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1. インストール方法 

1.1. PC の設定 

1.1.1. IP アドレスの設定 

PC とハードウェア本体を接続する場合は、PC の IP ア

ドレスを変更する必要があります。(ドングル接続の場

合は、IP アドレスを変更する必要はありません) 

設定手順は次の通りです。 

 

デスクトップから、スタートを選択して下さい。 

“プログラムとファイルの検索”で、”IP アドレス”と入力し、

Enter キーを押して下さい。 

 

“ネットワーク接続の表示”を選択して下さい。 

 

 

使用するローカルネットワークのプロパティを開いて下

さい。 

下図のように”インターネットプロトコル バージョン４

（TCP/IPv4）”を選択して、”プロパティ”ボタンをクリック

して下さい。 

 

IP アドレスとサブネットマスクを以下のように設定して

下さい。 

IP アドレス： 223.255.253.100 

サブネットマスク： 255.255.255.0 

以上で PC のネットワーク設定は完了です。 

 

1.2. ソフトウェアのインストール 

OR30 シリーズをコントロールするソフトウェアは

NVGate です。NVGate をインストールするために、

CD-ROM を PC に挿入してください。自動で起動しま

す。 

 

"I accept the terms in the license agreement"（同

意します）を選択して、”Next”ボタンを押して下さい。 
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ユーザ名は特に指定する必要はありません。 

 

インストール先を指定する場合には“Browse”ボタンを

クリックして希望するディレクトリを指定して下さい。特

に指定がなければそのまま“Next”ボタンをクリックして

下さい。 

 

 

 

 

インストールを開始します。USB ドングルが接続されて

いる場合には PC から取り外して下さい。 

 

“Install”ボタンをクリックするとインストールが開始され

ます。 

 

 “Show details”ボタンをクリックすると途中経過を確

認出来ます。 

 

インストールの最後にキーファイルの問い合わせがあ

ります。”Browse”ボタンを押して、キーファイルのパス

を指定して下さい。 （CD-ROM 内の KEY フォルダで

す） 

パスを指定後に”OK”ボタンをクリックして下さい。 

 

以下のダイアログが表示されます。”IP settings”タブを選

択し、”OK”ボタンをクリックして下さい。 
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インストールは完了です。 

 

 

 

 

1.3. 言語の切り替え 

OR3X もしくはドングルを PC に接続し、デスクトップ上の

NVGate アイコンをダブルクリックしてソフトを立ち上げ

て く だ さ い 。 下 図 の 画 面 が 表 示 さ れ た ら 、 右 下

の”Start”を選択してください。 

 

 

NVGate が立ち上がったら、”Home”タブ内の”General”

を選択し、”Preference”を表示します。 

 

 

”Preference”内、右端の三角ボタン(下図赤枠)を何度

か押し、”User Interface”タブを選択します。Language

を Japanese に変更し、OK ボタンを押します。 

 

 

NVGate を一度閉じ、再度立ち上げると、日本語化が完

了します。 
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2. アナライザの準備 

2.1. 電源の接続 

OR30 シリーズ FFT アナライザは AC アダプタなどから

電源を供給する必要があります。添付の AC アダプタを

接続して下さい。 

ワンポイント 

電源ケーブルは誤配線しないように一箇所しか

接続できません。 

 

2.2. PC とのネットワーク接続 

OR30 シリーズ FFT アナライザと PC はネットワークケ

ーブルで接続します。添付の LAN ケーブルで接続して

下さい。 

 

ワンポイント 

LAN ケーブルは誤配線しないように一箇所しか

接続できません。 

 

ワンポイント 

LAN ケーブルは専用品ではありません。汎用品

です。但し、PC と直接接続するためにクロスケー

ブルを用意しています。 

 

2.3. 電源 ON / OFF 

2.3.1. OR34 / 35 

ON 
本体の裏面中央のブルースイッチを押し、ピピピと音が

したらボタンを離して下さい。 

前面の LED ランプがグリーン点滅したら使用出来ま

す。 

OFF 
本体の裏面中央のブルースイッチを押し、ピピと音がす

るまで押し続けて下さい。音がしたら離して下さい。 

 

2.3.2. OR36  

ON 
フロントパネルの５つのボタンのうち、最左端のボタンを

押して下さい。表示部に“OR3X Powering up”と表示さ

れ、BNC コネクター上部の LED が点灯し、しばらくす

るとパネルに“System OK”と表示されます。 

OFF 
“System OK”の状態で、最左端のボタンを長押しして

下さい。Shutdown の文字が消えたらボタンを離して下

さい。 
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3. NVGate の起動 

NVGate を起動させるためにはデスクトップ上のアイコ

ンをクリックして下さい。 

 

もしくは、スタートメニューから ”OROS 

NVGate Software V11.xx/NVGate”(x は

数字)を選択して下さい。 

 

以下のダイアログが表示されます。OR3x がPCに接続

されている場合には下記のようにアナライザのアイコン

とステータスが表示されます。 

アナライザのチェックボックスにチェックを入れ、右下の

スタートを押してください。 

 

ス プラ ッシ ュ画 面 が表 示 された 後 、以 下 のよ うに

NVGate が起動します。 
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4. FFT 分析 

4.1. 入力チャンネルの有効化 

FFT アナライザの設定方法を説明します。 

ワンポイント 

この章で FFT プラグインの使用方法を説明します

が、他のプラグインでも同様の操作方法で対応でき

ます。 

 

最初に使用するチャンネルを有効にします。NVGate

左下にございます入力選択(下図赤枠のボタン)を選択

してください。 

 

以下のダイアログが表示されます。 

 

加速度センサを使用する場合は、使用する入力チャン

ネルの Acceleration を、マイクを使用する場合は

Acoustic pressure を、それ以外のセンサや直接信

号を入力する場合は Voltage を選択してください。 

 

選択すると、下図のように入力の設定項目が表示され

ます。 

 

 

 

OR30FFT アナライザに接続されているセンサ情報を

設定し、”結果”を選択します。 

ワンポイント 

このチュートリアルでは何も設定しませんが、セン

サの感度などを入力することができます。詳しく

は”5.入力設定”をご参照ください 

 

下図の”結果”ダイアログが表示されるので、FFT1 タブ

>平均スペクトラムを選択し、”入力欄”から入力 1 を選

択します。 

 

最後に、ダイアログ右のウィンドウ追加ボタンを押しま

す。 

 

以上で FFT1 の分析結果を表示するウィンドウが表示

されます。 
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4.2. 分析スタート 

分析を開始するためには、画面左下の実行ボタン

（Ctrl+R）をクリックします。 

 

 

4.3. オートスケール 

グラフは設定されたレンジに従って表示されます。 

入力に何も信号が接続されていない場合、信号のレベ

ルが小さ過ぎて結果がグラフに表示されません。 

メニュー”メジャー＞表示/グラフ”のオートスケールボタ

ン （Ctrl+A）をクリックしてください。 

 

グラフに信号の FFT 分析結果が表示されます。 

 

4.4. 分析ストップ 

分析を終了するためには以下の画面左下のストップボ

タン （Ctrl+S）をクリックします。 

 

 

4.5. 結果の保存 

分析を停止すると、”結果の保存”が表示されます。ここ

で、名前をつけて OK ボタンを押すことで、取得した結

果を保存することができます。保存したデータに関して

は、11.データ保存をご参照ください。 

 

 

4.6. グラフ上の機能 

FFT のグラフで使用できる機能をいくつかご紹介しま

す。 

①   カーソル機能 

グラフの左端に赤いカーソルが配置されています。この

カーソルは、カーソルをドラッグするか、グラフ上でダブ

ルクリックすることで移動させることができ、カーソル上

の x 軸、y 軸の値を確認する事ができます。 

 

 

②  情報トレースを開く 

グラフウィンドウの右端には、現在表示されているトレ

ース(グラフ)の情報を記した”情報トレース”が隠れてい

ます。グラフウィンドウ右端にマウスのカーソルを合わ

せ、左にドラッグすると、情報トレースを引き出すことが

できます。 
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③  グラフの移動・ズーム 

キーボードの X キー ( Y キー)を押しながらマウスのホ

イールを回すと、グラフをX 軸方向( Y軸方向)に平行移

動( 垂直移動 )することができます。 

また、キーボードの Shift+X ( Shift+Y )を押しながらマ

ウスのホイールを回すと、グラフを X 軸方向( Y 軸方向)

にズームすることができます。 

 

 

 

 

④  X 軸、Y 軸のスケールをログや dB 表示にする 

X 軸、Y 軸のスケールを、ログや dB で表示したい場合

は、グラフ上で右クリックして X 軸スケール、Y 軸スケー

ルを選択します。 

 

 

 

⑤  数値データをコピーする 

グラフの灰色の部分で右クリックし、データコピーを選

択する事で、グラフの数値データをコピーする事ができ

ます。(すべてのトレースを選択した場合は、グラフ上の

すべてのトレースを、アクティブトレースを選択した場合

は、現在選択されているトレースだけコピーします) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X + マウス

ホイール 

= 平行移動 

Shift + X  

+マウスホイール 

= X軸ズーム 

ログ表示 
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データコピー後は、エクセル等を開き、貼りつけたい先

を選択して”Ctlr+V”や”右クリック＞貼り付け”で、数値デ

ータを貼り付ける事ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

画面の右上の ボタンを押すと、リボンメニューを

隠すことができます。 

 
 

 

リボンメニューの標準状態 

 
 

リボンメニューが隠れている状態 
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5. 入力設定 

ここでは、個々のチャンネルの入力設定を行います。 

入力設定は、”入力選択”で使用したいチャンネルを選

択することで、設定できるようになります。(“4.1 入力チ

ャンネルの有効化”参照) 

まず、画面左下の”入力選択”ボタンを選びます。 

 

最低限、下記入力設定画面の赤枠部を設定すれば、

センサを使用した計測を行うことができます。 

 

それぞれの設定については、下記をご確認ください。 

 

5.1. 物理量 

入力感度を設定する前に“物理量”を接続したセンサに

適合させてください。 

 

 

5.2. 感度 

“感度”で入力感度を設定します。 

 

感度を入力する際には単位に注意してください。 

単位は“ボルト/物理量単位”です。センサの感度表を

確認してください。 

5.3. レンジ 

予測される入力範囲を選択してください。 

 

 

5.4. カップリング 

入力カップリングを設定します。 

通常は AC カップリングです。アンプを内蔵したセンサを

使用する場合には“ICP”を選択してください。 

 

 

ワンポイント 

入力選択のダイアログでは、入力チャンネルのサン

プリング速度を変更することができます。 

変更したい場合は、いずれかのチャンネルのサン

プリング欄で右クリック>変更>任意のサンプリング

を選択してください。 
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6. FFT アナライザ設定の変更 

