

最小

オートレンジ設定対象パネルの切り替え

ファンクションを選択

測定器を選択

エレメントを選択 最大

記録するチャネルを選択
表示するチャネルを選択

 タイトル行にあるチェックボックスで、該当列の設定を一括して ON/OFF できます。
・ 記録 (Record)

チェックボックスの ON/OFF で、チャネルごとに記録の対象とするかどうかを設定します。
チェックボックス 説明
ON 対象の高調波データが記録されます。
OFF 対象の高調波データは記録されません。

・ 表示 (Display)
チェックボックスの ON/OFF で、チャネルごとにバーグラフの表示 / 非表示を設定します。
チェックボックス 説明
ON バーグラフが表示されます。
OFF バーグラフは表示されません。

・ ファンクション (Function)
バーグラフで表示するファンクションを、ドロップダウンリストから選択します。
選択されたファンクションとエレメントの組み合わせのバーグラフが表示されます。

バー 1 パネル バー 2 パネル
初期設定 U、I、P S、Q、λ

・ エレメント (Element)
バーグラフで表示するエレメントを選択します。
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・ 測定器 (Devices)
複数の測定器を接続している場合、測定対象とする測定器の計器番号を、ドロップダウン
リストから選択できます。

・ 最小 (Min)、最大 (Max)
高調波バーグラフを表示するための最小値と最大値が表示されます。ここで、値を変更し
た場合、次項の「オートレンジ (Link)」は自動的に OFF になります。

・ オートレンジ (Link)
チャネルごとに、最小値と最大値を自動設定にするかどうかを選択できます。Link チェッ
クボックスを ON/OFF して設定します。初期設定は ON です。
チェックボックス 説明
ON 電圧レンジ、電流レンジから最小値と最大値が算出され、最小 (Min) と最大 (Max)

の表示に反映されます。
OFF 最小 (Min)、最大 (Max) に表示されている値を直接変更できます。
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ベクトル表示設定
WT5000 を接続した場合のみ
1.  Monitor[ モニタ ] タブ > Vector1[ ベクトル 1]、または Vector2[ ベクトル 2] をクリックします。

ベクトル 1 またはベクトル２パネルが表示され、ベクトル設定 [Vector Setting] のコマンドが
有効になります。

2.  Monitor[ モニタ ] タブ > Vector Setting[ ベクトル設定 ] をクリックすると、ベクトル表示設
定ダイアログボックスが表示されます。

3.  Change Vector[ ベクトル切り替え ] のドロップダウンリストから、設定対象のパネルを選択
します。

ベクトル 1 を選択した場合の例

設定対象パネルの切り替え

エレメント/結線ユニットを選択

測定器を選択

表示するチャネルを選択

 タイトル行にあるチェックボックスで、該当列の設定を一括して ON/OFF できます。
・ 表示 (Display)

チェックボックスの ON/OFF で、ベクトル対象ごとにベクトルの表示 / 非表示を設定します。
チェックボックス 説明
ON ベクトルが表示されます。
OFF ベクトルは表示されません。

・ ベクトル対象 (Object)
ベクトル表示する対象を設定します。ドロップダウンリストから以下のエレメント / 結線
ユニットを選択できます。

Element 1 ～ 7、ΣA、ΣB、ΣC

・ 測定器 (Devices)
複数の測定器を接続している場合、測定対象とする測定器の計器番号を、ドロップダウン
リストから選択できます。
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5.8 モニター ( 測定 ) を開始する / 終了する

この節では、次の操作について説明しています。
• モニターを開始する • モニターを一時停止する
• モニターを終了する

操 作

モニターを開始する
1.  Control[ コントロール ] タブ >  Start[ 測定開始 ] をクリックすると、測定を開始します。
 測定を開始すると、測定器の内部メモリーにデータが取り込まれます。
 本ソフトウェアの DAQ - ( ホスト名 ) のタブウィンドウのオーバービューパネルには、測定デー

タの波形がリアルタイムで表示されます。

Note
・ モニターを開始しても、測定データは測定器や PC のストレージに記録されません。
・ モニター中、チャネル制御パネルや測定器制御パネルを操作して測定条件 (5.6 節参照 ) を変更できます。

接続対象機器が DL950 の場合
・ 次の設定のときは、モニターを開始できません。

- ロールモード表示のとき
 トリガモードがオート、オートレベル、シングル、即時スタートで、時間軸設定が 100 ms/div 以上

のときは、ロールモード表示になります。
- デュアルキャプチャが ON のとき

・ トリガモードが即時スタートのときは、モニターの対象外です。
・ DL950 のファームウェアバージョンが 1.10 以降で、トリガモードが、オート、オートレベル、ノーマ

ルの場合、トリガと同期してデータが取得されます。N シングルの場合は、モニター中に波形は表示さ
れず、終了後にデータを取得して保存します。

 DL950 がトリガモードのとき
異なるサンプルレートでも各トリガデータは先頭合わせで表示されます。

接続対象機器が WT5000 の場合
・ 次の設定のときは、モニターを開始できません。

- Update Mode[ 更新モード ] がトリガ (Trigger) のとき
- 一時メモリーが不足するとき
 最大メモリーは 10 MB(1 つの PP 波形では 1 MB) となります。チャネル数の削減、T/Div を大きくする、

モニター表示時間を短くするなどをご検討ください。
・ Update Rate[ データ更新レート ] が 10 ms のときは、高調波データをモニターできません。
・ Update Rate[ データ更新レート ] が 1 s 未満のときは、PP 波形データのモニターを開始しても、オーバー

ビューパネルに測定データの波形は表示されません。
・ Motor Config 設定を接続後に変更すると、Speed、 Torque、 Aux のデータが取得できない可能性があり

ます。
・ モニターを開始すると、WT5000 本体側での操作はできなくなります。
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5.8　モニター ( 測定 ) を開始する / 終了する

モニターを終了する
2.  Control[ コントロール ] タブ >  Stop[ 測定停止 ] をクリックすると、測定が停止します。

モニターを一時停止する

2.  Control[ コントロール ] タブ >  Hold[ ホールド ] をクリックすると、測定が一時停止します。
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5.9 記録を開始する / 終了する

この節では、次の操作について説明しています。
・ 記録を開始する
・ 記録を停止する
・ 記録を分割する
・ 記録条件の設定

操 作

記録を開始する
1.  Control[ コントロール ] タブ >   Rec[ 記録 ] をクリックすると、測定データの記録を開始 *

します。
* Rec[ 記録 ] をクリックしたときに測定が停止していた場合は、測定と記録を開始します。

 記録を開始すると、PC のストレージにデータが取り込まれます。

Note
記録中、測定条件の変更 ( チャネル制御パネルや測定器制御パネルの操作 ) はできません。

記録を停止する
2.  Control[ コントロール ] タブ >   Rec Stop[ 記録停止 ] または  Stop[ 測定停止 ] をクリック

すると、記録が停止します。
コマンド 説明
Rec Stop[ 記録停止 ] 記録は停止しますが、測定は停止しません。
Stop[ 測定停止 ] 記録も測定も停止します。

Note
接続対象機器が DL950 の場合
▶ 5.8 節の Note と同様です。「モニター」を「記録」と読み替えてください。

 DL950 がトリガモードのとき
・ IS8000 ソフトウェアでの最大記録時間は 1 時間です。記録開始から 1 時間を経過するとメッセージ

が表示され、記録は自動で停止します。
・ トリガモードが N シングルでは、すべてのトリガデータを取得します。
・ トリガモードがシングル、N シングルでは、DL950 が自動で停止します。DL950 の停止後に、本ソ

フトウェアで記録を停止してください。

接続対象機器が WT5000 の場合
▶ 5.8 節の Note と同様です。「モニター」を「記録」と読み替えてください。
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5.9　記録を開始する / 終了する

記録を分割する
2.  Control[ コントロール ] タブ >   File Divide[ ファイル分割 ] をクリックすると、記録中のファ

イルを分割して、別のファイルへ記録を始めます。
 記録済みの分割されたファイルは、オフライン解析で開くことができます。

記録条件の設定
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。記録条件を設定します。
簡易ウィザードで表示される画面と同じです。▶ 3.6 節参照

解 説

記録データのファイル
・ 記録を開始すると、DAQ リストパネルにファイルの情報 ( 記録先フォルダーとファイル名、日付、

サイズ ) が表示されます。▶ 5.5 節参照
・ 記録を終了または分割すると、ファイルの情報が更新されます。

記録を分割した場合
記録を分割すると、リンクファイル ( 拡張子：.wlk) が作成されます。
リンクファイルを開くと、分割したすべてのファイルが１つの連続した波形として開きます。

記録データを解析する
・ 記録データのファイルをダブルクリックすると、オフラインで解析できます。
・ 記録終了時に、記録データのファイルを自動的に Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンド

ウで開くこともできます。▶ 4.3 節参照
・ タブウィンドウ内のパネル ( オーバービューパネル、数値パネルなど ) の配置は、記録時

の状態が解析のタブウィンドウにも引き継がれます。

Note
外部からの IS8000 ソフトウェア制御
モーター効率マップ対応などのアドオンアプリケーション作成のため、外部アプリから IS8000 ソフトウェ
アを制御できます。REC START → STOP の繰り返し操作を制御できます。

・ API を使って、外部アプリから IS8000 ソフトウェアの以下の機能を操作できます。
オンラインモニター、
DAQ( データ収集 )

・ START[ 測定開始 ]
・ REC START[ 記録開始 ]
・ HOLD[ ホールド ]
・ STOP[ 測定開始 ]
・ DIVIDE[ 分割 ]

 詳細は、API ユーザーズマニュアル (IM D037-01JA) をご覧ください。
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5.10 積算をスタートする / ストップする

接続対象機器が WT5000 の場合、積算値を表示できます。

この節では、次の操作について説明しています。
・ 積算をスタートする
・ 積算を中断 / ストップする
・ 積算をリセットする

操 作
1.  積算をスタートする前に、次のことを確認してください。

・ 数値 1 または数値 2 パネルに積算値が表示されるように、測定ファンクションやエレメント
を設定してください。▶ 5-20 ページの「数値表示設定」

・ IS8000 ソフトウェアで、WT5000( 以降 WT と略します ) からのデータをモニター ( 測定 ) して
いる状態で、積算をスタートしてください。WT で積算された値が本ソフトウェアに取り込ま
れていない場合は、積算をスタートしても積算値は表示されません。

・ 記録を実行しているときは、積算をスタートできません。

積算をスタートする
2.  Control[ コントロール ] タブ > Integration[ 積算 ] グループの Start[ スタート ] をクリックし

ます。
 WT 本体に装備されている全エレメントの積算がスタートします。

積算を中断 / ストップする
3.  Control[ コントロール ] タブ > Integration[ 積算 ] グループの Stop[ ストップ ] をクリックし

ます。
 WT 本体に装備されている全エレメントの積算が中断します。

設定していた積算時間に達する前に Stop[ ストップ ] をクリックした場合
積算が中断します。このあと Start[ スタート ] をクリックすると、積算の続きを実行します。

中断の状態、あるいは設定していた積算時間に達して積算を終了した場合
Reset[ リセット ] をクリックしてから Start[ スタート ] をクリックすると、積算はリセットされて、
最初から積算をスタートします。
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5.10　積算をスタートする / ストップする

積算をリセットする
4.  Control[ コントロール ] タブ > Integration[ 積算 ] グループの Reset[ リセット ] をクリックし

ます。
 WT 本体に装備されている全エレメントの積算がリセットされます。

・ Reset[ リセット ] をクリックすると、WT 本体の積算データは消えますが、本ソフトウェアに
は積算値が残っています。

・ 本ソフトウェアの数値 1 または数値 2 パネルに積算値を表示している場合、積算値は表示さ
れたままになっています。ただし、再び積算をスタートすると積算値は更新されます。

解 説
積算操作は、接続されたすべての WT5000 のすべてのエレメントに対して実施されます。個別積
算はできません。
有効電力の積算 ( 電力量 )、電流の積算 ( 電流量 )、皮相電力の積算 ( 皮相電力量 )、および無効電
力の積算 ( 無効電力量 ) の値を表示できます。
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5.11 オーバーランインジケータを表示する

オーバーランインジケータで、オーバーランが発生するリスクを確認できます。

操 作

オーバーランインジケータを表示する
1.  Control[ コントロール ] タブ > Indicator[ インジケータ ] をクリックすると、インジケータパ

ネルの表示 / 非表示が切り替わります。

インジケータパネル
測定器ごとにインジケータが表示されます。( 最大 5 個 )
対象機器：DL950、WT5000

現在の状況
リスク中：
リスク大：

グレー/白(0～69 %)
ピンク(70～100 %)

画面の色調
ライト ダーク
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5.12 映像を再生する (FS1 オプション )

測定器と高速度カメラを PC に接続して、高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション ) がアクティベー
ションされているとき、各コマンドを選択できます。
映像と波形の記録と保存ができます。

機能と操作の詳細については、別冊のユーザーズマニュアル (IM IS8000-61JA) をご覧ください。
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第 6 章 

測定器を PC から操作する ( リモート制御 )

