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★imc FAMOS
ユーザマニュアル imc FAMOS バージョン 7.1
1.1  imcカスタマサポート/ホットライン
問題点やご質問がありましたら、カスタマサポート/ホットラインまでお問い合わせください。
ドイツ:
imc Meßsysteme GmbH
電話: +49 (0) 30 / 467 090 - 26
ファックス: +49 (0) 30 / 463 15 76
WWW: www.imc-berlin.com
電子メール: hotline@imc-berlin.de

当社の国際的パートナについては、www.imc-berlin.com/our-partners/distributorを参照してください。
お問い合わせいただく際に、お使いのデバイスのシリアル番号およびソフトウェアのバージョン情報がお分かり
でしたら助かります。本書をお手元にご用意いただければ幸いです。

1.2  重要な注記
必ずお読みください!
システムユーザの皆様へ
1. ご使用になる前に、本マニュアルのバージョンが、お求めになったソフトウェアのバージョンに合致していることを
必ず確認してください。バージョンが合致していない場合、または何らかの相違が検出された場合は、直ち
にカスタマサポートにご連絡ください(参照: 「imcカスタマサポート - ホットライン」)。

2. なお、お求めになったソフトウェアおよび関連するユーザーズマニュアルは教育を受けた適格なユーザを対象と
するもので、知識を持たないワンタイムユーザの使用は想定していません。また、何らかの矛盾点が見つかっ
た場合も、当社サービスチーム(上記の電話番号)にご連絡ください。

3. ソフトウェア分野の開発は絶えず、しかも急速に進められているため、ユーザーズマニュアルが部分的に古く
なり、更新が必要となることもありますので注意してください。この種の相違に気づかれた場合、当社カスタマ
サポート(上記の電話番号)までご連絡をお願いします。

4. また、本マニュアルの中で、誤解によって人身傷害を招く恐れがあると思われる箇所を見つけられた場合も
当社ホットラインまでご連絡をお願いします。

皆様のパートナ
imc Meﾟsysteme GmbH

http://www.imc-berlin.com
mailto:hotline@imc-berlin.de
http://www.imc-berlin.com/our-partners/distributor/
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1.2.1  ガイドライン
1.2.1.1  証明書と品質管理

imcは、1995年5月以降、DIN-EN-ISO-9001認証を保有しています。
imcの品質システムに関する現在の証明書と情報については、WEB (http://
www.imc-berlin.de/en)の「Customer Support / Quality Assurance」で確認できま
す。 ***
詳細については、imcホットラインにお問い合わせください。 ***
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1.3  imcの保証およびソフトウェアライセンス契約
imcの限定的保証
imc Meﾟsysteme GmbHの一般条件の適用を受けます。

1.3.1  imcソフトウェアライセンス契約
imc Meßsysteme GmbH
Voltastrasse 5
13355 Berlin
商業登記: Berlin-Charlottenburg HRB 28778
取締役: 工学博士Dietmar Sprenger

imc Meßsysteme GmbH
利用規約

imc Meßsysteme GmbHソフトウェアの利用に関して
日付: 2013年6月1日現在

§ 1
契約の対象

(1) 「General Terms and Conditions Governing Meßsysteme GmbH Deliveries and Services to
Customers」に加えて、以下の利用規約が、imc Meßsysteme GmbH(以下、「imc」といいます)と結ぶす
べての契約に適用されます。これは、imcが開発したソフトウェアを利用する権利の移譲に関するもので
す。ソフトウェアには、標準のソフトウェア、お客様のために特に作成または調整され、データファイルなどの
機械可読のデータキャリアに記録されるソフトウェア、データベースとデータベースマテリアル、更新、アップグレ
ード、リリースなどがあり、対応するドキュメント、情報、およびマテリアルが含まれます(以下、「本ソフトウェ
ア」といいます)。

(2) 本ソフトウェアは、実行可能なオブジェクトプログラムとして、この「契約の対象」で規定される機械可読の
データキャリア上でお客様に提供されます。本ソフトウェアの製品ドキュメントも、印刷物として、または機
械可読のデータキャリア上で提供されます。別途書面での明示的な同意がない限り、本ソフトウェアのソ
ースコードはお客様に提供されません。
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§ 2
使用権、範囲

imcが作成したソフトウェアの使用権の譲渡に関して、以下の条項が適用されます。

(1) 基本条項

a) お客様には、独自の目的のために本ソフトウェアを使用する非独占的で(本ソフトウェアの「第三者に
よる使用、再販売、および貸与」に関する利用規約に従い)譲渡不可の権利が付与されます。「使
用」とは、プログラムを実行し、そのデータレコードを編集することを意味します。

b) 各使用料金が全額支払われるまで、お客様は取り消し可能な使用権でのみ、本ソフトウェアを使用
することができます。お客様による料金の支払いが不履行となった場合、imcは不履行となる期間の各
サービスの使用を取り消すことができます。お客様には、承諾された料金の全額支払い時にのみ、著
作権で保護されたサービス、特に本ソフトウェアを使用する永続的な権利が付与されます。

c) お客様は、第三者による本ソフトウェアの不正アクセスを防止するため、適切な予防措置を講じること
に同意するものとします。オリジナルのデータキャリア、本契約に従ったコピーに使用されるデータキャリ
ア、およびドキュメントは、安全な場所に保管するものとします。本契約の範囲外のコピーの作成は許
可されないことを、従業員に通知するものとします。

d) 何らかの理由で使用権が取り消されたか、または期限が切れた場合、お客様は本ソフトウェア、お客
様が作成したそのコピー、およびドキュメントをimcに返却する必要があります。本ソフトウェアおよびその
コピーの物理的返却が技術的理由により不可能である場合、お客様はこれらを削除し、imcに書面
で確かに削除したことを通知します。

(2) 複製

a) お客様は本契約に従い、本ソフトウェアの使用にコピーが必要な場合のみ、本ソフトウェアをコピーする
ことができます。複製が必要だと考えられるのは以下の場合です。オリジナルのデータキャリアから使用
するハードウェアのハードディスクドライブに本ソフトウェアをインストールする場合、およびコンピュータのメ
モリに本ソフトウェアをロードする場合。 

b) 将来の安全策として必要な場合、お客様はバックアップコピーを作成することができます。その他の目
的の場合、imcが事前に書面による同意を発行した後でのみ、コピーを作成できます。 

c) 本契約の条項に基づく明示的な許可がある場合を除いて、お客様による複製は許可されません。
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(3) 本ソフトウェアの第三者による使用、再販売、および貸与

a) 本ソフトウェアは、本契約で規定される目的で、特にお客様の事業運営のために、使用することができ
ます。本ソフトウェアへのアクセス権を、必ずお客様の指示どおりに本ソフトウェアを使用するユーザに提
供することもできます。特に、第三者の社内に設置され、その会社が直接所有するデータ処理デバイ
ス上で、お客様が本ソフトウェアを運用すること、または本ソフトウェアの運用を許可すること(アウトソー
シング)ができます。複数使用の禁止は変わりません。 

b) お客様に本ソフトウェアの永続的使用権が付与されている場合、お客様は本ソフトウェアを第三者に
永続的に販売または譲渡することができます。使用期間に関しては、お客様は一時的に本ソフトウェ
アを第三者に有償または無償で提供することができます。複数使用の禁止は変わりません。ランタイム
ライセンスの場合など、第三者の使用に個別のライセンスの取得または個別の有効化が必要な場合
は、第三者への譲渡が許可されないこと、および第三者による使用が技術的に不可能なことがお客
様に明示的に通知されます。

c) 第三者が本ソフトウェアを正当に使用することに関して、このような第三者を拘束する使用権に関する
本契約の条項を、その第三者に承諾させることがお客様に義務付けられています。使用権に関する
本契約の条項、特にコピーの不正な作成に関して、第三者による違反を疑う根拠がある場合、お客
様は本ソフトウェアおよびドキュメントをその第三者に譲渡できません。 

d) § 4の第1項および第2項に規定される条項、または書面により明示的に変更した契約に従い、第三
者が本ソフトウェアを使用している間、お客様は本ソフトウェアを使用できません(複数使用の禁止)。
本ソフトウェアを第三者に譲渡する場合、お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーを、該当する場合
は既存のすべてのバックアップコピーを含めて、imcに返却するか、または返却しないコピーを破棄する
必要があります。

(4) 逆コンパイル

提供されたプログラムコードを別のコード形式に逆変換(逆コンパイル)すること、ならびに本ソフトウェアの
様々な製作段階の逆アセンブルおよびその他の形式のリバースエンジニアリングを行うことは、禁止されてい
ます。別途作成されるコンピュータプログラムとの相互運用を実現するためにインターフェース情報が必要な
場合、このような情報はimcに、またはimcが指定する第三者に少額の料金で要求することができます。

(5) imcによる変更

imcがお客様の代わりにおよびお客様のために、本ソフトウェアに対して、調整、変更、または拡張を行う
場合、本契約での規定に従って、お客様には本ソフトウェアのそれに対応する変更または拡張を使用す
る権利が得られます。

(6) お客様による例外的な使用の要求

第2項から第5項までに規定される要件から逸脱する条件でお客様が本ソフトウェアを使用することを要求
する場合、本ソフトウェアのその例外的使用には、imcの書面による同意が必要です。このような場合、必
要な使用範囲、アプリケーションの該当するフィールドなどに関する情報をimcに提供することをお客様は
同意するものとします。imcがそれに従い、お客様の特別な意図による使用を含めたライセンスを付与する
場合、お客様に新しいライセンス料金が課されることに当事者間で合意するものとします。この料金は、そ
れまでの既存のライセンスに対してお客様が行った支払いとは別個のものとなります。
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§ 3
著作権、ソフトウェアの保護

(1) 知的財産権、特に著作権、工業所有権、および企業秘密は、imcが保有し、お客様には移譲されませ
ん。機械可読のデータキャリアおよびデータ処理ユニットに対するお客様の所有権に変わりはありません。

(2) 著作権表示、シリアル番号、ならびにプログラムの識別または保護権として機能する表示および権利の
帰属に対して、削除または改変をすることはできません。お客様は既存の保護権の表示をすべてのコピー
に転載する必要があります。特に、本ソフトウェアのバックアップコピーにこのような表示を明記する必要があ
ります。

§ 4
ライセンスのタイプ、複数使用

(1) シングルユーザライセンスの場合、本ソフトウェアは1台のデータ処理ユニット上でのみ有効化して実行する
ことができます。「有効化」とは、ライセンスをデータ処理ユニットに転送するプロセスのことです。

本ソフトウェアの技術仕様で2台目の有効化が許可される場合、お客様は追加として2台目のデータ処理
ユニット上で本ソフトウェアを有効化することができます。ただし、本ソフトウェアは同時に1台のデータ処理
ユニットでしか実行できず、両方で同時に実行することはできません。

(2) ネットワークライセンスの場合、取得したライセンスに応じた台数のデータ処理ユニットで本ソフトウェアを実
行することができます。この場合、中央のデータ処理ユニットが、有効化プロセスが実行されるライセンスサ
ーバとして機能します。

本ソフトウェアの技術仕様で2台目の有効化が許可される場合、お客様は取得したライセンスに応じた台
数のデータ処理ユニット上で本ソフトウェアを追加として有効化して実行することができます。ただし、このよ
うに追加されたデータ処理ユニットでは、ライセンスサーバ経由で本ソフトウェアを操作するユーザと同じユー
ザが使用する必要があります。

(3) 第1項および第2項の条項、またはネットワーク利用に関して書面により明示的に変更した契約に従い、
本ソフトウェアを複数使用することはできません。

(4) データ処理ユニットを変更する場合、お客様はそれまでに使用したハードウェアのハードディスクドライブから
本ソフトウェアを削除する必要があります。

§ 5
トライアルバージョン

本ソフトウェアの無償の試用バージョンを使用する場合、以下の追加の制限が適用されます。

(1)  試用バージョンはソフトウェアをテストするユーザのみ使用できます。特に、商用利用での使用は許可され
ません。

(2)  製品の説明に記載された期間を過ぎると、付与されていた使用権は期限切れとなります。
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§ 6
ライセンスキー

(1) ライセンサは、12か月以上経ってから、お客様に3か月前に書面による事前通知を行って、本契約を終了
することがあります。本契約は、重要な理由がある場合、どちらか一方により即時に終了することができま
す。これは特に、§ 2 (使用範囲)および§ 3 (ライセンス対象マテリアルの保護)の規定に違反した場合に関
するものです。

(2) 終了の通知を受け取った場合、その日付と理由にかかわりなく、お客様はオリジナルとコピーを、ライセンス
対象マテリアルの全体か一部かによらず、すべてライセンサに返却する必要があります。お客様の所有物
である機械可読のデータキャリアにライセンス対象マテリアルがコピーされている場合、お客様はコピーを返
却する代わりに、完全に破棄する必要があります。

§ 7
結言

(1) 国際私法を除外する場合、ドイツ連邦共和国の法律が適用されます。国際物品売買契約(CISG)に関
する国連条約は適用されません。

(2) 本契約から生じるすべての義務の履行場所は、imcの登録所在地となります。お客様がドイツ商法で規
定される販売業者、公法で定める法人、または公法で定める特別な人材である限り、本契約関係から
直接的または間接的に生じるあらゆる紛争について、専属の管轄地を、imcの登録所在地とすることに
同意するものとします。上記は、ドイツ内の管轄地を本拠としない当事者、および本契約の締結後に住
所もしくは通常の所在地をドイツ以外に移した当事者、または提訴時に住所もしくは通常の所在地が
不明の当事者にも適用されます。さらに、imcはその管轄地で提訴できるものとします。

(3) 口頭による合意は無効とします。この書面要件を含めて、本契約を逸脱または補足する条件、および変
更は、書面により、変更または補足と明示されて合意された場合のみ有効です。

(4) 公開法廷を除外する場合、本契約から生じるまたは関連するあらゆる紛争は、仲裁裁判所で解決され
るものとします。仲裁裁判所はこの仲裁条項の正当な解釈についても判断します。仲裁裁判所は3人の
仲裁人から構成されます。仲裁人は、両当事者が指名し、ドイツ連邦共和国で裁判官を務める資格が
ある者とします。仲裁廷の長はドイツ連邦共和国の現役のまたは退官した裁判管が務める必要がありま
す。仲裁人の指名に関しては、ドイツ民事訴訟法(ZPO) § 1035が適用されます。原告または被告が複
数の場合もそれぞれ仲裁人を1人だけ指名できます。仲裁手続きはimcの登録所在地で行われるものと
します。手続きの言語はドイツ語とします。さらに、仲裁手続きにZPOの第10編の条項が適用されます。
仲裁人は一般的な報酬のほか、費用の弁償を受けるものとします。公開法廷での審理が必要になった
場合、imcの登録所在地の裁判所を管轄裁判所とします。

(5) 本契約の一部の条項が無効または実現できない場合でも、それにより本契約の他の契約が損なわれる
ことはありません。契約当事者は、無効な条項があれば、契約の商業上の意図がそれに可能な限り近い
実現可能な条項によって、契約上置き換えることに同意するものとします。

1.4  製品の改良
読者の皆様へ
imcでは、このマニュアルが皆様にとって使いやすくお役に立つことを願っています。本マニュアルをさらに改善する
上で皆様のご意見やご感想が非常に役に立ちます。是非ご意見、ご感想をお聞かせください。
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特に、次の点に関するフィードバックを歓迎いたします。
· 説明不足と思われる用語や概念
· より詳細に説明すべき概念
· 文法上のミスや誤字脱字
· 印刷ミス
ご意見は、次の宛先までお送りください。

imc Meﾟsysteme GmbH
integrated measurement & control

Customer Service Department
Voltastrasse 5
D - 13355 Berlin

電話: +49 (30) 46 70 90 - 26
ファックス: +49 (30) 46 3 15 76

e-mail: hotline@imc-berlin.de
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はじめに
2.1  序文

imc FAMOS  (Fast Analysis and Monitoring of Signals)は、測定結果を解析および評価するためのソフトウェ
アプログラムです。特に測定および制御アプリケーションのニーズを受けて考案された広範囲に及ぶ機能により、
imc FAMOSは日常業務の大半を快適に排除できます。
imc FAMOSを使用することで、大きなデータセットでも迅速かつ効率的に処理でき、標準的な数学表記法で
計算手順を作成できます。専門的なプログラミング知識は一切必要ありません。さらに、imc FAMOSでは、デー
タをグラフやテーブルに表示したり、個々に設計されたレポートに印刷したりするための強力な手段を提供しま
す。

imc FAMOSは、imcデバイス(imc CRONOS、imc C-Series、imc µMUSYCSなど)で生成された測定データを処
理します。機能範囲には、一般的なファイルフォーマット(測定デバイスの各メーカの標準的なフォーマットなど)
に対するインポートおよびエクスポートフィルタも多く含まれています。 
通常、直接サポートされているファイルフォーマットになっていない解析プログラムにデータをインポートする作業
は、測定データを解析する場合に最初に遭遇する最も厄介な問題です。このため、imc FAMOSではさまざまな
方法でサポートを提供しています。たとえば、単純なASCIIフォーマットに対しては、柔軟で構成が簡単なアシス
タントを提供します。より複雑なフォーマットの場合は、imc File Assistantを使用でき、ユーザはプログラミングス
キルがなくても、自分自身でインポートフィルタを作成することができます。 

imc FAMOSは、主にデータのオフライン評価に使用することを目的とし、測定機器を制御するために使用するこ
とはできません。
アドオンモジュールおよび関数ライブラリでimc FAMOSを拡張できます。たとえばデジタルフィルタを設計したり、測
定データを分類したりするための拡張機能があります。さらに、自分自身が作成した関数ライブラリをimc
FAMOSに追加できます。

必ずお読みください
以降の章には、imc FAMOSのインストールおよび動作に関する重要な情報が含まれています。たとえWindows
アプリケーション全般に慣れている場合でも、本マニュアルをお読みになることを強くお勧めします。imc FAMOSや
他のMS-Windowsアプリケーションなどグラフィック指向のプログラムでは、プログラムが明確で直観的な設計に
なっているため、説明書を読まなくてもほとんどの機能は大体わかります。しかし、明確な機能だけでなく、もっと
おもしろい機能を使用するには、説明書全体に目を通すことが推奨されます。
インストールが成功したら、 「チュートリアル」 の章を参照して、imc FAMOSの動作に速く慣れることをお勧めしま
す。

注
テキストに示されるスクリーンショットの中には、古いバージョンのimc FAMOSから取り込まれたものがあります。
このため、本マニュルに示されているユーザインターフェースの外観が、実際にお使いのシステムのユーザインター
フェースの外観と多少異なる可能性があります。
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2.2  追加のヘルプリソース
本マニュアルの補足として、追加情報とヘルプをオンラインヘルプファイルの形式でご用意しております。これらのリ
ソースは、imc FAMOSのインストールに含まれています。文脈異存のimc FAMOSオンラインヘルプでは、主にマ
ニュアルの抜粋を表示します。それに加え、特にビギナーや、他のバージョンのimc FAMOSからのお乗り換えのユ
ーザ向けのヘルプトピックもご用意しております。imc Startメニューから、これらのヘルプトピックの表示を呼び出せ
ます。さらに、PDF形式の完全なマニュアルがサブメニューの[マニュアル]から入手できます。
imc FAMOS更新情報
このセクションは、以前のバージョンのimc FAMOSに慣れ親しんでいるユーザにとって、特に興味深い内容です。
ここでは、このバージョンで実施された技術革新の概要、およびバージョン間の差異についての情報を簡単に説
明します。
imc FAMOS ReadMe
このセクションでは、このマニュアルの印刷後に実施された、imc FAMOSの変更および拡張に関する情報を提供
します。

2.3  システム要件
サポートされているオペレーティングシステム:
· 32ビットバージョン: Windows XP (SP3以降)、Windows Vista SP1、Windows 7、Windows 8/8.1、
Windows 10、Windows 2008/2012 Server

· 64ビットバージョン: Windows 7 (64ビット)、Windows 8/8.1 (64ビット)、Windows 10 (64ビット)、Windows
2008/2012 Server (64ビット) 

· ライセンスマネージャを使用してimc FAMOSのネットワークライセンスを割り当てる目的の場合、Windows
2003 Serverのサポートは継続されます。 
以下に示す最小のシステム構成が必要です。
· 1GHzのマイクロプロセッサ
· 1GB (32ビット)または2GB (64ビット)のRAM (またはそれぞれのオペレーティングシステムの最小要件)
· 1GB以上の空き領域のあるハードディスク
· DVD-ROMドライブ
· True-Colorの色出力(色分解能: 32ビット)と1024* 768の分解能を備えるモニタ 
· マウスまたはトラックボール

ファイルをMicrosoft ® Excelフォーマット(*.xls)でインポートまたはエクスポートできるようにするには、Excelを同じ
コンピュータにインストールする必要があります。以下のバージョンがサポートされています。
· Excel 95、Excel 97、Excel 2000、Excel 2002 (XP)、Excel 2003、Excel 2007 
· Excel 2010、2013、2016 (「Starter Edition」を除く)

2.4  インストール
imc FAMOSをインストールする前に、Windowsを正しくインストールし、すべてのシステムの前提条件を確実に
満たす必要があります。

imc FAMOSをインストールするには、インストールCDのルートディレクトリからプログラム「setup_ImcFamos.exe」
を起動します。
[ソフトウェア]アイコンを選択し、その後でInstallコマンドを実行することもできます。



インストール 23

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

インストールするimc FAMOSのエディションを選択します。

インストールの前にライセンスの手続きが必要です。購入済みのエディションを選択します。 
ライセンスの手続きを開始します。リンク[インターネットを通じたライセンスキーによるアクティベーション...]を
選択します。
Readerバージョンにはライセンスは必要ありません。Enterpriseバージョンを30日間テストするには、リンク[インタ
ーネットを通じたデモバージョンのアクティベーション...]を使用して、ライセンスを取得します。
ライセンスの詳細については、こちらを参照してください。 ***
アシスタントの指示に従い、オンラインヘルプファイルおよび例示ファイル(プロジェクト、シーケンス、ダイアログなど)
の優先言語を選択します。
後続のダイアログに、ライセンス契約が表示されます。ライセンス契約の条項に同意したら、すべてのファイルをコ
ピーするインストールフォルダを選択します。
インストールフォルダは、PCのローカルハードドライブ上になければなりません。imc FAMOSはネットワークドライブ
にインストールできません。

このベースディレクトリは、さまざまなサブディレクトリ(サンプルファイルが置かれるなど)で構成されます。たとえば、
サブディレクトリ\BINにはすべての実行可能ファイルとプログラムライブラリが含まれ、サブディレクトリ「\SEQ」にはサ
ンプルシーケンス(マクロ)が含まれ、サブディレクトリ「\DAT」には各種データフォーマットの情報を含む測定データ
ファイルがあります。
インストール時には、プログラムグループの名前も指定する必要があります。そうすると、インストールプログラムに
よって、Windowsスタートメニューに対応する項目が追加されます。グループ名に、たとえば「imc」と指定すると、
サブメニュー[スタート]/[プログラム]/[imc]からプログラムを呼び出せるようになります。
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2.5  開始
imc FAMOSを起動するには、Windowsスタートメニューの対応する項目を使用します。あるいは、インストール
時に作成したWindowsデスクトップ上のショートカットをクリックしたり、「famos.exe」というファイルをWindowsエ
クスプローラから直接呼び出すこともできます。
ライセンス
ソフトウェアライセンスはライセンスマネージャで管理されています。詳細については、ユーザマニュアルの次のセク
ションを参照してください。 ***以前のバージョンはハードロック(青いドングル)で著作権保護されていましたが、
imc FAMOS 6.1では、必要ありません。旧式のimc FAMOSハードロックをライセンスマネージャに変更することをご
希望の場合は、imcカスタマサポートまでお問い合わせください。 ***
「チュートリアル」の章から取り組むことをお勧めします。 *** 

2.6  概要
 imcライセンスマネージャ を使用することで、ライセンスが必要なimcソフトウェア製品のアクティベーションおよび表
示を行えます。

ライセンスマネージャimc
imcソフトウェア製品の購入時に、アクティベーションキーも受け取ります。 
製品をインストール後、 ライセンスマネージャを使用してライセンス取得プロセスを実行します。
プログラムのアクティベーションは、次の方法で行えます。 
· PCに対して、ローカルに実行: 

§ ソフトウェアは、このPC上でのみ実行できます。
·  imcドングル上で実行: 

§ この場合、ソフトウェアは次の条件を満たす任意のPC上で実行できます。 
a) ソフトウェアがインストールされたPC 
b) imcドングル が接続されたPC

2.6.1  システム要件
オペレーティングシステム: Windows XP SP2、Windows Vista、Windows 7、8、8.1
ソフトウェア要件: Microsoft .Net Framework 4.0
権限: guestよりも上位の権限
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2.6.2  インストール
デフォルトでは、購入したプログラム(imc FAMOS、imc STUDIOなど)とともにimc ライセンス マネージャがインストー
ルされます。そのため、手動でのインストールは不要です。
アクティベーション済みのimcソフトウェアが存在しないPC上で ライセンス マネージャが必要な場合は、手動でイン
ストールする必要があります。これは、インターネットにアクセスできるPC上にimcソフトウェアがインストールされて
いない状況で、 インターネットなしでのアクティベーション/アクティベーション解除 を行う場合に必要となりま
す。
これを行うには、 imcLM_Setup を起動します(インストールCD/DVDの LicenseManagerまたはProducts/
LicenseManagerフォルダ内)。

さらに、 ネットワークサーバを設定する場合、   imcライセンスサービスIMC-LIサービス が必要です。 これは、
imc LM_SetupServerによってインストールされます。
インストール後、IMC-LIサービスは自動的に起動します。 

また、正しく機能するために必要となる インターネット設定 についても確認してください。

2.6.3  ライセンスタイプ
imcソフトウェアのライセンス取得には、2つの方法があります。 シングルユーザライセンス として取得する方法と
ネットワークライセンスとして取得する方法です。
特定の製品(imc FAMOSおよびimc STUDIOなど)の シングルユーザライセンス および ネットワークライセンス
には、 2台目アクティベーションが含まれています。ライセンスに関して不明な点がある場合は、お使いの製品
の技術仕様を参照してください。
シングルユーザライセンス は、 imcドングルとともに使用できます。その場合、2台目アクティベーションは省略さ
れます。
ネットワークライセンス には、 ライセンスサーバ が必要となり、 imcドングルとともには使用できません。

シングルユーザライセンスとは
シングルユーザライセンスは、 1台の PC上でライセンス付与されたimcソフトウェア製品を実行する許可を与え
ます。ソフトウェアは、このPCでの使用に限定されます。 
シングルユーザライセンスには、モバイルコンピュータで使用するためなど、2台目アクティベーションも提供されま
す。
コンピュータを交換した場合は、ライセンスマネージャを使用してシングルユーザライセンスのアクティベーションを
解除する必要があります。それ以降は、そのライセンスを別のPCで使用できるようになります。シングルユーザラ
イセンスのアクティベーション解除が行えない場合は、ホットラインにご連絡ください。

ネットワークライセンスとは
ネットワークライセンスは、1台のPCには限定されず、ローカルライセンスサーバによって、imcソフトウェアを実行
するコンピュータに割り当てられます。
ライセンスサーバには、ライセンスプールがあります。このサーバにアクセスできるすべてのコンピュータには、ライセ
ンスが動的に割り当てられ、使用しなくなった場合にライセンスは返却されます。したがって、たとえば30台のコ
ンピュータが15のネットワークライセンスしかないライセンスサーバにアクセスできる場合、imcソフトウェアを同時
に実行できるのは15台のコンピュータに限定されることを意味します。
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ネットワークライセンスはライセンスサーバ上でアクティベーションが行われ、ライセンスサーバを交換した際にはア
クティベーションを再度解除する必要があります。ネットワークライセンスのアクティベーション解除が行えない場
合は、ホットラインにご連絡ください。
各ネットワークライセンスには、ラップトップなど、2台目のコンピュータのユーザが使用するための2台目アクティベ
ーションも提供されます。

2台目アクティベーションとは
2台目アクティベーションは、ラップトップなど、2台目のコンピュータ上でimcソフトウェアを実行するための1ユーザ
用ライセンスです。この場合、ソフトウェアは  両方のコンピュータで 同時に実行できないことに注意してくださ
い。 
2台目アクティベーションは、シングルユーザライセンスと同じように動作し、1台のコンピュータに恒久的に限定さ
れます。
imcソフトウェアをアンインストールまたはコンピュータを交換した場合は、ライセンスマネージャを使用して2台目
アクティベーションを解除する必要があります。それ以降は、そのライセンスを別のコンピュータで使用できるよう
になります。2台目アクティベーションの解除が行えない場合は、ホットラインにご連絡ください。
2台目アクティベーションは、常にシングルユーザライセンスまたはネットワークライセンスにリンクされます。

2.6.4  imcドングル
複数のコンピュータでimc製品を実行している場合は、ライセンスを imcドングルに移行できます。 imcドングル
によって、実行するコンピュータが有効になります。 
こうした状況に対応するため、ライセンスマネージャでは特定のコンピュータにリンクされたライセンス、ネットワーク
サーバ経由で使用できるライセンス、そして imcドングルで読み込んだライセンスなどが混在する状況をサポート
します。
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ライセンスタイプ
 imcドングルを使用する場合、1台目のライセンスとその更新版のみアクティベーション可能です。
ネットワークライセンスおよび2台目アクティベーションは、 imcドングルでは使用できません。
重要な制約: imcドングルのライセンスがアクティベーション済みである場合、そのライセンスに対して2台目アク
ティベーションは行えません。

ソフトウェアバージョン
 imcドングル は、ライセンスマネージャのバージョン1.3以降でサポートされています。
 imcドングルナノ は、ライセンスマネージャのバージョン3.0以降でサポートされています。

構造
imcドングルは、USB-HIDデバイス(ドングルの保護された部品)を備えています。

imcドングル imcドングルナノ
注文番号1010111 注文番号1010180

USB-フラッシュ: 空きメモリも含まれる USB-フラッシュなし/空きメモリなし

imcドングルの接続/引き抜き
 imcドングルのライセンスを使用するには、 imcドングル がライセンス付与されるプログラムの起動時に接続され
ている必要があります。プログラムの実行中に imcドングル を引き抜いた場合、接続を促すメッセージが表示さ
れます。ユーザがドングルを接続しなかった場合、ライセンスマネージャによって1分後にプログラムが終了します。
また、 imcドングル を使用できなくなった場合は、プログラムを保存して、手動で終了することもできます。
 imcドングル に存在するすべてのライセンスが不要になった際は、ライセンス付与を必要とするimcプログラムの
動作中でもドングルを引き抜くことができます。

 imcドングル からPCへ(あるいはその逆)のライセンス移行
アクティベーション済みのライセンスは、いつでも アクティベーション解除 できます。アクティベーション解除後、そのラ
イセンスは別のPCまたは imcドングル で使用可能になり、再移行もできます。どの アクティベーション および アク
ティベーション解除 も必ずimcサーバに登録されるため、インターネットへの 直接的 または 間接的 な接続が必
要となります。

仮 想 マ シ ン で の imcド ン グ ル の 使 用

 imcドングル を仮想マシンで使用する場合、両USBデバイス部品(USB-HIDおよびUSB-フラッシュ)を仮想マシン
に合わせて調整する必要があります(接続/ホストからの接続解除)。
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注記 
 imcドングルとともにライセンスを使用するには、USBポートの書き込み権限は 不要 です。ただし、デモライセン
スには、この要件は適用されません。そのため、デモライセンスはPC上で直接アクティベーションを行うことをお勧
めします。

2.6.4.1  imcドングルに関するFAQ
· ドングルの交換費用はいくらですか。
ドングルの交換には、ドングルの購入が必要です。この場合、新しい imcドングル をご注文ください。

·  imcドングル を使用できるのは、どのソフトウェアですか。
imc FAMOS、imc STUDIO、imc LINKなどの製品と使用できます。バージョンの制限はありません。必須となるの
は、3.0以上のバージョンのライセンスマネージャです。これは、imc FAMOS 7.1以降は標準で装備されます。ある
いは、次のimcサイトからライセンスマネージャをダウンロードできます。 http://www.imc-berlin.com/
download-center/produkt-downloads/imc-license-manager/Software/ 

·  imcドングル がサポートされるライセンスマネージャはどのバージョンですか。
バージョン3.0です。

· 古い imcドングル も、新しいライセンスマネージャのバージョン3.0以降で認識されますか。
はい。

·  imcドングルでのデモライセンスのアクティベーションは可能ですか。
いいえ。

·  imcドングル が認識されるかどうかは、どのように確認できますか。 
1. ライセンスマネージャを開きます。
2. インターネット経由でのアクティベーションを選択します。
3. 3 (7)ページに imcドングル が表示されます。

注記: 古い imcドングル はドライブとして表示されますが、 imcドングルナノ はドライブとして表示されません。

·  imcドングルナノ は、引き続きストレージ媒体として使用できますか。
古い imcドングルとは違い、 imcドングルナノ には空きメモリはありません。つまり、追加のストレージ媒体として
は使用できません。

·  imcドングルナノ を誤って削除/フォーマットする可能性はありますか。あるいは、削除/フォーマットされないよ
うに保護されていますか。

 imcドングルナノ はドライブとしては表示されなくなったため、誤ってフォーマットしたり、内容を削除したりすること
はありません。

http://www.imc-berlin.com/download-center/produkt-downloads/imc-license-manager/Software/
http://www.imc-berlin.com/download-center/produkt-downloads/imc-license-manager/Software/
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2.6.5  用語の定義
用語 定義
アクティベーション 「アクティベーション」とは、ソフトウェア製品を使用するためにライセンスを取得するプロシージャです。コンピュー

タ固有のデータ(フィンガープリント)と製品の特定のデータの組み合わせにより、ライセンスを取得します。プロ
グラムのインストール後に、そのアクティベーションを行うことで実行できるようになります。

アクティベーションファイル 「アクティベーションファイル」とは、コンピュータ固有のデータとアクティベーション済みライセンスを含んだ転送ファ
イルです。このファイルを使用することで、インターネットアクセスのないコンピュータのアクティベーションが可能に
なります。

フルバージョン 「フルバージョン」とは、更新版やアップグレード版とは異なり、それ以外のコンポーネントのインストールやアク
ティベーションなしに実行できるソフトウェアのバージョンです。

imcドングル 「imcドングル」とは、製品ライセンスのアクティベーションを行えるUSBドングルです。それ以降は、 コンピュータ
に拘束されるライセンスを置き換えます。

ライセンス 「ライセンス」とは、コンピュータ上でソフトウェア製品を使用できる権利です。
ライセンスキー imcソフトウェア製品を購入すると、  「ライセンスキー」を取得します。これはお客様に割り当てられます。ライ

センスが必要なimc製品を購入すると、この 「ライセンスキー」が割り当てられます。
ライセンスキーは、大切に保管してください。第三者は使用できません。つまり、
「ライセンスキー」 は単一の製品に付随するものではなく、登録ユーザであるお客様に対応しています。
このライセンスキーによって、このコンピュータ上でプログラムに対する追加のアクティベーションが可能になりま
す。こうした状況では、同じライセンスキーを使用してください。特に、繰り返しご注文いただく場合は、お手元
にライセンスキーをご用意ください。

ライセンスファイル 「ライセンスファイル」には、ローカルコンピュータに対してアクティベーションが行われたすべてのライセンスが含ま
れています。

ネットワークライセンス 「ネットワークライセンス」とは、1台のPCに限定されないライセンスです。ネットワーク内に設定したサーバには、
特定数の使用可能なライセンスが含まれています。このサーバにアクセスできるすべてのコンピュータは、動的
な割り当てによってライセンスを取得します。
特定の条件下では(対応する製品マニュアルを参照)、N名のユーザに対してネットワークライセンスを購入す
ると、2台目アクティベーションとしてN個のシングルユーザライセンスを追加で取得します。

製品 「製品」とは、価格表に表示されるソフトウェアパッケージです。例としては、imc FAMOS Professionalで
す。

製品バンドル 「製品バンドル」には、複数の製品が含まれます。例としては、imc FAMOS ProfessionalやSpectral Kit
です。

2台目アクティベーション 特定の条件下では、2台目のコンピュータ上でプログラムのアクティベーションが可能です。ただし、そのプログラ
ムは両コンピュータで同時に使用できないことに注意してください。2台目アクティベーションが可能となるのは、
(ネットワークライセンスではなく)シングルユーザライセンスを購入しており、対応する製品マニュアルに2台目ア
クティベーションが可能であると記載されている場合です。 2台目アクティベーションによって、別のコンピュータ
上ですでにアクティベーションを1回行っている場合に、追加のアクティベーションが可能になります。同一ユー
ザがモバイルPCや自宅のコンピュータを使用する目的で提供されます。
2台目アクティベーションも、特定のコンピュータに拘束されます。
imcドングル上でライセンスがアクティベーション済みである場合、2台目アクティベーションは省略できます。
2台目アクティベーションに対する2回目のアクティベーションはないことに注意してください。2台のコンピュータを
状況に応じて使い分ける場合に、一方のコンピュータからもう一方のコンピュータにそのつどライセンスを移行す
る手間を省くためなど、実用的な目的のために同一ライセンスを使用できるようにするものです。

シングルユーザ(ライセンス)
 

1台のコンピュータでプログラムを使用する権利を与えるライセンスです。アクティベーションを行うと、ライセンス
はコンピュータに移行します。これは、ライセンスが移行先のコンピュータに限定されることを意味します。特定
の条件下で、2台目用のライセンスアクティベーションが可能です。詳細については、以下を参照してください。

トライアルバージョン 「トライアルバージョン」とは、有効期限が設定され、1台のコンピュータに限定され、状況によっては他の制限
が課せられるフルバージョンです。

更新 プログラムを上位あるいはさらに最新のバージョンに上げる機能強化です。例としては、imc FAMOS 7.0から
7.1への更新です。

アップグレード プログラムまたは関連プログラムをより強力なバージョンに上げる機能強化です。



30 はじめに

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

2.7  User Interface
2.7.1  アクティベーション済みライセンス
ライセンスは、PCまたは imcドングルに対してローカルでアクティベーションを行います。ローカルライセンスは特定の
PCに拘束されるもので、別のPCに移行できません。ライセンスのアクティベーションプロセスでは、PCを一意に識別
するためのデータが移行されます。PCのデータはその後、1つの製品に対してアクティベーションが行われたライセン
スと恒久的に関連付けられます。
ライセンスが imcドングルにリンクされている場合には、特定のPCには拘束されず、自由に使用できます。どのPC
でもソフトウェアを実行できるようにするには、ソフトウェアがインストールされており、該当するライセンスを有する 
imcドングル が接続されていることが必要です。
 [アクティベーション済 みライセンス] ブランチのテーブルには、このPC上または接続された imcドングル (またはその
両方)でアクティベーションが行われたすべてのソフトウェア製品がリスト表示されます。あるライセンスキー に対応
する すべてのソフトウェア製品を表示するには、メニュー項目 [管理] > [ライセンス概要]を使用します。
テーブルに対して各種のビューを選択できます。

[概要]:
[概要]ビューには、インストール済みの製品に関する情報がリスト表示されます。
[コメント]には、接続されたimcドングル、ネットワークサービス、またはPCのハードドライブのいずれからライセンス
が取得されたかが示されます。

[依 存 ]:
[依存]には、ソフトウェア製品のバージョンがフルバージョンであるか、更新を通じてライセンス付与されたものかが
示されます。

[詳細ビュー]:
[詳細ビュー]には、ソフトウェア製品とともに自動的にライセンスが付与されるすべてのコンポーネントがリスト表示
されます。
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[アクティベーション]:
[アクティベーション]には、ライセンスがデモ、フルバージョン、または更新版としてアクティベーションが行われた日付
が表示されます。

[期限切れライセンス]:
ここには、期限が切れたデモバージョンがリスト表示されます。

2.7.2  アクティベーション
お使いの製品のアクティベーションを直接行うには、インターネットアクセスが必要です。ソフトウェアを使用するコ
ンピュータからインターネットにアクセスできない場合は、別のコンピュータからライセンスのアクティベーションを行うこ
ともできます。このトピックについては、 「インターネットなしの場合」を参照してください。

2.7.2.1  インターネット経由の場合
製品のライセンスアクティベーションを行うために必要な情報は、アクティベーションアシスタントの各ページに入力
します。すべてのエントリが入力されないかぎり、次のページに進むことはできません。[開始]、[戻る]、および[次
へ]の各コントロールを使用して、アシスタントの各ページを切り替えます。
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ページ 説明
1 (7) このページには、アクティベーションに関する全般的な説明が記載されています。
2 (7) 連絡先データ: ここには、お客様の氏名、会社名、および電子メールアドレスを入力します。

注記
連絡先データの[名前]、[会社名]、および[電子メール]は、特定の製品の2台目アクティベーション用に必要となるため、正
確に入力してください。

3 (7) ライセンスキーの入力: ここには ライセンスキーを入力します。複数の製品のアクティベーションを行うには、[ライセンスキ
ー]を入力します。ライセンスキーは、提供されたプログラムに付属しています。
ソフトウェアをトライアルモードで試す場合、またはimc FAMOS Readerなどの無料プログラムを使用する場合は、[トライア
ルバージョンおよび無料ソフトウェア]オプションを選択します。こうした状況では、ライセンスキーが必要です。
[2台目アクティベーション]を選択すると、この後、別のコンピュータで追加のアクティベーションを行えます。ただし、これを実
際に行える条件について注意してください。

4 (7) インターネットへの接続: このページには、製品のアクティベーションを要求するためのWebサービスへのインターネット通信
が表示されます。接続エラーが発生した場合には、対応するエラーメッセージが表示されます。通信が正しく確立された場
合は、次のページが自動的に開きます。

5 (7) 使用できる製品の表示: このページには、アクティベーション可能なすべての製品が表形式のリストで示されます。各行
の選択コントロールを使用して、各行の目的の製品を選択できます。[すべての製品を表示]ボタンを押すと、製品バンドル
の製品リストや、ローカルコンピュータにインストールされていないがアクティベーション可能である他の製品が表示されます。
注記:
ローカルコンピュータ上にすでにライセンスが存在する製品( 「アクティベーション済みライセンス」を参照)は、リストには表示さ
れなくなります。また、ローカルコンピュータ上の製品バンドルに属する製品や、新しいバージョンのライセンスをすでに取得し
ている製品の古いバージョンもリストには表示されません。
ローカルコンピュータ上にトライアルライセンスが存在する場合は、購入済みの製品であればどれもアクティベーション可能で
す。購入済み製品のアクティベーションを行うと、その製品のトライアルバージョンはリスト表示されなくなります。

6 (7) インターネットへの接続: このページには、アクティベーションを行うためのWebサービスへのインターネット通信が表示され
ます。接続エラーが発生した場合には、エラーメッセージが表示されます。このアクティベーションプロシージャで、アクティベー
ション済みのライセンスはローカルコンピュータに移行します。

7 (7) 最後のページには、アクティベーションの結果と、特定の製品のステータスに関する追加情報が表示されます。 

2.7.2.1.1  シングルロケーション(ライセンス)
インターネット経由でのアクティベーション
インターネットへの直接アクセスが確立された状態で、次の操作を行います。

プロシージャ1:
プログラムをインストール後、 imcライセンスマネージャ を開き、 [アクティベーション] > [インターネット経由] を順に
クリックして、 [次へ]をクリックして連絡先データに進みます。



User Interface 33

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

プロシージャ2:

ここでは、お客様の連絡先データを入力
します。以降のアクティベーションでは、こ
れらのデータに厳密に一致する情報が必
要となるため、ここで入力した情報をライ
センスキーとともに記録しておいてくださ
い。
3ページの [次へ] をクリックして進みます。

プロシージャ3:

アクティベーションを行う際に、次の選択肢があります。
1. トライアルバージョンの有効化: ソフトウェアをまだ購入しておらず、ライセンスキーなしにソフトウェアを試す場
合は、 [トライアルバージョンおよびフリーウェア] を選択します。

2. フリーウェア: [トライアルバージョンおよびフリーウェア]を有効化します。
3. ライセンスキーの入力: プログラムをすでに購入している場合は、ここにライセンスキーを入力します。
· シングルユーザライセンスのアクティベーションを行います。
· ライセンスサーバとして機能するコンピュータ上で、ネットワークライセンスのアクティベーションを行います。
· シングルユーザライセンスの2台目アクティベーションは、シングルユーザライセンスのアクティベーションがすでに1
回行われており、2台目アクティベーションの条件が満たされている場合にのみ可能です。
注意: シングルユーザライセンスの連絡先データと2台目アクティベーションの連絡先データは、厳密に一致する必
要があります。

プロシージャ4:
[次へ]をクリックすると、システムがインターネットにアクセスして、お使いのバージョンに対して使用できるライセンス
がすでに存在するかどうかを調べます(4ページ)。その後、使用可能な製品のリストが5ページに表示されます。

例 用のライセンス: FAMOS
次の場合、製品は表示されません。 
· コンピュータ上でライセンスがすでにアクティベーション済みである場合
· 別のコンピュータでライセンスがすでにアクティベーション済みである場合
· 入力されているライセンスキーに対応する製品が購入されていない場合
· コンピュータ上ですでにアクティベーション済みである製品バンドルに属する製品である場合
フルバージョンがすでにアクティベーション済みである場合は、そのトライアルバージョンは表示されません。
対応するフルバージョンがすでにアクティベーション済みである場合は、その更新版やアップグレード版は表示され
ません。
お使いの製品が表示されない場合は、 カスタマサポートにご連絡ください。
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プロシージャ5:
[次へ]をクリックすると、インターネット経由でライセンスのアクティベーションが行われます。その後、アクティベーショ
ンが正しく行われたことが7ページに示されます。

2台目アクティベーション
シングルユーザライセンスがすでにコンピュータに移行されている場合は、特定の条件下で2台目のコンピュータに
移行できます。この2台目アクティベーションは、1台目のアクティベーションとほぼ同じ方法で行いますが、プロシー
ジャ5で [2台目アクティベーション] オプションを選択する必要があります。

台目アクティベーション用のエントリ2

注記
· 連絡先データおよびライセンスキーは、1台目のアクティベーションに使用した情報と一致している必要があり
ます。

· シングルユーザライセンスがすでに存在するコンピュータには、2台目用ライセンスをインストールできません。
· 送信される連絡先データは、2台目のコンピュータに関するものです。
·  2台目アクティベーションに課せられる条件に注意してください。
· 1台目のアクティベーションが imcドングルに保存されている場合、2台目アクティベーションは使用できません。

2.7.2.2  インターネットなしの場合
このグループの機能は、 インターネットアクセスのないコンピュータ上でのライセンスのアクティベーションに関する
ものです。 
したがって、インターネット接続の ない コンピュータ(PC_o)からアクティベーションファイルをエクスポートします。この
ファイルは、インターネット接続が ある コンピュータ(PC_i)に転送します。このPC_i上で、アクティベーションファイル
を使用してアクティベーションを行います。その後、このファイルはインターネット接続のないPCに再転送して戻しま
す。

プロシージャ1: アクティベーションファイルのエクスポート

インターネット接続の ない PCにimcソフトウェアをインストール後、imcライセン
スマネージャを開いて、 [アクティベーション] > [インターネットなし] > [アクティベ
ーションファイルのエクスポート]を選択します。
表示される指示に従います。 コンピュータ固有のデータが表示されます。
指示の終了時に [アクティベーションファイルの保存]をクリックして、これらの情
報を任意の場所に保存します。ファイル拡張子は *.imclicinfoです。
インターネットアクセスのないコンピュータでは、その固有のデータと、すでに保存されたアクティベーション済みライセ
ンスをアクティベーションファイルにエクスポートします。

