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はじめに
電源品質アナライザ CW500 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
マニュアルは、CW500 に付属されているアプリケーションソフトウエア CW500Viewer
の操作方法ついて説明したものです。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。お読みになっ
たあとは、ご使用時にすぐにご覧になれるところに、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、CW500 のマニュアルとして、このマニュアルを含め次の 5 種類があります。
あわせてお読みください。

マニュアル名 マニュアルNo. 内容
CW500 電源品質アナライザユー
ザーズマニュアル

IM CW500-01JA 付属の CD に pdf データが納められていま
す。 CW500 の機能とその操作方法について
説明しています。

CW500 電源品質アナライザス
タートガイド

IM CW500-02JA CW500 の取り扱い上の注意、基本的な操作、
仕様について、説明しています。

CW500Viewer ユーザーズマニュ
アル

IM CW500-61JA 本書です。付属の CD に pdf データが納められ
ています。CW500Viewer の操作方法を説明し
ています。

CW500Viewer インストールマ
ニュアル

IM CW500-62JA CW500Viewer のインストール方法について、
説明しています。

CW500  Power Quality Analyzer 
User’ s Manual

IM CW500-92Z1 中国用文書

ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。

また、実際の画面表示内容が本書に記載の画面表示内容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。

商標
・ Microsoft、Windows、Windows 7、Windows 8、 お よ び Windows 10 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、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標または商標

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。
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1. 使用環境

システム条件
・ CPU ：Pentium 4 1.6GHz 以上の Pentium プロセッサ
・ メモリ ：1Gbyte 以上 (Windows 7/8/10)
・ 対応ＯＳ ：Windows 7/Windows 8/Windows 10
  (32bit/64bit)

・ ハードディスク空き容量 ： 1GB 以上 (.NET Framework 再頒可能パッケージ用の容
量も含む )

・ CD または DVD ドライブ ：インストールに必要
・ ディスプレイ ：1,024 × 768 以上の解像度、65536 色以上

推奨条件
・ 2GHz 以上の Pentium プロセッサ
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2. CW500Viewer を起動する

PC 単体で使用する場合
データを解析できます。

1  デスクトップのショートカットをダブルクリックします。
 または、スタート→すべてのプログラム→ Yokogawa → CW500Viewer → 

CW500Viewer を選択します。

     

 CW500Viewer のメニューが表示されます。

     
測定データの解析

測定データをPCに保存
(PCとCW500を接続しているときに有効)

リアルタイム測定/CW500の設定
(PCとCW500を接続しているときに有効)

PC と CW500 を接続して使用する場合
1.  CW500 の電源を入れます。
2.  CW500 を PC に USB で接続します。

     

3.  デスクトップのショートカットをダブルクリックします。
 または、スタート→すべてのプログラム→ Yokogawa → CW500Viewer → 

CW500Viewer を選択します。
 CW500Viewer のメニューが表示されます。

Note
・	 オプションの Bluetooth を使って PCと接続する場合は、CW500 の Bluetooth 機能を有効
にしてください。

・	 Bluetooth のペアリングが完了してから、CW500Viewer を起動してください。
	 PC の「デバイスとプリンター」から、ペアリングする CW500 を選択して、「デバイスの追
加」を実行するとペアリングが完了します。
詳細については、ご使用の PCまたは Bluetooth レシーバーの取扱説明書をご覧ください。

・	 CW500 のデバイス名は「CW500-xxxxxxxx」(xxxxxxxx はシリアル番号 ) です。
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3. 記録データを PC へ保存する

CW500 と PC を接続して記録データを PC に保存する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを PC へ保存する」をクリックします。
 データ読み込み画面が表示されます。

     

2.  内部メモリまたは SD カードを選択します。
 選択したメディアに保存されている記録データのリストが表示されます。

3.  リストから PC に保存する記録データをひとつ選択し、「取り込みを開始する」を
クリックします。PC への保存が開始されます。

     

内部メモリとSDカードの選択
PCへの記録データ保存の実行

 PC への保存が完了すると、記録データの解析画面が表示されます。
 データは、C:¥Users¥xxxxx¥Documents¥Yokogawa¥CW500Viewer¥PcData に保