この章では、PC から測定器をリモート制御するときの操作について説明しています。
▶ 対象機器と利用可能な通信インタフェースについては、1-10 ページ参照

6.1 測定器を PC から操作する

操 作

リモートコントロール画面の表示
1.  ランチャーの Remote Control をクリックすると、デバイス検索面画が表示されます。
 ▶ 3.2 節参照
2.  対象の測定器を検索して選択したら、Open[ 開く ] をクリックします。測定器との接続が開

始され Remote Control - ( ホスト名 ) のタブウィンドウが表示されます。▶ 3.4 節参照
  測定器の画面が Remote Control パネルに表示されます。測定器のパネルキーは、プロパティ

表示エリアに一覧表示されます。

DL950 を接続した場合の例

パネルキー表示
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6.1　測定器を PC から操作する

WT5000 を接続した場合の例

パネルキー表示

リモートコントロール画面の操作
リモートコントロール画面は、PC のマウスやタッチパネル (PC がタッチパネル対応の場合 )
を使って操作、制御します。

Note
DL850 シリーズを接続した場合、リモートコントロール画面はマウスやタッチパネルを使って操作
できません。
APPs タブから XWirepuller を起動して測定器を接続すると操作可能です。

パネルキーの操作
プロパティ表示エリアで、操作する機能のボタンをクリックします。

解 説

リフレッシュレート
Remote Control のリボンの Tool[ ツール ] タブ > Refresh Rate[ リフレッシュレート ] のドロップ
ダウンリストで、リモートコントロール画面のリフレッシュレートを次の中から選択できます。

100 ms、200 ms、300 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s、10 s
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6.2 測定器のデータを PC に保存する

DL シリーズの測定器と接続した場合、波形データを PC に保存 (ACQ 保存 ) できます。

操 作
1.  Remote Control のリボンの Tool[ ツール ] タブ > Waveform[ 波形 ] をクリックします。名前

をつけて保存のダイアログが表示されます。

2．  ファイルの保存先とファイル名を設定して、保存をクリックします。
 ファイルの種類は、横河測定波形ファイル (*.wdf) で保存されます。

 プログレスバーが表示され、測定器から PC へダウンロードを開始します。
 ダウンロードが完了し、閉じるが表示された場合はクリックします。

3．  保存が完了すると保存完了のメッセージが表示されます。
・ OK をクリックすると、Analysis - ( ファイル名 ) のタブウィンドウが開き、保存したファイルの波形

をオフラインで解析できます。
・ Cancel をクリックするとメッセージが閉じます。

解 説

保存対象波形
リモートコントロール画面に表示されている演算波形を含むすべての波形が対象です。

対応機種
・ DL950
・ DL850 シリーズ
・ DL350
・ DLM5000 シリーズ
・ DLM3000 シリーズ
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第 7 章 

ファイルを管理する

この章では、次の操作について説明しています。
・ 測定器と PC のファイル一覧を表示する
・ ファイルを転送する
・ フラッシュアクイジションで記録したデータをダウンロードする

7.1 測定器と PC のファイル一覧を表示する
この節では、次の操作について説明しています。

・ ファイル、フォルダーのリネーム
・ ファイル、フォルダーの作成と削除

操 作
1.  ランチャーで File Manager を選択します。デバイス検索画面が表示されます。
2.  3.4 節を参照して、測定器と接続します。

 File Manager のリボン、File Manager - ( ホスト名 ) のタブウィンドウ、File Manager パネルが表示され
ます。

File Manager パネル
ファイル一覧のソートを実行

測定器内のファイル一覧

PC内のファイル一覧

選択したファイルの概要表示

上位の階層に移動

PC内の操作対象
ファイル、フォルダーのアドレス

ファイルの概要表示
PC 上のファイルを選択すると、ファイルの概要情報 ( パス、ファイル名、ファイルサイズ、アク
セス日時、コメント ) が表示されます。
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7.1　測定器と PC のファイル一覧を表示する

File Manager のリボン
File Manager タブ

グループ / コマンド 説明
Operation

Create Directory 新規ディレクトリ ( フォルダー ) を作成します。
フォルダーを選択しているときに有効です。

Rename PC 上のフォルダー名やファイル名を変更できます。
PC 上のフォルダー / ファイルを選択しているときに有効です。

Updated File Manager パネルのファイル一覧の表示を更新します。
Delete 選択したファイル / フォルダーを削除します。

ファイルを選択しているときに有効です。
Delete all Flash ACQ フォルダー内のデータをすべて削除します。

Flash ACQ フォルダーを選択しているときに有効です。▶ 7.3 節
Upload PC から測定器にファイルを転送します。

PC 上のフォルダー / ファイルを選択しているときに有効です。
Download 測定器から PC にファイルを転送します。

測定器上のファイルを選択しているときに有効です。

フォルダーの作成
File Manager タブ > Create Directory をクリックすると、フォルダー名入力のダイアログボックス
が表示されます。フォルダー名を入力して OK をクリックします。

Note
・ フォルダーは、ファイル一覧内のカレントディレクトリ配下に作成されます。
・ フォルダー名およびアップロードファイル名に使用できるのは、アスキー文字 ( 英数字など ) だけです。

ファイル、フォルダーのリネーム
1.  PC 内のファイル一覧で、操作対象のファイルまたはフォルダーを選択します。
2.  File Manager タブ > Rename をクリックすると、フォルダー名入力のダイアログボックスが

表示されます。フォルダー名を入力して OK をクリックします。

ファイル一覧の更新
File Manager タブ > Updated をクリックすると、ファイル一覧の表示が最新の状態に更新されま
す。
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7.1　測定器と PC のファイル一覧を表示する

ファイル、フォルダーの削除
1.  ファイル一覧で操作対象のファイルまたはフォルダーを選択します。
2.  File Manager タブ > Delete をクリックすると、削除確認のメッセージが表示されます。
3.  OK をクリックすると、手順１で選択したファイルまたはフォルダーが削除されます。

Note
ファイル操作のポップアップメニュー
ファイル一覧の右欄で、ファイル、フォルダーを選択して右クリックすると、ポップアップメニューが表
示されます。次の操作を選択できます。
メニュー項目 操作
Create Directory フォルダーの作成。次のフォルダ名は使用できません。AUX、CON、PRN、NUL、

CLOCK、COM0 ～ COM9、LPT0 ～ LPT9
Rename PC 上のファイル、フォルダーを選択したときに操作可
Reload 最新の情報に更新
Delete ファイル、フォルダーを選択したときに操作可
Download 測定器内部のファイルを選択したときに操作可
Upload PC 上のファイルを選択したときに操作可

  

測定器内部のファイルを選択したとき

PC上のファイルを選択したとき
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7.2 ファイルを転送する

この節では、次の操作について説明しています。
・ ファイルのダウンロード ( 機器→ PC)
・ ファイルのアップロード (PC →機器 )

操 作

ファイルのダウンロード ( 機器→ PC)
1.  7.1 節を参照して、File Manager パネル下段の PC 内のファイル一覧から保存先のフォルダー

を選択するか、保存先を入力します。

2.  上段の測定器内のファイル一覧から、ダウンロードするファイルを選択します。
3.  File Manager タブ > Download をクリックします。測定器から PC にファイルが転送されます。

ファイルのアップロード (PC →機器 )
1.  7.1 節を参照して、File Manager パネル上段の測定器内のファイル一覧から保存先のフォル

ダーを選択します。

2.  下段の PC 内のファイル一覧から、アップロードするファイルを選択します。
3.  File Manager タブ > Upload をクリックします。PC から測定器にファイルが転送されます。
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7.3 フラッシュアクイジションで記録したデータをダ
ウンロードする

この節では、次の操作について説明しています。
・ 記録データのダウンロード (DL950 → PC) と MDF ファイル変換
・ Flash ACQ フォルダーと記録データの操作

Delete all (Flash ACQ フォルダーを選択したときだけ有効 )

フラッシュアクイジションは、DL950 に専用フラッシュメモリー (/ST2 オプション ) を搭載時に使
用できる波形取り込みの機能です。取り込まれた波形は、DL950 の専用フラッシュメモリーに記
録データとして保存されます。詳細は、DL950 のマニュアルをご参照ください。

DL950 と接続している場合、専用フラッシュメモリーの記録データを PC にダウンロードできます。
ダウンロードした記録データは MDF ファイルに変換されます。

Note
・ DL950 が外部クロックの場合、記録データのダウンロードはできません。
・ DL950 の操作モードがメモリーレコーダモードの場合、記録データのダウンロードはできません。スコー

プモードに切り替えてダウンロードしてください。

操 作

記録データのダウンロード (DL950 → PC) と MDF ファイル変換
1.  7.1 節を参照して、File Manager パネル下段の PC 内のファイル一覧から保存先のフォルダー

を選択するか、保存先を入力します。

2.  上段の DL950 内のファイル一覧から、FLAS(Flash ACQ フォルダー ) を選択します。
 上段の右側に、専用フラッシュメモリーの記録データが一覧表示されます。
3.  ダウンロードする記録データを選択します。
4.  File Manager タブ > Download をクリックします。記録データが DL950 の専用フラッシュメ

モリーから PC に転送され、MDF ファイルに変換されます。
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7.3　フラッシュアクイジションで記録したデータをダウンロードする

Note
ポップアップメニュー
データ一覧の右欄で、データを選択して右クリックすると、ポップアップメニューが表示されます。
次の操作を選択できます。
メニュー項目 操作
Reload 最新の情報に更新
Download Flash ACQ フォルダーの記録データを選択したときに操作可

   
記録データを選択FLAS(Flash ACQフォルダー)

を選択

Flash ACQ フォルダーと記録データの操作
・ 記録データやファイルを、PC から Flash ACQ フォルダーにアップロードすることはできません。
・ 記録データのリネームはできません。

記録データをすべて削除
1.  7.1 節を参照して、上段の DL950 内のファイル一覧から、FLAS(Flash ACQ フォルダー )

を選択します。
 Delete all のコマンドが有効になります。
2.  File Manager タブ > Delete all をクリックします。
 Flash ACQ フォルダー内の記録データがすべて消去されます。

Note
記録データを個別に削除することはできません。
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第 8 章 

レポートを作成する (RP1 オプション )

この章では、レポートを作成するアプリケーション * の操作について説明しています。
読み込んだ波形データの測定 / 解析条件、波形を、報告書様式で 1 つの用紙サイズにまとめて出力で
きます。レポートに表示する項目を選択して、レイアウトを自由に設定できます。複数の異なる測定
データのレポートを同じレイアウトで一括して出力することもできます。

* RP1、自動レポート作成オプション

8.1 レポート作成の概要

レポート作成の流れ
・ レポートの対象データファイルを表示する 4 章
・ レポートのテンプレートを作成する  8.2 節
・ パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する  8.3 節
・ レポートの内容を編集する   8.4 節
・ レポートの出力 ( 印刷、ファイル出力 )  8.5 節

操 作

ファイルの読み込みと表示
1.  レポートの対象となる測定データを読み込んで解析します。

オフラインで測定データのファイルを読み込む
ランチャーの File Open または起動画面の File[ ファイル ] タブ > Open[ 開く ] をクリックして、
ファイルを読み込みます。

測定データの解析結果を表示する
ズーム、カーソル値など、読み込んだ測定データのレポート作成に必要な情報を画面に表示
します。(2.1 節、4 章参照 )

レポート作成のアプリケーションの起動
2.  APPs タブ > の Report[ レポート ] をクリックします。
  レポート作成のアプリケーションが起動します。レポートエディタのツールバーと画面が、

新しいウィンドウで表示されます。
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8.1　レポート作成の概要

レポートエディタ画面
3.  初回はテンプレートを新規作成します。
4.  レイアウト画面では、レポートに表示する項目をパーツパネルから選択して配置します。
5.  プレビュー画面では、実際に表示されるイメージを確認して、プレビュー設定パネルで各パー

ツの表示内容を設定します。

ページパネル

ページパネル

パーツパネル

レイアウト設定パネル

プレビュー設定パネル
プレビューパネル

ツールバー

プレビュー画面を表示する

レイアウト画面を表示する

・ レイアウト画面

・ プレビュー画面

ツールバー
新規テンプレートの作成

テンプレートの複製

テンプレートの選択
レポート作成のバッチ処理

レポートのプリント

レポートをファイルに出力
テンプレートの削除

画面の表示を切り替え
レイアウト画面とプレビュー
画面の表示を切り替えます。
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8.1　レポート作成の概要

解 説

テンプレート
レポートによく使う項目のパーツを組み合わせてレイアウトを設定し、テンプレートとして保存
できます。保存されたテンプレートは、テンプレートの選択ボタンのメニューから選択できます。
作成したテンプレートは、複製、削除できます。

レイアウト画面
ページパネル
作成したページのレイアウトがサムネイルで表示されます。  をクリックして新たにレイア
ウトを追加したり、  をクリックして選択したレイアウトを削除したりすることもできます。
レイアウトを追加すると、新規レイアウト設定ダイアログが表示され、レポートサイズや向き、
レポートのタイトルなどを設定できます。
右上の  をクリックすると、表示エリアを最小化できます。

レイアウト設定パネル
レポートに表示する項目 ( パーツ ) のレイアウトを、ページごとに設定できます。
画面右側のパーツパネルでパーツを選択して、レイアウト設定パネル上にドラッグ＆ドロッ
プで配置します。配置したパーツを移動したり、削除したりすることもできます。

