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このチュートリアルを実行するためにディレクトリ設定を本書と同じ設定にして下さい。メニュー“エクスト

ラ／オプション”を選択して下さい。 

 

 

 

 

 

①ダイアログ左側のリストから”フォ

ルダー”を選択して下さい。 

右側に必要なディレクトリを右の表の

ように指定します。 

ここでは右の表のように設定してくだ

さい。(ここで記載するディレクトリは

Windows 7 を使用した場合です。) 

 

 

ファイル読込先 C:\imc\dat 

データファイル保存先 C:\imc\dat 

シーケンス C:\imc\SEQ 

カーブウィンドウ設定 C:\imc\ccv 

レポートジェネレータ C:\imc\DRB 

定義ファイル C:\programData\imc\Commo

n\Def 

プロジェクト C:\imc\Projects 
 

②”変数リスト”/“標準ビュー”で、「[DEL]キーは選択された変数を削除します」にチェックを入れます。 

③”エディタ”/”構文ヘルプ(関数とコマンド)”で、「自動的に表示」にチェックを入れます。 

④”表示/カーブウィンドウ”をクリックし、「メインダイアログで隠さない」にチェックを入れます。 
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1. イントロダクション 

 

imc FAMOS 中級セミナーにご参加いただき誠にありがとうございます。 

 

1989 年に windows 波形解析ソフトウェアとして開発された imc FAMOS は PC ベースでの波形データの観察、

解析、レポート作成をサポートします。全世界では 30,000 ライセンス以上、50 以上のカンパニー&サイトラ

イセンスの実績を持ち、計測エンジニアや CAE エンジニアの方々へ幅広くご使用いただいております。およ

そ 100 種類を超えるインポートフィルターやマウスで操作可能なカーブウィンドウ、数百の関数群を組み合

わせることで、現場での解析業務を飛躍的に効率化することができるソフトウェア環境です。 

 

本中級セミナーでは初歩～応用までを含めた”シーケンス”および”プロジェクト”の使用方法を学びます。 

 

“シーケンス”を学ぶことで、データの読み込み～解析～結果出力までの手順を自動化する事が可能になり解析

時間とコストを節約できます。 

 

さらに近年では解析内容を”プロジェクト”と呼ばれる実行形式で保存し”Runtime ライセンス”で解析実行

ができる機能も追加されています。これにより imcFAMOS を波形解析のための”開発環境/実行環境“として

運用することが可能になっています。 

 

本ユーザートレーニングの内容についての不明点、ソフトウェアの不具合を発見された場合は、お手数ですが 

”９章 サポート”に示す当社までご連絡ください。ドイツ imc 社と株式会社東陽テクニカが継続的にサポート

致します。 

 

最後に実車計測システム/テストベンチシステム/データサーバー等について何かお困りのことがありました

ら何なりとご相談ください。実践的なノウハウを持つエンジニアが貴社の業務をお手伝い致します。 
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2.シーケンス 

2.1.シーケンス記述領域 

imc FAMOS では、画面右側の上段がシーケンス（処

理マクロ）を記述する領域となっています。 

“入力”と記載されたタブのエリアにシーケンスを記述

することができますが、この“入力”タブは一時的な記

述を行うエリアです。そのため記述後は 2.2 のように

“名前を付けて保存”するか、2.3 のようにあらかじめ

新しいシーケンスを作成してください。 

 

 

2.2.シーケンスの保存 

作成したシーケンスを保存する場合、imc FAMOS メ

ニュー“ファイル／名前を付けて保存”、もしくはシ

ーケンスのタブで右クリックをして、”名前を付けて

保存”を選択してください。 

デフォルトのフォルダは “C:\imc\Seq” です。 

拡張子は ”.seq” です。 

 

 

 

 

2.3.新規シーケンスを作成 

新規シーケンス作成ウィンドウを開く場合、imc 

FAMOS メニュー“ファイル／新規／新しいシーケン

ス”、もしくはシーケンス記述領域にある”新しいシー

ケンス”のショートカットアイコンを選択してくださ

い。 

imc FAMOS のシ ーケ ンス記 述領域 を見 ると 、

“Unnamed0*”のタブが表示されます。 

 

タブで右クリック 

“新しいシーケンス” 

のショートカットアイコン 
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2.4.シーケンスファイルを開く 

保存したシーケンスファイルを開く場合、imc 

FAMOS メニュー“ファイル／開く／シーケンス”、

もしくはシーケンス記述領域にある”シーケンスを

読み込み”ショートカットアイコンを選択してくだ

さい。 

 

 

 

 

 

2.5.シーケンスの実行（完全な実行） 

サンプルシーケンス“POWER.SEQ”を開いてくださ

い。シーケンスを実行するためには、imc FAMOS メ

ニュー“実行／実行”を選択するか、もしくはシーケン

ス領域で ボタンを押してください。 

 

 

 

 

 

2.6.変数の削除 

2.5 でシーケンスを実行すると、読み込まれた変数と

処理結果が“変数ボックス”に表示されます。 

これらの変数を削除するためには、削除する変数を選

択し、変数ボックス領域の をクリックします。 

 

“POWER.SEQ”の最終行に下記のシーケンスを加え

てから、シーケンスを実行 すると、変数が全て削

除されます。（* はワイルドカードです。） 

  Delete *     

  

“シーケンスを読み込み” 

のショートカットアイコン 

アクティブでない変数を付近からマ

ウスでクリック＆ドラッグを行うと

変数を複数選択できます 
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2.7.シーケンスの実行（シングルステップ実行） 

imc FAMOS のシーケンスは、１行ずつ実行し、動作

を確認することができます。まず、ポジションポイ

ンタ を実行させたい行に移動させてください（ダ

ブルクリック）。次に、シーケンス領域で ボタン

（シングルステップ実行）を押してしてください。

１行実行させた後、 は次の行に移動します。 

シングルステップ実行はキーボードの<F9>ボタン

を押すことでも実行できます。 

 

※ポインタをダブルクリックで移動させてから、もう一度クリックすると、その 1 行が実行されてますので

ご注意ください。 

●Load Current の後にカーブウィンドウを表示させてからさらに実行していくと、Cut される様子がよく

分かります。 

 

2.8.ブレークポイントとシーケンスの実行（デバッグ） 

デバッグのためにシーケンスの途中経過を観察する際に

は、ブレークポイントの設置が便利です。 

ブレークポイントを設定するためには「任意の行をクリッ

クしてから」下記の 3 つのいずれかを行います。 

①＜CTRL+B＞を入力 

②実行タブの をクリック 

③ブレークポイントが表示される領域で右クリックを行

い、「ブレークポイントのオン/オフを切り替え」を選択 

 のアイコンをクリックするとブレイクポイントを監視し、1 行目からブレークポイントの直前までシーケ

ンスが実行されます。 と重なると、 という形になります。 

 

ヒント： シーケンスの完全実行 ではブレークポイントを監視せずに実行されます。 

 

※ ブレークポイントをオフには上記の①～③のいずれかを行ってください。 

 

ブレークポイントを作成し 、そこまで実行し 、1 行ずつ実行 して確認し、残りを実行 します。 
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2.9.ヘルプ 

シーケンス内の関数名（青い文字）にカーソルを置い

て<Alt>+<F1>キーを押すとヘルプがヘルプボック

スに表示されます。 

 

ヒント： 

imc FAMOS メニュー“エクストラ/オプション/エディタ”で、“構文ヘルプ（関数とコマンド）”の“自動的に

表示”をチェックすると、入力ボックスの関数名をクリックするだけでヘルプボックスに情報が表示されます。 

 