存されます (xxxxx はユーザー名 )。
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CW500 と PC を接続しないで、記録データを PC に保存する
CW500 の記録データが保存されている SD メモリーカードを PC に装着して、記録デー
タを PC に保存できます。

1  CW500 の記録データが保存されている SD メモリーカードを PC に装着します。
2.  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 記録データの解析画面が表示されます。

     

3.  「ファイルを読み込み」をクリックします。ファイル選択画面が表示されます。
 SD メモリカードドライブを選択し、PC に読み込むファイルを選択します。

     

3. 記録データを PCに保存する
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4. データを解析する ( 電力 )

解析する記録データを選択する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 記録データの解析画面が表示されます。

     

2.  解析する記録データをクリックし、「時系列」を選択します。

    

記録データの選択

記録データの測定条件

解析の実行 CW500からの記録データ読み込み
SDメモリーカードからのファイル読み込み

記録データの検索

3.  「解析する」をクリックします。
 電力の各パラメータが表示されます。
 「ファイルを取り込む」または「データを取り込む」をクリックすると、PC に接

続された SD メモリーカードまたは、CW500 から解析するデータを PC に保存す
る画面に移動できます。保存方法については「記録データを PC へ保存する」を
ご覧ください。
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グラフ表示

リスト表示

ツールバー

Note
ウインドウの境、表の行、列の境にポインタを移動し、ポインタが矢印に変わったところでド
ラッグすると、ウインドウや行、列の大きさを変更できます。

グラフ表示

  

カーソルの移動

時刻 ( グラフの横軸 )
カーソル位置の時刻

カーソル

スクロールバー

カーソルの移動
末尾データの測定時刻

先頭データの測定時刻

グラフ項目名

グラフ名

カーソル値 測定値 ( 縦軸 )
表示エリアの変更グラフごとのツールバー

波形の表示色の変更

グラフの移動

波形の表示のON/OFF

グラフの選択

サブウインドウで表示

グラフを最小表示
グラフの大きさを元に戻す

グラフ表示のON/OFF とグラフ
表示する項目の設定

グラフの最大表示
グラフを閉じる

グラフの移動
グラフ左端のバーをドラッグして表示位置を移動します。

グラフの選択
グラフ名の前のチェックボックスをチェックします。選択されたグラフは、グラフごと
のツールバーのコントロール対象になります。複数のグラフを一括して表示変更できま
す。

4　データを解析する ( 電力 )
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グラフの表示色の変更
項目名の前のカラーバーをクリックすると、表示色設定ウインドウが表示されます。

波形表示の ON/OFF
ここをクリックして、波形を表示、非表示にします。

グラフの拡大 / 縮小
水平軸の拡大 /縮小
グラフの横軸目盛り付近でポインタが左右の矢印 ( ) に変わります。右にドラッグ
すると拡大、左にドラッグするとグラフが縮小されます。
縦軸方向の拡大
グラフの縦軸目盛り付近でポインタが上下の矢印 ( ) に変わります。ドラッグした範
囲が拡大表示され、スクロールバーと元に戻すボタンが表示されます。スクロールバー
で表示位置を変更できます。元のサイズに戻すときは、元に戻すボタンをクリックしま
す。

   

スクロールバー 元に戻るボタン

サブウインドウでの表示 ( グラフごとのツールバー )
グラフごとに表示されているツールバーの「サブウインドウで表示」アイコンをクリッ
クします。
カーソル位置の測定値がサブウインドウに表示されます。
電圧位相角と電流位相角は、カーソル位置の実効値と位相角をベクトル図で表示します。
電圧位相角と電流位相角の 2 項目以外は、カーソル位置の測定値を数値で表示します。

  

ベクトル図 数値

リスト表示

  

スクロールバー
測定した CW500 のシリアル番号

スクロールバー

グラフのカーソル位置のデータ

測定条件 リスト表示

4　データを解析する ( 電力 )
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ツールバー
表示レイアウトの設定