続いて、FFT の設定値をデフォルトから変更します。 

ここでは次のように値を設定してみましょう。 

分析レンジ： 2kHz 

オーバーラップ： 99％ 

 

まず、画面に”結果”ダイアログが表示されていない場

合は、画面左下の”結果の表示”を選択し、ダイアログ

を表示します。 

 

 

FFT アナライザの設定を行うためには、”結果”ダイアロ

グ内の、”設定”をクリックしてください。 

 

“FFT アナライザ”タブを選択してください。分析レンジと

オーバーラップを変更します。 

 

 

アップ・ダウンボタンで値を変更するか、直接テキストボ

ックスに値を入力してエンターキーを押してください。 

“OK”ボタンをクリックして、設定ダイアログを閉じてくだ

さい。 

実行ボタンを押して、この結果を確認してください。 

 

ワンポイント 

FFT1 ウィンドウの灰色箇所をダブルクリックするこ

とで、FFT アナライザの設定ダイアログを開くことも

できます。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

灰色箇所をダブルクリックすると、

設定ダイアログが表示されます。 
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7. センサ登録 

NVGate は予めセンサの各特性値をデータベースに登

録することができます。 

“5.入力設定”では、センサの各特性値をそれぞれ設定

しましたが、予め登録しておけばセンサを選択するだけ

で各特性値を一度に設定できます。 

7.1. センサ情報の登録 

メニュー“ホーム＞センサ＞データベース”をクリックし

てください。 

 

 

次のような画面が表示されます。 

 

加速度計を登録するには、左側のリストにある“加速度

計”を展開し、“デフォルト加速度計”を選択した状態で

左下のセンサグループ内の“新規”ボタンをクリックして

ください。 

以下のダイアログが表示されますので、ID、カップリン

グ、感度などを入力してください。 

その他の情報も入力できますので、記録として利用して

ください。 

 

“OK”ボタンを押すと、センサデータベースダイアログの

リストに登録したセンサが表示されます。 

 

それではダイアログを閉じてください。 

7.2. センサの選択 

まず、画面左下の”入力選択”ボタンを選び、入力設定

のダイアログを表示します。 

 

各チャンネルの“センサ”を選択してデータベースを開き

ます。そこから、登録したセンサを選択すると、登録した

情報が全て一度に適用されます。 
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8. アナライザ設定ブラウザ（ASB） 

これまでの章ではリボンメニューから設定を行ってきま

したが、アナライザ設定ブラウザ（ASB）からでも、アナ

ライザの設定を行うことができます。 

メニュー“ホーム＞ワークセット＞ワークスペース”にチ

ェックを入れて下さい。画面左側にワークスペースが開

きます。 

 

 

プラグイン、ジェネレータ、フィルタなど全てのアナライ

ザ設定をコントロールします。 

ASB は大きく 3 つの部分に分かれます。 

 

 フロントエンド 

入力関連 

 リソース 

フィルタ・イベントなど共

有資源 

 プラグイン 

分析アナライザ 

 

フロントエンドは入力レンジやカップリング、センサの感

度など入力部分に関連する設定を行います。 

 

リソースはトリガやフィルタなどの設定を行います。この

リソースはフロントエンドとプラグイン両方に適用できま

す。 

プラグインは FFT や 1/N オクターブなどアナライザの総

称です。 

プラグインを展開すると以下のようにアナライザの各パ

ラメータにアクセスできます。 

 

各設定項目の横にアイコンが表示されます。 

 数値を指定します。 

 文字列を設定します。 

 リストから値を選択します。 

 ON/OFF を設定します 

 表 

 

ワンポイント 

“情報”アイコン は設定アイコンの隣にあります。

情報アイコンが表示された設定は変更することはで

きません。 
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ワンポイント 

設定の変更を行うために、ASB の各項目を展開し

てアクセスしていましたが、まとめて表示する方法

があります。 

設定したい項目の 1 つ上の項目の上で右クリックし

て、コンテキストメニューから“プロパティ”を選択し

てください。 

 

下位階層の一覧が表示されます。 

 

FFT1 の上で右クリックしても同様です。 
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9. コントロールパネル 

コントロールパネルを利用すると、ASB からよく利用す

る項目を抽出することができますので素早く項目にアク

セスすることができます。 

ASB の抽出したい項目の上で右クリックしてください。

コンテキストメニューの“コントロールパネルに追加”を

選択してください。 

 

ここで、左側にあるコントロールパネルをクリックして開

き、結果を確認してください。 

 

選択した項目が表示されます。 

 

 

 

同様に他の項目も配置してみてください。以下に表示

例を示します。 

 

ワンポイント 

コントロールパネルに表示できる項目数に制約は

ありません。表示領域に表示可能な分だけ表示さ

れます。 

 

ワンポイント 

コントロールパネルを詳細に設定できます。詳細に

設定するためにはコントロールパネル上で右クリッ

クして、コンテキストメニューから“コントロールパネ

ルのカスタマイズ”を選択するか、メニュー“ツール

＞コントロールパネル＞カスタマイズ・ユーザー定

義”を選択してください。 
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10. ウィンドウ表示 

“結果”ダイアログを使えば、他にもさまざまなグラフを

表示させることが可能です。 

10.1. 結果ダイアログ 

画面左下の”結果の表示”ボタンを選択してください。 

 

“結果”ダイアログが表示されます。 

 

左側の結果リストが利用できる信号・解析結果です。右

側の入力リストが表示可能なチャンネルです。 

 

表示したい結果と入力をそれぞれ選択し、ダイアログ右

側のウィンドウ追加ボタンを押すと、ウィンドウが画面に

追加されます。 

 

10.2. ウィンドウの配置方法 

メニュー“ウィンドウ”内の“自動配置”や“縦に並べる”

などでウィンドウの配置を変更できます。 

また、メニュー”表示/グラフ＞整列”で配置方法を設定

できます。 

 

 

以上のように自由にウィンドウを追加してさまざまな結

果を表示することが可能です。 

 

10.3. レイアウトの追加 

“表示/グラフ>整列>レイアウトを追加” を選択す

ると、レイアウトを 1つ追加できます。 

 

レイアウト名を決め、OKボタンを押します。 

 

 

追加したレイアウトは、表示/グラフ>ビュー>レイアウト

(Ctrl + Space)で切り替えることができます。 
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11. データ保存 

ここまでは、表示したグラフの結果を全て保存するよう

設定しました。一方、FFT プラグインでは平均スペクトラ

ム、瞬間スペクトラム、さまざまな解析結果を出力でき

るので、中には表示しているが保存不要のグラフ、表

示していないが保存しておきたいグラフがあるかもしれ

ません。 

ここでは、保存対象を選別する方法についてご紹介し

ます。 

11.1. 保存対象のデータを選択 

画面左下の”結果オーバービュー”を選択します。 

 

 

下図の画面が表示されます。ここには、現在表示され

ているグラフと、保存選択されているグラフがリストとし

て並びます。 

次に、“保存選択”ボタンを押してください。 

 

 

下図のダイアログが表示されます。ここで保存したい機

能のタブを選択して、結果とチャンネルを選択した後で、

“結果を追加ボタン” をクリックします。 

 

以上で保存の設定が完了しました。“OK”ボタンをクリ

ックし、結果オーバービューも×ボタンで閉じてくださ

い。 

 

 

 

ワンポイント 

ボタンをクリックすると、表示された全て

の結果を一度に追加することができます。 

 

 

11.2. 測定結果の保存 

分析結果が保存されるかどうか確認してみましょう。 

画面左下の実行ボタン （Ctrl+R）をクリックして分析

を開始してください。 

しばらくして画面左下のストップボタン （Ctrl+S）をクリ

ックして終了します。 

ストップボタンを押すと、結果の保存ダイアログが表示

されます。“OK”ボタンをクリックしてください。 

 

 

ワンポイント 

プロパティに、試験の種類、シリアル番号、試験実施者な

どの試験に関する情報を記入することができます。後で

データを探す際に便利です。 

 

各プロパティの項目は変更が可能です。 

 

プロパティの詳細は、“ユーザ設定＞プロパティ管理”で

変更することができます。 

 
 

“項目の追加”ボタンをクリックすると、プロパティを追加

することができます。 
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11.3. プロジェクトマネージャ 

メニュー“ホーム＞ビュー＞ワークスペース”にチェック

を入れて下さい。画面左側にワークスペースが開きま

す。 

 

 

左側にあるプロジェクトマネージャをクリックして開いて

ください。 

 

太字で表示されている“Default Project”が現在アクテ

ィブなプロジェクトです。このツリーを展開してください。

先ほど指定した“メジャー1”の中に“Result”が生成さ

れます。 

 

 

11.4. 計測の繰り返し 

計測を何度かスタート＆ストップさせ、いくつかの測定

結果作成してください。 

 

11.5. データ表示 

以前、測定した結果を表示させたい場合にはプロジェク

トマネージャで表示したい結果を選択してマウスでダブ

ルクリックしてください。選択した結果がグラフに表示さ

れます。 

ここではメジャー1 の結果を表示させます。 
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11.6. データの重ね合わせ 

データを比較したい場合、グラフ上で重ね合わせること

も簡単にできます。 

重ね合わせたい結果をグラフへドラッグ＆ドロップする

だけです。 

 

 

 

ワンポイント 

プロジェクト名を右クリックして”添付”をクリックすると、プ

ロジェクトが保存されているフォルダに Attachments フォ

ルダが追加されます。 

 

 
 

このフォルダに試験時のメモ、試験対象物の写真などの

関連資料を保存しておくことが可能です。 
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12. 時系列信号の測定（レコード） 

これまで FFT 分析だけを対象にしてきましたが、OR30

シリーズは同時に他の 1/N オクターブ分析やトラッキン

グ分析を行うことができます。 

ここではデータレコーダのように時系列信号を FFT 分

析と同時に測定（レコード）します。 

レコードすることで信号がファイルに記録されますので、

後で何度も再解析することが可能です。 

12.1. レコードを有効にする 

メニュー“ホーム＞スタート＞チャンネル接続”を選択し

てください。 

NVGate 左下の入力選択(下図赤枠のボタン)を選択し

てください。 

 

  

下図ダイアログが表示されるので、使用するチャンネル

を選択し、入力設定を行ってください。(詳細は、14.入

力設定をご参照ください) 

 

 

設定が完了したら、ダイアログ左下の”レコード信号”に

チェックを入れ、”結果”ボタンを選択します。 

画面左下の実行ボタン （Ctrl+R）をクリックして解析

を開始してください。 

しばらくして画面左下のストップボタン （Ctrl+S）をクリ

ックして終了します。 

 