パーツパネル
レポートに表示するテキスト、イメージ、数値などの項目が一覧表示されています。
テンプレートパーツ (Template Parts) 

・ Waveform Analysis[ 波形解析 ] (2 × 2、4 × 4）
・ Measure Result[ 測定結果 ] (2 × 4、4 × 4）
・ Comment[ コメント ] (1 × 2、2 × 2）
・ Picture[ 図 ] (2 × 2、4 × 4）
カスタムパーツ (Custom Parts)
新しいパーツを作成することもできます。

プレビュー画面
ページパネル
作成したレポートのページのプレビューが、画面左側にサムネイルで表示されます。レイア
ウトの追加 / 削除などの操作は、レイアウト画面のページパネルと同様です。

プレビューパネル
実際に出力されるレポートと同じイメージが画面中央に表示されます。
右上の  をクリックすると、表示が更新されます。

プレビュー設定パネル
レポートのページごとに、ヘッダーを設定できます。
プレビューパネルに表示されている各パーツの内容 ( プロパティ ) を設定できます。
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8.1　レポート作成の概要

レポート作成のバッチ処理
既存のテンプレート ( レイアウト ) を選択して、同じ構成の複数の測定ファイルから同じレイアウ
トのレポートをまとめて作成できます。▶ 8.6 節参照

レポートのプリント (Print)
▶ 8.5 節参照

レポートをファイルに出力 (Export to File)
Excel、Word、PDF のファイル形式のファイルとして出力できます。
▶ 8.5 節参照
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8.2 レポートのテンプレートを作成する

ここでは、レポートのテンプレートを作成する手順について説明しています。
・ テンプレートを新規作成する
・ パーツを配置 ( レイアウト ) する
・ ヘッダーの設定
・ レイアウトの追加、複製、削除
・ テンプレートの複製、削除

操 作
1.  APPs タブ > の Report[ レポート ] をクリックします。
  レポート作成のアプリケーションが起動します。レポートエディタのツールと画面が、新し

いウィンドウで表示されます。

テンプレートの新規作成
2.  レポートエディタ画面のツールバー > New Template[ テンプレート新規作成 ] をクリックし

ます。次のダイアログが表示されます。

  1 ページ目のタイトルを入力

レポートのサイズ(A4) レポートの向き(タテ、ヨコ)

確認ボタン 取り消しボタン

テンプレート名を入力

3.  レポートのサイズ、向き、1 ページ目のタイトル、テンプレート名を入力して、Confirm[ 確認 ]
をクリックします。レイアウト画面が表示されます。
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8.2　レポートのテンプレートを作成する

レイアウト画面

  

ページパネル

パーツパネル

レイアウト設定パネル

・ ページパネル：白紙のサムネイルが 1 ページ目として表示されます。
 ：レイアウト追加
：レイアウト複製
 ：レイアウト削除

・ レイアウト設定パネル
 １ページを 32 (8 × 4) 枠に分割したグリッドが表示されます。1 枠がパーツの配置の最小サイズです。

・ パーツパネル
 Template Parts[ テンプレートパーツ ] をクリックして、パーツの一覧を展開します。[n × n] は各パー

ツのサイズを表します。

パーツを配置する
4.  つぎの 2 通りの方法でパーツを配置できます。

・ ダブルクリック
  パーツパネル上でパーツをダブルクリックすると、自動でレポートの左上から配置可能な領域を探し、

配置されます。配置可能な領域が無い場合は、配置できません。

・ ドラッグ＆ドロップ
  パーツパネルでパーツを選択して、左側のレイアウト設定パネルにドラッグ＆ドロップすると、レポー

トにパーツが配置されます。

 すでに配置されているパーツのレイアウトを編集する場合は、8.3 節を参照してください。

5.  ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリックします。プレビュー画面が表示
されます。
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8.2　レポートのテンプレートを作成する

プレビュー画面

  

ページパネル
プレビュー設定パネル

プレビューパネル

・ ページパネル：1 ページ目のプレビューがサムネイルで表示されます。
 ：レイアウト追加
：レイアウト複製
 ：レイアウト削除

・ プレビューパネル
 実際にレポートに表示される内容がプレビュー表示されます。表示内容を確認できます。

：測定データの表示を更新できます。

・ プレビュー設定パネル：プレビューの表示を見ながら、各パーツの表示内容を編集できます。
 ▶ 8.4 節参照

6.  パーツのレイアウトを変更する場合は、ツールバーの Go to Layout[ レイアウトに移動 ] をク
リックしてレイアウト画面に表示を切り替えて編集します。編集の詳細は、▶ 8.3 節参照

ヘッダーの設定
7.  1 ページ目のロゴ、レポートのタイトル、ページ番号の表示などを設定します。

 

レポートのタイトルを入力

会社ロゴ ( 大 ) のチェックボックス

会社ロゴデータの参照先を設定

ページ番号の表示ON/OFF

ヘッダー設定欄を折り畳む

会社ロゴの表示ON/OFF

横河ロゴの表示ON/OFF

会社ロゴデータの参照先
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8.2　レポートのテンプレートを作成する

会社ロゴを設定した場合の表示例

  

会社ロゴの表示位置 タイトル

ページ番号

会社ロゴ ( 大 ) のチェックボックスをチェックしたとき

8.  各パーツの表示内容を設定します。▶ 8.4 節参照

レイアウトの追加
１.  レイアウト画面またはプレビュー画面のページパネル左側の  をクリックします。次の画面

が表示されます。

   

レポートのサイズ
レポートの向き(タテ、ヨコ)

確認ボタン 取り消しボタン

ヘッダーのタイトルを入力

2.  追加するレイアウトのサイズ、レポートの向きを選択します。
3.  追加するレイアウトのヘッダーのタイトルを入力して、Confirm をクリックします。

白紙のページが、２ページ目に追加されます。

パーツを配置する
4.  プレビュー画面が表示されている場合は、ツールバーの Go to Layout[ レイアウトに移動 ] を

クリックしてレイアウト画面に表示を切り替えます。

5.  パーツを配置します。▶ 8-6 ページ参照
6．  ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリックしてプレビュー画面に表示を切

り替えます。

7.  表示内容を確認します。
8.  必要に応じて、2 ページ目のヘッダーの設定 ( ▶前項参照 )、各パーツの表示内容を編集します。

▶ 8.4 節参照
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8.2　レポートのテンプレートを作成する

レイアウトの複製
1.  レイアウト画面またはプレビュー画面のページパネルで、複製元のページのサムネイルを選

択します。

2.  ページパネル左側の  をクリックします。次の画面が表示されます。

   
ヘッダーのタイトルを入力

確認ボタン

3.  ヘッダーのタイトルを入力して、Confirm[ 確認 ] をクリックします。レイアウトが複製され、
サムネイルの末尾に表示されます。

4.  レイアウトを編集する場合は、ツールバーの Go to Layout[ レイアウトに移動 ] をクリックし
てレイアウト画面に表示を切り替えて編集します。▶ 8.3 節参照

5.  必要に応じて、複製したページのヘッダーの設定 ( ▶前ページ参照 )、各パーツの表示内容を
編集します。▶ 8.4 節参照

レイアウトの削除
1.  レイアウト画面またはプレビュー画面のページパネルで、削除するレイアウトのサムネイル

を選択します。

2.  ページパネル左側の  をクリックします。確認メッセージが表示されます。
3.  はい (Y) をクリックします。選択中のレイアウトが削除されます。

テンプレートの複製
1.  ツールバーの Copy Template[ テンプレートコピー ] をクリックすると、新しいテンプレート

名の入力を要求するダイアログが表示されます。

2.  テンプレート名を入力して、Confirm[ 確認 ] をクリックします。表示中のテンプレートが、
新しいテンプレート名で複製されます。

テンプレートの削除
1.  ツールバーの Delete Template[ テンプレート削除 ] をクリックします。確認メッセージが表

示されます。

2.  はい (Y) をクリックします。表示中のテンプレートが削除されます。
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8.2　レポートのテンプレートを作成する

解 説

テンプレート、レイアウトの保存
レイアウトや各パーツの表示内容を編集すると、選択したレイアウトおよびテンプレートに上書
き保存されます。
▶ 8.3 節、8.4 節
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8.3 パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する

操 作

レイアウト画面を表示する
1.  8-2 ページを参照して、レポートエディタ画面のツールバーのテンプレートの選択ボタンを

クリックして、編集の対象とするテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのレイアウトが、画面に表示されます。

2.  ツールバーの Go to Layout[ レイアウトに移動 ] をクリックします。レイアウト画面が表示さ
れます。

・ パーツパネルの、Template Parts[ テンプレートパーツ ] をクリックして、パーツ一覧を展開します。

・ テンプレートパーツに希望する項目がない場合は、Custom Parts[ カスタムパーツ ] で、新しいパー
ツを作成できます。▶ 8-14 ページを参照

パーツの新規作成
テンプレートパーツ一覧を展開

パーツを配置する
3.  つぎの 2 通りの方法でパーツを配置できます。

・ ダブルクリック
  パーツパネル上でパーツをダブルクリックですると、レポートの左上から配置可能な領域を探し、自

動で配置されます。配置可能な領域が無い場合は、配置できません。

・ ドラッグ＆ドロップ
  パーツパネルでパーツを選択して、左側のレイアウト設定パネルにドラッグ＆ドロップすると、レポー

トにパーツが配置されます。

  

スクロールバー

ページパネル パーツパネルレイアウト設定パネル
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8.3　パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する

パーツを移動する
3.  配置済みのパーツをレイアウト設定パネルの配置可能な領域にドラッグ & ドロップすると、

パーツが移動されます。

パーツを削除する
3.  つぎの 2 通りの方法でパーツを削除できます。

・ ダブルクリック
 レポートに配置済みのパーツをダブルクリックすると、パーツが削除されます。

・ ドラッグ＆ドロップ
 レポートに配置済みのパーツをパーツパネルにドラッグすると、ゴミ箱マークが表示されます。パー

ツをドロップすると、パーツが削除されます。

   

ゴミ箱マークが表示されて、
パーツパネルが水色になったら、
パーツをドロップします。

パーツの表示内容を確認する
4.  ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリックします。プレビュー画面が表示

されます。
 各パーツの表示内容を設定します。▶ 8.4 節参照
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8.3　パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する

解 説

レイアウト設定パネル
レイアウト設定パネルの配置エリアは、以下のように分割されます。

列：4分割

行：8分割

テンプレートパーツのサイズ
[ 1 × 2 ]

[ 2 × 2 ]

[ 2 × 4 ]

[ 4 × 4 ]

レポートパーツ
次のパーツを選択できます。

テンプレートパーツ (Template Parts)
パーツ名 サイズ * 内容
波形解析 ( 小 ) 2 ×２ 小さいサイズの波形を表示します。
波形解析 ( 大 ) 4 × 4 大きいサイズの波形を表示します。
測定結果 ( 小 ) 2 × 4 測定結果を表示します。
測定結果 ( 大 ) 4 × 4 測定結果を表示します。
コメント ( 小 ) 1 ×２ 小さいサイズのコメントを表示します。
コメント ( 大 ) 2 ×２ 大きいサイズのコメントを表示します。
Picture( 小 ) 2 ×２ 小さいサイズの画像を表示します。
Picture( 大 ) 4 × 4 大きいサイズの画像を表示します
* パーツのサイズは上図を参照。
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8.3　パーツ ( 項目 ) のレイアウトを編集する

カスタムパーツ (Custom Parts)
独自のパーツを作成できます。
パーツの新規作成
1.  New Part[ 新規パーツ ] をクリックすると、次のダイアログが表示されます。

  

パーツの行 (1 ～ 8)

パーツの列 (1 ～ 4)

パーツの形式 (Comment、Waveform 
Analysis、Measure Result、Picture)

確認ボタン 取り消しボタン

パーツについての説明を入力 ( 半角 50 文字まで )

パーツ名を入力 ( 半角 25 文字まで )

2.  パーツのサイズ ( 行、列 )、形式、パーツ名、パーツの説明を設定して、Confirm[ 確認 ]
をクリックします。

3.  Custom Parts[ カスタムパーツ ] をクリックして、パーツ一覧を展開します。作成したパー
ツがパーツ一覧に追加されていることを確認できます。

  

パーツを編集

パーツを削除

パーツを選択すると、パーツを編集 /
削除するアイコンが表示されます。
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8.4 レポートの内容を編集する

操 作

プレビュー画面を表示する
1.  8-2 ページを参照して、レポートエディタ画面のツールバーのテンプレートの選択ボタンを

クリックして、編集の対象とするテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのレイアウトが、画面に表示されます。

2.  必要に応じて、レイアウトを編集します。▶ 8.2 節、8.3 節参照
3.  ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリックします。プレビュー画面が表示

されます。

編集するパーツの名称
を選択すると、情報設
定領域が展開します。

ページパネル
プレビュー設定パネル

プレビューパネル

編集するパーツを選択する
4.  プレビュー設定パネル上で、編集するパーツの名称をクリックします。

・ パーツの情報設定領域が折り畳まれている場合、クリックすると展開されます。
 パーツの情報設定領域が展開されている場合、パーツの名称をクリックすると折り畳まれます。