プロシージャ2: インターネットアクセスのあるコンピュータ(PC_i)へのアクティベーションファイルのコピー
注意: imcライセンスマネージャ では、アクティベーションファイルの内容を変更するため、ファイルに書き込み禁止
が設定されていないことを確認してください。こうした理由から、CDから直接ファイルをインポートすることもできま
せん。その場合、書き換え可能なデータキャリアにファイルをコピーする必要があります。
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プロシージャ3: アクティベーションファイルを使用したアクティベーション

インターネットアクセスのあるPC上でimcライセンスマネージャを開き、 [ア
クティベーション] > [インターネットなし] > [アクティベーションファイルを使
用したアクティベーション]を選択します。
 [アクティベーションファイルを開く]をクリックして、コピーしたファイルを選択
します。  コンピュータの情報が表示されます。
インターネットアクセスのあるコンピュータでは、このアクティベーションファイ
ルが開きます。 
 [次へ]をクリックして、アシスタントの指示に従ってください。操作方法
は 「インターネット経由でのアクティベーション」の場合と同じです。
上記で選択したライセンスファイルは、同じフォルダ内で更新されています。 imcライセンスマネージャ では、元の
ファイルをファイル拡張子 *.bakで保存しています。

プロシージャ4: インターネット接続のないコンピュータへのアクティベーションファイルの再コピー

プロシージャ5: アクティベーションファイルのインポート(PC_o)
 [アクティベーション] > [インターネットなし] > [アクティベーションファイルのインポート]を選択します。
新しく作成されたアクティベーションファイルを開きます。 アクティベーション済みのライセンスがインターネットアクセス
のないコンピュータに適用されます。  
コンピュータのデータに一致するライセンスのみ適用されます。3台目のコンピュータへのインポートはできません。
インポート後、ソフトウェアのアクティベーションが行われ、次のダイアログが表示されます。
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2.7.3  Administration
2.7.3.1  インターネットオプション

インターネットオプション
 プロキシサーバを介してインターネットにアクセスする場合、Internet Explorerの設定を使用する場合を除い
て、個々の設定が必要となります。
ポート: 通常は、Internet Explorerの設定を使用すればアクセス可能です。一般的には、ポート

80または8080を使用します。別のポート設定が必要な場合は、システム管理者にお問
い合わせください。

プロトコル:  正しく機能するためには、TCP/IPv4を使用する必要があります。

2.7.3.2  ネットワークライセンスへのアクセス
ネットワークライセンスを使用する場合、imcソフトウェアから ネットワークサーバ に対して、ライセンスに関するク
エリーが送信されます。 
そのため、そのIPアドレスとサービスポートが必要です。これらの仕様については、管理者にお問い合わせくださ
い。

ネットワークライセンスへのアクセス
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2.7.3.3  License server
2.7.3.3.1  ネットワークライセンス
メニュー [管理] > [ライセンスサーバ] > [ネットワークライセンス] に、使用できるすべてのネットワークライセンスがリ
スト表示されます。
PC上でアクティベーションが行われたすべてのソフトウェア製品のリストを得るには、 [アクティベーション済みライセ
ンス]ブランチを使用します。

2.7.3.3.2  ネットワークライセンスユーザ
[ネットワークライセンスユーザ]および[サービス構成]は、インストール時に[imcライセンスサービス]オプションが有効
化されていた場合にのみ表示されます。
現在割り当てられているすべてのライセンスが表示されます。
このビューは、ライセンスサーバが実行されているコンピュータ上にのみ表示されます。

現在使用されているライセンスの表示
PCのクラッシュが原因でライセンスが正しく登録されなかった場合、その後1時間はサーバ上でそのままの状態で
維持されます。この状態は、 imcライセンスマネージャ によって赤い文字のエントリで示されます。この1時間以内
に、管理者は [ユーザの削除]からライセンスを有効化できます。
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2.7.3.3.3  サービス構成
注記

· このビューは、 ライセンスサーバサービス が実行されるコンピュータにのみ表示されます。
· これらの設定を編集するには、 管理者 権限でライセンスマネージャを起動し、対応する ライセンスサーバ

サービス がインストールされている必要があります。

ネットワークアダプタの使用
ライセンスサーバを管理するには、サービスポートの入力が必要です。

ライセンスサーバ
ロギング
ネットワークライセンスの割り当てステータスをロギングできます。

ライセンスマネージャからの構成
ネットワークライセンスステータスのロギングを有効化するには、管理者権限でライセンスマネージャを起動しま
す。
構成は、 [管理] > [ライセンスサーバ] > [サービス構成]のビューから行えます。

サービス構成 ロギング - 
ログファイルの使用間隔は、1日または1か月に設定できます。サービスによって、日付および指定されたベース
ファイル名から一意のログファイル名が生成されます。
簡略化のため、1か月ごとのロギングでは開始日は「01」に設定されます。
新しいログファイルを作成すると、ネットワークライセンスごとに 拒否カウンタ がリセットされます。
間隔 ファイル名
日 <ファイル名>_YYYY_MM_DD.<拡張子>
月 <ファイル名>_YYYY_MM_01.<拡張子>

例: imcLiStatistics_2016_04_13.csv
重要

ライセンスサーバサービスは  ユーザフォルダ ([マイ ドキュメント])内のファイルまたはパスにはアクセスできませ
ん。
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ログエントリの構造
記述名 区切り文字 内容 意味
<Timestamp> <,|TAB> 04/22/16 11:15:29 日(MM/DD/YY)および時刻
<Productname> <,|TAB> imc Produkt imc製品の名前
<Productversion> <,|TAB> V7.0 imc製品のバージョン
<Type> <,|TAB> INIT、STOP、START、

PASS、FREE、FAIL
ロギングされたイベントタイプ

<IP> <,|TAB> 10.0.3.95
-

START、STOP、INIT時の 
PCのIPアドレス

<PC Count> <,|TAB> 50 ネットワークライセンスの範囲
<current PCs> <,|TAB> 10 現在のライセンス数
<Denials> <,|TAB> 0 拒否されたアクティベーション数
区切り文字は、ファイル名の拡張子によって決定します。拡張子がcsvの場合は、区切り文字としてコンマが使
用されます。その他の拡張子の場合は、タブが使用されます。 
テキストファイルについては、EXCELで指定される区切り文字はタブです。
拒否カウンタは、新しいログファイルごとにリセットされます。
例(*.csv)
04/22/16  11:15:29,imc FAMOS Enterprise,V7.0,INIT,-,1,0,0
04/22/16 11:15:29,imc FAMOS Enterprise,V7.1,INIT,-,1,0,0
04/22/16 11:25:38,imc FAMOS Enterprise,V7.0,PASS,10.0.3.95,1,1,0
04/22/16 11:25:41,imc FAMOS Enterprise,V7.0,FREE,10.0.3.95,1,0,0
04/22/16 11:28:28,STOP
04/22/16 11:28:34,imc FAMOS Enterprise,V7.0,START,-,1,0,0
04/22/16 11:28:34,imc FAMOS Enterprise,V7.1,START,-,1,0,0

イベントタイプ
イベント 説明
INIT 新しいログファイルを生成すると、ネットワークライセンスの現在の割り当てステータスがリスト

表示されます。
STOP 構成インターフェースを介してロギングが停止されました。
START 構成インターフェースまたはサービスを介してロギングが開始されました。ネットワークライセン

スの現在の割り当てステータスがリスト表示されます。
PASS PCがログオンして、使用許可を受けました。
FREE PCがログアウトして、割り当てを解放しました。
FAIL PCが使用許可を拒否されました。拒否カウンタは増分されました。

構成ファイル
ロギングの構成は、<LicenceServer>セクションの<Statistics>ノードのimcLiM.config構成ファイルを介しても行え
ます。その後、IMC-LIサービスを再起動する必要があります。
  <LicenceServer>
    <Service Port="60007" ServerIP="" />
    <Adapters Use="0">
      <Adapter IP="10.0.3.95" Port="60003" />
    </Adapters>
    <Statistics Use="1">
      <File Name="C:\ProgramData\IMC\imcLiStatistics.csv" Interval="DAY" />
    </Statistics>
  </LicenceServer>
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実行時の動作
実行時のロギング動作は、表示のために別のプロセスからログファイルを一時的に開く必要があり、それによって
エントリの書き込み(EXCELなど)が防止されることに影響を受けます。そのため、エントリは内部リストに一時的に
保存されます。実際の書き込みは、クロックカウンタによって非同期で開始されます。結果として、ログファイルで
のイベントの出現に遅延が生じます。
IMC-LIライセンスサーバサービスの実行中にネットワークライセンスのアクティベーション/アクティベーション解除が行
われると、すべての内部管理構造がリセットされます。ログ内では、新しいステータスは「Stop」に続く「Start」とし
て記録されます。
非同期クロックカウンタに対して内部的にエンコードされたライセンスサーバサービスは10秒で、バッファサイズは
500エントリです。 
実行時エラー
ロギング中またはログの初期化時にエラー(例外)が発生した場合、それらはイベントタイプ「エラー」として
Windowsアプリケーションログに入力されます。各エラータイプごとに、その初回発生時にのみイベントログに入
力されます。

どの状況においても使用許可が与えられるように、不正なロギングによってサービスが終了することはあ
りません。

2.7.3.4  ライセンス概要
[ライセンス概要]には、ライセンスキーに対してアクティベーション可能な すべての ソフトウェア製品をリスト表示
できます。ローカルで使用するライセンスキーの他、追加のキーを手動で追加できます。このPCに存在するアク
ティベーション済みソフトウェア製品のみを表示するには、 [アクティベーション済みライセンス]の下のテーブルを使
用します。

パスワード保護
ライセンスにパスワード保護を適用できます。その場合、正しいパスワードが入力された場合にのみソフトウェア製
品が表示されます。パスワードを入手するには、当社 カスタマサポートチームまでお問い合わせください。ライセン
スマネージャを使用して入力または変更できません。
ライセンスに対応するすべてのソフトウェア製品の表示
リスト表示するソフトウェア製品の各ライセンスの[要求]にチェックマークを付けます。 [次へ]をクリックします。お使
いのコンピュータでは、インターネットを介したライセンスサーバへの接続が確立され、すべてのソフトウェア製品がリ
スト表示されます。

このダイアログには、まず、このPCに対して入力したすべてのライセンスがリスト表示されます。その後で、追加の
ライセンスキーをビューに入力できます。
追加ライセンスの追加および削除
[ライセンスキー]の最終行をクリックし、追加キーを入力します。 [要求] にチェックマークを付け、 [次へ]をクリック
します。
エントリを削除するには、左側の三角形をクリックして行を選択します。次に、マウスの右クリックで [キーの削除]
を選択します。
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2.7.3.4.1  レポート
[ライセンス概要]の情報は、それらを簡略化した概要として示す各種レポートで編成されています。

ローカルおよび手動入力した全ライセンスキーのリスト

[概要(購入済みライセンス)]
[製品]
ライセンス付与されたimcソフトウェア
[バージョン]
製品バージョン
[タイプ]
シングルユーザまたは2台目アクティベーション
[ライセンス]
 [ライセンス] 列には、異なるPCでライセンス付与可能なこのバージョンのインストール合計数が示されます。購
入済み製品について、フルバージョンのアクティベーション数および更新の実行回数が表示されます。
この合計数に更新が含まれる場合、以前のバージョンの残りライセンス数から更新数が減算されます。上位バ
ージョンのライセンスには以前のバージョンも含まれるため、以前のバージョンは使用可能な状態で維持されま
す。
[コメント]
ライセンス(更新およびフルライセンス)間の相互依存に関する情報が提供されます。ユーザはコメントを入力しま
せん。
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[概要(使用ライセンス)]
[製品]
ライセンス付与されたimcソフトウェア
[バージョン]
製品バージョン
[タイプ]
シングルユーザまたは2台目アクティベーション
[ライセンス]
 [ライセンス] 列には、異なるPCでライセンス付与可能なこのバージョンのインストール合計数が示されます。購
入済み製品について、フルバージョンのアクティベーション数および更新の実行回数が表示されます。
この合計数に更新が含まれる場合、以前のバージョンの残りライセンス数から更新数が減算されます。上位バ
ージョンのライセンスには以前のバージョンも含まれるため、以前のバージョンは使用可能な状態で維持されま
す。
[無料フルバージョン]
この列には、新しいPC上でライセンス付与が可能な製品バージョンのインストール数が示されます。無料フルバ
ージョンには、対応バージョンのフルライセンス、あるいは以前のバージョンの連続するアクティベーションと後続す
る更新ライセンスのアクティベーションが含まれます。
[無料更新]
この列には、この製品バージョンに対して残っている更新回数が示されます。この[無料更新]は、[無料フルバー
ジョン]とは異なり、以前のバージョンの既存ライセンスが存在するPC上でのみアクティベーション可能です。
[コメント]
ライセンス(更新およびフルライセンス)間の相互依存に関する情報が提供されます。ユーザはコメントを入力しま
せん。

[概要詳細]
[概要] とほぼ同じですが、他に2つの列があります。
[アクティベーション]
この列には、このバージョンのアクティベーション数と、この製品バージョンの現在の使用数が示されます。
[使用可能な更新]
この列には、このバージョンの使用数が示されます。これは更新によって上位バージョンに上げることが可能で
す。

[アクティベーション概要]
[アクティベーション概要]レポートには、購入したライセンス数および更新ライセンス数がリスト表示されます。この
レポートの[購入済み]列には、指定した[ライセンスキー]に含まれる製品合計数が示されます。これらの情報
は、納品書に記載された情報に対応します。
[更新...]
購入済みの更新ライセンス数
[取得済み]
指定したライセンスキーに含まれる製品合計数= [アクティベーション] + [無料]
[アクティベーション]
アクティベーション済みの製品数
[無料]
まだ使用できるアクティベーション数
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[アクティベーション詳細]
このレポートには、各ユーザのアクティベーション内容が示されます。
[ユーザ]、[PC]、[電子メール]、[会社名] は、アクティベーション時にユーザが入力します。
[使用可能な日数]
使用可能な期間の残り日数
[ユーザ]
ネットワークライセンスのユーザ数
[UID]
一意のライセンスID番号
[ライセンスキー]
対応するライセンスキー

[概要(ライセンスキー別)]
[概要]とほぼ同じですが、ライセンスキー別にソートされています。

[概要詳細(ライセンスキー別)]
 [概要詳細]とほぼ同じですが、ライセンスキー別にソートされています。

[使用可能な新バージョンの概要]
[製品]
ライセンス付与されたimcソフトウェア
[バージョン]
製品バージョン
[タイプ]
シングルユーザまたは2台目アクティベーション
[ライセンス]
 [ライセンス] 列には、異なるPCでライセンス付与可能なこのバージョンのインストール合計数が示されます。購
入済み製品について、フルバージョンのアクティベーション数および更新の実行回数が表示されます。
この合計数に更新が含まれる場合、以前のバージョンの残りライセンス数から更新数が減算されます。上位バ
ージョンのライセンスには以前のバージョンも含まれるため、以前のバージョンは使用可能な状態で維持されま
す。
[使用可能な新バージョン]
既存のインストールを更新できるバージョン
[必要ライセンス数]
[使用可能な新バージョン]を有するすべてのコンピュータで更新を行えるようにするために購入する必要があるラ
イセンス数

[使用可能な新バージョンの概要(ライセンスキー別)]
 [使用可能な新バージョンの概要]と同じですが、対応するライセンスキーが指定されています。
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[メンテナンス概要]
[製品]
ライセンス付与されたimcソフトウェア
[最終メンテナンス実施日]
前回更新が提供された日付
[メンテナンス最終日]
更新が提供される期間の最終日
[ライセンスキー]
メンテナンス契約に対応するライセンスキー
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2.7.4  アクティベーション解除
製品のライセンスを別のコンピュータに移行するには、まずアクティベーション済みのライセンスを返還する必要が
あります。 アクティベーションと同様に、これは インターネット経由 で直接行うか、インターネット接続が確立され
た別のコンピュータから行えます。

インストール済みプログラムからのライセンスのアクティベーション解除
アクティベーション解除は、imcのライセンスサーバに記録されます。サーバ上ではライセンスは削除されず、非アク
ティブとして記録されます。ライセンスのアクティベーションおよびアクティベーション解除は何度でも行えます。

2.7.4.1  インターネット経由の場合
 [アクティベーション解除] > [インターネット経由] の項目を順に選択し、アシスタントの指示に従います。

インターネット経由でのアクティベーション解除
 [次へ]をクリックします。アクティベーション済みのすべての製品がリストに表示されます。 [選択]の下で、アクティ
ベーション解除を行う製品を選択します。

アクティベーション解除 製品の選択: 
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 imcドングル が接続されている場合は、 [ドングル] オプションボックスが表示され、ドライブの記述名も示されま
す。このオプションを選択すると、ドングルのライセンスがリスト表示され、それらのアクティベーションを解除できま
す。

ドングルライセンスのアクティベーション解除
もう一度[次へ]をクリックします。 imcサーバへのインターネット接続が確立されます。その後、ソフトウェアのアク
ティベーション解除が正しく行われたことを示す確認メッセージが表示されます。 

アクティベーション解除 ソフトウェアのアクティベーション解除に成功: 
これで、別のPCからソフトウェアのアクティベーションを行えるようになります。

2.7.4.2  インターネットなしの場合
インターネット接続なしでのアクティベーション解除 は、 アクティベーションと似た方法で行います。最初に、アク
ティベーション済みのソフトウェアがインストールされているコンピュータ上にアクティベーション解除ファイルが生成さ
れ、データキャリアに保存されます([アクティベーション解除ファイルのエクスポート])。このファイルは、インターネット
アクセスが確立されたコンピュータで開き、imcライセンスサーバに送信します。 

インターネットアクセスなしでのアクティベーション解除

インターネットアクセスなしでアクティベーション解除を行うには、 [アクティベーション解除ファイルのエクスポート]項
目を選択します。目的のプログラムを選択して、ファイルの保存先を入力します。この時点で、そのコンピュータで
のアクティベーションはキャンセルされた状態になります。
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アクティベーション解除 アクティベーション解除ファイルのエクスポート: 
アクティベーション解除ファイルをインターネット接続のないコンピュータにロードします。 [次へ]ボタンをクリックする
と、imcのライセンスサーバに情報が送信されます。その後、ソフトウェアライセンスのアクティベーションを再び行え
るようになります。

アクティベーション解除 アクティベーション解除ファイルの送信: 

2.7.5  更新
 [更新]には、インストール済み製品のすべての新しいバージョンの概要が示されます。これらは、直接ダウンロー
ドおよびインストールが可能です。
 [更新の検索]を使用すると、インターネット接続が確立されます。システムにインストール済みのプログラムの新
しいバージョンがテーブルにリスト表示されます。
 [ダウンロードディレクトリ]には、更新の保存先を指定します。 [ダウンロード]をクリックすると転送が開始され、
[状態] が [実行中]に設定されます。
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更新のダウンロード
転送が完了すると、ステータスは [インストール]に変わります。このエントリをクリックすることで、更新が直接インス
トールされます。

更新のインストール

2.8  Network license
2.8.1  管理者向けプロシージャ
他のimc製品がインストールされていない場合は、まずimcライセンスマネージャをインストールします。
ネットワークライセンスのアクティベーションは、シングルユーザライセンスと同じ方法で行います。詳細については、 
「インターネット経由でのアクティベーション」を参照してください。また、管理者はサーバのIPアドレスおよびポート
番号を設定する必要があります。 
· サービスポートは、 imcライセンスマネージャを使用して設定できます。ポート番号を変更後、設定内容を適
用するためにサーバを再起動する必要があります。

·  imcライセンスマネージャ を使用してIPアドレスを変更することはできません。
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注記
· ネットワークライセンスを追加で購入した場合は、他のライセンスと同じ方法でアクティベーションを行います。
その場合は、同じ連絡先データとライセンスキーを使用してください。

· 前提条件として、 追加の  imcライセンスサービスIMC-LIサービス が imc LM_SetupServerによってインスト
ールされている必要があります。

· クライアントからライセンスサーバへのアクセスを確立するためには、ライセンスサーバでポート設定の有効化が
必要となる場合があります(管理者権限が必要です)。 
たとえば、ポート60002、Windows　7ファイアウォール、サーバの場合: [コントロール パネル] > [Windows ファ
イアウォール] > [詳細設定]で、[受信の規則]の下で[新しい規則]を設定する必要があります。
     UDP + TCP用、特定のローカルポート60002
クライアント上で[送信の規則]を定義できますが、通常はファイアウォールによって送信ポートに制限が課せ
られることはありません。 

2.8.2  ユーザ向けプロシージャ
プロシージャ1:
端末上でネットワークライセンスを取得するには、サーバのIPアドレスおよびポートを把握する必要がありま
す。これらの情報については、管理者にお問い合わせください。
imc製品をインストールします。

プロシージャ2:
 imcライセンスマネージャを起動します。

プロシージャ3:
 [管理] > [ネットワークライセンスアクセス]を選択します。

次のダイアログが表示されます。

アクセスの有効化 サーバ アドレス サービスポート[ ]                     IP          
PCに対してインターネットアクセスを設定する必要があります。つまり、HTTPプロトコル(ポート80)を有効化す
る必要があります。プロキシサーバを使用する場合は、対応するポートの指定が必要です(ネットワークに
よって異なるため、管理者にお問い合わせください)。
プロキシサーバを使用する場合、LMではInternet Explorerのデフォルトゲートウェイをそのまま採用します。
ただし、プロキシサーバは ライセンスマネージャでの設定も可能です。対応する設定は、購入者のネットワー
ク管理者が行います。
エラーが発生した場合のチェックリスト
   1.上記のポートおよびプロトコルは有効化されていますか。
   2.ライセンスマネージャはファイアウォールによってブロックされていますか。
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   3.インターネットアクセスは、許可されたインターネットアドレスに制限されていますか。 
プロシージャ4:

 [アクセスの有効化]を選択します。
プロシージャ5:

管理者から入手したサーバのIPアドレスおよびサービスポート番号を入力します。 [構成の保存]をクリックす
ると、設定内容が適用されます。

注記
· 使用可能な残りのライセンス数は、メニュー項目 [管理] > [ライセンスサーバ] > [ネットワークライセンス]から
確認できます。

· 使用可能なライセンス数を超えるネットワークライセンスが要求された場合は、ユーザに対してメッセージが表
示されます。

· サーバ障害が発生した場合、プログラムは予備時間である 4 時間にわたって引き続き実行されます。サー
バの障害を通知するエラーメッセージが表示されます。

o予備時間のうち 最初の2 時間で、 プログラムはサーバとの通信復旧を試みます。30分ごとに、ユーザに対
してメッセージが表示されます。最初の2時間以内にサーバがネットワークに復旧した場合、ライセンスは自
動的に取得されます。

o プログラムは、サーバの検索なしに さらに2 時間実行されます。この2時間以内にサーバがネットワークに復
旧した場合、ライセンス付与を再度初期化するためにソフトウェアを再起動する必要があります。

o予備時間内にサーバがネットワークに復旧しなかった場合、プログラムは自動的に終了します。
· ライセンス付与されたPCは、 [管理] > [ライセンスサーバ] > [使用ライセンス]に示されます。
· サーバ障害によるプログラムのアクティベーション解除を防止するためには、コンピュータごとに対応するシング

ルユーザライセンスを用意することもできます。
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2.8.3  サイレントセットアップ
ここでは、クライアントPC上でライセンスサーバにアクセスするためのデータを入力する方法と、ライセンスマネージャ
の自動インストールについて説明します。
ライセンスマネージャでは、XMLファイル imcLiM.configを使用します。このファイルにはライセンスサーバにアクセス
するための設定が含まれています。このファイルは、通常[管理] > [ネットワークライセンスへのアクセス]にデータを
入力するときに生成されます。ファイルの構造は、次のとおりです。 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Config>
   <LicenceManager>
      <NetLiSvcAccess IP="11.222.33.44" Port="60002" Enable="1" />
      <WebProxy Use="0" Address="" Port="" Auth="0" />
   </LicenceManager>
   <LicenceServer>
      <Service Port="60002" />
   </LicenceServer>
</Config>

クライアントに関するセクションは、 <LicenceManager> … </ LicenceManager>です。 <LicenceServer> … </
LicenceServer> のセクションはサーバのサービスに関するものです。 
次のエントリによって、IPアドレスとポートが設定され、アクセスが有効化されます。 
 <NetLiSvcAccess IP="11.222.33.44" Port="60002" Enable="1" />

自動インストールとともに、これらのデータをクライアントPCにコピーします。これにより、クライアントPCにアクセスデ
ータが設定され、ユーザは、ライセンス付与された製品を直接起動できます。

imcLiM.configファイルのターゲットフォルダ: 
Windows XPの場合
: 

 "C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\IMC\LI\"

Windows 7、
Windows 8、Vistaの
場合: 

 "C:\ProgramData\imc\LI\"

2.9  トライアルバージョンライセンス
· トライアルバージョンには、いくつかの制限はあるものの、フルバージョンの権利が付与されます。
· トライアルバージョンライセンスには、使用期限が設定されます。
· 有効期限は、ソフトウェア製品によって異なります。
· ライセンス契約、特にトライアルバージョンの追加の制限事項が定められたセクション7を参照し、それに従って
ください。

· 製品によっては、トライアルバージョンにさらに追加の制限が課せられる場合もあります。対応する製品マニュ
アルを参照してください。

· トライアルバージョンライセンスは、ソフトウェア製品ごとに1回のみコンピュータ上でアクティベーションを行えま
す。有効期限が切れた後、プログラムを引き続き使用するには、シングルユーザライセンスまたはネットワークラ
イセンスが必要です。

· トライアルバージョンライセンスは、 シングルユーザまたは ネットワークライセンスのアクティベーションを通じてのみ
転換できます。
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注記
ソフトウェアの実行中にデモライセンスの有効期限が切れた場合は、ネットワークライセンスの期限が切れた場
合と同じ挙動を示します。  「ユーザ向けプロシージャ」の注記を参照してください。プロシージャは次の日の午前
9時までは開 始されないため、通 常は問 題を解 決する時間は十 分 あります。
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2.10  imc FAMOSのエディション
現在、imc FAMOSにはさまざまなエディションがあり、ライセンスマネージャで管理されています。
後続のエディションには、以前のエディションにあった機能も組み込まれています。

注記
本マニュアルでは、imc FAMOS Professionalの機能範囲を一覧にしています。「以前の」エディションには、ここ
に示す機能がすべて搭載されているわけではありません。

開始パラメータを使用すると、特定のエディションの使用を強制することができます。
imc FAMOS Reader 開始パラメータ/VR

Readerのバージョンは、変数リストとファイルブラウザから構成され、ライセンスは必要
ありません。 
これにより、以下のことが可能になります。
· データのインポート
· カーブウィンドウでの表示
· 測定データの文書化

imc FAMOS Standard 開始パラメータ/VS
imc FAMOS Readerの範囲は、以下の機能によって拡張します。
· 解析
o測定データの編集と解析
o イベントの保存/エクスポート
o数学的計算+統計機能ライブラリ

· シーケンス(マクロ)
imc FAMOS Professional開始パラメータ/VP

imc FAMOS Standardの範囲は、以下の機能によって拡張します。
· 1つのプロジェクトにおけるプロジェクトマネージメント(タスクに必要なすべてのファイ

ル(測定データ、レポート、シーケンス)の構成)。転送を容易にするPack&Go機能
を含みます。

· ダイアログエディタ(ユーザがシーケンスに追加するダイアログを作成)
· ビデオキット
· スペクトル解析キット

imc FAMOS Enterprise 開始パラメータ/VE
imc FAMOS Professionalの範囲は、以下の機能によって拡張します。
· クラスカウンティングパッケージ
· オーダトラッキング解析キット
· ASAM-ODSブラウザ

imc FAMOS Runtime 開始パラメータ/VU (追加のパラメータ/P、/S、または/Bと併用する場合のみ)。 「開
始パラメータ」を参照してください。そうでない場合、エラーメッセージが表示されます。
ランタイムにより、編集機能のないシーケンス、ダイアログ、またはパネルを呼び出すこ
とができます。シーケンスが実行されるか、ダイアログまたはパネルが閉じると、ランタイ
ムは終了します。
さらに、ランタイムは(たとえば、imc Studio用の)COMサーバとして使用できます。ただ
し、一部のCOMコマンドは禁止されています(例:「Famos.Visible = true」。
主なランタイム機能: 
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· インストール時に選択される独立したエディション。
· 「手動」の操作はありません(以前に作成されたアプリケーションを実行する場合の
み)。

· imc FAMOSの操作インターフェースは表示されません。表示されているインターフェ
ースは、ダイアログとパネルのみです。

· Enterpriseエディションで提供されるキットはすべて利用できます。
· ランタイムの各呼び出しが独立したプログラム(インスタンス)として開始します。
パネルでの制約: 以前に作成したパネルの表示/操作のみ可能です。デザインモー
ド、新規、保存はありません。
ライセンス: システムによって、ランタイムのライセンスがまずチェックされます。確認でき
ない場合には、Enterpriseエディションがチェックされます。このようにして、明示的な
ランタイムライセンスを持たない開発者でも、ランタイムとしてルーチンをテストできま
す。
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2.11  パラメータで開始
2.11.1  概要

imc FAMOS開始時に特定のプロセスを開始するパラメータや、アプリケーションの一般的な機能に影響するパラ
メータを設定できます。
以下のオプションが定義されています。

/B パネルをロードする

/C 構成ファイルのレジストリキーを設定する

/D 測定データファイルを開いて表示する

/E imc FAMOSの操作を実行する

/F /Lおよび/Dのファイルフォーマットを設定する

/L 測定データファイルを開く

/N imc FAMOSの新しいインスタンスを開始する 

/P imc FAMOSプロジェクトをロードして開始する

/S imc FAMOSシーケンスまたはダイアログを実行する

/X /Sまたは/Pと併用して、実行後にimc FAMOSを終了する

/VR imc FAMOSをimc FAMOS Readerとして開始する

/VS imc FAMOSをimc FAMOS Standardとして開始する

/VP imc FAMOSをimc FAMOS Professionalとして開始する

/VE imc FAMOSをimc FAMOS Enterpriseとして開始する

/VU /P (プロジェクト)、/S (シーケンスまたはダイアログ)、/B (パネル)のいずれか
と併用して、imc FAMOSをランタイムとして開始する

imc FAMOSを呼び出すときに、上記のオプションを選択できます。imc FAMOSを呼び出すには、コマンドテキスト
を入力(Windowsの入力プロンプトまたは[スタート]/[ファイル名を指定して実行])するか、もっと簡単な方法とし
て、プログラムのショートカットを作成します。
新たにimc FAMOSのショートカットを作成してパラメータを開始できるようにするには、まず、ファイル
「famos.exe」へのショートカットを作成します。プログラムショートカットの作成に関する詳細については、
Windowsのドキュメントを参照してください。ショートカットを作成したら、アイコンを右クリックし、表示されるコン
テキストメニューから[プロパティ]を選択します。表示されるダイアログで、対象のパラメータを入力ボックス[ターゲッ
ト]に入力します。このボックスは、インデックスカード[ショートカット]の上にあります。
コマンドラインの構文では、以下の規則に従ってください。
· 付属オプションとパラメータテキスト(ファイル名など)の間には、スペースを1つ以上入れる必要があります。
· パラメータテキストにスペースが含まれる場合は、引用符の内側に入力する必要があります。
· パラメータテキスト自体に引用符が含まれる場合は、前に「\」を入力します。
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のダイアログ プロパティ ショートカットWindows [ ]/[ ]

上記の設定により、imc FAMOSは「Peter」を
キーにして構成設定を検索します。imc
FAMOSが開始すると、シーケンス「Eval」が実
行されます。

注記
imc FAMOSがすでに開始されている場合は、imc FAMOSウィンドウが開いて有効になり、コマンドラインが実行
されます(/Cの場合は除く)。
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2.11.2  構成データのレジストリキー
構文
/C keyname 
説明
アプリケーションを終了すると、imc FAMOSの構成設定はWindowsのシステムレジストリに保存されます。次回
の開始時に、レジストリが参照され、レジストリに示されている設定が実行されます。
設定はユーザごとに個別に保存されます。したがって、多くの異なる構成を扱う場合には、単純にWindowsに
別名でログインするとよいでしょう。
もう一つの選択肢としては、レジストリに追加のキーを指定します。そうすることで、そのキーの下に構成データが
置かれます。
デフォルトでは、すべての構成データがそのキーの下に保存されます。
HKEY_CURRENT_USER
 Software
 imc Measurement and Control
 Default 
コマンドラインオプションのスイッチ「/C」を使用して、後ろに名前を指定することで、有効なサブキーである
「Default」を、名前を入力したサブキーに置き換えることができます。このようにして、複数のショートカットを作成
できます。このショートカットそれぞれから、異なる起動構成を使用してimc FAMOSを呼び出します。
例
C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe /C PetersConfigurations

2.11.3  測定値ファイルを開く
構文
/L FileName 
/D FileName 
/F FileFormat
説明
これらの付属オプションを使用すると、測定データファイルが開きます。スイッチ/Lはファイルを開き、/Dはファイルを
開いてその内容をカーブウィンドウに表示します。
デフォルトとして、imc FAMOSのファイルフォーマットはセッションの開始時に使用されます。スイッチ/Fでは、以下
のように異なるフォーマットを指定できます。

/F BIN バイナリフォーマット

/F ASC ASCIIフォーマット

/F NIC ニコレットWFTフォーマット

/F DIG Digiskopフォーマット

/F FormatName ユーザ定義のインポートフィルタ
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完全なパスを指定せずにファイル名をパラメータテキストとして入力する場合、imc FAMOSの下に表示されてい
るデフォルトのディレクトリが使用されます。ファイル名にスペースが含まれる場合は、ファイル名を引用符の内側
に入力する必要があります。
標準フォーマットでは、有効なファイルフォーマットオプション(バイナリおよびASCIIファイルの読み取りに使用するオ
プションなど)が維持されます(imc FAMOS用に設定されているため)。
ユーザ定義フォーマットでは、/Fパラメータの構文は関数FileOpenFASの対応項目と同じです。 ***
ファイルアシスタントで作成したインポートフィルタを使ってインポートを行う場合、インポートファイルの名前(*.fas)
を/Fパラメータ(/F ImportFilter.fas)として指定します。
 
一方、拡張ライブラリを使ってインポートを行う場合、フォーマットは以下のように指定します。
 /F "#DLLName|FilterName|Parameter"

必要な指定がすべて拡張ライブラリのメーカから入手できます。さらに、多くの場合、<FilterName>と
<Parameter>は省略できます。このトピックの詳細については、関数FileOpenFASの説明を参照してください。 
***
派生的なインポートフィルタを使用する場合は、フォーマットを以下のように指定します。
 /F "$FormatName"

「FormatName」は、ユーザが割り当てる名前を示します。この名前は、imc FAMOSのダイアログ[オプション]/[イ
ンポートフィルタ]などに表示されます。

例
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /D slope.dat
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /L c:\imc\ascii\tab.asc /F ASC
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /L c:\lecroy\c1.001 /F lecroy.fas
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /D "c:\imc\dat\File 12.5.96.dat"
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /D "c:\1.mat" /F "#MatLabImportExport.DLL"

2.11.4  シーケンスの実行/ダイアログ
構文
 /S SequenceFile Parameter1 Parameter2 ..[/X]
パラメータの指定はオプションです。
 /S DialogDatei [/X]

説明
このオプションスイッチは、指定されたシーケンスファイルまたはダイアログファイルを開いて実行するよう、起動時に
imc FAMOSに指示します。シーケンスで特定のパラメータの実行を把握する必要がある場合は、ファイル名の後
にこれらのパラメータを入力する必要があります。
完全なディレクトリパスを入力しない限り、imc FAMOSはデフォルトのシーケンスディレクトリでファイルを探します。
ダイアログファイルを使用する場合は、ファイル名の拡張子(.dlg)を必ず指定してください。
パラメータを入力する場合や、ファイル名にスペースが含まれる場合は、呼び出し全体を引用符の内側に入力
する必要があります。呼び出しのテキスト自体に引用符が含まれる場合は、前に「\」を入力します。
スイッチ/Xも入力できます。このように、ダイアログまたはシーケンスが実行されるとすぐに、imc FAMOSは終了しま
す。imc FAMOSがすでに開いていた場合、パラメータは無視されます。
例
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /S c:\imc\seq\evaluate.seq
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /S "evaluate slope.dat" /X
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /S "evaluate2 \"Joe Blow\""
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /S "c:\My Dialogs\Dialog1.dlg" /X
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2.11.5  操作の実行
構文
 /E OperationsText
説明
imc FAMOSにコマンドをパラメータとして渡すこともできます。これは、開始時に実行する必要があります。imc
FAMOSの入力ボックスに入力可能なコマンドをパラメータテキストとして入力できます。
この付属オプションは、互換性に対する配慮から、アプリケーションに含まれています。シーケンスファイルに含まれ
るコマンドを入力し、付属オプション「/S」を使用することで、ほとんどの目的をより適切に達成できます。
操作のテキストにスペースが含まれる場合は、テキストを引用符の内側に入力する必要があります。また、テキ
スト自体に引用符が含まれる場合は、前に「\」を入力します。
例
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /C Conf1 /E "SEQU eval.seq"
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /E erg=Ramp (0,1,100)
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /E "Name =\"Herbert\""

2.11.6  プロジェクトの実行
構文
 /P ProjectFolder [/X]
説明
このスイッチは、指定したプロジェクトをロードして実行するよう、起動時にimc FAMOSに指示します。
スイッチ/Xも入力できます。このように、ダイアログまたはシーケンスが実行されるとすぐに、imc FAMOSは終了しま
す。imc FAMOSがすでに開いていた場合、パラメータは無視されます。
例:
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /P "c:\projects\evaluation" /X

2.11.7  パネルのロードおよび起動
構文
 /B PanelFileName
説明
このスイッチにより、指定されたパネルファイルをロードするように、imc FAMOSに指示します。
ファイル名にスペースが含まれる場合、呼び出し全体を引用符で囲む必要があります。呼び出しテキスト自体に
引用符が含まれる場合は、「\」文字を先頭に付ける必要があります。
例
"C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /B "C:\imc\Seq\Evaluation.panel"
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2.11.8  インストールされているキットの無視
構文
 /I "Kitname1.dll,Kitname2.dll"
説明
滅多にはないものの、imc FAMOSの起動時に、インストールされているキットやプラグインを無視したほうが望ま
しい場合があります。 
例1: クラスカウンティングおよびスペクトルキットなしのimc FAMOS
 "C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /I "im7clsc1.dll,im7spct1.dll"

標準的なキットでは、DLL名の代わりに以下の略語を使用することもできます。
クラスカウンティングキット: CLS
スペクトル解析キット: SPC
オーダトラッキングキット: OTR
ビデオキットおよびプラグイン: VPL
ASAM-ODSキットおよびプラグイン: ODS
例2: imc FAMOSをEnterpriseエディションとして起動しますが、標準的なすべてのキットおよびプラグインのロード
を無視します。
 "C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe" /VE /I "CLS,SPC,OTR,VPL,ODS"

2.11.9  imc FAMOSの新しいインスタンスの起動
構文
 /N

説明
このパラメータにより、1つのPC上でimc FAMOSの独立した複数のインスタンスを起動できます。カーブウィンドウか
らのimc FAMOSへのカーブセグメントの送信など、外部からの呼び出しは最後に起動するインスタンスに転送さ
れます。色やフォントのサイズといったグローバルな設定は、最後に起動するインスタンスに適用可能なものが有
効になります。 
例:
 "C:\Program Files\imc\Famos\Bin\Famos.exe" /VE /N
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ユーザインターフェース
3.1  はじめに

imc FAMOSのアプリケーションウィンドウは、起動すると常に最後のセッションで終了したときの状態で表示されま
す。デフォルトの配置を復元するには、マルチファンクションバー[1]の[デフォルトに戻る]で[ビュー]をクリックし
ます。  *** メインウィンドウが以下のように表示されます。

FAMOS:</image> <image src="fae50102_image56.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption"
アプリケーションウィンドウstyle="background-color:transparent;"> 

マルチファンクションバーの左下に変数フィールドがあります。標準モードまたは測定[2]モードのいずれかで、現
在ロードされているデータが一覧表示されます。標準モードでは、imc FAMOSの前バージョン[3]と同様に一覧
表示されます。測定モードでは、測定フォルダとチャンネル内にデータが表示されます。[パネル]ページを操作する
場合には、これが望ましい設定です。
変数リストの下にあるのが関数リスト[4]です。ここには、利用可能な関数とコマンドが表示されます。これらは、
主要なグループに分類されており、[標準] (中心となるimc FAMOS関数を提供)および[お気に入り] (ユーザによ
るコンパイルが可能な、頻繁に使用する関数と式のリスト)は、必ず含まれます。グループのインデックスをクリック
すると、グループ間の移動が可能です。
関数リストの横には、出力ボックス[6]があります。ここでは、ユーザの注意を喚起する出力(ヘルプテキスト、警
告、計算結果など)が表示されます。

この出力ボックスの上にあるのがエディタボックス[7]です。ここには、標準的な数学表記法で式を入力します。
計算を開始するには、実行[10]というラベルのボタンを押します。同じボックスで、シーケンス(マクロ)をプログラ
ムして実行することもできます。大量のコマンドがエディタボックスに適用されるため、エディタボックスには独自のツ
ールバー[8]があります。
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右上にあるのがプラグインボックス[9]です。ここで、独自のユーザインターフェースを備えた拡張モジュールが表示
されます。ファイルブラウザプラグインが常に利用できるため、測定ファイルにすばやくアクセスできます。デフォル
トでは、このボックスは最小化されており、つまり、アイコンのみが表示された状態です。
ステータスメッセージ、およびメニューオプションに関する簡単な注釈が、出力ボックスの下にあるステータス行[5]
に表示されます。

参照
セクション「ユーザインターフェースのカスタマイズ」***

3.1.1  ドック/アンドック
imc FAMOSのコンポーネントはすべて、独立したプログラムパーツとして分離できます。
ドラッグアンドドロップにより、コンポーネントを自由領域に移動します。このとき、以下のようにドック/アンドックの
記号が表示されます。

逆に言うと、ドック/アンドックの記号は、アンドックしたコンポーネントを移動するとすぐに表示されます。したがっ
て、コンポーネントを別の位置にドックし、imc FAMOSの外観を作業スタイルに完全に適合させることもできま
す。
コンポーネントをアンドックすると、関連のマルチファンクションバーが表示されます。このように、自由に移動可能
なコンポーネントからプリントアウトを開始できます。
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3.2  変数リスト
3.2.1  概要
このリストには、imc FAMOSで現在使用されているすべての変数を示します。変数の名前(単一の値の場合は
実際の値)が、変数のタイプを表す記号の横に表示されます。

imc FAMOSの変数の詳細(個々のデータタイプの説明など)に
ついては、「変数」の章を参照してください。***
変数リストは、imc FAMOSの動作設計の中心となるもので
す。imc FAMOSの基本関数の大半は、変数リストの内容(測
定ファイルのロード、数学関数の実行など)を変更するもの、あ
るいは変数リスト内での現在の選択に対して効力を発するも
の(カーブウィンドウ内のチャンネル表示、データセットの保存な
ど)のいずれかです。
[測定]タブには、関連する測定に応じて保存されているデータ
が表示されます。 ***

3.2.2  操作
選択
多くのメニュー項目(特に、[変数]メニュー内)が、リスト内で現在選択されている変数に対して有効です。変数
を選択するには、変数の項目をマウスでクリックするだけです。変数リストに現在入力フォーカスがある場合、あ
る文字を入力すると、その文字で始まるリスト内の次の変数が選択されます。

複数選択
リスト内で互いに隣接していない項目のグループを選択するには、Ctrlボタンを押したまま各項目をクリックしま
す。隣接した項目のグループを選択するには、以下の方法があります。
· グループ内の最初の項目を選択し、次に、Shiftキーを押したまま最後の項目を選択する
· Shiftキーを押したまま矢印キーを使用する
· 選択されていない項目をクリックし、マウスボタンを押したまま、目的の項目がある領域の上をマウスカーソル
でさっとなぞる

エディタボックスへの名前のコピー
変数をダブルクリックすると、その変数の名前がエディタボックスにコピーされます。これにより、式を書き出す作業
が省力化されます。



64 ユーザインターフェース

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

ドラッグアンドドロップ
選択した項目をクリックしたままマウスを移動すると、ドラッグアンドドロップモード(マウスポインタの形の変化に
よって示されます)が有効になります。このモードでは、現在選択されている変数を別の場所にドラッグできます。
ドラッグの最中にマウスポインタの形は絶えず更新され、マウスの瞬間位置において変数による特定の操作が実
行可能かどうかが反映されます。マウスボタンから指を離して、以下の位置に変数をドロップできます。

· エディタボックス内: マウス位置にある式の行に変数が挿入されます。
· 関数ボックス内の関数名の上: 選択した関数に関連する[Formula Assistant]ダイアログが開き、該当

する場合、関数の最初のパラメータとして変数が示されます。
· カーブウィンドウ内: ドロップされた変数のカーブが(該当する場合)既存のカーブとともに表示されます。
「変数の表示」のセクションを参照してください。***

· データエディタ内: データエディタ内の選択した列に変数が表示されます。
· レポートジェネレータ内: 現在のドキュメントに変数が転送されます。カーブ、テキスト、または表形式の
項目が新規作成されます。あるいは、既存のレポート項目が更新され、新しい変数の内容が反映され
ます。

コンテキストメニュー
変数リスト上でマウスの右ボタンをクリックすると、コンテキストメニューが表示されます。変数リスト内での現在
の選択に影響を及ぼすコマンドに加え、ここでは、変数リストへの変数の表示方法に影響を及ぼすオプションも
利用できます。 ***

[アルファベット順に並び替え]を使用すると、変数が名前のアルファベット順で一
覧表示されます。それ以外の場合、imc FAMOSでいつ変数が作成されたのかに
基づき、リストは日付順になります。
[グループの内容の並び替え]を使用する場合も、グループの内容がアルファベット
順で一覧表示されます。

注記

グループオブジェクトをアルファベット順に並べ替えると、グループ内で示された位置がインデックスと一致し
なくなります。GrChannelName()などの関数を使うか、直接指定すると(Group:[ChannelIndex])、元
の位置が維持されます。

オプション[デフォルトでグループを拡張]が設定されている場合は、データグループ内のデータオブジェクトもリスト
に表示されます。[+]記号をクリックすると、データグループを個別に展開または折りたたむことができます。
オプション[コンポーネントの表示]を選択すると、2つのコンポーネントデータタイプ(複合およびXYデータ)に対し
て、個々のコンポーネントが追加で表示されます。
[詳細...]を選択すると、[オプション]ダイアログが開き、[変数リスト]ブランチが表示されます。***
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変数リスト用のフィルタリング

変数のフィルタビュー

フィルタシンボルをクリックすると、新しい入力ボックス[フィルタ]が
開き、表示される変数の新しいフィルタの名前を入力できます。プ
レースホルダを使用できます。こちらも参照してください。 ***

例: 
「*」は任意の個数の任意の文字を表します。 「a*」 先頭に「a」が付くすべての変数を表示します。
「?」は任意の1文字を表します。 「?」 1文字の変数をすべて表示します。