 

 

 

12.2. レコード信号の表示 

収録中のレコード信号を表示したい場合は、メジャータ

ブ>コントロール>レコードのビュー を選択します。 

 

 

 

 

OR36 / 38 ユーザへ 

OR36/38 の場合、レコーダの信号はデフォルトで

OR36/38 に内蔵されたハードディスクに保存されま

す。 

このチュートリアルでは PC に保存してください。 設

定方法は、メニュー”ホーム＞ディスク”で””PC”を

選択してください。もしくは ASB の“レコーダ＞モー

ド＞レコード”からも選択できます。 

 

 

ホーム＞ディスク 

 
 

ASB レコーダ＞モード 

 
 

 



時系列信号の測定(レコード) 

 25/72  

12.3. プロジェクトマネージャ 

 

メニュー“ホーム＞ビュー＞ワークスペース”にチェック

を入れて下さい。画面左側にワークスペースが開きま

す。 

左側にあるプロジェクトマネージャをクリックして開いて

ください。 

 

 

太字で表示されている“Default Project”が現在アクテ

ィブなプロジェクトです。このツリーを展開してください。 

今回測定した“Measurement4”の中には“Signal”が

生成されます。 

これがレコード信号です。 

 

 

これまでの設定や解析結果をレコード用のプロジェクト

として保存します。 

メニュー“ファイル＞名前を付けてプロジェクトを保存”

を選択してください。 

 

 

ここでは、レコード用のプロジェクト名をチュートリアルと

します。”OK”ボタンを押してください。 
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12.4. トリガを使ったレコード 

NVGate では、トリガの設定を行う事で、各種測定のス

タート・ストップを任意のタイミングで行う事ができます。

ここでは、一定値以上の入力信号が入ってきたときに

レコードがスタートするように、トリガ機能を制御しま

す。 

 

■イベントの接続 

イベントは、各種測定のスタート、ストップ、トリガに設定

して、測定を制御することができます。 

結果ダイアログ内の”トリガー”を選択し、イベント接続

ウィンドウを開きます。 

 

使用したいトリガイベントを選択し、適用したい機能にド

ラッグ＆ドロップします。 

ここでは、レコーダー機能の「スタート」に、「エッジ検

出」の入力 1 を入れます。 

 

 

OK ボタンを押し、エッジ検出のプロパティで、スレッショ

ルドの値を設定します。このスレッショルド値を超える値

が入力されると、レコードがスタートします。 

 

ワンポイント 

イベントとして、下記のようなものが使用できます。 

エッジ検出：設定したスレッショルド値以上の信号を

検出すると、動作します。 

Δレベル：設定したΔレベルごとに、DC 入力が上昇

または下降すると、動作します。 

周期：設定した時間毎に、動作します。 

 

■スタート・ストップ遅延 

スタート遅延、ストップ遅延は、トリガを基準にして、計

測のスタートやストップのタイミングをずらす機能です。

各測定の設定ダイアログのトリガタブで設定する事が

できます。 

 

 

値を＋で入力するとトリガを基準にタイミングを遅らせ、

－で入力するとタイミングを早めます。 

 

 

 

 

 

トリガ 

スタート遅延 

+2 s 

 0 s 

-2 s 

灰色箇所をダブルクリックすると、設定

ダイアログをショートカットできます。 
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13. ポスト解析 

ポスト解析は既に記録されたレコード信号を解析しま

す。 

13.1. 準備 

それではポスト解析の効果を実感するために、一旦

NVGate を終了させてください。また、OR30 も電源を切

り、ネットワークネーブルを切断してください。 

ドングルを PC に取り付けて NVGate を起動します。 

 

■ ポスト解析用プロジェクトの新規作成 

メニュー“ホーム＞スタート＞スタート...”を選択してくだ

さい。 

 

 

“NVGate スタート”ウィンドウで新規プロジェクトを選択

します。 

 

ポスト解析用プロジェクトの名前を入力して、”OK”ボタ

ンをクリックしてください。 

 

“デフォルトプロジェクトを保存しますか”というダイアロ

グが表示されますが、ここでは“いいえ”を選択します。

 

 

“設定の読み込み”ウィンドウが表示されたら、新規ポス

ト解析をチェックして、読み込みを選択します。 

 

 

“信号を選択”ウィンドウが表示されるので、解析したい

信号データを選択し、“ポスト解析”を選択します。(12 章

で保存したレコードデータも、ここに表示されるようにな

ります。) 

 

 

この操作によりトラック接続ウィンドウが表示され、同時

に Signal のグラフが追加されます。 
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13.2. FFT 分析 

読み込んだ Signal ファイルに対して FFT 分析を行いま

す。 

設定方法はリアルタイムと同様です。下図の入力ウィン

ドウが開きますが、すでに信号取得時の入力設定が反

映されているので、設定は変えずに結果ボタンを選択

します。 

 

結果ダイアログが表示されたら、平均スペクトラムと入

力チャンネルを選択し、ウィンドウの追加ボタン(下図赤

枠のボタン)を押します。 

 

画面左下の実行ボタン （Ctrl+R）をクリックすると分

析を開始します。 

ワンポイント 

Signal ファイルは記録時に感度設定など既に行わ

れ、物理単位で記録されていますので入力感度設

定などは必要ありません。 

 

 

13.3. 解析区間の選択 

ポスト解析モードの最大の長所は希望する区間を指定

して解析を行うことができることです。 

プレーヤのウィンドウには下部にバーが表示されます。

このバーで希望する範囲を指定してください。 

 

 

 

 

13.4. 拡大範囲の表示 

プレーヤのウィンドウで指定した区間を拡大して表示す

ることができます。 

メニュー“表示/グラフ＞ウィンドウ＞追加・削除”を選択

してください。 

 

“プレーヤ”タブの“ズームされた信号”を選択して、さら

にチャンネルとして“Input1”を選択します。 

真ん中の“新しいトレースを追加”ボタン をクリッ

クしてください。 

“OK”ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。

新しく表示された“ズームされた信号”と“プレーヤ信

号”はリンクしています。 

表示範囲を変更すると他方も対応します。 

 

 

13.5. FFT アナライザ設定の変更 

リアルタイムと同様です。 
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13.6. 保存設定 

リアルタイムと同様です。 

 

 

 

13.7. 信号ファイルの切替え 

解析する信号ファイルを切り替える場合は、プロジェク

トマネージャ内で解析したい Signal ファイルを右クリッ

クして“読み込みとプレビュー”を選択します。 

 

この操作により Signal のグラフが表示されます。 

同様に FFT 分析を行うことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

ポスト解析が終了し、再びレコードを行う場合は、

12 章で保存したレコード用プロジェクトを開いてくだ

さい。 

 

メニュー”ホーム＞プロジェクト＞開く”をクリックして

ください。 

 
 

開きたいプロジェクトを選択して、”開く”ボタンをクリ

ックしてください。 
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14. ウォーターフォール
FFT 分析は X 軸が周波数、Y 軸が振幅の 2 次元グラ

フです。この 2 次元分析は時間的に変動がないデー

タの場合有効ですが、振動・騒音が時間や回転数と

共に変化している場合には、3 次元分析が有効です。 

この 3 次元解析に利用されるのがウォーターフォール

です。ウォーターフォールは、FFT 等の結果を時間順

や回転数順に並べていき、2 次元グラフを 3 次元的に

表現する機能です。次の手順で、ウォーターフォール

解析ができるようになります。 

 

14.1. ウォーターフォールの追加 

画面左下にある下図 ”結果の表示” をクリックしてく

ださい。 

 

結果ダイアログが表示されます。 

 

ウォーターフォールタブを選択し、“結果”欄で”平均ス

ペクトラム”、分析対象の入力チャンネルで選択し、

ボタンをクリックしてください。 

ウォーターフォールィンドウが追加されます。 

 

 

ここで、画面の外枠部分(デフォルトでは灰色です)を”

右クリック”し、”グラフ＞全てのグラフ”を選択してくだ

さい。 

 

 

3 つのウィンドウがウォーターフォールィンドウに追加

されます。 

 

 

続いて、ウォーターフォールの基になる FFT の設定を

行います。結果ダイアログの設定を選択してくださ

い。 
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FFT の設定ダイアログ上で、周波数レンジ等の設定

を行います。 

なお、平均タイプはエクスポネンシャルを選択してくだ

さい。 

 

この状態で、実行ボタンをクリックしてください。 

右上にウォーターフォールグラフ、右下にウォーター

フォールグラフをある回転数で切り取ったグラフ、左

上にウォーターフォールグラフをある周波数で切り取

ったグラフ、左下にウォーターフォールを次数方向に

切り取ったグラフが表示されます。 

 

 

ストップボタンを押すと、”結果の保存”画面が表示さ

れます。名前をつけてＯＫを押すと、結果が保存され

ます。 

 

 

ウォーターフォールグラフの中に配置されているカー

ソルを振幅の高い部分へ移動してください。 

 

 

“情報トレース”部で振幅の高い次数成分を確認する

ことができます。“情報トレース”部は通常は表示され

ていませんが、次の手順で表示させることができま

す。 

 

画面の右端にマウスカーソルを移動してください。 

下図のようにマウスカーソルが変わったら、その位置

でマウスの左クリックボタンを押したままにします。 

 

 

 

カーソル 

マウスカーソルが変わったところ 

このバーのどの位置でもマウスカーソ

ルは変わります 
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そのままの状態でマウスを左側に移動してください。 

すると、”情報トレース”部が表示されます。 

 

 

 

14.2. データの抽出 

ウォーターフォール機能で得られた 3 次元の解析結

果の中から 2 次元のデータを抽出することができま

す。 

 

ウォーターフォールグラフ上で右クリックして、”セクシ

ョンマネージャ”を選択して下さい。 

 

“形式”プルダウンメニューから、切り出したい方向を

選択してください。 

 

“追加”ボタンをクリックします。 

さらに、セクションプロパティ内で、切り出したい位置

を入力し、”適用”をクリックしてください。 

 

下の写真では、250Hz の位置で YZ 方向のデータを

切り出すときの設定例です。 

 

 

こうすることで、指定した位置での 2 次元データを抽

出することができます。 

 

 

 

 

14.3. 抽出データの保存 

3 次元データから抽出したデータは次の手順で保存

することができます。 

 

ウォーターフォールグラフ上で右クリックして、”保存デ

ータに追加”を選択して下さい。 

情報トレース部 

抽出されたデータ 
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下図ように”保存データへ追加“のメニューが表示され

ます。 

 

 

”セクション”欄に表示されている項目から、保存した

い抽出データにチェックをいれて”OK”をクリックしてく

ださい。 

 