2.10.関数アシスタント 

変数ボックスから変数を関数の上へドラッグ&ドロップ

することで、関数アシスタントが起動します。これによ

り正確に関数を定義することができます。また、一度定

義した関数定義式を再度関数アシスタントで修正するに

は、入力ボックスの関数名の上にカーソルを置いて、

<Shift>+<F1>キーを押して下さい。（関数上で右クリッ

クを行って「関数ｱｼｽﾀﾝﾄ」を選択することもできます。） 

 

2.11.グループ化 

imcFAMOS では変数ボックスに存在する変数をグ

ループとして所持することができます。 

 

グループを作成する方法は、変数ボックスで複数

の変数を選択し”右クリック/グループ”を選択す

る方法とシーケンスを用いる方法があります。 

 

グループ化を行うことにより、シーケンスを１行

で実行できるようになります。（ただし簡単な関数

に限ります。） 

 

res = max(Group) 

 

ヒント： グループ化はデータセットやテキスト変数など異なる種類のデータも格納することができます。 

  

パラメータ 3 つ 結果 

NW:不等間隔／ND:等間隔／SV:単一値 

グループ名を右クリッ

クして“展開”を選択す

ると、中の変数を表示

できます。 
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2.12.パラメータ（PA1～PA9） 

imc FAMOS ではシーケンスの呼出しが可能になっています。シーケンスを呼び出す際には、SEQUENCE と

いうコマンドを用います。この章ではこれまで学んだシーケンスを更に有効に活用するために「パラメータ」

を用いてシーケンスを簡略化したいと思います。imc FAMOS では PA1～PA9 まであらかじめ 9 つのパラメ

ータが用意されています。シーケンスを動作させる際に数値やテキストをパラメータとして転送することがで

きます。これによるメリットは以下２点です。 

 

⚫ 長文のシーケンスを分割し機能毎のシーケンスとして管理面/運用面するメリット。 

⚫ パラメータが動的に変更される場合にも適用できる機能面でのメリット 
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2.13.演習 1（パラメータを用いた波形の作成） 

これまではデータを読み込む方法で波形を表示していましたが、ユーザが定義した波形を表示してみましょう。

まずは以下のシーケンスを入力タブへ入力します。 

 

;正弦波波形の作成 

;--------------------------------- 

;正弦波パラメータのユーザ入力  

_amplitude = BoxValue?("Enter amplitude", 1, 0) 

_frequency = BoxValue?("Enter frequency", 1, 0) 

_phase = BoxValue?("Enter phase shift as multiple of pi", 0, 0) 

_offset = BoxValue?("Enter offset", 0, 0) 

 

; 正弦波波形の作成 

x = Ramp(0, pi2/1000, 1000) 

sine = _amplitude * sin(_frequency * x + _phase * pi) + _offset 

SetUnit(sine, "s", 0) 

SetUnit(sine, "V", 1) 

sine = Xdel(sine, 0.001) 

 

; 波形表示 

SHOW sine 

 

 

補足： 

imc FAMOS では関数の中に“予約パラメータ（Zero）”

というものが存在します。これらは将来的に、関数に機

能追加されたときのために予約された引数です。デフォ

ルトで”0”が入力されています。 

（右例は関数”BoxValue?”の関数アシスタントです。） 

 

補足： imc FAMOS では円周率とオイラー定数が予約変数として登録されています。そのため、変数名には

使用できません。Pi = 3.14159、Pi2 = 6.28319、e = 2.71828 

 

黒色 変数名など 変数名／+,*, =などの演算子／カンマ, や括弧()など。 

青色 関数名 例えば BoxValue?関数の?が抜けると黒字になるので間違いに気づきます。 

桃色 値やテキスト テキストは必ずダブルクォーテーション””で囲まなければなりません。 

緑色 コメント セミコロン；の右側は全てコメントになります。 

灰色 予約変数 上記の PI, PI2, e など 

  



波形解析ソフトウェア imc FAMOS 中級セミナー  

 11 / 51 2018/06/22  

 

シーケンスを実行すると振幅、周波数、位相、オフセットを入力

するボックスが表示されます。それぞれ、シーケンスで入力した

値がデフォルト値に設定されています。任意の数値を入力し

て”OK”ボタンを選択してください。 

 

実行結果としてユーザーが指定したサイン波形が表示されます。 

この状態でシーケンスを”para0.seq”という名前で保存してく

ださい。 

 

 

”para0.seq”はパラメータを使わないシーケンスでしたが、次に”para0.seq”をベースにパラメータを使っ

たシーケンスを作成しましょう。”para0.seq”の冒頭の 4 行を以下のように関数 BoxValue?からパラメータ

PA1～4 に変更します。 

_amplitude = PA1 

_frequency = PA2 

_phase = PA3 

_offset = PA4 

 

変更した冒頭の 4 行を含むシーケンス全体を”para1.seq”として保存します。para1 タブが作成されます。 

 

入力タブのシーケンスを全て削除してから、以下のように入力します。数値の間は半角スペースを入力します。 

 

SEQUENCE para1 1 1 0 0 

 

シーケンスを実行すると”para1.seq”の PA1 に 1,PA2 に１、PA3 に 0、PA4 に 0 を入力され、最後までシ

ーケンスが実行されます。 

 

 



波形解析ソフトウェア imc FAMOS 中級セミナー  

 12 / 51 2018/06/22  

 

ここで実行している操作は、FAMOS 内部で下記のような扱いとなります。 

 

 入力タブ 

SEQUENCE para1 1 1 0 0 

 

  シーケンス”para1”を実行。 

  パラメータとして PA1=1, PA2=1, PA3=0, PA4=0 を渡す。 

 

 

 para1.seq 

;正弦波パラメータ  

_amplitude = PA1  _amplitude = 1 

_frequency = PA2  _frequency = 1 

_phase = PA3  _phase = 0 

_offset = PA4  _offset = 0 

 

;正弦波波形の作成 

x= Ramp(0, pi2/1000, 1000) 

sine = _amplitude * sin(_frequency * x + _phase *pi) + _offset 

SetUnit(sine, "s", 0) 

SetUnit(sine, "V", 1) 

sine = Xdel(sine, 0.001) 

 

;波形表示 

SHOW sine 

 

 

ヒント： 

数値以外もパラメータに使用可能です。 

例：テキスト、グループ変数など 

 

  

パラメータを受け取るので、 

内部的にこのように記述されている 

のと同等の動きになります。 
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補足： 

imc FAMOS 7.1 から１つのシーケンスファイル内に複数のサブシーケンスを持つことができるようになり

ました。同じ処理を何度も行う場合にサブシーケンスを使うと便利です。 

入力タブ以外のタブで、 （サブシーケンスを挿入）をクリックします。 

 

 

サブシーケンスの名前を入力して OK をクリックすると、サブシーケンスが表示されます。 

 

 

例として、”para0.seq”の最初の 4 行を subseq1 に、次の 4 行を subseq2 にコピーします。 

 

 

全体のシーケンスで、下記のように入力すると、”para0.seq”と同じ結果が得られます。 

 

 

 

 

補足： 

imc FAMOS 7.1 から、ローカル変数の定義が可能になりました。ローカル変数はシーケンス実行時のみ有効であり、シ

ーケンス実行が完了すると自動的に削除されます。 

ローカル変数を定義する場合、以下のように記述します。 

LOCAL temp = Ramp(0, 1, 100) 

 

または、以下のように記述してもローカル変数を定義することができます。 

LOCAL temp 

temp = Ramp(0, 1, 100) 