「Temp?
」

「Temp」の後ろに1文字が続くすべての変数を
表示します。

「!」を先頭に付けることによって、フィルタパターンの
意味が逆になります。 

「!a*」 先頭に文字「a」が「付かない」変数をすべて表
示します。

まだ説明されていない場合: セミコロンで分割した
複数のフィルタを指定することもできます。

「a*,b*」 先頭にaまたはbが付くすべての変数

デフォルトでは、テキスト変数と単一値の内容も変数リストに直接表示されます。この動作は、必要に応じて
[オプション]/[表示]ダイアログで変更できます。
メインウィンドウのメインメニューの[変数]サブメニューでは、コンテキストメニューのその他のコマンドも利用できま
す。
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3.2.3  オプション: 標準ビュー
imc FAMOSオプションメニュー([その他]/[オプション]の下)には、変数リストの表示および操作に関する設定を行
う[変数リスト]ダイアログがあります。これらのコントロールの中には、コンテキストメニューから利用できるものもあり
ます。

ダイアログ オプション 変数リスト:  /

変数をアルファベット順に並び替え
このオプションが有効な場合、変数は名前のアルファベット順で並べ替えられます。それ以外の場合、imc
FAMOSでいつ変数が作成されたのかに基づき、リストは日付順になります。

グループ内のチャンネルを表示
グループの内容もアルファベット順に一覧表示されます。 

注記
グループオブジェクトをアルファベット順に並べ替えると、グループ内で示された位置がインデックスと一致しなく
なります。GrChannelName()などの関数を使うか、直接指定すると(Group:[ChannelIndex])、元の位置が
維持されます。

デフォルトでグループを拡張
このオプションが有効な場合は、データグループ内のデータオブジェクトが常にリストに表示されます。グループ名の
横にある[+]記号をクリックすると、個々のデータグループを展開または折りたたむことができます。
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コンポーネントの表示(複合、XY)
このオプションが有効な場合、2つのコンポーネントデータタイプ(複合およびXYデータ)に対して、個々のコンポーネ
ントが追加で表示されます。
値/内容
これらのオプションの1つが有効な場合、単一値/テキスト変数の名前とともに、それぞれの値/テキストが表示さ
れます。

コメントを表示
このオプションを選択すると、この例に示すとおり、変数リスト内で変数名の右にコメントが表示されます。
コメントについては、「[プロパティ/文字]ダイアログ(データセット)」の章を参照してください。 ***

選択した変数をDelキーで削除
このオプションが有効な場合は、変数リストに入力フォーカスがある限り、キーボードのDelキーを使用して直接、
リストから変数を削除できます(メニュー項目[変数]/[削除]と同じ機能)。
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3.2.4  オプション: 測定ビュー
測定ビュー

ダイアログ オプション の変数リスト「測定ビュー」: [ ] [ ]

[表示]
測定ビューでは、変数と測定の関連付けに従い、表示をフィルタリングできます。
[ロード時の測定割り当て]
この設定により、チャンネル/測定にどのように名前が付けられるかが決まります。デフォルトでは、フォルダの記述
名が測定名として使用されます(「親フォルダ」、「2014-05-20-14-20-09」など)。データがマルチファイルに結合さ
れる場合は、「ファイル名」を選択します。
測定の割り当てを扱う インポートフィルタ によってデータがロードされる場合、インポートフィルタのルールが適用さ
れます。
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3.3  関数リスト
3.3.1  概要

関数リストには、利用可能な関数とコマンドがすべて示されます。これらは、いくつかのメイングループに分かれま
す。

標準
このグループには、imc FAMOSの内部関数およびコマンドがすべて含まれています。この約260個の関数はお
よそ25のサブグループに分かれます。各グループの関数が「関数」および「シーケンス」の各章の末尾にある場
合の、簡単な説明です。

参照: 
章「関数」、章「シーケンス」

キット
このグループには、imc拡張ライブラリ(いわゆる「キット」)で提供される関数がすべて含まれます。このような
キットを使用するためには、明示的にimc FAMOSに登録する必要があります([その他]/[オプション]/[拡張
子]/[キットの登録])。登録済みのキットがない場合、このグループは表示されません。

参照
章「関数」、セクション「imc-Kit Interface」***
DLL

imcキットに加え、一般的なWindowsライブラリ(いわゆるDLL)をimc FAMOSに組み込むことができます。imc
FAMOSに登録済みのDLL関数([その他]/[オプション]/[拡張子]/[DLL関数の登録])が、このグループ内に一
覧表示されます。登録済みのDLLがない場合、このグループは表示されません。

参照
章「関数」、セクション「標準的なDLLインターフェース」***
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お気に入り
お気に入りリストは、ユーザがコンパイルできます。頻繁に使用する関数と式をここに配置できるため、アクセス
が容易になります。お気に入りは、階層化されたグループに自由に整理できます。

参照
セクション「お気に入りの管理」***
定型文
あらかじめ定義された定型文を現在のカーソル位置に挿入します。利用可能な定型文が、imc FAMOS \BIN
フォルダ(例:「C:\Program Files\imc\bin\famosbps.txt」)内のテキストファイル「Famosbps.txt」に定義されてい
ます。また、この定型文は、ユーザがテキストエディタ(Notepadなど)を使って編集および追加できます。ファイル
ヘッダ内の注意に従います。
フローコントロール
条件(IF): 条件を挿入します(IF..END)。***
代替(IF..ELSE): 代替ブランチを使って条件を挿入します(IF..ELSE..END)。***
ケース(SWITCH..CASE):***変数に応じた分岐。
カウンタループ
カウンティングループ(FOR): ループ本体を挿入します(FOR ii= 1 TO 10 STEP 1)。
カウンティングループ(WHILE): ループ本体を挿入します(WHILE..END)。
列挙: 
チャンネルのサンプル列挙: (*** 変数内のFOREACHサンプル)。
チャンネルのセグメント列挙: (*** 変数内のFOREACHセグメント)。
チャンネルのイベント列挙: (*** 変数内のFOREACHイベント)。
グループのチャンネル列挙: (*** グループ内のFOREACHチャンネル)。
テキスト配列の要素列挙: (*** テキスト配列内のFOREACH要素テキスト)。
ファイル操作
マルチチャンネルファイルの読み込み(FileOpenDSF):***   imc FAMOSフォーマットのファイルのインポートに使
用する関数のシーケンスを、複数のオブジェクトとともに挿入します。
ディレクトリ内のすべてのファイルのロード: 複数ファイルのインポートに使用する関数のシーケンスを挿入しま
す。
記号
このリスト項目は、それぞれのタイプを示す特殊な記号で表されます。

関数(キット/DLLの内部関数)

シーケンスコマンド

定数

グループ(折りたたみ)

グループ(展開)

キットまたはDLL

お気に入り項目(式またはコマンド)

実行可能なお気に入り項目

お気に入り項目(プロジェクト)
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3.3.2  操作
グループの選択
別のメイングループにアクセスするには、該当するカードタブを単純にクリックします。そうすると、背後にある関数
リストが更新されます。[関数]ウィンドウの幅が狭く、すべてのタブを表示できない場合は、タブの行の右端に矢
印ボタンが表示されます。この矢印ボタンをクリックすると、該当する方向にある次のカードが表示されます。
Ctrl+Tabキーを押すと、次のグループに移動します。Shift+Ctrl+Tabキーを押すと、1つ前のグループに戻ります。

コンテキストメニュー
関数リストの上でマウスを1回右クリックすると、コンテキストメニューが呼び出されます。このコンテキストメニューに
は、関数リストに作用するコマンドとオプションが含まれます。

利用可能なコマンドは、現在選択されているメイングループ
によって決まります。たとえば、お気に入りリストには、項目の
作成および変更に使用するコマンドがあります。

表示の設定
関数リストは、階層ツリーダイヤグラムとして整理できます。ここでは、項目はグループのメンバとして表示されま
す。あるいは、連続するアルファベット順のリストとして整理できます。
この2つの表示モードを切り替えるには、コンテキストメニューのコマンド[ツリー表示]および[名前順にリスト表示]
を使用します。
ツリー表示内でグループの展開または折りたたみを行うには、グループ名の前にある[+]記号または[-]記号をク
リックするか、グループ名をダブルクリックします。
コンテキストメニューのメニュー項目[ツリーの展開]を選択すると、すべてのグループが展開します。これに対し、[ツ
リーの折りたたみ]を選択するとすべてのグループが折りたたまれます。

[エディタ]ウィンドウへの関数名のコピー
関数項目をダブルクリックすると、関数名が引数のブラケットとともに、有効な[エディタ]ウィンドウにコピーされま
す。
関数リストで現在選択されている項目が1つの関数である(かつ、グループの名前でない)場合は、代わりに[入
力ウィンドウへのコピー]コマンドを使用できます。関数リストに現在入力フォーカスがある場合は、Enterキーを押
すだけで同じ効果が得られます。
また、ドラッグアンドドロップを使用して、関数リストからエディタ(または入力)ボックスの任意の位置に項目を移
動することができます。ここでも、必要に応じてパラメータマスクがエディタボックスにコピーされます。
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関数アシスタント
関数アシスタントを開くには、Shiftキーを押したまま任意の関数をクリックします。任意の関数の各種パラメータ
を指定するダイアログが表示されます。あるいは、Shift+F1キーの組み合わせまたはコンテキストメニューも使用で
きます。
参照
章「関数」、セクション「関数アシスタント」***
クイックヘルプのテキスト
関数リストでの選択内容が変更になるか、ユーザがエディタ内で関数をクリックすると、可能な場合、その関数に
関するヘルプテキストが出力ボックスに表示されます。 
 ********* エディタオプションの[自動的に表示]をオフにすると、現在の選択内容に関するクイックヘルプテキスト
にアクセスできます。アクセスするには、キーボードからAlt+F1キーの組み合わせ、またはコンテキストメニューの[関
数-ヘルプ]コマンドを使用します。

お気に入りリストに関する注意事項
メニュー項目[お気に入りに追加]を使用すると、現在の選択内容がお気に入りリストに追加されます。お気に
入りリスト自体が有効な場合は、お気に入りの作成、削除、編集を行うための項目がコンテキストメニューに
追加されます。お気に入りを管理する方法については、「お気に入りの管理」の章を参照してください。***
お気に入りからエディタボックスへの項目の転送、およびヘルプテキストとアシスタント(可能な場合)の呼び出しを
実行する方法は、前述のとおりです。
お気に入りリストの操作の特別な機能として、Ctrl+Enterキーの組み合わせ(またはCtrlキー+ダブルクリック)が
利用できます。この操作により、[お気に入り-プロパティ]ダイアログを呼び出します。また、ドラッグアンドドロップ
を使用して、お気に入りの順序および分類を編集できます。
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3.4  エディタボックス
3.4.1  概要
エディタボックスは式の入力と実行を行うためのものであり、完全なシーケンスの管理、入力、試験、および実
行にも使用します。シーケンスとは、一連のコマンドや式からなるマクロです。このセクションでは、エディタを使用し
たテキストの入力および個々の式の実行の基本的な操作について、集中的に説明します。

エディタボックス

参照
***シーケンスを管理(ロードおよび保存)する方法の詳細については、「シーケンス」の章を参照してください。シ
ーケンスは、ユーザが定義したダイアログのコンポーネント(いわゆる「イベントシーケンス」)にもなります。詳細につ
いては、「ユーザ定義ダイアログ」の章を参照してください。***よって、シーケンスはパネルから呼び出すこともでき
ます。あるいは、データソースブラウザでデータ選択内容を変更するときにも呼び出されます。 ***
[入力]という標準インターフェースが常に利用できます。主な用途は、式の入力、およびコマンドによる式の実行
です。このインターフェースの内容は、imc FAMOSの終了時に自動的に保存され、次回のセッションが開始する
ときに復元します。
シーケンスがimc FAMOSにもロードされる場合、シーケンスの名前を示すタブがタイトルバーに並んで表示され
ます。別のシーケンスの表示に切り替えるには、該当するタブをクリックします。

タイトルバーを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されま
す。ここには、主にシーケンスを管理(ロード/保存/閉じる)および実
行するためのコマンドが含まれています。 
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タイトルバーの下には、ツールバーがあります。ツールバーには、エディタボックスに作用するコマンドのうち、頻繁
に使用するものが入っています。特定のシンボルの機能を知るには、そのシンボルの上にマウスカーソルを移動し
ます。しばらくすると、小さなウィンドウに簡単な説明(「ツールチップ」といいます)が表示されます。ここで提供され
るすべてのコマンドには、imc FAMOSのメインメニューにあるサブメニュー[シーケンス]からもアクセスできます。あるい
は、2つのコンテキストメニューのいずれかから呼び出すこともできます。

ツールバーの下には、実際の入力ボックスがあります。入力ボックスを右クリックすると、主にテキスト編集に関
連するコマンドを含むコンテキストメニューが開きます。

3.4.2  テキストの編集
エディタボックスは通常のWindowsショートカットキーおよび編集コマンドをサポートします。たとえば、クリップボー
ドの使用([コピー]/[貼り付け])やマルチステップの[元に戻す]/[やり直す]などがあります。
さらに、エディタには、式およびシーケンスの入力を簡単にする特別な機能が備わっています。たとえば、構成可
能な色分けの構文(特定の構文ウィジェットが特別な色で視覚的に区別されます)、パラメータチップ(関数へ
の入力時、予想されるパラメータを示す小さいウィンドウが表示されます)、プロセス構造による自動フォーマット、
新規行の自動インデント、試験シーケンスで使用するブックマークおよびブレークポイントなどがあります。

関数および変数の名前は、対応するリストから直接適用することもできます(対応するリストの項目をダブルク
リックするか、ドラッグアンドドロップを使用します)。
コマンド: エディタボックスの内容を編集する機能が、マルチファンクションバーの[編集]で利用できます。***
テキストを編集するコマンドについては、次の章で説明します。

3.4.3  コンテキストメニュー(エディタボックス)
エディタボックスを右クリックすると、主にテキスト編集用のコマ
ンドが並んだコンテキストメニューが開きます。

エディタボックスには、式や命令を完全に「手作業」で、また
は前述したように変数リストおよび関数リストから「まとめ
て」、またはドラッグアンドドロップ操作で入力できます。

[すべて選択] CTRL +A
たとえばテキスト全体を削除またはコピーするために、エディタボックスの内容全体が選択されます。
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[ブレークポイントをオン/オフ] CTRL +B
コンテキストメニューまたはCTRL+Bキーの組み合わせにより、ブレークポイントを設定します。 こちらも参照してくだ
さい。
[アクティブな行を設定]: こちらを参照してください。

[Functions Assistant...]SHIFT+F1
エディタで(青字の)関数をクリックして、 Functions Assistantを開きます。
[自動フォーマット]
表示されているシーケンスを自動フォーマットします。つまり、個々の行のインデントが、シーケンスの論理構造に
基づき自動的に設定されます。こちらも参照してください。 ***
[ブロックのコメントアウト/コメント解除] 
複数行のコメントアウト(Ctrl + K)またはコメント解除(CTRl + U)。 メニューからもアクセスできます。
[詳細設定]> 
さらにコマンドが含まれるサブメニューを開きます。
[すべてのブレークポイントを削除]: メニューからもアクセスできます。
[ブックマークを設定]: これらの機能には、 [編集]メニューからもアクセスできます。ブックマークの操作方法につい
ては、 こちらを参照してください。

3.4.4  アクティブ行、式の実行
コマンドや式はそれぞれ別の行に配置する必要があり、スペースは許可されます。
「アクティブ」と定義されるのは1行のみです。「アクティブ行」は、次に実行されるコマンドラインです。アクティブ行
は、カラーシェーディングおよび左側に表示される矢印ボタンで示されます。このボタンをクリックすると、指定された
コマンドラインが実行されます。したがって、以後、このボタンを[実行]ボタンと呼びます。

アクティブ行を設定するには、以下の方法が利用できます。
· 任意の行をダブルクリック
· エディタのコンテキストメニュー - [アクティブ行の設定]
· メニュー[実行] - [アクティブ行の設定]
· カーソルを任意の行に設定し、Alt+Enterキーを押す

アクティブ行を実行するには、以下の方法が利用できます。
· [実行]ボタンをクリック
· タイトルバーのコンテキストメニュー - [行の実行]
· メニュー[実行]/[ツールバー] -[シングルステップ] またはF9: コマンドラインが実行され、次の行がアクティブに
なる

設定と実行をシングルステップで行う方法は以下のとおりです。
· Ctrl+Enterキーの組み合わせ(カーソルのある行が新たにアクティブになる)
シーケンスがシングルステップモードで実行される場合、アクティブ行の位置は自動的に変わります。
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3.4.5  ヘルプとアシスタント
ヘルプボックスでの関数の説明
関数の名前をクリックすると、その関数に関する「クイックヘルプ」テキストがヘルプボックスに表示されます。
あるいは、エディタの設定でオプション[自動的に表示]をオフにすることもできます。****** その結果、Alt+F1キー
の組み合わせ、またはコンテキストメニューの[関数-ヘルプ]コマンドのいずれかの操作に反応して、現在の選択
内容に関するヘルプテキストが表示されます。
「出力ボックス」の章も参照してください。 ***
Shift+F1による関数アシスタント
一方、Shift+F1キーの組み合わせを使用すると、[関数-アシスタント]が呼び出されます。関数のパラメータ設
定に役立つダイアログが表示されます。パラメータを指定すると、ダイアログの該当する入力ボックスにすぐに取り
込まれます。

ヘルプとアシスタントはどちらも、コンテキストメニューから利用できます。 ***
パラメータチップ
関数のパラメータに入力するとき、またはカーソルをコマンドテキスト内の関数コールの上に移動している間、予
想されるパラメータに関する簡単な情報が小さなウィンドウに表示されます(いわゆるパラメータチップ)。カーソル
位置にあるパラメータは太字になります。
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3.4.6  ブックマーク
長いシーケンスを入力および試験するときは、特定のコマンドラインをハイライトできることが役立つ場合がありま
す。これにより、ハイライトしたコマンドラインに自由にジャンプして戻ることができます。このようなハイライトをブック
マークといいます。必要なコマンドは、エディタボックスのコンテキストメニューにある[詳細設定]サブメニューから、ま
たはメニューの[編集]から実行できます。***ブックマークは最大で10個定義できます。また、識別できるように0
～9の番号が付きます。ブックマークは、コマンドラインの左にある対応するシンボルで示されます。

つのブックマークを設定したエディタボックス2

ブックマークを設定するには、任意の行にカーソルを置き、CTRL+数字キー(0～9)の組み合わせを使用します。
ブックマークを削除するには、Ctrlキーを押しながら削除するブックマークの番号を再度押します。
特定のブックマークにジャンプするには、Alt+(ブックマークのID番号)のキーの組み合わせを使用します。
次のブックマークを見つけるには、Ctrl+F2キー(前に進む)またはShift+F2キー(後ろに進む)の組み合わせを使用
します。
Ctrl+Shift+F2キーの組み合わせにより、定義済みのブックマークがすべて削除されます。
これらのコマンドはすべて、コンテキストメニューからも利用できます。
ブックマークの位置は、実際のシーケンスとともに保存できるため、シーケンスの再開時に復元できます(オプショ
ン)。詳細については、「オプション」のトピックを参照してください。***
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3.4.7  オプション: エディタ
***メニュー項目[その他]/[オプション]/[エディタ]によって、エディタボックスの各種事前設定を行うダイアログが呼
び出されます。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_02_image78.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption">
オプション エディタ[ ]/[ ]

フォント
このボタンを使用すると、Windowsの標準的なフォント設定ダイアログが呼び出されます。
一般に、プロポーショナルフォントを選択することはお勧めしません。文字の幅が個々に異なるため、インデントの
統一が困難なためです。代わりに、FixedsysやCourierなどの固定文字幅フォントを選択してください。

入力
· タブ幅: テキスト読み取りのためにタブ幅を設定します。入力ボックスでの指定は、選択したフォントにおける文
字幅の平均に関係があります。

· 自動インデント: このオプションをオンにすると、新しい行の作成時(つまり、Enterキーを押した後)に前の行の
インデントが使用されます。

構文-ヘルプ(関数&コマンド)
カーソルを関数名の上に移動すると、関連するクイックヘルプのテキストが、 *** 表示されます。バージョン6.3
Rev8以前の動作(Ctrl+F1)は、[自動的に表示]の設定があらかじめオフになっている場合、Alt+F1キーの組み
合わせを使用して引き続き取得できます。
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オートコンプリート
[候補リストを自動的に表示]がオンの場合、入力中に選択可能な関数のリスト
が表示されます。

パラメータチップ
これらのオプションは、最後のセクションで説明する関数に対する、パラメータチップの表示に作用します。オプショ
ン[自動的に表示]をオンにすると、カーソルの位置が関数名の上部、または対応するパラメータリストの上にある
場合、常にチップウィンドウが自動的に表示されます。[表示までの時間]と[表示期間]の2つのコントロールを使
用して、表示の遅延時間と最大期間を秒単位で規定します。

保存時のバックアップコピー
このオプションをオンにすると、既存の名前でシーケンスを保存した場合、常にシーケンスのバックアップコピーが作
成され、拡張子「.seq.bak」が付きます。

ブレークポイントとブックマークを保存
このオプションをオンにすると、シーケンス内でのブレークポイントとブックマークの位置がシーケンスとともに保存さ
れ、次回シーケンスをシステムにロードしたときに再度利用できます。
シーケンスの保護
シーケンスは、パスワードで保護できます。シーケンス保護のプログラムコードは、シーケンス開始時の注釈を除
き、解読不能です。ここも参照してください。 ***
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3.4.8  オプション: [色]
***メニュー項目[その他]/[オプション]/[色]を選択すると、入力ウィンドウと出力ウィンドウでの使用色を設定す
るダイアログにアクセスできます。

ダイアログ オプション:</image> <image src="fam1d_02_image79.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption"> [ ]/[
色]

デフォルトでは、関数名、文字列、コメントなどの構文要素が色分けされます。この色分けは、テキストの構造
を理解するための一助になることを目的としています。
オプション[色分けの構文要素]をオフにすると、色分けが完全に無効になります。
[デフォルトに戻る]ボタンを押すと、デフォルトの設定に戻ります。色分けが有効な場合は、それぞれの構文要
素タイプに任意の色を設定できます。
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3.5  出力ボックス
出力ボックスには、ユーザへのメッセージが表示されます。関数によって、このフィールドにエラーメッセージ、警
告、場合によっては計算結果が表示されます。

出力ボックスに表示されたエラーメッセージ

さらに、imc FAMOSの関数とコマンドに対応するクイックヘルプテキストが、ここに表示されます。
関数のクイックヘルプテキストにアクセスするには、関数リストまたはエディタボックス内で関数をクリックします。ある
いは、エディタの設定で、オプション[自動的に表示]をオフにすることもできます。******現在の選択内容に関す
るクイックヘルプを表示するには、Alt+F1キーの組み合わせを使用するか、コンテキストメニューの[関数-ヘルプ]
コマンドを使用します。

出力ボックスに表示された関数ヘルプ



82 ユーザインターフェース

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

3.6  ブラウザボックス
ブラウザボックスでは、独自のユーザインターフェースを持つ拡張モジュールに対して、個別のユーザインターフェー
スが表示されます。 *** ここで常に利用できるのが、データソース「マイコンピュータ」です。これにより、測定
データのファイルにすばやくアクセスできます。
その他の利用可能なプラグインには、 ファイルブラウザ(バージョン6.3)、ODSブラウザプラグイン(ASAM-ODSデ
ータソースへのアクセス)、ビデオプレーヤプラグイン(ビデオファイルの再生とカーブウィンドウへの同期カップリング)
などがあります。
 *** また、このタブ行には、パネルが作成またはロードされるとすぐに[パネル]タブが表示されます。

プラグインボックスとファイルブラウザ

さらに多くのプラグインがインストールされている場合、対応するインデックスカードのタブがボックス上部のタブバー
に表示されます。
プラグインを切り替えるには、対応するタブをクリックします。ボックスの幅が狭く、すべてのタブを表示できない場
合は、タブバーの右端に矢印ボタンが表示されます。この矢印ボタンをクリックすると、現在表示されていないタブ
にアクセスできます。
Ctrl+Tabキーの組み合わせを使用すると次の利用可能なプラグインに移動し、Shift+Ctrl+Tabキーの組み合わ
せを使用すると最後のプラグインに移動します。
タブバーの下には、それぞれのプラグインのユーザインターフェースが表示されます。

参照
ファイルブラウザの操作については、「データソース(マイコンピュータ)」、「ファイルブラウザ(バージョン6.3)」、「データ
ソース」の各章で詳細に説明します。 ***   ***
参照
ファイルブラウザの使用については、「データソース(マイコンピュータ)」、「ファイルブラウザ(バージョン6.3)」、「データ
ソース」の各章で詳細に説明します。 *** *** ***
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3.7  クイックアクセスツールバー

クイックアクセスツールバーは、ツールウィンドウが有効かどうかに関係なく、常に表示されています。

メニュー機能の上で右クリックすると、以下のコンテキストメニューが開きます。

機能の追加(1)
マウスの右ボタンを使って、クイックアクセスツールバーにすべてのメニュー機能を追加できます。

マルチファンクションバーの最小化(3)
マルチファンクションバーが最小化されます。右側の矢印を使って開くことができます。

クイックアクセスバーのリセット(4)
クイックアクセスバーは基本的な機能にリセットできます。右クリックで以前に追加した機能がすべて削除されま
す。
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3.8  マウスとショートカットキー
3.8.1  imc FAMOSメインウィンドウ(変数リスト、関数リスト、..)

imc FAMOS 7.0
以降

説明 imc FAMOS
6.3以前

CTRL + TAB Document-Selector -
SHIFT + TAB 次/前のコンポーネントボックス(エディタボックスは除く)を有効にします SHIFT + TAB
CTRL + PageUp/
PageDown

変数リスト、関数リスト、ブラウザウィンドウ、およびパネルのアクティブなページを変
更します

CTRL + Tab

F2 ブラウザウィンドウと最後に使用したシーケンス/パネルウィンドウを切り替えます -
SHIFT+F2 測定値ファイルダイアログをロードします F2
F3 選択されている変数をまとめて保存します SHIFT+F3
SHIFT + F3 選択されている変数を個々に保存します F3
F4 選択されている変数をまとめて表示します SHIFT+F4
SHIFT + F4 選択されている変数を個々に表示します F4
F5 選択されている変数のプロパティ F5
F6 Data Editorで選択されている変数 (空のまま!) F10
SHIFT + F6 Data Editorを呼び出します -
(ALT+F1) CTRL+F1
F7 シーケンスを実行します F7
CTRL + F7 シーケンスを実行します(デバッグ) CTRL + F7
SHIFT + F7 シーケンスを再開します SHIFT + F7
F8 Project-Explorerを呼び出します -
F9 単一シーケンスプロシージャ F9
SHIFT + F9 単一シーケンスプロシージャ(サブシーケンス) SHIFT + F9
F10 アクセスキー情報を有効/無効にします(ALTも同じ機能を果たします) -
F11 カーブ構成をロードします F11
CTRL + O シーケンス/パネル/文書をロードします CTRL + O
CTRL + S シーケンス/パネルを保存します CTRL + S 
CTRL + N 新しいシーケンス/パネル/文書 CTRL + N 
CTRL + SHIFT + Sシーケンス/パネルを名前を付けて保存します -
CTRL + D パネル設計モードにシフトします CTRL + D
- アクティブウィンドウの通常状態と最大化状態を切り替えます。 CTRL+ F9
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3.8.2  変数リスト
変数名をダブルクリック
変数名がアクティブな入力ボックスにコピーされます。
マウスを右クリック
コンテキストメニュー
マウスで複数選択
まだ選択されていない項目をクリックし、マウスボタンを押したまま、マウスカーソルを使って目的の範囲をブラシ選
択します。または: CTRLキーを押したまま、目的の項目をひとつずつクリックします。
変数リストからドラッグアンドドロップ
変数リストの項目を移動
入力ボックスへ: 変数名が入力されます。
ファンクションボタンへ: Formula Assistantが起動されます。
Data-Editorの列ヘッダへ: この列から順に変数が入力されます。
カーブウィンドウへ: 選択した変数を表示します。
レポートジェネレータへ: 新しいレポートオブジェクトを作成、または既存のオブジェクトを更新します。
変数リストにドラッグアンドドロップ
他のimcアプリケーションのカーブウィンドウから変数リストへ: imc FAMOSで変数が作成されます。
DELキー
選択した変数を削除します([オプション/変数リスト]で有効になっている場合)。
参考
 「変数リスト」の章

3.8.3  関数ボックス
関数名をダブルクリック、またはENTERキー、またはエディタボックスにドラッグアンドドロップ
パラメータマスクの関数名が入力されます(または、お気に入り項目の場合は、適宜実行されます)
SHIFTキー+関数名をダブルクリック、またはSHIFT+ ENTERキー
Formula Assistantの呼び出し
関数をクリック
関数のヘルプを表示
CTRLキー+ダブルクリック、またはCTRLキー+ ENTERキー
お気に入りを定義するための[お気に入り]ダイアログのみ
マウスを右クリック
コンテキストメニュー
お気に入りリスト内でドラッグアンドドロップ
お気に入りの並べ替え
関数項目でドラッグアンドドロップ
カーブウィンドウ、Data-Editor、または変数リストから: Formula-Assistantの呼び出し
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3.8.4  エディタボックス
エディタボックスにドラッグアンドドロップ
変数名(変数リストから)および関数名(関数ボックス)を挿入します。
SHIFT+ F1
カーソル位置が関数名にある場合、Formula Assistantが呼び出されます。
関数名をクリック
関数のクイックヘルプを[ヘルプ]ウィンドウに表示します。[エクストラ] > [オプション] > [エディタ構文-ヘルプ]の[自動
的に表示]が無効な場合は、ALT+F1を使用してください。
入力領域でマウスを右クリック
編集コマンドのコンテキストメニュー
行をダブルクリック、またはALT+ENTERキー
この行がアクティブな行になります。
CTRL + ENTERキー
カーソルがある行がアクティブな行になり、直ちに実行されます。
[実行]ボタン(黄色の矢印)でマウスを左クリック
アクティブなコマンド行が実行されます。
INSキー
[挿入]モードと[上書き]モードを切り替えます。

3.8.5  Data Editor
列ヘッダをダブルクリック
表示する変数を選択するためのダイアログ。
列ヘッダにドラッグアンドドロップ
変数リストまたはカーブウィンドウから: この列以降の変数を表示します。
列ヘッダからドラッグアンドドロップ
カーブウィンドウへ: 変数を表示します。
ファンクションボタンへ: Formula Assistantを呼び出します。
レポートジェネレータへ: 行の内容で、新しいレポートオブジェクトを作成するか、または既存のオブジェクトを更新
します。
スプレッドシートからレポートジェネレータへドラッグアンドドロップ
CTRLキーを押したまま、選択したものをマウスでクリックすることでトリガされます。選択したものの内容で、新しい
レポートオブジェクトを作成するか、または既存のオブジェクトを更新します。
マウスを右クリック
コンテキストメニュー。内容はマウスの位置(テーブルのヘッダか本文か)によって決まります。
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3.8.6  データソース/File Browser (6.3)
マウスを右クリック
コンテキストメニュー
ファイルリストのファイル項目をダブルクリック
「Selected for loading」ファイルステータスに切り替えます。
フォルダリストのフォルダ項目をダブルクリック
サブフォルダを展開/折りたたみます。

3.8.7  カーブウィンドウ
軸をダブルクリック
軸スケーリングのダイアログを開きます。
カーブウィンドウでマウスを右クリック
[カーブウィンドウに波形の追加]などのコンテキストメニューを呼び出します。
色設定ダイアログでマウスを右クリック
[色設定をファイルに保存/ファイルからロード]などのコンテキストメニューを呼び出します。
軸スケーリングダイアログでマウスを右クリック
軸スケーリングの大きさ(10の指数)を設定するためのコンテキストメニュー。
カーブウィンドウにドラッグアンドドロップ
imc FAMOSメインウィンドウの変数リストから、Data Editorの列ヘッダから、または別のカーブウィンドウからの変数
: マウスボタンを離したときのカーソル位置に応じて、変数が表示されます。
カーブウィンドウからドラッグアンドドロップ
別のカーブウィンドウへ: カーブがこのウィンドウにも表示されます。
同じカーブウィンドウへ: カーブの位置(座標系および軸を基準とした相対位置)が変わります。
imc FAMOSメインウィンドウの変数リストへ: 変数がimc FAMOSに存在しない場合は、作成されます。
Data-Editorの列ヘッダへ: 変数がimc FAMOSにすでに存在する場合、選択した列に表示されます。
レポートジェネレータへ: ウィンドウの内容で、新しいレポートオブジェクトを作成するか、または既存のオブジェクト
を更新します。
スクロールリンクの縦線
この線をマウスでグラブして、ウィンドウ内を移動させることができます。
測定カーソルの移動
測定値ウィンドウを開いている状態で、マウスの左右のボタンを押しまま、それぞれの方向に測定カーソルを移動
させることができます。
測定カーソルの配置
測定値ウィンドウを開いている状態で、SHIFTキーを押したままマウスをクリックすることで、マウスカーソルの位置に
測定カーソルを設定できます。

3.8.8  レポートジェネレータ
オブジェクトをダブルクリック
オブジェクトを変更するためのダイアログを呼び出します。カーブオブジェクトの場合、ALTキーを同時に押す必要
があります。
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マウスを右クリック
コンテキストメニュー。内容はマウスの位置によって決まります。
レポートジェネレータへドラッグアンドドロップ
imc FAMOS変数リスト、Data-Editor、またはカーブウィンドウから: 新しいレポートオブジェクトを作成するか、また
は既存のオブジェクトを更新します。

3.8.9  Windows Explorerとのやり取り
imc測定データファイル( *.dat、*.raw )をロードおよび表示する
· 所定の拡張子のファイルをダブルクリックします
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[開く]を選択します
測定データファイル( *.*)をロードする
· ドラッグアンドドロップ操作でファイルをimc FAMOS変数リストに移動します現在設定されているファイルフォー
マットでファイルがimc FAMOSにロードされます。
プロジェクトファイル( *.FamosPrj)を開く
· 拡張子が*.FamosPrjまたは*.FamosPrjXのファイルをダブルクリックします
パネルファイル( *.panel)を開く
· 所定の拡張子のファイルをダブルクリックします
レポートジェネレータファイル( *.drb)を開く
· 所定の拡張子のファイルをダブルクリックします
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[開く]を選択します
· ドラッグアンドドロップ操作でファイルを[レポートジェネレータ]ウィンドウに移動します
レポートジェネレータファイル( *.drb)を出力する
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[印刷]を選択します
シーケンスファイル( *.seq)を開く
· ドラッグアンドドロップ操作でファイルをエディタボックスに移動します
メモ帳でシーケンスファイル( *.seq)を表示する
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[開く]を選択します
シーケンスファイル( *.seq)を出力する
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[印刷]を選択します
シーケンスファイル( *.seq)を実行する
· 目的のファイル+エクスプローラのコンテキストメニューのメニュー項目[実行]を選択します
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3.9  [ファイル]メニュー
以下に、imc FAMOSメインメニューのコマンドについて簡単に説明します。ほとんどのメニュー項目については、本
書の該当する章で詳しく説明しています。
[ファイル]メニューには、データプロジェクトやパネルなどを開いたり保存したりする、一般的な機能が含まれます。

3.9.1  保存/名前を付けて保存
[保存]と[名前を付けて保存...]の2つのメニュー項目は、アクティブな要素に適用されます。
パネルがエディタでアクティブな場合、パネルを保存するためのダイアログが表示されます。また、シーケンス、ダイア
ログ、レポートについても、それぞれを保存するためのダイアログが表示されます。
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3.9.2  印刷
シーケンスやパネルなど、印刷するオブジェクトがある場合のみ、以下に示すボタンが表示されます。
エディタウィンドウの内容(通常はシーケンスのソースコードテキスト)またはパネルのいずれかを印刷するオプション
があります。

右側にはプレビューが表示され、現在の設定が適用された、完了済みの出力がどのように表示されるかを表し
ます。出力の外観は、紙フォーマット、設定するフォント、余白、方向、ヘッダおよびフッタの設定による影響を主
に受けます。
ここでは、出力のそれぞれのページを1つずつ表示して、フォーマットを確認できます。結果に納得したら、[印刷]
ボタンで出力を直接開始できます。  
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3.9.2.1  プリント(オプション)
プリント(オプション)を使用すれば、使用するプリンタ、プリントアウトするページ範囲、プリントするコピー枚数な
どの選択を行うことができます。

ダイアログ ページ設定:  

[プロパティ]ボタンを使用して、追加のダイアログにアクセスできます。ここで、プリンタの多くのオプションを設定で
きます。このダイアログはプリンタのメーカが提供するものであり、その外観および機能は、使用されている個々の
プリンタによって異なります。
[OK]ボタンを押すと、ダイアログが閉じ、プリントアウトが開始します。

3.9.2.2  ページ設定
[ページ設定]/[設定]で、シーケンスのプリントアウトに対応するページパラメータを設定できます。ヘッダとフッタを
作成するよう指定し、さらに方向とマージンを指定できます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50102_image1369.png"
scale="100.00%" styleclass="Image Caption"

ページ設定style="background-color:transparent;"> 
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ヘッダ/フッタ
ヘッダとフッタに任意のテキストを入力します。ヘッダとフッタは、それぞれ実際のテキスト本文から水平線で分離
されます。ヘッダとフッタはどちらも左揃えになります。
永続的なテキストとともに、プレースホルダも設定できます(プリントアウト時に満たされます)。以下のプレースホル
ダが定義されています。

&f シーケンスファイル名(完全パス)

&p 現在のページ番号

&t 現在のシステム時刻

&d 現在のシステム日付

&tf ファイル変更時間

&df ファイル変更日

方向
横長か縦長のいずれかの形式を選択します。

余白
ここで任意の余白サイズを入力します。ファイルをプリントアウトすると、指定した余白には何も印刷されません。
メニュー項目[印刷プレビュー]を使用して、このダイアログでのコントロールの効果をプリントアウトの前に確認でき
ます。

3.9.3  [開く]
[データ]

1つまたは複数のデータセットがファイルからロードされ、ファイルに含まれるデータセットが変数リストに示
されます。
参考
「ファイル管理」の章、「ファイルをロード」

[プロジェクト]
Project Explorerを開きます。
参考
「Project Explorer」の章

[パネル]
使用可能なパネルをロードするための選択ダイアログを開きます。
参考
「パネル」の章
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[シーケンス]
ファイルを選択するためのダイアログを開き、選択されているシーケンスまたはダイアログのファイルをロー
ドして、エディタボックスに表示します。
参考
「シーケンス」の章

[ダイアログ]
ファイルを選択するためのダイアログを開き、選択されているダイアログのファイルをロードして、Dialog
Editorに表示します。
参考
「ファイル管理」の章、「ユーザ定義のダイアログ」

[レポート]
ファイルを選択するためのダイアログを開き、選択されているレポートテンプレートをロードして、レポート
ジェネレータに表示します。
参考
「レポートジェネレータ」の章

[カーブウィンドウ]
ファイルを選択するためのダイアログを開き、選択されているカーブウィンドウ構成をロードして、カーブ
ウィンドウを表示します。カーブウィンドウで既存の変数が使用されている場合、その変数が直ちに表
示されます。
参考
 「カーブウィンドウ」の章

3.9.4  新規
[プロジェクトの作成]

Project Explorerを開きます。
参考
「Project Explorer」の章

[新規シーケンス]
シーケンスの新しいタブがエディタに作成されます。
参考
「シーケンス」の章

[新規ダイアログ]
Dialog-Editorを起動します。
参考
「ファイル管理」の章、「ユーザ定義のダイアログ」



94 ユーザインターフェース

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

[新規パネル]
新しいパネルを作成します。たとえば特定のパーティショニングのレポートページまたはダイアログを作成
する場合は、右側の標準的なテンプレートを使用します。
参考
「パネル」の章

[新規レポート]
レポートジェネレータを起動します。
参考
「レポートジェネレータ」章

3.9.5  ヘルプ

サポート
ヘルプトピック

このメニュー項目を選択するか、ファンクションキーのF1を押すと、統合オンラインヘルプが呼び出されます。
利用可能なヘルプトピックの概要が表示されます。

検索...
統合オンラインヘルプが呼び出され、検索トピックを入力するダイアログが起動します。

最初のステップ
開始に関する情報および新機能に関する注釈

お問い合わせ

電子メールクライアントが起動します。imcホットラインへの問い合わせの送信に使用します。

ホームページ

imcのWebサイトが開きます。ここでは、imc FAMOSおよびその他すべてのimc製品に関する現在の情報
を入手できます。

ツール

更新の確認

imcライセンスマネージャの[更新]ページが開きます。ここで、現在のバージョンを直接検索してインストール
できます。

情報
ページの右側で、現在使用中のプログラムバージョンおよびimc FAMOSのライセンスに関する情報を入手できま
す。
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3.9.6  再起動
変数リストが空になります。つまり、すべての変数が削除されます。開いているすべてのシーケンスが閉じられま
す。ファイルをロードするためのディレクトリおよびファイルを保存するためのディレクトリはデフォルトの設定にリセッ
トされます。この機能はimc FAMOSを一度終了した後、再起動するのと同じです。

3.9.7  終了
imc FAMOSを終了します。システムメニューを使用するか、ALT+F4キーの組み合わせにより、imc FAMOSを終了
することもできます。変数を変更した場合や、シーケンスを保存していない場合は、注意を促すメッセージが表
示されます。
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3.10  [変数]メニュー

このメニューには、変数のさまざまな編集方法が含まれています。これらのコマンドの中には、変数リストのコンテ
キストメニューから利用できるものもあります。

ファイル
ロード

最近ロードされたファイルの一覧が含まれるサブメニューです。項目を選択すると、対応するファイルが再
度ロードされます。
参照
章「ファイル管理」、「ファイルのロード」***

一括保存
変数リストで選択した変数が1つのファイルにまとめて保存されます。
参照
章「ファイル管理」、「ファイルの保存」***

個別に保存
変数リストで選択した変数が1つのファイルにそれぞれ保存されます。
参照
章「ファイル管理」、「ファイルの保存」***

表示
まとめて表示

変数リストで選択した変数が1つのカーブウィンドウにグラフィック表示されます。
参照
章「変数」、セクション「変数の表示」***

プロパティ
ダイアログボックスが複数のファイルカードのスタックとして表示され、ここに、変数リスト内で選択した変
数に関する情報が表示されます。
参照
章「変数」、セクション「特性の表示および変更」***

個別に表示
変数リストで選択した変数が1つのカーブウィンドウにそれぞれグラフィック表示されます。

データエディタ
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imc FAMOSデータエディタを呼び出します。表形式の表示、チャンネルおよびデータセットの処理に使用
します。
参照
章「データエディタ」***

編集
削除

変数リストで選択した変数が削除されます。関連するオプションがダイアログ[オプション]/[変数リスト]に
設定されている場合、Deleteキーも使用できます。

グループ
変数リストで選択した変数が1つのデータグループに組み込まれます。
参照
章「変数」、セクション「変数のグループ/グループ解除(データグループ)」***

グループ解除
変数リストで選択したデータグループが消滅し、グループに以前含まれていたチャンネルが独立した変
数としてリスト内に再表示されます。チャンネルに対応するグループでなく、単一のチャンネルを選択する
と、このチャンネルのみがグループから解放され、グループ自体はそのまま残ります。
参照
章「変数」、セクション「変数のグループ/グループ解除(データグループ)」***

永続化
組み込みのファイルブラウザを操作する場合、「一時的」というプロパティを
持つ変数を作成できます。これらは、変数リスト内に特別な記号で示さ
れます。

このような変数は、状況によっては(ファイルブラウザ内の現在のフォルダに変更がある場合など)自動的
に削除されます。
このメニュー項目は、選択した変数に一時的なものがない場合は表示されません。
参照
章「変数」、章「ファイルブラウザ」***

その他
再生

変数リストで選択した変数が、コンピュータのオーディオシステムによるサウンドとして出力されます。
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3.11  [プロジェクト]メニュー

このマルチファンクションバーは、プロジェクトがロードされた後にのみ表示されます。ここでは、imc FAMOSプロジェ
クトの作成および管理に使用する、さまざまな関数を利用できます。
参照
章「プロジェクト管理」***

[ファイル]
プロジェクトエクスプローラ

プロジェクトエクスプローラを起動します。プロジェクトエクスプローラは、imc FAMOSプロジェクト管理の中心
です。ここで、プロジェクトを作成し、開き、実行し、削除することができます。
シンボル下の三角形をクリックすると、最新の10個のプロジェクトが一覧表示されます。

[保存]
保存/  名前を付けて保存...