 

これで、抽出したデータの保存が可能となりました。 

最後に、メニューの”メジャー＞保存＞結果を保存”ア

イコンをクリックすると現在のプロジェクトに抽出した

データが保存されます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保存された抽出データ 

“結果を保存”アイコン 
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15. レポート 

NVGate V11 には、表示されているグラフからレポー

トを作成する機能があります。(使用するには、Office 

2007 以上が必要です。) 

 

15.1. テンプレートを自作する 

レポート機能を使えば、エクセルやワードで自作のレ

ポート用テンプレートを容易に作成できます。 

 

■グラフのリンクを貼る 

グラフやプロジェクトのリンクを貼り、Word や Excel を

レポートのテンプレートとして利用することができま

す。 

メニュー”レポート＞アクティブなファイル”から、編集

するテンプレートを選択してください。 

 

ドロップ形式を選択した後、グラフ上でドラッグし、

Excel 上でドロップすると、グラフや数値データのリン

ク先を貼りつける事ができます。 

 

 

また、メニュー”レポート＞入力情報”の入力やメニュ

ー”レポート＞リファレンス”のプロジェクト名を使って

入力チャンネルの設定情報やプロジェクト名のリンク

をドラッグ&ドロップで貼りつける事もできます。 

 

ワンポイント 

クエリーを使うと、レポートを更新(リフレッシュ)する度

に質問に対する回答を入力することができます。 

 

 

■ FFT アナライザの設定項目を貼る 

アナライザの設定項目をテンプレートに追加すること

もできます。 

 

アナライザ設定ブラウザを開きます。テンプレートに

追加したい項目を選択し、テンプレートにドラッグ＆ド

ロップしてください。 

  

 

 

 

ドラッグ＆ドロップ 
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ワンポイント 

メニュー”レポート＞ドロップ形式＞ラベル 値 単

位”をクリックすると、設定項目をドロップする際の

形式を選択することができます。 

 

 

■ マーカーテーブルを追加する 

アナライザ設定ブラウザを開きます。テンプレートに

追加したいマーカーテーブルを選択し、テンプレート

にドラッグ＆ドロップしてください。 

   

ワンポイント 

テンプレートに追加された項目は、テンプレート内

のタグによって識別されます。「編集記号の表示/

非表示」をクリックすると、タグが表示されます。 

 

 

 

 

 

■レポートを更新する 

メニュー”レポート＞アクティブなファイル”から、リフレ

ッシュを選択することで、リンク先に現在のグラフの結

果を反映させる事ができます。 

 

ワンポイント 

Wordでテンプレートを作成した場合は、作成したテ

ンプレートの名前を”PrintAllWindows.doc”とし、下

記フォルダにコピーする事で、自作のテンプレート

を自動レポート機能で使用できます。 

C:¥OROS¥Programs¥NVGate¥TemplateLibrary¥ 

PrintAllWindows 

(もしくは C:¥Program Files¥OROS¥OR3X¥Template Library¥ 

PrintAllWindows) 

 

15.2. レポートの自動作成 

あらかじめ用意された Word テンプレートを使用し、自

動でレポートを作成する事もできます。 

 

プロジェクトマネージャを開き、レポートにしたいメジャ

ーを右クリックして、編集を選択します。 

 

 

メニュー”レポート＞全てのウインドウ”を選択してくだ

さい。 

編集記号の表示

/非表示ボタン 

タグ 

ドラッグ＆ドロップ 
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レポートのファイル名を入力してください。 

 

 

レポートのタイトルを入力してください。 

 

 

次のようなレポートが自動的に作成されます。 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

自動レポートは、あらかじめ用意された Word テン

プレートを参照して作成されています。このテンプレ

ートは編集してカスタマイズすることが可能です。 

テンプレートファイルは以下のフォルダに入ってい

ます。 

C:¥Program Files¥OROS¥OR3X¥Template Library¥ 

PrintAllWindows 

・PrintAllWindows.doc 

・Template_window.doc 

※ 編集前にバックアップをとることをお勧めしま

す。 

 

ワンポイント 

英語版のテンプレートは、以下のフォルダに入って

います。 
C:¥ProgramFiles¥OROS¥OR3X¥Examples¥Template library 

次のフォルダへコピー(上書き)してご使用ください。 

C:¥Program Files¥OROS¥OR3X¥Template Library¥ 

PrintAllWindows 

目次 

タイトル 

入力情報 

プロジェクト/メジャ

ーの情報 

グラフ 
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16. データシェアリング 

NVGate V10 ではプロジェクトマネージャのデータを

USB ドライブ、ネットワーク上のフォルダ等に安全に

かつ簡単に転送することができます。データやプロジ

ェクトを他の人と共有することができます。 

 

16.1. データをアップロードする 

ホームタブの”共有”をクリックしてください。 

 

 

参照ボタンを押して共有先のフォルダを選択します。

（任意のフォルダを指定してください） 

 

 

共有したいプロジェクト/メジャーにチェックを入れま

す。フィルタ欄に検索ワードを入力すると、プロジェク

トを検索することができます。 

 

※ 移動を選択すると、プロジェクトマネージャから選

択されたプロジェクトが削除され、共有先に移動

されます。 

※ シグナルを含むにチェックを入れると、共有先に

シグナルも保存されます。 

 

もし、同名のプロジェクト・メジャーが共有先にある場

合、以下の警告画面が表示されます。 

上書き：プロジェクト・メジャーを上書きします。 

スキップ：プロジェクト・メジャーの上書きを中止しま

す。 

 

 

16.2. データをインポートする 

ホームタブの”インポート”をクリックしてください。 

 

参照ボタンを押して共有元のフォルダを選択します。 
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共有元から転送したいプロジェクト/メジャーにチェッ

クを入れます。フィルタ欄に検索ワードを入力すると、

プロジェクトを検索することができます。 

 

 

※ コピーか移動(共有元からプロジェクトが移動さ

れます)を選択します。 

※ シグナルを含むにチェックを入れると、シグナル

もインポートされます。 

 

上書き：プロジェクト・メジャーを上書きします。 

スキップ：プロジェクト・メジャーの上書きを中止しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ハンマリング (クイック) 

㈱東陽テクニカ 39/74 http://www.toyo.co.jp/car/nvh/or3x/ 

17. ハンマリング (クイック) 

ハンマリング測定を行う際に、NVGate 上でハンマリン

グ試験用に用意されたクイックスタートを用いて、素

早く設定・測定を行うことができます。 

 

以下のようにセンサが接続されている事を想定しま

す。 

入力 1 ハンマ 

入力 2 3 軸加速度計の X 方向 

入力 3 3 軸加速度計の Y 方向 

入力 4 3 軸加速度計の Z 方向 

 

17.1. クイックスタートの起動 

リボンメニューの“ホーム＞スタート...”をクリックしてく

ださい。 

 

NVGate スタートダイアログが表示されます。 

 

 

新規プロジェクトを選択し、名前を入力します。この

時、”設定の読み込み” にチェックがついている事を

確認し、OK ボタンを押します。 

 

 

プロジェクトの保存確認のダイアログが開かれた場合

は、「いいえ」をクリックしてください。 

 

 

モデルを選択し、Quick のツリーを開きます。Quick ツ

リーが表示されない場合は、下記赤枠のアイコンを押

して、リストの平坦化を解除してください。 

 

 

ここで、使用したいチャンネルに合わせて、インパクト

用プロジェクトを選択します。今回は、”4ch ハンマリン

グ”を選択します。 

 

最後に、”読み込み”を押します。 

以上で、ハンマリング試験用のクイックスタートが開

かれます。 

 

17.2. 入力の設定 

入力選択を選択して入力ダイアログを表示します。 

 

不要な入力チャンネルを削除します。入力のチェック

ボックスを外すと、チャンネルを削除できます。 (この

章ではチャンネルを削除せずに進めます。)  
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また、入力の設定もこのダイアログで行います。ここ

では、”感度”と”カップリング”を設定してください。 

1ＣＨハンマ(物理量：力)、その他のチャンネルが加速

度センサに設定されています。 

 

設定が完了したら結果ボタンを押します。 

 

17.3. 分析の設定 

コントロールパネルの”設定”からハンマリング試験の

設定を行います。 

 

 

FFT の設定 

FFT の設定のうち、ハンマリングで良く変更する設定

項目が集められています。 

 

 

周波数レンジ 測定する周波数の帯域を設定しま

す。 

ライン数 ライン数を設定します 

平均回数 ハンマリングの回数（平均回数）を設

定します。 

 

 

 

17.4.  トリガの設定 

 “スレッショルド”を設定します。ハンマの加振信号が

スレッショルドの値を超えた地点から測定を開始しま

す。 

 

コントロールパネルの”スレッショルド”の値を適切な

値に変更してください。 

 

また、トリガグラフのCH1にある青いラインを移動する

ことでもスレッショルドの値を変更することができます。

実際の波形を見ながらスレッショルドを設定するとき

に役に立ちます。 

 

次に”スタート遅延を設定”します。 

コントロールパネルの”スタート遅延”に値を入力して

ください。 
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スタート遅延が設定されていない状態（0%）で分析を

スタートさせると、トリガがかかった時点から FFT 分析

を行うことになるので、トリガがかかる前が分析区間

外となり、加振波形を完全にとらえることができませ

ん。 

 

そこでスタート遅延を設定し、分析区間を早め、加振

波形を完全にとらえるようにします。”スタート遅延”は、

マイナスの値を設定してください。 

 

以上でトリガの設定は完了です。 

 

17.5. アクセプトモードの設定  

コントロールパネルの”アクセプトモード”からアクセプ

トモードを設定してください。 

 

ノーマル ・・・アクセプトモードを使用しません。 

マニュアル・・・アクセプトモードを使用します。 

 

― アクセプトモード について― 

設定により分析信号のアベレージメモリへの転送に

条件を付けます。この機能を使用すると、不適切なハ

ンマリングをしてしまった場合でも取り込んだ信号を

キャンセルして測定をやり直す事が出来ます。 

 

 

ハンマを打つ毎にすべての処理を実行してその結果

信号をウィンドウに表示します。結果が“OK”の場合

は、画面右下の“採用”ボタンを押すと次のハンマを

待ち受けます。結果が NG のときは、“不採用”ボタン

を押すと前回の測定に戻る事が出来ます。 

 

ワンポイント 

伝 達関 数 な どの 位相 表 示 は、 デ フォ ル トで は

-720°～720°表示に設定されています。-180°

~180°表示に変更する場合は、グラフの灰色の部

分で右クリックし、プロパティ→スペクトラムタブ→

位相 を-180°－>180°に変更してください。 

 

