
User’s
Manual

IM IS8000-04JA
10 版

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



ユーザー登録のお願い
今後の製品情報などを確実にお届けするため、お客様にユーザー登録をお願いして
おります。当社Webサイトからご登録ください。

 https://tmi.yokogawa.com/jp/support/

計測相談のご案内
当社では、お客様に正しい計測をしていただけるよう、当社製品の取り扱い、仕様、
機種選定、および応用に関するご相談を承っております。当社Webサイトのお問い
合わせフォームをご利用ください。あるいは、直接カスタマサポートセンターでも
受け付けております（Eメール、フリーダイヤル、FAX）。なお、価格や納期などの
販売に関する内容については、最寄りの営業、代理店にお問い合わせください。

 https://tmi.yokogawa.com/jp/contact/

横河計測株式会社　カスタマサポートセンター
 Email : tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp

	 FAX
ファクシミリ

042-690-88270120-137046
フリーダイヤル

受付：平日 9:00～12:00、13:00～17:00

PIM 106-17
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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。このインストールマニュアルは、
IS8000 ソフトウェアのインストールとアクティベーション *の方法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。
*	 アクティベーションとは、お持ちのパーソナルコンピュータ ( 以降、PCと略します ) で本ソフトウェア
の機能を利用可能にするために、ご購入いただいたソフトウェアのライセンス認証をすることです。

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

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

ご注意
・	 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。

 

10th Edition: February 2023 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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履歴
・	 2021 年	 3 月	 初版発行
・	 2021 年	 5 月	 2 版発行
・	 2021 年	 7 月	 3 版発行
・	 2021 年	 9 月	 4 版発行
・	 2022 年	 1 月	 5 版発行
・	 2022 年	 3 月	 6 版発行
・	 2022 年	 6 月	 7 版発行
・	 2022 年	 8 月	 8 版発行
・	 2022 年	10 月	 9 版発行
・	 2023 年	 2 月	 10 版発行

 

ソフトウェアの更新について
本ソフトウェアの機能や操作性を向上するため、最新のソフトウェアに更新することをおすすめ
します。
最新のソフトウェアは、当社Web	サイトからダウンロードするか、お買い求め先、当社支社・支店・
営業所までお問い合わせください。
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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。
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ご使用前に確認してください

以下の内容を確認してください。万一、お届けした品の間違いや品不足が認められる場合は、お
買い求め先にご連絡ください。

	 お問い合わせ先
(PIM 113-01Z2) 1 枚

製品情報シート
(PI IS8000-01)  1 枚

製品情報シート
以下の項目が記載されています。このシートを大切に保管してください。
・	 本ソフトウェアの Model ( 形名 ) と Suffix ( 仕様コード）
・	 ライセンスコード
本ソフトウェアの初回起動時に、このライセンスコードを入力する必要があります。

・	 ダウンロードページの URL
このURL から、本ソフトウェアをダウンロードできます。

MODEL 仕様コード 仕様内容 備考

IS8000 統合計測ソフトウェアプラットフォーム
IS8001 IS8000	統合計測ソフトウェアプラット

フォーム　サブスクリプション (1年)
プラットフォーム		
年間サブスクリプションライセンス

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

プラットフォーム		
買い切りライセンス

付加仕様
( オプション )

/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
/RP1 自動レポート作成オプション
/FS1 高速度カメラ同期オプション フォトロン社高速度カメラとの同期計測
/EM1 ECU モニター同期オプション DTS インサイト社 RAMScope との同期計測

IS8000 オプション機能追加
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)
オプション機能追加		
年間サブスクリプションライセンス

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

オプション機能追加		
買い切りライセンス

-SY1 計測器複数台同期
-MH1 拡張演算 ユーザー定義演算
-RP1 自動レポート作成
-FS1 高速度カメラ同期 フォトロン社高速度カメラとの同期計測
-EM1 ECU モニター同期 DTS インサイト社 RAMScope との同期計測

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
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 ソフトウェア		
年間サブスクリプションライセンス

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

IEC ソフトウェア		
買い切りライセンス
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ライセンスモデル
年間サブスクリプションライセンス
定期利用のライセンスです。利用可能な期間中は、常に最新のソフトウェアをご利用になれ
ます。利用期間の終了後も継続して利用する場合は、再度、ライセンスの購入が必要です。

買い切りライセンス
1回限りの購入版です。本ソフトウェアの出荷年の翌年から5年間は、ソフトウェアをバージョ
ンアップすることができます。( 下図参照 )。
バージョンアップの有効期限が切れたあとも、同じ環境 *でソフトウェアの利用を継続でき
ます。
*	 ご使用のPCのOSや測定器のファームウェアが更新された場合、YOKOGAWAは動作の保証をいたしかねます。

	

(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

	出荷年が 2021 年の場合、2026 年までバージョンアップが可能です。2027 年以降、最新ソフトウェ
アへのバージョンアップはできませんが、2026 年以前のバージョンは継続して利用できます。

ライセンスの利用期間と更新については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) の 9.6 節を
ご参照ください。

マニュアル
次のユーザーズマニュアルが、ダウンロードしたソフトウェアに含まれています。
マニュアル名 マニュアル No
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
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
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