・ プレビューパネル上の該当するパーツが青い枠で囲まれます。

各項目を設定する
5.  レポートパーツの各項目を設定します。
 設定した項目の内容が、プレビューパネルの表示に反映されます。
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8.4　レポートの内容を編集する

解 説

各レポートパーツの設定
ヘッダー (Header)

項目 内容
Header Title 
[ ヘッダータイトル ]

レポートのタイトルを入力します。半角 25 文字まで。

Page Information 
[ ページ情報 ]

ページ番号の表示 / 非表示を設定します。
ON： レポートの右上に、（現在のページ )/( 総ページ数 ) 形式でペー

ジ番号が表示されます。
OFF：ページ番号は表示されません。

Yokogawa Logo 
[ 横河ロゴ ] 

弊社ロゴの表示 / 非表示を設定します。 
ON： レポートの右上に弊社ロゴが表示されます。
OFF：弊社ロゴは表示されません。

Corporation Logo[ 会社ロゴ ] 指定したロゴをレポートの左上に表示できます。
ON： 会社ロゴが表示されます。ロゴの画像データを指定した場合に

有効です。
OFF：会社ロゴは表示されません。

会社ロゴデータの参照先 ロゴデータの参照先が表示されます。
ロゴの画像データを指定します。
選択できるファイル形式：png、bmp

Large Corporation Logo 
[ 会社ロゴ ( 大 )] 

ロゴの画像データを指定した場合に有効です。
ON： レポートの左上にロゴが少し大きく表示されます。
OFF：レポートの左上にロゴが表示されます。

* ロゴの表示位置については、8.2 節をご参照ください。

波形解析 (Waveform Analysis)

項目 内容
Waveform Type[ 波形の種類 ] レポートに表示する波形の種類を選択します。

・ Overview[ オーバービュー ]
・ View1[ ビュー 1]
・ View2[ ビュー 2]
・ View3[ ビュー 3]
・ View4[ ビュー 4]
・ History
・ DualCapture
・ XY1

・ XY2
・ Video1[ ビデオ 1]
・ Video2[ ビデオ 2]
・ FFT View[FFT 表示 ]
・ Zoom1[ ズーム 1]
・ Zoom2[ ズーム 2]
・ [FFT] History

： クリックすると、波形のプレビューが更新されます。
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8.4　レポートの内容を編集する

測定結果 (Measurement Result) 

項目 内容
Result[ 測定結果 ] 表示する測定結果を選択します。

・ 垂直カーソル
・ 水平カーソル
・ 測定結果
・ [FFT] 垂直カーソル
・ [FFT] 水平カーソル

： クリックすると、測定結果のプレビューが更新されます。
Font Size[ 文字サイズ ] 文字サイズ (6 pt ～ 72 pt) を設定します。

コメント

 

コメント入力エリア

確認ボタン
取り消しボタン

コメント編集ダイアログ

パレット

項目 内容
Edit[ 編集 ] コメントの編集ダイアログが表示されます。

コメント入力エリア コメントを入力して書式設定を確認できます。
Font family[ フォント名 ]* Font family[ フォント名 ]* 書体をコンボボックスから選択します。
Font Size[ 文字サイズ ]* Font Size[ 文字サイズ ]* 文字サイズ (6 pt ～ 72 pt) を設定します。
Horizontal[ 横位置 ]* Horizontal[ 横位置 ]* 左詰め、中央揃え、右詰めから選択します。
Vertical[ 縦位置 ]* Vertical[ 縦位置 ]* 上詰め、中央揃え、下詰めから選択します。

Confirm[ 確認 ] 編集ダイアログの設定が確定されます。
Cancel[ 取り消し ] 編集ダイアログの設定が取り消されます。

Font[ 文字色 ] 文字の色をパレットで設定します。
Background[ 背景色 ] 背景の色をパレットで設定します。

* コメントの情報設定領域とコメント編集ダイアログの設定は連動しています。
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8.4　レポートの内容を編集する

図 (Picture)

 

 

項目 内容
図の画像データの参照先 図のデータの参照先が表示されます。

図の画像データを指定します。
選択できるファイル形式：png、bmp
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8.5 レポートを出力する

レポートを印刷、または Excel、Word、PDF のファイル形式で出力する手順について、説明して
います。

操 作

プレビュー画面を表示する
1.  8-2 ページを参照して、レポートエディタ画面のツールバーのテンプレートの選択ボタンを

クリックして、出力の対象とするテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのレイアウトが、画面に表示されます。

2.  必要に応じて、レイアウトを編集します。▶ 8.2 節、8.3 節参照
3.  レイアウトの編集が完了したら、ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリッ

クします。プレビュー画面が表示されます。
ツールバーの Batch[ バッチ ]、Print[ 印刷 ]、Export to File[ エクスポート ] が有効になります。

テンプレートの選択
レポート作成のバッチ処理

レポートのプリント

レポートをファイルに出力

画面の表示を切り替え
レイアウト画面とプレビュー
画面の表示を切り替えます。

プリンターで印刷する場合
4.  ツールバーの Print[ 印刷 ] 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。

  

印刷ボタン

詳細設定
選択したプリンターの印刷設定ダイアログ
ボックスが表示されます。

プリンターを選択

5.  プリンターを選択して、詳細設定をクリックします。
 選択したプリンターの印刷設定ダイアログボックスが表示されます。

6.  用紙の選択、印刷の向きなどを設定し、OK をクリックします。プリンターの印刷設定ダイア
ログボックスが閉じます。
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8.5　レポートを出力する

7.  印刷ダイアログボックスの印刷をクリックします。
プレビュー画面と同じイメージで、レポートが印刷されます。

Note
プリンターの印刷設定は、ご使用のシステム環境に従って設定してください。

ファイルに出力する場合
出力形式を選択する
4.  ツールバーの Export to File[ エクスポート ] をクリックして、出力形式を選択します。

Excel (.xlsx)、Word (.docx)、PDF (.pdf) のファイル形式を選択できます。
名前を付けて保存のダイアログボックスが表示されます。

5.  ファイルの出力先とファイル名を設定して、Save[ 保存 ] をクリックます。

  

保存ボタン

ファイル名を入力

6.  ファイルの出力に成功するとメッセージが表示されるので、OK をクリックします。
プレビュー画面と同じイメージで、レポートのファイルが保存されます。

Note
PDF ファイルをプリンターで印刷した場合、内容が乱れる場合があります。その場合は、ご使用のプリンター
の印刷設定ダイアログボックスで「画像として印刷」にチェックを入れて印刷してください。
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8.6 複数のレポートをまとめて作成する

複数の異なる測定データのレポートを、同じレイアウトで一括して出力する手順について、説明
しています。

操 作

プレビュー画面を表示する
1.  8-2 ページを参照して、レポートエディタ画面のツールバーのテンプレートの選択ボタンを

クリックして、バッチ ( 一括 ) 出力の対象とするテンプレートを選択します。
選択したテンプレートのページが、画面に表示されます。

2.  必要に応じて、レイアウトを編集します。▶ 8.2 節、8.3 節参照
3.  レイアウトの編集が完了したら、ツールバーの Go to Preview[ プレビューに移動 ] をクリッ

クします。プレビュー画面が表示されます。
ツールバーの Batch[ バッチ ]、Print[ 印刷 ]、Export to File[ エクスポート ] が有効になります。

4.  ツールバーの Batch[ バッチ ] をクリックします。画面右側に出力ファイルリストが表示され
ます。

  

ファイルリストを消去

ファイルをリストに追加

ページパネル
出力ファイルリスト

プレビューパネル

ファイルをリストに追加する
5.  Add[ 追加 ] をクリックします。ファイルを開くダイアログボックスが表示されます。
6．  バッチ出力の対象とするファイルを選択して、開くをクリックします。

・ 選択できるファイル形式は、WDF、MDF 形式です。
・ 複数のファイルを選択できます。

 選択したファイルの名称と Path( 参照先 ) が、出力ファイルリストに表示されます。
・ Clear[ 削除 ] をクリックすると、ファイルリストに表示されているファイル名と参照先がすべて消去

されます。
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8.6　複数のレポートをまとめて作成する

ファイルを出力
出力形式を選択する
7.  ツールバーの Export to File[ エクスポート ] をクリックして、出力形式を選択します。

Excel (.xlsx)、Word (.docx)、PDF (.pdf) のファイル形式を選択できます。
レポートの出力先設定のダイアログボックスが表示されます。

書き出し先のフォルダーを指定する
8.  ファイルを出力するフォルダーを選択して、フォルダーの選択をクリックします。

・ ファイル書き出しのプログレスバーが表示されます。
・ すべてのファイルの書き出しが完了すると、書き出し先として指定したフォルダが開きます。書き出

されたレポートのファイルを確認してください。
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第 9 章 

トラブルシューティングとライセンス管理

この章では、操作 / 設定、ライセンスの管理で困ったときの対処方法や保守に関連する操作について
説明しています。
画面にメッセージが表示されているときは、9.2 節をご覧ください。サービスが必要なとき、または
対処方法どおりにしても正常に動作しないときは、お買い求め先にご連絡ください。

9.1 困ったときのヒント

操作 / 設定
内容 考えられる原因 / 対処方法
測定器と接続できない ・ USB ケーブルまたはイーサネットケーブルが正しく接続されて

いない可能性があります。ケーブルを正しく接続してください。
・ イーサネットで接続している場合、指定した IP アドレスと測定

器の IP アドレスが異なっている可能性があります。測定器の
ディスプレイを操作して、設定されている IP アドレスを確認し
てください。

・ 測定器の電源スイッチが OFF の場合、接続できません。測定器
の電源スイッチを ON にしてください。

DAQ 中にオーバーランエラーが表示さ
れ、記録が停止する

PC のスペックや負荷状況によりオーバーランが発生しやすくなり
ます。
[ オーバーランが発生しやすい PC 条件 ]

・ CPU 使用率が 50 % 以上
・ メモリー使用量が物理メモリー量より多い ( メモリースワップ

の発生 )
・ ディスクのアクティブな時間が 50 % 以上 (SSD の発熱による性

能低下 )
以下の対応をご検討ください。

・ Remote Control や File Manager など他の機能を起動しない
・ 各記録チャネルのサンプルレートを下げる
・ 記録するチャネル数を減らす
・ ウィルス対策ソフトウェアを無効にする

DAQ ウィザードで設定したチャネル設
定、DAQ 設定を再度表示したい

・ チャネル設定は、Monitor[ モニタ ] のリボン > Monitor[ モニタ ]
タブ > Channel Setting[ チャネル設定 ] から表示できます。

・ DAQ 設定は、Monitor[ モニタ ] のリボン > Control タブ > DAQ 
Setting[DAQ 設定 ] から表示できます。

ロジックのカーソル値が *** マークにな
る

ビット数が多くて有効桁が隠れている可能性があります。カーソ
ル値の表示枠を広げてください。

ヒストリ波形の FFT バーが表示されない ・ ヒストリ波形の FFT はヒストリごとに実施するため、
Waveform Analysis[ 解析 ] のリボン >View[ 表示 ] > History[ ヒ
ストリー ] から表示できる History パネル上に、FFT バーが表示
されます。

・ ヒストリ波形とヒストリではない波形を同軸で表示していると
きは FFT 演算が実行できません。

▶ 4.10 節参照
デュアルキャプチャのサブ側のメジャー、
Math、FFT ができない

デュアルキャプチャのサブ側はメジャー、Math、FFT の対象外です。
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9.1　困ったときのヒント

内容 考えられる原因 / 対処方法
オンラインモニターでズームしても詳細
な拡大波形を確認できない。

オンラインモニターの波形は Peak-to-Peak 波形を利用して表示し
ているためです。一定点数の範囲が波形表示画面の解像度の 1 ドッ
トを超える場合は、最大と最小値が連続して表示されます。
次のどちらかの方法で確認できます。

・ 数秒間、Rec[ 記録 ] してオフライン解析で確認する。
・ Remote Control で Trigger Mode をクリックし、トリガモード

で波形を確認する。
 トリガモードに変更した場合、オンラインモニターで Start[ 測

定開始 ] または Rec[ 記録 ] すると、自動的に FreeRun モードに
戻ります。

波形を分割 (Split) 表示しているとき、そ
れぞれの波形の高さを自由に変更したい

プロパティで Split[ 分割 ] をチェックしている状態で Auto[ 自動 ]
を解除すると、波形の表示領域の高さを個別に変更できます。

測定 / 記録開始時にパラメータ初期化エ
ラーが表示される

メモリーが不足している可能性があります。次の方法をご検討く
ださい。

・ チャネル数を減らす。
・ モニターの表示時間を短くする、サンプルレートを低くする。
・ WT の波形表示データ (PP 波形 ) の場合は T/DIV を長くする。

ライセンス管理
内容 考えられる原因 / 対処方法
ライセンスコードの管理 ライセンス証書 ( 製品情報シート ) を保管してください。

本ソフトウェア上でもライセンスコードを表示できますが、ライ
センス証書の保管を推奨いたします。

ベースライセンスコードとは？ 最初にライセンス認証 ( アクティベーション ) されたライセンス
コードです。
▶ 9-15 ページ参照

サブスクリプションライセンスの利用有
効期間内にライセンスの更新、またはオ
プションを追加しました。ライセンス
コードはどうなりますか？

新たに追加されたライセンスコードは、ベースライセンスコード
に統合され、現在のベースライセンスコードが引き続き代表のラ
イセンスコードとなります。

異なるライセンスモデルでアクティベー
ションできますか？

サブスクリプションライセンスモデルを買い切りライセンスモデ
ルで、またその逆の場合も、異なるライセンスモデルでのアクティ
ベーションはできません。

オンラインとオフライン時のアクティ
ベーション方法

アクティベーション画面は、PC の接続状態によって自動で切り替
わります。

アクティベーション期限 ( アクティベー
ションを実行可能な期間 ) はいつまでで
すか ?