デフォルトを-180°－>180°に変更する場合は、

22.ユーザ設定をご参照ください。 

 

17.6.  保存の設定 

デフォルトで、伝達関数(H1)、トリガブロック、コヒーレ

ンスの測定結果を保存するよう設定されています。 

もし、その他で保存すべき項目がある場合は導入マ

ニュアルの”11データ保存”21 を参照し、設定を行っ

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

加振波形を完全に捕らえるためにプルトリガのディ

レイ値は-10%～-5%程度の値を設定してください。 

採用 

不採用 
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17.7.  補足 1― リーケージ防止方法 ― 

FFT 演算は 1 ブロックをひとかたまりとして、このブロ

ックが無限に繰り返される事を想定して演算されます。

そのため 1 ブロックの左端と右端が一致していないと

FFT 演算に使用される波形は不連続になります。波

形が不連続になるとリーケージと呼ばれる現象が発

生し、取り込んだ信号に含まれないスペクトラムが発

生します。リーケージを防止する方法には二つありま

す。 

方法 1： ライン数を増やす 

一つ目は“ライン数を増やす”事です。“ライン数”は１

ブロックのサイズを司るパラメータで、ライン数を変え

る事で１ブロックのサイズを変えます。例えばライン数

を 2 倍にすると１ブロックのサイズも 2 倍になります。

ライン数を変更する場合は、コントロールパネルの”ラ

イン数”からライン数を変更して下さい。 

 

方法 2：  レスポンスウィンドウをかける 

測定対象物の減衰特性の悪い場合、1.の方法では対

応出来ない事があります。その時に利用するのがこ

の方法です。以下にレスポンスウィンドウの追加方法

を示します。 

レスポンスウィンドウ機能はクイックスタートのコントロ

ールパネルに設置してありません。アナライザ設定ブ

ラウザから設定します。 

 

 

コントロールパネルで“レスポンスウィンドウ”の“テー

ブル”ボタンをクリックしてください。 

 

テキスト欄に直接数字を入力するか、ウィンドウ欄で

マウスを使ってスタート点とストップ点を設定する事で

レスポンスウィンドウが設定出来ます。適切な設定を

行なった後に“OK”ボタンをクリックしてください。 

ウィンドウ 

テキスト 
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以上の設定を行なう事で、レスポンスウィンドウを作

成する事が出来ます。 

 

次に作成したレスポンスウィンドウを FFT1 プラグイン

へ組み込みます。FFT グラフの単位などが書かれて

いる灰色のエリアでダブルクリックし、FFT の設定画

面を開きます。続いて、“チャンネルタブ＞ウェイティン

グウィンドウ”を選択し、設定したい ch のウェイティン

グウィンドウをダブルクリックして、レスポンスを選択し

てください。 

 

また、同様に入力 3 及び入力 4 にもレスポンスウィン

ドウを設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

17.8. 補足 2 ― 減衰比の算出 ― 

伝達関数を取得した際に、マーカを利用して減衰比を

算出する事ができます。マーカを使った減衰比の取

得方法は次のような手順で行います。 

まず、減衰比の表示を有効にします。”ホーム”タブ内

の”一般”を選択し、ユーザ設定ウィンドウを開きます。

マーカタブを選択してマーカ形式を”最大”もしくは”ピ

ーク”を選択して、減衰比にチェックをつけます。

 

 

次に、表示/グラフ”タブを選択し、マーカを”最大”もし

くは”ピーク”に設定します。 

 

 

 

伝達関数を表示して、グラフ上でダブルクリックします。

すると、”最大”マーカであれば最大値を、”ピーク”マ

ーカであればピーク値を自動検出し、表示します。 

ここで、情報トレースを開くと、各マーカ上の減衰比を

表示する事ができます。 
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ワンポイント 

最大マーカとピークマーカには次のような違いがあります。 

最大マーカ 

グラフ上で、上に凸になっている部分を探し、その前後の値が

設定されたヒステリシスの値よりも小さくなれば、最大値として

検出します。 

ピークマーカ 

グラフ上で、上に凸になっている部分を探し、その頂点から 

±2 個 隣の点の値が、設定されたスレッショルドの値よりも小

さければ、ピーク値として検出します。 

 

 

なお、最大・ピークマーカのヒステリシスやスレッショルドの値

は、任意の値に変更できます。 

グラフ上で右クリックしてマーカマネージャを選択し、マーカを

選択してプロパティを押すと、設定変更を行う事ができます。 

 

(変更した値を恒久的に反映させたい場合は、ホームタブ内の

一般を選択し、マーカタブを開いて設定変更を行ってくださ

い。) 

☓ 

スレッショルド 

○ 

☓ 

ヒステリシス 

○ 
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18. 次数比分析 (クイック) 

オーダートラッキング分析は次数比スペクトラム(周波

数スペクトラム)の任意の次数成分（オーダ）やオーバ

ーオール値を回転変化により記録・表示する方法で

す。表示グラフのＸ軸は回転数になり、表示されるレ

ベルは指定した次数レベルとなります。ＲＰＭトラッキ

ングという呼び方もあります。 

回転体の回転変化による振動・騒音の変化は起振源

である回転数とそれに同期するノイズレベルの変化

が主なものです。オーバーオール値をＹ軸に、起振源

の回転数をＸ軸に表示します。このトラッキング分析

によって以下のようなことが解ります。 

・発生した振動・騒音のピークの回転数                        

・オーバーオールレベルと次数レベルの比較により、

各次数の寄与度 

回転次数トラッキング分析には、分析バンド幅が回転

数に比例して変化する”定比トラッキング分析”（次数

比スペクトラムを用いてトラッキング分析をする）と分

析バンド幅が回転数によらず一定の”定幅トラッキン

グ分析”（周波数スペクトラムを元に次数を計算する）

の区分があります。 

ここでは、リアルタイム定比トラッキング分析の設定を

する方法を説明します。 

 

18.1.  クイックスタートの起動 

リボンメニューの“ホーム＞スタート...”をクリックしてく

ださい。 

 

NVGate スタートダイアログが表示されます。 

 

新規プロジェクトを選択し、名前を入力します。この

時、”設定の読み込み” にチェックがついている事を

確認し、OK ボタンを押します。 

 

 

プロジェクトの保存確認のダイアログが開かれた場合

は、「いいえ」をクリックしてください。 

 

 

モデルを選択し、Quick のツリーを開きます。Quick ツ

リーが表示されない場合は、下記赤枠のアイコンを押

して、リストの平坦化を解除してください。 

 

ここで、使用したいチャンネル数に合った次数比分析

プロジェクトを選択します。今回は、”4ch 定比トラッキ

ング”を選択します。 

 

最後に、”読み込み”を押します。 

以上で、次数比分析用のクイックスタートが開かれま

す。 
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18.2.  入力の設定 

入力選択を選択し、入力ダイアログを表示します。 

 

 

不要な入力チャンネルを削除します。入力のチェック

ボックスを外すと、チャンネルを削除できます。(この

章ではチャンネルを削除せずに進めます。) 

 

 

また、入力の設定もこのダイアログで行います。ここ

では”物理量”、”感度”、 “レンジ”及び”カップリン

グ”を設定してください。 

 

 

設定が完了したら結果ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

入力チャンネルの設定には“センサ”メニューを使用す

ることもできますセンサメニューを使用するには、セン

サの登録が必要です。“センサ”の登録が御済みでは

ない場合には以下の操作を行い、センサを事前に登録

してください。 

メニュー“ホーム＞センサ＞データベース”をクリックし

てください。 

 

加速度計を登録するには左側のリストにある“加速度

計”を展開してください。“Default 加速度計”を選択して

左下のセンサグループから“新規”ボタンをクリックして

ください。 

以下のダイアログが表示されますので、ID、カップリン

グ、感度などを入力してください。 

その他の情報も入力できますので、記録として利用し

てください。 

 

“OK”ボタンを押すと、センサデータベースダイアログの

リストに登録したセンサが表示されます。 
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18.3. オーダートラッキングの設定 

外部タコの設定 

コントロールパネルからトラッキング分析の設定を行

います。また、コントロールパネル上で設定できない

項目は、アナライザ設定ブラウザから設定を行いま

す。 

 

 

 

 

コントロールパネルから以下の外部タコの設定を行い

ます。 

 

タコ スレッシ

ョルド 

パルスの検出電圧を設定します。 

パルス/回転 1 回転あたりのパルス数を入力しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワンポイント 

(外部)タコのスレッショルドを設定する方法を説明しま

す。 

【STEP1】 

入力チャンネルに回転パルス信号を入力し回転パル

ス信号の最大値と最小値を確認してください。 

【STEP2】 

回転パルス信号の最大値と最小値から中間値を求

めてください。 

中間値 = (最大値+最小値)/2 

求めた中間値が適切なスレッショルド値になります。 

 

次数比設定 

コントロールパネルの”設定”から以下の次数比分析

の設定を行います。 

 

 

最 大 次

数 

分析する最大次数を以下から設定します。 

6.25,12.5,25,50,100,200,400 

次 数 分

解能 

分析する次数分解能を以下から設定しま

す。 

1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32 

＊分解能×最大次数は、800 以下です。

この情報は分析ライン数としてアナライザ

設定ブラウザで確認できます。 

オ ー バ

ー ラ ッ

プ 

回転毎にトリガブロック回転のオーバーラ

ップを行います。オーバーラップは 0 から

(回転数 - 1)の間で設定することが出来ま

す。"回転数"は次数分解能の逆数です。 

 

分析次数の設定 

分析対象の次数の設定を行うために、次数比分析の

設定ダイアログを開きます。次数比分析の設定ダイ

アログは、表示されているグラフ上の単位が書かれ

ている付近をダブルクリックすることで、表示すること

ができます。 
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次数比分析の設定ダイアログから”チャンネル＞追跡

する次数”を選択してください。 

 

 

表示されたリストの“追跡する次数”上でダブルクリッ

クをしてください。以下のダイアログが表示されます。 

 

追跡する次数を“次数番号”欄に入力します。 

 

設定が完了しましたら“OK”ボタンをクリックしてダイア

ログを閉じてください。 

 

ワンポイント 

次数番号は、右クリックでクリップボードにコピーする

ことで、エクセルに貼りつけることができます。 

逆に、エクセルに記入した次数番号を NVGate 上の次

数番号に貼りつける事もできます。 

 

 

18.4. ウォーターフォールの設定 

コントロールパネルから以下の設定を行います。 

 