現在の名前または新しい名前でそれぞれ、現在のプロジェクトのすべての設定を保存します。

パック...
パックアンドゴー: プロジェクトは、転送可能な方法で保存されます。すべてのプロジェクトファイルが
ProjectName..FamosPrjXという1つのファイルにまとめられます。ファイルは、別のコンピュータに転送し、そ
こでプロジェクトとして保存できます。
プロジェクトアーカイブの特性: プロジェクトは一時フォルダにアンパックされ、この一時フォルダはimc FAMOS
が終了すると自動的に削除されます。これは、プロジェクトが「読み取り専用」の場合に便利です。パック
したプロジェクトを永続的に保存および変更する場合は、[名前を付けて保存..]を使用して、対象のコン
ピュータに保存する必要があります。

その他
実行

現在開いているプロジェクトの実行を開始します。

プロパティ
表示されるダイアログで、どの追加設定が現在のプロジェクトに属するかを指定できます。
参照
章「プロジェクト」:「プロジェクトプロパティ」***

閉じる
現在開いているプロジェクトが閉じます。
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3.12  [その他]メニュー

このメニューには、特殊な作業スペースの作成、imc FAMOS拡張機能の開始、およびimc FAMOSの[オプション]
ダイアログを呼び出すコマンドが含まれます。

ツール
データエディタ 

imc FAMOSデータエディタを呼び出します。表形式の表示、チャンネルおよびデータセットの処理に使用し
ます。
参照
章「データエディタ」***

ダイアログエディタ
imc FAMOSダイアログエディタを呼び出します。ユーザ定義のダイアログの作成および編集に使用します。
参照
章「ユーザ定義のダイアログ」***

レポートジェネレータ
このメニュー項目を使用して、imcレポートジェネレータを呼び出します。テキストおよびグラフィックから必要
に応じたドキュメントを作成し、測定結果をプリントできます。
参照
レポートジェネレータのドキュメント ***

ファイルアシスタント
imcファイルアシスタントを呼び出します。測定データはさまざまなフォーマットで保存されるため、特殊な
ファイルフォーマットを解析プログラムに読み込むのは、データを評価するうえで最も重要な問題です。imc
ファイルアシスタントを使用すれば、独自のファイルフォーマットを設計できます。作成されるフォーマット設
計ファイルを使用すると、imc FAMOSでは標準的なフォーマットのデータと同じくらい簡単にデータを読み
込むことができます。
参照
マニュアル「imc Shared Components」、章「ファイルアシスタント」***

DDE
imc FAMOSからDDE (Dynamic Data Exchange)を介して他のアプリケーションを制御するダイアログが表
示されます。コマンドは他のアプリケーションに送信され、データも転送される場合があります。
参照
章「DDEインターフェース」***
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セッション
現在のセッションを保存

アクティブなimc FAMOSセッションの現在の状態を保存します。この状態には、変数リストの内容、開いて
いるカーブウィンドウとシーケンス、各種imc FAMOSウィンドウのレイアウトおよび入力ボックスの内容などが
あります。

最後のセッションをロード
コマンド[現在のセッションを保存]と対を成すコマンドです。保存された最後のセッションが復元されます。

オプション
オプション

imc FAMOSの[オプション]ダイアログを呼び出します。このダイアログは、カテゴリで整理されたimc
FAMOSの事前設定をすべてコンパイルします。
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3.13  [ビュー]メニュー

このメニューには、imc FAMOSの外観に作用するコマンドが含まれます。
imc FAMOSのユーザインターフェースは、お客様の作業方法に合わせて変更できます。作成した「ビュー」または
「レイアウト」は、保存して後から復元できます。
参照
章「ユーザインターフェースのカスタマイズ」***

レイアウト
デフォルトに戻る 

デフォルトのレイアウトを復元します。
標準
[プラグイン]ウィンドウが最小化され、他のすべてのボックスが表示されます。
変数リスト | ファイルブラウザ
変数リストおよび[プラグイン]ボックスを除き、他のすべてのボックスが最小化されます。[プラグイン]ボックス
では、ファイルブラウザが有効になります。この配置は、前バージョンのimc FAMOSの「ファイルウィンドウモー
ド」に対応しています。
[プラグイン]ボックスなし
[プラグイン]ボックスが非表示になり、他のすべてのボックスが表示されます。
(ユーザ定義)
最大3つのユーザ定義レイアウト(メニュー項目[レイアウトの保存]を使用して以前に保存されたもの)で
す。

レイアウトのロード
以前に保存したレイアウトをロードします。

レイアウトの保存
現在のユーザインターフェースを保存します。

レイアウトの削除
レイアウトを削除できます。
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ツールウィンドウ
選択ボックス内のツールウィンドウは
すべて、表示または非表示にできま
す。

カーブウィンドウ
構成をロード

ここで、以前にカーブウィンドウのメニュー項目[名前を付けて保存...]を使用して保存しておいたカーブ構
成をロードできます。保存された設定に従って、カーブウィンドウが作成されます。カーブウィンドウ保存時
に表示されるデータセットは、グラフまたは関連データ内のプロットではなく構成内の名前で単純に記録さ
れます。その名前を持つデータセットが構成のロード時に存在する場合、自動的に直ちに表示されま
す。このような変数のみが後から作成される場合(たとえば、式の結果として、あるいはファイルのロードに
よって)、これもカーブウィンドウに自動的に表示されます。
参照
ユーザマニュアル「カーブウィンドウ」

カーブウィンドウリスト
存在するすべてのカーブウィンドウのリストが開きま
す。このようなメニュー項目を選択すると、該当する
カーブウィンドウがアクティブになり、最前面に配置さ
れます。

すべて閉じる!
現在開いている、またはimc FAMOSによって作成されたカーブウィンドウが、すべて閉じます。
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すべて最適化!
カーブ構成のロード時、またはその後のデータセットの削除により、データセットのないカーブウィンドウが表
示される可能性があります。つまり、カーブウィンドウを使用すると、imc FAMOSで現在利用できないデー
タセットが表示されます。カーブウィンドウは、これらのデータセットの名前を記憶し、生成後すぐに自動的
に表示できるようにします。
このメニュー項目を使用すると、現在使用されていない項目がすべてカーブウィンドウから削除されます。
カーブウィンドウ内の空の軸および座標系がすべて削除されるか、空のカーブウィンドウがすべて閉じます。

クイックビューウィンドウ
変数リストで選択した変数が、カーブウィンドウにグラフィック表示されます。変数リストでの選択内容が
変わると、クイックビューウィンドウも更新され、現在選択されている変数が表示されます。これにより、
個々の変数をグラフ上にプロットした概要を、迅速かつ容易に取得できます。
参照
章「変数」、セクション「表示変数」

スキン
imc FAMOSのユーザ
インターフェースをさま
ざまな色で表示しま
す。

その他
クイックアクセスツールバーのリセット

クイックアクセスバーは基本的な機能にリセットできます。右クリックで追加した機能がすべて削除されま
す。
参照
章「クイックアクセスツールバー」***
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3.14  「実行」メニュー(シーケンス)
エディタを選択(入力、シーケンス、パネルコード)すると、マルチファンクションバーの[実行]が表示されます。

このメニューには、シーケンスの管理、編集、および実行に使用するコマンドがあります。すべてのコマンドについ
て、本章のセクション「エディタボックス」、または「シーケンス」の章で詳しく説明しています。
シーケンスは、ユーザが定義したダイアログのコンポーネント(「イベントシーケンス」)にもなります。コマンドの中に
は、現在表示されているシーケンスではなく、ダイアログ全体を参照するものもあります。***イベントシーケンス
編集の詳細については、「ユーザ定義のダイアログ」の章を参照してください。
これらのコマンドはすべて、エディタボックスの2つのコンテキストメニュー(タイトルバーを右クリックまたは入力エリアを
右クリック)からも利用できます。また、エディタボックスのツールバーに表示されるコマンドもあります。

実行
実行

現在エディタボックス内にあるシーケンスまたはダイアログが、完全に実行されます。

コマンドラインの実行
現在のシーケンスにある現在のコマンドラインが実行されます。
参照
章「アクティブ行」***

開始(デバッグ)
現在エディタボックス内にあるシーケンスまたはダイアログが完全に実行され、設定されているブレークポイン
トが確認されます。

続行
シーケンスの実行が現在位置(アクティブなコマンドライン)から続行されます。設定されているブレークポイ
ントが確認されます。

シングルステップ
アクティブなシーケンスのアクティブなコマンド行が実行され、次の行がアクティブになります。

サブシーケンスにおけるシングルステップ
アクティブなシーケンスのアクティブな行が実行され、次の行がアクティブになります。現在のコマンドがサブシ
ーケンスに対するコール(SEQUENCEコマンド)の場合、サブシーケンスがロード、表示され、最初の行がアク
ティブになります。
現在のコマンドがダイアログコール(DIALOG関数)の場合、ダイアログが起動し、最初のイベントシーケンス
の最初の行が実行される前に中断します。
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ステータス
シーケンス実行の進行の現在位置がサブシーケンス
内にある場合、さまざまな情報がここに表示されま
す。たとえば、渡されたパラメータや、該当する場合
はシーケンス実行数(ワイルドカードパラメータによって
シーケンスが呼び出された場合)に関する情報など
です。

アクティブ行の設定
カーソルが点滅している行をアクティブに設定します。
参照
章「アクティブ行」***

ブレークポイント
ブレークポイントのオン/オフ

カーソルが点滅しているコードの行に、ブレークポイントを設定します。
参照
章「シーケンス」、「ブレークポイント」***

すべてを削除
現在のシーケンスにあるすべてのブレークポイントを削除します。
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3.15  [ページ]メニュー
パネルが現在選択されていると、以下の機能が表示されます。

[ページのエクスポート]
[エクスポート]

選択したパネルページのエクスポート。また、ファイルに拡張子「*.panel」が割り当てられます。

[PDFとしてエクスポート]
ロードされたパネルページがPDFフォーマットでエクスポートされます。このため、imc FAMOSにはPDFドライバ
が付属で提供されています。

[グラフィックとしてエクスポート]
各種グラフィックフォーマット(PNG、BMP、JPG)でパネルページを保存します。

[グラフィックをクリップボードへ]
パネルをスクリーンショットとしてクリップボードにコピーします。このためには、設計モードが無効である必要
があります。

 

3.16  [編集]メニュー(シーケンス)
マルチファンクションバー[編集]に表示される機能は、エディタを選択しているのか、パネルページを選択している
のかに応じて異なります。エディタ(入力、シーケンス、パネルコード)を選択している場合は、以下の機能が表示
されます。

エディタでテキストを編集するためのコマンドが並んでいます。
参考
「The Editor window」の章
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[全般]
[コピー]

エディタボックスで強調表示されているテキストをクリップボードにコピーします。

[貼り付け]
クリップボードの内容をエディタボックスのカーソル位置に挿入します。

 [切り取り]
エディタボックスで強調表示されているテキストを切り取り、クリップボードに入れます。

[元に戻す]
エディタボックスを直前のアクションの効果に戻します。

[取り消し]
直前の[元に戻す]コマンドを実行する前の状態に戻します。

[検索]
[検索]

現在の入力ボックスで特定のテキストの検索を実行します。

[置換]
現在の入力ボックスで特定のテキストの検索を実行して、指定したテキストが検出されたすべてのインスタ
ンスを置換します。

[再検索]
直前のテキスト検索を繰り返します。

[フォーマット]
[自動フォーマット]

表示されているシーケンスの自動フォーマットを行います。つまり、行のインデントが自動的に設定されま
す。インデントは、シーケンスの手続き構造の論理に基づきます。

[ブロックのコメントアウト] (CTRL+K)
現在選択されている行がコメントアウトされます。コメントであることを示すために、それぞれの行の前にセミ
コロンが設定されます。

[ブロックのコメント解除] (CTRL+U)
現在選択されている行のコメントステータスがキャンセルされます。それぞれの行の前のセミコロンが消去さ
れます。 
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[その他]
[Dialog-Editor]

表示されているシーケンスを自動フォーマットします。つまり、個々の行のインデントが、シーケンスの論理
構造に基づき設定されます。

[ブ ッ ク マ ー ク ]

[ブックマークを設定...]: 現在カーソルが置かれているコマンド行にブックマ
ークを設定します。
[ブックマークに移動]: 現在のシーケンスで特定のブックマークを検索しま
す。
[次のブックマークへ]: 次のブックマークに移動します。現在カーソルが置
かれている行から検索が開始されます。
[前のブックマークへ]: 前のブックマークに移動します。現在カーソルが置
かれている行から検索が開始されます。
[すべてのブックマークを削除]: 現在のシーケンスからすべてのブックマーク
が削除されます。
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3.17  [編集]メニュー(パネル)
マルチファンクションバー[編集]に表示される機能は、エディタを選択しているのか、パネルページを選択している
のかに応じて異なります。設計モードでパネルを選択している場合は、以下の機能が表示されます。

参考
「パネル」の章

[全般]
[設計モードの終了]

設計モードを終了して、パネルを実行します。

[ウィジェットの挿入] >
ウィジェットを追加します。 こちら と以下のページを参照してください。

[元に戻す]、[コピー]、[貼り付け]、[切り取り]
パネル内でウィジェットを切り取り、コピー、および貼り付けるための機能。

[ページ]
[新しいページの挿入] >

選択したパネルに新しいページを追加します。こちらも参照してください。 ***

[インポート]
以前にエクスポートしたパネルページをインポートします。こちらも参照してください。 ***

[削除]
現在のパネルページを削除します。

[ページの設定]
出力の設定。



110 ユーザインターフェース

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

[ウィジェットの配置]
[アラインメント] > ([上にアラインメント]、[左にアラインメント]...)

選択したすべてのウィジェットをアラインメントします。CTRLキーを押したまま、アラインメントするウィジェット
を順番にすべて選択します。

[ドッキング] > ([フリー]、[左]、[右]...)
この機能は、ダイアログがタイル表示されている場合に限り有効です。ウィジェットを永続的にセクションに
ドッキングできます。

[レイヤ] > ([フォアグラウンドへ]、[バックグラウンドへ])
オーバーラップするウィジェットをフォアグラウンドまたはバックグラウンドに配置できます。これにより、たとえば
ボタンの上にフレームが配置され、ボタンにアクセスできない場合、このフレームをバックグラウンドに配置で
きます。 

[グリッド]
[ビュー]

ドットとしてグリッドを表示します。

[グリッドにアラインメント]
ウィジェットを作成または移動する際、グリッドにスナップします。

[グリッドに再アラインメント]
続けてすべてのウィジェットをアラインメントします。
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3.18  [お気に入り]の管理
3.18.1  概要
利用可能な関数およびコマンドが、インデックスカード[標準]、[キット]、[DLL]の関数リストに表示されます。ユー
ザは、インデックスカード[お気に入り]の下にお気に入りリストをコンパイルすることもできます。ここには、頻繁に使
用する関数、式、シーケンスコール、およびプロジェクトを保存できるため、すばやいアクセスが可能になります。す
ぐに使える完成した式と、式マスクの両方を保存できます。式マスクでは、現在適用可能なパラメータのみを入
力する必要があります。
お気に入りリストは、任意の階層構造に整理できます。
「お気に入り」の項目には、以下の特徴的なプロパティがあります。
· タイトル: この名前でお気に入りが一覧表示されます。
· タイプ: これは、式または命令、プロジェクトのいずれかになります。タイプが式または命令の場合、実際の命
令テキストを指定する必要があります。たとえば、部分的または全体的に完成したパラメータリスト、完成し
た式、または命令が付属する関数コールになります。タイプがプロジェクトの場合、プロジェクトのフォルダパスを
指定する必要があります。

· 「実行」プロパティ: このプロパティで、お気に入りを選択したときの動作を設定します。
「命令」タイプ: このオプションが無効な場合、命令テキストは単純にエディタボックスにコピーされます(「標準」
関数リストからの組み込み関数の選択と同様です)。このケースに該当するのは、命令テキストに関数コール
が含まれており、その関数コールを現在のパラメータ指定によって完了する必要がある場合などです。逆に、こ
のオプションが有効な場合、命令は直ちに実行されます。これは、必然的に、お気に入りが完成した式また
は命令である場合に有効となります。このオプションをうまく応用すれば、たとえば、SEQUENCEコマンドを使って
シーケンスを開始できます。

· 「プロジェクト」タイプ: このプロパティを設定すると、プロジェクトは開いた直後に実行されます。
· 簡単な説明: これは、タイトル右側のお気に入りリストに表示されます。
· ヘルプテキスト: 該当する場合、これは、imc FAMOS出力ボックス内に表示されます。

3.18.2  お気に入りの新規作成
新しいお気に入りの項目を保存するには、以下の方法があります。
1. その他のインデックスカード「標準」、「DLL」または「キット」のいずれか1つにある関数をお気に入りのベースと

する場合は、任意の関数を選択したうえで、コンテキストメニューの項目[お気に入りに追加]を選択します。
その後、お気に入りのインデックスカードに切り替えると、選択した項目のコピーがお気に入りリストの末尾に
表示されます。コンテキストメニューの項目[プロパティ]を使用すると、項目を編集できます。

2. 既存のお気に入りを新しいお気に入りのベースとして使用するには、お気に入りリストのコンテキストメニューか
らコマンド[項目の複製]を使用します。お気に入りリストの末尾に新しい項目が表示され、プロパティ編集用
のダイアログが呼び出されます。

3. まったく新しいお気に入りを定義するには、お気に入りリストのコンテキストメニューからコマンド[新規項目]を
選択します。お気に入りを定義するダイアログが表示されます。
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3.18.3  お気に入りのプロパティの設定/変更
項目[新規項目...]または[プロパティ...]をお気に入りリストのコンテキストメニューから選択すると、お気に入りを
定義するダイアログが表示されます。

ダイアログ お気に入りの定義:  

記述名
ここで、お気に入りのタイトルを入力します。この名前でお気に入りリストに表示されます。

実行!
このオプションは、お気に入りリストから(たとえば、項目をダブルクリックして)お気に入りを選択したときの動作を設
定します。

式/命令
このオプションは、お気に入りの項目が式または命令の場合に有効にします。このテキストボックスでは、お気に
入りとリンクするテキストを指定できます。カーソル位置も示されます。後からお気に入りを選択し、割り当てられ
たテキストをアクティブなエディタボックスにコピーすると、たとえば、この位置にカーソルが置かれます。ここでは、更
新されたパラメータ値が準備された式の行に入力されます。
この入力ボックスのコンテキストメニューには、コマンド[現在のオペレーション行を挿入]があります。このコマンド
は、imc FAMOSエディタボックス内のアクティブ行をこのボックスにコピーします。

プロジェクト
このオプションは、お気に入りがロードまたは実行すべきプロジェクトである場合に有効にします。入力ボックスに、
プロジェクトフォルダのパスを入力します。

また、入力ボックスの右にあるボタンを使って、フォルダ選択のダイアログからプロジェクトを選択することができま
す。
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ヘルプテキスト
ここでは、お気に入りに使用するヘルプテキストを設定します。ヘルプテキストは、imc FAMOS出力ウィンドウ内に
表示されます。
この入力ボックスのコンテキストメニューには、コマンド[現在のヘルプテキストを挿入]があります。このコマンド
は、imc FAMOS出力ボックスの現在の内容をこのボックスにコピーします。

削除
お気に入りの項目が完全に削除されます。

3.18.4  お気に入りの整理
お気に入りリストは、任意の階層構造に整理できます。
グループの作成
グループを新規に作成するには、コンテキストメニューからコマンド[新規グループ]を選択します。新しいグループ
項目がリストの末尾に作成され、付属の入力ボックスが開きます。ここにグループの名前を入力し、Enterキーを
押して確定します。
グループ名の変更
任意のグループを選択し、コンテキストメニューからコマンド[プロパティ..]を選択します。付属の入力ボックスが表
示されます。ここで、グループ名を編集できます。
お気に入りリストでの順序/分類
お気に入りリストでの順序/分類を変更するには、ドラッグアンドドロップを使用します。
項目をマウスでクリックし、マウスボタンを押したまま任意の新しい位置にドラッグします。移動中のカーソルは、水
平線、あるいはグループ項目の周囲にあるフレームのような形状になります。
水平線は、ドラッグ中の項目が正確に現在の位置に置かれることを意味しています。
フレームは、マウスボタンから指を離したときにドラッグ中の項目がフレームのあるグループ内に置かれることを意味
しています。
項目の削除
項目を削除するには、削除する項目をリストから選択し、次にコンテキストメニューからコマンド[削除]を選択し
ます。

3.19  ユーザインターフェースのカスタマイズ
3.19.1  概要
バージョン7.0では、imc FAMOSメインウィンドウの各パーツ(変数リスト、関数リスト、エディタボックス、ブラウザな
ど)のレイアウトを自在に変更できます。 *** 個々のウィジェットを完全にアンドックすることも可能であり、たとえ
ば、1台のPCに複数のモニタを接続して有効活用することができます。さらに、個々のボックスのサイズと可視性
も自在に変更できます。このように、ユーザインターフェースを多種多様なタスクに合わせてカスタマイズできます。

たとえば、ファイルブラウザを使用して記録済みデータのストアの概要をすばやく確認すれば、入力や実行に使
用する一般的な操作コントロールは不要になることがあります。表示領域を有効に使うために、関数リスト、エ
ディタボックス、出力ボックスを非表示にすることもできます。一方、シーケンスを入力および試験する場合は、
ファイルブラウザを表示するプラグインウィンドウは必要ない可能性があります。

***永続的に定義されたレイアウト配置に加え、後から必要なときに復元できるように、個人的な「レイアウト」
も保存できます。レイアウトに作用する関数は、すべてマルチファンクションバーの[ビュー]で利用できます。***
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3.19.2  ボックスの非表示
必要ないボックスも完全に非表示にできます。このためには、シンボル[ツールウィンドウ]を[ビュー]メニュー内で選
択します。

ダイアログが表示され、個々のボックスの表示をオン/オフにできます。

すべての組み合わせが可能なわけではありません。メインウィンドウ
の両側で1つ以上のウィンドウが開いている必要があります。
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チュートリアル
4.1  はじめに
本章は、imc FAMOSの一部の主要機能を習熟していただくためものです。基本機能については、本章をお読
みになることで理解していただけます。さらに複雑なタスクの場合は、それぞれ該当する章を参照してください。
チュートリアルでは、ファイルからデータセットをロードする方法および計算式を使用して解析を行う方法について
説明します。また、チャンネルをグラフに表示し、自動シーケンスを作成します。ファイルを迅速にロードしたり、デ
ータファイルを比較したりするためのFile Browserの効率的な使用方法を紹介します。

下記で使用するコマンドの多くは、imc FAMOSメインメニューから、それぞれのコンテキストメニュー(マウスの右ク
リック)から、ツールバーの対応するアイコンから、特定のキーの組み合わせによりなど、複数の方法で呼び出すこ
とができます。こうしたすべてのオプションに慣れていただくために、下記の説明ではそれぞれのオプションを順番に
使用します。最低限でも代替方法として説明します。
下記の説明で知らない用語があった場合は、「ユーザインターフェース」、「付録」、およびMS-Windowsのヘルプ
を参照してください。

注
PCでこのチュートリアルを行うには、最低限imc FAMOS Standardエディションが必要です。
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4.2  imc FAMOSの起動
インストールに成功したら、Windowsのスタートメニューまたはデスクトップに作成されたショートカットにアクセス
し、imc FAMOSを起動します。

メインウィンドウが表示されます。

メインウィンドウ標準FAMOS:</image> <image src="fam1d_03_image167.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption"> (
設定)
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この図と異なるメインウィンドウが表示される場合は、[ビュー]/[デフォルトに戻る]メニューを選択し、デフォルト設
定を復元します。 *** *** 
メニューバーおよびツールバー下のワークスペースは、以下の5つのボックスに分割されます。
· 変数リスト: 現在処理中のチャンネルおよび変数がすべて表示されます。
· 関数リスト: 利用可能な関数とコマンドがすべて表示されます。
· プラグインウィンドウ: 拡張モジュールの個々のユーザインターフェースが表示されます。ファイルブラウザプラグイ

ンが常に利用できるため、測定ファイルにすばやくアクセスできます。デフォルトでは、このウィンドウは最小化さ
れており、つまり、タイトルバーのみが表示された状態です。

· エディタウィンドウ: 個々の操作やシーケンス(マクロ)を入力および実行する場合に使用します。
· 出力ウィンドウ: ヘルプテキスト、エラーメッセージ、および警告が表示されます。
これらのボックスの基本的な配置は固定されています(変数リストは常に左上など)。ただし、ボックスのサイズと
可視性は変更できます。たとえば、2つのボックス間の境界をマウスでつかんで移動したり、対応するボタンを使
用してボックスを最小化または最大化したりできます。

4.3  [ディレクトリ]
******[その他]メニューから項目[オプション]を選択します。表示されるダイアログに、imc FAMOSの動作に影響
のある事前設定がすべて表示されます。これらは、さまざまなセクションに整理され、左にあるリストから選択でき
ます。このリストから、項目[フォルダ]を選択します。ダイアログボックスが表示され、そこでデフォルトフォルダを設
定できます。

デフォルトディレクトリの設定ダイアログ[ ]

選択されたディレクトリを変更する場合は、入力ボックスを使用するか、[参照]ボタンをクリックしてダイアログを呼
び出します。このダイアログでは、既存のディレクトリを検索するか、新しいディレクトリを作成することもできます。
imc FAMOSのインストールが完了し、サンプルファイル用にフォルダ「C:\IMC」を選択したら、以下のようにサブフォ
ルダが表示されます。
"Load data files from:"C:\IMC\DAT
"Save data files:"C:\IMC\DAT
"Sequences:"C:\IMC\SEQ
"Curve configurations:"C:\IMC\CCV
"Reports:"C:\IMC\DRB
"Definition files:"C:\ProgramData\imc\Common\def (depends on system, cannot be edited)
"Projects:"C:\IMC\Projects

不要なディレクトリが入力されている場合は、該当する項目を変更してください。変更を確定するには[OK]をク
リックし、確定しない場合は[キャンセル]をクリックします。
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4.4  ファイルのロード
マルチファンクションバーの[変数]で、メニュー項目[ロード]を選択します。ファイ
ルをロードするためのダイアログが表示されます。フォーマットリストの左下で、
ファイルフォーマット「imc FAMOS」を設定します。データセットのすべての例が
ディレクトリボックスに一覧表示されます。「slope.dat」をダブルクリックするか、
項目を選択して[OK]を押すと、ファイルがロードされます。

ファイルのロード ダイアログ[FAMOS ]

ダイアログボックスが閉じ、ファイルが開きます。変数slopeがリストに表示されます。
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4.5  変数の表示
変数リスト内の項目slopeを1回クリックして選択します。

 ファンクションキーF4を押すか、[変数]メニューから項目[まとめて表示]を選択します。チャンネルを表示
するカーブウィンドウが開きます。変数名がタイトルとなります。

カーブウィンドウに表示した変数「 」slope

カーブウィンドウを移動し、ある程度拡大し、画面の右下隅からずらします。

4.6  ズーム
[編集]メニューから[ズーム]を選択します。マウスカーソルの形が縦型の矢印になります。
マウスの左ボタンを押したまま、選択用の矩形を任意の領域の周囲に引き伸ばします。領域が反転色で表示
されます。

カーブウィンドウにズームしたセクション
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範囲を選択し、マウスから指を離します。選択した範囲が拡大します。

カーブウィンドウにズームした波形

カーブセクションをさらに拡大するには、とにかく処理を繰り返します。最後のアクションの効果を取り消すには、
[戻る]機能を使用します。
参照
カーブウィンドウのドキュメント、セクション「ズーム」

4.7  アンズーム
カーブウィンドウの[編集]メニューで、項目[アンズーム]を選択します。波形全体をもう一度見ることができます。
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4.8  測定
[測定]ウィンドウを開くには、[測定]を選択します。 
2つの測定カーソル(十字線)がカーブウィンドウ内に表示されます。測定カーソルの位置にあるカーブの値が、測
定値ウィンドウに表示されます。
左側の十字線のx値が「xl = ...」で示され、同様に右側の十字線が「xr = ...」で示されます。この2つのx値の差
異が「dx = ...」で示されます(dx = xr - xl)。同様に、「yl」と「yr」によって2つの十字線のy値が表示されます。十
字線を移動するには、マウスの右または左ボタンを押し、十字線を任意の位置にドラッグします。十字線が波
形のパスに追従します。

カーブウィンドウに表示した測定カーソル十字線( )

水平線がカーブのy値を追跡します。
マウスボタンから指を離すとすぐに、測定結果が[測定]ウィンドウに表示されます。左右両方のマウスボタンを押
したまま移動することによって、定数dxに適用可能な測定を得ることができます。「測定」モードを終了するに
は、単純に[測定]ウィンドウを閉じます。
参照
カーブウィンドウのドキュメント、セクション「測定」***

4.9  プロパティ
変数リスト内の項目[SLOPE]が反転色で表示されない場合、その項目をクリックして選択します。 

[変数]メニューで、項目[プロパティ]を選択します(あるいは、ファンクションキーのF5を押すか、ツールバ
ーの該当シンボルをクリックします)。 
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データセット「SLOPE」に関する情報を提供するダイアログボックスが表示されます。情報には、データセットの長さ
(データポイントの数)、サンプリング間隔、単位、コメントなどがあります。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_03_image174.png" scale="100.00%"
プロパティstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

編集できないプロパティは、背景色
(通常は灰色)で表示されます。この
ダイアログを終了するには、[キャンセ
ル]を選択します。

4.10  補間
カーブウィンドウを広範囲に拡大すると、データセット「SLOPE」のプロットが鋸歯状になっていることがわかります。
チャンネルを構成するポイントの数には限りがあります。カーブウィンドウでのグラフィック表示は、データセットのポ
イントを直線でつないでいるだけです。カーブを滑らかにするには、「SLOPE」をベースに、補間を用いて新しいデ
ータセットを生成します。このためには、エディタボックスの新しい行に以下の式を入力します。

これにより、変数Interpolが作成されます。この新しい
変数のポイント密度は、データセットslopeの10倍にな
ります。 

「IPOL」は、このような補間を実行するimc FAMOS関数の名前です。この関数には2つのパラメータとして、補間
対象のデータセット(ここでは「Slope」)および補間係数(ここでは10)があります。 
この計算の結果が、新しく作成した変数「INTERPOL」に割り当てられます。
以下のように、式を入力します。最初に入力するのは、次の文字列です。
"INTERPOL =" 
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ボックスに表示した式

左下の関数ボックスでインデックス[標準]を選択して、
内部の(意味: 永続的に利用可能な)imc FAMOS関
数およびコマンドのリストを表示します。 
ツリー表示を選択し、関数グループ「5> Interpolation,
Approximation」を見つけます。この項目をダブルクリッ
クするか、[+]記号をクリックすると、リストが展開され、
その項目内の関数が表示されます。 

項目IPOLをダブルクリックすると、関数名が、対応するパラメータマスクとともにエディタウィンドウの現在位置にコピ
ーされます。
INTERPOL = IPol(,)
次に、変数リスト内で項目[SLOPE](記号の右側)をダブルクリックします。変数の名前がエディタボックスにコピー
されます。
INTERPOL = IPol(SLOPE,)
コンマと右かっこの間をマウスで1回クリックし、そこに10と入力します。これで式は完成です。

注記
関数は、階層ツリーダイヤグラム(さまざまなグループに細分化された関数付き)または連続するアルファベット順
のリストのいずれかで表示されます。表示スタイルは、交互に切り替えることができます。コンテキストメニュー(関
数リスト上で右クリックすることで呼び出します)のメニュー項目[ツリー表示]および[リスト表示..]を使用します。

これで式をテストできます。入力したばかりの行は、アクティブな式として示す必要があります。このためには、この
行をダブルクリックします。そうすると、行に薄い灰色の陰影が付き、行の左側に小さな矢印ボタンが表示されま
す。

ボタンを使用したコマンドラインの実行

このように、現在のアクティブな行がはっきりとした形で示
され、ボタンをクリックすることで、この行の式が実行されま
す。
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丸で囲んだボタンをクリックして、式を実行します。式の入力に誤りがあった場合は、エラーメッセージが表示され
ます。式を修正してから再度実行してください。
あるいは、Ctrl+Enterキーの組み合わせも使用できます。これにより、入力カーソルのある行がアクティブになり、
実行されます。
式の計算に問題がなければ、項目Interpolが、変数リストに選択された状態で表示されます。ファンクションキ
ーのF4またはツールリストの該当するボタンを使用して、データセットInterpolを表示します。

カーブウィンドウに表示した変数「 」INTERPOL

カーブウィンドウを閉じて、ウィンドウslopeを有効にします。カーブ全体を表示するには、[アンズーム]を選択しま
す。

注記
· 関数名と変数名も、ドラッグアンドドロップでエディタウィンドウに入力できます。「ユーザインターフェース」の章に
あるセクション「変数リスト」および「関数リスト」を参照してください。

· 指定された式を手入力する代わりに、パラメータ設定アシスタントを使用できます。パラメータ設定アシスタント
にアクセスするには、関数リストから関数「IPOL」を選択し、Shift+F1キーを押します。あるいは、関数リストのコ
ンテキストメニューから対応するメニュー項目を選択します。

· 関数リストから関数を選択すると、または入力ボックスで関数名をクリックすると、その関数の簡単な説明(ク
イックヘルプテキスト)が出力ボックスに表示されます。 
参照
章「関数」、セクション「関数アシスタント」***
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4.11  カーブウィンドウ内の2つのチャンネル
2つのカーブをより的確に比較するために、同じカーブウィンドウ内に両方のカーブを表示します。
このために、カーブウィンドウ内を右クリックします。次に、表示されるコンテキストメニューから、項目[波形の追加
...]を選択します。以下のダイアログで追加の変数を選択し、その形状を同じカーブウィンドウ内に構成できま
す。

カーブウィンドウに波形を追加ダイアログFAMOS: [ ]

選択に利用できるすべてのデータセットが、右側のリストに表示されます。すでに表示されているチャンネルが、
左側のリストに示されます。
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右側のリストでデータセット[interpol]をクリックし、マウスのボタンを押したまま、左側のリストの変数
[slope]の下にドラッグします。次に、2つ目のカーブとして左側のボックスにinterpolと入力します。同じ手
順で、3つの画面ボタンのうち左端のボタンをinterpol項目上にドラッグできます。それにより、この波形をカー
ブウィンドウ内に表示し、slopeのx軸を共有しながらy軸を目立たせることができます。

カーブウィンドウに表示した つのカーブ2

[OK]ボタンをクリックします。ダイアログが閉じ、カーブウィンドウが再描画され、2つのカーブに対応する2つのy軸が
表示されます。

注記
同じ結果を得るには、変数リスト内のデータセットの項目に対してドラッグアンドドロップを行います。つまり、カ
ーブウィンドウの中央に項目を配置します。
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カーブウィンドウに表示した つのカーブ別々の軸2 ( )

2つのカーブを比較する場合は、両方のカーブに同じ値範囲を設定することをお勧めします。右側(2番目)のy軸
のラベル間をダブルクリックするか、カーブウィンドウメニュー[Y]のメニュー項目[軸]を選択します。

軸のスケーリングを行うダイアログボックスが表示されます。

軸のスケーリングを行うダイアログFAMOS:  y

[範囲選択]で[前の軸と同様]を選択します(ベースの軸は左側のy軸)。

カーブ「INTERPOL」の描画に使用する線のスタイルを変更することもできます。この場合は、[トピック]ボタンを押
し、表示されるメニューから項目[線...]を選択します。
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左側の軸リストからデータセット「INTERPOL」を選択します。次に、[線種]で項目[点]を選択します。
[OK]を選択してダイアログボックスを閉じます。カーブウィンドウが再描画されます。右側のy軸が削除されます。
左側のy軸は両方のカーブに適用され、範囲選択のダイアログボックスで行った設定に従ってスケーリングされま
す。2つ目のカーブ(データセットINTERPOL)が点線で表示されます。

カーブウィンドウに表示した つのカーブ共通の軸2 ( )

注記
前述の[カーブウィンドウに波形を追加]ダイアログを使用しても同じ結果が得られます。その場合は、軸リスト
でy軸を選択し、[削除]アイコンをクリックします。
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点線の点をはっきりと表示するには、近距離にズームします。
2つの独立した波形をさらに明確に区別するには、データセットslope (1つ目のカーブ)を階段状に表示しま
す。
この場合は、メニュー項目[構成]/[線]を選択します。ダイアログの左側に表示される軸リストから、項目
[SLOPE]を選択します。
[線種]メニューの選択リストから[階段]を選択し、[OK]をクリックします。新しいカーブの表示にズームします。ここ
では、三次スプラインにより、関数「IPol」を使用してデータセットslopeを補間しました。

カーブウィンドウに表示した、表示タイプの異なる つのカーブ2
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4.12  式の変更
より低い補間係数が得られるように、式を変更します。
INTERPOL = IPol(SLOPE, 3)
式を変更するには2つの方法があります。

エディタでの式の変更
BackspaceキーまたはDeleteキーを使用して、文字を削除し、パラメータを変更します。
変更を適用するには、Ctrl+Enterキーを押します。あるいは、行をダブルクリックしてアクティブ化し、次に、[実
行]ボタンをクリックします。カーブの表示が更新されます。

エディタからのFormula Assistantの呼び出し
カーソルが青い文字の上にくるように関数をクリックします。Shift+F1を押します。

により を開くShift+F1 Formula Assistant

IPol()関数のFormula Assistantが、パ
ラメータが入力された状態で表示され
ます。エディタ内で関数が選択されま
す。Assistant内でパラメータを変更
し、[実行]をクリックします。カーブウィン
ドウで変更を直接確認できます。結
果に問題がなければ、エディタ内で[コ
ピー]をクリックすることで、行を上書き
できます。

カーブウィンドウに表示した、表示タイプの異なる つのカーブ2
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4.13  単一値
データセットslopeの最大値を計算します。エディタボックスの新しい行に、以下の式を入力します。
Maxim = Max(SLOPE)

関数「Max」がグループ「8> Statistics」にあります。
Ctrl+Returnを押して式が実行された後、変数リストに追加項目が1つ表示されます。

サイコロのシンボルは、値が単一値であることを示します。データセットslopeお
よびinterpolとは対照的に、時間がかかりません。変数の値「Maxim」が表
示されない場合は、ダイアログ[その他]/[オプション]/[変数リスト]で、オプション
[単一値: 内容を表示]をオンにします。

F4を押すと、単一値のウィンドウにも値を表示できます。

単一値のウィンドウ

4.14  計算
データセットslopeを平均値だけ減らすと、新しいデータセットが生成されます。
FREE = SLOPE - Mean(SLOPE)

関数「Mean」(関数グループ「8> Statistics」内)は、指定したチャンネルの算術平均を計算します。この平均値
が、データセットslopeから差し引かれます。
ツールバーのカーブシンボルをクリックすることによって、この式を実行し、データセット「FREE」を表示します。

カーブウィンドウに表示した つの変数1

波形「FREE」の形状はデータセットslopeと同じですが、そのすべての値が、slopeの平均値だけ減少していま
す。
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4.15  データエディタ
「計算」の章であらかじめ生成しておいた変数リストで、[FREE]を選択します。 ***次に、[その他]メニューで[デー
タエディタ]を選択します。
新しいウィンドウが表示されます。データセット「FREE」の個々の数値を一覧表示するテーブルが、左の列にあり
ます。

データエディタ
数値をさらに表示するには、右側のスクロールバーを使用します。ウィンドウを閉じます。
参照
章「データエディタ」***
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4.16  結果の保存
変数リストで[FREE]を選択し、[変数]メニューで[個別に保存...]を選択します。ファイル名を入力するためのダイ
アログボックスが表示されます。ここで指定するファイルに変数が保存されます。ファイルフォーマットを「imc
FAMOS」に設定します。[保存]を選択すると、ファイル「FREE.DAT」が作成されます。このデータセットは後で再ロ
ードできます。

ファイルの保存ダイアログ[ ]

参照
章「ファイル管理」***

4.17  変数の削除
変数「FREE」、「Maxim」、および「interpol」はもう必要ないので、変数リストから削除してください。まず、これ
らの変数を変数リストから選択し、次に[変数]メニューの[削除]を選択します。残っている項目は変数slopeの
みです。
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4.18  スペクトル
ファイル「SIN3.DAT」をロードします。ファンクションキーF4を押して、波形を表示します。

変数「 」のカーブウィンドウsin3

データセットには正弦波信号の複数の周期が含まれ、強力な第三高調波(第二高調波振動)があります。ゼ
ロ通過の周囲における信号のゆがみは、このようなカーブでは一般的です。
変数「SIN3」のスペクトルを計算するには、以下の式を入力します。
SPECTRUM = Spec(SIN3)
関数「Spec」が関数グループ「2> FFT, Correlations, Third-octave analysis」内にあります。関数リスト内のこの
行、および変数リスト内の「SIN3」をダブルクリックします。キーボードを使用して式を入力します。
式を実行します。変数リストに「SPECTRUM (MP)」が表示されます。複雑な変数が、振幅/位相(MP)表示で
生成されました。

ファンクションキーF4を押して、スペクトルの振幅をカーブウィンドウに表示します。

カーブウィンドウに表示したスペクトルの振幅
スペクトルの振幅は、強力な基本波およびある程度小さな第二高調波振動を示します。
基本波は、信号「SIN3」よりもやや小さい振幅を有しています。振動の振幅は、精選された電圧計が示す振
幅に相当します。
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注記
Spec関数は、同じグループ内の関数FFT()である、高速フーリエ変換に基づいています。通常、これらの計算
には、ウィンドウおよびウィンドウ幅などの追加のパラメータが必要です。パラメータをすばやく入力するには、[オ
プション]で一括入力します。 ***データウィンドウを設定し、データセットを補間するかどうかを決定します。デー
タセットを補間することで、最も近い2のべき乗であるポイントを多く得る、あるいはデータセットにゼロを入力する
ことができます。例では、ウィンドウが[平方]に設定され、[ゼロを入力]がオフになっていました。

4.19  複雑なデータセット
「Spectrum.M」と「Spectrum.P」が変数リストに表示されていない場合は、マウスポインタを変数ボックス内に移
動してマウスを右クリックします。コンテキストメニューの[コンポーネントの表示]をクリックします。

このメニュー項目は、アクティブな場合にチェックマークが付きます。これで、追加項目として「SPECTRUM.M」と
「SPECTRUM.P」が変数リストに表示されます。これらはそれぞれ、複雑なデータセットの振幅コンポーネントと位
相コンポーネントです。
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変数リスト内の項目「SPECTRUM.P」を1回クリックして選択します。ファンクションキーF4を押して、スペクトルの
位相をカーブウィンドウに表示します。

カーブウィンドウに表示したスペクトルの位相未スケーリング( )

位相スペクトルは、-180° ～ +180°の範囲で表示されます。

カーブウィンドウSPECTRUM.P内で、y軸のラベル間のスペースをダブルクリックします。y軸のスケーリングを行うダイ
アログが表示されます。
[範囲選択]で、[範囲]メニューから[固定範囲: 最小、最大]を選択し、該当するテキストボックスに、[最小] = [-
180](度)、[最大] = [180](度)、[ティック選択] = [固定距離のティック]、[ティック距離] = [90]のように、値を入力
します。

軸のスケーリングを行うダイアログy

[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
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カーブウィンドウに表示したスペクトルの位相スケーリング済み( )

これでimc FAMOSは、-180°～+180°の指定範囲を適切な軸ラベルで表示しようと試みます。

4.20  シーケンスの作成
シーケンス(マクロとも言います)は、指定された順序でimc FAMOSが自動的に実行する一連のオペレーションで
す。頻繁に使用される一連のオペレーションは、シーケンスを作成することによって自動化できます。
たとえば、信号「SIN3」の「周波数」を検出すると仮定します。ここで、周波数を、信号のスペクトルにおいて発
生する最大振動として定義します。
まず、新しい、空のシーケンスを開きます。エディタボックスのタイトルバーの上でマウスを右クリックし、表示される
コンテキストメニューから項目[新規]を選択します。あるいは、Ctrl+Nキーの組み合わせか、エディタボックスのツー
ルバーの左上にある該当アイコンを使用することもできます。

エディタボックスのタイトルバーに、新しいタブ[Unnamed0]が表示されます。このタブはアクティブで、関連するシー
ケンス(現時点で空)が表示されます。他のすべてのシーケンス(新規に作成されたものか、すでに開いているもの
かを問いません)が同じ方法で表示されます。シーケンス間を移動するには、単純に対象のシーケンスに関連す
るタイトルバーのタブをクリックします。
まず、標準のエディタボックスを有効にし(タブを左端にした状態)、以前に入力した以下の式をマウスで選択しま
す。
SPECTRUM = Spec(SIN3)
コンテキストメニューまたはCtrl+Cを使用して、式のテキストをWindowsのクリップボードにコピーします。新しいシ
ーケンスに戻り、コンテキストメニューまたはCtrl+Vを使用して、式のテキストを最初の行としてシーケンスに入力し
ます。

シーケンスエディタ コマンド使用( )
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ここで、以下の式を次の行に入力します。
Freq = Pos( spectrum.m, Max (spectrum.m))
スペクトルの最大振幅のx位置が決定します。この式をテストとして1回実行します。操作としては、コマンドライ
ンをダブルクリックし、次に矢印キー(現在実行可能なコマンドの左に表示されます)をクリックします。あるいは、
Ctrl+Enterを押します。エラーメッセージが表示される場合は、エラーを修正します。
テキストウィンドウに以下の行を入力します。
SHOW freq
このコマンドを実行すると、変数「FREQ」がカーブウィンドウに表示されます。
3つのコマンドから構成されるシーケンスの完成です。

シーケンスエディタ

4.21  シーケンスの実行
まず、シーケンス内に作成された変数を削除します。
項目[SPECTRUM...MP]および(ある場合)[FREQ]を選択し、次に、[変数]メニューの[削除]を選択します。
ここで、コンテキストメニュー(エディタボックスのタイトルバーの上でマウスを右クリックして表示)から、メニュー項目
[実行]を選択します。ここでも、キーボード(F7)か、エディタボックスのツールバーにある該当アイコンのどちらかを使
用できます。
これで、シーケンスが実行され、1行目から開始します。
シーケンスの最後に、単一値のウィンドウが表示され、計算された周波数が示されます。

単一値
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4.22  シーケンスの変更
周波数を決定するために導入された手順は、比較的小さいオフセットの信号にのみ効果を発揮します。した
がって、信号の平均値は削除されます。
シーケンスエディタで、1行目を以下のように変更します。
SPECTRUM = Spec( SIN3 - Mean(SIN3))
計算されたデータセット「SPECTRUM」はシーケンスの中間結果として使用されるため、自動的に削除されます。
エディタボックスの最後に以下の行を入力します。
Delete spectrum
シーケンスを再開します。

シーケンスエディタ

4.23  シーケンスの保存
 ********* メニュー項目[ファイル]/[保存]を選択するか、[入力]を右クリックし、次に[名前を付けて保存...]を
選択します。シーケンスを「Frequency.SEQ」という名前で保存します。 

シーケンスは、エディタのディスケットアイコンをクリックしても保存できます。

作成したシーケンスを閉じるには、[X]をクリックするか、コンテキストメニュ
ーからメニュー項目[閉じる]を選択します。

保存したシーケンスは、直接実行できます。このためには、以下のコマンドを入力します。
SEQUENCE Frequency.SEQ 
ファイル「Frequency.SEQ」がバックグラウンドで開き、ファイル内のシーケンスが実行されます。
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4.24  お気に入り
頻繁に使用する式またはシーケンスは、お気に入りのリストに登録しておくことで、入力の手間を省くことができま
す。関数リストの上にある[お気に入り]インデックスを有効にします。
リスト上を右クリックしてコンテキストメニューを開き、メニュー項目[新規項目]を選択します。表示されるダイアロ
グで、[記述名]の下に簡単なわかりやすい名前を入力します(例: Execute Frequency.seq)。実際のテキストは
式ボックスに入力されます。たとえば、式を手入力するか、エディタボックスから「コピー」と「貼り付け」で式を取得
します。あるいは、もっと簡単な方法として、式入力ボックスのコンテキストメニューを使ってエディタボックスの現在
アクティブな行に式を転送することもできます。これで、簡単な説明とヘルプテキストも入力できます。

「お気に入り」の定義に使用するダイアログ
オプション[実行!]を使用すると、ダブルクリックで項目が実行されます。

項目を表示したお気に入りリスト

お気に入りリストに新しい項目が表示されます。この項目をダブルク
リックすると、シーケンス「Frequency.SEQ」が実行されます。

参照
章「ユーザインターフェース」、セクション「お気に入りの管理」*** 
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4.25  ファイルブラウザ(バージョン6.3)を使用したファイルのロード
変数メニューからデータをロードする代わりに、ファイルブラウザ(バージョン6.3)を使用してファイルをロードすることも
可能です。特に、別々のフォルダからファイルをロードして比較する場合であれば、一般にこの方法が迅速かつ
便利です。
ファイルブラウザには、[ブラウザ]タブを使用してアクセスできます。 

変数リストとファイルブラウザを最大化した のメインウィンドウFAMOS
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選択モードを有効にするには、メニュー項目[その他]/[オプション]/[ファイルブラウザ(6.3)]/[ロード]を選択します。
オプションの[ロード後に表示]と[前のカーブウィンドウで自動的に表示]を選択します。
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[Experim\0001]の項目に移動します。以前に作成したオプション設定により、ファイルはダブルクリックすることで
表示できます。フォルダが変更された場合、同じ名前のチャンネルが表示されます。

この例でのディレクトリ構造は、現代の測定システムではもちろん一般的です。測定(この場合、3つのチャンネル
「チャンネル1」..「チャンネル3」の受信)の設定後に、測定が開始します。連続する測定(マルチショット測定)の
場合、受信したデータは連続するディレクトリに保存されます。
参照

章「ファイルブラウザ(バージョン6.3)」 ***
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ファイル管理
5.1  はじめに
この章では、さまざまなフォーマットのデータファイルを読み取る方法、および結果をファイルに保存する方法を説
明します。
ファイルをimc FAMOSにロードするには、値をファイルに保存するフォーマットを見つける必要があります。フォー
マットは、ファイルの出所(ファイルが最初に作成されたプログラムまたは測定デバイスなど)によって異なります。