ライセンスを購入してから 13 ヵ月はアクティベーションが有効で
す。これ以降はアクティベーション不可のため、再度ライセンス
の購入が必要です。

ライセンス期限はどこで確認できます
か？

IS8000 ソフトウェアの Help[ ヘルプ ] メニュー > License[ ライセ
ンス ] で、ライセンス情報表示画面を表示することで確認できます。

2 台目の PC に 1 台目のライセンス情報
を移す方法

2 台目の PC で、IS8000 ソフトウェアのライセンス情報表示画面
から Update[ 更新 ] の操作をすると、1 台目のライセンス情報を
取得できます。
▶ 9.5 節参照

1 ライセンスによる 2 台の PC に、別々
のオプションを追加できますか？

2 台の PC は同一ライセンスのため、常に同一のオプション構成と
なります。1 台目の PC にオプションを追加すると、2 台目の PC
にも同じオプションが追加されます。
2 台の PC でアクティベーション後、1 台目の PC にオプションを
追加すると、2 台目の PC では Update[ 更新 ] することで同じオプ
ションが追加されます。
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9.1　困ったときのヒント

内容 考えられる原因 / 対処方法
別の PC で使いたい場合

・ 通常 まず、使用をやめる PC でディアクティベーションをします。次に、
これから使用する PC でアクティベーションをしてください。

・ PC に Windows を再インストール
するとき

Windows を再インストールする前に、本ソフトウェアのディアク
ティベーションをします。次に Windows を再インストールした
PC で、本ソフトウェアのアクティベーションをしてください。

・ PC が壊れたとき 保有するライセンス数がすべて消費されている場合、別の PC で
使用することができません。その場合は、カスタマーセンターに
ご連絡ください。

使用中の PC が壊れたが復旧した場合 復旧した PC でアクティベーションを実行すると、ライセンスサー
バーからライセンス情報を取得できます。

オプション機能 (IS800xEX) のライセンス
がアクティベーションできない。

IS8000 ソフトウェアの標準機能 (IS800x) がインスト―ルされてい
ない場合は、オプション機能のアクティベーションはできません。

オプション機能だけが有効になった場合
は、そのまま使えますか？

標準機能 (IS800x) がない場合は使用できません。

IS8000 ソフトウェアの標準機能とオプ
ション機能などすべてのライセンスが切
れた場合、どうなりますか？

・ 一部機能の使用が制限されますが、そのまま使用を継続できま
す。

　▶インスト―ルマニュアル (IM IS8000-04JA) の vi ページ参照
・ ライセンスがすべて切れたあとで新たにライセンスを購入した

場合は、ライセンスの認証が必要です。新しいベースライセン
スコードで管理されます。

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
(IS801x) だけを使用できますか？

使用できます。
IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア (IS801x) は、IS8000 ソ
フトウェアの標準機能 (IS800x) のランチャー * から起動できる、
IS8000 ソフトウェアとは別の製品です。
* 標準機能 (IS800x) は、一部機能の使用が制限された ( アクティ

ベーション未完了または有効期限切れ ) 状態でも、ランチャー
を起動できます。

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
(IS801x) を購入して、オプション機能
(IS800xEX) も使用 ( 追加 ) できますか？

標準機能 (IS800x) がアクティベーションされていない場合は、オ
プション機能のアクティベーションもできないため使用 ( 追加 ) で
きません。

アンインストールした場合、ライセンス
はどうなりますか？

ライセンスの情報はそのまま残っています。( ディアクティベー
ション、または PC のライセンスファイルは削除されません。)
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9.2 エラーメッセージ

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。その意味と対処方法を説明しています。
・ 標準機能のエラーメッセージ (Error Code: 1 ～ 4999)
・ ライセンス関連のエラーメッセージ (Error Code: 5000 ～ 5999)
・ オプション機能のエラーメッセージ (Error Code: 6000 ～ 6999)

標準機能のエラーメッセージ
エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
1 プロジェクトファイルが読み込めませ

ん。
Can’t load project file. —

2 プロジェクトファイルの読み込みに失
敗しました。

Can’t create project file.

3 ランチャーの起動に失敗しました。 Can’t start launcher.
4 対応していない DL950 のバージョンで

す。ファームウェアの更新を行ってく
ださい

This is an unsupported version of the 
DL950. Please update the firmware.

1.1 節

5 測定器への接続に失敗しました。 Failed to connect to the measurement 
device.

1001 波形が既定以上離れている箇所がある
為、「絶対時刻」は設定できません。

Absolute Time cannot be specified 
because the waveforms are farther 
apart than the default in some places.

4.2 節、4.5 節

対処方法
波形と波形の間が 24 時間以上離れていると、絶対時刻の表示ができません。

1002 チャンネル登録最大数 (128) を超過す
る為、追加できません。

Cannot be added because the 
maximum number of channel 
subscriptions (128) has been exceeded.

3.5 節

1301 演算式の定数にエラーがあります。 Invalid constant in the expression. 4.8 節
1302 演算式の定数にエラーがあります。 Invalid constant in the expression.
1303 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1304 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1305 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1306 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1307 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1308 演算式にエラーがあります。 Invalid expression.
1309 Math 設定にエラーがあります。 Invalid math setting. 4.8 節、4.10 節
1310 開始時間 (s) が無効です。 Invalid start time (s).
1311 間隔 (s) が無効です。 Invalid interval (s).
1312 FFT の開始時間が無効です。 Invalid FFT start time (s).
1313 演算に失敗しました。 Math operation failed.
1314 フィルタ設定に失敗しました。 Filter configuration failed.
1315 演算に失敗しました。定数リストの値

をご確認ください。
Math operation failed. Check the 
constant values.

1316 演算に失敗しました。 Math operation failed.
1317 開始時間またはインターバルが範囲外

です。
Start Time or Interval is out of range.

1401 開始時刻が範囲外です。 Start Time is out of range. 4.7 節
1402 インターバルが無効です。 Interval is invalid.
1403 開始時間またはインターバルが範囲外

です。
Start Time or Interval is out of range.
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9.2　エラーメッセージ

エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
1601 有効な CSV ファイルではありません。 Invalid CSV file. 3.8 節
1602 有効な波形ファイルではありません。 Invalid waveform file.
1603 保存に失敗しました。 Failed to save the file.
1701 ファイルの読込エラーです。 File read error.
1702 リンクファイルではありません。 Not a link file.
1703 無効なディレクトリです。 Invalid directory.
1801 有効な CSV ファイルではありません。 Invalid CSV file.
1802 有効な CSV ファイルではありません。 Invalid CSV file.
1803 DataRecord が見つかりません。 Data record not found.
2001 キャッシュサイズの計算に失敗しまし

た。
Failed to calculate the cache size. —

2002 メモリが不足しています。 Not enough memory. 3.5 節、5.6 節
対処方法
チャネル数を減らすか、サンプルレートを小さくしてください。

2003 入力値はありません。 No input value. 3.6 節、5.9 節
2004 入力値が無効です。 Invalid input value.
2005 入力値が範囲外です。 Input value out of range.
2006 記録開始時間が不正です。 Invalid start recording time.
2007 記録停止サイズが不正です。 Invalid stop recording size.
2008 出力先ディレクトリが不正です。 Invalid output folder.
2009 無効なドライブです。 Invalid drive.
2010 入力可能な文字数を超えました。 The number of characters that can be 

entered has been exceeded.
2011 設定値の送受信にエラーが発生しまし

た。
Setup transmission error. 5.8 節、5.9 節

2012 設定値の送受信にエラーが発生しまし
た。

Setup transmission error.

2013 START/DAQ 準備でエラーが発生しまし
た。

START/DAQ preparation error.

対処方法 
再度 Start/Rec しても波形が表示されないなど正常に動作しない場合は、測定
器を接続し直してください。

2014 設定値の送受信にエラーが発生しまし
た。

Setup transmission error.

対処方法
再度 Start/Rec しても波形が表示されないなど正常に動作しない場合は、測定
器を接続し直してください。

2015 装置は測定中です。停止してください。 The device is measuring. Stop the 
device.

2016 設定値の送受信にエラーが発生しまし
た。

Setup transmission error.

対処方法
再度 Start/Rec しても波形が表示されないなど正常に動作しない場合は、測定
器を接続し直してください。

2018 設定値の送受信にエラーが発生しまし
た。

Setup transmission error.

対処方法
測定器を接続し直してください。
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9.2　エラーメッセージ

エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
2019 オーバービューの表示点数が上限を超

えています。
表示点数を調整してください。

The number of points displayed in the 
overview has exceeded the upper limit.
Check the number of display points 
setting.

5.8 節、5.9 節

対処方法
WT5000 の「Update Rate」「Wave Time/div」、または本ソフトウェアの「Display 
Time」項目の設定 (3.6 節 ) を確認して、オーバービューの表示点数の上限を
超えている場合は設定を変更してください。

2020 オーバーランが発生しました。 Overrun occurred.
2021 通信エラーが発生しました。 Communication error occurred.
2022 開始できないレコード長です。

レコード長を 100M 以下に設定してく
ださい

Can’t start RecordLength.
Please set RecordLength 100M or less.

2023 Update Rate が 10ms のときは START
できません。

Cannot start when the Update Rate is 
10ms.

2024 Update Mode が Trigger のときは
START できません。

Cannot start when the Update Mode is 
Trigger.

2025 記録対象チャネルに解析チャネルが含
まれるため、Trigger Mode では Start
できません。
解析チャネルを削除するか Freerun 
Mode に変更してください。

Can’t acquire data in Trigger mode 
because the recording channels 
include analysis channels.
Remove the analysis channels or 
change to Freerun mode.

2026 波形読込のリアルタイム記録を OFF に
してください。

Turn off realtime recording of data 
acquisition.

2027 メモリが不足しているため、停止しま
した。

Stopped for lack of memory.

2028 使用メモリを超えるため、停止しまし
た。
Record Length または T/Div を小さく
してください。

Stopped because the memory used 
was exceeded.
Please reduce the Record Length or 
T/Div.

2101 Auto Range モードでは、データの更新
タイミングが実際の Update Rate と一
致しないため、パワー値の時間位置が
徐々にずれます。

In auto range mode, because data 
update rate doesn’t match the actual 
update rate, the time positions of 
power values gradually shift.

—

2102 Integration が Reset 以外のときは
START できません。

Can’t start when Integration is not set 
to Reset.

5.8 節、5.9 節

2103 対応していない WT5000 のバージョン
です。ファームウェアの更新を行って
ください。

Unsupported WT5000 version. Update 
the firmware.

1.1 節

2104 積算スタートできません。
Wave の Time/div を 0.01ms より長く
設定してください。

Cannot start integration.
In order to start, set Time/div for wave
bigger than 0.01ms.

5.10 節

2105 IEEE 1588 が安定状態でないため、実行
できません。 実行するには安定状態に
なるまで待つか、IEEE 1588 をオフにし
ます。

Cannot execute when IEEE 1588 is not
in the “Stable” state. To execute, wait
until the state becomes “Stable” or turn
off IEEE 1588.

2106 日付・時刻の設定が正しくありません。
正しく設定してください

Illegal date-time.
Set the correct date and time.

2107 積算をスタートできません。ストリー
ミングを OFF にしてから、適切な条件
を設定してください。

Cannot start the integration.
Turn off streaming, set appropriate 
conditions and try again.

2108 積算時間がタイマー設定時間に達した
後、積算を開始しました。 積算をリセッ
トしてください。

Attempted to start integration after 
integration time has reached its preset 
value.

2109 積算動作中に積算スタートできませ
ん。

Attempted to start integration while 
integration is in progress.
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9.2　エラーメッセージ

エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
2110 積算中でないため積算ストップできま

せん。
Attempted to stop integration even 
though integration was not in progress.

5.10 節

2111 積算モードではない、または積算中は、
積算リセットできません。

Attempted to reset integration even 
though integration was in progress or 
integration mode was not selected.

2112 ピークオーバーしているため、積算ス
タートできません。

Attempted to start integration while 
measurement of peak overflow was in 
progress.

2113 連続積算モードで積算スタートしよう
としたとき積算タイマ設定時間がゼロ
設定されています。

Attempted to start integration in 
continuous integration mode when 
integration preset time was set to “0”.

2114 実時間積算モードで積算スタートしよ
うとしたとき終了時刻が過去に設定さ
れています。

Attempted made to start integration 
in real time counting integration mode 
when the end time had already passed.