ΔRPM 下限

速度 

ウォーターフォール解析の開始の回

転数を設定します。 

ΔRPM 上限

回転数 

ウォーターフォール解析の終了回転

数を設定します。 

Δ速度 ウォーターフォール解析の実行タイミ

ングを規定します。 

（例）10 とした場合、回転数が 10 回転

上昇(下降)する度にウォーターフォー

ル解析が実施されます 

上昇/下降 回転速度が上昇した時と下降した時、

どちらでΔRPM が実行されるかを決め

ます。なお、”最初の方向”に設定する

と、最初に速度が上昇した場合は、そ

れ以降”上昇”で、下降した場合はそ

れ以降”下降”でΔRPM を取得します。

一方、”両方”の場合は、上昇下降ど

ちらでもΔRPM が実行されます。 

 

 

18.5.  レコードの設定 

コントロールパネルの”レコード”からレコーダーの設

定ができます。 

レコードを”PC”に設定してください。 

単位の付近をダブルクリックする

と設定ダイアログが表示されます。 
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18.6. レイアウト 

ウォーターフォールのグラフレイアウト 

カラーマップが表示されていますが、グラフ上で“右ク

リック＞表示形式”からグラフの表示形式を変更でき

ます。 

“3D 等積図”を選択すると連続スペクトラムの表示に

切り替わります。 

 

 

 

 

分析次数のグラフ表示 

リボンメニューの“表示/グラフ ＞ ビュー＞レイアウ

ト”をクリックして、分析次数のレイアウトに切り替えま

す。 

 

 

分析次数の設定で選んだ次数のトラッキング結果が、

グラフ上に表示されます 

 

 

18.7. 保存の設定 

リボンツールバーの”メジャー＞保存＞保存選択”を

クリックしてください。 

保存設定ダイアログが表示されます。 

デフォルトで、ウォーターフォールの測定結果を保存
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するよう設定されています。 

もし、その他で保存すべき項目がある場合は導入マ

ニュアルの 11 章の「データ保存」を参照し、設定を行

ってください。 

 

 

18.8.  測定の開始 

 

分析スタート 

解析を開始するためには、メニュー”メジャー＞コント

ロール”の実行ボタン （Ctrl+R）をクリックします。 

 

 

オートスケール 

グラフは設定されたレンジに従って表示されます。 

入力に何も信号が接続されていない場合、信号のレ

ベルが小さ過ぎて結果がグラフに表示されません。 

メニュー”メジャー＞グラフ”のオートスケールボタン

（Ctrl+A）をクリックしてください。 

 

グラフに信号の FFT 分析結果が表示されます 

 

分析ストップ 

分析を終了するためには以下の画面左下のストップ

ボタン （Ctrl+S）をクリックします。 
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19. 次数比分析 (ポスト解析) 

 

19.1.  クイックスタートの起動 

リボンメニューの“ホーム＞スタート...”をクリックしてく

ださい。 

 

NVGate スタートダイアログが表示されます。 

 

新規プロジェクトを選択し、名前を入力します。この

時、”設定の読み込み” にチェックがついている事を

確認し、OK ボタンを押します。 

 

プロジェクトの保存確認のダイアログが開かれた場合

は、「いいえ」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

“設定の読み込み”ウィンドウが表示されます。新規ポ

スト解析をチェックして、読み込みを選択します。 

 

 

“信号を選択”ウィンドウが表示されるので、解析した

い信号データを選択し、“ポスト解析”を選択します。

(12 章で保存したレコードデータも、ここに表示される

ようになります。) 

 

 

この操作によりトラック接続ウィンドウが表示され、同

時に Signal のグラフが追加されます。 

 

19.2. 次数比分析 

読み込んだ Signal ファイルに対して次数比分析を行

います。 

 

設定方法はリアルタイムと同様です。結果の表示を

選択します。 
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下図の結果ダイアログが開かれます。“次数比分析

1”タブを選択し、”ウォーターフォール”ボタンを選択し

た上で、下図の次数比分析 1 パラメータ内のタコを選

択し、”タコを追加：外部タコ１“を選択します。 

 

入力設定のプロパティが表示されます。外部タコタブ

を選択し、パルス/回転を”1”に設定します。あとは収

録時の設定がすでに反映されているため、変更がな

ければ OK ボタンを選択します。 

 

 

”結果”欄から”次数平均スペクトラム”、”入力”欄で

解析対象の入力チャンネルを選択してください。 

 

 

ウォーターフォール(カラーマップ)ウィンドウが表示さ

れます。 

 

 

19.3. 次数比分析の設定変更 

結果ダイアログ内の”設定”を選択してください。 

 

 

下記のダイアログが表示されます。 
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必要に応じて下記 5 つの設定を変更し、OK ボタンを

クリックしてください。 

最大回転速度 解析を終了する回転数を設定

します。 

最小回転速度 解析を開始する回転数を設定

します。 

最大次数 分析対象の最大次数を選択し

ます。 

次数分解能 次数分解能を選択します。 

オーバーラップ 次数比分析の分析周期を設定

します。オーバーラップ率は 0 

から(回転数 - 1)の間で設定す

ることが出来ます。 

19.4. 測定開始 

画面左下の実行ボタン （Ctrl+R）をクリックすると

解析を開始します。 

 

ワンポイント 

Signal ファイルは記録時に感度設定など既に行わ

れ、物理単位で記録されていますので入力感度設

定などは必要ありません。 

 

19.5. レイアウト 

ウォーターフォールのグラフレイアウト 

カラーマップが表示されていますが、グラフ上で“右ク

リック＞表示形式”からグラフの表示形式を変更でき

ます。 

“3D 等積図”を選択すると 3 次元表示に切り替わりま

す。 

 



次数比分析(ポスト解析) 

 54/72  

 

 

19.6. トラッキング分析 

特定の次数の変動を追跡したい場合は、プロファイル

を使用します。 

“結果”ダイアログを表示し、“次数比分析 1”タブを選

択し、”プロファイル”ボタンを選択します。 

タコメータが選択されていない場合は、下図の次数比

分析1パラメータ内のタコを選択し、”タコを追加：外部

タコ１“を選択します。 

 

入力設定のプロパティが表示されます。外部タコタブ

を選択し、パルス/回転を設定します。あとは収録時

の設定がすでに反映されているため、変更がなけれ

ば OK ボタンを選択します。 

 

 

 

”結果”欄から”次数＆オーバーオール”、”入力”欄で

解析対象の入力チャンネルを選択してください。 

 

 

“追跡する次数”欄の”追加”をダブルクリックし、追跡

したい次数を入力します。最後に、入力した次数を全

てドラッグで選択し、ウィンドウの追加ボタン(下図赤

枠)を選択します。 

 

以上で、トラッキング分析のグラフが表示されます。 
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19.7. 解析区間の選択 

ポスト解析モードの最大の長所は希望する区間を指

定して解析を行うことができることです。 

プレーヤのウィンドウには下部にバーが表示されます。

このバーで希望する範囲を指定してください。 

 

 

 

 

 

 

19.8. 拡大範囲の表示 

プレーヤのウィンドウで指定した区間を拡大して表示

することができます。 

メニュー“表示/グラフ＞ウィンドウ＞追加・削除”を選

択してください。 

 “プレーヤ”タブの“ズームされた信号”を選択して、

さらにチャンネルとして“Input1”を選択します。 

真ん中の“新しいトレースを追加”ボタン をクリ

ックしてください。 

“OK”ボタンをクリックしてダイアログを閉じてください。

新しく表示された“ズームされた信号”と“プレーヤ信

号”はリンクしています。 

 

表示範囲を変更すると他方も対応します。 

 

 

19.9. 保存設定 

グラフ(灰色)部分で右クリックして、”保存データを追

加”を選択することで、表示されたグラフを保存対象

に追加することができます。 

 

19.10. 信号ファイルの切替え 

解析する信号ファイルを切り替える場合は、プロジェ

クトマネージャ内で解析したい Signal ファイルを右ク

リックして“読み込みとプレビュー”を選択します。 

 

この操作により Signal のグラフが表示されます。 

同様にして解析を行ってください。
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20. エクスポート 

取得した信号ファイルや結果ファイルは、OROS 独自

の形式で、保存されています。これを、テキスト形式

等の特定の形式でエクスポートする事ができます。 

なお、信号ファイルはレコードで取得した時系列デー

タ（生波形）、結果ファイルは平均スペクトラム等のそ

れ以外のデータです。 

 

■ファイルのエクスポート 

NVGate 左上の“ファイル＞エクスポートを開き、信号

ファイルを出力したいのであれば”信号ファイル．．．” 、

結果ファイルであれば”結果ファイル．．．” を選択しま

す。 

 

 

バッチエクスポートウィンドウが開いたら、まず①の”

プロジェクト”で、エクスポートしたい信号／結果の入

っているプロジェクトを選択します。 

次に、②のメジャー内に、プロジェクトに保存された信

号／結果が表示されるので、エクスポートしたいもの

を選択します。 

続いて、③の緑の矢印ボタンを押し、バッチリストに追

加します。バッチリストには、複数の 

④で出力したいフォーマットの形式を選択します。 

最後に、⑤のボタンを押して、信号／結果の出力先を

選び、エクスポート開始ボタンを押します。 

 

以上で、信号や結果を異なる形式でエクスポートでき

ます。 

 

ワンポイント 

信号ファイルをテキスト形式でエクスポートした場合、

下図のように時間列が無い状態でエクスポートされま

す。時間列は、サンプリング間隔(サンプリング速度の

逆数)から計算して取得してください。 

 

 

もし、信号データを Excel に時間列も生成した状態で

貼りつけたい場合は、SignalToExcel ファイルコンバー

ターをご利用ください。(24 よくあるご質問の”9. Excel

に Signal の数値データを貼りつけたい”をご参照くださ

い) 

 

ワンポイント 

プロジェクトマネージャ上の、Signal や Result を右クリ

ックしてエクスポートを実行することもできます。 
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21. 校正 

キャリブレーターを用意すれば、OROS を使って加速

度センサやマイクロフォンの校正を行い、現在のセン

サ感度を求めることができます。 

 

Step1： 校正準備  

まずは、センサを OROS に接続してチャンネル接続と

入力設定を行います。(4. FFT 分析～5. 入力設定
をご参照ください) 

続いて、キャリブレーターを用意します。 

 

Step2： 校正設定 

メジャータブ内の校正ボタンを押します。 

 

下図のようにセンサ校正ウィンドウが表示されます。 

 

ここで、校正のための各種設定を行います。 

・チャンネル選択 

どのチャンネルに接続されたセンサを校正するか決

めます。 

 

 

また、データベースにセンサを登録している場合は、”

リファレンス” でセンサを呼び出すことで、校正後に

感度値を更新できます。 

 

 