 

ローカル変数の定義としてワイルドカードを使用することも可能です。 

LOCAL ?  ; 1 文字で表現される全ての変数（例：変数 a） 

LOCAL #* ;#で始まる全ての変数（例：変数 #temp） 

 

メインシーケンス 

サブシーケンス 
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3.プロジェクト 

imc FAMOS は変数（元データや処理結果）、シーケンス、カーブウィンドウなどをプロジェクトとして保存

することができます。プロジェクトファイルを管理・共有することで、誰もが同じデータに対して同じ処理や

同じ見方をすることができます。 

 

 

3.1.プロジェクトの作成 

プロジェクトを作成し第２章の結果をプロジェクトとして保

存してみましょう。imc FAMOS メニュー“ファイル／新規／

プロジェクトを作成”を選択してください。新しいプロジェク

ト名として“sample”と記入してください。 

 

 

ヒント： 

プロジェクトを作成すると imcFAMOS 画面右上にプロジェクト名が表示されます。  

 

3.2.プロジェクトのプロパティ 

“プロジェクト／プロパティ”を選択してください。 

プロパティ画面では、プロジェクトとして保存する内容を

選択することができます。ここでは全ての項目にチェック

を入れてください。 
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3.3.プロジェクトへのシーケンスファイル読み込み 

imc FAMOS メニュー“ファイル／リスタート”を行ってか

ら“ファイル／開く／シーケンス”から”Para1.seq”を選

択します。 

 

ﾌｧｲﾙ”Para1.seq“を現在の FAMOS ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ<sample>に

ｲﾝﾎﾟｰﾄしますか？というダイアログが表示されますので、

“はい”を選択してください。 

 

ヒント： 

プロジェクトにシーケンスが読み込まれるとシーケンスタブのアイコンが へと変化します。 

 

3.4.プロジェクトのフォルダ 

エクスプローラから“C:\imc\Projects\sample”を開いてください。

プロジェクトの中身を保存しているフォルダが表示されます。先ほど読

み込んだ”para1.seq”がプロジェクトフォルダに保存されていること

がわかります。 

 

 

 

 

 

3.5.プロジェクトの保存 

プロジェクトの保存の際には、 

imc FAMOS メニュー“プロジェクト/保存”を選択して

ください。 
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3.6.プロジェクトの呼出し 

imc FAMOS メニュー“ファイル／リスタート”

を行ってください。 

 

imc FAMOS メニュー“ファイル／開く／プロジ

ェクト”を選択し、“プロジェクトエクスプロー

ラ”から“sample”を選択し、“プロジェクト読

み込み”を選択してください。プロジェクトを開

くと保存した状態が再現されます。 

 

3.7.autostart.seq 

再び“C:\imc\Projects\sample”を開きます。プロジェク

トの中に、”autostart.seq”というシーケンスファイルが自

動作成されています。 

 

このシーケンスはプロジェクトエクスプローラにて”プロジ

ェクト実行”を選択した際の動作を定義するシーケンスファ

イルです。 

 

imc FAMOS メニューの“ファイル／開く／シーケンス”を開

き、sample プロジェクトフォルダの”autostart.seq”を開

きます。 

デフォルトの状態では BoxMessage が記述されていますが

削除して、下記のシーケンスを入力し上書き保存します。 

 

SEQUENCE para1 1 1 0 0  

 

プロジェクトも上書き保存してから FAMOS をリスタートし、

プロジェクトエクスプローラから“sample”を選択し、”プ

ロジェクト実行”を選択してください。カーブウィンドウ

sine が表示されれば OK です。 

また次のページに示す様に”Pack”したファイルをデスクト

ップ上に配置し、ダブルクリックする事でもプロジェクトの

実行が可能です。 

autostart.seq をシーケ

ンス記述領域へドラッ

グ＆ドロップしてもフ

ァイルが開きます。 



波形解析ソフトウェア imc FAMOS 中級セミナー  

 17 / 51 2018/06/22  

 

3.8.プロジェクトの Pack&Go 

imc FAMOS メニュー“プロジェクト／パック”を選択するとプロジェクトを実行形式のファイルとして保存す

ることができます。保存された実行形式のファイルは、Runtime ライセンスがインストールされた PC で実

行することが可能です。（実行にあたり、imc FAMOS ライセンスは不要。Runtime ライセンスは有償） 

これを“Pack＆Go”と呼び、Professional、Enterprise グレードのライセンスを開発環境として、Rutime

ライセンス実行環境として運用することが可能です。 

 

 

注意： 

実行形式のファイル（Pack）を作成することができるのは、imc FAMOS Professional と imc FAMOS 

Enterprise のみです。（imc FAMOS Standard は非対応） 

 

パックするプロジェクトを作成する場合、FAMOS での処理方法は

大きく３つに分かれます。 

⚫ シーケンス 

（ファイル読み込み～処理～データ保存までを記述する。） 

⚫ ダイアログ 

⚫ パネル 

 

注意： 

シーケンスとダイアログを用いる場合は imc FAMOS のメイン画面は立ち上がりません。 

パネルを用いる場合は imc FAMOS のメイン画面が立ち上がりますが、右上図の様にデザインモード等、編

集に関するアイコンが無効化されています。 

 

プロジェクト”sample”を Pack するには、そのプロジェクトが開かれている状態で  

 “プロジェクト／パック”を選択します。Go するには作成されたアイコンをダブルクリックします。 

 

ダブルクリック 

他の方とプロジェク

トを共有したいとき

に便利です。 
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4.記号によるテキストの扱い 

4 章では imc FAMOS 上でのテキストの扱いを学びます。 

 

4.1.テキストオプション 

4.1.1.通常テキスト 

imc FAMOS でテキストを作成する際は、引用符（ダブルクォテーション）” で文字列を囲みます。 

 

 MyText = "MyChannel” 

 

長さが 255 文字を超えないようにする必要があります。 

 

4.1.2.変数名にテキストを使用する 

テキスト変数を山括弧<>で囲むことで、テキストを変数の名前として使用することができます。 

 

 (変数 slope がある状態で) 

 Data = "slope” 

 Spectrum = DB( FFT( <Data> ) ) 

 

これは変数またはファイル名を動的に指定するシーケンスで役立ちます。 

 

変数ボックスにデータ SLOPE.DAT を読み込んでから、上記の 2 行のシーケンスを実行すると変数ボックスは

下記のようになります。シーケンスを実行すると、変数ボックスでテキスト Data を探し、それをデータ slope

に置き換えます。 

 

 

 

 

 

以下の 2 つは、どちらも同じ動作となります。 

 

Data = "slope” 

 Spectrum = DB( FFT( <Data> ) ) 

 

 

 Spectrum = DB( FFT( Slope ) ) 

MyText がテキスト変数です 

 

から、”コンポーネント表示(複素

数,XY)” にチェックを入れると、D,P

が表示されます。 
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4.1.3.許可されない文字列の使用 

imc FAMOS では禁止された形式のテキスト変数を使う場合には、中括弧{}で囲む必要があります。 

 

 {My Result} = sin({123_Measurement}) 

 

禁止されたテキスト形式には下記が挙げられます。 

・数字で始まる 

・+ - ( ) * / ^ = { } [ ] |などの演算子が含まれている 

・スペース、セミコロン、"@"、引用符、":"、"?"、"."、またはコンマが含まれている 

・imc FAMOS の関数と同じ名前 

・imc FAMOS の定数(pi, empty など)と同じ名前 

 