全てのグラフを選択
全てのグラフを非選択

表示するデータの間隔の設定
レポート間隔変更の実行
グラフをクリップボードにコピー
リストをクリップボードにコピー

グラフの印刷
レポート /リストの印刷
ウインドウの整列
サブウインドウを閉じる

グラフをサブウインドウにフル
スケールで表示

カーソルを自動で移動

グラフ表示のON/OFF と
グラフ表示する項目の設定

表示レイアウトの設定

   

グラフとリストを表示
グラフだけを表示
リストだけを表示

グラフ表示の ON/OFF とグラフ表示する項目の設定
ツールバーの「グラフ表示項目編集」アイコンをクリックします。
グラフ全体の表示の ON/OFF と、各グラフ内の波形表示の ON/OFF を設定できます。
チェックされている項目が表示されます。
グラフ全体の ON/OFF は、瞬時値、積算値 ( 高調波 )、デマンド、フリッカの単位で
ON/OFF することもできます。

   

結線方式
グラフ表示のON/OFF

設定の初期化

波形表示のON/OFF

全てのグラフ選択 / 全てのグラフの非選択
ツールバーの「全選択」または「選択解除」アイコンをクリックします。
グラフの選択、非選択を一括で実行します。選択されたグラフ名のチェックボックスが
チェックされます ( グラフ表示参照 )。
選択されたグラフは、グラフごとに表示されているツールバーの対象グラフになります。

フルスケール表示
ツールバーの「フルスケール表示」アイコンをクリックします。
グラフをサブウインドウにフルスケールで表示します。

4　データを解析する ( 電力 )
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カーソルの自動移動 ( 自動再生 )
カーソルを自動で移動できます。
カーソルの移動に連動してリスト表示のカーソル位置も移動します。
次のデータにカーソルが移動する時間 ( 再生時間 ) を設定することもできます。

   

カーソル移動 ( 再生 ) の開始
カーソル移動の停止

カーソルが移動する時間 ( 再生速度 ) の選択

表示するデータの間隔 ( レポート間隔 ) の設定
ツールバーの「レポート間隔」選択肢から間隔を選択します。
グラフ表示やリスト表示するデータの時間間隔を設定します。
レポート間隔変更の実行アイコンをクリックすると、グラフ表示とリスト表示に設定し
た時間間隔のデータが表示されます。

グラフ、リストのクリップボードへのコピー
ツールバーの「グラフコピー」または「リストコピー」アイコンをクリックします。
グラフは表示されている全てのグラフを画像データとして、リストは項目をヘッダに付
加したタブ区切りのテキストデータとして、クリップボードにコピーします。
Word や Excel などのドキュメントにペーストして使用できます。

グラフの印刷
ツールバーの「グラフ印刷」アイコンをクリックします。表示されている全てのグラフ
をプリントアウトします。

レポート / リスト出力
ツールバーの「レポート / リスト出力」アイコンをクリックします。

  

通貨単位の設定 ( レポート )
夜間料金の時刻設定 ( レポート )
ウィークエンドの設定
( レポート )

電力の接頭辞の設定 ( レポート )

出力範囲の設定
( レポート /リスト )

電力単価の設定 ( レポート )
夜間料金、ウィークエンド料金を反映させた
料金を設定

レポートとして出力するパラメータの設定
ヘッダ、フッタの設定 ( レポート /リスト )

レポートプレビューの表示
リストプレビューの表示

CSV データの保存

4　データを解析する ( 電力 )
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「レポート印刷」または「リスト印刷」をクリックすると、プレビュー画面が表示されます。

    

プレビューのフォーマット変更

印刷画面の表示
pdf データで保存
プレビューの拡大／縮小

レポート出力
 使用電力のレポートを印刷します。
 指定した期間の電力と電力料金をレポートとして印刷したり、pdf データで保存しま

す。
リスト出力
 リスト表示されている項目の、指定された時間のデータを印刷したり、pdf データ、

CSV データで保存します。

   

ヘッダー

フッター

作成日
ページ

Note
ヘッダーまたはフッターにページを印刷するときは、「1/1」と入力してください。

4　データを解析する ( 電力 )
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5 データを解析する ( 高調波）