2115 通信にエラーが発生しました。機器を
再接続してください。

An error has occurred in 
communication. Reconnect the device.

5.8 節、5.9 節

2116 ファイル保存に必要なメモリが不足し
ています。

Insufficient memory for file storage. 5.6 節

2117 データストリーミングの開始条件を満
たしていません。
WT5000 の設定を確認してください。

Data streaming start condition is not 
met. Check the WT5000 settings.

2118 データストリーミングが開始できない
更新レートです。
更新レートを変更してください。

Update rate at which data streaming 
cannot be started.
Please change the update rate.

2119 データストリーミングが開始できない
波形本数です。
波形本数を変更してください。

Number of waveforms for which data 
streaming cannot be started.
Please change the number of 
waveforms.

3001 ファイルの保存に失敗しました。 Failed to save file. 6.2 節
3002 保存対象のデータがありません。保存

データの有無を確認してください。
There is no data to be saved. Check if 
there is any data to be saved.

3003 SD 記録モードの時は ACQ 保存を実行
できません。

ACQ save cannot be executed in SD 
recording mode.

3004 ファイルが使用中のためファイルの保
存に失敗しました。

Failed to save the file because the file is 
in use.

4001 このディレクトリには同じ名前のファ
イルが存在します。別の名前を使用し
てください。

There is already a file with the same 
name in this directory. Use a different 
name.

7.1 節

4002 計測器がスタート中です。ストップし
てから再度実行してください。

The device is running. Stop the device 
and then try again.

7.2 節

対処方法
DLM で機器が START 中にファイルアップロード、ダウンロードをしようと
したときのエラーです。

4003 このファイルは削除できません。 Can’t delete file. 7.1 節
対処方法
削除できない形式のファイル ( ディレクトリ、拡張子なし、など ) を削除し
ようとしたときのエラーです。

4004 ディレクトリを作成することができま
せんでした。

Can’t create directory.

4005 FlashACQ フォルダへアップロードで
きません。

Cannot upload to the Flash ACQ folder. 7.3 節

4006 波形メモリのクリアに失敗しました。 Failed to clear the waveform memory.
4007 アップロードに失敗しました。 Upload failed. 7 章
4008 ダウンロードに失敗しました。 Download failed.
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9.2　エラーメッセージ

ライセンス関連のエラーメッセージ
エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
5000-125 入力したライセンスコードが正しくあ

りません。
The license code you entered is not 
correct.

2.2 節 *1、 
2.3 節 *1

対処方法
正しいライセンスコードを入力してください。

5000-831 ライセンス数の上限を超えています。 The maximum number of licenses has 
been exceeded.

5000-1904 ライセンスコードが失効されていま
す。ベースライセンスコードに統合さ
れている可能性があります。

The license code has been revoked. It 
may be integrated into the base license 
code.

2.2 節 *1、 
2.3 節 *1、
9.5 節、9.6 節

対処方法
ライセンス情報表示画面で、ベースライセンスコードをご確認ください。

5000-4040 アクティベーション期限が終了しまし
た。

The activation period has expired. 9.5 節、9.6 節

対処方法
再度ご購入いただくことになります。

5001 技術的なエラーが発生しました。弊社
カスタマーサービスへ問い合わせをお
願いいたします。

A technical error has occurred. Contact 
our customer service for assistance.

9.5 節、9.6 節

5002 ライセンス期限切れの 3 か月前よりア
クティベーションを行うことができま
す。

This license code cannot be activated 
until 3 months before it expires.

5003 既にアクティベーション済です。 Already activated.
5004 既にアクティベーション済です。 Already activated.
5005 ライセンスモデルが異なります。 The license model is different.
5006 ライセンスの取得に失敗しました。 Failed to obtain a license.
5007 既にアクティベーション済です。 Already activated.
5008 入力されたライセンスコードは、

インストールされたソフトウェアバー
ジョンではアクティベーションできま
せん。

The license code you entered cannot 
be used to activate the installed 
software version.

5009 ネットワークに接続されていません。 Not connected to a network.
5010 基本機能が含まれたライセンスを先に

アクティベーションしてください。
Activate the license that includes the 
basic features first.

*1 別冊のインスト―ルマニュアル (IM IS8000-04JA)
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9.2　エラーメッセージ

オプション機能のエラーメッセージ
エラーコード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 / 節
6001 無効な View が選択されています。 An invalid view has been selected. 8 章
6002 無効な文字が含まれています。 An invalid character is present.
6003 無効な文字が含まれています。 An invalid character is present.
6004 同じ名前が存在するため、別の名前を

入力してください。
Enter a new name as the same name is 
already in use.

6005 無効な文字が含まれています。 An invalid character is present.
6006 同じ名前が存在するため、別の名前を

入力してください。
Enter a new name as the same name is 
already in use.

6007 保存パスが不正です。 Invalid save path.
6008 保存に失敗しました。保存するパスま

たはファイル名を確認してください。
Failed to save to the file. Check the save 
path or save name.

6009 レポート出力に失敗しました。 Failed to export the report. 8.5 節
6010 レポート出力に失敗しました。 Failed to export the report.
6011 レポート出力に失敗しました。 Failed to export the report.
6012 レポート印刷に失敗しました。 Failed to print the report.
6201 有効なファイルではありません。 Invalid file. *2
6202 有効な映像ファイルではありません。 Invalid video file.
6203 映像ファイルの同軸表示最大数を超過

する為、追加できません。
Cannot be added because it exceeds the 
maximum number of coaxial displays for 
video files.

*2 別冊の高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション ) ユーザーズマニュアル (IM IS8000-61JA)
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9.3 マニュアルを参照する

本ソフトウェアのマニュアルは、以下の方法で閲覧できます。

ランチャーから閲覧する場合
ランチャーの右上にある Manual[ マニュアル ] をクリックします。

 

ヘルプメニューから閲覧する場合
Help[ ヘルプ ] メニュー > Manual[ マニュアル ] をクリックします。

 

Manuals フォルダーが開きます。このフォルダーには、本ソフトウェアの日本語と英語のマニュ
アルが格納されています。マニュアルの PDF データを閲覧できます。

 

Note
PDF データを閲覧するには、Adobe Acrobat Reader など、PDF データを閲覧できるソフトウェアが必要です。
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9.4 バージョン情報の確認

Help[ ヘルプ ] メニュー > About をクリックすると、本ソフトウェアのバージョン情報が表示され
ます。

 

ソフトウェアのバージョン情報
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9.5 ライセンス情報を管理する

初回のアクティベーション完了後の次の操作について説明しています。
・ ライセンス情報の確認
・ オプション機能の追加、利用期限を更新する
・ ライセンス認証を解除する ( ディアクティベーション )

操 作

ライセンス情報の確認
1.  Help[ ヘルプ ] メニュー > License[ ライセンス ] をクリックします。次の画面が表示されます。

ライセンス情報表示画面
サブスクリプションライセンスの場合

ライセンスコード

ライセンス情報の表示
・ 製品名
・ 製品 & 基本仕様
・ ライセンスの状態
・ 有効期限

ライセンスモデル
ライセンス期限切れの 3 か月前になる
とメッセージが表示されます。

ライセンス情報の更新

ライセンス情報表示画面を閉じる

オプション機能の追加、利用期限の更新

チェックすると起動時に
この画面を表示しません。

ライセンス認証の解除

買い切りライセンスの場合

ライセンス情報の表示
・ 製品名
・ 製品 & 基本仕様
・ ライセンスの状態
・ 利用可能なバージョン
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9.5　ライセンス情報を管理する

オプション機能の追加、利用期限を更新する
オプション機能を追加、またはライセンスの利用期限を更新をする場合、追加 / 更新の際発行され
たライセンスコードで、ライセンス情報表示画面からアクティベーションを実行します。

2.  Activate[ アクティベート ] をクリックします。アクティベーション画面が表示されます。
3.  操作手順は、初回のライセンス認証に準じます。

 ライセンスコードは、追加 / 更新の際発行された製品情報シートに記載されています。

オンライン認証の場合

  ライセンスコードの入力 /表示

アクティベートをクリック

  ▶以降、インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) 2.2 節の手順 2 へ進みます。

オフライン認証の場合
 画面の 1 ～ 7 に沿って、操作します。

  

ライセンスコードの入力 /表示

実行をクリック

  ▶詳細は、インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) 2.3 節の手順 2 以降をご覧ください。

 アクティベーションが完了すると、ライセンス情報の表示が更新されます。

1 つのライセンスを 2 台の PC で利用している場合
１台目の PC で手順 2 の操作が完了したら、必ず 2 台目の PC でライセンス情報を更新してください。

4.  2 台目の PC で IS8000 ソフトウェアを起動し、Help[ ヘルプ ] メニュー > License[ ライセンス ]
をクリックします。

 ライセンス情報表示画面が表示されます。
5.  画面右上の Update[ 更新 ] をクリックします。ライセンスの状態、有効期限の表示が更新さ

れます。
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9.5　ライセンス情報を管理する

ライセンス認証を解除する ( ディアクティベーション )
2.  Deactivate[ ディアクティベート ] をクリックします。ディアクティベーション画面が表示さ

れます。

オンライン認証を解除する場合

 ライセンスコードの表示

ディアクティベートをクリック

3.  使用中のライセンスコードが表示されていることを確認して、Deactivate[ ディアクティ
ベート ] をクリックします。

 確認ダイアログが表示されたら、OK をクリックします。

4.  ディアクティベートが完了すると、完了確認ダイアログが表示されます。
・ OK をクリックすると、IS8000 ソフトウェアの再起動を促すダイアログが表示されます。
 続けて OK をクリックすると、IS8000 ソフトウェアが再起動しスタートアップ画面が表示されます。
 スタートアップ画面については、インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) 2.1 節をご覧ください。

・ キャンセルをクリックすると、ディアクティベートの完了確認ダイアログが閉じます。

オフライン認証を解除する場合
 画面の 1 ～ 7 に沿って、操作します。

  

ライセンスコードの表示

実行をクリック

 

3.  使用中のライセンスコードが表示されていることを確認して、Execute[ 実行 ] をクリッ
クします。

 ▶以降、インストールマニュアル (IM IS8000-04JA) 2.3 節参照して、オフライン認証の手順の「アクティ
ベーションを開始する」を「ライセンス認証を解除する」に読み換えて操作してください。

4．  PC を再起動します。ライセンス認証が解除されます。
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9.5　ライセンス情報を管理する

解 説

ライセンスコード
ライセンス情報表示画面には、常にベースライセンスコードが表示されます。

ベースライセンスコードとは
最初にライセンス認証されたライセンスコードを、ベースライセンスコードと呼びます。
オプション機能の追加やソフトウェアのバージョンアップなどで追加 / 更新した製品のライ
センスも、ベースライセンスコードに統合されて管理されます。

ライセンスモデル
ライセンスモデル / メッセージ 説明
サブスクリプション
Subscription

サブスクリプションライセンスの製品です。

有効期限が近い製品がございます。
ご確認ください。
Please confirm. Some products are 
about to expire.

・ ライセンス有効期限の 3 か月前からこのメッセージが表示され
ます。

・ 起動時にライセンス情報表示画面が表示されます。起動時の画
面表示を止める場合は、画面下部のチェックボックスをチェッ
クします。

IS80XX の有効期限が切れています。
The IS80XX license has expired.