上記の例では、“My Result”にはスペースが含まれることから、”123_Measurement”は数字で始まっている

ことから、中括弧{}で囲む必要が生じます。 

 

 

また、4.1.2 節の<>と組み合わせて使う場合、{}を外側にします。 

 Text = “Channel %1q@2” 

 {<Text>} = empty 

 

 

通常、上記のような変数は使用すること自体を避けるべきですが、読み込みデータ自体がこの形式になってい

る(数値から始まるなど)場合や、ファイル名を変数名に利用する場合などはこのオプションを使用します。フ

ァイル名に半角スペースが入っていたりする場合には有効です。 

別のシーケンスに変数を渡す場合、渡した先のシーケンスでも同様に{}で囲まれている必要があることに注意

してください。 
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4.1.4.テキスト配列 

テキスト配列を使うと、複数個のテキストをひとつの変数で管理できます。 

 

 ThreeTexts = TxArrayCreate(3) 

 ThreeTexts[1] = “Text for the first element” 

 ThreeTexts[2] = “Text for the second element” 

 ThreeTexts[3] = “Text for the third element” 

 

任意のインデックスのテキストを抜き出してくることも可能です。 

 

 SecondText = ThreeTexts[2] 

 

 

テキストの個数を指定しない場合の例として、以下のような使い方もあります。 

 

 TxArray = TxArrayCreate(0) 

 Index = 1 

 While Index <= 5 

  TxArray[Index] = “Line” + TForm(Index, “F0.0”) 

  Index = Index + 1 

 End 

 

ここでは、最初にテキスト個数 0 のテキスト配列を作成し、 

1 から順に Index 番目に「Line+Index の数値」というテキストを入力します。 

 

 

このようにしてテキスト配列の大きさを自動的に変更していく場合、現在の大きさよりもちょうど 1 だけ大き

いインデックスを指定する必要があります。 

例として、テキスト個数 2 個の配列で、4 番目のインデックスを指定するとエラーとなります。 

 

 

また、TxArraySetSize 関数でテキストの個数を増やすことができます。 

TxArraySetSize (ThreeTexts, 10 ) 

  

波形表示  

変数ボックスの ThreeTexts を

ダブルクリックすると、シーケン

ス領域にコピーされます。 

 

テキストの個数を 1 つずつ増や

せるのは FAMOS の特長です。 
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4.2.アドレッシングオプション 

4.2.1.グループ 

2.11 節では変数リストの右クリックからグループ化を行いましたが、シーケンスで処理する場合には 

関数 GrNew()を使います。またグループの要素を指定するにはコロン：を使用します。 

 

 MyGroup = GrNew() 
 MyGroup:sin1 = sintest1 
 MyGroup:sin2 = sintest2 
 MyGroup:sin3 = sintest3 

 

 

なお、MyGroup というグループ変数が存在しない状態で、 

 MyGroup:sin1 = sintest1 

を実行した場合でも、自動的に変数 MyGroup が作成されます。 

 

またグループ変数の場合もインデックスを使用することができます。[]の前にコロン：を入れてください。 

 MyGroup:[1] = MyGroup:[1] * 2 

 

グループ関数は”関数ボックス/変数/データ形式/グループ”にあります。よく使用する関数は下記に挙げます。 

GrNew 新しいグループを作成 MyGroup = GrNew() 

GrChanNum? グループ内のチャンネル数 num = GrChanNum?( MyGroup ) 

GrChanName? チャンネルの名前 name = GrChanName?( MyGroup, 1 ) 

1 つめの変数の名前を問い合わせます。 

GrChanFind チャンネルの検索 state = GrChanFind( MyGroup, “sin2” ) 

state はインデックスなのでこの場合 2 です。 

 

 

 

4.2.2.インデックス指定 

ここまでも何度か使用してきましたが、[]を使用することで要素の抜き出しが実行できます。 

データの形式により、どのような要素が抜き出されてくるかが異なります。 

 

4.2.2.1.標準データの場合 

変数名の末尾に[]を使うことで、指定したサンプル点を抜き出すことが出来ます。 

 X = sintest1[3] 

この場合、sintest1 の 3 点目の値を抜き出します。 
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4.2.2.2.グループ変数の場合 

:と組み合わせて使うことで任意のチャンネルを抜き出すことが出来ます。 

 SecondChannel = MyGroup:[2] 

この場合、グループ変数 MyGroup の 2 番目のチャンネルを抜き出してきます。コロン：が必要です。 

 

4.2.2.3.配列またはセグメントデータの場合 

配列やセグメントデータの場合、2 次元の要素を指定することができます。 

【例１】 

 ; 4×4 の配列の作成 

 dim = 4 

 MyMatrix = Ramp(0, 1, dim*dim) * 0 

 SetSegLen(MyMatrix, dim) 

 

 ; 値の指定 

 x = 2 

 y = 3 

 z = 5 

 MyMatrix[x, y] = z 

 

 My_Z_Value = MyMatrix[x, y] 

 

このような記述で、セグメント 2 つめの第３要素への値の書き込み、取り出しが実行できます。 

 

【例２】 

FFT 結果のようなブロックデータの抜き出しも行うことができます。 

res = AmpSpectrumRMS(sintest1, 64, 0, 0, 1, 1) 

curve1 = res[5]    ;5 番目のブロックの抜き出し 

value1 = res[1,2]   ;1 番目のブロックの 2 番目の要素の抜き出し 

 

 

設定/表示/ｳｫｰﾀｰﾌｫｰﾙ 
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4.3.変数名の変更 

imc FAMOS シーケンスの処理で、変数名を直接記載すると、変数名を変更したい場合に不便です。 

そこで、VarGetInit、VarGetName?という２つの関数と、記号“＜＞”を使って変数名を動的に変更するよ

うにします。 

 

はじめに、変数“sin3”と“slope”を imc FAMOS に読み込んでください。“sin3”と“slope”は“C:\imc\dat”に保

存されています。このデータのスペクトル波形を表示する処理を作成してみましょう。 

 

直接変数名を記述したシーケンスは以下のようになります。 

 

Result = Spec(sin3) 

Show Result 

 

この場合、処理対象の変数 sin3 を slope に毎回書き換える必要があります。 

そこで、処理対象を動的に変更するために、以下のように記述します。 

 

_No = VarGetInit(1) 

_Name = VarGetName?(_No) 

Result = Spec(<_Name>) 

Show Result 

 

シーケンスを実行する際、変数リストから処理対

象変数を１つ選択してから実行してください。 

 

現在、変数ボックスでファイルを 1 つ選択しているので_No は 1 となります。 

検索されたファイル名_Name を次の処理で変数として使用する場合には＜_Name＞を使用します。 

 

ヒント： 

Show Result の 1 行下に、以下の構文を付けたすことで、“_”のついた変数名（_No, _Name）を削除す

ることができます。(Delete 関数は Del でも使用できます。) 

 Del _* 

 

VarGetInit シーケンス実行の開始時に存在する変数を取得します。 

VarGetInit2 関数が呼び出されたときに存在する変数を取得します。 

_No = VarGetInit2( “*”, 0 )   ;全てのファイルを取得します。 

_No = VarGetInit2( “_*”, 1 ) ;アンダーバーから始まらないファイルを取得しま

す。 
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4.4.コンポーネント 

imc FAMOS の変数は以下の様な 2 つのコンポーネント（要素）を持つ場合があります。 

特に“.X”と“.Y”は imc FAMOS 処理の中で使用する頻度が多いため使い方を覚えておきましょう。 

 