ロード/インポート
システムには、共通ファイルフォーマット(さまざまな測定デバイスメーカの標準フォーマットなど)用のインポートフィ
ルタおよびエクスポートフィルタも多数含まれています。ここに、インポートフィルタ/エクスポートフィルタの概要が表
示されます。 ***
ファイルのロードに成功すると、ファイル内のデータセットがimc FAMOSの変数として宣言され、変数リスト内に登
録されます。
表示可能なフォーマットの選択は、[インポートフィルタの管理]ダイアログで行います。***
ASCIIファイルは、ASCII Import Assistantを使って容易にインポートできます。 ***設定はインポートフォーマットと
して保存できます。
最後に、ファイルアシスタントを利用すると、バイナリ、16進、ASCIIフォーマットの複雑なファイルフォーマットに対
応する、お客様独自のインポートフィルタを作成できます。詳細については、ユーザマニュアル「Shared
Components」の章「ファイルアシスタント」を参照してください。***

保存/エクスポート
データストレージフォーマットについては、imc FAMOSのものに加え、他のメーカのフォーマット(MATLAB、Google
Earth(KML)、MDFなど)も利用できます。エクスポートを実行するには、[保存]ダイアログでファイルフォーマットを
選択します。 ***
さらに、imc FAMOSでは、使いやすいアシスタントを利用して独自のASCIIファイルまたはExcelファイルを定義でき
ます。 *** *** 

DLL拡張子
もう一つの選択肢としては、関数ライブラリを使用します。関数ライブラリは、imcキットまたは一般的なDLLインタ
ーフェースを介して統合可能です。*** ***

デフォルトフォルダおよびナビゲーション
ロードおよび保存時のデフォルトフォルダは、[その他]/[オプション]/[フォルダ...]のダイアログを使用して設定できま
す。 *********
特に、測定データの複数のサブフォルダが付属する、一般的な実験フォルダ構造に保存されたデータを簡単に
参照するには、ファイルブラウザ(バージョン6.3)が最適です。***
 *** ファイルブラウザ(測定)はさらに一歩踏み出し、評価およびレポート作成を実行する目的で、ファイルブラウ
ザをユーザが作成したパネルに関連付けています。
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5.2  ファイルのロード
ロード対象のファイルを選択するダイアログを呼び出します。このためには、[ファイル]/[ロード]/[データ
...]を選択するか、変数メニュー項目の[ロード]を選択します。

[ファイル]/[ロード]のダイアログで、ロードしたいファイルを選択できます。複数のファイルを同時に選択することも
できます。希望するフォーマットを指定します。選択を行うと、設定されたフォーマットでこれらのファイルがロードさ
れ、変数リストに変数として登録されます。 

ダイアログの外観および操作のスタイルは、Windowsの標準的なファイル選択ダイアログと非常に似ています。
ダイアログが起動すると、最後に使用されたディレクトリがデフォルトで表示されます。ダイアログを初めて呼び出
すと、[オプション]/[フォルダ]に定義されている標準のディレクトリが使用されます。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_03_image190.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption"
ファイルのロードstyle="background-color:transparent;"> 

右上のツールバーには、付加的なボタンがあります。

このボタンをマウスでクリックすると、メニューが開き、最後に使用されたフォルダが一
覧で表示されます。メニュー項目から1つを選択すると、対応するフォルダが表示さ
れます。
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ダイアログの下部には、利用可能なファイルフォーマットのリスト
が表示されます。現在選択されているフォーマットは、ダイアログ
のタイトルバーにも表示されます。リストにどの項目を表示する
かは、[インポートフィルタの管理]ダイアログで指定します。***
フォーマット設定[auto]は、ファイル名拡張子またはその他の
ファイル特性に基づき、imc FAMOSが適切なフォーマットを決定
することを意味します。フォーマットを明確に決定できない場合
は、追加のダイアログが表示されます。そこで、使用可能なオプ
ションから選択します。

オプション
現在選択中のファイルフォーマットが構成可能な場合、フォーマットの有用なセットアップオプションを含むダイア
ログを、[オプション]ボタンで呼び出すことができます。このオプションダイアログについては、対応するファイルフォ
ーマットとともに説明します。

ステータスバー
ステータスバーは、ダイアログ下部の余白部分にあります。現在選択中のファイルに関するコメントが(ある場
合)ステータスバーに表示されます。コメントがない場合は、ファイルの作成日時が表示されます。

複数ファイルの選択
複数のファイルをロード対象として同時に選択することができます。ファイルが連続してリストに表示される場合
は、以下のことが可能です。
· 選択したい最初のファイル名の横をマウスでクリックし、マウスを押したまま最後のファイル名の横までカーソル
をドラッグします。

· まず、方向キーを使ってマーカを対象のファイルまで移動します。次に、Shiftキーを押したまま、他のすべての
対象ファイルを選択します。
リスト上で連続していないファイルを選択するには、Ctrlキーを押したまま、対象の項目をクリックします。
[開く]をクリックして、ダイアログを終了し、選択したファイルをロードします。変数名がファイルまたはファイル名
(ある場合)から取得されます。
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変数名がimc FAMOSで使用できない場合やすでに存在している場合は、変数名を変更するためのダイアログ
が表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="newname.png" scale="100.00%"
新しいstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

名前

新しい変数名をテキストボックスに入力し、
[OK]で確定します。変数名がすでに存在
している場合は、[上書き]を選択して既存
の変数を置き換えます。[すべて上書き]ボ
タンをクリックすると、複数選択のためにロー
ドされる予定のファイル、および現在のファ
イルについて、重複した名前の後続のイン
スタンスすべてで上書きが実行されます。

[自動付番]ボタンをクリックすると、重複した名前のある後続の変数すべてに「_」(アンダーバー)とシリアル番号が
付加されます。
ファイルをロードする必要がない場合は、[キャンセル]を押します。

参照
個々のフォーマットに関しては以下の章を参照してください。
章「シーケンスコマンド」(参考)、コマンド LOAD、 FASLOAD、 imc FAMOS 、 ASCII、 BINARY、 WFTLOAD、
DSPLOAD、 RENAME
imc FAMOS関数のリファレンス、グループ「13> ファイル関数(imc FAMOS、FAS)」、「14> ファイル関数
(ASCII)」

5.2.1  インポートフィルタの管理
このダイアログは、コンピュータで現在使用可能なすべてのインポートフィルタの概要を示します。ここで、関連す
る選択リスト([ファイルをロード]ダイアログまたはデータソースブラウザなど)でのフィルタの表示や順序の制御、フィ
ルタオプションの設定、および新しい派生インポートフィルタの定義を行うことができます。 
フォーマットが[自動]として設定されている場合、ここで設定したインポートフィルタの優先順位は、選択したファ
イルに適切なインポートフィルタを探す際にも適用されます。
ダイアログは、メニュー項目 [エクストラ] > [オプション] の [ファイル-ロード/インポート]ページから呼び出します。***
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imc FAMOSでサポートされているすべてのインポートフォーマットがリストされます。リストされる内容は以下のとお
りです。
· imc FAMOSに永続的に組み込まれているインポートフォーマット(imc FAMOS、EXCEL...)
· File Assistant (メニュー項目[エクストラ] > [File Assistant]、ファイル拡張子*.fas)で作成されたインポートフィ

ルタ(LeCroy、Diadem..など)
· 特殊な拡張ライブラリで使用可能なインポートフィルタ(*.dll) (Matlab、ATFX...) 
· 派生インポートフィルタ(下記を参照)
インストール環境には、多数のインポートフィルタがあらかじめ付属しています。概要については、こちら 「インポー
ト/エクスポートフィルタ」に記載されています。



150 ファイル管理

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

リストの列
[名前]: 対応するフォーマット選択リスト([ファイルをロード]ダイアログなど)に表示されるインポートフィルタの名
前。
[コメント]: インポートフィルタの作成者が作成したコメント。
[拡張子]: このフィルタに適用可能なファイル拡張子。
[ID]: フォーマットID。ファイル処理のために関数パラメータを設定するのに必要になります。
項目の前のチェックボックスをオンにしたフィルタだけが選択リストに表示されます。また、複数の項目を同時
に選択し、コントロールボックスをクリックすることでそのステータスを同時に変更することもできます。コンテキストメ
ニューの[すべて選択解除]コマンドまたは[すべて選択]コマンドも使用できます。
選択リストのフィルタの順序は、このダイアログの順序と同じになります。順序を変更するには(たとえば、頻
繁に使用するフィルタをリスト上部に移動させる場合など)、[上へ] / [下へ]ボタンまたは対応するコンテキストメ
ニュー項目を使用します。
注意: imc FAMOSファイルフォーマットは選択解除できず、常に一番上に表示されます。
×印の付いている項目は、関連するフィルタがコンピュータ上にない(なくなった)ため、使用できないことを示しま
す。たとえば、ユーザがインポートフィルタ(*.fas)を削除したり、名前を変更した場合などです。このような無効
な項目を、[削除]ボタンでリストから永続的に削除できます。

ボタン
[新規]
このボタンにより ダイアログ が表示され、「派生インポートフィルタ」を定義できます。 
派生インポートフィルタの定義では、基準となる実際のインポートフィルタ、すべての派生インポートフィルタに共
通の全般オプション、および各インポートフォーマットに固有のプライベートオプションを指定します。 
派生インポートフィルタは、リスト内では青字のフォントで示されます。
[削除]
現在選択されている項目の削除。削除できるのは、無効なインポートフィルタ(×印が付いているもの)または派
生インポートフィルタ(青字)だけです。
[オプション]
現在選択されているフィルタに対し、[オプション]ダイアログを呼び出します。
[上へ] / [下へ]
現在選択されているフィルタが、リスト内の1つ上または1つ下の位置に移動します。

5.2.1.1  派生インポートフィルタの作成
このダイアログは、派生インポートフィルタを定義するために使用します。 
インポートフィルタは、フォーマットに依存しないグローバルなオプションで設定することも(インポートするデータに対
する測定との関連付けを割り当てるなど)、それぞれのフィルタのフォーマットに特有のオプションで設定することも
できます。派生インポートフィルタは、実際のインポートフィルタと必要なオプションを組み合わせ、新しい名前を
付けたものです。このため、基準のインポートフィルタの主要プロパティは同じで、インポート結果はそれぞれの目
的に合わせた固有のインポートフィルタを作成できます。
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アプリケーション例:
2種類のEXCELフォーマットを交互にインポートするとします。最初のファイルバリアントは名前パターンが
「channel*.xls」で、ペイロードデータは最初のシートにあります。2番目のバリアント(任意のファイル名*.xls)で
は、ペイロードデータは2番目のシートにあります。通常であれば、別のフォーマットを手動でロードするたびに、
[EXCELオプション]ダイアログを開き、フォーマットに応じたオプションを設定する必要があります。この代わりに、
EXCELフォーマットから派生した2つのインポートフィルタを定義し、対応する[ページ番号]オプションの設定を変え
ます。こうして作成した2つのフィルタも[フォーマット]選択リストに表示され、2つのフォーマットを簡単に切り替える
ことができます。利便性を高めるため、最初のフィルタのファイルリスト表示を目的のマスク「channel*.xls」に制限
できます。
ダイアログを呼び出すには、[インポートフィルタの管理]ダイアログで[新規]ボタンをクリックします。 ***

[ベースフォーマット]: このリストから、基準として使用するインポートフィルタを選択します。 
[オプション]: この項目は、基準として選択したインポートフィルタに固有のオプションが付いている場合に限り有
効になります。その場合、フォーマット固有のダイアログが呼び出されます。ここで設定したオプションは、派生イン
ポートフィルタに永続的に関連付けられます。
[名前]: 対応するフォーマット選択リストでのユーザが定義したインポートフィルタの記述名。
[コメント]: インポートフィルタのコメント。[ファイルをロード]ダイアログのタイトルバーなどに表示されます。



152 ファイル管理

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

[ファイル表示フィルタ]: ファイルに使用する表示フィルタを指定します。[自動]チェックボックスがオンの場合、基
準のインポートフィルタに設定されているファイル名拡張子に基づいてフィルタが生成されます。それ以外の場合
は、入力ボックスに自由に名前マスクを指定できます。なお、ワイルドカード文字「*」と「?」の解釈は慣例に従い
ます。 

「*.dat」 拡張子が「dat」のすべてのファイル
「s*.dat」 名前が「s」で始まり、拡張子が「dat」のすべてのファイル
「s??.dat」 「s」と2文字から名前が構成され、拡張子が「dat」のすべてのファイル
「*.raw;*.dat」 複数の名前マスクをセミコロンで区切って指定することもできます

[グループを展開]: これを有効にした場合、インポートフィルタで生成されたグループは常に構成チャンネルに分
割されます。 
[クイックロード]: imc FAMOS / imcフォーマットの場合のみ。「高速ロード」が有効になります( imc FAMOSフォー
マット のオプションを参照)。
[測定割り当て]: ロードされた変数を自動的に測定に割り当てるかどうか、および測定名をどのように作成する
かを指定します。このオプションは、データソースブラウザにデータをロードする場合に主に関係します。この方法で
の測定の使用については、 「Variables with measurement association」の章を参照してください。

5.2.2  imc FAMOSフォーマット
imc FAMOSデータフォーマットは、imc FAMOSでサポートされているデータタイプすべてに適しています。このフォー
マットにはデータおよびデータに関するすべての情報(物理単位、サンプリング時間、データタイプ、コメントなど)が
含まれています。データ自体はコンパクトなバイナリ形式でファイリングされます。テキストも保存できます。これに
より、タイプの異なる複数の変数を1つのファイルにまとめて保存できます。ファイルのコメントはファイルに追加でき
ます。

このフォーマットは、他のすべてのimcアプリケーションおよびデバイスでデフォルトフォーマットとして使用されます。
imc FAMOSファイルフォーマットの詳細については、 「カーブウィンドウ」 のドキュメントを参照してください。
ファイル内にコメントがある場合、選択した個々のコメントがステータスバーに表示されます。コメントがない場合
は、ファイルの作成日時が表示されます。
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ファイルに複数の変数が含まれている場合は、デフォルトで選択ダイアログが自動的に開きます。この動作は、
必要に応じてimc FAMOSフォーマットのオプションで変更できます。 ***

ファイルロード ロードするチャンネルの選択ダイアログ[FAMOS : ]

ダイアログのヘッダに、時間、ファイルサイズ(単位: バイト)、ファイルへのコメントなど、ファイルに関する情報が表
示されます。
ヘッダの下のリストには、ファイルに含まれているすべてのデータセットが一覧で表示されます。リスト内の行は、タ
イプシンボル、ファイルセットの名前、存在する可能性のあるデータセットへのコメントから構成されます。
imc FAMOSで実際に取り扱うリストから、正確なデータセットを選択することもできます。[OK]ボタンを使ってダイ
アログを閉じると、この時点で現在選択中のデータセットがロードされます。[キャンセル]ボタンを使って閉じると、
ファイルが完全にスキップされます。
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imc FAMOSフォーマットのロードの設定が伴うダイアログを呼び出すには、[オプション]ボタンを使用します。

ダイアログ ファイルロード オプション:  [FAMOS ]/[ ]

ダイアログの選択
このグループのオプションは、複数のデータオブジェクトが存在するimc FAMOSファイルをロードするときの動作を制
御します。
ダイアログなし
ファイルは常に完全にロードされます。追加の問い合わせが発生することなく、ファイル内のすべてのデータセット
が変数リスト内に受け入れられます。
ファイル内に複数オブジェクトがある場合にのみダイアログを使用
選択したファイル内に複数のデータオブジェクトがある場合、ファイル内にあるすべてのチャンネルまたはテキストの
一覧を示すダイアログが表示されます。
このリストから、ロードするデータセットを選択します。このダイアログについては、以降のセクションで詳細に説明
します。
常にダイアログを呼び出し
この選択ダイアログは、imc FAMOSファイルがロードされるたびに呼び出されます(ファイル内のデータセットが1つの
みの場合でも同様です)。
クイックロード
デフォルトで、ファイルロード時にimc FAMOS Data Manager内のデータのコピーが作成されます。大量のデータを
コピーするには、かなりの時間がかかります。このオプションを選択すれば、コピーは実行されず、変数はこのファイ
ルを参照して内部的に管理されます。
これには以下のような効果があります。
· 変数のロードにかかる時間は最小限に抑えられ、ロード直後に変数がimc FAMOS変数リストに表示されま

す。
· 変数もPCのメインメモリ内で作成されたものである場合、この変数への読み取りアクセスには時間がかかりま

す。短いデータセットの差異はわずかです。一方、長いデータセットの場合は、変数をどうしても一時ファイル
に移動する必要があります。
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· 変数への最初の書き込みアクセスにおいては、いかなる状況にあっても元のファイルを変更できないため、デー
タのコピーを直ちに実行する必要があります。この場合、時間は節約できません。

· 他のプログラム(ファイルマネージャの名前変更など)で、ファイルを変更することはできません。
[OK]をクリックすると、選択したオプションが受け入れられます。このオプションは、[キャンセル]を選択して[ファイル
のロード]ダイアログを閉じても残ります。

互換性のある時間波形の削減
 このオプションは、MUSYCS測定システム(バージョン2.X以前)を使用して記録したデータセットにのみ適用されま
す。
imc FAMOS 3.0は、タイムトラックおよび振幅の値を含む変数における、不等距離に時間データセットの直接の
管理(データ低減など)をサポートしています。imc FAMOS 2.0では、時間および振幅のトラックを2つの変数で
別々に管理する必要がありました。

例
MUSYCS (バージョン2.X以前)の測定システムによって生成された、6チャンネルの低減データセットをロードするこ
とによって、1つの時間チャンネルと6つの振幅チャンネルがimc FAMOS 2.0に提供されます。これらは重ね合わせ
る必要があります。imc FAMOS 3.0で同じファイルを処理すると、通常6つのxyデータセットが生成され、そのデー
タセットそれぞれが時間および振幅トラックから構成されます。
このオプションを使用すると、デフォルト設定をキャンセルし、バージョン2.0と同様に変数を宣言できます。したがっ
て、このオプションは、imc FAMOSバージョン2.0に基づくシーケンスを使用する場合にのみ適用可能となります。

互換性
このボタンをクリックすると、ダイアログが開き、imc FAMOS (DSF)ファイルの場合に生じる互換性の問題を修正す
るための追加オプションが表示されます。

ダイアログ 互換性オプション ファイルフォーマット:  (DSF )

これらのオプションが適用されるのは、imcの機器またはプログラムを使用して作成されたファイルではなく、
「GOULD Instrument Systems」機器などのソースのデータです。

オフセット修正:
このオプションは、ロード時のファイルにy方向のずれがある場合に選択します。

時刻補正:
このオプションは、ファイルのロード時に「INTキーの項目が無効です」のようなエラーメッセージが表示される場合
や、ロードされたデータセットのトリガ時間が正しくない(日と月が逆になっているなど)場合に選択します。
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参照
章「シーケンスコマンド」(参考)、コマンド imc FAMOS 、 LOAD
マニュアル「関数リファレンス」、関数 FileOpenDSF、 FileObjRead、 FileClose
章「変数」、セクション「データタイプ」
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5.2.3  ASCII/EXCELのインポート(アシスタント)
ASCIIまたはEXCELのデータをインポートするには、ASCII/EXCEL Import Assistantが便利です。
ファイルタイプとしてASCII/EXCEL Import...(*.*)を設定し、希望するファイルを選択します。ASCII/EXCEL Import
Assistantが開き、ファイルの最初の部分が表示されます。
全般

ファイル設定用項目

桁区切り記号: 複数のデータセットを持つASCIIファイルに使用できる区切り記号は、タブ、スペース、コンマ、セ
ミコロンです。
文字セット: 自動またはDOS
時間列: 
· 第1、第2、または第3列、実際、つまり相対値(秒)
· 日時
· 第1または第2列(EXCEL時間フォーマット)
· 第1または第2列(UNIX時間フォーマット)
· 交互列(x, y, x, y,...)
行で開始するデータ: 自動または行
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[名前]

名前と単位の定義

属性: チャンネル名または物理単位
属性の位置:
· 固定値または項目です。これは、横に表示されている入力ボックスで入力します。このボックスは選択するも
の(チャンネル名かy単位のいずれか)によって異なります。

· ファイル名を使用
· 行番号とスキップされたバイトの指定
· 指定したテキストの背景にある行の数、および行頭のスキップされたバイトの数
· 行頭のスキップされたバイトを指定した、データ前の行の数
· 配置: デフォルト(1行にすべて配置)または垂直スタック
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インポートフィルタ
設定を保存すると、[ファイルを開く]ダイアログで利用できます。

インポートフィルタとして設定を保存

ファイルを開く ダイアログからインポートフィルタを選択[ ]
Assistantによって定義したインポートフィルタは、関数FileOpenFAS()で順番に使用することもできます。 ***

作成したフィルタの保存場所
インポートフィルタはコンピュータに一括で保存されます。通常のパスは「C:\ProgramData\imc\Common\Def」
です。このパスは以下にも表示されます。 [定義ファイル] ([その他] > [オプション]からブランチの[フォルダ]を選択
して表示)。別のコンピュータでプロジェクトを実行する場合は、フィルタファイルを別途コピーする必要があります。
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デ ー タ フ ォ ー マ ッ ト

提供されるASCII/EXCEL値の精度に応じて、ASCII/EXCELインポートフィルタは4バイトまたは8バイトのデータを生
成します。
タイムトラック(スケーリング列)の処理において、タイムスタンプが等間隔であるかどうかが確認されます。時間値
が固定間隔の場合、結果は「Normal data set」となります。これは、個別のタイムトラックがない、トリガ時間と
xDeltaが付属するデータセットを意味します。1/100を超えるサンプリングレートの検出値に累積的な不一致が
ある場合、時間はXYデータセットのXコンポーネントとして記録されます。その結果、小規模の誤りは無視されま
す。ただし、タイムトラックにギャップがあるため、XYデータセットが常に生成されます。 

注記
imc FAMOSでは、拡張子が「*.XLS」または「*.XLSX」のファイルは常にMS EXCELで開きます。このため、CSVま
たはASCII形式のファイルにEXCELの拡張子を付けないでください。
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5.3  データソース
「データソース」の概念により、ファイリングシステム内の測定データの各種ストアに、迅速かつ容易にアクセスで
きます。データソースの主な特徴は、ファイリングシステム内での配置およびファイルタイプ(使用されるインポー
トフィルタのタイプも同様)です。

データソースを使用する利点は、多種多様な測定デバイスから生成される測定データを処理する場合に際立っ
ています。複数のインポートフィルタを単一のデータソースに割り当てることができるため、混合データストレージディ
レクトリ(つまり、フォーマットの異なる測定データを含むフォルダ)もサポートされています。このようなフォルダのコン
テンツを、フォーマットを変えずに「一度に」ロードすることもできます。
データソースの定義が完了すると、関連するブラウザビュー内でデータソースを切り替えることができます。 *** 操
作は簡単です。マウスを1回クリックするだけで、適切に選択したインポートフィルタに従って、ファイリングシステム
内の「正しい」場所にすぐに移動します。 

imc FAMOSをインストールすると、「Sample Data」という名前のデータソースが設定済みの状態になります。この
データソースは、インストール実行時にサンプルデータに選択したフォルダを参照します。
データソースを一覧にして管理するには、  [データソースの管理]  ダイアログ([その他]/[オプション]メニュー項目、
[データソース]ページ)を使用します。 

5.3.1  データソースブラウザ
データソースには、[ブラウザ]タブからアクセスできます。

Datenquellen im Browser-TAB
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ツールバー
選択リストで各種データソースを移動できるだけでなく、以下のコマンドも使用できます。

[ロード] 現在選択されているファイルをロードします
[更新] フォルダおよびファイル構造のインポートを繰り返します

[編集] データソースのプロパティを編集します

[削除] 現在のデータソースを削除します

[新規] 新しいデータソースを作成します

[プロパティ]  データソースのプロパティダイアログを開きます
[測定の関連付け] 変数が測定と関連付けられます。 

これにより、 変数測定リストに変数がリストされます。
[表示フィルタ] データタイプのオプションの表示フィルタ

[新規]ボタンと[編集]ボタンは [データソースの定義]ダイアログを起動します。 

ファイルをロード
単一のファイルは、そのファイルをダブルクリックするか、またはファイルを強調表示した状態でENTER
キーを押すことでロードできます。また、複数のファイルを選択し、ツールバーの対応するアイコンを使
用することもできます。

フォルダ全体のロード
フォルダ全体をロードするには、目的のフォルダを選択して、フォルダの隣にある矢印記号をクリック
するか、またはツールバーの[ロード]アイコンをクリックします。

Filtern der Datenliste
 変数リストのフィルタのようなフィルタを表示します。フィルタ記号をクリックすることで、新しい入力
ボックス[フィルタ]が開かれ、表示する変数の新しいフィルタを名前で入力できます。プレースホルダを
使用できます。 こちらも参照してください。

これは、データソース定義の「ファイル」フィルタの追加フィルタです。
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5.3.2  [データソースの定義]ダイアログ
このダイアログでは、新しいデータソースを作成したり、既存のデータソースのプロパティを変更したりできます。 
このダイアログを呼び出すには、メニュー項目[エクストラ] > [オプション]を選択した後、[データソース]ページを選
択するか、または[新規]ボタンか[オプション]ボタンをクリックするか、ツールバー データソースブラウザの対応するボ
タンをクリックします。

[全般]
[名前]
ここには、データソースの名前を入力します。データソースブラウザの選択リストなどに、この名前が表示されま
す。
[コメント]
コメントはデータソースブラウザのステータスバーなどに表示されます。
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[ソース]
[フォルダ]
データを保管するためのルートディレクトリ。
[全ドライブ]
これを選択すると、データソースブラウザはすべてのドライブをナビゲーションできます。 
[インポートフィルタ]

ここでは、選択したファイルをロードするために必要なインポートフィ
ルタを入力します。右端の矢印をクリックすると、使用可能なすべ
てのインポートフィルタが示された選択リストが表示され、ここから必
要なフィルタを選択できます。 
リスト下部の[インポートフィルタの管理]ボタンで、対応する ダイアロ
グに容易にアクセスでき、フィルタ設定を変更したり、新しい派生
フィルタを作成したりできます。

[表示]
[ファイルフィルタ]
どのファイルをブラウザに表示させ、開く必要があるのかを指定します。[自動]の場合、割り当てられているインポ
ートフィルタに応じてマスクが設定されます。または、目的のフィルタを通常のスペルでセミコロンで区切って指定す
ることもできます。
[サブフォルダを表示]
これを選択した場合、上記で選択したルートディレクトリのサブフォルダもブラウザに表示されます。

[動作]
[フォルダ全体のロードを許可]
これを選択すると、ブラウザのフォルダ名の左側に、もう1つ記号 が表示されます。この記号をクリックすると、
フォルダ内のすべてのファイルがロードされます。
[前回のサブフォルダを記憶]
このオプションを選択すると、データソースの選択後、前回ファイルをロードしたフォルダと同じフォルダが再度選択
されます。
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5.3.3  [データソースの管理]ダイアログ
このダイアログは、すでに定義されているすべてのデータソースの概要を提供します。ここで、新しいデータソースを
作成したり、既存のデータソースを削除または変更したりできます。
メニュー項目[エクストラ] > [オプション]のブランチ[ファイル - ロード/インポート] - [データソース]を選択することで、
ダイアログを呼び出します。

このテーブルでは、すでに定義されているすべてのデータソースがリストされます。 

[新規]
新しいデータソースを作成します。
[削除]
選択したデータソースを削除します。
[オプション...]
現在選択されているデータソースのプロパティを変更します。
[エクスポート(選択)...]
選択したデータソースの定義をファイルにエクスポートします。リスト全体をエクスポートする場合は、まずテーブ
ルのコンテキストメニュー(マウスを右クリックして呼び出します)のメニュー項目[すべて選択]を選択します。

[インポート...]
[エクスポート]コマンドを使用して保存しておいたデータソース定義が含まれるファイルをインポートします。

5.3.4  データソース(マイコンピュータ)
ある特定のインストール済みデータソースが「マイコンピュータ」です。測定データの取得時に頻繁に、連続する試
行において同じ量が繰り返し測定されます。例:
· 同一条件の試験装置で、多くの試験対象が連続して試験されます。
· 形式試験では、異なる試験条件の下、同じ試験対象に対してさまざまな測定が実施されます。

このような測定では大量のデータがすぐに蓄積さ
れるため、そのデータを保存、比較、公開し、場
合によっては、記録およびプリントアウトする必要
もあります。
データソース(マイコンピュータ)は、測定データを
迅速かつ容易に視覚化するためのツールです。
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[パネル]ページとの相互作用
カーブウィンドウ機能には、測定チャンネルを柔軟に割り当てる機能が付いています。自分で作成したパネル
に、ファイルブラウザ(測定)での現在の選択内容が直ちに表示されます。 *** これらにより、ダイアログのプロパ
ティ(アクティブウィジェット、変数へのリンク(「ユーザ定義のダイアログ」参照))とレポートのプロパティ(プリントアウト
用に最適化(「レポートジェネレータ」参照))が組み合わされます。 *** ***
ファイルブラウザ(測定)について手早く理解するには、「クイックスタート」の章を参照してください。 ***

5.3.4.1  データソース(マイコンピュータ): オプション
ファイルリストのツールバーに、[オプション]に対応するボタンがあ
ります。

このボタンをクリックすると、ブランチのファイルブラウザ(測定モー
ド)内に[オプション]ダイアログが表示されます。

ファイルフォーマット(マイコンピュータ)
ここでは、プロセスロード時のファイルフォーマットを(関連の名前拡張子とともに)設定します。ファイルリストには、
ここで設定された名前拡張子を持つファイルのみが表示されます。利用可能なファイルフォーマットのリストは、イ
ンストールされているインポート/エクスポートフィルタによって異なります。
その他のオプションは、インポートフィルタが派生的なものでない場合にのみ適用可能です。このようなオプション
については、ユーザがフォーマットに対して行った設定が代わりに適用可能となります。
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測定への割り当て 

測定名に関するオプション

ここでは、測定の名前をデータ選択から生成する方法を選択
します。変数リストでの測定の表示は、これらの設定に従いま
す。 *** 

グループの展開
ロード時に、ツリーダイヤグラムが展開し、データグループ内に含まれているデータセットまたはテキストが表示され
ます。

5.3.5  測定およびチャンネルリスト
[測定]ページでは、測定フォルダ別にデータがリストされます。 

測定リストに、使用可能なすべての測定の名前が示されます。ファ
イルをロードする際、測定名が自動的に生成され、関連するチャン
ネルが割り当てられます。測定名は、たとえばファイル名、またはファ
イルが属するフォルダの名前などから付けられます。 ファイルリストのオ
プションを参照してください。
開かれたチャンネルの名前は、チャンネルリストに取り込まれます。

チャンネルリストに、現在ロードされているすべてのファイルの名前が
示されます。ここで、データセレクタの選択を行うことができます。チャ
ンネルの選択および付番の方法は、測定リストの場合と同じです。
同じ名前のチャンネルが複数ある場合は、重複数が名前の後に示
されます(角括弧で囲まれます)。
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5.3.5.1  付番およびロック
データ選択に対応する付番
両方のリストの主なタスクは、測定およびチャンネルの付番(参照)を設定することです。チャンネルまたは測定の
名前を選択すると、測定リストまたはチャンネルリスト内の関連する番号が左側の付番列(灰色の背景)に表
示されます。
通常、付番はそれぞれのリストで現在ハイライトされている状態に追従します。この状態はマウスまたは矢印ボ
タンを使って変更することができます。

画像を見ると、リスト内で選択した項目の名前に付番が追従していることがわかります。

複数項目の選択
複数の項目を選択して付番するには、キーボードを使用します。詳細については、「選択時に使用するキーの
組み合わせ」というテーブルを参照してください。***
例

[SensorX]をクリックします。クリック
すると、番号1が割り当てられま
す。

Ctrlキーを押しながら、[SensorY]と[SensorZ]を連続してクリックします。番
号2と3がそれぞれのチャンネルに割り当てられます。

付番のロック
付番はロックできます。付番をロックすると、リスト内のハイライトを後から変更しても、現在の付番順序を維持
できます。ロックした項目は、番号横に追加された南京錠の記号で見分けます。

付番列をクリックして単一の項目をロックした状態 すべての選択項目をロックし、南京錠の記号が付
いた状態
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付番のロック解除
項目に対するロックを有効/無効にするには、付番列をマウスで左クリックします。あるいは、対応するツールバー
のボタンを使用します。これは、現在ハイライトされているすべての項目に適用されます。

選択したすべての項目のロックを解除した状態

5.3.5.2  付番/ロックの例
例
シナリオ:
カーブウィンドウが、1回目に選択した測定の1回目と2回目のチャンネルを表示するよう構成されました。
Channel #1 @ Measurement #1
Channel #2 @ Measurement #1

現在の測定「MiddleCenter」には、チャンネル「Sensor_X」、「Sensor_Y」、「Sensor_Z」が含まれています。
カーブウィンドウでは、手順として、最初のチャンネル(参照チャンネル)を他のそれぞれのチャンネルと連続的に比
較します。

1) [Sensor_X]をクリックします。クリックすると、番号1が割り当てられます。カーブウィンドウには、このチャンネルが
表示されます。

1) 左側にある付番列の行をクリックします。南京錠の記号が
表示され、項目がロックされていることを示します。

最初の項目の付番をロックした状態 

1) 比較する最初のチャンネル([Sensor_Y])をクリックします。番号1はすでに割り当てられロックされているため、
次の空き番号(2)が割り当てられ、参照チャンネルとともにカーブウィンドウ内に表示されます。
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4) 連続して比較するその他のチャンネルをハイライトします(マウスをクリックするか矢印キーを使用します)。それ
に伴い、カーブウィンドウ内の表示が変わります。ただし、参照チャンネルはそのままです。

5.3.5.3  並び替え
複数の項目の概観を整理するために、(番号か名前で)リストを並べ替え、さらにフィルタリングすることができま
す。

番号で並べ替えた測定リスト 名前で並べ替えた測定リスト

5.3.5.4  フィルタリング
フィルタを有効にしている場合、入力ボックスがリストの下端に追加で表示されます。ここで、表示する名前に
対するフィルタ条件を設定できます。表示される測定/チャンネルのみが、対応する名前のパターンに準拠してい
ます。
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フィルタを適用していない測定リスト フィルタを適用した測定リスト
「 」で始まる測定名( Mid )

ワイルドカードとして「*」(不明な長さの文字を意味する)および「?」(正確に1文字を意味する)を使用できま
す。大文字と小文字の区別はありません。
例
(フィルタを適用していない)チャンネルリストに「v_01」、「v_02」、「v_01」、「v_100」、「u_02」の項目が含まれま
す。
フィルタ 表示
* all 

V* v_01、v_02、v_100

V_?? v_01、 v_02

*02 v_02、 u_02

5.3.5.5  測定の削除
測定をリストから削除するには、対応するツールバーボタン([選択した測定を削除]または[すべての測定を削
除])を使用します。それぞれの測定に属するチャンネルも削除されます。

ハイライトした測定を削除
ここでは、「 」と「 」( TopRight TopLeft )

すべての測定を削除
個の測定すべて(9 )
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5.3.5.6  測定の名前変更
測定の名前の上でマウスを右クリックします。[測定の名前変更]項目を含むコンテキストメニューが表示されま
す。
測定リスト内の名前を直接編集できます。

5.3.5.7  選択時に使用するキーの組み合わせ
以下のテーブルに、チャンネルリストまたは測定リストの項目を選択するためのキーの組み合わせを示します。

アクション 効果

Ctrlキーを押しながら項目をクリック 他の項目の選択状態に影響を及ぼさずに、項目の選択状態
が変わります。たとえば、選択項目の展開などに使用します。

Shiftキーを押しながら項目をクリック
クリックする項目と以前にクリックした最後の項目との間にある、
すべての項目が選択されます。以前の選択内容は破棄されま
す。

Shift+Upキーの組み合わせ/Shift+Downキ
ーの組み合わせを繰り返す 

隣接するグループの項目が選択されます。この選択を開始する
と、以前の選択内容は破棄されます。

Ctrl+Shiftキーを押しながら項目をクリック 現在クリックされた項目と以前に選択された項目との間にある、
隣接するグループの項目が選択されます。

Ctrl+Shift+Upキーの組み合わせ/Ctrl+Shift
+Downキーの組み合わせを押す

隣接するグループの項目が選択されます。以前の選択内容は
保持されます([追加])。

5.3.5.8  測定リストおよびチャンネルリストからのドラッグアンドドロップ
チャンネルおよび測定を選択してパネル上に表示する最も簡単な方法は、ドラッグアンドドロップを使用すること
です。ドラッグしたいオブジェクト上でマウスの左ボタンをクリックし、押したままにします。次に、ページ内の移動し
たい位置にマウスを移動し、マウスのボタンを離します。ドラッグアンドドロップの例については、「ページへのチャン
ネルのドラッグ」の章で示します。 ***
データブラウザの重要な利点は、カーブウィンドウまたは他のパネルウィジェット内に表示されるメッセージとチャンネ
ルをデータに柔軟に割り当てられることです。
ドラッグアンドドロップにより、プログラムの操作において以下の2つの一般的な事例が単純化されます。

· チャンネル名の固定、測定名(「test series」)の変更。
· チャンネル名と測定名の変更。

最初の事例は、位置1、2または位置5からドラッグアンドドロップを適用することによって実現します。 *** ***
2つ目の事例は位置4からドラッグアンドドロップを適用する(数値のみによる割り当て)ことによって実現します。 
*** 
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位置
ドラッグアンドドロップをオブジェクトに適用できる位置は、下図に示すように5つあります。

ドラッグアンドドロップを開始する つの位置5

1: 測定リストの付番列
2: 測定リストの名前列
3: 測定リスト内のチャンネル名
4: チャンネルリスト内の付番列
5: チャンネルリスト内のチャンネル名
どのチャンネルおよび測定が使用されるかは、リスト内での選
択および付番によって異なります。測定およびチャンネルがどの
ように形成されるかは、ドラッグアンドドロップを開始する位置
によって異なります。
手順
ドラッグアンドドロップの手順を行う前に、対象のチャンネルおよ
び測定を選択するか、それぞれに番号を付けます。
次に、対象物をページ上にドラッグする適切な位置を選択し
ます。位置の選択により、カーブウィンドウまたは他のパネルウィ
ジェット内にどのデータを表示するかが決まります。

位置1または位置2
測定リスト内で選択した測定(背景色で選択状態がわかります)が、チャンネルリスト内のチャンネルに組み合
わされます。これらのチャンネルには番号が付けられています(測定に含まれている場合)。チャンネルリスト内の
名前(例:「SensorX」)および測定の番号(例:「Measurement #1」)から、関連付けられた名前が生成されます。
上図の位置1(または位置2)から開始する場合、結果として生成される名前は以下のようになります。
SensorZ @ Measurement #1
SensorZ @ Measurement #2
SensorX @ Measurement #1
SensorX @ Measurement #2

チャンネルリストから選択できる名前は、現在の選択内容ではなく付番によってのみ決まります。

位置2 Shift +ドラッグアンドドロップ
この位置で、さらにShiftキーを押すと、オブジェクトに別の名前が付けられます。具体的には、固定された測定
名(例:「MiddleCenter」)および固定されたチャンネル名(例:「SensorX」)から名前が生成されます。
上図において、位置2からページまでShiftキー+ドラッグアンドドロップを使用すると、以下の名前が生成されま
す。
SensorX @ MiddleCenter
SensorZ @ MiddleCenter
SensorX @ MiddleRight
SensorZ @ MiddleRight
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位置3
チャンネル名と測定名はそのままで採用されます。チャンネルリスト内では選択も付番も意味を持ちません。上
図で、測定リストから[SensorY](位置3)をクリックすると、この項目が選択されます。次に、この項目をパネルにド
ラッグすると、以下の名前が生成されます。
SensorY @ MiddleCenter

キーの組み合わせにより、複数のチャンネルを選択してドラッグできます。 ***また、複数の測定のチャンネルを
組み合わせることも可能です(Ctrlキーを押しながらクリックします)。

位置4
ここでは、チャンネルリストで選択したすべてのチャンネルが、測定リストのどの測定とも組み合わされ、付番され
ます。名前は測定番号およびチャンネル番号からのみ生成されます。上図の位置4から開始する場合、結果と
して生成される名前は以下のようになります。
Channel #1 @ Measurement #1
Channel #1 @ Measurement #2
あらかじめ、チャンネルリスト内でCtrlキーを押しながらクリックして[SensorZ]を追加で選択し、位置4または
SensorZの付番から開始すると、結果として生成される名前は以下のようになります。
Channel #1 @ Measurement #1
Channel #2 @ Measurement #1
Channel #1 @ Measurement #2
Channel #2 @ Measurement #2

位置5
ここでは、チャンネルリストで選択したすべてのチャンネルが、測定リストのどの測定とも組み合わされ、付番され
ます。名前は、固定されたチャンネル名(例: [SensorX])と測定番号から生成されます。上図の位置5から開始
する場合、結果として生成される名前は以下のようになります。
SensorX @ Measurement #1
SensorX @ Measurement #2

5.4  [詳細]ブラウザ
追加のブラウザが、[エクストラ] > [オプション]のブランチ[ブラウザ]の[詳
細]に提供されています。
ここには、 imc FAMOSバージョン6.3まで使用されていたブラウザ、 ビ
デオプレーヤプラグイン(ウィジェットによりパネルに組み込むことが望ま
しい)および ASAM-ODSブラウザがあります。
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5.5  ファイルブラウザ(バージョン6.3)
注記

バージョン7.0以降では、以前のバージョンで見慣れたファイルブラウザはデ
フォルトで非表示になります。 
マルチファンクションバーの[表示] - [ツールウィンドウ] - [ファイルブラウザ(バー
ジョン6.3)]を使用するか、[オプション]/[ブラウザ]/[詳細]でアクティブにしま
す。 *** ***

[ファイルブラウザ(バージョン6.3)]により、測定データのファイルにすばやく簡単にアクセスできます。また、[ファイ
ル]/[ロード]のダイアログを使用した場合と比較して時間を節約する機能があります。******ファイルブラウザ
は、imc FAMOSのすべてのエディションに付属しています。

これは、名前がすべて同じ複数の測定値ファイルが別の連続するディレクトリにある状況で特に役立ちます。多
くの最新の測定システムは、特に一定の構成に従った連続的な測定の場合にそのようなディレクトリ構造を生
成します。

参照
ファイルブラウザの使用に関する実施例は、チュートリアルの「ファイルブラウザの使用」に関する章にあります。
***
ファイルブラウザの主要コンポーネントは、ディレクトリツリーと、現在選択されているディレクトリにあるファイルを示
すファイルリストです。この2つのリストの境界は、マウスを使用してシフトできます。
上部には、フォルダまたはファイルリストの現在の選択内容に影響を与えるコマンドを備えたツールバーと、現在
のフォルダを表示または変更するためのコンボボックスがあります。 
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5.5.1  フォルダリスト
ファイルブラウザの最初の呼び出しでは、ファイルのロード用に設定されているデフォルトフォルダに通じるディレクト
リツリー内のパスのみ表示されます([その他] > [オプション] > [フォルダ]メニュー項目で調整可能)。
ディレクトリの項目をダブルクリックすると、そのフォルダのサブディレクトリのリストのオン/オフが切り替わります。ダブ
ルクリックの代わりに、目的のディレクトリを選択(マーク)してからEnterを押すこともできます。

コンテキストメニュー(ツリー表示)
ディレクトリツリーを右クリックすると、以下の操作を提供するコンテキス
トメニューが呼び出されます。

[リストの更新]
ディレクトリ構造を再度読み取ります。これは、自動更新が無効になっている場合にのみ必要です。 *** 

[作業ディレクトリパスのみ]
ファイルのロード用に設定されたデフォルトディレクトリのパスを表示させます。これは、imc FAMOSの最初の起動
時にリストで行われる操作です。

[全てのサブディレクトリを表示]
現在のフォルダから順に全てのサブフォルダが表示されます。

ツールバー内のディレクトリ
現在選択されているフォルダはツールバーに入力されます。このテキストボックスは、[オプション]で無効にするこ
とができます。ファイルリストのコンテキストメニューで、[表示オプション...]コマンドを選択するか、[その他] > [オプ
ション] > [ファイルブラウザ(バージョン6.3)] > [表示]: *********[現在のディレクトリをツールバーに表示]メニュー
項目を選択します。 

別のフォルダに変更するには、別のパスをこのボックスに入力し、ENTERを使用して確定します。右側の三角形
をクリックすると、最近使用したフォルダの履歴が開きます。

矢印ボタンの使用
 選択モード がアクティブな場合は、矢印ボタンを使用してサブフォルダ間を移動できます。二重矢印ボタンを使
用すると、遅延時間後に次のフォルダに自動的にジャンプします。 ***これらの矢印ボタンを使用して各種フォ
ルダのデータを比較する方法の詳細については、「フォルダ変更時の動作」セクションを参照してください。***
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5.5.2  ファイルリスト
ファイルリストは、現在選択されているフォルダに属するファイルを示します。 

ファイルのロード 
ファイルの項目をダブルクリックすると、設定されたフォーマットに従って関連するファイルがロードされます。1つま
たは複数のファイルをロードするには、ファイルを選択してからENTERキーを使用します。ENTERキーの代わり
に、ツールバーのアイコンをクリックするか、対応するコンテキストメニュー項目を使用することもできます。詳細につ
いては、「ファイルのロード(ファイルブラウザを使用)」の章を参照してください。 ***

コンテキストメニュー(ファイルリスト)
ファイルリストを右クリックすると、以下の操作を提供するコンテキスト
メニューが開きます。

[リストの更新]
ディレクトリ構造を再度読み取ります。これは、自動更新が無効になっている場合にのみ必要です。 *** 

[ファイルの削除]
適切な事前設定により、現在選択されているファイルを削除することもできます。「ファイルの削除(ファイルブラウ
ザを使用)」の章を参照してください。***

[表示/ロードオプション...]
対応するダイアログを事前設定用に開きます。これは、メインメニュー[その他] > [オプション] > [ファイルブラウザ]
から呼び出すこともできます。

[ファイルフォーマットとフィルタ...]
ファイルフォーマットと表示フィルタの選択については、次のセクションを参照してください。

ファイルフォーマットに加えて、表示フィルタ
を指定できます。たとえば、興味深い測定
データを含むファイルだけをリストに表示し、
他のファイル(構成ファイルなど)を非表示に
することができます。 

[オプションFAMOSフォーマット...]
該当する場合、設定したファイルフォーマット用にそれぞれの構成ダイアログを呼び出します。
フィルタでは、ワイルドカード文字'*'と'?'を通常の方法で使用できます。複数のフィルタはセミコロンで区切りま
す。
例
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5.5.3  表示オプション
[オプション] > [ファイルブラウザ(バージョン6.3)] > [表示]ダイアログには、様々なファイルリスト事前設定が用意さ
れています。このダイアログを呼び出すには、 [ファイルリスト]コンテキストメニュー またはメインメニュー[その他] >
[オプション] の[ファイルブラウザ(バージョン6.3)] > [表示]を使用します。

ダイアログ オプション ファイルブラウザ 表示:  [ ] > [ (6.3)] > [ ]