ライセンス有効期限が切れている場合に、このメッセージが表示
されます。

買い切りライセンス
Perpetual

買い切りライセンスの製品です。

ライセンス情報の更新
すべてのライセンスは、1 ライセンスにつき 2 台の PC で利用できます。
1 台目のアクティベーションが完了したら、2 台目の PC では Update[ 更新 ] をクリックすることで、
2 台目のライセンス情報を更新できます。

Note
1 つのライセンスを 2 台の PC で利用する場合
2 台目の PC のライセンス情報は、1 台目のコピーです。2 台の PC 間で、IS8000 ソフトウェアのライセン
スの更新、オプション機能の追加情報は連動しています。
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9.5　ライセンス情報を管理する

ライセンス情報の表示
製品名
画面に表示中のベースライセンスコードで管理されている製品名が表示されます。追加、更
新したオプション機能やソフトウェアの製品名を確認できます。

製品 & 基本仕様
製品形名、またはオプション機能の基本仕様コードが表示されます。

* 製品形名、基本仕様コードは、製品情報シートでご確認いただけます。

ライセンスの状態
・ ライセンスが有効の場合

製品のライセンスが表示されます。
期限が切れる 3 か月前から期限が切れるまでの期間は、ライセンス期限の文字が赤で表示
されます。

・ ライセンスが無効の場合：何も表示されません。

有効期限 / 利用可能なバージョン
各製品ごとのライセンス有効期限 / 利用可能なバージョンが表示されます。

・ サブスクリプションライセンスの場合
ライセンス有効期限 (yyyy/mm/dd) が表示されます。

・ 買い切りライセンスの場合
利用可能なバージョン ( 表示形式は年：yyyy - yyyy) が表示されます。右側の yyyy がバージョ
ンアップ期限です。

オプション機能の追加、利用期限の更新
現在使用しているソフトウェアのアクティベーションが完了している場合に、Activate[ アクティ
ベート ] ボタンが有効になり、オプション機能の追加、利用期限の更新が可能になります。

Note
1 つのライセンスを 2 台の PC で利用する場合
2 台の PC のそれぞれに別のオプション機能を追加することはできません。

ライセンス認証の解除 ( ディアクティベーション )
PC の交換などで、本ソフトウェアをアンインストールするときは、ディアクティベーション
[Deactivate] をクリックして、ライセンス認証の解除 ( ディアクティベーション ) を実行してくだ
さい。ディアクティベーションをすることによって、新しい PC でこれまで使用していたライセン
スコードによるアクティベーションが可能になります。
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9.6 ライセンスの利用期間と更新

ここでは、以下の IS8000 ソフトウェアのライセンスについて説明しています。

サブスクリプションライセンスモデル
・ IS8001 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 )
・ IS8001EX 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 )

・ 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 )

利用有効期限切れ後に、ライセンスを更新して使用する場合
使用しているすべての IS8000 製品の利用有効期限が切れた場合、すでにアクティベーションした
ベースライセンスコードは使用できなくなります。新たなライセンスコードでライセンス認証を
実施してください。ベースライセンスコードが更新されます。

買い切りライセンスモデル
・ IS8002 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
・ IS8002EX 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

・ 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

バージョンアップ有効期限切れ後の動作
ソフトウェアバージョンアップの有効期限が切れた場合、新規のバージョンアップはできなくな
りますが、バージョンアップ有効期限が切れる年の最終バージョンを永続的に使用できます。

Note
IS8002 と IS8012 は別の製品です。異なるタイミングでアクティベーションを実施した場合、ソフトウェ
アバージョンアップ期限のタイミングも異なります。
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

IS8001  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 )
統合計測ソフトウェアプラットフォームの標準機能を 1 年間ご使用いただけます。

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、PC にインストールして、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから
1 年間。

・ 速やかにアクティベーションを実施してください。アクティベーション期限は出荷から 13 ヵ月です。
・ 利用期限は、最初にアクティベーションした PC の利用期限までです。
・ 利用期限 3 ヵ月前から、本ソフトウェア起動時にライセンス更新についてのメッセージが表示されます。

ソフトウェアバージョンアップ
利用有効期間内であれば、常に最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です。

ライセンスの更新
・ 利用有効期間内のライセンス更新で、利用中の本ソフトウェアの初回ライセンスコード ( ベースライセ

ンスコード ) が引き継がれ、継続して利用できます。
・ 利用有効期間経過後にライセンスを更新 ( 新規購入 ) するとライセンスコードは引き継がれず、新規の

ライセンスコードがベースライセンスコードになります。
利用有効期限経過後の動作

利用有効期限を経過すると、標準機能のうち限定された機能だけが利用できます。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

ライセンスコード引継ぎ

ライセンス更新期間
( 利用有効期限前の3ヵ月 )

受領

アクティベーション ライセンス更新

IS8001 IS8001

ベースライセンスコード

ベースライセンスコード

IS8001 ライセンス有効期限経過後の更新で
アクティベーションから1年間利用可能

ベースライセンス有効期限から
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

アクティベーション

IS8001
新規のベースライセンスコード

ライセンス有効期限切れ

機能制限
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

IS8001EX  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 )
IS8001 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 ) に対して、あとから機
能を追加して 1 年間ご使用いただけます。

* オプション機能を利用するには、IS8001 が有効期間内であることが必要です。
 (IS8002、IS8011、IS8012 には機能を追加できません。)

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、インストール、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから 1 年間。

・ 速やかにアクティベーションを実施してください。アクティベーション期限は出荷から 13 ヵ月です。
ただし、IS8001 の有効期間内でだけ動作するので、1 年間継続して利用するには、IS8001 有効期限内
に IS8001 のライセンス更新が必要です。

・ 利用期限は、最初にライセンス認証を実施した PC の利用期限までです。
・ 利用期限 3 ヵ月前から、本ソフトウェア起動時にライセンス更新についてのメッセージが表示されます。

ソフトウェアバージョンアップ
利用有効期間内であれば、常に最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です

ライセンスの更新
利用有効期間内のライセンス更新で、利用中の IS8001 のベースライセンスコードに統合され、継続して
利用できます。

利用有効期限経過後の動作
利用有効期限を経過すると、本ソフトウェア ( オプション機能追加部分 ) は利用できなくなります。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

機能制限

アクティベーション

IS8001 の有効期限が切れた場合、
IS8001 のライセンスが有効になるまで
の期間は、IS8001EX の有効期間であっ
てもオプション機能は使用できません。

ライセンスコード引継ぎ

受領

アクティベーション ライセンス更新

IS8001 IS8001

ライセンスコード統合

ベースライセンスコード

ライセンス有効期限切れ

ライセンス有効期限切れ

IS8001EX

アクティベーション

ライセンスコード引継ぎ

ライセンス更新

IS8001 IS8001

ライセンスコード統合

ベースライセンスコード

IS8001EX

ライセンス更新期間
( 利用有効期限前の3ヵ月 )

ベースライセンス有効期限から
1年間利用可能
ベースライセンス有効期限から
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

ライセンス更新から
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

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 )
IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアを 1 年間ご使用いただけます。
以下、ライセンス方針は、IS8001 と同様です。

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、インストール、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから 1 年間。

・ 速やかにアクティベーションを実施してください。アクティベーション期限は出荷から 13 ヵ月です。
・ 利用期限は、最初にアクティベーションした PC の利用期限までです。
・ 利用期限 3 ヵ月前から、本ソフトウェア起動時にライセンス更新についてのメッセージが表示されます。

ソフトウェアバージョンアップ
ご利用有効期間内であれば、常に最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です。

ライセンスの更新
・ 利用有効期間内のライセンス更新で、利用中の本ソフトウェアの初回ライセンスコード ( ベースライセ

ンスコード ) が引き継がれ、継続して利用できます。
・ 利用有効期間経過後にライセンスを更新 ( 新規購入 ) するとライセンスコードは引き継がれず、新規の

ライセンスコードがベースライセンスコードになります。
利用有効期限経過後の動作

利用有効期限を経過すると、IS8001 標準機能のうち限定された機能だけが利用できます。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

IS8001

ライセンスコード引継ぎ

受領

IS8011 IS8011

ベースライセンスコード

ベースライセンスコード

IS8011
新規のベースライセンスコード

ライセンス有効期限切れ

IS8011
機能制限

ライセンス有効期限経過後の更新で
アクティベーションから1年間利用可能

ベースライセンス有効期限から
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

アクティベーションから
1年間利用可能

ライセンス更新期間
( 利用有効期限前の3ヵ月 )アクティベーション ライセンス更新

アクティベーション
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

IS8002  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
統合計測ソフトウェアプラットフォームの標準機能を期限なくご使用いただけます。

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、インストール、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから無期限。
速やかにアクティベーションを実施してください。

ソフトウェアバージョンアップ
本ソフトウェア出荷年の翌年から 5 年間、最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です。

ライセンスの更新
ライセンスの更新は不要です。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

(年 )

ベースライセンスコード

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

受領

出荷

2021 年に買い切りライセンスを購入した場合の例

アクティベーション バージョンアップ有効期限切れ

最新ソフトウェアへのバージョンアップが可能
5年以上

アクティベーションから無期限で利用可能
IS8002

2026 年最終バージョン
で永続的に使用可能
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

IS8002EX  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
IS8002 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に対して、あとから機能を追
加して期限なくご使用いただけます。

* オプション機能を利用するには、IS8002 がインストール、アクティベーションされていること、および
IS8002 のバージョンアップが可能な期間中であることが必要です。

 (IS8001、IS8011、IS8012 には機能を追加できません。)

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、インストール、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから無期限。
速やかにアクティベーションを実施してください。

ソフトウェアバージョンアップ
ご利用中の IS8002 のバージョンアップ可能期間内で、最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です。

ライセンスの更新
ライセンスの更新は不要ですが、初回アクティベーション時に、利用中の IS8002 のライセンスコードに
統合されます。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

(年 )

2026 年最終バージョン
で永続的に使用可能

ベースライセンスコード

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

最新ソフトウェアへのバージョンアップが可能

受領

出荷

2021 年に買い切りライセンスを購入した場合の例

アクティベーション

アクティベーション

ライセンスコード統合

アクティベーションから無期限で利用可能
IS8002EX

5 年以上

バージョンアップ有効期限切れ

アクティベーションから無期限で利用可能
IS8002

アクティベーション
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9.6　ライセンスの利用期間と更新

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
IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアを期限なくご使用いただけます。

ライセンス利用期間
本ソフトウェア受領後、インストール、ライセンス認証を実施 ( アクティベーション ) してから無期限。
速やかにアクティベーションを実施してください。

ソフトウェアバージョンアップ
本ソフトウェア出荷の翌年から 5 年間、最新のソフトウェアにバージョンアップが可能です。

ライセンスの更新
ライセンスの更新は不要です。

アクティベーションとライセンス更新のイメージ

(年 )

ベースライセンスコード

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

最新ソフトウェアへのバージョンアップが可能
5年以上

受領

出荷

アクティベーションから無期限で利用可能

2021 年に買い切りライセンスを購入した場合の例

アクティベーション

IS8012

2026 年最終バージョン
で永続的に使用可能

バージョンアップ有効期限切れ
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第 10 章 

仕様

この章では、本ソフトウェアの仕様について説明しています。

10.1 製品仕様

統合計測プラットフォーム
形名 仕様コード 記事
IS8001 IS8000 統合計測プラットフォーム　サブスクリプション (1 年 )
IS8002 IS8000 統合計測プラットフォーム　買い切りライセンス
付加仕様 /SY1 計測器複数台同期オプション

/MH1 拡張演算オプション ( ユーザー定義演算 )
/PR1 自動レポート作成オプション
/FS1 高速カメラ同期オプション ( フォトロン高速度カメラ )
/EM1 ECU モニター同期オプション (DTS インサイト RAMScope)

オプション機能追加
形名 仕様コード 記事
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
基本仕様 -SY1 計測器複数台同期

-MH1 拡張演算 ( ユーザー定義演算 )
-PR1 自動レポート作成
-FS1 高速度カメラ同期 ( フォトロン高速度カメラ )
-EM1 ECU モニター同期 (DTS インサイト RAMScope)

IEC 高調波 / フリッカ測定
形名 記事
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 )
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
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10.2 基本仕様

項目 仕様
対象機種 DL950/WT5000： データ収集、リモート制御、オフラインファイル解析

DLM3000 シリーズ /DLM5000 シリーズ： リモート制御、オフラインファイル解析
SL1000/DL850 シリーズ /DL350： オフラインファイル解析
WT1800 シリーズ /WT3000 シリーズ： オフラインファイル解析
DLM2000 シリーズ /DLM4000 シリーズ： オフラインファイル解析
ECU モニター *1 (DTS インサイト RAMScope GT122、 GT150、 GT170)
高速度カメラ *2 ( フォトロン FASTCAM SA-Z、 FASTCAM Mini AX/UX/WX シリーズ、 

FASTCAM Nova  S シリーズ /R2)
言語 日本語 / 英語 / 中国語 ( 将来的にはさらに追加を検討 )
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 )

1 Gb 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、Windows 11*3

通信インタフェース USB (USBTMC/VISA)、 Ethernet (VXI-11/HiSLIP)
ディスプレイ解像度 1366 × 768 ドット以上、拡大率 100 %
機器接続 最大接続測定器数 5 台 *4、*5 ( ただし、ECU モニター、高速度カメラはどちらか 1 台まで )
オンライン機器設定 スマート設定 / リモート制御
データ収集 *5 データアクイジション (DAQ)、リアルタイム波形モニター

DL950 測定モード：スコープモード (Trigger*6/FreeRun）、Trigger は連結機能未使用時のみ使用可能
WT5000：数値表示、高調波バー、ベクトル表示、データストリーミング *7

( 最大転送レート 320 MB/s(10 MS/s × 16ch): 10 GB Ethernet 接続時 )
( 最大転送レート 6.4 MB/s (200 k/s × 16ch) : 1 Gb Ethernet/USB 接続時 )
( 最大連続記録時間 ストレージ空き容量 10 ％未満で自動停止 )
( 最大記録サイズ ストレージ空き容量 10 ％未満で自動停止 )

データ表示 波形： Overview(1 画面 )、 View( 最大 4 画面 )、X-Y( 最大 2 画面 )、 Zoom(FFT 演算波形、最大 2 画面 )*8

数値： 数値表示 (WT5000)
グラフ： 高調波バー (WT5000)、ベクトル表示 (WT5000)

波形表示形式 単一表示、分割表示 ( 最大 32 波形分割 )、タイル表示 ( 最大 4 x 8)
ヒストリ波形表示、デュアルキャプチャ波形表示 (ScopeCorder シリーズ、DL シリーズ )

最大表示波形数 1 表示グループあたり最大 32 波形、トータル 4 グループ (128 波形 ) (T-Y 表示時 ) 
( 表示機能あり )

同軸波形位置調整 時刻、絶対時刻、先頭合わせ、終端合わせ、オフセット入力
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 垂直 (2 本 )、 水平 (2 本 )
注釈機能 Overview、 View、 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 )
波形演算 *8 演算波形 最大 16 波形 (Math1 ～ Math16)