 解析する記録データを選択する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 記録データの解析画面が表示されます。

     

2.  解析する記録データをクリックし、「高調波」を選択します。

    

記録データの選択

記録データの測定条件

解析の実行 CW500からの記録データ読み込み
SDメモリーカードからのファイル読み込み

記録データの検索

3.  「解析」をクリックします。
 各測定アイテムのグラフとリストが表示されます。
 「ファイルを取り込む」または「データを取り込む」をクリックすると、PC に接

続された SD メモリーカードまたは、CW500 から解析するデータを PC に保存す
る画面に移動できます。保存方法については「記録データを PC へ保存する」を
ご覧ください。
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グラフ表示

リスト表示

ツールバー

リスト表示する項目を選択
リスト表示するチャネルを選択

ここで説明されていないツールバー、グラフ表示、リスト表示の操作方法については、
時系列の解析と同じです。「4.　データを解析する ( 電力 )」をご覧ください。 

Note
ウインドウの境、表の行、列の境にポインタを移動し、ポインタが矢印に変わったところでド
ラッグすると、ウインドウや行、列の大きさを変更できます。

サブウインドウでの表示 ( グラフごとのツールバー )
グラフごとに表示されているツールバーの「サブウインドウで表示」アイコンをクリッ
クします。
カーソル位置の測定値をサブウインドウで表示します。
電圧位相角と電流位相角は、カーソル位置の実効値と位相角を、各次数のベクトル図で
表示します。
電圧実効値、電流実効値、高調波電力は、カーソル位置の実効値を、各次数の棒グラフ
で表示します。
電圧電流位相差は、カーソル位置の電圧電流位相差を各次数の棒グラフで表示します。

  

ベクトル図 各次数の棒グラフ ( 実効値 )

各次数の棒グラフ ( 電圧電流位相差 )

5　データを解析する ( 高調波 )
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リスト出力
ツールバーの「リスト出力」アイコンをクリックします。

  

出力範囲の設定

ヘッダ、フッタの設定
リストプレビューの表示

CSV データの保存

「リスト印刷」をクリックすると、プレビュー画面が表示されます。

    

プレビューのフォーマット変更

印刷画面の表示
pdf データで保存
プレビューの拡大／縮小

5　データを解析する ( 高調波 )
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6 データを解析する ( イベント )

解析する記録データを選択する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 記録データの解析画面が表示されます。

     

2.  解析する記録データをクリックし、「イベント」を選択します。

    

記録データの選択

記録データの測定条件

解析の実行 CW500からの記録データ読み込み
SDメモリーカードからのファイル読み込み

記録データの検索

3.  「解析」をクリックします。
 電圧、電流の波形とイベント識別のグラフが表示されます。
 「ファイルを取り込む」または「データを取り込む」をクリックすると、PC に接

続された SD メモリーカードまたは、CW500 から解析するデータを PC に保存す
る画面に移動できます。保存方法については「記録データを PC へ保存する」を
ご覧ください。
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グラフ表示

ツールバー

イベント詳細データ フルスケール表示

電圧実効値

電流実効値

イベント種別

イベント

ここで説明されていないツールバー、グラフ表示の操作方法については、時系列の解析
と同じです。「4.　データを解析する ( 電力 )」をご覧ください。 

Note
ウインドウの境、表の行、列の境にポインタを移動し、ポインタが矢印に変わったところでド
ラッグすると、ウインドウや行、列の大きさを変更できます。

グラフ表示
電圧実効値、電流実効値、イベント種別を時系列のグラフで表示します。

イベント詳細データ
イベントの発生回数や、発生したイベントリストを表示します。
タブを操作することにより、測定データのリスト表示と切り替えることができます。
測定データのリスト表示については、「4　データを解析する ( 電力 )」をご覧ください。

  

発生したイベント回数

選択したイベント発生以降の実効値表示

イベント発生日付
イベント発生時刻

発生したイベントの種類
イベントの開始 /終了

選択したイベント発生以降の波形表示

イベントリストからイベントを選択すると、選択したイベント以降の実効値と波形が表
示されます。

6　データを解析する ( イベント )
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7 電圧品質レポートを出力する