種類 説明 

XY X と Y 

MP Magnitude と Phase 

DP Decibel と Phase 

RI Real と Imaginary 

 

＜事前設定＞ 

変数リストの空白部分を右クリックし、コンテキストメニュー

“表示オプション”から“コンポーネント表示”を選択してくださ

い。 

 

2.1 で実施した処理結果“Result”も“.M”と“.P”が表示されるよ

うになります。これは、振幅成分（Magnitude）と位相成分（Phase）

を表しています。 

 

imc FAMOS のシーケンスとして、新規に以下を記述し（関数アシスタントを起動）、実行してください。 

Result = SearchLevel(sin3, 2, 0.5, 0, 0, 0, 0, 1) 

 

 

関数“SearchLevel”は波形の立ち上りや立ち下りなどを検

出する関数です。右図のように、結果は指定値（ここでは

0.5V）を越えた点を検出します。結果は“.X”と“.Y”のコン

ポーネントを持ちます。 

 

 

 

 

参考までに 

 x = Result.x 

 y = Result.y 

を実行して、x と y をそれぞれプロットすると次頁のようになります。 

①sin3 と Result を両方選んで波形表示  

②”設定/軸”で y2 軸を削除 

③”設定/線”で Result の”シンボル”を” 

大きなドット”に変更 

グリット表示 
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Result.X（横軸：ポイント数 縦軸：時間） Result.Y（横軸：ポイント数 縦軸：レベル） 

  

 

4.5.配列指定 

記号“[ ]”は、変数の要素を取り出す際に利用します。 

例えば、変数“sin3”の１点目のデータを取り出す場合、以下のように記述します。 

Point = Sin3[1] 

 

ヒント： 

FFT 結果のように、複数のブロックを持つデータの場合、“[ ]”で指定するのはブロック番号になります。 

 

4.6.波形の切り出し 

それでは、ここで 2.2 の処理結果を利用して、波形の切り出しを行ってみましょう。 

使用する関数は“Cut”です。 

 

処理内容として以下のように記載してください。 

Result = SearchLevel(sin3, 2, 0.5, 0, 0, 0, 0, 1) 

Cut_data = Cut(sin3, Result[1].X, Result[2].X) 

 

注意： 

“.X”、“.Y”などのコンポーネントを持つデータに対して[ ]で指定する場合、“[ ].X”“[ ].Y”と記述します。 

 

切り出し結果は右図（緑色の波形）のようになります。赤い●

の間のデータが切り出されているのが確認できます。 

 

  

①前頁のグラフの X 軸近くに変数ボックス 

から Cut_data 変数をドラッグ＆ドロップ 

②ズーム  
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4.7.演習 2 

この章で学んだ内容を組み合わせた処理を作成してみましょう。 

新規シーケンス（入力ボックスから ）で以下を記述してください。（今まで書いたシーケンスからコピー） 

 

;対象の選択/表示 

_No = VarGetInit(1) 

_Name = VarGetName?(_No) 

show <_Name> 

; 閾値入力 

_Level = BoxValue?("しきい値入力", 0.5, 0) 

; 閾値検索 

Result = SearchLevel(<_Name>, 2, _Level, 0, 0, 0, 0, 1) 

; 切り出し/表示 

Cut_data = Cut(<_Name>, Result[1].x, Result[2].x) 

show Cut_data 

Del _* 

 

シーケンスを実行する際、変数ボックスから”sin3”を選択してから実行してください。 

 

 

シーケンスを実行すると、変数ボックスで選択した波形としきい値入力ボックスが表示されます。 

波形を確認し、しきい値を入力してください。 

 

 

 

  

しきい値として、-1～1 の値を 

入力すればよいことが分かります 

sin3 を選択 
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●エラー発生時の対応 

しかし、sin3 の波形を確認せずにしきい値として「2」を入力したり、slope を選択してしきい値としてデフ

ォルトの「0.5」を使用したりすると、エラーメッセージが表示されてしまいます。データがしきい値と交わ

らず、データをカットできないためです。 

 

 

 

エラーを回避するために、If 構文でシーケンス実行を終了するように前頁のシーケンスに赤枠部分を追加しま

した。Result が 2 点未満の場合に、メッセージを表示してシーケンス実行を終了します。 

 

;対象の選択/表示 

_No = VarGetInit(1) 

_Name = VarGetName?(_No) 

show <_Name> 

; 閾値入力 

_Level = BoxValue?("しきい値入力", 0.5, 0) 

; 閾値検索 

Result = SearchLevel(<_Name>, 2, _Level, 0, 0, 0, 0, 1) 

 

; エラー対応 

If Leng?( Result ) < 2 

 _select = BoxMessage( “エラー”, “しきい値を見直してください。”, “S1” ) 

 Exitsequence 1 

End 

 

; 切り出し/表示 

Cut_data = Cut(<_Name>, Result[1].x, Result[2].x) 

show Cut_data 

Del _* 
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5.ループ処理 

5.1.FOR/WHILE ループ 

ループ処理として多く使われるのは“FOR”と“WHILE”です。ここではそれぞれの使い方を覚えましょう。 

 

下記のループはどちらも Result の値が同じ結果となります。 

種類 サンプル 

FOR Result = 0 

For i = 1 to 3 

Result = Result + 1 

End 

WHILE Result = 0 

i = 1 

While i <= 3 

Result = Result + 1 

i = i + 1 

End 

 

5.1.1.For ループ 

FOR ループの場合、ループのカウンタ(ここでは i)はあらかじめ宣言する必要はありません。 

 

Result = 0 

For i = 1 to 3 

Result = Result + 1 

End 

 

また、1 回のループでのカウンタの増分は、指定しない限り 1 として扱われます。 

 

カウンタの増分を指定する場合、下記のように STEP を使います。 

 

Result = 0 

For i = 1 to 3 step 0.5 

Result = Result + 1 

End 

 

この場合、カウンタの増分は 0.5 です。 

STEP で負の値を指定することも可能です。 
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5.1.2.While ループ 

While ループの場合、下記のようにループのカウンタと増加は自分で指定する必要があります。 

 

Result = 0 

i = 1 ;カウンタの作成 

While i <= 3 

Result = Result + 1 

i = i + 1 ;増分の指定 

End 

 

特に増分の指定を忘れた場合、While ループでは容易に無限ループとなるので注意してください。 

(imc FAMOS では無限ループになっても左下のステータスバーのキャンセルボタンをクリックすることでシ

ーケンス実行を中断することができます。 ) 

 

 

また While ループは FOR ループとは異なり「ある区間内でのループ」ではなく、「条件を満たす限り続くルー

プ」であるため、下記のような使い方も可能です。FileLineRead 関数が正常に実行されている限りゼロを返

し、ファイルの末尾（テキストがない行）に到達すると 1 を返すという定義を利用し、指定テキストファイル

の行数を求めます。 

 

 FileName = “C:\imc\Dat\Example_ASCII_Import.txt” 

FileID = FileOpenASCII(FileName, 0) ;ASCII ファイル"FileName"を開く 

 

Line = -1 ;行数 

Status = 0 ;ステータス 

Tx = "" ;テキスト内容 

 

While Status = 0 

  Status = FileLineRead(FileID, Tx, 0) ;ファイルエンドで Status=1 

  Line = Line + 1 

End 

 

FileClose(FileID) ;ファイルを閉じる 

 

 

このファイルの行数は 1799 行 

最終行の

テキスト 
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5.2.演習 3 

WHILE ループを使って、以下の処理を行ってみましょう。 

なお、“FOR”は imc FAMOS 7.0 から加わったため、imc FAMOS 6.3 までの処理に慣れている方、あるいは

imc FAMOS 6.3 をご利用中の方を対象に“WHILE”を使った処理を作成します。 

 