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

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

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。

ご使用前に確認してください
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ご使用にあたっての注意

ソフトウェア使用上の注意事項
・	 本ソフトウェアは、1ライセンスにつき 2台の PC でご利用いただけます。同時に 2台の PC で
ご利用可能です。(2 台の PCの利用期限、更新のタイミング、追加できるオプションの種類は常
に同一です。)

・	 測定器 (SC、DLM、WT シリーズ ) に搭載されている USB インタフェースを介して、測定器と
PC間で通信をする場合は、PCに USB ドライバをインストールする必要があります。
USB ドライバは、次のWebページからダウンロードできます。
https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

・	 本ソフトウェアでコントロールできる測定器は1台だけです。複数台同期計測機能(SY1オプショ
ン)をご使用の場合、1台のPCに最大5台の測定器本体を接続して、本ソフトウェアでコントロー
ル可能です。

・	 測定器本体と PCを接続して本ソフトウェアで測定器をコントロールするとき、複数の種類の通
信インタフェースを同時に使用できません。

・	 本ソフトウェアを使用中に、測定器本体での操作はしないでください。誤動作の原因になります。
・	 PC に装備されているスタンバイモードやスリープモードなどに入ると、本ソフトウェアの動作
を継続できなくなるものがあります。スタンバイモードやスリープモードなどをオフにしてご
使用ください。

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

機能の使用制限
ソフトウェアの試用
初回起動時に表示されるスタートアップ画面でトライアルを開始をクリックすると、30 日間、
すべての機能をお試しいただけます。

簡易版
次の場合、一部の機能が制限された簡易版に移行しますのでご注意ください。
使用が制限される機能については、次ページの表をご覧ください。

・	 ソフトウェアの試用 ( トライアル ) の開始日から、ライセンス認証が未完了のまま 30 日を
経過した場合
ライセンスコードを入力して、ライセンス認証を実行してください ( 第 2章参照 )。ライセ
ンス認証された機能が使用可能になります。

・	 年間サブスクリプションライセンスの利用期間が終了した場合
サブスクリプションの利用期限まであと 3か月になった時点から、ソフトウェアの起動時
に利用期限をお知らせするメッセージが表示されます。継続してご利用になる場合は、利
用有効期間内に、ご購入いただいた販売代理店にお問い合わせください。
*	 利用期間の開始は、本ソフトウェアのアクティベーションが完了したときを起点とします。
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使用が制限される機能
簡易版では、以下の機能の使用が制限されます。

標準機能
機能 制限対象 制限内容
オンラインモニター ランチャーからの DAQ 無効

データソースからの Remote Control ＊ 	WT5000		1 台だけ 8アイテム以下のモニター可能
DAQ( データ収集 ) コントロールタブの内容 無効

ウィザードの保存設定 ＊ 	WT5000		1 台だけ 8アイテム以下の記録可能
WT5000 データストリーミング波形の測定 無効

リモート制御 ランチャーからの Remote Control 無効
データソースからの Remote Control ＊ 	WT5000		1 台だけ制御可能

＊ XWirepuller(Free 版 ) の起動は可能
ファイル管理 ランチャーからの File Manager

無効
データソースからの Remote Control

基本機能 チャネル表示グループ 1グループだけ
表示グループ当たりの最大チャネル数 8CH
ビュー表示 ビューパネル 1つだけ
XY表示 XY パネル 1つだけ
電力値数値表示 数値パネル (4 値表示 /8 値表示 )1 つだけ
高調波バーグラフ表示 バーパネル (1 アイテム )	1 つだけ
ベクトル表示 ベクトルパネル 1つだけ
注釈機能 無効
ファイル保存 波形ファイル (CSV) だけ保存可能

複数ファイル ファイルタブのファイルを追加
無効データソースの同軸スタート / ストップ

APPs タブの CSV 一括変換
測定 解析タブの測定 無効

計測器複数台同期機能 (SY1 オプション )
複数台接続 1台接続中、追加接続 無効

拡張演算機能 (MH1 オプション )
Math 解析タブの演算設定 (Math) 無効FFT FFT 表示タブの FFT 設定

レポート作成機能 (RP1 オプション )
レポート APPs タブのレポート 無効

高速度カメラ同期機能 (FS1 オプション )
高速度カメラ カメラ検索 無効	

＊検出されません。ビデオタブの内容

ECU モニター同期機能 (EM1 オプション )
ECU モニター RAMScope 検索 無効	

＊検出されません。

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
IEC	61000 ランチャーからの IEC 61000 無効APPs タブの IEC 61000

IS8000 API
IS8000	API API の使用 無効
・	 各機能の詳細については、ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA) をご覧ください。
・	 各機能の対象機器については、1-2	ページをご覧ください。

ご使用にあたっての注意



viii IM	IS8000-04JA

ご利用開始までの流れ

インターネットに接続している PC ( 以降、オンライン PC と呼びます )
でアクティベーションする場合
次の手順で、オンライン認証の操作をしてください。
*	 アクティベーション完了後は、インターネットに接続していない状態でもご利用いただけます。