出力する記録データを選択する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 記録データの解析画面が表示されます。

     

2.  レポート出力する記録データをクリックし、「電圧品質レポート」を選択します。

    

記録データの選択

記録データの測定条件

解析の実行 CW500からの記録データ読み込み
SDメモリーカードからのファイル読み込み

記録データの検索
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3.  「解析」をクリックします。
 初めて電圧品質レポートを出力する記録データを選択した場合は、レポートパラ

メータの設定画面が表示されます。
 以前に、電圧品質レポートを出力した記録データを選択した場合は、操作 6. に進

んでください。

    

パラメータ設定の読み込み
パラメータ設定の書き出し

パラメータ設定の初期化

設定項目の切り替え

レポート出力する項目をチェック

全ての選択解除

全てを選択
イベント発生期間の測定値も含める

4.  レポートパラメータを設定します。
 試験場所、試験者、備考、出力する項目をチェックし、各パラメータを設定します。
 スウェル / ディップ / 瞬停イベントが発生している期間は、他の測定値 ( 周波数

等 ) の信頼性を損なう恐れがあります。[ イベント発生期間を含む ] のチェックを
外すと、イベントの発生している期間の測定値を含まないため、信頼性の高い統
計結果が得られます。

7　電圧品質レポートを出力する
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	 イベントデータの設定方法
 イベントデータを設定する場合は、イベントデータタブを選択し、設定する項目

の「編集」をクリックします。

     

イベントの追加(空欄があるとき)
選択したイベントの編集
選択したイベントの削除

設定を破棄して閉じる
設定を反映して閉じる

5.  「OK」をクリックします。電圧品質レポート画面が表示されます。

   

レポート出力
レポートパラメータの変更

試験結果の概要と詳細を表示

試験結果
 Pass：合格
 Fail：不合格

試験結果の詳細表示

試験結果の概要表示

試験結果の概要だけを表示
試験結果の詳細だけを表示

表示する試験項目
の切り替え

6.  レポートを印刷、または pdf データとして保存する場合は、レポート出力アイコ
ンをクリックします。印刷画面が表示されます。

     

ヘッダ、フッタの設定 印刷プレビューの表示

7　電圧品質レポートを出力する
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7.  ヘッダまたはフッタを設定し、「OK」をクリックします。
 印刷プレビューが表示されます。

     

プレビューのフォーマット変更

印刷画面の表示
pdf データで保存
プレビューの拡大／縮小

8.  印刷アイコンまたは pdf 出力アイコンをクリックします。印刷条件、pdf 出力条
件の設定画面が表示されます。

9.  印刷条件、pdf 出力条件を設定し、「印刷」または「pdf 出力」をクリックします。
印刷または pdf 出力が実行されます。

電源品質レポート出力の条件
設定項目 設定値

記録項目 電力 + 高調波 + イベント
記録方法 手動、または連続測定

記録インターバルと出力可能な試験項目
試験項目 記録インターバル

10秒以下 15 秒以上
周波数試験 可 不可
電圧変動試験 可 不可
フリッカ試験 可 不可
電圧不平衡率試験 可 不可
高調波試験 可 可
電圧スウェル試験 可 可
電圧ディップ試験 可 可
電圧瞬停試験 可 可

7　電圧品質レポートを出力する



20 IM CW500-61JA

8 PC から CW500 を設定する

設定画面を表示する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「同期測定・本体設定をする」をクリックします。
 CW500 の設定データ作成画面が表示されます。

     

     
設定データを作成する

2.  新規に設定データを作成する場合は「新規に作成する」アイコンをクリックしま
す。

 PC と接続している CW500 から設定データを読み込む場合は「受信する」アイコ
ンをクリックします。対象の CW500 を選択する画面が表示されます。CW500 の
シリアル番号を選択して OK をクリックします。

 以前に作成した設定データを変更、流用するときは、設定データのリストに表示
されているファイルをクリックします。

 