新規シーケンスとして以下を記述してください。 

_No = VarGetInit(1) 

_i = 1 

While _i <= _No 

_Name = VarGetName?(_i) 

Show <_Name> 

_i = _i + 1 

End 

Del _* 

 

使用するデータは“sin3”と“slope”です。 

変数ボックスで 2 つの変数を同時に選択し、シーケンスを実行してください。2 つのカーブウィンドウが表示

されます。 
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5.3.演習 4 

WHILE ループを使って 4.7 の処理を複数切り出し対応してみましょう。 

新規シーケンスとして以下を記述してください。コメント部分は特に入力しなくても構いません。 

 

; 選択された変数を表示 

_No = VarGetInit(1) 

_Name = VarGetName?(_No) 

show <_Name> 

 

; ユーザ入力のしきい値 

_Level = BoxValue?("しきい値入力", 0.5, 0) 

 

; しきい値検索 

Result = SearchLevel(<_Name>, 2, _Level, 0, 0, 0, 0, 1) 

 

; 各しきい値間を切り出し 

_Point_Num = Leng?(Result) 

_i = 1 

While _i <= _Point_Num - 1 

_Number = TForm(_i,"") 

_Ch_Name = TAdd("Cut_data_",_Number) 

<_Ch_Name> = Cut(<_Name>, Result[_i].x, Result[_i+1].x) 

_i = _i + 1 

End 

 

Del _* 

 

変数“sin3”または“slope”のどちらか１つを選択した状態でシーケンスを実行してください。 
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結果は下図のように、Cut_data_1, Cut_data_2,,,,と複数出力されます。 

 

 

ヒント： 

ループ処理の構造をよりわかりやすくするために“シーケンス/編集”から を使用できます。 

 

5.3.1.テクニック：ループ変数を名前に使用する 

テキスト変数の紹介でも一部出てきましたが、ループ変数を変数名に使用する方法を説明します。 

 

例として、下記のシーケンスを実行してください。 

_i = 1 

While _i <= 5 

  _Number = TForm(_i,"F0.0") 

  _Ch_Name = TAdd("data_",_Number) 

  <_Ch_Name> = empty 

  _i = _i + 1 

End 

Del _* 

 

実行すると、data_1, data_2...という変数が作成されていきます。 

①変数ボックスから Cut_data_1～9 を 

カーブウィンドウ sin3 へドラッグ＆ドロップ 

②”設定/表示”から”スタック”を選択 
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このシーケンスでは、1,2,3...と増加していくループ変数 _i の値を、変数名の末尾に加えることで重複しな

い新しい変数名を作っています。 

実行している内容を細かく見ていきます(例として _i = 1)。 

 

数値である_i をテキストに変換しています。 

 _Number = TForm(_i,"F0.0") 

 

 

 

 

テキスト”data_”とテキスト”1”を結合して”data_1”を作っています。 

 

 _Ch_Name = TAdd("data_",_Number) 

 _Ch_Name = "data_" + _Number  という書式でも OK 

 

 

1 行にまとめて、下記のような書式でも構いません。 

 _Ch_Name = "data_" + TForm(_i, "F0.0") 

 

 

このように TForm でテキストに変換した数値を変数名に使用する、という方法はループで新規変数を多数作

る際などによく利用します。 
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6.データの読み込み 

これまでは一度 imc FAMOS に読み込んだデータを選択してシーケンスを実行していました。 

６章ではデータの読み込みを自動で行う処理を作成します。そのためにまずロード関数とファイル関数、ファ

イルリスト関数について参考までにまとめておきます。 

 

6.1.ロード関数 

6.1.1.LOAD 

 LOAD は imc FAMOS で最も単純なロード関数です。下記のように使用します。 

  

 FAMOS 

 Load sintest1 

 

この記述で、デフォルト読み込み先フォルダにある、”sintest1”という FAMOS 形式（*.dat）ファイルを読

み込みます。1 行目の FAMOS 関数が、FAMOS 形式を指定しています。 

 

デフォルト読み込み先フォルダは、メニューの[エクストラ > オプション > フォルダー]から設定できる他、

LDIR 関数でも変更できます。 

 

 FAMOS 

 LDIR “C:¥imc¥Dat“ 

 Load sintest1 

 

 

注意： 

1 行目の FAMOS を記述しない場合、直前に使用した読み込みフォーマットが使用されます。 

 

 

LOADは簡易版の関数なので、基本的には後述のFileLoad関数やファイルオープン関数の使用を推奨します。 
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6.1.2.FileLoad 

FileLoad 関数では、読み込みフォーマットを指定してファイルを読み込むことができます。 

FAMOS 標準データの読み込みの場合、 

 

 FileLoad("C:¥imc¥dat¥sintest1", "", 0) 

 

パラメータ 1 つ目がファイルの名前です。フルパス指定で無い場合は、デフォルト読み込みフォルダからファ

イルが探されます。 

パラメータ 2 つ目はファイルフォーマットの指定です。FAMOS 標準データの場合、空文字“”で OK です。 

パラメータ 3 つ目は基本的に 0 としてください。 

 

FAMOS 標準データ以外を指定する場合、関数アシスタントが便利です。 

下図のように、FAMOS で読み込み可能なすべてのフォーマットがアシスタントから指定できます。 

 

 

Matlab フォーマットを指定した例 

FileLoad(FileName, "#MatlabImportExport.dll|Matlab 5 File Format", 0) 

 

また、関数の返り値を取得した場合、FileLoad でいくつのチャンネルが読み込まれたかがわかります。 

 Num = FileLoad("C:¥imc¥dat¥sintest1", "", 0) 

 

 

シーケンス内では次章のファイルオープン関数を推奨します。 
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6.2.ファイルオープン 

ファイルオープン関数では、任意のデータを選択し imc FAMOS が操作できるファイル ID として管理します。 

例として下記のシーケンスを実行してみましょう。ファイルオープンで読み込む場合の基本的な例です。 

 

FileName = "C:¥imc¥dat¥sins.dat"  ;読み込み対象 

 

_ID = FileOpenDSF(FileName, 0)  ;_ID でファイルオープン 

_i = 1 

While _i <= FileObjNum?(_ID)  ;含まれる Ch 数だけループ 

  _ChName = FileObjName?(_ID, _i) ;Ch の名前を取得 

  <_ChName> = FileObjRead(_ID, _i) ;Ch データ本体を読み込み 

  _i = _i + 1 

End 

 

FileClose(_ID)    ;ファイルをクローズ 

Del _* 

 

1 行ずつ実行してみてください。下図のように”sins.dat”に含まれるすべてのチャンネルが読み込まれます。 

 

 

 

この関数が LOAD, FileLoad と大きく異なる点として、チャンネルの名前を取得できることが挙げられます。 

 

読み込みの最中に 

_ChName = FileObjName?(_ID, _i) 

とチャンネルの名前を取得しているので、読み込んだ直後にシーケンスで他の処理を実行することも可能です。 

 

例えば、データ読み込み行の直後に 

_ChNameFilt = _ChName + "_Filter" 
 <_ChNameFilt> = FiltLP(<_ChName>, 0, 0, 2, 1000) 

と挿入することで、”sintest1_Filter”のような名称でローパスフィルタ適用後のデータを作成できます。 

 