[ツールバーで現在のフォルダを表示]
ファイルブラウザのツールバーはコンボボックスで現在のフォルダを示します。

[自動更新]
このオプションがアクティブな場合(デフォルト設定)、ディレクトリ構造が(ファイルやフォルダの作成、名前変更また
は削除などによって)変ると、ファイルおよびフォルダリストが自動的に更新されます。このプロセスは、多くの時間
を必要とし、imc FAMOSでの作業を妨げる可能性があります(特に、ネットワークドライブが関係している場合)。
その場合は、このオプションをオフにして、必要に応じて手動でリストを更新することをお勧めします。 ***

[ファイルリストに表示]
ファイルまたはフォルダに関する追加情報を表示します。
[サブフォルダ]オプションを選択すると、ファイルとともにサブフォルダもファイルリストに表示されます。アクティブな並
び替えモードが何であっても、これらは常にファイルの前に表示されます。

[ファイルリストで並び替え]
ファイルリスト内の項目の並び替えは、ここで選択したオプションによって指示された方法で行われます。サイズで
並び替えると、最も大きいファイルがリストの先頭に配置されます。時刻または日付で並び替えると、最も新しい
ファイルがリストの先頭に配置されます。また、対応する列ヘッダをファイルリストでクリックして並び替え順序を変
更することもできます。
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[この記号 をファイルに使用する]
測定データのファイルがアイコンによって示されます。

[imc FAMOSフォーマット]
このオプションを有効にすると、imc FAMOSファイルフォーマットの全てのファイルがこの記号によって示されます。こ
れにより、ファイル全体ではなくファイルの最初のバイトのみチェックされます。測定データをファイルに保存する全
てのimcアプリケーション(imc STUDIOやimc DEVICESなど)がこのフォーマットを使用します。
このオプションはファイルウィンドウの処理を遅くするため、このフォーマットのファイルに特に関心がない場合は、こ
のオプションを無効にすることをお勧めします。

[フィルタ]
このオプションを使用すると、指定した名前テンプレートに対応する全てのファイルの項目に特殊記号が伴いま
す。テンプレートでは文字"*"と"?"をワイルドカードとして組み込むことができます。これらのワイルドカードは、通
常の方法で使用されます("*" = 任意の数の任意の文字"?")。複数のフィルタを指定できますが、それらのフィル
タはセミコロンで区切る必要があります。
例

 
表示のコンテキストメニューを使用してフィルタリングすることもできます。 ***

5.5.4  ファイルのロード
5.5.4.1  概要
ファイルブラウザでは、以下のステップを容易に実現できます。
ファイルの選択 -> ファイルのロード -> データセットの表示
 [ロード]ダイアログの単純な使用とは対照的に、ファイルブラウザは、連続的に配置された異なるディレクトリに
同じ名前で測定値ファイルのグループ(上記処理の対象とされている)が保存される場合に最も効果的に使用
できます。多くの最新の測定システムは、そのようなディレクトリ構造のみを生成し、特に一定の構成に従った連
続的な測定を伴います。

5.5.4.2  ファイルフォーマットの指定と設定
ファイルフォーマットは、コンテキストメニューコマンド[ファイルフォーマットとフィルタ]で選択できます。このダイアログ
のフォーマット選択リストは、[インポートフィルタの管理]で行った選択によって異なります。 ***付属している標準
の内部ファイルフォーマットに加えて、ASCIIインポートアシスタントまたはファイルアシスタントを利用して以前に定
義した任意のフォーマットを選択できます。 *** ***
選択したファイルフォーマットを設定できる場合は、派生的なインポートフィルタを作成できるため、特殊な設定
をここで適用できます。 ***

5.5.4.3  File Browserでのロードのためのオプション
File Browserには、ファイルのロード時にimc FAMOSの動作に影響を及ぼす特殊な設定があります。特に、波
形を即座に表示するのか、ロードしたデータセットをどのようにネーミングするのかを設定できます。

こうした設定は、[オプション] ダイアログの[File Browser (バージョン6.3) /ロード]ブランチで行います。このダイアロ
グには、メインメニュー([エクストラ/オプション] > [File Browser (バージョン6.3)])からアクセスするか、またはファイル
リストのコンテキストメニューで[ロードオプション...]コマンドを使用すると簡単にアクセスできます。
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5.5.4.4  ロードするファイルの選択/選択解除
目的のファイルをマウスで選択します。

Enterキー、ツールバー内の対応す
るボタン またはコンテキストメニュ
ー内の該当する項目を使用すると、
現在の選択内容がロードされます。
1つのファイルのみ関係する場合は、
リストでその項目をダブルクリックする
だけで十分です。

imc FAMOSは、現在設定されているフォーマットに従ってファイルをロードしようとします。エラーが発生してファイ
ルをロードできない場合は、メインウィンドウのステータスバーにエラーメッセージが表示されます。それ以外の場合
は、ファイルに含まれているデータセットがimc FAMOSでアクセス可能になり、[変数]リストに表示されます。 

ファイルリストでは、ロードされたファイルは背景が黄色の記号によって区別できます。
「ロード済み」記号を備えたファイルの名前は内部的に記録されます。フォルダを変更すると、新しい
フォルダ内のファイルの名前は記録された名前と比較されます。すでにロードされているものと同じ名
前のファイルが新しいフォルダに含まれている場合は、それらのファイルが自動的に再ロードされます。

ファイルの選択解除
ロード済みとしてハイライトされたファイルは、同じ方法で選択解除できます。その場合、記号は白の背景で表
示されます。
ファイルを選択解除すると、このファイルに属する「一時」属性を持ったデータセットは[変数]リストから削除されま
す。

注
この機能は、選択モードでのみ使用できます。 ***標準モードでは、ダブルクリック、ENTERキー、またはメニュー
による通常の方法でファイルがロードされます。

5.5.4.5  フォルダを変更する場合の動作
フォルダリスト内を同じレベルのフォルダに移動すると、「ロード済
み」として強調表示されているファイルが再度ロードされます。つ
まり、このフォルダ内のすべてのファイルが、開かれているファイルの
既存のファイル名と比較され、名前が一致した場合、新しいロー
ドプロシージャが自動的に行われます。
たとえば、複数のフォルダで「Channel1.DAT」というファイル名で
保存されているチャンネルの集まりを表示する場合、ファイルを1
つだけロードし、フォルダを変更するだけです。 

つまり、[フォルダ]リストでフォルダを変更するだけで、その名前のファイルがいずれかのフォルダに存在する場合、
自動的にファイルがロードされます。
このような場合、ツールバーの矢印ファイルが非常に便利です。

これは、同じレベルのフォルダ間での切り替えに便利な方法です。 
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二重矢印のいずれかをクリックすると、フォルダが自動的にスクロールされます。[File Browser (6.3)] > [追加オプ
ション]ダイアログを使用すると、次のフォルダに変更するまでに休止する時間を設定できます。
また、どのフォルダが一定方向の「最後」として識別されるかも設定できます。このレベルの最後のフォルダに到達
するか、またはツールバーのボタンを再度クリックすると、この自動スクロールは停止します。

[フォルダ]リストの親レベルのフォルダに移動すると、作成されたデー
タセットの中から、プロパティが「temporary」のものが[変数]リストか
ら削除されます。

5.5.5  ファイルの削除
ファイルブラウザでファイルを削除することもできます。この機能は、選択したファイルとフォルダをデータ記憶
媒体から削除します。 

警告
削除したファイルがもう必要のないものであることを確認してください。
フォルダを削除すると、サブフォルダとそれらに含まれるファイルも自動的に全て削除されるので注意してくださ
い。

選択したファイルを削除するには、ツールバー内の該当するボタンを使用するか、コンテキストメニュー内の対応
する項目を使用します(ファイルリストで右クリックしてアクセス)。
これらは、削除操作がプログラムによって許可されている場合にのみ応答します。このオプションは、 ***[ファイル
ブラウザオプション(バージョン6.3)] > [追加オプション]*** ダイアログで選択され、デフォルトは「オフ」になります。
削除に影響する他の設定も、このダイアログで実行できます。たとえば、オプションの削除パスワードを設定した
り、削除コマンドの確認プロンプトを指示したりすることができます。
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5.5.6  詳細オプション
メニュー項目 [エクストラ] > [オプション] > [File Browser (バージョン6.3) | 詳細オプション] で、自動スクロールや
ファイルの削除に関する事前設定を行うためのダイアログを開きます。

ダイアログ オプション 追加オプション:  File Browser (6.3) > 

[ディレクトリのスクロール]
以下のオプションは、矢印ボタンを使用してディレクトリツリー内を「移動」した場合に「File Window」の動作に
影響を与えます。

[遅延]
選択した方向で自動スクロールを行う場合に次のディレクトリに切り替えるまでの時間(秒数)を設定します。

[停止位置]
矢印ボタンで、指定した方向で同じレベルにある次のディレクトリにジャンプできます。この設定では、該当する
方向の最後のディレクトリにどの時点で到達したとみなされるかを指定します。
[現在のレベル-1]
指定した方向の次のフォルダが現在のフォルダよりも階層が1段階以上上位であると、スクロールプロセスが終了
します。
以下の例では、この設定が有効な場合、矢印ボタンでサブフォルダ「Shot1」と「Shot2」にしかアクセスできませ
ん。
[現在のレベル-2]
指定した方向の次のフォルダが現在のフォルダよりも階層が2段階以上上位であると、スクロールプロセスが終了
します。
以下の例では、この設定が有効な場合、矢印ボタンで「Shot1」から「Shot6」までのすべてのサブフォルダにアク
セスできます。
|----Labtests

| |--------Exp1
| | |-----Shot1 <<< 現在のフォルダ
| | |-----Shot2
| |--------Exp2
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| | |----Shot3
| | |----Shot4
| |--------Exp3
| |----Shot5
| |----Shot6
|----Tmp

[削除]
以下のオプションは、File Browserを使用した直接的な削除を設定します。

[削除を許可]
このオプションが有効な場合に限り、削除が可能です。このオプションが有効でないと、ツールバーの対応するメ
ニュー項目およびボタンは使用できません。
このようにして、ユーザインターフェースの誤操作による不慮の損失からデータが保護されます。

[削除パスワード]
さらに、誤ってまたは権限のないオペレータがファイルを削除しないように、パスワードを設定しておき、ファイルを削
除する前にパスワードの入力を求めることができます。このオプションを「有効」に設定した場合、パスワードを入
力するためのダイアログが表示されます(パスワードは4文字以上8文字以下です)。また、このオプションを無効に
できるのは、パスワードのプロンプトに正しく応答した場合だけです。

[変更]
すでに設定してあるパスワードを置き換えることができます。

[確認]
このオプションを選択すると、実際に削除を実行する前に、確認プロンプトが表示され、肯定の応答をする必要
があります。
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5.6  ファイルの保存
「ファイルの保存」は、imc FAMOSエディションのReader、Professional、およびEnterpriseで利用可能です。
まず、保存する変数をメインウィンドウの変数リストから選択します。次に、[ファイル]/[個別に保存]または[ファイ
ル]/[一括保存]を選択します。

imc FAMOSの変数は、imc FAMOSファイルフォーマットで保存できます。また、何らかの制限がある場合は、
ASCIIフォーマットで保存できます。Microsoft ® Excelが同じコンピュータにインストールされている場合は、Excel-
XLSフォーマットのファイルも作成できます。ASCIIおよびXLSフォーマットで保存する場合、ユーザはダイアログを操
作することによって、いわゆるエクスポートテンプレートを定義できます。たとえば、これらのテンプレートで、ファイル
および列のヘッダ、数値フォーマット、およびスケーリング列の存在を設定します。一度定義したフォーマットテンプ
レートは、フォーマット選択時に選択した名前で利用できます。

imc FAMOS 5.0以降、追加のファイルフォーマットがオプションのインポート拡張ライブラリとして利用できます。こ
のライブラリはimc FAMOSのユーザインターフェースにシームレスに統合されます。これには、たとえばMATLABエク
スポートが含まれており、imc FAMOSに標準搭載されています。
インストール済みのエクスポートフィルタの概要については、「インポートフィルタ/エクスポートフィルタ」を参照してく
ださい。 ***
他のファイルフォーマット(強化型ASCIIや構成可能なBINARYフォーマットなど)は、imc FAMOSのキットインター
フェースを介して使用されるimc関数ライブラリで生成されます。

5.6.1  個別に保存
選択した変数が、それぞれ1つのファイルに連続して保存されます。メニュー項目[ファイル]/[個別に
保存]を選択します。ファイル名を入力してフォーマットを選択するよう選択した各変数に対して、ダ
イアログが呼び出されます。

5.6.2  一括保存
選択した変数を1つのファイルに一括保存します。このために、メニュー項目[変数]/[一括保存]を選択
します。

このダイアログでは、選択した変数の保存先とするファイル名を入力します。
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ダイアログ ファイル:</image> <image src="fae50104_image1465.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption"> 
の保存

起動時に開くフォルダは、最後に保存に使用したフォルダです。最初に、デフォルトのimc FAMOS設定に属する
フォルダが使用されます。このデフォルト設定は[オプション]/[フォルダ]ダイアログで編集でき、プログラム終了後も
そのまま残ります。

右上のツールバーには、付加的なボタンがあります。
このボタンをマウスでクリックすると、小さなメニューが開き、最近使用されたフォルダが表示さ
れます。このメニューから項目を開くと、別のフォルダにすばやく移動できます。

フォーマット
フォーマット選択リストで、任意のファイルフォーマットを選択します。リストには、「imc FAMOS」のほかに、個人
的に定義したASCIIおよびXLSのエクスポートテンプレートも表示されます。「個別に保存」モードでは、「ASCII
(3.2互換)」フォーマットも選択できます。
ファイル名拡張子を指定しない場合は、デフォルトの拡張子が自動的に付加されます。デフォルトの拡張子とし
ては、FAMOSフォーマット用の「DAT」、ASCII-(3.2)フォーマット用の「ASC」があり、さらに、個人的に定義した
ASCIIおよびXLSのエクスポートテンプレート用にユーザが定義した拡張子もあります。
選択したファイルがすでに存在する場合は、警告メッセージが表示されます。この場合は、既存のファイルを上
書きするか、「保存」コマンドをキャンセルします。
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参照
章「シーケンス」、コマンド SAVEに以下のような項目が作成される場合もあります。 imc FAMOS に以下のような
項目が作成される場合もあります。 ASCSAVEに以下のような項目が作成される場合もあります。 ASCOPTION
マニュアル「imc FAMOS : 関数リファレンス」: FileOpenDSFに以下のような項目が作成される場合もあります。
FileObjWriteに以下のような項目が作成される場合もあります。 FileOpenASCIIに以下のような項目が作成さ
れる場合もあります。 FileLineWrite
マニュアルimc Shared Components、imc FAMOSファイルフォーマットの説明

5.6.3  imc FAMOSフォーマット
imc FAMOSフォーマットは、変数の保存に使用するデフォルトのフォーマットです。このフォーマットで、すべてのデ
ータタイプとフォーマットを保存できます。すべての追加情報(名前、単位、コメントなど)が変数とともに保存され
ます。多くの変数を1つのファイルにまとめて保存することができます。任意のタイプのデータセットとテキストを組み
合わせることができます。

ファイル名拡張子を指定しない場合、「DAT」が自動的に付加されます。
ファイルには、コメントも含めることができます。ロード時にコメントがファイル選択ダイアログに表示されるため、ファ
イルを見つけやすくなります。
コメントは、[ファイルの保存]ダイアログ下部の余白部分にある、編集ボックスに入力します。
imc FAMOSフォーマットの詳細については、 「カーブウィンドウ」を参照してください。

参照
章「シーケンス」、コマンド SAVEに以下のような項目が作成される場合もあります。 imc FAMOS に以下のような
項目が作成される場合もあります。 ASCSAVEに以下のような項目が作成される場合もあります。 ASCOPTION
マニュアル「imc FAMOS : 関数リファレンス」: FileOpenDSFに以下のような項目が作成される場合もあります。
FileObjWriteに以下のような項目が作成される場合もあります。 FileOpenASCIIに以下のような項目が作成さ
れる場合もあります。 FileLineWrite
マニュアルimc Shared Components、imc FAMOSファイルフォーマットの説明
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5.6.4  ASCIIフォーマット (エクスポートテンプレート)
5.6.4.1  概要
変数は構成可能なASCIIフォーマットで保存することもできます。したがって、他のプログラムから変数にアクセスし
て、以降の処理を行うことが可能です。たとえば、複数のチャンネルをマルチカラムファイルにまとめて保存したり、
付加情報をファイルヘッダや列タイトルに記録したり、数値フォーマットと列区切り記号を定義したりすることもで
きます。

このようなフォーマット定義をASCIIエクスポートテンプレートといいます。テンプレートは、ユーザがダイアログのヘル
プを使用して定義し、恒久的な名前で保存されます。この名前で、後からフォーマットを選択できます。[ファイ
ル-保存]の下にあるダイアログのフォーマット選択リストから、選択します。このように、必要なフォーマットを定義
し、後から必要に応じてアクセスすることが容易です。

エクスポートテンプレートのすべての設定が、テキストファイル形式でimc FAMOS定義フォルダに記録されます。こ
のファイルには、エクスポートテンプレートの名前に加え、ファイル名の拡張子「.aet」が付きます。

ファイルをASCIIフォーマットで保存するには、コマンド[ファイル]/[個別に保存]または[ファイル]/[一括保存]を選
択します。表示されるファイル選択ダイアログで、フォーマットリストから既存のASCIIエクスポートテンプレート(プレ
フィックス[ASC]で示されたもの)を選択します。[オプション]ボタンを使用すると、ダイアログが表示されます。このダ
イアログでは、必要に応じて設定を変更できます。続けて、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックすると、
終了できます。

完全に新しいASCIIエクスポートテンプレートを定義して使用することもできます。このために、項目[新しいエクス
ポートテンプレートを定義...]をフォーマットリストから選択し、表示されるダイアログで[オプション]を選択し、項目
[ASCIIエクスポートテンプレート]を選択します。定義が完了したテンプレートは、指定された名前でフォーマットリ
ストに表示され、すぐに保存に使用できます。

構造化されたデータのタイプ(グループ、セグメント化されたデータセット、イベントを伴うデータセット、2つのコン
ポーネントデータセット)を保存すると、個々のパーツ(グループチャンネル、イベント、セグメント、コンポーネント)が
ディスプレイ内で分岐し、それぞれの行に表示されます。

テキスト変数は保存できません。
エクスポートテンプレートを定義するダイアログは、imc FAMOSのオプションダイアログ、[その他]/[オプション]の[ファ
イルの保存 - ASCII]からも呼び出すことができます。
一度定義したエクスポートテンプレートはシーケンスでも使用できます。対応する関数はFileOpenASCII2(..)で
す。
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5.6.4.2  ASCIIエクスポートテンプレートの管理
[オプション]メニュー(メインメニューの[その他]/[オプション]で開きます)から、[ファイル - 保存/エクスポート]で
[ASCII]を選択してダイアログにアクセスします。***エクスポートテンプレートを管理するための以下のダイアログが
開きます。

オプション エクスポートテンプレート[ ]/[ASCII ]

テンプレート
項目[新規テンプレートの作成...]に加え、このリストには、デフォルトの定義フォルダにある、ユーザが事前に定
義したすべてのエクスポートテンプレートが含まれています。名前(フォーマット選択リストに表示するテンプレート
の名前)のほかに、当該のフォーマット用にユーザが定義したコメントおよび指定のデフォルトファイル拡張子があ
ります。
新しいテンプレートを定義するには、項目[新規テンプレートの作成...]をダブルクリックします。テンプレートを定義
するダイアログが、デフォルトの設定で起動します。
同じ方法で操作し、既存のテンプレートを編集します。既存のテンプレートを基にして新しいテンプレートを作成
することもできます。その場合、まず既存のテンプレートを開き、その後で新しい名前を入力します。

注記
代わりに、エクスポートテンプレートの定義に使用するダイアログを[ファイルの保存]ダイアログから呼び出すこと
ができます。この場合は、まず既存のASCIIエクスポートテンプレート(プレフィックス[ASC]で示されるもの)または
[新しいエクスポートテンプレートを定義]という項目を選択してから、[オプション]ボタンをクリックします。

開く
 *** 選択リストで現在選択中のテンプレートを定義するダイアログを起動します(リスト項目をダブルクリックした
場合も同様です)。
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名前変更
選択したエクスポートテンプレートの名前、コメント、およびファイル拡張子を編集できるダイアログを呼び出し
ます。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_04_image227.png" scale="100.00%"
エクスポートテンプレートの名前変更保存styleclass="Image Caption"> ASCII /

削除
選択したエクスポートテンプレートを削除します。
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5.6.4.3  ASCIIエクスポートテンプレートの定義
テンプレートを定義するダイアログでは、ASCIIエクスポートテンプレートの完全な定義に必要な設定すべてに対
応するコントロールが利用できます。利用可能なオプションが多数あるため、ダイアログはさまざまなインデックスカ
ードに分割されます。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_04_image228.png" scale="100.00%"
エクスポートテンプstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> ASCII

レートの定義

ダイアログの分割では、ASCIIファイルの基本的な構造も反映されます。

つのデータセットを掲載した ファイルの例2 ASCII

一般に、ASCIIファイルはファイルヘッダ([1])で構成されます。ファイルヘッダには、永続的なテキストや一般情報
を含めることができます。次に、データセットの読み取り値は隣接する列([2]、[3])に従います。さらに、各列には
それぞれ列ヘッダ([2a]、[3a])があり、列の内容(チャンネル名、サンプリングレート、コメントなど)を表示できます。
列ヘッダの下には、実際の数値が表示されます([2b]、[3b])。個々の列は、定義済みの区切り記号(この例で
はセミコロン)で分割されます。
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また、スケーリング列([2])と読み取り値列([3])は区別されます。スケーリング列は、すべての読み取り値列に対
応するスケーリング(時間軸など)を右側に返します。マルチカラムファイルの場合、後続のすべての読み取り値
列に対して左側の1つのスケーリング列を有効にするか、各データセットに固有のスケーリング列を付随させること
ができます(例を参照)。

基本的な構造により、このようなフォーマットの記述に必要な仕様が決定します。
· [全般]ページは、エクスポートテンプレートの仕様に加え、数字とともに用いる列区切り記号や小数点記号
などのグローバル設定をカバーしています。

· [データ]ページは、列ヘッダ、列幅、数値フォーマットなど、読み取り値列の構造を記述します。
· 同様に、[スケーリング]ページは、スケーリング列の配置とフォーマットを制御します。
· [ファイルヘッダ]ページは、ファイル冒頭の概要テキストを定義します。
· [その他]ページには、主に特殊なデータタイプにのみ影響する詳細オプションがあります。
· [プレビュー]ページでは、現在定義されているフォーマットがサンプルデータセットにどのように適用されるかを事
前に確認できます。

必要な設定をすべて行ったら、[保存]ボタンをクリックしてエクスポートテンプレートの定義をファイルに保存しま
す。
このファイルはデフォルトの定義フォルダに保存されます。このファイルには、エクスポートテンプレートの名前に加
え、拡張子「.aet」が付きます。[ファイルの保存]ダイアログが開くと、定義フォルダが検索され、検出されたエクス
ポートテンプレートがすべてフォーマット選択リストに追加されます。
[閉じる]ボタンをクリックすると、ダイアログが終了します。これまでに変更を行った場合は、テンプレートの変更を
保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

ASCIIエクスポートテンプレートの定義/全般

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_04_image228.png" scale="100.00%"
エクスポーstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> ASCII

トテンプレートの定義

このページは、エクスポートテンプレ
ートの仕様に加え、数字とともに
用いる列区切り記号や小数点記
号などのグローバル設定を提供し
ます。

フォーマット情報
エクスポートテンプレートに関する一般仕様をここで作成できます。
名前
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テンプレートを特定する名前です。フォーマットがこの名前で、[ファイルの保存]ダイアログのフォーマット選択
リスト、および[オプション]/[ファイル - 保存/エクスポート]/[ASCII]の下にあるオプションダイアログのフォーマッ
トリストに表示されます。さらに、テンプレート自体がこの名前で、拡張子「aet」が付き、imc FAMOSのデ
フォルト定義フォルダに保存されます。

ファイルの拡張子
エクスポートテンプレートによるファイルの保存時には、デフォルトのファイル拡張子が使用されます。ファイル保
存時に別の拡張子を明示的に指定しない限り、この拡張子がファイル名に付加されます。
コメント
ここに、フォーマットの簡単な説明を入力できます。たとえば、対応するフォーマットをフォーマット選択リスト
で選択すると、常にこのコメントが[ファイルの保存]ダイアログのタイトルバーに表示されます。

フォーマット情報の例:
上の図に示すとおり、エクスポートテンプレート自体が「My Format.aet」というファイル名でimc FAMOSの定
義フォルダに保存されます。このエクスポートテンプレートを別のコンピュータで使用する場合は、このファイル
を該当する定義フォルダにコピーするだけです。
このフォーマットを選択すると、以下のように[ファイルの保存]ダイアログが表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1471.png" scale="100.00%"
フォーマットstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> ASCII

でのファイルの保存

フォーマット選択リスト内のテキスト
は、ASCIIエクスポートテンプレートを
示す永続的なプレフィックス[ASC]、
選択した名前、および指定したファ
イル名拡張子で構成されます。後
者は、ファイルリストの表示フィルタ
としても使用されます。

列区切り
このグループのオプションでは、個々の列を互いにどのように分割するかを決定します。リストボックスでは、まず
固定された区切り文字(タブ、セミコロン、スペース、カンマ)または「文字列」を選択できます。
「文字列」を選択する場合、隣の入力ボックスに文字列を入力できます。タブは特殊文字「\t」として入力で
きます。たとえば、文字列「\t;\t」を入力すると、2つの列間の区切り記号が「タブ、セミコロン、タブ」の組み合
わせになるように設定されます。
[最後の列の後に区切り記号なし]オプションを選択すると、最後の列が開いたままとなります。これは、選択
した区切り記号で列が完了していないことを意味します。
数に使用する小数点記号
ここでは、数値の小数点記号を点にする(例:3.142)かカンマにする(例:3,142)かを設定します。[自動]オプショ
ンが有効な場合、Windowsコントロールパネルの[地域]/[数値]の有効な設定が使用されます。
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5.6.4.4  ASCIIエクスポートテンプレートの定義/データ
ASCIIエクスポートテンプレートの定義/データ

ダイアログ エクスポートテンプレートの定義 データ:  ASCII /

このダイアログのこのページを使用す
ると、データ読み取り列のフォーマット
に影響があります。

列ヘッダ
この入力ボックスでは、個々の読み取り列上に表示するタイトルを設定します。ここには、固定テキストとプ
レースホルダの組み合わせを指定できます。このプレースホルダには、各列に記述されているデータセットに
属する固有の特性値が表示され、保存時には、現在のテキスト(名前、コメント、単位など)または数値
(サンプリングの間隔、長さなど)が入力されます。プレースホルダはパーセント記号で囲まれ、固定された名
前として認識されます。
たとえば、%NAME%は名前を意味し、%YUNIT%は記録済みデータセットのy単位を意味します。右側の
選択リストに、定義済みのプレースホルダがすべて一覧表示されます。対象の項目をダブルクリックする(ま
たは項目を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在のカーソル位置にプレースホルダがコピーされ
ます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(入力ボックス内でマウスを右クリックして呼び出します)を使用して、プレ
ースホルダを挿入することもできます。利用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここで、
nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。  ******たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ定
義プロパティを使用できます。
列ヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空にするだけです(あるいは、コンテンツを完全に削除します)。

最小の列幅
データ列に指定可能な最小幅を設定します。指定した幅よりも実際のコンテンツ幅のほうが狭い場合、左
側が空白になり、コンテンツは右揃えになります。ただし、実際のコンテンツ幅のほうが広い場合は、コンテン
ツ全体が表示されたままになり、そのために列幅が拡大します。

数値フォーマット
ここでは、数値フォーマットと数値出力の分解能を指定します。指数表記(例:「1.23E3」)、10進表記
(「123.4」)、および「自動」から選択できます。自動とは、この場合、特定の数値に対してできるだけ短い
表記が選択されることを示します。[桁]ボックスには、表示する小数位の数を入力します。
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5.6.4.5  ASCIIエクスポートテンプレートの定義/スケーリング
ASCIIエクスポートテンプレートの定義/スケーリング

ダイアログ エクスポートテンプレートの定義 スケーリング:  ASCII /

このページでは、スケーリング列の配
置とフォーマット用のコントロールが利
用できます。

スケーリング列
一般に、スケーリング列には、データセット内のy値(振幅)に対応するx位置が表示されます。よくある例とし
て、時間軸というものがあります。これは、グラフィックデータ表示で使用される(水平) x軸の分割に似ています。
スケーリング列がどのように作成されるかは、データタイプによって異なり、以下のスキームに従います。
通常の(等間隔サンプリング)デー
タセット

サンプリング間隔/プリトリガ/トリガ時間(またはx-delta/x-offset)から生
成

XYデータセット データセットのXコンポーネントを使用

複合データセット 実数部/虚数部表示に対応する、(振幅/位相表示の)頻度または独立
したパラメータ

[なし]
明示的なスケーリング列は保存されていません。このオプションが効果を発揮するのは、情報が適切で
ないかファイル内の他のデータから生成可能な場合です(データ列の列ヘッダでサンプリングレートを指定
する場合など)。このオプションを選択すると、このダイアログ内の追加入力コントロールがすべて無効に
なります。

[共通]
保存されているすべてのデータセットに対して共通のスケーリング列(左側)が作成されます。その結果、
あるデータセットにおいて、特定のx位置に値が割り当てられていない場合、データ列の行列にギャップが
生じる可能性があります(つまり、補間がなく、対応するセルが単純に空のままとなります)。
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したがって、この表示形式が効果を発揮するのは、保存されているデータセットすべてが同じスケーリング
である場合(たとえば、すべてが共通のタイムベースを用いた同じ測定値から得られたものだという理由に
より)、または最低でも、すべてのデータセットがほぼ同じx範囲をカバーしている場合に限られます。

[波形単位]
各データセットが自身のスケーリング列を受け取ります。これは、それぞれのデータ列の左側に表示されま
す。

列ヘッダ
この入力ボックスでは、個々のスケーリング列上に表示するタイトルを設定します。この場合、固定テキ
ストとプレースホルダを組み合わせることができます。このプレースホルダにはデータセットに属する固有の
値が表示され、データ保存時には、現在の文字列(名前、コメント、単位など)または数値(サンプリング
の間隔、長さなど)が入力されます。プレースホルダは、両側を「パーセント」文字で囲まれ、恒久的な名
前として認識されます。
たとえば、%NAME%は名前を示し、%YUNIT%は特定のデータセットのy単位を示します。右側のリスト
ボックスに、定義済みのプレースホルダが一覧表示されます。対象のプレースホルダの項目をダブルクリッ
クする(または項目を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在の入力位置にプレースホルダが
コピーされます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(マウスの右クリック)を使用して、プレースホルダを挿入することもできま
す。利用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。列ヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空
にするだけです(あるいは、すべてのコンテンツを削除します)。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここ
で、nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。 ***たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ
定義プロパティを使用できます。

最小の列幅
スケーリング列の最小幅を指定します。指定した幅よりも現在のコンテンツ幅のほうが狭い場合、左側が空
白になり、コンテンツは右揃えになります。ただし、現在のコンテンツ幅のほうが広い場合、コンテンツはフル
表示され、それに伴い、列の幅も広がります。

スケーリング: x単位
スケーリングはデータセットのx単位に相当します。
ここでは、数値と数値の分解能を設定できます。指数表記(例:「1.23E3」)、10進表記(「123.4」)、および
「自動」から選択できます。自動とは、この場合、できるだけ短い表記が使用されることを示します。使用さ
れる表記は特定の数値が何であるかによって異なります。[桁]ボックスには、表示する小数位の数を指定
します。

スケーリング: 時間
スケーリング出力が絶対時刻および日付で表現されます。もちろん、このオプションが意味を成すのは、時
間の経過に伴って記録された、x単位として「s」(秒)を持つデータセットが、実際に関連している場合に限
られます。

秒
ここでは、時刻表示の分解能を指定します。[なし]を指定すると、「時間:分」の形式で時刻が表示されま
す(例:「23:11」)。「1 s」を設定すると秒も表示され(「23:11:59」)、「100ms」を設定すると1/10秒も表示さ
れます(「23:11:59,4」)。秒の端数の前の区切り記号(コンマまたは点)は、Windowsシステムの「小数点記
号」の現在の設定によって異なります。

日付
これを選択した場合は、省略形の日付(例:「11.12.01」)が時刻とともに表示されます。
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5.6.4.6  ASCIIエクスポートテンプレートの定義/ファイルヘッダ
ASCIIエクスポートテンプレートの定義/ファイルヘッダ

ダイアログ エクスポートテンプレートの定義 ファイルヘッダ:  ASCII /

ここでは、保存対象ファイルの最初の部分に入
力するファイルヘッダを構成できます。

ファイルヘッダ
この入力ボックスには、ファイルの最初の部分に表示したいテキストを入力します。この場合、固定テキスト
とプレースホルダを組み合わせることができます。このプレースホルダにはデータセットに属する固有の値が表
示され、データ保存時には、現在の文字列(名前、コメント、単位など)または数値(サンプリングの間隔、
長さなど)が入力されます。プレースホルダがデータセットを参照している場合、複数のデータセットが保存さ
れているときは、ファイル内で最初のデータセットの特性値が使用されます。
プレースホルダは、両側を「パーセント」文字で囲まれ、恒久的な名前として認識されます。
たとえば、%NAME%は名前を示し、%YUNIT%は特定のデータセットのy単位を示します。右側のリストボッ
クスに、定義済みのプレースホルダが一覧表示されます。対象のプレースホルダの項目をダブルクリックする
(または項目を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在の入力位置にプレースホルダがコピーされ
ます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(マウスの右クリック)を使用して、プレースホルダを挿入することもできま
す。利用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここで、
nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。 ***たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ定
義プロパティを使用できます。
ファイルヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空にするだけです(あるいは、すべてのコンテンツを削除し
ます)。
ファイルヘッダは複数の列に分割することもできます。その場合は、[現在の列]コントロールに関連付けられ
ている矢印ボタンを使用して、列を追加するか、別の列に切り替えます。空の列は、保存時に「最適化」
されるため、明示的に削除する必要がありません。
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5.6.4.7  ASCIIエクスポートテンプレートの定義/その他
ASCIIエクスポートテンプレートの定義/その他

ダイアログ エクスポートテンプレートの定義 その他:  ASCII /

このページでは、特殊なデータタイプ
に関する追加のオプションを使用で
きます。

行と列を切り替え
データ行列の行を列(列ヘッダを含む)と切り替えます。つまり、かつて最初の行だったものが最初の列になり
ます。このオプションが最も効果を発揮するのは、データセット(行列)がセグメント化されている場合などで
す。このオプションが無効な場合、セグメント化されたデータセットについて、各セグメントが自身の列に書き
込まれます。ただし、このオプションが有効な場合は、単一のセグメントに属する値が1つの行に並べて書き
込まれます。

振幅/位相波形における位相を無視
このオプションを選択すると、振幅/位相表示の複合データセットから振幅成分のみが保存されます。

チャンネル名のプレースホルダ
これらのオプションは、ファイルヘッダまたは列ヘッダ内でチャンネル名のプレースホルダ「%NAME%」がどのよう
に解釈されるかに影響を及ぼします。

プレフィックスグループ名(該当する場合)
グループに属するデータセット内において、グループ名がチャンネル名の前に配置されます(また、コロンでチャン
ネル名と区切られます)。
セグメント/イベントインデックスを付加(該当する場合)
セグメント化されたデータセットまたはイベントベースのデータセットの場合、各列に1つのイベントまたはセグメン
トが含まれます。このオプションが有効な場合、現在のセグメントまたはイベントのインデックスが(角括弧で)付
加されます。ファイルヘッダまたは共通スケーリング列のヘッダにプレースホルダが配置される場合、設定は無視
されます。
コンポーネントIDを付加(該当する場合)
複雑なデータセットまたはXYデータセットの場合、列単位で1つのコンポーネントが保存されます。このオプション
が有効な場合、imc FAMOS内の標準コンポーネントタグが追加されます。たとえば、「.M」は複合データセット
の振幅に対応し、「.X」はデータセットのXコンポーネントに対応します。ファイルヘッダまたは共通スケーリング列
のヘッダにプレースホルダが配置される場合、設定は無視されます。
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5.6.4.8  ASCIIエクスポートテンプレートの定義/プレビュー
ASCIIエクスポートテンプレートの定義/プレビュー

エクスポートテンプレートの定義用ダイアログ プレビューASCII /

提供済みのサンプルデータセットに基
づくプレビューに現在有効な設定を適
用することで、その設定の効果を実際
に見ることができます。
これにより、お客様が行う設定の結果
が予測しやすくなります。
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5.6.5  ASCIIフォーマット(3.2互換)
このフォーマットは、旧バージョンのFAMOSとの互換性のためだけに保持されます。フォーマットの構成可
能性は限定的であり、「個別に保存」モードでのみ使用できます。一般には、ASCIIエクスポートテンプ
レートを使用するほうがよいでしょう。
データセットは、ASCIIフォーマットでも保存できます。このファイルは、他のプログラムでもASCIIファイルとして読み
取ることができます。シンプルなASCIIデータフォーマットが使用され、行内の個々の値が特別な区切り文字を使
用せずに保存されます。
このフォーマットでデータを保存するには、[ファイルの保存]ダイアログのフォーマットリストからASCII (3.2互換)の
フォーマットを選択します。この選択は、ダイアログを[個別に保存]メニュー項目で呼び出した場合にのみ可能で
す。
このフォーマットを使用できるのは、他のプログラムで処理するためにデータを保存する場合のみです。後からimc
FAMOSにファイルを再ロードする場合には、使用しないでください。
このフォーマットの用途は非常に限定されているためご注意ください。ファイルあたり1つのデータセットのみをファイ
ルできます。コメントなどの追加情報はファイルできません。テキストは保存できません。
複雑なASCIIフォーマットの生成については、ASCIIエクスポートテンプレートに関するセクションを参照してくださ
い。***
ファイル名拡張子を指定しない場合、「.ASC」が自動的に使用されます。
テキストをASCIIファイルに保存するには(プロトコルファイル用など)、ASCIIファイルの行を作成する関数
(FileLineWrite)を使用できます。

ダイアログ オプション フォーマットでの保存:  : ASCII

[オプション]ボタンを使用して、作成するファイルのフォ
ーマットを詳細に指定するダイアログを呼び出しま
す。

作成するASCIIファイルフォーマットをこのダイアログで
詳細に定義します。
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表記
このグループで選択したオプションを使用して、保存された数値の表記を定義します。ユーザは、値が指数表
記、10進表記、または混在表記で常に表示されるよう指定できます。混在とは、最も短い表示が個々の値
に選択されているという意味です。ユーザは、標準的な小数点または小数点を表すカンマを選択して値を保
存することもできます。
精度
テキストボックスの入力値は、「混在」表記で出力される有効桁数を表します。それ以外の場合は、小数点の
後に出力される有効桁数に相当します。入力可能な値の範囲は0～7です。
最小幅
ここには、出力する最小桁数を指定します。入力可能な値の範囲は0～99です。指定した値よりも出力対象
の実際の数の幅が小さい場合は、数字の左側にスペースが挿入されます。これを使用することによって、列に保
存されたすべての値の小数点を揃えることができ、見やすさが飛躍的に向上します。

ヘッダで保存
このオプションボックスをオンにすると、保存済みのチャンネルに関するさまざまな情報を持つ定義されたブロック
が、ファイルの冒頭に入ります。オンにしない場合は、個々の値のみが保存されます。
このブロックは以下のような構造になっています(固定されたキーワードには下線が付きます) :

IMC imc FAMOS 
Name: DSIN
Time: 10.08.89 17:26:20
Length: 1101 
Unit X-Axis: 4e-006 s
1st x-Value: 0 s 
Unit Y-Axis: V
Data:
0.0000
0.2991 
...

この例のデータセットは、名前がDSINで、生成された日付は1989年8月10日です。名前は変数です。ファイル
名とは異なる場合があります。データセットは1101個の値から構成され、4µsのレートで記録され、指定されたト
リガ時間で開始します。y軸の単位はボルトです。つまり、カーブが時間に対する電圧を表しているということを意
味します。個々の値は、キーワードであるDataの後の行から開始します。
y値のみ/2段組み x-> y
この2つのオプションボタンを使用して、y値を縦列に保存するか、各y値の前に対応するx値を付けて(タブで分
割)保存するかを指定します。
デフォルト
このボタンは、このオプションダイアログを使用せずに、imc FAMOSの以前のバージョン(バージョン1.5まで)と似た
ASCIIフォーマットでの保存を実行する設定を作成します。
参照
章「シーケンス」、コマンド ASCSAVE、 ASCOPTION
マニュアル: 関数に関する参照先: FileOpenASCII、 FileOpenASCII2、 FileLineWrite
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5.6.6  Excel (XLS)フォーマット
5.6.6.1  概要
XLSフォーマットは、幅広く流通している表計算プログラムであるMicrosoft ® Excelのデフォルトのファイルフォー
マットです。Excelをimc FAMOSに並行してインストールすると、XLSファイルはimc FAMOSによって直接エクスポー
トできます。この目的のため、Excelは「OLEオートメーション」というメカニズムによってリモートで制御されます。
Excelはバックグラウンドで起動し、imc FAMOSからデータを受信し、ファイルを保存し、最後にもう一度閉じるよ
う通知を受けます。

制約事項
· Excelが管理できるデータセットの数および長さは制限されています。最大行数(=データセットの最大長)は
65536(Excel 95: 16384)です。最大列数は256(=転送可能なデータセットの数)です。

· XLSファイルにつき1つのテーブルのみをエクスポートできます。
· データセットのみ(テキスト変数ではありません)をエクスポートできます。
· XLSフォーマットにはさまざまなバージョンがあります。たとえば、Excel 2000フォーマットで保存したXLSファイルを
Excel 95で読み取ることはできません。

構造化されたデータのタイプ(グループ、イベントベースのデータセット、セグメント化されたデータセット、2コンポー
ネントのデータセット)を保存すると、個々のパーツ(グループのチャンネル、イベント、セグメント、コンポーネント)が
抽出され、それぞれの列に書き出されます。
XLSフォーマットでのデータエクスポートには、多くの構成オプションが付随します。必然的に、複数のデータセット
をまとめて1つのテーブルの複数の列に保存することができます。テーブルのヘッダ、列タイトル、およびスケーリング
列もすべて定義できます。
このようなフォーマット定義をXLSエクスポートテンプレートといいます。テンプレートは、ユーザがダイアログのヘルプ
を使用して定義し、恒久的な名前で保存されます。この名前で、後からフォーマットを選択できます。[ファイル-
保存/エクスポート]の下にあるダイアログのフォーマット選択リストから、選択します。このように、必要なフォーマッ
トを定義し、後から必要に応じてアクセスすることが容易です。

エクスポートテンプレートのすべての設定が、テキストファイル形式でimc FAMOS定義フォルダに記録されます。こ
のファイルには、エクスポートテンプレートの名前に加え、ファイル名の拡張子「.aet」が付きます。
技術的に言うと、XLSエクスポートテンプレートとASCIIエクスポートテンプレートに差異はありません。利用可能な
設定の数だけが異なりますが、これは、ASCIIエクスポートに必要な仕様の一部がExcelエクスポートに必要ない
ためです。
ファイルをXLSフォーマットで保存するには、コマンド[ファイル]/[個別に保存]または[ファイル]/[一括保存]を選択
します。表示されるファイル選択ダイアログで、フォーマットリストから既存のXLSエクスポートテンプレート(プレフィッ
クス[XLS]で示されたもの)を選択します。[オプション]ボタンを使用すると、ダイアログが表示されます。このダイアロ
グでは、必要に応じて設定を変更できます。続けて、ファイル名を入力して[保存]ボタンをクリックすると、終了で
きます。

完全に新しいXLSエクスポートテンプレートを定義して使用することもできます。このために、項目[新しいエクスポ
ートテンプレートを定義...]をフォーマットリストから選択し、表示されるダイアログで[オプション]を選択し、項目
[XLSエクスポートテンプレート]を選択します。定義が完了したテンプレートは、指定された名前でフォーマットリス
トに表示され、すぐに保存に使用できます。
エクスポートテンプレートの定義に使用するダイアログは、imc FAMOSのオプションメニュー(メインメニューの[その
他]/[オプション]からアクセス)の[ファイル - 保存/エクスポート]で[EXCEL]を選択して呼び出すこともできます。
一度定義したエクスポートテンプレートはシーケンスでも使用できます。対応する関数はFileOpenXLS2(..)で
す。
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5.6.6.2  EXCELエクスポートテンプレートの管理
[オプション]ダイアログ(メニュー項目[その他]/[オプション])で、[ファイル - 保存: EXCEL (XLS)]ページに移動しま
す。エクスポートテンプレートを管理するための以下のダイアログが表示されます。

オプション エクスポートテンプレート[ ]/[EXCEL ]

テンプレート
項目[新規テンプレートの作成...]に加え、このリストには、デフォルトの定義フォルダにある、ユーザが事前に定
義したすべてのエクスポートテンプレートが含まれています。名前(フォーマット選択リストに表示するテンプレート
の名前)のほかに、当該のフォーマット用にユーザが定義したコメントおよび指定のデフォルトファイル拡張子があ
ります。
新しいテンプレートを定義するには、項目[新規テンプレートの作成...]をダブルクリックします。テンプレートを
定義するダイアログが、デフォルトの設定で起動します。
同じ方法で操作し、既存のテンプレートを編集します。既存のテンプレートを基にして新しいテンプレートを
作成することもできます。その場合、まず既存のテンプレートを開き、その後で新しい名前を入力します。

注意:
代わりに、エクスポートテンプレートの定義に使用するダイアログを[ファイルの保存]ダイアログから呼び出すことが
できます。この場合は、まず既存のXLSエクスポートテンプレート(プレフィックス[XLS]で示されるもの)または[新しい
エクスポートテンプレートを定義]という項目を選択してから、[オプション]ボタンをクリックします。
[開く]
選択リストで現在選択中のテンプレートを定義するダイアログを起動します(リスト項目をダブルクリックした場合
も同様です)。
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名前変更
選択したエクスポートテンプレートの名前、コメント、およびファイル拡張子を編集できるダイアログを呼び出しま
す。

ダイアログ:</image> <image src="fam1d_04_image238.png" scale="100.00%"
エクスポートテンプレートの保存styleclass="Image Caption"> EXCEL

削除
選択したエクスポートテンプレートを削除します。
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5.6.6.3  EXCELエクスポートテンプレートの定義
テンプレートを定義するダイアログでは、EXCELエクスポートテンプレートの完全な定義に必要な設定すべてに対
応するコントロールが利用できます。利用可能なオプションが多数あるため、ダイアログはさまざまなページに分
割されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1480.png" scale="100.00%"
エクスポートテンstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> EXCEL