新規作成 CW500 から受信

設定項目

以前に保存した設定ファイル

シリアル番号

設定ファイルの削除
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3.  各設定項目を設定します。
 基本設定、測定設定、記録設定、その他の設定カテゴリを選択し、それぞれの設

定項目を設定してください。
 各設定内容については、CD に収められている CW500 のマニュアルをご覧くだ

さい。
 設定を開始すると「保存する」と「取り消す」以外のアイコンを操作できなくな

くなります。

     

保存
全ての設定を取り消し

設定カテゴリの選択

4.  設定が完了したら、「保存する」アイコンをクリックします。
 ファイル名の設定画面が表示されます。

     

5.  ファイル名を設定します。
 ファイル名の初期値は、「CW500_ 西暦 _ 月 _ 日 _ 時 _ 分 _ 秒 .pre」です。
 OK をクリックすると、ファイルが保存されます。

設定ファイルを削除する

6.  設定ファイルのリストから削除するファイルを選択し、「削除する」アイコンを
クリックします。

 選択したファイルが削除されます。

8　PC から CW500 を設定する
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CW500 を設定する

   

送信
CW500 の初期化

日付時刻の設定

送信されるデータのファイル名

7.  「送信する」をクリックします。
 CW500 の選択画面が表示されます。

     

8.  設定する CW500 のシリアル番号を選択し、OK をクリックします。
 設定データが CW500 に送信され、設定されます。

9.  「時刻設定」アイコンをクリックします。
 CW500 の選択画面が表示されます。操作 8. と同様に送信する CW500 を選択し

ます。PC の日付時刻が CW500 に設定されます。。
 
	 CW500 を初期化する

10.  「本体リセット」アイコンをクリックします。
 CW500 の選択画面が表示されます。操作 8. と同様に初期化する CW500 を選択

します。CW500 の設定が初期化されます。

8　PC から CW500 を設定する
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9 PC から CW500 の測定を開始 / 停止する

設定画面を表示する
1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「同期測定・本体設定をする」をクリックします。
 CW500 を制御する画面が表示されます。

     

記録を開始する
2.  「測定を開始する」アイコンをクリックします。
 CW500 の選択画面が表示されます。

     

測定の開始 モニタリング
測定の停止
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3.  測定を開始する CW500 のシリアル番号をチェックし、OK をクリックします。

     

 時系列のビューアが表示され、リアルタイムにデータが表示されます。PC の性
能や使用状況によっては、グラフやリストの更新が遅れる場合があります。

 画面の内容は解析 ( 電力 ) と同じです。「4　記録データを解析する ( 電力 )」をご
覧ください。

 
	 同期運転する場合

 複数の CW500 が PC に接続されている場合、2 台の CW500 を選択して同時に測
定を開始できます。

4.  画面を閉じるときは、画面右上の「閉じる」をクリックします。
 画面の閉じ方の選択画面が表示されます。

     

閉じる

5.  「CW500 の記録を続けたままでウインドウを閉じる」か、「CW500 の記録を停止
してウィンドウを閉じる」かのどちらかをクリックします。画面が閉じます。キャ
ンセルをクリックすると、元の測定画面に戻ります。

     
記録を続けたまま画面を閉じる

記録を終了して画面を閉じる
測定画面に戻る

9.　PC から CW500 の測定を開始 /停止する
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記録を停止する
PC に接続されている CW500 が記録中の場合に有効です。

6.  「測定を停止する」アイコンをクリックします。
 CW500 の選択画面が表示されます。

     

7.  測定を停止する CW500 のシリアル番号をチェックし、OK をクリックします。
 同期運転している場合は、同期相手のシリアル番号も表示されます。同期相手の

測定も停止したいときは、同期相手のシリアル番号もチェックしてください。

モニタリングする
PC に接続されている CW500 が記録中の場合に有効です。

8  「モニタリングを行う」アイコンをクリックします。
 モニタリングする CW500 の選択画面が表示されます。
 シリアル番号を選択し、OK をクリックします。

     