拡張子.dat まで入

力します。 

FAMOS で開いて登録 

忘れないように 

FileClose 関数実行

後も変数は残りま

す。 

セミナー参加者は、デスクトップのフォルダから sins.dat を 

C:\imc\dat フォルダへコピーしてください。 
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また、グループ変数とそのインデックスを使うと、さらに扱いやすくなります。 

 

 

FAMOS 標準データ（.dat ファイル）の場合、FileOpenDSF 関数を使用しましたが、別のファイルフォーマ

ットに対しては FileOpenFAS 関数を使用します。 

 

基本的な使い方自体は FileOpenDSF と一緒です。様々なファイルフォーマットが利用できる分、どのファイ

ルフォーマットを使用するかを指定する必要があります。 

 

OROS oxf ファイルの例 

 ID = FileOpenFAS(FileName, "#OROS_OR30_signal_imp(x64).dll|OROS OR30", 0) 

 

FileLoad 関数と同様、フォーマット指定は関数アシスタントから簡単に行えます。 

 

 

 

注意： 

ファイルオープンで開いたファイルは、必ず FileClose で閉じてください。 

imc FAMOS が一度に管理できるファイル ID には上限があります。（ループがとまる原因になります。） 
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6.3.ファイルリスト 

imc FAMOS でフォルダ/ファイルを操作するための関数群にファイルシステムがあります 

(システム > ファイルシステム)。 

ここではその中のひとつであるファイルリスト関数について紹介します。 

 

ファイルリスト関数はファイルオープン関数のフォルダ版をイメージしてください。 

ファイルオープン関数がファイルを開き中のチャンネルデータを読み込むのに対し、ファイルリスト関数では

フォルダを開き、中のフォルダやファイルの検索・読み込みを行います。 

 

ファイルオープンのイメージ        ファイルリストのイメージ 
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ファイルリストを使用したファイル検索の簡単な例を実行してみましょう。 

 

;ファイルリストを作成、対象は.dat ファイル 

_ID = FsFileListNew("C:¥imc¥Dat¥EXPERIM¥0001", "*.dat", 0, 0, 0) 
 

_i = 1 

While _i <= FsFileListGetCount(_ID)  ;検索された項目分ループ 

  _FileName = FsFileListGetName(_ID, _i) ;名前を取得 

  _err = FileLoad(_FileName, "", 0)  ;ファイルを読み込み 

  _i = _i + 1 
End 

 

FsFileListClose(_ID) ;ファイルリストをクローズ 

Del _* 

 

実行すると、”C:\imc\Dat\EXPERIM\0001”フォルダにあるすべての dat ファイルが読み込まれます。 

 

 

 

 

ヒント： 

ファイルシステムには他にもフォルダ/ファイルのリネーム FsRenameFile、移動 FsMoveFile、コピー

FsCopyFile、削除 FsDeleteFile といった操作や、フォルダパスの取得を行う関数 FsSplitPath、あるフォル

ダにある名前のフォルダ/ファイルが存在するかどうかを問い合わせる関数 FsFileExists など、フォルダ/ファ

イル操作に便利な関数が多数存在します。 

  

FsFileListClose 関数実行

後も変数は残ります。 
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6.4.複数データの読み込み 

ファイルリストの更なる発展系として親フォルダを指定し、その下にある子フォルダを一括して読み込む場合

のシーケンスを実行してみましょう。 

 

; 親フォルダの指定 

_Dir = FsDlgSelectDirectory("親フォルダの指定", "C:¥imc¥dat",0) 

_ID1 = FsFileListNew(_Dir,"*",1, 0, 1) 

 

; 親フォルダ内でのループ(子フォルダの検索) 

_Folder_Num = FsFileListGetCount(_ID1) 

_i = 1 

While _i <= _Folder_Num 

 

; 子フォルダの指定 

_Folder_Name = FsFileListGetName(_ID1,_i) 

_ID2 = FsFileListNew(_Folder_Name,"*.*",0,0,1) 

 

; 子フォルダ内でのループ(データの読み込み) 

_File_Num = FsFileListGetCount(_ID2) 

_j = 1 

While _j <= _File_Num 

_File_Name = FsFileListGetName(_ID2,_j) 

_Chan_Name=TAdd(FsSplitPath(_File_Name,2),TAdd("_",FsSplitPath(_File_Name,6))) 
Load <_File_Name> <_Chan_Name> 

_j = _j + 1 

End 

 

_i = _i + 1 

 

FsFileListClose(_ID2) 

 

End 

 

FsFileListClose(_ID1) 

 

Del _* 

 

注意： 

FsFileListNew で開いたファイルは必ず FsFileListClose で閉じなければなりません。 
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While ループを２回使用するため（While ループの中で While ループを使用しているため）、ループの関係が

分かりづらくなりますので、ここで整理しておきましょう。 

 

最初に使用する While ループは、指定した親フォルダの下に位置する子フォルダを取得するためのループです。 

子フォルダの中のチャンネルを取得するために、もう１つのループを、上記 While ループの中で記述していま

す。 

 

 

6.5.フォルダ/ファイルのユーザ選択 

シーケンスの中では、ユーザに対象となるフォルダ/ファイルを選択させるという処理がよく出てきます。 

imc FAMOS 7.2 では、主に後述する 3 つの方法があります。 
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6.5.1.DlgFileName 

DlgFileName は、ユーザに 1 つのファイルを選択させるための関数です。 

例として下記のコマンドを実行してください。 

 

FileName = DlgFileName("C:¥imc¥dat", "dat", "ファイルを選んでください", 0) 

 

実行すると、下図のようなファイル選択画面が開きます。 

パラメータにより、「最初に開かれるフォルダ」「選択できるファイル拡張子」「選択画面のタイトル」が設定

可能です。 

 

 

選択すると、フルパスで表現されたファイル名のテキストが作成されます。 

実際に読み込みを行う場合、FileLoad 関数やファイルオープン関数にこのファイル名を渡します。 

 

 

ヒント： 

最後のパラメータを 1 とすることで、ファイル保存のための画面としても利用できます。 

同じくファイル名のテキストが作成されるので、FileSave 等で保存してください。 
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6.5.2.FsDlgSelectFiles 

FsDlgSelectFiles はユーザに任意のファイルを選択させる関数です。DlgFileName 関数とは異なり、この

関数では複数のファイルを同時に選択可能です。 

 

例として、下記のコマンドを実行してください。 

ID = FsDlgSelectFiles("ファイル選択", "C:¥imc¥dat", "*.dat", 0) 

 

実行すると、下図のようなファイル選択画面が開きます。 

パラメータにより、「最初に開かれるフォルダ」「選択できるファイル拡張子」「選択画面のタイトル」が設定

可能です。 

 
 

選択すると、開かれたファイルリスト ID が作成されます。 

実際に読み込みを行う場合、ファイルリスト関数からファイル名の取得等を行います。 
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6.5.3.FsDlgSelectDirectory 

FsDlgSelectDirectory はユーザに 1 つのフォルダを選択させる関数です。 

例として下記のコマンドを実行してください。 

 

FolderName = FsDlgSelectDirectory("フォルダを選択してください", "C:¥imc", 0) 

 

実行すると、下図のようなフォルダ選択画面が開きます。 

パラメータにより、「最初にフォーカスされているフォルダ」「選択画面のタイトル」が設定可能です。 

 

 

選択すると、フォルダ名のテキストが作成されます。 

以後の操作には FsFileListNew などのファイルリスト関数を利用してください。 
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6.5.4.フォルダ/ファイル選択まとめ 