演算精度 単精度浮動小数点
演算子 +、 -、 x、 /、 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 12.5M 点
FFT 演算 FFT 最大 16 演算 (FFT1 ～ FF16)

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
FFT 点数 最大 2M 点

MATLAB Runtime がインストールされている場合は、最大 100M 点
ディジタルフィルター Gauss、 Sharp、 IIR
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10.2　基本仕様

項目 仕様
リモート制御 対象機種 DL950 シリーズ、 DL850 シリーズ、 DL350

DLM3000 シリーズ、 DLM5000 シリーズ
WT5000

更新レート 選択 (100 ms、 200 ms(default)、 300 ms、 500 ms、 1 s、 2 s、 10 s)
波形保存 測定メモリー内の波形を PC に保存

ファイル形式 読み込み MF4(MDF4.1)、 WDF、WVF
CSV ( 本ソフトウェアで保存した CSV、Xviewer で保存した CSV、DL950、
DL850 シリーズ、DL350、DLM5000 シリーズ、DLM4000 シリーズ、
DLM3000 シリーズ、DLM2000 シリーズ、WT5000、 WT3000 シリーズ、 
WT1800 シリーズの CSV)、 先頭から最大 128CH 読み込み可能
CSZ
IS8000 プロジェクトファイル

書き込み MF4(MDF4.1)、CSV、CSZ、IS8000 プロジェクトファイル
ファイル管理 ファイル転送 測定器、PC 相互、DL950 Flash Acquisition データ転送
画面キャプチャ 書き込み Clipboard、png、jpg、gif
CSV 一括変換 読み込み MF4(MDF4.1)、WDF、WVF

書き込み CSV、CSZ
レポート *9 出力形式 MS-Word、 MS-Excel、 PDF、 プリンター出力

レポートパーツ 波形、演算結果、コメント、イメージ
ページ生成 複数ページ生成、コピー、プレビュー、レイアウト、パーツ内容入力

アプリケーション ECU モニター同期 *1

高速度カメラ同期 *2

IEC 高調波 / フリッカ測定 *10

*1 ECU モニター同期オプションが必要です。
*2 高速度カメラ同期オプションが必要です。
*3 ただし、ECU モニター同期機能 (EM1 オプション ) は Windows 11 非対応です。
*4 計測器複数台同期オプションが必要です。測定器同士を同期させない場合でも、2 台以上の測定器の接続には同オプション

が必要です。
*5 同一 PC 上での IS8000 アプリケーション多重起動による測定器接続、データ収集は仕様の対象外です。
*6 動作モードが Trigger のときにモニターおよび DAQ( データ収集 ) が可能な条件については、付録 2 をご参照ください。
*7 WT5000 DS オプションが必要です。
*8 拡張演算オプションが必要です。
*9 自動レポート作成オプションが必要です。
*10 IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェアが必要です。



付 -1IM IS8000-01JA

付録

付録 1 電力と波形の同期計測をする場合

WT5000 と DL950 を接続して、2 台を同期してリアルタイムモニター ( 測定 ) および記録をする場
合の操作の流れを説明しています。

機器を接続する イーサネット、USB で測定器と PC を接続　▶測定器本体の取扱説明書をご覧ください。

ソフトウェアの起動 3.1 節参照

接続の設定
・ ランチャーから操作する場合

機能を選択 DAQ を選択 3.2 節参照

スマート設定 ・ デバイス検索画面で WT5000 と DL950 を検索し、測定器を
2 台とも選択して接続

3.4 節参照

・ チャネル設定画面で各測定器の表示条件を確認 3.5 節参照
・ DAQ 設定画面で各測定器の表示条件、記録条件を設定 3.6 節参照

・ 起動画面から操作する場合
ランチャーを表示
(1 台目の測定器 )

ファイルタブの新規を選択すると、ランチャーが表示されます。
以降、前述の「ランチャーから操作する場合」の手順を参照

3.2 節参照

2 台目の測定器を追
加する

ファイルタブの測定器の追加を選択して、2 台目の測定器を接
続

3.8 節参照

測定 / 表示条件の設定 モニタ > モニタタブ
表示条件の設定 チャネル制御パネルで、モニター ( 測定 ) の表示条件を設定 5.2 ～ 5.4 節参照

測定条件の設定 測定器制御パネルで、測定条件を設定 5.6 節参照

測定データの表示
設定

・ 表示設定で、波形の表示色やグリッドなどを設定
・ 数値設定で、電力値の数値表示の設定

5.7 節参照

測定 / 記録の実行 モニタ > コントロールタブ
測定を開始する / 
終了する

測定開始 / 測定停止をクリック 5.8 節参照

記録条件の設定 DAQ 設定 ( 記録開始、停止、分割、保存先の設定 ) 3.6、5.9 節参照

記録を開始する / 
終了する

記録開始 / 記録停止をクリック 5.9 節参照
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付録 1　電力と波形の同期計測をする場合

・ プロジェクトファイルを利用する場合
タブウィンドウやパネルの位置、各種波形表示情報を、プロジェクトファイルとして保存でき
ます。次回、このファイルを開くと、前回終了時の表示状態が復元されます。

Note
WT5000 でオートレンジを ON に設定している場合、データの更新タイミングが実際のデータ更新周期
(Update Rate) と一致しないため、電力値の時間位置が徐々にずれます。DL950 と同期測定する場合は、オー
トレンジを OFF にしてください。
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付録 2 DL950 が Trigger モード時のモニターと
DAQ( データ収集 )

保存可能な測定データ点数と測定条件
次の 2 つの表に分けて記載しています。

・ DL950 の設定レコード長 (10 k ～ 2.5 M ポイント )
・ DL950 の設定レコード長 (5 M ～ 500 M ポイント )
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付録 2　DL950 が Trigger モード時のモニターと DAQ( データ収集 )

DL950 の設定レコード長 (10 k ～ 2.5 M ポイント )
DL950 の時間軸設定 / レコード長設定と設定可能な最高サンプルレートの関係 (IS8000 波形表示時間：5 s*1)
DL950 の 
Time/Div 設定

データ 
記録時間

DL950 設定レコード長 [ ポイント ]*2

10 k 25 k 50 k 100 k 250 k 500 k 1 M 2.5 M 5 M ～
100 ～
200 ns/div

1 ～
2 µs ー ー ー ー ー ー ー ー

 次ページ
参照

500 ns/div 5 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
1 µs/div 10 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
2 µs/div 20 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
5 µs/div 50 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s

10 µs/div 100 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
20 µs/div 200 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
50 µs/div 500 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s

100 µs/div 1 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
200 µs/div 2 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
500 µs/div 5 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 20 MS/s 20 MS/s

1 ms/div 10 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 5 MS/s 5 MS/s 20 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
2 ms/div 20 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 5 MS/s 5 MS/s 5 MS/s 50 MS/s 100 MS/s
5 ms/div 50 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 2 MS/s 5 MS/s 10 MS/s 20 MS/s 50 MS/s

10 ms/div 100 ms 100 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 1 MS/s 2 MS/s 5 MS/s 10 MS/s 20 MS/s
20 ms/div 200 ms 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s 500 kS/s 1 MS/s 2 MS/s 5 MS/s 10 MS/s
50 ms/div 500 ms 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s 500 kS/s 1 MS/s 2 MS/s 5 MS/s

100 ms/div 1 s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s 500 kS/s 1 MS/s 2 MS/s
200 ms/div 2 s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s 500 kS/s 1 MS/s
500 ms/div 5 s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s 500 kS/s

1 s/div 10 s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s 200 kS/s
2 s/div 20 s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s 100 kS/s
3 s/div 30 s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s
4 s/div 40 s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s
5 s/div 50 s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s 50 kS/s
6 s/div 60 s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s

10 s/div 100 s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s 20 kS/s
20 s/div 200 s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s 10 kS/s
30 s/div 300 s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s 5 kS/s

1 min/div 10 min 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s 2 kS/s
2 min/div 20 min 5 S/s 20 S/s 20 S/s 50 S/s 200 S/s 200 S/s 500 S/s 2 kS/s
3 min/div 30 min 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s 1 kS/s
4 min/div 40 min ー 10 S/s 20 S/s 20 S/s 100 S/s 200 S/s 200 S/s 1 kS/s
5 min/div 50 min ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s
6 min/div 60 min ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s 500 S/s

10 min/div 100 min ー ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s
12 min/div 120 min ー ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s 200 S/s
30 min/div 300 min ー ー ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s 100 S/s

1 h/div 10 h ー ー ー ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s 50 S/s
2 h/div 20 h ー ー ー ー 5 S/s 10 S/s 20 S/s
3 h/div 30 h ー ー ー ー ー 5 S/s 20 S/s
4 h/div 40 h ー ー ー ー ー 5 S/s 10 S/s
5 h/div 50 h ー ー ー ー ー 5 S/s 10 S/s
6 h/div 60 h ー ー ー ー ー ー 10 S/s
8 h/div 80 h ー ー ー ー ー ー 5 S/s

10 h/div 100 h ー ー ー ー ー ー 5 S/s
12 h/div 120 h ー ー ー ー ー ー 5 S/s

1 day/div 10 day ー ー ー ー ー ー ー
2 ～
5 day/div

20 ～
50 day ー ー ー ー ー ー ー

*1　 IS8000 の波形モニター表示時間が 5 s の場合。表示時間を長くすると、同じ条件下でのサンプルレート上限値が下がること
があります。

*2　IS8000 による DL950 のレコード長設定上限値は 500 M サンプルとなります。
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付録 2　DL950 が Trigger モード時のモニターと DAQ( データ収集 )

DL950 の設定レコード長 (5 M ～ 500 M ポイント )
DL950 の時間軸設定 / レコード長設定と設定可能な最高サンプルレートの関係 (IS8000 波形表示時間：5 s*1)

DL950 の 
Time/Div 設定

データ 
記録時間

DL950 設定レコード長 [ ポイント ]*2

～ 2.5 M 5 M 10 M 25 M 50 M 100 M 250 M 500 M
100 ～
200 ns/div

1 ～
2 µs

前ページ
参照

ー ー ー ー ー ー ー

500 ns/div 5 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
1 µs/div 10 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
2 µs/div 20 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
5 µs/div 50 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s

10 µs/div 100 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
20 µs/div 200 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
50 µs/div 500 µs 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s

100 µs/div 1 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
200 µs/div 2 ms 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
500 µs/div 5 ms 20 MS/s 20 MS/s 20 MS/s 20 MS/s 20 MS/s 20 MS/s 20 MS/s

1 ms/div 10 ms 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
2 ms/div 20 ms 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
5 ms/div 50 ms 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s

10 ms/div 100 ms 50 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
20 ms/div 200 ms 20 MS/s 50 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
50 ms/div 500 ms 10 MS/s 20 MS/s 50 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s

100 ms/div 1 s 5 MS/s 10 MS/s 20 MS/s 50 MS/s 100 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
200 ms/div 2 s 2 MS/s 5 MS/s 10 MS/s 20 MS/s 50 MS/s 100 MS/s 100 MS/s
500 ms/div 5 s 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s 1 MS/s

1 s/div 10 s 500 kS/s 500 kS/s 500 kS/s 500 kS/s 500 kS/s 500 kS/s 500 kS/s
2 s/div 20 s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s 200 kS/s
3 s/div 30 s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s
4 s/div 40 s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s
5 s/div 50 s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s 100 kS/s
6 s/div 60 s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s

10 s/div 100 s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s 50 kS/s
20 s/div 200 s 20 kS/s 20 kS/s 20 kS/s 20 kS/s 20 kS/s 20 kS/s 20 kS/s
30 s/div 300 s 10 kS/s 10 kS/s 10 kS/s 10 kS/s 10 kS/s 10 kS/s 10 kS/s

1 min/div 10 min 5 kS/s 5 kS/s 5 kS/s 5 kS/s 5 kS/s 5 kS/s 5 kS/s
2 min/div 20 min 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s
3 min/div 30 min 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s
4 min/div 40 min 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s 2 kS/s
5 min/div 50 min 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s
6 min/div 60 min 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s 1 kS/s

10 min/div 100 min 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s
12 min/div 120 min 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s 500 S/s
30 min/div 300 min 200 S/s 200 S/s 200 S/s 200 S/s 200 S/s 200 S/s 200 S/s

1 h/div 10 h 100 S/s 100 S/s 100 S/s 100 S/s 100 S/s 100 S/s 100 S/s
2 h/div 20 h 50 S/s 50 S/s 50 S/s 50 S/s 50 S/s 50 S/s 50 S/s
3 h/div 30 h 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s
4 h/div 40 h 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s
5 h/div 50 h 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s
6 h/div 60 h 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s 20 S/s
8 h/div 80 h 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s

10 h/div 100 h 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s
12 h/div 120 h 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s 10 S/s

1 day/div 10 day 5 S/s 5 S/s 5 S/s 5 S/s 5 S/s 5 S/s 5 S/s
2 ～
5 day/div

20 ～
50 day ー ー ー ー ー ー ー

*1　 IS8000 の波形モニター表示時間が 5 s の場合。表示時間を長くすると、同じ条件下でのサンプルレート上限値が下がること
があります。

*2　IS8000 による DL950 のレコード長設定上限値は 500 M サンプルとなります。
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