ダウンロード 当社Webサイトから本ソフトウェアのファイルをダウンロードする 1.2 節参照

インストール オンライン PCに、本ソフトウェアをインストールする 1.2 節参照

初回起動 ・	 スタートアップ画面で、アクティベーションを選択する
2.1 節、2.2 節	
参照

・	 アクティベーション画面でライセンスコードを入力して、アクティベートを実行
する

⇒	ライセンス認証 ( アクティベーション ) 完了

ご利用開始 次回以降の起動時、スタートアップ画面は表示されません。

インターネットに接続していない PC ( 以降、オフライン PC と呼びます )
でアクティベーションする場合
次の手順で、オフライン認証の操作をしてください。
*	 ソフトウェアのダウンロード、ライセンスファイルの作成は、オンライン PCで作業します。

オンライン PC オフライン PC
ダウンロード ─ 当社Webサイトから本ソフトウェアのファイルをダウンロードする 1.2 節参照

インストール オフライン PCに、本ソフトウェアをインストールする 1.2 節参照

初回起動 ・	 スタートアップ画面で、アクティベーションを選択する

2.1 節、2.3 節	
参照

・	 アクティベーション画面でライセンスコードを入力して、PC情
報の取得を実行する

⇒		ライセンスコード、PC情報、アクティベーションツールをまと
めた、Zip ファイルが作成される

ライセンス
ファイルの作成

─ ・	 Zip ファイルをオンライン PCにコピーして解凍する
2-6	ページ	
参照	

・	 アクティベーションツールを起動する
・	 ライセンスファイルの保存先を選択して、OKをクリックする
	⇒	ライセンスファイルが作成される

ライセンス
ファイルを選択

・	 オフライン PCのアクティベーション画面で、ライセンスファイ
ルを選択する 2-6	ページ	

参照	・	 OKをクリックする
⇒		ライセンス認証 ( アクティベーション ) 完了

ご利用開始 次回以降の起動時、スタートアップ画面は表示されません。
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Note
ソフトウェアのすべての機能をお試しいただく場合
スタートアップ画面でトライアルを開始を選択します。ライセンスコードの入力は不要です。

2 台の PC で 1 つのライセンスを使用する場合
１台目のPCでアクティベーション完了後、2台目のPCでは 1台目と同じライセンスコードでアクティベー
ションを実行してください。

ご利用開始後のライセンス情報の確認と更新
Help[ ヘルプ ]メニュー>	License[ ライセンス ]を選択して、ライセンス情報表示画面をご確認ください。
▶	ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA)	9.5 節参照

ご利用開始までの流れ
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ソフトウェア使用許諾契約書

お客様が本ソフトウェア使用許諾契約書 ( 以下、「本契約」といいます ) に合意することを条件として、横河計測株式会社 ( 以下、「当社」といいます )
は、当該ソフトウェア製品 ( 以下、「横河ソフトウェア」といいます ) の使用権をお客様に許諾します。なお、当社は、横河ソフトウェアの使用
権をお客様に許諾するものであり、横河ソフトウェアを販売するものではありません。

	 製品：	IS8000	統合計測ソフトウェアプラットフォーム
	 クライアント・ライセンス数：	 1
	 利用コンピュータ許容台数：	 2

第 1条 ( 適用範囲 )
1.	 本契約は、当社がお客様に提供する横河ソフトウェアに適用するものとします。
2.	 横河ソフトウェアは、それに含まれる一切の技術、アルゴリズム、およびプロセスを包含するものとします。

第	2	条 ( 使用権の許諾 )
1.	 お客様は、横河ソフトウェアについて、別途合意した使用料を対価として、前文に定めるクライアント・ライセンス数に対応する台数のコン
ピュータに限り利用期間中使用できるものとし、当社は、お客様の自己使用を目的とした、非独占的かつ譲渡不能の使用権 ( 以下「使用権」
といいます ) を許諾します。

	 仮想化された環境においては、クライアント・ライセンス数に対応する台数のクライアント・コンピュータ ( 物理的コンピュータであるか仮
想コンピュータであるかにかかわらず ) に限り使用権を許諾します。

2.		お客様は、当社の事前通知および当社の承諾なしに、横河ソフトウェアを第三者に頒布、転貸、複製、譲渡、質入、伝送もしくは再使用権を
許諾しないものとします。

3.	 お客様は、いかなる理由においても横河ソフトウェアをダンプ、逆アッセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリングなどによるソー
スプログラムその他人間が読み取り可能な形式への変換もしくは複製または横河ソフトウェアの修正もしくは他の言語への翻訳など、提供さ
れた形式以外に改変しないものとします。また、当社は、別に同意しない限り、お客様にソースプログラムを提供しないものとします。

4.	 横河ソフトウェアおよびそれらに含まれる一切の技術、アルゴリズム、およびプロセスなどのノウハウは、当社または当社に対し再使用許諾
を含む使用許諾権を付与している第三者 ( 以下、「当該第三者」といいます ) の固有財産であり、当社または当該第三者が権利を有しているも
のであり、お客様に権利の移転や譲渡を一切行うものではありません。

5.	当社は、横河ソフトウェアに使用するコンピュータを利用可能とするライセンス認証の機構 (	アクティベーション機能 ) を使用または付加する
ことがあります。当該アクティベーション機能の除去・迂回または除去・迂回を試みることは認められないものとします。