 同期運転している場合は、同期運転している相手のシリアル番号も表示されます。

 時系列のビューアが表示され、リアルタイムにデータが表示されます。PC の性
能や使用状況によっては、グラフやリストの更新が遅れる場合があります。

 画面を閉じるときは操作 4.、5. に従ってください。

9.　PC から CW500 の測定を開始 /停止する
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10 その他の機能

記録データの合算
2 つの記録データを合算します。記録インターバルがことなる記録データは合算できま
せん。
合算する記録データを選択したときに「1」が表示されたデータの時間軸が基準になり、
2 つのデータの先頭データから合算します。
合算する 2 つの記録データのデータ数が異なる場合は、基準となる記録データのデータ
数分が合算されます。

  

A

B

A を基準に合算

Bを基準に合算
先頭データ

Aの末尾データ

Bの末尾データ

1  CW500Viewer の [ メニューを開く ] をクリックします。
 メニューの「記録データを解析する」をクリックします。
 CW500 の設定データ作成画面が表示されます。
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2.  「時系列」アイコンをクリックしたあと、「合算データ選択」アイコンをクリック
します。

 記録データリストにチェックボックスが表示されます。

     

時系列 合算データ選択

チェックボックス

3.  基準となる記録データのチェックボックスをチェックします。チェックボックス
の前に「1」が表示されます。

4.  合算する記録データのチェックボックスをチェックします。チェックボックスの
前に「2」が表示されます。

   

解析する

基準データ

5.  「解析する」アイコンをクリックします。
 時系列の解析グラフと一緒に、合算データのデータリストが表示されます。

     

合算データタブ
合算の基データ (2) タブ

基準データ (1) タブ

閉じる

10　その他の設定
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6.  画面右上の「閉じる」をクリックします。
 合算データを保存するかしないかの確認画面が表示されます。

7.  保存する場合は「はい」をクリックします。
 ファイル名を設定する画面が表示されます。ファイル名の初期値は
 西暦 (4 桁 )_ 月 (2 桁 )_ 日 (2 桁 )_ 時 (2 桁 )_ 分 (2 桁 )_ 秒 (2 桁 ) です。

8.  ファイル名を入力して OK をクリックします。
 保存されるデータは、合算の元データそれぞれを基準にした 2 つの合算データで

す。ファイル名は、「設定したファイル名 + 基準データのファイル名」です。
 合算したデータは、時系列解析の対象データになります。

    S0003 と S0011 の合算データ

10　その他の設定
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11 環境設定

環境設定画面の表示
CW500Vierwer の環境設定を変更できます。

1.  メニューバーの「環境設定」をクリックします。

     

環境設定

 環境設定画面が表示されます。

     

以前に作成した環境設定を読み込む
環境設定を保存する

設定を初期化する

項目ごとのタブ

 タブが表示しきれないときは、右上に表示される左右の矢印をクリックして、目
的のタブを表示してください。

保存先の設定
2.  「保存先」タブをクリックします。

     

CW500 の設定データ保存先
測定データの PCへの読み込み先

3.  「参照」をクリックして、データの保存先を設定します。
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グラフ表示の設定
2.  「時系列データ項目」タブをクリックします。

     

グラフに表示する項目名
波形の表示色

3.  グラフ表示項目の欄をダブルクリックします。ポインタがテキストポインタに変
わり、テキストを入力できます。

4.  「グラフ色」の欄をダブルクリックします。「色の設定」画面が表示されます。グ
ラフの表示色を設定します。

測定カテゴリ名の設定
2.  「時系列 - カテゴリ名」タブをクリックします。

     

グラフに表示するカテゴリ名

3.  グラフ名の欄をダブルクリックします。ポインタがテキストポインタに変わり、
テキストを入力できます。

高調波解析の項目名の設定
2.  「高調波 - データ項目名」タブをクリックします。

     

グラフに表示する項目名

3.  グラフ表示項目の欄をダブルクリックします。ポインタがテキストポインタに変
わり、テキストを入力できます。

11　環境設定
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高調波解析のカテゴリ名の設定
2.  「高調波 - カテゴリ名」タブをクリックします。

     