・校正条件 

キャリブレーターに合わせて、校正器のレベルおよび

校正周波数を合わせます。 

 

※注意：上記の”校正器のレベル”は実効値(RMS 値)

です。そのため、キャリブレーターも実効値で 1g の振

幅でなければなりません。もしキャリブレーターがピー

ク値で 1g の振幅に設定されている場合は、キャリブ

レーターの振動設定を実効値に切り替える必要があ

ります。 

 

Step3：校正を行う 

キャリブレーターを動作させます。すると、下図のよう

にキャリブレーターによるスペクトルが表示されます。 

(表示されない場合は、スケールが合っていない可能

性があります。グラフ上で右クリックし、オートスケー

ルを選択してください。) 

 

 

ここで、校正ボタンを押します。すると、設定された”校

正器のレベル”と取得されたキャリブレーターの値か

ら、現在の感度値を計算します。 
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この状態で”適用”を選択すると、この感度値を入力設

定に適用します。 

また、保存を押すと、現在リファレンスに選択されてい

るセンサ情報に、現在の感度値を保存する事ができ

ます。 
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22. ユーザ設定 

NVGate 操作時の各種設定を行う事ができます。複

数のユーザが 1 つの NVGate を共有して使う場合は、

ユーザ毎に設定を変更・保存しておくことができます。 

ユーザ設定は、ホームタブ→ユーザ設定→”一般”で

開くことができます。 

ここでは、ユーザ設定で使用できる各種設定のうち、

良く仕様されるものをご紹介します。 

 

22.1. プロジェクトマネージャ 

この画面ではプロジェクトの設定を行う事ができま

す。 

 

① 表示するプロジェクト 

プロジェクトマネージャの並び順を変えます。 

② アクティブでないワークブックの表示 

プロジェクトマネージャ上の Workbook の表示/非

表示を切り替えます。 

③ プロジェクトを読み込んでいます 

“データベースに登録されたセンサ”が適用され

ているプロジェクトを読み込む際に、センサの感

度を現在のデータベース上の感度に更新するか

どうかを決めます。 

 

 

 

 

 

22.2. グラフ 

グラフでは、各グラフのデフォルト表示を変更する事

ができます。ここでは、良く使用される”スペクトラム”

について説明します。 

 

① グラフ形式 

変更したいグラフの形式を選択します。 

② X 軸 Y 軸 

デフォルトの軸形式(リニア、ログ、dB)を選択でき

ます。 

③ 表示モード 

同一ウィンドウ内のグラフ表示のデフォルトを設

定できます。振幅/位相表示、実部/虚部表示等が

選択できます。 

“振幅によるグループ化”にチェックを入れると、重

ね書きの際に物理量毎に分けて表示されます。 

④ トレースカラー 

NVGate のウィンドウグラフに表示されるトレース

色を選択できます。 

“塗りつぶしモード”を選択すると、トレースの下部

が塗りつぶされます。 

⑤ 位相 

グラフの位相表示の形式を選択できます。 

 

 

 

①  

②  

③  
④  

⑤  
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22.3. ウィンドウ 

各グラフウィンドウの色やカーソルの形式について設

定できます。 

 

① 色 

グラフやカーソルの色を変更できます。 

② カーソルスタイル 

グラフのフリーカーソルの形状を変更できま

す。”リンク”にチェックを入れると、同じ X 軸のグ

ラフ同士でカーソルが連動します。 

③ カーソル数 

フリーカーソルを表示する数を選べます。 

④ トレース 

トレースの幅を決める事ができます。”アクティブ

トレースを太くする”にチェックを入れると、アクテ

ィブになっているトレースを太くして表示できま

す。 

 

 

22.4. 物理量 

使用する物理量の単位をユーザ毎に設定できます。

また、リストにない単位を作成する事もできます。 

 

① 物理量 

使用可能な物理量です。設定したい物理量をこ

こで選択します。 

② 単位 

選択した物理量に登録されている単位が表示さ

れます。計測時に取得されたグラフは、✓がつい

ている単位で表現されます。 

③ 単位設定 

入力設定のレンジ pk を dB で表現したい場合、こ

れを切り替えます。 

④ ｄB の精度 

ｄB 表示した際の表示桁数を設定します。 

⑤ 新規 

新規を押すことで、選択された単位をベースにし

て、新しい単位を作成できます。下図のように、

“シンボル”、“dB”、“換算式”等を入力し、OK を

押せば、”②単位”の中に、新しく単位が追加され

ます。 

 

①  

②  ③  

④  

①  ②  

③  

④  

⑤  
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23. 無線コントロール 

OR35-10J および OR36V3, OR38V3 では、市販の

USB 無線子機を接続することで、無線 LAN による遠

隔操作を行うことができます。 

 

23.1. 無線子機の接続 

OROS 背面にある USB 端子に、無線子機を接続しま

す。 

 

 

接続したら、電源ボタンを押して OROS を立ち上げま

す。 

 

23.2. DHCP サーバーの設定 

最初は、PC と OROS を LAN ケーブルで接続し、デ

スクトップの NVGate アイコンをダブルクリックします。 

下図のダイアログが出たら、下図赤丸の DHCP サー

バーを選択します。 

 

 

下図のダイアログが表示されたら、“Wify”を有効に

し、”パスフレーズ”に 8 桁以上の任意のパスワードを

入力してください。 

 

完了したら、OK ボタンを押し、PC と OROS を再起動し

ます。 

 

23.3. PC の無線設定 

ＰＣの無線通信を有効にして画面右下のインターネッ

トアクセス(下図)を開くと、OROS の SSID が表示され

ます。 

 

 

OROS の SSID を選択し、ご自身で設定されたパスフ

レーズを使って接続を行うと、PC と OROS が無線通

信を開始します。 

 

この状態で NVGate を立ち上げると、LAN ケーブルが

接続されていない状態でも、ダイアログ内のリストに

OROS が表示されます。表示された OROS のチェック

ボックスにチェックをします。 

また、無線通信の場合は、下図のステータス(赤線部)

が”同期できません”と表示されます。 

 

最後に、スタートを選択すると、無線通信で OROS を

コントロールできます。 
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24. よくあるご質問
1. 加速度の単位を”m/s^2”から”g”に変更したい。 

2. Y 軸のスケールのデフォルト表示を dB に変更し

たい。 

3. 測定データを dB 値としてエクスポートしたい。 

4. レコーダで測定した信号の一部分だけエクスポ

ートしたい。 

5. リアルタイム入力信号に対してフィルタを適用し

たい。 

6. 収録済の信号(時系列データ)に対してフィルタを

適用したい。 

7. “加速度”を 2 階積分して“変位”に変換したい。 

8. 同等の測定条件をもつプロジェクトを作りたい。 

9. 以前使用した計測設定を再現したい 

10. Excel に Signal の数値データを貼り付けたい。 

11. 複数の信号データを同じ条件でポスト解析し、そ

れぞれレポートとして保存したい 

12. 他製品で取得した時系列データをインポートした

い 

13. NVGate が起動できない。 

 

1. 加速度の単位を”m/s^2”から”g”に変更

したい。 

① メニュー”ホーム＞ユーザ設定＞物理量"を選択

してください。 

 

② ユーザ設定ダイアログが表示されますので、”物

理量”タブを選択してください。 

左側のリストから”加速度”を選択します。これに対応

して右上のリストの内容も変わります。ここで”重力加

速度”を選択してください。 

 

2. Y 軸のスケールのデフォルト表示を dB

に変更したい。 

① メニュー”ホーム＞ユーザ設定＞一般”を選択して

ください。 

 

② ダイアログが表示されますので、”グラフ”タブを選

択してください。 

③ ”グラフ形式”で”スペクトラム”（FFT の場合）を選

択ください。 

④ ”Y 軸”で”dB”を選択してください。 

 

以降、新しいウィンドウを作成すると Y 軸は”dB”で表
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示されます。 

  

 

3. 測定データを dB 値としてエクスポートした

い。  

まず、グラフ上で右クリックして、“Y 軸スケール”＞dB

を選択して dB 表示にします。続いてグラフ上の灰色

箇所で右クリックして ”データコピー”メニューを選択

します。アクティブトレースまたは全てのトレースを選

択して、Excel などへ貼り付けると、dB 値で値をコピー

することができます。 

 

 

 

4. レコーダで測定した信号の一部分だけエ

クスポートしたい。 

 

① 対象の信号データをポスト解析モードで開いて下

さい。(“ポスト解析 13 ポスト解析”をご参照く

ださい) 

 

 

②プレーヤのウインドウ下部のバーを使って、必要な

範囲を指定してください。 

 

③メニュー”ホーム＞トラック接続”を選択し、表示さ

れたダイアログでトラックとレコーダを接続してくださ

い。 

 

 

④実行ボタンをクリックしてください。 

 

変更前 変更後 

Excel へ貼り付け 
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⑤新しく生成された Signal ファイルを選択し、テキスト

形式でエクスポートしてください。 

指定した範囲のみが新しい Signal ファイルには記録さ

れますので、必要な範囲のデータをテキスト形式でエ

クスポートできます。 

ワンポイント 

テキスト形式でエクスポートする。 

① エクスポートしたい信号ファイルを右クリックし

て、エクスポートを選択してください。 

 

②Txt にチェックを入れて、出力ディレクトリと名前を

入力して、「エクスポート開始」ボタンをクリックし

てください。 

 

 

5. リアルタイム入力信号に対してフィルタを

適用したい。 

①メニュー”入力設定＞フィルタ設定”を選択してくだ

さい。 

 

②適用したいフィルタ(ここではハイ-ローパスフィルタ

を適用します)を選択して、入力に接続をしてくださ

い。 

 

③OK ボタンをクリックすると、フィルタ設定画面が表

示されます。フィルタのタイプ、次数、カットオフ周波数

を設定してください。 

 

④メニュー"表示＞グラフ＞追加・削除"を選択し、フ

ロントエンドタブから”フィルタリングされた信号”を表

示してください。 

 

⑤フィルタが適用された時系列波形が表示されます。 

 

6. 収録済の信号(時系列データ)に対し

てフィルタを適用したい。 

NVGateV11 では、収録した信号にフィルタをかける事

ができます。 

① フィルタを適用したい信号をプロジェクトマネージ

ャから選択し、右クリック→”ポスト解析”を選択し

ます。メッセージが出たら、OK を押します 
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② 入力設定タブ内のトラック接続を選択します。トラ

ック接続ウィンドウが表示されたら、フィルタをか

けたい信号を”レコード”に、ドラック＆ドロップで

接続します。トラック接続のプロパティが表示され

たら、OK を押して閉じます。 

 

 