6.	 横河ソフトウェアには、当社が当該第三者から再使用許諾を含む使用許諾権を付与されているソフトウェアプログラム ( 以下「第三者プログ
ラム」といい、当社の関連会社が独自に製作・販売しているソフトウェアプログラムもこれに含みます ) を含んでいます。かかる第三者プロ
グラムに関し、下記の当該条件を遵守していただきます。

	 ・		お客様は、横河ソフトウェアまたはその関連資料にある当社および当該第三者の著作権表示、商標表示およびその他の所有権表示の削除、
またいかなる方法によっても改ざんしないものとします。

	 ・		お客様は、横河ソフトウェアのアクティベーション時に、当該第三者が、当該機能のインスタンスにアクセスすることおよびその際に当該
第三者が取得した取引・システムデータは機能向上、品質改善、利用状況の把握を目的として利用され、当該データの帰属が当該第三者に
帰属することに同意します。

7.	 横河ソフトウェア製品には、オープンソースソフトウェア ( 以下「OSS」といいます ) を含む場合があります。OSS	については、別途提示され
る条件が本条件に優先して適用されます。

第 3条 ( 特定用途に関する制限 )
1.	 横河ソフトウェアは、下記の各号を目的として、製作または頒布されるものではありません。
	 (a) 航空機の運行または船舶の航行や、これらを地上でサポートする機器の立案、設計、開発、保守、運用および使用されること。(b) 原子力
施設の立案、設計、開発、建設、保守、運用および使用されること。(c) 核兵器、化学兵器または生物兵器の立案、設計、開発、保守、運用お
よび使用されること。(d) 医療機器などの人身に直接関わるような状況下で使用されることを目的に立案、設計、開発、保守、運用および使用
されること。

2.	 お客様が前項の目的で横河ソフトウェアを使用する場合には、当社は当該使用により発生するいかなる請求および損害に対しても責任を負わ
ないものとし、お客様は、お客様の責任においてこれを解決するものとし、当社を免責するものとします。

第 4条 ( 保証 )
1.	 当社は、横河ソフトウェアのアクティベーション機能が正常に動作しない場合は、最初のアクティベーション後 7日間に限り無償でライセン
ス番号を再発行いたします。最初のアクティベーション機能の動作不良を除き、横河ソフトウェアは、現状有姿で提供されるものであり、当
社はいかなる場合であってもその他の保証責任、債務不履行責任を負いません。なお、当社は、横河ソフトウェアの脆弱性等に起因する損害
( ソフトウェアの脆弱性等を利用したコンピュータウイルス、コンピュータ不正アクセス等による攻撃に起因する損害を含むが、これらに限ら
れない。) 及び顧客の環境 ( ソフトウェア・ハードウェアその他の媒体の如何を問わない ) に起因する損害については責任を負いません。

2.	 当社は、自己の判断により必要と認めた場合、横河ソフトウェアに関するレビジョンアップおよびバージョンアップ ( 以下、アップデートサー
ビスといいます ) を実施することがあります。

3.	 前項の定めにも拘らず、当社は、いかなる場合であってもお客様により改変または修正された横河ソフトウェアに関するアップデートサービ
スについては、第三者により改変・修正された場合を含め、一切対応しないものとします。
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第 5条 ( 特許権、著作権の侵害に関する損害賠償責任 )
1.	 お客様は、横河ソフトウェアについて、第三者から特許権、商標権、著作権その他の権利に基づき使用の差し止め、損害賠償請求などが行わ
れた場合は、書面にて速やかに請求の内容を当社に通知するものとします。

2.	 前項の請求などが当社の責に帰すべき事由による場合は、その防御および和解交渉について、お客様から当社に防御、交渉に必要なすべての
権限を与えていただき、かつ必要な情報および援助をいただくことを条件に、当社は自己の費用負担で当該請求などの防御および交渉を行い、
前項記載の第三者に対して最終的に認められた	責任を負うものとします。

3.	 当社は第 1項における請求またはその恐れがあると判断した場合は、当社の選択により、当社の費用で下記のいずれかの処置を取るものとし
ます。

	 (a) 正当な権利を有する者からかかる横河ソフトウェアの使用を継続する権利を取得する。(b) 第三者の権利の侵害を回避できるようなソフト
ウェア製品と交換する。(c) 第三者の権利を侵害しないようにかかる横河ソフトウェアを改造する。

4.	 前項各号の処置がとれない場合、当社は、お客様から当社にお支払い頂いた第 2条第 1項に定める使用料の対価を限度として損害を賠償する
ものとします。

5.	 本条にかかわらず、OSS に起因する請求等については別途提示される条件が優先します。

第 6条 ( 責任の制限 )
本契約に基づいて当社がお客様に提供した横河ソフトウェアによって、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合は、当社は、
本契約の規定に従って対応するものとしますが、いかなる場合においても、派生損害、結果損害、その他の間接損害 ( 営業上の利益の損失、業務
の中断、営業情報の喪失などによる損害その他 )	については一切責任を負わないものとし、かつ当社の損害賠償責任は、かかる横河ソフトウェア
についてお客様からお支払いを受けた使用料の対価を限度とします。なお、当社が納入した製品をお客様が当社の書面による事前の承諾なく改造、
改変、他のソフトウェアとの結合を行い、またはその他基本仕様書または機能仕様書との相違を生ぜしめた場合は、当社は一部または全ての責
任を免れることができるものとします。