フォルダ/ファイル選択に利用できる関数とその特徴を一覧にまとめます。 

関数名 選択対象 選択できる数 取得される結果 その後の操作 

DlgFileName ファイル 1 つのみ ファイル名のテキスト FileLoad など 

FsDlgSelectFiles ファイル 任意の数 ファイルリスト ID ファイルリスト関数全般 

FsDlgSelectDirectory フォルダ 1 つのみ フォルダ名のテキスト FsFileListNew など 

 

ユーザに選択させたい対象や、その後に行いたい操作によって使い分けてください。 
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7. 応用演習 

ここでは、今まで覚えた手法を組み合わせた処理を行ってみましょう。 

使用するデータは以下のデータです。 

Trig ：ゲート（トリガ）信号 

Sound ：音（音圧） 

 

 

Trig 信号が立ち上がっている間の時間で、音圧波形を切り出し、切り出したデータに対する処理を行います。 

具体的には、以下の STEP で処理を行います。 

【STEP1】データの読み込み 

【STEP2】読み込んだ Trig データに対して、しきい値判定 

【STEP3】しきい値判定で取得した立ち上がり区間で音データの切り出し 

【STEP4】切り出した音データの最大値・最小値・平均値を算出 

【STEP5】切り出した音データに対する FFT 処理 

【STEP6】FFT 結果に対して、最大値、最大時の周波数を算出 
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新規シーケンスとして以下を記述してください 

 

; ファイルを選択して読み込み 

_File_ID = FsDlgSelectFiles("ファイルオープン","C:¥","*.dat",0) 

_File_Name = FsFileListGetName(_File_ID,1) 

_err = FileLoad(_File_Name, "", 0) 

 

; しきい値を検索 

_up = SearchLevel(Trig, 2, 0.5, 0, 0, 0, 0, 1) 

_down = SearchLevel(Trig, 1, 0.5, 0, 0, 0, 0, 1) 

_Num = Leng?(_up) 

 

; 結果データ用の変数を作成 

Max_Res = empty 

Min_Res = empty 

Mean_Res = empty 

Max_FFT = empty 

Max_Freq = empty 

 

; しきい値の数だけループ処理 

_i = 1 

While _i <= _Num 

_Chan_Name = TAdd("Cut_data_",TForm(_i,"")) ; 切り出しデータ 

<_Chan_Name> = Cut(Sound,_up[_i].X,_down[_i].X) 

_Max = Max(<_Chan_Name>)  ; 最大値 

Max_Res = Join(Max_Res,_Max) 

_Min = Min(<_Chan_Name>)  ; 最小値 

Min_Res = Join(Min_Res,_Min) 

_Mean = Mean(<_Chan_Name>)  ; 最小値 

Mean_Res = Join(Mean_Res,_Mean) 

_FFT_Name = TAdd("FFT_",TForm(_i,"")) ; FFT 解析 

<_FFT_Name> = AmpSpectrumRMS_1(<_Chan_Name>, 1024, 2, 0, 1) 

_Max_FFT = Max(<_FFT_Name>)  ; FFT 最大値 

Max_FFT = Join(Max_FFT,_Max_FFT) 

_Max_Freq = Pos(<_FFT_Name>,_Max_FFT) ; FFT 最大時の周波数 

Max_Freq = Join(Max_Freq,_Max_Freq) 

_i = _i + 1 

End 

 

FsFilelistClose(_File_ID) 

 

Del _* 
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8.インポート/エクスポート 

8.1.アスキーインポート 

バイナリではなくアスキーやエクセル(CSV)のデ

ータを読み込むために便利な方法を紹介いたしま

す。 

 

“ファイル/開く/データ”を選択し、ファイルの種

類 を ”ASCII/Excel Import...(*.*)” を 選 択

し、”Example_ASCII_Import.txt”を開いてく

ださい。 

 

”ASCII/Excel Import...(*.*)”の設定画面では 

データの区切りがタブ、カンマ、スペースのどれで 

あるか、チャンネル名称は何行目に存在しているか、 

チャンネルの単位は何行目に存在しているかを簡

単に定義する事ができます。 

 

 

 

 

ヒント： 

また、一度作成した定義をインポートフィルタとして登録する事で、次回からはシーケンスからアスキーデー

タの読み込みが可能になります。 

_Err = FileLoad(<Path>, "#ImportAscii1.dll|sample " , 0) 
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8.2.アスキーエクスポート 

アスキー（.ASC .TXT .CSV）ファイルにてデータを

保存する方法について紹介します。 

 

“メニュー/エクストラ/オプション”を選択し、”ファ

イル-保存/エクスポート”のタブを選択します。 

 

 

 

“新しいテンプレートの作成”を選択すると、 

“列の区切り”タブ、カンマ、スペースを選択 

ファイルの拡張子には（ASC/TXT/CSV）等をユーザ

ーが自由に定義できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒント： 

一度登録したエクスポートテンプレートはシーケンスから呼び出すことが出来ます。 

その際には、FileSave()関数を用います。 

FileSave("z:¥tmp¥c.xls", "[XLS] Sample EXCEL-Export Template", 1, result) 
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8.3.エクセルキット関数 

レポート媒体として、世界中で最も多く使われて

いるのはマイクロソフト社のエクセルです。 

 

imc FAMOS は“Excel(拡張)関数”を用いて、各種

演算処理結果をエクセルに転記することが可能に

なっています。 

エクセルキット関数は”関数ボックス/ﾌｧｲﾙ,読み

込み/出力”内に格納されています。  

 

ここではそのサンプルを紹介します。 

レポートフォーマットが指定されておらず、新規

にエクセルシートを作成する例を以下に記述しま

す。 

 

Load Sin3 

Max_Value = Max(Sin3) 

_Err = XlStart() 

Xlvisible(1) 

_Err = XlWbNew("") 

_Err = XlSetText("A1","最大値") 

_Err = XlSetValue("B1",Max_Value,0) 

XlQuit() 

Del _* 

 

 エクセルテンプレートを使用する場合以下の様に記述します。 

 

Load Sin3 

Max_Value = Max(Sin3) 

_Err = XlStart() 

Xlvisible(1) 

_Err = XlWbOpen("C:¥report_sample") 

_Err = XlSetText("A1","最大値") 

_Err = XlSetValue("B1",Max_Value,0) 

_Err = XlWbSave("C:¥result.xlsx",0) 

XlQuit() 

Del _* 

 

注意： XlsStart で開始したインスタンスは XlQuit で終了させる必要があります。  
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9.サポート 

本テキストで解説した imc FAMOS の基本的な操作を今後の解析ならびにデータ整理、ドキュメント作成にご

活用下さい。詳細な解析やドキュメント作成、シーケンスに関するサンプルや FAQ は弊社ホームページにて

ご利用いただけます。 

 

imc FAMOS ホームページ 

https://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/imc-famos.html 

 

imc FAMOS FAQ ページ 

https://www.toyo.co.jp/mecha/faq/ 

 

imc FAMOS インポートフィルタダウンロードページ 

https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/id=8151 

 

また、弊社スタッフまで直接ご質問・ご相談がある場合は下記連絡先までご連絡下さい。 

 

株式会社東陽テクニカ 

第 1 技術部第 1 課 FAMOS サポート 

機械制御計測部 FAMOS 担当 

TEL：  03-3279-0771(代表) 

FAX：  03-3246-0645 

E-mail： imc@toyo.co.jp 

 

 

https://www.toyo.co.jp/mecha/products/detail/imc-famos.html
https://www.toyo.co.jp/mecha/faq/
https://www.toyo.co.jp/mecha/contents/detail/id=8151
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