プレートの定義

ダイアログの分割では、「XLSファイルの基本的な構造も反映されます。

つのデータセットを掲載した ファイルの例2 EXCEL

一般に、EXCELファイルはファイルヘッダ([セルA1～A5])で構成されます。ファイルヘッダには、永続的なテキストや
一般情報を含めることができます。次に、データセットの読み取り値は隣接する列に従います。さらに、各列には
それぞれ列ヘッダ([セル6～8])があり、列の内容(チャンネル名、サンプリングレート、コメントなど)の表示が特徴
です。列ヘッダの下には、実際の数値が表示されます([9行目から開始])。
また、スケーリング列([列AおよびC])と読み取り値列([列BおよびD])は区別されます。スケーリング列は、すべて
の読み取り値列に対応するスケーリング(時間軸など)を右側に返します。マルチカラムファイルの場合、後続の
すべての読み取り値列に対して左側の1つのスケーリング列が有効になるか、各データセットがそれぞれのスケー
リング列に付随します。
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基本的な構造により、このようなフォーマットの記述に必要な仕様が決定します。
· [全般]ページは、エクスポートテンプレートのプロパティをカバーしています。
· [データ]ページは、列ヘッダなど、読み取り値列の構造を記述します。
· 同様に、[スケーリング]ページは、スケーリング列の配置とフォーマットを制御します。
· [ファイルヘッダ]ページは、テーブル冒頭の概要テキストを定義します。
· [その他]ページには、主に特殊なデータタイプにのみ影響する詳細オプションがあります。

必要な設定をすべて行ったら、[保存]ボタンをクリックしてエクスポートテンプレートの定義をファイルに保存しま
す。
このファイルはデフォルトの定義フォルダに保存されます。このファイルには、エクスポートテンプレートの名前に加
え、拡張子「.aet」が付きます。[ファイルの保存]ダイアログが開く場合、定義フォルダが検索され、検出されたエ
クスポートテンプレートがすべてフォーマット選択リストに追加されます。
[閉じる]ボタンをクリックすると、ダイアログが終了します。これまでに変更を行った場合は、テンプレートの変更を
保存するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

EXCELエクスポートテンプレートの定義/全般
このページには、エクスポートテンプレートの全般的なわかりやすい設定の制御が含まれます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1480.png" scale="100.00%"
エクスポートテンプstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> Excel

レートの定義全般/

名前
テンプレートを特定する名前です。フォーマットがこの名前で、[ファイルの保存]ダイアログのフォーマット選択
リスト、および[オプション]/[ファイル - 保存/エクスポート]/[EXCEL]の下にあるオプションダイアログのフォーマッ
トリストに表示されます。さらに、テンプレート自体がこの名前で、拡張子「aet」が付き、imc FAMOSのデ
フォルト定義フォルダに保存されます。
ファイルの拡張子
エクスポートテンプレートによるファイルの保存時には、デフォルトのファイル拡張子が使用されます。ファイル保
存時に別の拡張子を明示的に指定しない限り、この拡張子がファイル名に付加されます。永続的に[XLS]に
設定します。
コメント
ここに、フォーマットの簡単な説明を入力できます。たとえば、対応するフォーマットをフォーマット選択リストで選
択すると、常にこのコメントが[ファイルの保存]ダイアログのタイトルバーに表示されます。
Excel 2007フォーマットを優先
このオプションをオンにしてExcel 2007以上をインストールすると、デフォルトで「XLSX」フォーマット(Excel 2007で
新しく導入)が、以前のExcelバージョンの「XLS」フォーマットの代わりに使用されます。
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フォーマット情報の例:
上の図に示すとおり、エクスポートテンプレート自体が「XLS Format #1.aet」というファイル名でimc FAMOSの定
義フォルダに保存されます。このエクスポートテンプレートを別のコンピュータで使用する場合は、このファイルを該
当する定義フォルダにコピーするだけです。
このフォーマットを選択すると、以下のように[ファイルの保存]ダイアログが表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1482.png" scale="100.00%"
ファイルの保styleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

存 フォーマットを選択(Excel )

フォーマット選択リスト内のテキスト
は、EXCELエクスポートテンプレートを
示す永続的なプレフィックス[XLS]、
選択した名前、および指定したファ
イル名拡張子([.xls])で構成されま
す。後者は、ファイルリストの表示フィ
ルタとしても使用されます。
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5.6.6.4  EXCELエクスポートテンプレートの定義/データ
EXCELエクスポートテンプレートの定義/データ

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1483.png"
scale="100.00%" styleclass="Image Caption"

エクスポートテンプレートの定style="background-color:transparent;"> Excel
義 データ/

このページには、データ列のフォーマットに影
響するコントロールがあります。

列ヘッダ
この入力ボックスでは、個々の読み取り列上に表示するタイトルを設定します。ここには、固定テキストとプレー
スホルダの組み合わせを指定できます。このプレースホルダには、各列に記述されているデータセットに属する固
有の特性値が表示され、保存時には、現在のテキスト(名前、コメント、単位など)または数値(サンプリングの
間隔、長さなど)が入力されます。プレースホルダはパーセント記号で囲まれ、固定された名前として認識され
ます。
たとえば、%NAME%は名前を意味し、%YUNIT%は記録済みデータセットのy単位を意味します。右側の選択
リストに、定義済みのプレースホルダがすべて一覧表示されます。対象の項目をダブルクリックする(または項目
を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在のカーソル位置にプレースホルダがコピーされます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(入力ボックス内でマウスを右クリックして呼び出します)を使用して、プレース
ホルダを挿入することもできます。利用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここで、
nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。 ***たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ定義
プロパティを使用できます。
列ヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空にするだけです(あるいは、コンテンツを完全に削除します)。
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5.6.6.5  EXCELエクスポートテンプレートの定義/スケーリング
EXCELエクスポートテンプレートの定義/スケーリング

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1484.png"
scale="100.00%" styleclass="Image Caption"

エクスポートテンプレーstyle="background-color:transparent;"> Excel
トの定義 スケーリング/

このページには、スケーリング列の配置とフォーマッ
トに影響するコントロールがあります。

スケーリング列
ここでは、ファイルにスケーリング列があるかどうかを設定できます。一般に、スケーリング列には、データセット内
のy値(振幅)に対応するx位置が表示されます。よくある例として、時間軸というものがあります。これは、グラ
フィックデータ表示で使用される(水平) x軸の分割に似ています。スケーリング列がどのように作成されるかは、
データタイプによって異なり、以下のスキームに従います。
通常の(等間隔サンプリング)データ
セット

サンプリング間隔/プリトリガ/トリガ時間(またはx-delta/x-offset)から生
成

XYデータセット データセットのXコンポーネントを使用。

複合データセット (実数部/虚数部表示に対応する、振幅/位相表示の)頻度または独
立したパラメータ

[なし]
明示的なスケーリング列は保存されていません。このオプションが効果を発揮するのは、情報が適切でないか
ファイル内の他のデータから生成可能な場合です(データ列の列ヘッダでサンプリングレートを指定する場合な
ど)。このオプションを選択すると、このダイアログ内の追加入力コントロールがすべて無効になります。
[共通]
保存されているすべてのデータセットに対して共通のスケーリング列(左側)が作成されます。その結果、あるデ
ータセットにおいて、特定のx位置に値が割り当てられていない場合、データ列の行列にギャップが生じる可能
性があります(つまり、補間がなく、対応するセルが単純に空のままとなります)。
したがって、この表示形式が効果を発揮するのは、保存されているデータセットすべてが同じスケーリングである
場合(たとえば、すべてが共通のタイムベースを用いた同じ測定値から得られたものだという理由により)、または
最低でも、すべてのデータセットがほぼ同じx範囲をカバーしている場合に限られます。
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[波形単位]
各データセットが自身のスケーリング列を設定します。これは、それぞれのデータ列の左側に表示されます。
列ヘッダ
この入力ボックスでは、個々のスケーリング列上に表示するタイトルを設定します。この場合、固定テキストとプ
レースホルダを組み合わせることができます。このプレースホルダにはデータセットに属する固有の値が表示され、
データ保存時には、現在の文字列(名前、コメント、単位など)または数値(サンプリングの間隔、長さなど)が
入力されます。プレースホルダは、両側を「パーセント」文字で囲まれ、恒久的な名前として認識されます。
たとえば、%NAME%は名前を示し、%YUNIT%は特定のデータセットのy単位を示します。右側のリストボックス
に、定義済みのプレースホルダが一覧表示されます。対象のプレースホルダの項目をダブルクリックする(または
項目を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在の入力位置にプレースホルダがコピーされます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(マウスの右クリック)を使用して、プレースホルダを挿入することもできます。利
用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここで、
nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。 ***たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ定義
プロパティを使用できます。
列ヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空にするだけです(あるいは、すべてのコンテンツを削除します)。
スケーリング: x単位
スケーリングはデータセットのx単位に相当します。
スケーリング: 時間
スケーリング出力が絶対時刻および日付で表現されます。もちろん、このオプションが意味を成すのは、時間の
経過に伴って記録された、x単位として「s」(秒)を持つデータセットが、実際に関連している場合に限られま
す。
時間値はEXCELの時間フォーマットに変換され、転送されます。EXCEL列の数値フォーマットは時間として設定
されます(EXCELのメニュー項目「書式/セルの書式設定/数値」を参照)。
EXCELでの時刻表現は約10msの分解能しかないのでご注意ください。時間軸の分解能がより精細な場合
は、保存時の精度が損なわれます。
秒
ここでは、時刻表示の分解能を指定します。[なし]を指定すると、「時間:分」の形式で時刻が表示されま
す(例:「23:11」)。「1 s」を設定すると秒も表示され(「23:11:59」)、「100ms」を設定すると1/10秒も表示さ
れます(「23:11:59,4」など)。

日付
これを選択した場合は、省略形の日付(例:「11.12.01」)が時刻とともに表示されます。
秒と日付の2つの指定により、最初に表示する数値フォーマットが決定します。EXCELでの表示は後から編集
できます(メニュー項目[書式]/[セル])。
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5.6.6.6  EXCELエクスポートテンプレートの定義/ファイルヘッダ
EXCELエクスポートテンプレートの定義/ファイルヘッダ

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1485.png" scale="100.00%"
エクスポstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> Excel

ートテンプレートの定義 ファイルヘッダ/

ここでは、テーブルの最上位に入力
するファイルヘッダを定義できます。

ファイルヘッダ
この入力ボックスには、ファイルの最初の部分に表示したいテキストを入力します。この場合、固定テキスト
とプレースホルダを組み合わせることができます。このプレースホルダにはデータセットに属する固有の値が表
示され、データ保存時には、現在の文字列(名前、コメント、単位など)または数値(サンプリングの間隔、
長さなど)が入力されます。プレースホルダがデータセットを参照している場合、複数のデータセットが保存さ
れているときは、ファイル内で最初のデータセットの特性値が使用されます。
プレースホルダは、両側を「パーセント」文字で囲まれ、恒久的な名前として認識されます。
たとえば、%NAME%は名前を示し、%YUNIT%は特定のデータセットのy単位を示します。右側のリストボッ
クスに、定義済みのプレースホルダが一覧表示されます。対象のプレースホルダの項目をダブルクリックする
(または項目を選択して[<<]ボタンを押す)と、入力ボックスの現在の入力位置にプレースホルダがコピーされ
ます。
入力ボックスのコンテキストメニュー(マウスの右クリック)を使用して、プレースホルダを挿入することもできま
す。利用可能なプレースホルダの一覧も表示されます。
ユーザ定義のプロパティのプレースホルダを挿入する場合は、%#name%という構文を使用します。ここで、
nameは指定された名前を表します(「ダイアログ:プロパティ/ユーザ定義」を参照)。 ***たとえば、「%
#imc01%」や「%#MyProperty%」のように指定します。エクスポートテンプレートでは、最大75個のユーザ定
義プロパティを使用できます。
ファイルヘッダが必要ない場合は、入力ボックスを空にするだけです(あるいは、すべてのコンテンツを削除し
ます)。
ファイルヘッダは複数の列に分割することもできます。その場合は、[現在の列]コントロールに関連付けられ
ている矢印ボタンを使用して、列を追加するか、別の列に切り替えます。空の列は、保存時に「最適化」
されるため、明示的に削除する必要がありません。
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5.6.6.7  EXCELエクスポートテンプレートの定義/その他
EXCELエクスポートテンプレートの定義/その他

ダイアログ:</image> <image src="fae50104_image1486.png"
scale="100.00%" styleclass="Image Caption"

エクスポートテンプレートの定義style="background-color:transparent;"> Excel
その他/

このページでは、主に特殊なデータタイプ
にのみ影響するオプションを使用できま
す。

行と列を切り替え
データ行列の行を列(列ヘッダを含む)と切り替えます。つまり、かつて最初の行だったものが最初の列になり
ます。このオプションが最も効果を発揮するのは、データセット(行列)がセグメント化されている場合などで
す。このオプションが無効な場合、セグメント化されたデータセットについて、各セグメントが自身の列に書き
込まれます。ただし、このオプションが有効な場合は、単一のセグメントに属する値が行内で並列に書き込
まれます。

振幅/位相波形における位相を無視
このオプションを選択すると、振幅/位相表示の複合データセットから振幅成分のみが保存されます。

チャンネル名のプレースホルダ
これらのオプションは、ファイルヘッダまたは列ヘッダ内でチャンネル名のプレースホルダ「%NAME%」がどのよう
に解釈されるかに影響を及ぼします。

プレフィックスグループ名(該当する場合)
グループに属するデータセット内において、グループ名がチャンネル名の前に配置されます(また、コロンでチャン
ネル名と区切られます)。
セグメント/イベントインデックスを付加(該当する場合)
セグメント化されたデータセットまたはイベントベースのデータセットの場合、各列に1つのイベントまたはセグメン
トが含まれます。このオプションが有効な場合、現在のセグメントまたはイベントのインデックスが(角括弧で)付
加されます。ファイルヘッダまたは共通スケーリング列のヘッダにプレースホルダが配置される場合、設定は無視
されます。
コンポーネントIDを付加(該当する場合)
複雑なデータセットまたはXYデータセットの場合、列単位で1つのコンポーネントが保存されます。このオプション
が有効な場合、imc FAMOS内の標準コンポーネントタグが追加されます。たとえば、「.M」は複合データセット
の振幅に対応し、「.X」はデータセットのXコンポーネントに対応します。ファイルヘッダまたは共通スケーリング列
のヘッダにプレースホルダが配置される場合、設定は無視されます。
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5.7  デフォルトフォルダ
ここで、imc FAMOSによるファイルの検索先フォルダのデフォルトを設定できます。***ダイアログを開くには、メニュ
ー項目[その他]/[オプション]の[フォルダ]ページを選択します。

ダイアログ デフォルトフォルダ:  

注記
プロジェクトを作成したり開いたりするとすぐに、デフォルトフォルダではなく、プロジェクトのフォルダが使用されま
す。 ***

フォルダ
変更したいディレクトリをリストから選択します。入力ボックスでディレクトリを変更するか、[検索]を使用して既存
のディレクトリを検索するダイアログを呼び出すことができます。あるいは、新規ディレクトリを作成することもできま
す。[検索]ボタンの横にある矢印ボタンをクリックすると、最近使用したフォルダとともに選択メニューが開きます
([ファイルのロード]/[ファイルの保存]/[シーケンス]の場合のみ)。

データファイルのロード元
imc FAMOSの起動時、ここで指定するディレクトリが、あらゆるフォーマットでデータファイルをロードする場合のソ
ースディレクトリとして使用されます。また、[ファイルのロード]ダイアログの初期ディレクトリとして使用されます。完
全なパス名を指定しない場合は、[ファイルのロード]コマンドおよび関数(LOAD、WFTLOAD、FASLOAD、
FileOpenDSFなど)でこのディレクトリが使用されます。別のディレクトリから初めてファイルをロードした場合や、
LDIRコマンドまたはSetOption()関数を用いてディレクトリが変換されている場合、設定は使用されません。後述
の「ロード/保存用共通フォルダ」も参照してください。
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データファイルの保存先
imc FAMOSの起動時、ここで指定するディレクトリが、あらゆるフォーマットでデータファイルを保存する場合のター
ゲットディレクトリとして使用されます。また、[ファイルの保存]ダイアログの初期ディレクトリとして使用されます。完
全なパス名を指定しない場合は、[ファイルの保存]コマンドおよび関数(SAVE、ASCSAVE、FileOpenDSF)でこの
ディレクトリが使用されます。別のディレクトリに初めてファイルを保存した場合や、SDIRコマンドまたは
SetOption()関数を用いてディレクトリが変更されている場合、設定は使用されません。後述の「ロード/保存用
共通フォルダ」も参照してください。

カーブ構成:
保存されたカーブ構成(*.ccv)は、このディレクトリ内で検索されます。メニュー項目[その他]/[カーブ構成のロー
ド]およびカーブウィンドウのリモート制御を行うキット関数により、このディレクトリ内の検索が開始します。

シーケンス/ダイアログ:
imc FAMOSの起動時、ここで指定するディレクトリが、シーケンスファイルおよびダイアログファイルのロードと保存
を行う場合のデフォルトディレクトリとなります。シーケンスウィンドウ内で、[ファイルのロード]ダイアログまたは[ファイ
ルの保存]ダイアログの初期ディレクトリとして使用されます。完全なパス名を指定しない場合は、シーケンスを実
行するコマンド(SEQUENCE)およびダイアログを起動する関数DIALOGで、このディレクトリが使用されます。別の
ディレクトリにあるシーケンスを初めて使用した場合や、MDIRコマンドまたはSetOption()関数を用いてディレクト
リが変換されている場合、設定は無効となります。

レポート用フォルダ
このディレクトリ内で、imcレポートジェネレータの印刷レイアウトファイルが検索されます。レポートジェネレータキッ
トの関数が、このディレクトリを使用します。

定義ファイル
このディレクトリ内で、外部DLL関数用の宣言ファイルが検索されます。さらに、これが、imcファイルアシスタントで
作成したフォーマット定義ファイルのベースディレクトリです。このディレクトリは、関数「FileOpenFAS」およびコマン
ド「FASLOAD」で使用されます。このフォルダでも、ユーザ定義のエクスポートテンプレート(ASCIIまたはXLS)を保存
できます。
imc FAMOS 6.2の時点で、このフォルダは永続設定(共通で使用されるプログラムデータ用デフォルトシステムフォ
ルダのサブフォルダ「imc\common\def」)であり、ユーザが変更することはできません。

プロジェクト:
ここで設定するフォルダは、新規プロジェクトを作成するためのベースフォルダになります。たとえば、プロジェクトエ
クスプローラの起動時に使用されます。

データファイル
· ロード/保存用共通フォルダ: 項目「測定データのインポート元」と「測定データの保存先」が1つの測定デー

タフォルダ内で結合されています。
· 終了時に最後に使用されたフォルダを記憶: プログラム終了時に最後に開いたフォルダを保存します。
· ファイルフィルタを中央リポジトリに同期
このオプションを有効にすると(またはデータ保存フォルダが変更された後)、ローカルで利用可能なファイルフィルタ
が、指定されたフォルダ(通常、ネットワークサーバ上にあります)に同期します。imc FAMOSが起動するたびに、こ
のプロセスが自動的に繰り返されます。
これが特に当てはまるのは、ファイルアシスタント(*.fas)、ASCIIおよびEXCELのエクスポートテンプレート(*.aet)を使
用して作成されたインポートフィルタ、およびASCII-Import Assistant (*.ascimp)で作成された構成です。この構
成はローカルのimc FAMOS定義フォルダにもコピーされます。
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特別な拡張ライブラリ(*.dll)の一部であるインポートフィルタおよびエクスポートフィルタも同期します。これらの
うちいずれかが、32ビットプログラム用デフォルトプログラム内のサブフォルダ「/imc/Shared/Extensions」にコピ
ーされます(例: 「c:\Program Files」または「c:\Program Files (x86)」)。ただし、このためには、このシステム
フォルダに対する特定の書き込み権限が必要ですが、この権限は標準のユーザアカウントには含まれていな
い可能性があります。 

既存のファイルは、メインバージョンのほうが新しい場合にのみ上書きされます。決め手となる基準はファイルバー
ジョン(存在する場合、*.dll付き)、またはファイルの最終更新日(*.fas、*.aet、*.ascimp)です。
参照
章「関数」、セクション 「一般的なDLLインターフェース」
マニュアル: 「imc FAMOS : 関数リファレンス」、関数 FileOpenDSFに以下のような項目が作成される場合もあり
ます。 FileOpenFASに以下のような項目が作成される場合もあります。 SetOption
章「シーケンス」、コマンド LAYOUTに以下のような項目が作成される場合もあります。 SDIR、 MDIRに以下のよ
うな項目が作成される場合もあります。 LDIR
マニュアル: imc レポートジェネレータ、マニュアル: imc ファイルアシスタント
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変数
6.1  はじめに

imc FAMOSは、測定および制御技術のニーズに応じたデータの概念を使用して、各種データタイプの処理と分
析を可能にしています。imc FAMOSで処理できる全てのチャンネル、値およびテキストは、変数として同様に指
定されます。
メインウィンドウには、既存の全ての変数のリストが表示されます。変数の名前に加えて、タイプ記号と(必要に
応じて)変数の値も表示されます。生成された各変数はリストに入力されます。imc FAMOSセッションでは、この
リストの初期状態は空です。

[標準]または[測定]
[変数]リストには、2つのページ([標準]と[測定])があります。Load Fileコ
マンドによって追加されるデータセットは、[標準]ページに配置されます。
異なる測定に起因する同一名の複数のチャンネルがロードされる場合
は、パネルを操作するために[測定]ページが提供されます。

基本的な数学演算から複雑な計算法まで、変数を処理するための関数の包括的な組み合わせが提供され
ます。これには、測定および制御技術のニーズに合わせて特に設計された変数操作用の特殊なツールも含ま
れます。
imc FAMOSには、使用可能な標準関数から複雑な数式を構成できるようにする式インタプリタが組み込まれて
います。式インタプリタを使用することにより、新しいデータを計算したり、既存のデータを変更したりできます。
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imc FAMOSの一般的な変数は、この一連の段階を通ります。
1.以下によって実現される変数割り当て
· ファイルからのロード
· 他のアプリケーションからのインポート
· データエディタによる作成 
· 式の結果としての指定
2.下記例のような変数の処理

· データの変更(数学演算の結果としての変更など)
· 特性値の変更(ダイアログでの変更など)
· 関数とコマンドのパラメータとして使用
· カーブとしての可視化、またはテーブルでの可視化

3.以下による結果の保存
· レポートジェネレータでの文書化
· ファイルへの保存
· 別のアプリケーションへの転送
· 変数の削除

変数は名前で識別されるため、パラメータとして式に入力できます。変数の名前には最大255文字を設定する
ことができます。
各変数は、実際の(測定)データと割り当てられたプロパティ(特性値とも呼ばれる)で構成されます。たとえば、経
時的な電圧測定に関する情報は、実際の電圧値(データ)と名前、サンプリング間隔、トリガインスタントなど(プ
ロパティ)で構成されます。これらの永続的に割り当てられたプロパティに加えて、各変数に対する追加のプロパ
ティを独自に定義することもできます(「ダイアログ: [プロパティ] > [ユーザ定義]」を参照)。 *** 
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6.2  変数名
変数はそれぞれの名前で識別されます。その際には、大文字と小文字は区別されません。変数の名前は、自
動的に指定するか(ファイルからロード)、またはユーザが(変数の宣言によって)指定できます。
変数の特性と同様に、ユーザは変数の名前も任意に変更できます。

変数の名前を変更するには、ダイアログ([変数] > [プロパティ]メニュー項目)またはコマンド(RENAME)を使用しま
す。
正当な変数名は以下のとおりです。
· 文字数は最大255文字
· 別の変数名と一致しない
· ASCIIコードが32未満の文字(タブや改行など)が含まれていない
· 文字"<"または">"が含まれていない

名前では大文字と小文字は区別されません。つまり、大文字で記述された名前と小文字で記述された名前
の間に違いはありません。
変数名は以下の規則に従う必要があります。
· 数字で始まらない
· 以下の文字を参照する数学演算子が含まれていない
+ - ( ) * / ^ = { } [ ] |
· スペース、セミコロン、"@"、引用符、":"、"?"、"."、またはコンマが含まれていない

· シーケンス(マクロ)コマンドの名前と同じではない
· 定数の名前と同じではない

imc FAMOSの式インタプリタで変数名、数字および演算子を区別できるようにするには、後者の制約が必要で
す。ただし、これらの規則に従っていない 名前をどうしても使用する必要がある場合は、中括弧で囲むことによ
り、その名前を式に配置することができます。

例
LOAD 123_Measurement.asc
 My Result = sin ( 123_Measurement ) ; WRONG!
{My Result} = sin ({123_Measurement}) ; OK!

[その他 \オプション] -> [その他\互換性]で使用できる設定に注意してください。

インデックスまたは成分ラベルによって変数名を式で拡張すると、変数の特定の要素を扱うことができます。その
操作で使用する構文については、本章の「変数のインデックス付け」セクションを参照してください。

注意
一般に、名前には特殊文字(疑問符や感嘆符など)を使用しないようにする必要があります。
たとえば、疑問符は変数名に使用できますが、場合によっては好ましくない結果をもたらす可能性があります。
変数名をファイル名として適応させるのは一般的な方法ですが、それを行うと、疑問符をファイル名に使用でき
ないという問題に直面します。また、パラメータを使用してマクロシーケンスを呼び出す場合は、疑問符をワイル
ドカードとして使用してファイル名を拡張することが必要になる可能性があります(DOSの使用)。
また、一部のコマンドでも疑問符をワイルドカードとして使用できます。
変数名としての関数の名前は禁止されていませんが、明瞭性の理由により、推奨されません。
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注
imc FAMOS 6.1の言語独立性により、以下の名前は変数に使用できなくなっています: sMittel、
sMean、sEff、sRMS、sStreu、sStDev、InGrad、InDegr、LEER、EMPTY。名前を書き換えずに既存のシ
ーケンスを引き続き使用できるようにするには、目的の言語を[オプション] > [関数] > [言語]で設定する
必要があります。 ***

参考
「シーケンス」章、コマンド RENAME
本章の「プロパティの表示と変数」セクション
本章の「変数のインデックス付け」セクション
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6.3  測定に関連付けられた変数
変数は測定に関連付けることができます。 
特定の測定に関連付けられている変数の概念は、以前は主に[ファイルブラウザ(測定)]に適用できました。 
***そこでは、測定値のファイルを開くと、異なるデータソースから生じた同じ名前の変数を区別するために測定
名が自動的に各変数に割り当てられます。 
そのような変数を区別し、シーケンスを使用できるようにするために、構文[VariableName]
@[MeasurementName]が使用されます。 

例:
MaxYesterday = Max( Channel1@MeasuredYesterday)
MaxToday = Max( Channel1@MeasuredToday)

割り当て
新しい変数が割り当てコマンドラインによって作成されると、測定の割り当てが直接実行されます。 
NewVariable@MeasurementName = …

SelUseMeasurement()を使用してデフォルトの測定を定義した場合は、以下の表記で十分です。
NewVariable@ = ….
新規に作成した変数は、現在のデフォルト測定に割り当てられます。

別の方法として、SetMeasurementName()コマンドを使用して測定の割り当てを関数で実行することもできま
す。
そのような結合された名前を構成するには、SelBuildVarName()関数を使用します。

TxName = SelBuildVarName("MeasuredYesterday", "Channel1", 0)
MaxYesterday = Max( <TxName> )

グループの場合は以下のようになります。
TxName = SelBuildVarName("MeasuredYesterday", "MeasPoint:Channel1", 0)
MaxYesterday = Max( <TxName> )

変数グループとの測定の関連付け
変数グループでは、測定の関連付けはグループ全体のプロパティであり、グループ内の全てのチャンネルに適用
されます。したがって、構文は以下のようになります。
[GroupName]@[MeasurementName]:[ChannelName]
たとえば、グループ名が「MeasPoint001」、構成チャンネルが「Channel1」の場合は、以下のようになります。

MaxYesterday = Max( MeasPoint001@MeasuredYesterday:Channel1)
MaxToday = Max( MeasPoint001@MeasuredToday:Channel1)
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6.4  データタイプ
変数の主要特性はデータタイプです。カーブウィンドウでの表示形式、数学関数に対するパラメータとしての変
数の許容性、および変数に関連するプロパティの量とタイプは、データタイプによって決まります。

この図は、既存の全てのタイプを表す変数のリストを示しており、変数に
はそれぞれの記号が一緒に表示されています。タイプについては、後続
の章で詳しく説明します。

imc FAMOSは、以下のデータタイプの変数をサポートしています。つまり、これらの変数を作成、処理、および保
存することができます。
1.通常のデータセット
· 等間隔サンプリングされた一連の読み取り値
· 1次元ベクトル

2.単一値
3.XYデータセット
· データ縮小タイムベースデータセット
· 2次元ベクトル
· X軸は単調(経時測定)または非単調(ヒステリシスカーブなど)にすることが可能

4.複素数データセット
· 振幅/位相
· 実数/虚数部の表現

5.テキスト変数
6.TimeStamp-ASCIIデータセット
7.データグループ

経時的に電圧を測定し、等間隔にサンプリングされて処理可能な状態になっているカーブのケースを例として
取り上げます。電圧カーブは通常のチャンネルです。平均値を特定する場合、結果は単一値になります。スペ
クトルを特定する場合、結果は複素数データセットになります。これらの結果はさらに処理することができます。
たとえば、平均値を電圧から減算したり、スペクトルを別のスペクトルで除算して伝達関数を求めたりすることが
できます。

電圧カーブの相対最大値を特定すると、xyデータセットに相当する値ペア(時間/電圧)が得られます。このデー
タセットを関数とともに保存するには、テキストとしてのファイル名をパラメータとして指定する必要があります。これ
らの全ての変数を一緒に管理する場合は、変数を新しい名前でデータグループに集めることができます。
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どの数学関数でも全てのデータタイプをサポートしているわけではありません。たとえば、xyデータセットのスペクト
ルを計算することはできません。
データセットは、0 (空のデータセット)から250,000,000以上のデータ(= 1,000,000,000バイト)までの間の任意の長
さにすることができます。実際には、最大長は小さいサイズのデータ記憶装置によって制限されます。

6.4.1  通常のチャンネル
通常のチャンネル(等間隔)は、単位や名前などを備えた実数の1次元場(ベクトル)です。一定のサンプリングレ
ートで測定された数量の一連の標本値は、通常のチャンネルを表します。
電流値12A、14A、16A、および18Aが6秒、7秒、8秒、および9秒で測定されたと仮定します。値テーブルとして
表示されるデータは、以下の形式になります。

時間(秒) 電流(A)

6 12

7 14

8 16

9 18

グラフィック表示では、imc FAMOSの効率的な保存方法に従って電流はy方向に沿って入力され、時間はx方
向に入力されます。その保存方法は以下のとおりです。電流の数値12、14、16、および18が保存されます。y座
標の単位「A」は、全てのデータに対して1回のみ保存されます。ほとんどのチャンネルは等間隔でサンプリングさ
れるため、隣接するサンプリング間の時間差は一定(このケースでは1秒)になります。したがって、x座標を定義す
るために全ての数値を保存する必要はありません。保存されるのはxオフセットとサンプリング周波数(delta-x)で
す。xオフセットは、最初のサンプリング(このケースでは6秒)のx値です。サンプリング周波数は、2つのサンプリング
値の間の間隔であり、当然ながらx座標の単位となります。最後に、チャンネルには、処理および適用の際に使
用できる名前が付きます。このデータセットの長さは4です。つまり、このデータセットには4つのサンプリング値が含
まれます。

通常のチャンネルの決定的な属性は、2つの隣接するデータセット値の間の推定等間隔(一般的には、等間隔
のx座標)です。値 <-> 時間 (または、y値 <-> x値)の関連付けが存在しないか、対象外である場合、これは等
間隔サンプリングされた測定とデータセットに当てはまります。
通常のチャンネル内の実際のデータは、1次元ベクトルとして保存されます。最も重要な特性値は、データセット
の最初のデータ要素のx値と、2つの連続する値の間のx距離です。時間ベースのチャンネルでは、これはトリガ
時間とサンプリングレートになります。これらの値は、相互に関連して各測定値に対応する時間を特定します。

通常のチャンネルは、以下のパターンに従って生成することができます。
NormalWave = Ramp(0, 1, 100)
[変数]リストにおける通常のチャンネルの表示:
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通常のチャンネルの特殊なケースは空のデータセット(つまり、長さが0のデータセット)です。このデータセットにはデ
ータが含まれていませんが、特性はあります。このタイプのデータセットは、変数リストでは特殊な記号で示されま
す。
EmptyWave = All0( Ramp(1,1,2 ))
[変数]リスト内の空のデータセットを表す記号:

6.4.2  単一値
単一値は、名前と場合によっては単位に関連付けられた単一の実数です(「Minimum = 3.2A」や「Number =
45」など)。
単一値は、通常のチャンネルの特殊なケースとして解釈できます(長さが1のチャンネル)。

数値は、整数または実数として指定できます。記号「E」または「e」は、10の累乗を表すために使用され、「10の
..乗」として読み取られます。単位元よりも小さい小数部は、コンマではなく小数点の後に配置されます。ただ
し、一部の文化では、コンマが慣例となっています。したがって、以下の表現は同じ数を表します。

Number = 187
Number = 0.187E+3
Number = .187e3
Number = 187.00

符号なしの整数は、16進法フォーマットで指定できます。その場合は、プレフィックス0xを使用します。
Number = 0x0 ;(=0)
Number = 0x1 ;(=1)
Number = 0xA ;(=10)
Number = 0xFF ;(=255)
Number = 0xFFFFFFFF ;(=4 294 967 295)

[変数]リストでの単一値の表示:
数値の表示は、[その他] > [オプション] > [変数リスト]ダイアログを使
用して任意に抑制できます。

多くの場合、単一値は関数の結果として(平均値の計算などで)生成されるか、パラメータ(フィルタ遮断周波数
など)として関数に供給されます。

6.4.3  XYデータセット
XYデータセットは、データポイントごとに2つの値(たとえば、(振幅)値と時間値またはx値)を保存する必要がある
場合に生じます。imc FAMOSは、この情報を値の成分の2つのセットとして管理します。1つのセットにはすべて
のy値が含まれ、もう1つのセットにはx値が含まれます。当然ながら、どちらのセットも同じ長さになります。
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以下の2つのデータセットは区別されます。
· 単調Xトラックを持つXYデータセット。これは、データ縮小手順で生成される場合と同様に、経時的に記録さ
れた全ての測定量に固有のものです。

· 非単調Xトラックを持つXYデータセット。ここでは、複数のy値を1つのx値に割り当てることができます。これは、
たとえばヒステリシスカーブに適用されます。

変数リストにおけるxyデータセットの登録を以下の図に示します。
また、チャンネル成分を示すこともできます。対応する項目をコンテキスト
メニュー(変数リストの上部を右クリック)で選択するか、[その他] > [オプショ
ン] > [変数リスト]ダイアログで選択します。

たとえば、以下の式を使用してXYデータセットを生成します。
XYData = XYof( Ramp(0,1,100), Ramp(0,1,100))

式で個々の成分を参照するには、接尾辞.xと.yを使用します。たとえば、縮小された時間データセットの振幅を
2倍にするには、単に以下のように記述します。

XYData.Y = XYData.Y * 2

6.4.4  複素数データセット
複素数データセットは、主にフーリエ変換の結果として生じますが、より一般的にはチャンネルのスペクトル計算
の結果として生じます。

ComplMP = Spec( Ramp ( 0,1,128 ))
xyデータセットと同様に、データは2セットの値の成分で管理されます。両方の成分がプロットされる追加のパラメ
ータもあるため、注意する必要があります。
たとえば、電圧チャンネルのFFTは、周波数(単位: ヘルツ)にわたって振幅(単位: V)と位相(単位: 度)を生成し
ます。

複素数データセットは、以下の3つのスタイルで表すことができます。
· 振幅/位相([変数]リストでは短縮されたMP)
位相は、度またはラジアンで指定できます。個々の成分は、接尾辞.Mと.Pによって処理できます。

· デシベル/位相([変数]リストではDP)
これは、振幅と位相に関する表現と同じです。ただし、振幅はdB (振幅の対数の20倍に相当する)で表されま
す。通常、伝達関数と周波数応答は対数的に(dBで)表されます。ここでは、慣例により、振幅はデシベルで記
録されます。位相は、度またはラジアンで表されます。個々の成分は、接尾辞.Dと.Pによって処理できます。
· 実数/虚数部([変数]リストではRI)
個々の成分は、接尾辞.Rと.Iによって処理できます。
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変数リストでの複素数データセットの登録を以下に示します。
ここに示した[変数]リストでは、個々の成分も登録されています。
変数リストでの成分の登録はオプションであり、コンテキストメニュー
(変数リストの上を右クリック)または[その他] > [オプション] > [変数リ
スト]メニュー項目を使用して抑制することができます。

数学関数を使用すると、異なる表現スタイル間で変数を簡単に変換できます。
magnitude_phase = FFT( Ramp( 0,1,128))
magnitude = magnitude_phase.B
decibel_phase = DB( magnitude_phase ) 
Phase = decibel_phase.P
real_imag = CART( magnitude_phase)
RealPart = real_imag.R

複素数データセットを使用して計算する際には、以下の事項に注意してください。
· 計算の場合、複素数データセットに使用した特定の表現スタイル(RI、MPまたはDBかどうか)は重要ではあり
ません。したがって、たとえば、MPで指定された複素数データセットは、RIで指定された別の複素数データセッ
トで除算することができます。

· 複素数データセットの特性は、両方の成分が常に同じx軸スケーリングを持つということです。
· y軸の単位は、使用した特定の表現スタイルに適した方法で相互に関連する必要があります。「RI」を使用

する場合は、両方のy軸で同じ単位が必要です。位相に関係するスタイルの場合は、一方のy軸が位相単
位を備えている必要があります。

· 位相には単位「°」または「度」を使用できます。どちらの単位も0～360のスケールでの度数を意味します。た
だし、位相は単位なしで指定したり、記述名「Rad」を使用して指定したりすることもできます。「Rad」はラジ
アンでの表現を示しており、その範囲は0～2 * Piです。複素数データセットの位相は非常に重要であるため、
計算の実行時には位相を不正に解釈しないように注意する必要があります。位相に無効な単位がある場
合、解釈は不定になります。

6.4.5  テキスト変数
テキスト変数の使用例としては、ファイル名および変数名の形成と保存があります。特定の関数はテキストをパ
ラメータとして必要とします(たとえば、データセットの単位またはコメントを定義する関数)。
テキスト定数は、引用符で囲み、行ごとの長さが255文字を超えないようにする必要があります。ただし、テキス
ト変数は必要な回数だけ相互に追加できるため、最大2^31-1文字の許容長さに達する可能性があります。

TXpath = "c:\imc\dat"
Comment = "Created on 6/13/93, E. Muster"
TXEmpty = ""
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[変数]リストでの表示:

特殊文字をテキスト定数に含めるには、
「チルダ」文字(~)の後に、必要な特殊文
字のASCIIコードを表す3桁の数字を使用し
ます。その例を以下に示します。

"~009" タブ

"~013" キャリッジリターン 

"~010" ラインフィード

"~034" 引用符(")

例
キャリッジリターンとラインフィードの両方を含むテキスト定数。この組み合わせは、新しい行を開始するために多く
のテキスト編集プログラムで使用されます。

TxCRLF = "FileName: ~013~010"
引用符を含むテキスト:

TxCommand = "LOAD ~034c:\test.dat~034"

テキスト変数の中の特殊なケースは"Text / Video-Reference"タイプです。
通常、このタイプの変数は、インポートフィルタ"Video"を使用したビ
デオファイルのロードによって生成されます。この変数の内容は、ビデ
オファイルの完全なパス名です。 

そのような変数は、パネル内のビデオプレーヤコントロールと併用されます。そのような変数をプレーヤとリンクするこ
とにより、変数の値として入力したパスでビデオが自動的に現れます。
このデータタイプは、ユーザ定義プロパティ"imc07" (フォーマット)によって識別されます。ここでは、このプロパティの
値は7 (ビデオ)です。

6.4.6  テキスト配列
テキスト配列とは個々のテキストの集まりであり、ジョイント名で保存しておき、インデックスでまとめてアドレス指
定できます。
TxArrayCreate()関数を使用して、必要な要素数が確保されたテキスト配列を作成できます。

特定のテキストの設定および取得については、以下に示すように、角括弧の指数記法を使用します。
FourTexts = TxArrayCreate(4)
FourTexts[2] = "Text for the second element"
SecondText = FourTexts[2]
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テキスト配列内の要素の数は、TxArraySetSize()関数を使用して随時変更できます。
テキストの割り当て時、指定したインデックスが一時的に設定されているサイズよりも1つ大きい場合は、内部で
サイズが自動調整されます。これは、たとえばテキスト配列をループに少しずつ入れていき、最終的なサイズはま
だわからないという場合に便利です。

TxArray = TxArrayCreate(0) ; 初期サイズは0です
Index = 1
WHILE ...
 ...
 TxArray[Index] = AnyText ; TxArrayは自動的に拡張されます
 Index = Index+1
END

ただし、最終的なサイズが判明している場合は、TxArrayCreate()またはTxArraySetSize()を使用して明示的
に指定しておいた方が効率的です。
テキスト配列の要素を列挙するには、FOREACH ELEMENTループが適しています。下記の例では、"Log"という
名前のテキスト配列をファイルからロードして、現在開かれているパネルのリストに入れます。

FileLoad("c:\logfiles\Log.dat", "", 0)
FOREACH ELEMENT LogEntry in Log
PnInsertItem( "list", 0, LogEntry, 0)

END
このデータタイプは、imc FAMOSバージョン6.3以降で使用できます。なお、これ以前のバージョンのimc FAMOSで
は、テキスト配列を含むファイルを読み取ることはできません。

6.4.7  TimeStamp-ASCII
これは、imc測定デバイス(µ-MUSYCSなど)が生成できる希少かつ非常に特殊なデータフォーマットです。そのよう
なデータセットにはテキストのリスト(または、一般にASCIIコードのブロック)が含まれており、各リストには固有のタ
イムスタンプが付いています。実際には、このデータタイプはプロトコルまたはアラームリストの作成時に生成されま
す。

[変数]リストでの表示:
多くの一般的な関数とコマンドは、このタイプの変数に適用できません。基本的
に、そのようなデータセットは、いわゆるTimeStampASCII-Kitの関数でのみ処理
できます。TimeStampASCII-Kitは標準imc FAMOSパッケージに含まれています
が、デフォルトでは登録されません。

このデータは、imc FAMOSデータエディタで表示することもできません。ただし、代わりに表形式の表現をカーブ
ウィンドウで使用することができます。

6.4.8  データグループ
通常の意味では、データグループ自体にデータは含まれません。データグループは、集合名付きのグループに集
められたデータセットまたはテキストのリストに相当します。
これは、関連する内容(たとえば、同じ測定シーケンスで異なるチャンネルから生じるデータ)を持ったデータセット
をグループ化する場合に役立ちます。グループ全体は、一斉に保存するか、数学関数に一斉に直接転送する
ことができます。後者の場合、関数はグループの各要素に連続して作用します。
グループは、チャンネルまたはテキストで構成できますが、他のグループで構成することはできません。
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[変数]リストでのデータグループの表示
グループ内の成分チャンネルを表示するかどうかを選択できます。表示モード
を切り替えるには、グループアイコンの隣に表示される[+]または[-]記号を左ク
リックするか、コンテキストメニュー(変数リストを右クリックしてアクセス。[チャン
ネルを表示]コマンド)を使用するか、または[その他] > [オプション] > [変数リス
ト]経由で呼び出されるダイアログを使用します。

グループ内の特定のチャンネルを扱うには、グループ名の後にコロンを置いてから、チャンネルを指定します。グル
ープ内では、チャンネルは名前またはインデックスによって識別されます。インデックスは、括弧内で設定する必要
があります。インデックス"1"は、グループの最初の要素を意味します。

MeanK2 = Mean( MeasNo123:Channel002)
MeanK2 = Mean( MeasNo123:[2])

チャンネルインデックスはグループ内の特定のチャンネルの一時的な位置を意味し、チャンネルの永続的なプロパ
ティではないため、グループ順に再配置されます。

Channel2 = MeasNo123:[2]
Delete MeasNo123:Channel001
AlsoChannel2 = MeasNo123:[1]

上記例では、最初のチャンネルの削除によって残りのチャンネルのインデックス順序が変更されています。したがっ
て、「Channel2」と「AlsoChannel2」は等価の変数です。
チャンネルとテキストは、必要に応じてグループに追加したり、グループから削除したりできます。

参考
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、関数グループ「11 Group Management,
Variables List」
「関数」章、「関数パラメータとしてのデータグループ」セクション***
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6.4.9  ビデオファイル
ビデオファイルをデータセットとリンクさせ、パネルまたはビデオプレーヤに表示させ
ることができます。imc FAMOSはこのファイルをテキストリファレンスとしてのみロー
ドし、ビデオ記号を付けて変数リストに表示します。 こちらも参照してくださ
い。
[表示]機能を使用してビデオ変数を表示すると、事前に定義されたパネルが
開き、フィルムをロードし、再生します。

6.5  構造化データセット
通常、データセットは、特定の測定系列によって関連付けられる値の集合で構成されます。
例: 所定のトリガ条件が満たされると、事前に決められた期間にわたって特定のポートで測定が行われ、特定
の名前で指定されたチャンネルとして測定値が記録されます。ただし、imc FAMOSのデータ管理機能は、測定
および制御技術の実際的な需要に適応してデータセットのより詳細な構造化をサポートしています。

6.5.1  セグメント
データセットはセグメント化することができます。その場合、各セグメントは同じ長さになり、データセット全体の長
さはセグメント長の整数倍になります。データ管理操作は、完全なデータセットだけでなく個々のセグメントでも
実行できます。

例
測定デバイスは、定義されたトリガ条件がチャンネル上で満たされるたびに1024ポイントFFTを計算し、新規に
計算されたデータを既存のデータセットに追加します。10回の測定が実行された場合、データセットには合計
10240個の値が含まれます。これらの値は、それぞれ1024個の値の長さを持つ10個のセグメントにまとめられま
す。

6.5.2  イベント
データセットは、複数のイベントとして構成することもできます。セグメントとは異なり、イベントでは様々な長さを
使用できます。したがって、各イベントの開始と長さを含む追加のリストは、データセットと併せて管理する必要
があります。トリガ時間やサンプリングレートなどの各種データセット特性も、特定のイベントの特性として管理さ
れます。

例
測定デバイスは、事前に定義されたトリガ条件が満たされて、オンラインデータ低減が使用されるたびに測定系
列を実行します。各測定系列で実際に保存される値の量は変動します。全ての測定系列が1つのデータセッ
トに追加されます。測定レートは、測定系列ごとに変更できます。蓄積されたデータを後で堅実な方法で評
価するためには、各測定系列(=イベント)をトリガ時間、サンプリングレートおよび値の数とともに保存する必要
があります。
当然ながら、複数のイベントを1つのデータセットに保存する代わりに、独立した変数を作成することもできます。
ただし、多数の測定系列の処理時に複数のイベント(より少ないチャンネルに属している)としてデータを編成す
ると、より高い効率性と有用な概要が管理プロセスに提供される場合があります。
次の章で説明しているように、個々のセグメントやイベントには、インデックスによってアクセスできます。
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参考
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、関数グループ「15 Data Types, Data
Formats」
「関数」章、関数グループ「19 イベントベースのデータセット」、本章の「プロパティの表示と編集」セクション

6.6  変数のインデックス付け
データセットの一部を式に参照させるには、成分固有の接尾辞(.B、:Xなど)を使用するか、インデックスを使用
してデータセット内の特定の要素にアクセスします。インデックスは、変数名の後の括弧内で示されます。複数の
インデックスは、コンマで区切られます。データセットの最初の要素のインデックスは常に1です。