第 7条 ( 権利義務の譲渡 )
お客様は、本契約に基づく権利義務を当社の書面による承諾なくして第三者に譲渡してはならないものとします。当社の承諾を得て横河ソフト
ウェアおよび本契約の地位の譲渡を行う場合は、お客様は横河ソフトウェアをすべて譲受人に譲渡し、保有する複製物を完全に消去するものと
します。

第 8条 ( 輸出規制 )	
お客様は、事前に当社の同意を得た場合を除き、横河ソフトウェアを、直接、間接を問わず輸出または他国に伝送しないものとします。

第 9条 ( 本契約の期間 )
本契約は、第 10 条に定める場合を除き、お客様が横河ソフトウェアを受領した日から、第 2条 1項で合意した利用期間の終了まで、有効とします。
ただし、本契約終了または 11 条による解除後といえども第 2条第 5項、第 5条、第 6条、第 9条ならびに第	12 条は効力を有するものとします。
利用期間の終了後、お客様は直ちに横河ソフトウェアの使用を中止し、横河ソフトウェアおよびその複製物を返却または消去するものとする。

第 10 条 ( 監査、使用の差止め )
1.	 横河は、お客様による本契約の遵守状況を確認するため、合理的な範囲で、お客様の関連施設に立ち入り監査することができるものとします。
2.	 横河ソフトウェアの使用許諾後といえども、使用環境の変化または許諾時には見出せなかった不適切な環境条件が見られる場合、その他横河
ソフトウェアを使用するに	著しく不適切であると当社が判断した場合には、当社はお客様に対して当該使用を差止めることができるものとし
ます。

第 11 条 ( 解除 )	
当社は、お客様が本契約に違反した場合には、何ら催告を要することなく通知をもって本契約を解除できます。この場合お客様は直ちに横河ソ
フトウェアの使用を中止し、支払い済みの使用料は返金されないものとします。

第 12	条 ( 管轄裁判所 )
本契約に関して生じた紛争、疑義については、両者誠意を持って協議解決するものとします。ただし、一方当事者が他方当事者に協議解決をし
たい旨の通知後	90	日以内	に両当事者間で協議が整わない場合は東京地方裁判所 ( 本庁 ) を第一審の専属的管轄裁判所とします。

第 13 条 ( 契約の変更 )
当社は、本契約の内容、本製品の内容、横河ソフトウェアの仕様、関連契約に基づくサポートその他関連するサービスの内容を当社独自の判断
において変更できるものとします。

以上

ソフトウェア使用許諾契約書





xiiiIM	IS8000-04JA

目次
はじめに		...................................................................................................................................................................................i
このマニュアルで使用している記号と表記法	........................................................................................................iii
ご使用前に確認してください	....................................................................................................................................... iv
ご使用にあたっての注意	................................................................................................................................................ vi
ご利用開始までの流れ	................................................................................................................................................... viii
ソフトウェア使用許諾契約書	.........................................................................................................................................x

第 1 章 インストールとアンインストール
1.1	 動作に必要なシステム環境	...................................................................................................................... 1-1
1.2	 インストール	................................................................................................................................................. 1-4
1.3	 アンインストール	........................................................................................................................................ 1-7

第 2 章 アクティベーション
2.1	 ソフトウェアを起動する	.......................................................................................................................... 2-1
2.2	 オンライン認証	............................................................................................................................................. 2-3
2.3	 オフライン認証	............................................................................................................................................. 2-5



1-1IM	IS8000-04JA

第 1 章 

インストールとアンインストール

1.1 動作に必要なシステム環境

PC 本体
10 Gb Ethernet 通信利用時 :
CPU
デスクトップ PC
Intel	Core	i7-1165G7 以上 /4 コア (8 スレッド ) 以上 /4.7	GHz 以上

メモリー
16	GB 以上

SSD
512	GB 以上 (M.2 スロット SSD推奨、読み書き性能 3	GB/s 以上 )

1 Gb Ethernet/USB 通信利用時、オフライン解析時：
CPU
Intel	Core	i5-10210U 以上 /4 コア (8 スレッド ) 以上 /4.2	GHz 以上

メモリー
8	GB 以上

SSD
256	GB 以上 ( 読み書き性能	400	MB/s 以上 )

OS( オペレーティングシステム )
Windows	10　64 ビット､ Windows	11*
*	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。

通信インタフェース
USB	(USBTMC、VISA)、イーサネット (VXI-11、HiSLIP)

ディスプレイ、プリンタ、マウス
ディスプレイの画像解像度
1366	×	768 ドット以上、拡大率 100	％

対応 OS
上記のOSに対応したもの
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1.1　動作に必要なシステム環境

対象機器
IS8000 ソフトウェアの主な機能の対象機器は、次のとおりです。
*	 機能の詳細は、各ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA、IM	IS8000-63JA)	の「製品概要」をご覧ください。