グラフに表示するカテゴリ名

3.  グラフ名の欄をダブルクリックします。ポインタがテキストポインタに変わり、
テキストを入力できます。

カーソルの停止位置の設定
表示されているグラフの時間軸に納まらないデータをグラフ表示し、カーソルを自動移
動 ( 自動再生 ) すると、設定した位置にカーソルを停止し、1 データずつグラフをスクロー
ルさせることにより、全データをカーソルで読み取ることができます。
ここでは、カーソルを止めるおおよその位置を設定します。

2.  「自動再生」タブをクリックします。

     

カーソルの停止位置
表示範囲

3.  停止位置を表すつまみの左右どちらかをクリックします。表示範囲を 10 分割し
た位置につまみが移動します。

表示更新周期、表示データ数の設定
リアルタイムで測定データを表示したり、モニタリングするときの表示更新周期、最大
表示データ数を設定します。

2.  「リアルタイム測定」タブをクリックします。

  

データ更新する間隔
ひとつのグラフに表
示する最大データ数

11　環境設定
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ID 番号の設定
2.  「ID 番号」タブをクリックします。

     

ID 番号を追加

ID番号を削除
ID番号を編集

3.  追加、編集どちらかをクリックします。ID 番号の登録画面が表示されます。
 ID 番号と ID 番号の説明を入力します。編集の場合は、ID 番号を変更できません。

     

ID 番号 説明

Note
記録データのリストに、同じ ID 番号のデータが存在した場合、画面左側フレームの記録デー
タの検索の ID番号に、ID 番号の説明が表示されます。

ヘッダ / フッタに表示する画像データの設定
2.  「表示ロゴ」タブをクリックします。

     

ヘッダ /フッタの右側
ヘッダ /フッタの中央

ヘッダ /フッタの左側

3.  画像データを表示する部分をクリックします。ファイル選択画面が表示されます。
4.  画像データを選択します。
 ヘッダ、フッタに登録できる画像データはビットマップ形式のデータです ( 拡張

子 .bmp)。
 設定した位置に画像が表示されます。

     

11　環境設定
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その他の設定
リスト表示の数値表示形式や、桁数、グラフ表示の解像度を設定します。

2.  「その他」タブをクリックします。

     

選択肢のリスト表示

3.  リスト表示 / リスト印刷数値形式の設定欄をクリックし、実数または指数どちら
かに設定します。

4.  操作 3. で実数を設定した場合は、数値表示桁数の設定欄をクリックし、符号、小
数点を除いた桁数を、4 桁、5 桁、6 桁から選択します。

5.  波形描画のつまみを操作して、イベント詳細データの波形表示解像度を設定しま
す。

11　環境設定
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12 こまったとき

* USB 接続している状態で CW500Viewer で CW500 本体と通信ができない
USB 接続している状態で、同期測定、ダウンロード、本体設定などの通信処理が行えない場合は、“CW500
を検出する” を選択してください。その後、一度 PC から USB を外し再度挿してください。
挿しなおしたら、” CW500 を検出する” を選択してください。
“記録データを PC へ保存する” の下に接続しているシリアル No が表示されていることを確認してくだ
さい。

* ファイルのダウンロード時間について
ファイルサイズが大きいほどダウンロードにかかる時間も長くなります。
ファイルサイズが大きい場合は、SD カードリーダなどを用いて PC にデータを取り込んでください。
USB 転送速度 内部ﾒﾓﾘ 3MB の転送約 27 秒
Bluetooth 転送速度 内部ﾒﾓﾘ 3MB の転送約 10.5 分

* 同期・モニタリング測定において、グラフ及びリストデータの更新が間に合わない
お使いの PC によっては環境設定で設定した更新間隔で更新されない場合があります。
リストの表示が” ----” となっている場合は、表示の更新が間に合っていない可能性があります。
環境設定のリアルタイム記録でデータ更新する間隔を長く設定してください。

* Bluetooth を使って PC と接続できない
・ CW500 の Bluetooth 機能を有効にしてください。
・ PC の「デバイスとプリンター」から、ペアリングする CW500 を選択してください。
・ Bluetooth のペアリングが完了してから、CW500Viewer を起動してください。
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