③ 続いて、チャンネルにフィルタを適用します。“入

力設定”タブ内の”フィルタ設定”をクリックし、”フ

ィルタ接続”ウィンドウを表示します。適用したい

フィルタを、”接続先:”のプレーヤにセットします。 

 

 

 

④ フィルタ接続プロパティが表示されるので、フィル

タのタイプ、次数、カットオフ周波数を設定し、OK

を押します。 

 

 

⑤ 実行ボタンを押すと、フィルタされた信号を再レコ

ードできます。 

 

 

7. “加速度”を 2 階積分して“変位”に変換し

たい。 

アナライザから入力した”加速度”波形（横軸：時間）

を 2 階積分して”変位”で表示したい場合。 

積分を行うためには 2 種類あります。加速度を測定し

た場合を例とします。 

 

（Ａ） 加速度を時間系列で積分してから FFT 分析 

（Ｂ） 加速度を FFT 分析してから、周波数軸で積分 

 

（Ａ） 加速度を時間系列で積分してから FFT 分析 

メニュー”入力設定＞フィルタ設定”をクリックして、積

分 1 を入力 1 に接続してください。 

 

 

フィルタ接続プロパティが表示されますので、タイプ

に”HP + 2 階積分”を選択して、”OK”ボタンをクリック

してください。 
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(収録済みの信号を積分する場合は、”6. 収録済の

信号(時系列データ)に対してフィルタを適用したい”を

ご参照ください。) 

 

（Ｂ） 加速度を FFT 分析してから、周波数軸で積分 

FFT 結果ウィンドウ上(灰色箇所)で右クリックしてくだ

さい。微積分というメニューが表示されます。 この場

合、加速度の FFT 結果に 2πf を掛けたり、割ったりす

る単純な数値演算です。(dt 1階積分、dt^2 2階積分、

dx/dt 1 階微分、dx/dt^2 2 階微分) 

 

 

  

 

8. 同等の測定条件をもつプロジェクトを作り

たい。 

Workbook をモデルとして保存することで、同等の測定

条件をもつプロジェクトを作成することができます。 

モデルとして Workbook を保存する方法は、プロジェク

トマネージャで現在読み込まれているプロジェクトの

Workbook 上で右クリックしてください。コンテキストメ

ニューが表示されますので”モデルとして”を選択しま

す。 

 

 

【利用方法】 

メニュー“ホーム＞スタート＞スタート...”を選択してく

ださい。 

 

 

“NVGate スタート”ウィンドウで新規プロジェクトを選

択します。 

 

 

プロジェクトの名前を入力して、”OK”ボタンをクリック

してください。この時、”設定を読み込み”にチェックが

入っていることを確認してください。 

積分前 積分後 
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“デフォルトプロジェクトを保存しますか”というダイアロ

グが表示されたら、“いいえ”を選択します。 

 

“設定の読み込み”ウィンドウが表示されたら、モデル

をチェックします。続いて、User から読み込みたい保

存したモデルを選択し、読み込みを押します。 

 

 

以上で、必要な設定が新規に作成されるプロジェクト

に対して行われます。 

 

9. 以前使用した計測設定を再現したい 

NVGateで計測した際の設定データは、Workbookと呼

ばれるファイル内に保管されています。この Workbook

は、各測定データを保存する際に一緒に保存されま

す。 

再現したい計測設定が含まれている測定データを開

き、測定データ直下に保存された Workbookを右クリッ

クします。”読み込み”を選択すると、Workbook 内の

設定データを読み込むことができます。 

 

 

 

ワンポイント 

Workbook が表示されない場合は、ホームタブ＞”

一般”でユーザ設定を開き、ユーザ設定＞プロジェ

クトマネージャ＞”アクティブでないワークブックを表

示” にチェックを入れてください。 

(22.1 プロジェクトマネージャ の②をご参照ください) 

 

 

10. Excel に Signal の数値データを貼りつけ

たい 

Signal の数値データを Excel に貼りつける方法として、

テキスト形式でエクスポートして Excel に貼りつける方

法があります。しかし、この方法では時間列のデータ

がエクスポートされないため、サンプリング周波数か

らサンプリングの間隔を計算し、ご自身で時間列を生

成する必要があります。 

そこで、Excel に時系列データを直接エクスポートする

ソフトウェアを、弊社で作成しご用意しております。こ

ちらを使用する事で、Excel に時系列データを簡単に

エクスポートする事ができます。 

下記 URL にアクセスし、”SignalToExcel ファイルコン

バーター”をダウンロードします。 

http://www.toyo.co.jp/mecha/oros-fft_support/down

load/ 

 

インストールの手順については、ダウンロードファイル

内の手順書をご参照ください。 

 

インストールが完了したら、Excel を開いて下さい。 

Excel のタブの中に、新たに”AddIns”というタブが作

成されており、中に”信号を取得”というボタンが配置

されています。 
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“信号の取得”を押し、貼り付けたい信号ファイルを選

択します。 

 

自動的に時系列部分が作成された状態で張り付けら

れます。 

 

 

11. 複数の信号データを同じ条件でポスト解

析し、それぞれレポートとして保存したい 

BatchpostProcess を導入することで、ポスト処理を行

う際に、シグナルデータの読み込みと解析実行を自

動化し、レポート作成することができます。 

BatchpostProcess は、インストーラ CD(もしくはダウン

ロードファイル)内に格納されています。一緒にインス

トールの手順書を同梱していますので、インストール

方法についてはそちらを御確認ください。 

使用手順は下記の通りです。 

1. NVGate を起動し、ポスト解析用のプロジェクトを読

み込みます。 

 

 

2. ツールタブのリンクから BatchpostProcess を選択

し、実行します。 

  

 

3. 左側のフォルダーツリーから信号ファイルがあるプ

ロジェクトを選択します。プロジェクト内の信号ファイ

ルが表示されますので、選択して Add ボタンを押しま

す。左側のバッチリストに信号ファイルが追加されま

す。 

 

 

4. エクセルレポートを利用する場合は、レポート用の

エクセルを立ち上げ、NVGate の「レポート/アクティブ

なファイル」でエクセルが読み込まれていることを確

認してください。 

※レポートを使用する場合は必要なエクセルファイル

ひとつだけを立ち上げて置くことを推奨いたします。 
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5. エ ク セ ル レ ポ ー ト を 利 用 す る 場 合 は 、 「 Save 

Report」にチェックをいれ、XLS を選択してください。レ

ポート機能を使用しない場合は、チェックを外してくだ

さい。 

※レポート機能については別途 NVGate の導入マニ

ュアルを参照ください。 

 

 

6. Process All Files ボタンを押すとバッチ処理がスタ

ートします。 

 

 

7. バッチ処理が終了すると、「解析のログを残します

か?」とダイアログ表示されますので、ログを残す必要

がある場合は、「はい」を押してください。ログファイル

は「C:\OROS\NVGate data\Links」に

「BatchPostProcess(日時).txt」として保存されます。 

 

 

 

8. バッチ処理が行われ、NVGate に結果が保存され

ます。また、エクセルレポートを使用した場合は、

「C:\OROS\NVGate data\Report Files」にエクセルフ

ァイルが保存されます。 

   

12. 他製品で取得した時系列データをインポ

ートしたい。 

他製品で取得した時系列データをインポートする場合、

拡張子としてはユニバーサルファイルフォーマット

(.UFF)、Wav ファイル(.wav)、テキストファイル(.txt)の 3

種類が使用できます。 

インポートは、”ファイル”＞”インポート”＞”ファイル”

を選択し、読み込む拡張子と保存先を選択することで

インポートを行う事ができます。 

なお、インポートの際は、それぞれ次の制約がありま

す。 

■.UFF の制約 

・データファイルが UFF 58 をベースに作成されている

事 

・収録データのサンプリング速度が OROS で扱える値

である事 

(周波数レンジ x2.56 倍のサンプリングである事) 

 

■.wav の制約 

・収録データのサンプリング速度が 44.1kHz, 48kHz, 

96kHz のいずれかである事 
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■.txt の制約 

・テキストデータが NVGate 独自のテキストファイルフ

ォーマットで作成されている事 

・収録データのサンプリング速度が OROS で扱える値

である事 

(周波数レンジ x2.56 倍のサンプリングである事) 

フォーマットは、次の図の通りです。(適当な Signal デ

ータをテキスト形式でエクスポートして、そのヘッダー

を利用するのがお勧めです。エクスポートについて

は”20.エクスポート” を ご参照ください) 

 

 

 

 

 

 

13. NVGateが起動できない。 

エラーメッセージ 対策 

NVGate 使用にあたり、ハー

ドウェアかドングルが接続さ

れていることを確認してくださ

い。 

＜IP アドレスの確認＞ 

スタートメニュー > すべてのプログラム > アクセサリ > コマンドプロンプトを選択

し、コマンドプロンプトを起動してください。 

ipconfigとタイプして、エンターキーを押してください。 

IP address が”223.255.253.100”、Subnet Mask が”255.255.255.0”であることを確認し

てください。それ以外の場合は、本導入マニュアル「1.1 PCの設定」を見て設定を行っ

てください。 

 

<その他の確認項目> 

・ ネットワークケーブルが正しく差し込まれていますか？(PC にポートが 2 つある

場合は、IP アドレス(223.255.253.100)が設定されているポートに接続してくださ

い。) 
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・ ネットワークケーブルはクロスケーブルでしょうか？ 

・ FFT アナライザの電源は入っていますか？ 

コミュニケーションサーバー

を生成できません 

ファイアウォールが設定されて、通信を遮断されています。 

コントロールパネルのセキュリティセンタを開いてください。 

次に”Windows ファイアウォール”を開きます。”例外”タブに”NVGate”がありますの

で左側のチェックボタンを ON にしてください。 

 

Windows のファイアウォール以外にもウイルス対策ソフトウェアがインストールされて

いる場合も、ファイアウォールを無効にして下さい。 

 

<参考 URL> http://www.toyo.co.jp/page.jsp?id=1447 

 

プロシージャエントリポイント

AreUnitEffichangeComatible

@@YAHOO@H がダイナミック

リンクライブラリ Resultat.dll

から見つかりませんでした。 

NVGate と日本語モジュールのバージョンが一致していません。正しいバージョンの

日本語モジュールを再インストールしてください。 

<参考 URL> http://www.toyo.co.jp/page.jsp?id=1521 

 

 

http://www.toyo.co.jp/page.jsp?id=1447
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東陽テクニカは OROS 社の OR30 シリーズに対して技術サポートページを用意しています。以下のアドレスを訪ねて

みてください。 

http://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/id=8330 

 

計測をアシストするソフトウェアのダウンロードや FAQ、チュートリアルなどを用意しています。 

 

 

 

 

 