統合計測ソフトウェアプラットフォーム
データ収集
・	 DL950 スコープコーダ
・	 WT5000 プレシジョンパワーアナライザ

リモート制御
・	 DL950 スコープコーダ
・	 DL850/DL850V、DL850E/DL850EV スコープコーダ
・	 DL350 スコープコーダ
・	 DLM5034、DLM5038、DLM5054、DLM5058 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 DLM3022、DLM3032、DLM3052 ディジタルオシロスコープ
・	 DLM3024、DLM3034、DLM3054 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 WT5000 プレシジョンパワーアナライザ

オフラインファイル解析
・	 DL950 スコープコーダ
・	 DL850/DL850V、DL850E/DL850EV スコープコーダ
・	 DL350 スコープコーダ
・	 SL1000 高速データアクイジションユニット
・	 DLM5034、DLM5038、DLM5054、DLM5058 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 DLM4038、DLM4058 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 DLM3022、DLM3032、DLM3052 ディジタルオシロスコープ
・	 DLM3024、DLM3034、DLM3054 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 DLM2022、DLM2032、DLM2052 ディジタルオシロスコープ
・	 DLM2024、DLM2034、DLM2054 ミックスドシグナルオシロスコープ
・	 WT5000 プレシジョンパワーアナライザ
・	 760301、760302、760303、760304、WT3001E、WT3002E、WT3003E、WT3004E プレシジョ
ンパワーアナライザ	

・	 WT1801、WT1802、WT1803、WT1804、WT1805、WT1806、WT1801E、WT1802E、
WT1803E、WT1804E、WT1805E、WT1806E プレシジョンパワーアナライザ

高速度カメラ (FS1 オプション )
・	 フォトロン社製：	FASTCAM	SA-Z、FASTCAM	Mini	AX/UX/WX シリーズ、	

FASTCAM	Nova	S シリーズ /R2
・	 接続機種は、DL950 スコープコーダです。

ECU モニター (EM1 オプション )
・	 DTS インサイト社製：RAMScope	GT122、GT150/GT170(RAMモニターモジュールだけ )
・	 接続機種は、DL950 スコープコーダです。
・	 オンライン接続は、RAMモニターモジュール 1台に対応。
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1.1　動作に必要なシステム環境

IEC 高調波 / フリッカ測定ソフトウェア
・	 WT5000 プレシジョンパワーアナライザ

電源コントロール機能
・	 エヌエフ回路設計ブロック社製：ES2000S、ES2000U、DP4162、DP4163、DP4164、
DP4165、DP4166、DP4167、DP4168、DP4169
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1.2 インストール

操 作
IS8000 ソフトウェアをインストールする前に、現在起動しているプログラムをすべて終了してく
ださい。

Note
インストールの途中で管理者権限 (Administrator)	についての画面が表示される場合があります。そのとき
は画面のメッセージに従ってください。

ここでは、Windows10 の画面を使用して、インストール方法を説明します。

ソフトウェアのダウンロード
1. 	 インターネットに接続した PC本体の電源を入れ、Windows を立ち上げます。
2. 	 製品情報シートに記載されているURL から、PCの任意の場所にソフトウェアをダウンロード

します。
*	 製品情報シートについては、iv	ページをご覧ください。

オンライン PC にインストールする場合
	 手順 4の操作に進みます。

オフライン PC にインストールする場合
3. 	 USB メモリーなどのメディアを使用して、インターネットに接続していない PC の任意の場

所にソフトウェアを移動またはコピーします。

4. 	 ソフトウェアを解凍します。
5. 	 解凍したフォルダー内の Setup.exeをダブルクリックします。
6. 	 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、はいをクリックします。
	 インストーラが起動します。表示される画面の指示に従い、次へをクリックします。

	 	



1-5IM	IS8000-04JA

1.2　インストール

7. 	 使用許諾契約の条項に同意しますを選択し、次へをクリックします。
	 使用許諾契約の条項に同意しませんを選択した場合は、インストールが中止されます。

8. 	 ユーザー情報を入力する画面が表示されます。
	 ユーザー名、所属を入力して次へをクリックします。

9. 	 インストール先を設定する画面が表示されます。
	 初期設定は「C:\Program	Files\Yokogawa\IS8000\」になっています。変更する場合は、変更

をクリックしてディレクトリを変更してください。
	 インストール先の設定を確認して次へをクリックします。

	 	

10. 	 インストールの開始を促す画面が表示されます。
	 インストールの設定に問題がなければインストールをクリックします。
	 戻るをクリックすると、前の画面に戻ってインストール先の設定を変更できます。キャンセ

ルをクリックすると、インストールが中止されます。
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1.2　インストール

	 ソフトウェアのインストールが正常に終了すると、次の画面が表示されます。

	 	

11. 	 完了をクリックして、インストールを終了します。
	 Windows のスタートメニューに IS8000が追加されるとともに、デスクトップ上に IS8000の

ショートカットアイコンが作成されます。

Note
インストールの完了後に「プログラム互換性アシスタント」の画面が表示される場合があります。インス
トールは正常に完了していますので、このプログラムは正しくインストールされましたを選択するか、キャ
ンセルを選択して「プログラム互換性アシスタント」の画面を閉じてください。

USB ドライバのインストール
測定器 (SC、DLM、WTシリーズ ) に搭載されている USB インタフェースを介して、測定器と PC
間で通信をする場合は、専用のUSB ドライバ (YTUSB、YKMUSB) または IVI ドライバ (VISA) が必要
です。
最新の専用USB ドライバは、次のWebページからダウンロードできます。

https://tmi.yokogawa.com/jp/library/

YTUSB ドライバ
対応機器：DL950、DLM3000、DLM5000、WT5000 など
YTUSB フォルダー内の Setup.exe	を実行してください。インストールウィザードが起動しま
す。インストール方法の詳細は、YTUSB	フォルダー内のマニュアル (ReadMe_ja.pdf ) をご覧
ください。

YKMUSB ドライバ
対応機器：DL350、DL850/DL850V、DL850E/DL850EV など
YKMUSB	フォルダー内の Setup.exe	を実行してください。インストールウィザードが起動し
ます。インストール方法の詳細は、上記Webページから「USB ドライバ「YKMUSB」のイン
ストール手順 (IM	B9852UT-01)」をダウンロードしてご覧ください。
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1.3 アンインストール

Note
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、アンインストールをする前に、ライセン
ス認証を無効にする操作 ( ディアクティベーション )をしてください。
ディアクティベーションについては▶ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA)	9.5 節参照

操 作

1. 	 (スタート )	>	 (設定 ) を選択します。Windows の設定画面が表示されます。
2. 	 Windows の設定画面でアプリを選択します。アプリの画面が表示されます。
3. 	 画面左側の項目からアプリと機能を選択します。

IS8000 ソフトウェアのアンインストール
4. 	 画面右側に表示される一覧から IS8000を選択して、アンインストールをクリックします。
	 選択したアプリと関連情報のアンインストールを確認する画面が表示されます。

5. 	 アンインストールをクリックします。
6. 	 「ユーザーアカウント制御」の画面が表示された場合は、はいをクリックします。
	 IS8000 ソフトウェアのアンインストールが実行されます。

USB ドライバのアンインストール
YTUSB ドライバ
4. 	 画面右側に表示される一覧から、Windows ド ラ イ バ パ ッ ケ ー ジ - Yokogawa Test & 

Measurement Corporation (WinUSB) YTUSB (mm/dd/yyyy x.x.x.x)を選択して、アンインス
トールをクリックします。

YKMUSB ドライバ
4. 	 画面右側に表示される一覧から YKMUSB64を選択して、アンインストールをクリックします。

以降、上記 IS8000 ソフトウェアと同様の手順でアンインストールを実行します。
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第 2 章 

アクティベーション

この章では、お持ちの PC で本ソフトウェアの機能を利用可能にするために、ご購入いただいた
IS8000 ソフトウェアのライセンスを認証する操作について説明しています。

2.1 ソフトウェアを起動する

操 作
1. 	 つぎの 2通りの方法で、ソフトウェアを起動できます。

・	 デスクトップ上のショートカットアイコンをダブルクリックする。

	 	 	

ショートカットアイコン

・	 	Windows の (スタート )	>	YOKOGAWA >	IS8000をクリックする。

	 	 	

スタートメニュー (Windows 10 の場合 ) 

	 初回起動時は、スタートアップ画面が表示されます。

2. 	 スタートアップ画面で、アクティベーションをクリックします。

	 	

画面を閉じる /IS8000 ソフトウェアを終了する

すべての機能の試用を開始する

トライアル期限 ( トライアル期間中だけ表示 )

ライセンス認証をする

	 	インターネットの接続の有無によって、オンライン認証用またはオフライン認証用のアクティ
ベーション画面が表示されます。
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2.1　ソフトウェアを起動する

解 説

スタートアップ画面
初回起動時 * に表示されます。次のどちらかを選択できます。
*		トライアル期間中は、起動時に毎回表示されます。

アクティベーション
・	 インターネットに接続されている PC上で起動している場合
オンライン認証用のアクティベーション画面が表示されます。▶ 2.2 節参照

・	 インターネットに接続していない PC上で起動している場合
オフライン認証用のアクティベーション画面が表示されます。▶ 2.3 節参照

トライアルを開始
ソフトウェアの試用を開始する場合に選択します。
トライアルを開始した場合は、トライアル期間が終了すると、このボタンは無効になり選択
できません。

トライアル期限の表示
トライアル期間中に本ソフトウェアを起動すると、画面にトライアル期限が表示されます。

・ 表示例
トライアル期限：2021/04/02

トライアル ( ソフトウェアの試用 )
アクティベーションをする前に、すべての機能を試用できます。

トライアル期間
トライアル期間は、初回のトライアル開始日から連続した 30 日間です。

トライアル期間の途中で製品のアクティベーションをした場合でも、トライアル期間はトラ
イアル期限まで継続します。トライアル期限経過後に製品のライセンスが切れたときは、簡
易版に切り替わり、トライアル期間が復活することはありません。
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2.2 オンライン認証

ここでは、インターネットに接続された PCでのアクティベーションについて説明しています。
アクティベーション完了後は、インターネットに接続していなくても本ソフトウェアを利用できます。

操 作
1. 	 2.1 節を参照して、オンライン PCで本ソフトウェアを起動します。
	 スタートアップ画面で、アクティベーションをクリックします。アクティベーション画面が

表示されます。

2. 	 ライセンスコードを入力して、アクティベートをクリックします。
	 ライセンスコードは、製品情報シートに記載されています。
	 36 桁のライセンスコードをすべて入力すると、アクティベートのボタンが有効になります。

	 	 ライセンスコードの入力 /表示

	 プロダクト情報画面が表示されます。
認証対象のライセンスコード、ライセンスモデルが画面に表示されます。

	 	

3. 	 表示内容を確認して、OKをクリックします。
	 ライセンスが認証されると、認証成功のメッセージが表示されます。
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2.2　オンライン認証

4． 	OKをクリックすると、メッセージ画面が閉じます。
	 アクティベーションが完了すると、ランチャーが表示されます。

	 	

Note
間違ったライセンスコードを入力した場合は、アクティベーション失敗のメッセージが表示されます。こ
の場合は、OKをクリックして、アクティベーション画面でライセンスコードを再入力してください。

ベースライセンスコード
最初にアクティベーションを完了し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。以降の
ライセンス情報は、オプション機能の追加でライセンスを追加 /更新した場合も、ベースライセンスコー
ドで管理されます。

ライセンスを追加 / 更新する場合
初回のアクティベーション完了後、オプション機能を追加する場合は、ライセンスを追加 /更新し
てアクティベーションをする必要があります。

Helpメニュー>	Licenseを選択して、ライセンス情報表示画面から操作できます。
▶ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA)	9.5 節参照

Note
2 台の PC で 1 つのライセンスを追加 / 更新する場合

・ 1 台目の PC はアクティベーション完了済みで、2 台目では初めて本ソフトウェアを使用するとき
	 1 台目の PCでライセンスを追加 /更新してアクティベーション完了後、2台目では 1台目と同じライセ
ンスコードで初回のアクティベーションを実行してください。

・ 2 台とも初回のアクティベーションが完了しているとき
 1 台目の PCでライセンスを追加 /更新してアクティベーション完了後、2台目ではライセンス情報画面
でライセンスを更新してください。1台目のライセンス情報が 2台目の PCにコピーされます。

	 2 台目の PCで本ソフトウェアを起動後、ライセンス情報表示画面で更新をクリックします。
	 操作の詳細▶ユーザーズマニュアル (IM	IS8000-01JA)	9.5 節参照
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2.3 オフライン認証

ここでは、インターネットに接続されていない PCでのアクティベーションについて説明しています。
インターネットに接続できない PCで本ソフトウェアを利用する場合は、このオフライン認証でアク
ティベーションをしてください。

Note
手順 6～ 9のライセンスファイルの作成は、インターネットに接続した PCでアクティベーションツール
を起動して操作します。

操 作
1. 	 2.1 節を参照して、オフライン PCで、本ソフトウェアを起動します。
	 スタートアップ画面で、アクティベーションをクリックします。アクティベーション画面が

表示されます。

2. 	 ライセンスコードを入力して、実行をクリックします。
	 ライセンスコードは、製品情報シートに記載されています。
	 36 桁のライセンスコードをすべて入力すると、実行のボタンが有効になります。

	 	

ライセンスコードの入力 /表示

実行

	 アクティベーションキーのZipファイルが作成されます。このファイルには、ライセンスコード、PC情報、
アクティベーションツールが圧縮されています。

3. 	 OK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。
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2.3　オフライン認証

PC 情報を取得
4. 	 Zip ファイルの保存先を指定して、保存をクリックします。
	 次の画面が表示されます。

5． 	OKをクリックします。アクティベーション画面はそのままにして、次の手順に進みます。

	 	

オンライン PC でライセンスファイルを作成
6． 	 Zip ファイルを、オンライン PC上の任意の場所にコピーして、解凍します。
7．  アクティベーションツール (ActivationTool.exe)を起動します。ライセンスの認証が開始され

ます。
	 ライセンスコードや PC情報は、自動的に取得されます。

8. 	 ライセンス認証が完了すると、認証対象のライセンスコード、ライセンスモデルが画面に表
示されます。

9． 	表示内容を確認して、OKをクリックします。ライセンスファイルが作成され自動的に保存さ
れます。

オフライン PC でライセンスファイルを選択
10. 	 ライセンスファイルを、オフライン PC上の任意の場所にコピーします。
11. 	 オフライン PC上でアクティベーション画面の選択をクリックして、手順 10 で保存したライ

センスファイルの参照先を指定します。

12. 	 OKをクリックします。ライセンスファイルがオフライン PCに格納されます。
13. 	 ソフトウェアを起動します。
	 アクティベーションが完了すると、ランチャー (2-4	ページ参照 )	が表示されます。

Note
間違ったライセンスコードを入力した場合は、アクティベーション失敗のメッセージが表示されます。こ
の場合は、OKをクリックして、アクティベーション画面でライセンスコードを再入力してください。

ベースライセンスコード
最初にアクティベーションを完了し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。以降オ
プション機能を追加した場合もベースライセンスコードで管理されます。

ライセンスを追加 / 更新する場合
▶ 2-4	ページの「ライセンスを追加 /更新する場合」参照
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