この手順の最も一般的な用途は、非構造化データセットの特定の値(サンプル)にアクセスすることです。これ
は、代入の両側で(たとえば、関数パラメータを定義するために右側で、または特定の値を設定するために左側
で)行われる可能性があります。インデックスは、定数または単一値変数として示すことができます。

Data = Ramp( 1,1,100 )
ValueAt50 = Data[ 50 ]
Index = 49
Data[ Index ] = ValueAt50

結果として、データセットの位置49および50にある値は同じになります。

また、インデックスを使って計算することもできます。
Data[1] = Data[leng?( Data)]

これで、データセットの最初の値と最後の値は同じになります。

テキストをインデックス付けすることもできます。
Folder = "c:\imc\dat"
OldDrive = Folder[1]
Folder[1]= "d"

これで、変数'Folder'の内容は"d:\imc\dat"になり、変数'OldDrive'の内容は"c"になります。

2成分データタイプでは、目的のサンプルのインデックスを指定してから、成分の接尾辞を指定する必要がありま
す。

kplx = FFT( Ramp( 0,1,128 ))
kplx1 = kplx[2]
; kplx1 : complex data set of length 1
Mag1 = kplx[2].B 
; Mag1 : single value (magnitude)

無効なインデックスがあると、エラーメッセージが表示されます。
Values100 = Ramp( 0,1,100 )
Wrong = Values100[101]
index = 0
i[index] = 3
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インデックスを使用してデータグループ内のチャンネルを指定することもできます。この場合は、括弧の前にコロ
ンを付ける必要があります。

NewGroup:Channel1 = Ramp( 0,1,100)
NewGroup:SinOfK1 = sin(NewGroup:[1])
SinOf1 = NewGroup:[2]
Delete NewGroup:[1]
AlsoSinOf1 = NewGroup:[1]

先行するチャンネルの削除によってチャンネルNewGroup:SinOfK1のインデックスが変更されていることに注意して
ください。

コンマで区切られたインデックスは組み合わせることができます。
ValueNo10 = NewGroup:SinOfK1[10]
ValueNo10 = NewGroup:[1,10]

上記のどちらの場合も、最初のチャンネルの10番目の値が「ValueNo10」に割り当てられます。

構造化データセット(イベントまたはセグメントを含む)では、各構造レベルは個別にインデックス付けする必要が
あります。
例
セグメント長が10のセグメント化されたデータセット

Segment3 = SegmDataSet[3] 
OneValue = SegmDataSet[3, 10]
Group:Channel1= SegmDataSet
OneValue = Group:[1,3,10]

1行目では、3番目のセグメント全体が割り当てられます。したがって、「Segment3」の長さは10になります。2
行目と4行目では、データセットの第3セグメントの最終値(単一値)が割り当てられます。
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6.7  データフォーマット
データ(数値)は、様々なフォーマットで保存できます。
実数フォーマットと整数フォーマットの間には基本的な区別があります。実数は、仮数/指数表現で保存されま
す。任意の数値(一定の範囲の間にあり、最大レベルの精度が適用される)を表現できます。範囲と精度は、
仮数と指数の表現に使用できる桁数によって決まります。

実数の数値フォーマット

4バイト実数 Float 7桁の小数部が有効

8バイト実数 Double 15桁の小数部が有効

対照的に、整数フォーマットで表現できるのは範囲内にある離散値のみであり、その範囲はビット列の幅によっ
て決まります。ビットのあらゆる可能な組み合わせによって1つの特定の値が表されます。
たとえば、符号なしの1バイト整数フォーマットは、0 (どのビットも設定されていない)から255 (8ビット全てが設定
されている)までの256個の離散値を表現できます。
整数フォーマットを使用して堅実な方法で物理量を表すには、離散数から物理値に変換する方法に関する
情報を提供する必要があります。これを行うには、物理値に使用できる範囲を指定します。

例
5～10Vの範囲での電圧測定は、1バイト整数フォーマットで記録され、保存されます。数値0は5Vに対応し、
数値255は10Vに対応します。それよりも大きい物理値や小さい物理値は範囲外であり、表現できません。電
圧値の最大分解能は5V/255 = 0.02Vです。

デジタルデータは0または1の値を取る特殊なケースであり、スケーリング情報を伴いません。変数リストでは、デジ
タルデータは独自の記号によって示されます。
変数リストにおけるデジタルデータの表現:
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整数フォーマットはADCによって直接生成できるため、測定および制御技術において広く使用されています。し
たがって、整数フォーマットは直接的な方法で保存し、計算的に操作できます。
imc FAMOSでは、変数で使用される特定のデータフォーマットに常に注意する必要はありません。用意されてい
る数学関数は、パラメータのデータフォーマットに関係なく機能します。適切な精度を確保するために、システム
内の計算は常に実数を使用して実行され、ほとんどの関数の結果はそのフォーマットで保存されます。
ただし、ユーザは異なるデータフォーマット間でデータセットを任意に変換できます。たとえば、必要な分解能が
適用されるストレージ内やデータ記憶装置内のスペースの節約を目的としている場合は、実数フォーマットから
整数フォーマットに変換するのが賢明であることがあります。当然ながら、これは整数フォーマットの分解能が特
定のアプリケーションにとって十分である場合にのみ適用されます。

整数データフォーマット

符号付き/符号なし1バイト 28-1量子化レベル

符号付き/符号なし2バイト 216-1量子化レベル

符号付き/符号なし4バイト 232-1量子化レベル

符号付き/符号なし8バイト 264-1量子化レベル

デジタル 値0および1

注記: 一般に、計算では整数データが実数に変換されるため、精度が低下する可能性があります。 
参考
本章の「プロパティの表示と編集」セクション***
「関数」章、「ダイアログ: [オプション] > [関数]」
『imc FAMOS : Function Reference』マニュアル、関数「SetDatFormat」***
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6.8  変数の表示
このセクションでは、カーブウィンドウにデータセットを表示する方法について説明します。カーブウィンドウの操作に
ついては、カーブウィンドウのドキュメントを参照してください。 *** チャンネルを数値フォーマットで表示する場合
は、本マニュアルの「データエディタ」の章を参照してください。***
変数リストでは、変数名の後に単一値およびテキストを表示できます。これを行うには、[その他] > [オプション] >
[変数リスト]ダイアログで関連チェックボックスを有効にする必要があります。
ファイルブラウザは、データセットのロードと表示を単一ステップで行うための実用的なオプションを提供します。詳
細については、本マニュアルの「ファイルブラウザ」の章を参照してください。***

6.8.1  変数の個別表示
1つまたは複数の変数をリストから選択します。次に、[変数]メニューで[表示] を選択するか、対応するボタンを
ツールバーでクリックします。代替方法として、F4ボタンを使用することもできます。
選択した各変数が表示されます。変数が単一値の場合は、単位付きの数値が単一値ウィンドウに表示されま
す。変数がチャンネルの場合は、カーブがカーブウィンドウに表示されます。
変数がテキストの場合は、そのテキストを含む小さなウィンドウが表示されます。その後に選択した各変数は同
じウィンドウに表示されるため、どの時点においてもテキスト変数は1つのみ表示できます。
すでに表示されている変数を選択した場合は、ウィンドウがフォアグラウンドに現れます。

参考
他の全ての設定は、カーブウィンドウのメニューバーから直接アクセスできます。*** カーブウィンドウの操作の詳細
については、カーブウィンドウのドキュメントを参照してください。
変数自体は特性を持っています。カーブウィンドウでの変数の表示は、その特性によって決まります。たとえば、
設定された色とスケーリングを変数に割り当てることができます。本章の「プロパティの表示と編集」セクションを参
照してください。***
表形式での変数の表示については、「データエディタ」の章を参照してください。***
「シーケンス」章、コマンド SHOW

6.8.2  変数の同時表示
複数の変数をリストから選択して、変数メニューから[まとめて表示]を選択します。別の方法として、SHIFT + F4
キーの組み合わせを使用することもできます。
この操作を行うと、現在選択されているチャンネルが1つのカーブウィンドウに一緒に表示されます。
それ以外の点は、前述の[変数の表示]メニュー項目と同じです。
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6.8.4  カーブ構成のロード
カーブウィンドウの現在の状態を保存するには、いわゆるカーブ構成ファイルで[名前を付けて保存..]メニュー項
目を使用します。このカーブ構成には、カーブウィンドウの現在の設定とそれに表示される全てのデータセットの
名前が含まれます。
[その他] > [カーブ構成のロード]メニュー項目を使用すると、保存した構成を復元できます。これにより、以前に
保存した構成を備えたカーブウィンドウが生成されます。構成ファイルには、構成の保存時に存在していたチャ
ンネルの名前が含まれますが、カーブ自体や付随するデータは含まれません。その名前が付いているチャンネル
(データセット)がまだ存在する場合は、構成が呼び出されると、そのチャンネルが自動的にアクセスされて表示さ
れます。チャンネルは存在しなくなっているが、(たとえば、計算の結果として、またはファイルのロードによって)生
成されることになっている場合は、カーブウィンドウに自動的にチャンネルが表示されます。
カーブ構成は、[ロード]メニュー項目を選択することにより、開いているカーブウィンドウから直接取得することもで
きます。

6.8.5  クイックビューウィンドウ
クイックビューウィンドウは、カーブウィンドウ内にデータセットを表示するもう一つの方法です。
メニュー項目[その他]/[クイックビューウィンドウ]を選択します。追加のカーブウィンドウが開き、変数リストに現在
登録されているすべての変数が表示されます。キーボードまたはマウスを使ってリスト内での選択内容を変更す
ると、クイックビューウィンドウ内に表示されているチャンネルがすぐに更新され、最新の選択内容が反映されま
す。変数を選択しない場合、クイックビューウィンドウは空白のままとなります。
クイックビューウィンドウを使用すると、開いているデータセットの概要を迅速かつ容易に確認できます。

例
複数のチャンネルからなる測定が、imc FAMOSにロードされているとします。特定の条件を満たすカーブを見つ
け出すために、カーブの形状をすばやく確認する必要があります。
この場合、メニュー項目の[その他]/[クイックビューウィンドウ]からクイックビューウィンドウを開きます。次に、変数
リスト内の最初のチャンネルを選択します。方向キーを使って変数リストにざっと目を通します。現在選択中の
チャンネルがクイックビューウィンドウに常に表示されます。
注記
· クイックビューウィンドウを閉じて、次回呼び出し時に同じ方法で再表示する場合、プログラムによってクイック
ビューウィンドウの位置とサイズが示されます。

· さまざまなフォルダに保存されている大量のファイルの概要を取得するには、ファイルブラウザも使用できます。
チャンネルのロードと表示、必要な場合は次のフォルダへの切り替えが、すべて1つの手順で実行できます。
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6.8.6  既存のカーブウィンドウでの変数の表示
すでに開いているカーブウィンドウに追加のデータセットを表示する場合は、このカーブウィンドウ内から、表示する
データセットの新しい変数を規定することができます。この手順の詳細については、カーブウィンドウのドキュメント
を参照してください。 *** 

もう1つの可能性としては、マウスを使用して変数リストとカーブウィンドウの間でドラッグアンドドロップを行う方
法があります。以下のように操作します。
1. 目的の変数を変数リストで選択します。
2. 変数リストで選択した項目を左クリックして、マウスのボタンを押したままにします。
3. 左マウスボタンを引き続き保持しながら、目的のカーブウィンドウにわたってマウスを移動します。この操作は

ドラッグと呼ばれます。マウスポインタは、変数を現在位置にドロップできるかどうかを示すために常時更新さ
れます。

4. 目的のカーブウィンドウ上にポインタがある状態でマウスボタンを離します。この操作はドロップと呼ばれます。
ドロップが実行された正確な位置に応じて、以下のいずれかの方法で変数の表示が配置されます。

5. 座標系の上/下: 新しい座標系が生成され、その中に変数が表示されます。
6. 既存の座標系の内部: 変数は、この座標系内に新しい軸とともに表示されます。
7. 1つの軸上: 変数は、この軸を基準にして座標系内に表示されます。
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6.9  プロパティの表示と変更
各変数は、実際のデータ値に加えて補足情報にも関連付けられます。たとえば、特性の変数名、データタイ
プ、数値フォーマット、コメント、トリガ、サンプル時間などがあります。特定の変数に適用できる特性は、変数
のタイプによって異なります。 

そのような永続的に設定されたプロパティのほかに、変数ごとに任意のユーザ定義プロパティを設定することもで
きます。

imc FAMOSで特性をクエリおよび変更するには、コマンドと関数のダイアログを使用します。この章では、ダイア
ログを使用して変数の特性を表示および変更する方法について説明します。

6.9.1  [プロパティ]ダイアログ
変数リストから変数を選択してから、[変数]メニューで[プロパティ...]を選択します。または、メインウィンドウのツー
ルバーで対応するボタンをクリックするか、[F5]ボタンを使用します。
ダイアログが複数のインデックスカード(ページ)のスタックとして表示されます。「特性」ページの特定の構成は、現
在の変数のデータタイプによって異なります。他のインデックスカードには、対象となる変数が「データセット」タイプ
の変数の場合にのみアクセスできます。別のインデックスカードをアクティブ化するには、そのインデックスカードのマ
ーカタブをクリックするか、マーカタブのタイトルで[ALT]ボタンと下線付き文字を同時に押します。

複数の変数をリストで選択した場合は、画面ボタンの[>>]と[<<]を使用して特定の変数から次の変数に移行
すると、現在の変数のプロパティを反映するようにダイアログが更新されます。
[キャンセル]画面ボタンをクリックすると、ダイアログが終了し、現在のページで行った変更は無視されます。[OK]
画面ボタンをクリックすると、ダイアログが閉じますが、設定に加えた変更内容は採用されます。

注意
別のカードのアクティブ化または画面ボタン[>>]および[<<]のクリックによって別のインデックスカードに切り替える
と、ページで行った変更内容が承認されます。変更を破棄する場合は、ページを切り替える前に[キャンセル]を
クリックしてください。
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6.9.2  ダイアログ: [プロパティ] > [特定値] (データセット)
[プロパティ]ダイアログ(データセット用)は以下のように表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50105_image1499.png" scale="100.00%"
波形のプロパティstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

[名前]
変数の名前は、ここで変更できます。名前には最大で255文字使用できます。有効な変数名に適用される規
則については、本章の「変数名」セクションを参照してください。
[データタイプ]
現在のデータセットのデータタイプは、ここに示されます。このボックスは編集できません。提供されるデータタイプに
ついては、本章の「データタイプ」セクションを参照してください。
[データフォーマット]
どの数値フォーマットでデータがファイルに保存されるのかは、ここに示されます。データセットに2つの成分がある場
合は、各成分のデータフォーマットが個別に示されます。このボックスも編集できません。データフォーマットを変更
する場合は、インデックスカード[データフォーマット]のマーカタブをクリックする必要があります。使用可能なデータ
フォーマットの概要については、本章の「データフォーマット」セクションを参照してください。
[コメント]
ここでは、コメントを入力できます。コメントには、最大で255文字を含めることができます。
[グループ]
対象となるデータセットがグループに割り当てられている場合は、データグループの名前がここに示されます。それ
以外の場合、ボックスは空のままになります。このボックスは編集できません。
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[測定]
データセットが測定に割り当てられている場合は、測定の名前がここに表示されます。それ以外の場合、ボック
スは空になります。ボックスの内容は編集できません。
[ファイル名]
データセットがファイルからロードされた場合は、そのファイルの名前がここに示されます。それ以外の場合、この
ボックスは空のままになります。このボックスは編集できません。
単位([X単位]、[Y単位]、[位相単位]など)
ここでは、データセットの単位を再定義できます。単位のネーミングについては、本章の「単位」セクションを参照
してください。「単位」ボックスとともに表示される文字は、データセットが属する特定のデータタイプによって異なり
ます。
[合計サイズ]
この編集できないボックスには、データセットの合計長が示されます。
[X0]
このボックスでは、xオフセット(つまり、最初の値のx座標)を新しい値に設定できます。2成分データセットの場合
は、パラメータのオフセットを定義します。
[X-Delta]、[サンプルレート]
ここでは、データセットのx軸のサンプリング周波数または増分を再定義できます。データセットの数値と単位は変
わりません。サンプリング周波数は、2つの隣接するポイントのx座標間の差です。サンプリング周波数には、余
分な10の累乗だけオフセットよりも小さくなっていない値を使用する必要があります。そうしないと、x軸の分解能
が不十分になります。
[作成日時]
この機能を使用して、変数のトリガ時間を再定義します。時間の入力と表示は、Windowsのコントロールパネ
ルで設定されたフォーマットで行われます。時刻と日付の間には、少なくとも1つのスペースを入力する必要があり
ます。スペースを節約するために年を2桁の数値として入力します。有効範囲は1980～2042 (したがって、80～
99および00～42)です。
秒の小数部は、コンマまたはピリオドで区切る必要があります。トリガ時間の最大分解能は10µsです。
例
 11.11.95 00:00:00.5
トリガ時間は、午前零時を500ms過ぎた時間に設定されています。
[キャンセル]
情報を得るためだけにこのダイアログを開いた場合や、行った変更を全て破棄する場合は、ここをクリックして、
変更を保存せずにダイアログを終了します。
[OK]
終了して変更を確定および実装する場合は、このボタンをクリックします。無効な入力が行われた場合は警告
が表示され、その入力を修正するまでダイアログを終了できなくなります。
[>>]、[<<]
ダイアログを開く前に複数の変数を選択した場合は、これらのボタンを使用して、それぞれの変数に対するダイ
アログをリスト内の前方または後方に1つずつめくることができます。この方法でダイアログを終了すると、ダイアロ
グに加えられた変更が承認されます。
参考
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、
「Function Group: Properties (16 and 17)」
「シーケンス」章、コマンドグループ"C>"、変数、実行 *** 
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6.9.3  ダイアログ: [プロパティ] > [特定値] (テキスト)
[プロパティ] (テキスト)ダイアログは以下のように表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50105_image1500.png" scale="100.00%"
テキスト変数のstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

プロパティ

[名前]
変数の名前は、ここで変更できます。変数の名前には最大255文字使用できます。有効な変数名に適用され
る規則については、本章の「変数名」セクションを参照してください。
[コメント]
変数に関するコメントをここに入力します。コメントには最大255文字を使用できます。
[グループ]
テキストがグループに割り当てられている場合は、データグループの名前が示されます。それ以外の場合、ボック
ス(編集不可)は空のままになります。
[測定]
データセットが測定に割り当てられている場合は、測定の名前がここに表示されます。それ以外の場合、ボック
スは空になります。ボックスの内容は編集できません。
[ファイル名]
データセットがファイルからロードされた場合は、そのファイルの名前がここに示されます。それ以外の場合、この
ボックスは空のままになります。このボックスは編集できません。
[長さ]
テキストの文字数は、このボックスに示されます。このボックスは編集できません。
[内容]
テキスト変数の内容は、このボックスで変更できます。テキストには、最大255文字を使用できます。
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[キャンセル]
情報を得るためだけにこのダイアログを開いた場合や、行った変更を全て破棄する場合は、ここをクリックして、
変更を保存せずにダイアログを終了します。
[OK]
ダイアログを終了して変更を確定および実装する場合は、このボタンをクリックします。無効な入力が行われた
場合は警告が表示され、その入力を修正するまでダイアログを終了できなくなります。
[>>]、[<<]
ダイアログに入る前に複数の変数を選択した場合は、これらのボタンを使用して、それぞれの変数に対するダイ
アログをリスト内の前方または後方に1つずつめくることができます。この方法でダイアログを終了すると、ダイアロ
グに加えられた変更が承認されます。
参考
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、 
「Function Group Properties (16 and 17)」
「シーケンス」章、コマンドグループ"C>"、変数、実行 *** 

6.9.4  ダイアログ: [プロパティ] > [特定値] (テキスト配列)
(テキスト)のダイアログと似ていますが、(内容が表示されているダイアログに対して)現在の要素を選択するため
の制御が追加されています。

6.9.5  ダイアログ: [プロパティ] > [特定値] (グループ)
[プロパティ] (グループ)ダイアログは以下のように表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50105_image1501.png" scale="100.00%"
データグループのstyleclass="Image Caption" style="background-color:transparent;"> 

プロパティ
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[名前]
変数の名前は、ここで変更できます。変数の名前には最大255文字使用できます。有効な変数名に適用され
る規則については、本章の「変数名」セクションを参照してください。
[コメント]
変数に関するコメントをここに入力します。コメントには最大255文字を使用できます。
[測定]
データセットが測定に割り当てられている場合は、測定の名前がここに表示されます。それ以外の場合、ボック
スは空になります。ボックスの内容は編集できません。
[ファイル名]
データセットがファイルからロードされた場合は、そのファイルの名前がここに示されます。それ以外の場合、この
ボックスは空のままになります。このボックスは編集できません。
[チャンネル数]
このグループに割り当てられた変数の数がこのボックスに表示されます。このボックスは編集できません。
[チャンネル]
このグループに割り当てられた全てのチャンネルがここにリストされます。チャンネルの名前とそれぞれのデータタイプ
が示されます。いずれかの項目をダブルクリックすると、対応するチャンネルの[プロパティ]ダイアログが開きます。複
数の項目を選択してから、[チャンネル情報]ボタンをクリックすることもできます。
[キャンセル]
情報を得るためだけにこのダイアログを開いた場合や、行った変更を全て破棄する場合は、ここをクリックして、
変更を保存せずにダイアログを終了します。
[OK]
ダイアログを終了して変更を確定および実装する場合は、このボタンをクリックします。無効な入力が行われた
場合は警告が表示され、その入力を修正するまでダイアログを終了できなくなります。
[>>]、[<<]
ダイアログに入る前に複数の変数を選択した場合は、これらのボタンを使用して、それぞれの変数に対するダイ
アログをリスト内の前方または後方に1つずつめくることができます。この方法でダイアログを終了すると、ダイアロ
グに加えられた変更が承認されます。
[チャンネル情報]
チャンネルリストで行われた選択の[プロパティ]ダイアログを開きます。
参考
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、 
「Function Group: Properties (16 and 17)」
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、「Function Group 11 Group
Management」
「シーケンス」章、コマンドグループ"C>"、変数、実行 *** 

6.9.6  ダイアログ: [プロパティ] > [構造]
このダイアログカードは、チャンネルにのみ使用できます。イベントやセグメントなどにおける当該データセットの構
造化は、ここに示されます。通常、このインデックスカードは非構造化データセットには適用されません。その場
合、ほとんどのウィジェットのボックスはグレー表示になります。
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[セグメント]
対象となるデータセットがセグメント化されている場合、ここにはセグメントの数と長さが示されます。*** カーブ
ウィンドウ内の対応するオプション([オプション] > [3D])が有効な場合、[z0]、[z-Delta]および[z-units]の入力はz
軸の設定に使用されます。これは、カーブウィンドウの表現スタイル(ウォータフォール図、カラーマップ)の機能で
す。
ウォータフォール図またはカラーマップ表現に適したスケーリングを得る場合や、複数のチャンネルが比較用に単
一のカーブウィンドウに一緒に表示される場合は、項目[z0]および[z-units]を非セグメント化データセットでのz軸
の操作に使用することもできます。
セグメントと長さをここで変更することはできません。これらのプロパティは、SetSegLang()関数を使って編集できま
す。
[イベント]
このコントロールグループには、イベント構造化データセット(チャンネル内に複数のトリガイベントがある)の場合に
のみアクセスできます。特性のx-Offset (プリトリガ)、x-Delta (サンプリング周波数)およびトリガ時間は、全体とし
てデータセットに関係しなくなっていますが、各イベントに固有のものにすることができます。特性の表示と変更
は、[情報イベント#]入力ボックスの項目に対応するイベントについて行うことができます。
イベントを備えたデータセットは、imc FAMOS関数グループ19で変更できます。

ヒント
全てのイベントで同一である特性は、[特性値]ページに示されます。それ以外の場合、関連するボックスの項
目は[???]になります。したがって、全てのイベントの特性を共通の値に設定するには、対応する[???]項目を
目的の値に置き換えるだけで十分です。

6.9.7  ダイアログ: [プロパティ] > [表示]
このダイアログカードは、データセットにのみ使用できます。ここでは、変数の表現に影響するプロパティを割り当
てることができます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50105_image1503.png" scale="100.00%"
プロパティ 表示styleclass="Image Caption"> [ ] > [ ]
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[カーブウィンドウでの色]
デフォルトでは、波形の表現に使われる色はカーブウィンドウ内の現在の設定によって決まります。その後、[自
動]項目がコンビネーションボックスに表示されます。ただし、設定した色を波形に割り当てることもできます。その
場合、チャンネルはどのカーブウィンドウでも常にその色で表示されます。これを実現するには、コンビネーション
ボックスを開いて、リストから色を選択します。
[カーブウィンドウでのスケーリング]
デフォルト設定([自動]項目によって示される)では、チャンネルの値範囲からy軸のスケーリングが決定されます。
また、任意にスケーリングを設定することもできます。これを行うには、対応するテキストボックスを使用して、必要
な範囲の下限と上限を設定します。この設定は、カーブウィンドウでの軸のスケーリングについて[自動]オプション
を選択した場合にのみ使用されます。つまり、カーブウィンドウでの軸の設定スケーリングは変数の特性を無効に
します。
参考
カーブウィンドウ/オプションに関するドキュメント ***
『imc FAMOS Functions-Reference』、関数 SetDisplayY、 DisplayY?、 SetColor、 Color?

6.9.8  ダイアログ: [プロパティ] > [データフォーマット]
このダイアログカードは、データセットにのみ使用できます。このダイアログカードには、データセットの値を保存する
際のデータフォーマットが表示されます。以下の例は、複素数データセットの場合に表示されるページを示してい
ます。1成分データセットでは、ダイアログボックスの1つのグループのみ表示されます。

ダイアログ:</image> <image src="fae50105_image1504.png" scale="100.00%"
プロパティ データフォーマットstyleclass="Image Caption"> [ ] > [ ]
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[データフォーマット]
このリストボックスには、特定の成分に対する現在のデータフォーマットが表示されます。データフォーマットを変更
するには、目的のフォーマットを単にリストから選択します。
[最小]/[最大]
整数データフォーマットを選択した場合は、物理値範囲内のデータのスケーリングがここに示されます。データセッ
トがすでに整数フォーマットになっている場合は、現在の設定が表示されます。データセットの以前のフォーマット
が実数フォーマットであるのに対して、リストボックスから整数フォーマットを選択した場合は、変換用の妥当な値
が推奨値として提供されます。その目的のために、データセットの最小と最大が特定されます。整数フォーマット
への後続の変換では、全範囲が最大限の分解能で維持されます。大きなデータセットでは、極値の特定に非
常に時間がかかる可能性があります。
[フォーマットとスケーリングを常に維持する]
このオプションを有効にした場合は、データフォーマットを割り当てコマンドで変更することはできません。たとえば、
整数フォーマットデータセットの1つの値を実数に設定した場合、通常はデータの損失を回避するためにデータ
セット全体のデータフォーマットが実数にリセットされます。このチェックボックスをオンにすると、この動作が抑制され
ます。
[キャンセル]
情報を得るためだけにこのダイアログを開いた場合や、行った変更を全て破棄する場合は、ここをクリックして、
変更を保存せずにダイアログを終了します。
[OK]
行った変更を確定して、実際にデータフォーマットを変更する場合は、このボタンをクリックします。これにより、変
更した成分について変換が実行されます。非常に長いデータセットの場合、この処理には長い時間がかかる可
能性があります。その後、ダイアログが閉じられます。
参考
本章の「データフォーマット」セクション *** 
『imc FAMOS : Function Reference』、関数: SetDatFormat、 DatFormat?
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6.9.9  ダイアログ: [プロパティ] > [ユーザ定義]
このダイアログページでは、変数の詳細プロパティを定義したり、変数を表示または編集したりできます。単位や
サンプリング間隔などの既存のデフォルトのプロパティに加えて、こうしたユーザ定義のプロパティを変数に割り当
て、適宜定義することができます。 
ユーザ定義の変数は、名前とデータタイプ、さらに付加的な属性とその現在の内容で表します。

テーブルに、あらかじめ存在するユーザ定義プロパティがすべてリストされます。左側に名前が示され、右側には
プロパティの現在の内容が示されます。プロパティの内容を変更するには、右側の関連するボックスをクリックしま
す。プロパティのデータタイプに応じ、新しい内容を自由に入力するか、またはリストから選択することができます。
事前に定義されているプロパティは特殊なケースです。このようなプロパティは、名前が必ず「imc?」形式(ここ
で、?は2桁以上の数字を表します)になります。こうしたプロパティには明確なタイトルが付けられ、内部名の代
わりに表示されます。

事前に定義されているプロパティの例
名前 imc12

タイトル Class-counting unit

意味 クラスカウントプロシージャの結果の単位をどのように解釈するかを指定
します。

設定可能な値 「Classes」または「Physical unit」 
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テーブルの下のボックスに、現在選択されているプロパティの詳細情報が表示されます。表示される情報として
は、プロパティの作成時に指定されたデータタイプや属性、事前に定義されているプロパティの内部名などです。

データタイプ
Text 任意のテキスト

Integer 整数

Real 一般的な固定小数点表記または浮動小数点表記の実数値

Boolean 0または1 (Yes/Noとしても解釈可能)

List (*) 固定値のリストから選択

Time (*) 日付/時間として解釈可能

属性
永続的
一時的 

変数の保存時に(imc/imc FAMOSファイルフォーマット)、プロパティも
保存するのか(永続的)、それとも省略する(一時的)のかを指定しま
す。永続的なプロパティは、ファイルのロード後も使用できます。

書き込み保護(*) このプロパティは削除できず、ユーザが内容を変更することはできません。

(*) 事前に定義されているプロパティの場合のみ 

[新規]
新しいプロパティを作成するための ダイアログ を開きます。
[削除] / [すべて削除]
これらのボタンで、現在選択されているプロパティまたはすべてのプロパティを削除できます。「書き込み保護」の
属性を持つプロパティは削除できません。

参考:
「imc FAMOS関数リファレンス」、ユーザ定義プロパティを編集するための関数 (UserPropSetなど)

6.9.9.1  新しいユーザ定義プロパティ
このダイアログは [プロパティ] > [ユーザ定義] ダイアログの[新規]ボタンをクリックすることで呼び出され、新しいユー
ザ定義プロパティを作成できます。
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[名前]
ここに、プロパティの名前を入力します。
ポップダウンリストを使用して、事前に定義されているプロパティの既存の名前の中から選択することもできます。
こうしたプロパティは、プロパティ名の先頭に「imc」が付けられ、内部目的のために予約されています。これと同じ
名前のプロパティを新たに作成することはできず、プロパティを定義する場合、内容は変更できますが、データタイ
プや属性を変更することはできません。さらに、内部プロパティには、「書き込み保護」の属性が割り当てられてい
る場合があります。

新しいプロパティの名前には、以下の制約が適用されます。
·  名前の先頭に「imc」を付けることはできません。
·  ピリオドを最初の文字にすることはできません。
·  最初の文字および最後の文字にスペースを使用することはできません。
·  以下の文字は使用できません。<>{}[]()&%$§|
·  ASCIIコードが32よりも小さい(タブなど)特殊文字は使用できません。

ユーザ定義プロパティの名前は大文字と小文字を区別しません。
プロパティの名前にピリオドが含まれる場合は、ピリオドの前までの部分はカテゴリの記述名とみなされます。この
ため、同じような意味のプロパティをカテゴリにまとめることができます。カテゴリは、[変数] / [プロパティ]ダイアログ
のプロパティの表示に示され、プロパティを階層的にリストするために使用されます。
[タイプ]
プロパティのデータタイプを指定します。
Text 任意のテキスト
Integer 整数
Real 一般的な固定小数点表記または浮動小数点表記の実数値
Boolean 0または1 (Yes/Noとしても解釈可能)
List 固定値のリストから選択
Time 日付/時間として解釈可能
データタイプ「List」と「Time」は、imcであらかじめ定義されているプロパティの場合に限り使用できます。
[内容]
変数のタイプに応じ、内容を自由に入力するか、またはリストから選択できます。
[一時的]
デフォルトでは、変数に割り当てられているプロパティも変数と一緒に保存されます(imc/Famosファイルフォーマッ
ト)。つまり、これは永続的なプロパティであり、ファイルを再度ロードした場合に適用されます。これに対して、この
ボックスにチェックマークを入れた場合、変数の保存時にプロパティは無視されます。 
参考
「imc FAMOS関数リファレンス」、ユーザ定義プロパティを編集するための関数 (UserPropSetなど) 
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6.10  変数の削除
変数リストで1つまたは複数の変数を選択してから、[変数]メニューで[削除]を選択します。別の方法としては、
対応するボタンをツールバーでクリックします。これにより、変数は変数リストから削除され、imc FAMOSでは使用
できなくなります。
[オプション] > [変数リスト]ダイアログの対応する設定に従って、Delキーを使用して目的を果たすこともできます。
また、[ファイル]メニューで[リスタート]を選択して、1ステップで全ての変数を削除することもできます。
変数リストでデータグループに削除のマークを付けた場合、そのデータグループは全てのデータセットとテキストも
含めて完全に消去されます。
参考
『関数のリファレンス』マニュアル、コマンド Delete

6.11  変数(データグループ)のグループ化/グループ化解除
「データタイプ」セクションで説明したように、チャンネルとテキストは集合名を使用してグループにまとめることができ
ます。
これを既存の変数で実現するには、最初にいくつかの変数を変数リストで選択します。次に、[変数] > [グルー
プ]メニュー項目を選択します。
グループ名を入力するためのダイアログが表示されます。

[グループ名]
新しい名前をテキストボックスに入力できます。他のグループがすでに存在する場合は、それらのグループをコンビ
ネーションボックスで選択できます。選択した変数は、既存のグループに追加されます。
「変数名」セクションでは、名前の割り当てを管理するための規則について説明しています。それらの規則は、こ
の手順に適用されます。特に、先頭の数字とスペースは禁止されています。
[OK]
有効な名前をグループに指定すると、現在選択されている変数がその名前でグループに統合されます(グループ
が選択されている場合、それらのグループは無視されます)。
[キャンセル]
変数のグループ化は実行されません。
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グループへの変数の集約を取り消すには、[変数] > [グループ化解除]メニュー項目を選択します。グループが変
数リストで選択されている場合は、すべてのチャンネルが自律的になり、グループはキャンセルされます。特定の
チャンネルのみ選択し、グループ全体を選択しなかった場合は、そのチャンネルだけがグループから解放され、グ
ループは存続します。
特定のチャンネルを選択するには、それらのチャンネルが変数リストに表示される必要があります。目的のチャン
ネルが変数リストに表示されない場合は、グループ記号の左にある[+]記号をクリックします。また、コンテキストメ
ニューを使用してチャンネル登録のオン/オフを切り替えることもできます(変数リストの上でマウスを右クリック)。
参考
『imc FAMOS Function Reference』、「Functions By Groups」章、関数グループ「Group Management 11」
本章の「データタイプ」セクション
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6.12  ローカル変数、永久変数、一時変数
ローカル変数
変数は、シーケンス内で「ローカル」として定義できます。そのような変数は、シーケンスの実行中のみ有効であ
り、シーケンス実行が完了すると自動的に削除されます。この目的のために、新しいキーワード「LOCAL」が導入
されています。 
宣言は、割り当てを行う際に直接行われます。
 LOCAL temp = Ramp(0, 1, 100)
または、前方宣言によって行われます。
 LOCAL temp
 temp = Ramp(0, 1, 100)

前方宣言では、ワイルドカード(*、?)も使用できます。 

LOCAL ? ; all variables having exactly one character
LOCAL #* ; all variables beginning with '#'

名前付け
ローカル変数の名前は、[Name]@![SequenceName]に従って形成されます。 
例
; Sequence "Evaluation.seq"
LOCAL LocalVariable = 1
; Full name: LocalVariable@!Evaluation

サブシーケンスでは、サブシーケンスの名前がさらに追加されます。
例
; Sequence "Evaluation.seq", sub-sequence "Part1"
LOCAL LocalVariable = 1
; Full name: LocalVariable@!Evaluation.Part1

ダイアログまたはパネルのイベントシーケンスでは、「局所性」はシーケンス全体ではなく宣言されるイベントシーケ
ンスを意味します。名前の形成では、ダイアログ/パネルの名前とトリガイベントの名前(該当する場合)が追加で
反映されます。
例
; Panel "MyPanel", Init-Sequence
LOCAL LocalVariable = 1
; Full name: LocalVariable@!MyPanel.Init

; Panel "MyPanel", event "clicked" of the button "Button1"
LOCAL LocalVariable = 1
; Full name: LocalVariable@!MyPanel.Button1.Clicked
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永久変数での重複名
ローカル変数が生成されると、同じ名前の既存の永久変数は全て無視されます。
X = 1
LOCAL X
X = 2 ; => 2 variables, x and x!SequenceName

ローカル変数が優先されます。
X = 1
LOCAL X
X = 2 ; => 2 variables, x and x!SequenceName
Y = X ;Y has the value 2 (like the local variable)

ローカル変数の制約
· 入力エディタでは、LOCALコマンドは無視されます。変数は、入力エディタの内容の保存時にのみ作成されま

す。
· VarGetInit?()、VarGetName()、VarExist?()の場合、ローカル変数はリストされません。
· ローカル変数をパネルまたはダイアログの要素にリンクすることはできません。
· DDE要求の場合、ローカル変数は表示されません。
· ローカル変数は、[測定ビュー]には表示されません。 *** 
· ローカル変数は、プロジェクトや現在のセッションと一緒に保存されません。 

永久または一時
一般に、変数の寿命は、その変数がユーザによって意図的に削除されるまで継続します。そのような変数は、
「永久」変数と呼ばれます。式の結果として生じる変数や、[ファイルのロード]ダイアログでのインポートによって
生じる変数は、常に永久的な変数です。
対照的に、変数を「一時的」にすることもできます。そのような変数は、最後には自動的に削除されます。これ
までのところ、一時変数は組み込みファイルブラウザの操作時にのみ作成できます。この変数は、ファイルブラウザ
内の現在のフォルダを切り替えると自動的に削除されます。

変数リストでは、一時変数は特殊な記号によって示されます。

「一時」または「ローカル」変数として作成された変数は、後で永久変数に変換できます。***これを行うに
は、[変数]メニューで[永久的にする]コマンドを使用します。
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6.13  変数の再生
imc Sound Kitは、imc FAMOSに付属しています。Sound Kitをimc FAMOSで登録した場合は、追加のメニュー
項目[変数] > [再生]が使用可能になります。
適切な出力デバイス(音声カード)が接続されている場合、このオプションを使用すると、選択した変数が内部
的に16ビットのモノウェーブファイルに変換されて再生されます。

参考
「Sound-Kit」のオンラインヘルプ***
「関数」章、「imc-Kitインターフェース」セクション***
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6.14  定数と定義済み変数
数値定数とテキスト定数は、式に直接入力できます。
Data = Data + 12 
Directory = Tadd( "c:\","imc\dat" )
Mean = 123.22 'V'
ASCIIcode = 0x64

imc FAMOSには、自由に使える定義済み定数がいくつかあります。これらの定数は単一値として使用できま
す。ただし、これらの定数に新しい値を割り当てることはできません。また、これらの定数は変数リストに登録され
ません。
定義済み定数を手動で入力せずに式で使用するには、関数リスト([標準]インデックスカードの下)で[A> 定
数、定義済み変数]グループを選択してから、適切な関数項目をクリックします。定数の名前は、エディタボック
ス内の現在位置に書き込まれます。別の方法として、マウスでドラッグアンドドロップテクニックを使用して定数の
名前を目的の位置に配置することもできます。
また、使用可能な定義済み変数は数多くあります。統計関数"Stat(...)"は、全ての定義済み変数を即座に
計算します。その後、ユーザはこれらの変数を式に挿入できます。その統計関数を再度実行すると、定義済み
変数は再計算され、古い値は新しい値で上書きされます。したがって、統計関数を1度だけ余分に呼び出す
前に目的の既定変数を使用する際には注意を払う必要があります。

定義済み変数は、変数リストには示されません。定義済み変数は、個別に式で変更することはできないため、
式の代入演算子の左側に表示されないことがあります。

[A> 定数、定義済み変数]グループ

関数リスト内の定数と定義済み変数
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定義済み定数と定義済み変数

sRMS データセットのrms値(二乗平均平方根)

Euler オイラー数e

InDegr ラジアンを度に変換するための定数

InRad 度をラジアンに変換するための定数

PI 円周率定数PI

2*PI 2 * 円周率定数PI

sMax データセットの最大値

sMaxPos データセットの最大値のX座標

sMin データセットの最小値

sMinPos データセットの最小値のX座標

sMean データセットの算術平均

Stdev データセットの標準偏差

参考
『imc FAMOS Function Reference』: 関数「Stat」
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6.15  単位
どのチャンネルにも1つまたは複数の単位がある可能性があります。各単位は、必要に応じて適切な関数また
はコマンドを使用してリセットすることができます。また、[プロパティ]ダイアログを使用してこれを実現することもでき
ます。
指定する単位が登録済みのSI単位である場合は、数学関数の実行時に単位の処理、計算および調整が行
われます。

数学関数が実行されると、単位の処理、計算および変換も行われます。その場合、単位がSI単位として指定
されていることが条件となります。 ***imc FAMOS 7.1以降では、共通の非SI単位と特殊文字("Ω²"など)も認識
されて変換されます。

[その他] > [オプション] > [単位]メニューでは、imc FAMOSのデフォルト設定を変更できます。

[全般]
[互換性] [いいえ]: 後続の設定が有効になります。大きさの単位(milliを表すm、kiloを表す

kなど)は変換されます(ここも参照)。 
 ***
[はい]: imc FAMOS 7.0以前のバージョンと同様。

単位の表示(カーブウィンドウでの表示など)
[ギリシャ文字のフォント] [記号フォントを使用する]

[選択したフォントでのギリシャ文字]
[オーム] [「オーム」を常に文字列として表示]

[ギリシャ文字のオメガΩを優先する] 
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単位の生成(数学計算での生成など)
[単位間の区切り文字(例: V*A)] [点]: V .A

[*]: V*A
[区切り文字]: V A

[Nmおよび同様の単位の区切り文字] [はい] (例: N*m)
[いいえ] (例: Nm)

[特殊文字を1/2に使用する] [はい]: たとえば、Hz½
[いいえ、常にHz^1/2として記述する] 

[特殊文字を^2に使用する] [はい]: ²
[いいえ、常に^2として記述する] 

[特殊文字を^3に使用する] [はい]: ³
[いいえ、常に^3として記述する] 

[分母における負の指数] [はい (例: 1/m)]
[いいえ] (例: m^-1)

[自動生成された10の累乗と単位の間のスペース] [はい (例: 10^3 V)]
[いいえ (例: 10^3V)]

[uをmの代わりに適用する(プレフィックス10-6)] "u" を"m"の代わりに使用します。アジアのオペレーティン
グシステムの場合に重要です。

[10,100,1000] [1000などを優先する] 
[10^3などを優先する] 

0.1、0.01、0.001 [0.001などを優先する] 
[10^-3などを優先する] 

[分子= 1付きの単位] [従来の表記(例: 1/min)]
[1を省略(例: /min)]
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[単位の解釈]
[単位記号cal] [1国際cal = 4.1868J]

[1熱化学cal = 4.184J]
[指数としての数値] [いいえ(例: t=Sqrt(4's2')" -> "t=2s")]

[明確な配列で解釈する(例: "t=Sqrt (4's2')" -> "t=2s2½")]
[g] [グラム]

[標準重力9.81m/s²]
[ガウスの単位記号] [Gs (デフォルト)]

[G]
[単位記号hp] [機械馬力、NIST、745.6999W]

[仏馬力、735.49875W = 1PS]
[電気馬力、746W]
[流体動力、745.69988145W] 

[単位記号kt] [キロトン]
[ノット]

[単位記号L] [リットル]
[ランベルト]

[単位記号lb] [力、1lb = 1lbs = 4.4N = 1lbf]
[質量、1lb = 1lbs= 0.45kg = 1lbm]

[単位記号oz] [力、1oz = 0.28N]
[質量、1oz = 0.0.28kg]

[単位記号pt] [米国液量パイント、1pt = 473.1765ml]
[英国インペリアルパイント、1pt = 568.268.26125ml]
[米国乾量パイント、1pt = 550.6104713575ml]
[プリンタポイント、1pt = 0.35146mm]

[引用符で囲まれた単位
(例: "Clocks")]

[内容を解釈しない]
[内容の解釈を試みる (例: "N" als N)]

[複数形のsを許可する] [いいえ(例: Volts = V *s)]
[はい(例: Volts = V)]

[単位記号ton] [トン(ショート) (2000lb)、米国]
[トン(ロング) (2240lb)、英国]
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[略記単位]
[C (Coulomb)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: 電荷 = I*t= "1 A*s"]

[はい、例: 電荷 = I*t= "1 C"]
[F (Farad)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: 容量 = I*t/U= "1 A*s/V" = "1 s/Ω"]

[はい、例: 容量 = I*t/U= "1 F"]
[H (Henry)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: 誘導率 = U*t/I= "1 V*s/A"= "1Ω/s"]

[はい、例: 誘導率 = I*t= "1 H"] 
[J (Joule)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: エネルギ = P*t= "1 W*s" oder F*s= "1 N*m"]

[はい、例: エネルギ = P*t= "1 J"]
[Pa (Pascal)に変換] [はい(デフォルト)、例: 圧力 = F/A= "1 Pa"]

[いいえ、例: 圧力 = F/A="1 N/m²"]
[S (Siemens)に変換] [はい(デフォルト)、例: 導電率 = I/U= "1 S"]

[いいえ、例: 導電率 = I/U= "1 A/V" = "1 /Ω"]
[T (Tesla)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: 磁束密度 = U*t/A= "1 V*s/m²"]

[はい、例: 磁束密度 = U*t/A= "1 T"]
[Wb (Weber)に変換] [いいえ(デフォルト)、例: 磁束 = U*t= "1 V*s"]

[はい、例: 磁束 = U*t= "1 Wb"]

単位の計算
数学演算が実行されると、単位の処理、計算および変換も行われます。imc FAMOS 7.1以降では、共通の非
SI単位プレフィックスと特殊文字(milliを表すm²など)が認識されて変換されます。この動作は、[互換性]の下で
[はい]を選択すると無効にすることができます。 ***

基本的なSI単位:

A アンペア 電流
cd カンデラ 光度
K ケルビン 温度
kg キログラム 質量
m メートル 長さ
s 秒 時間
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派生的なSI単位:

単位 名前 物理量 変換
°C 摂氏 温度 1°C = 1K (温度差の場合)
C クーロン 電荷 1C = 1As
F ファラド 電気容量 1F = 1As/V
H ヘンリー 誘導率 1H = 1Vs/A
Hz ヘルツ 周波数 1Hz = 1 1/s
J ジュール エネルギ 1J = 1Nm = 1Ws
lm ルーメン 光束
lx ルクス 照度 1lx = 1lm/m2
mol モル 粒子数
N ニュートン 力 1N = 1kgm/s2
Ohm オーム 電気抵抗 1Ohm = 1V/A
Pa パスカル 圧力 1Pa = 1N/m2
S ジーメンス 導電率 1S = 1A/V
T テスラ 磁束密度 1T = 1Vs/m2
V ボルト 電圧
W ワット 電力 1W = 1VA
Wb ウェーバ 磁束 1Wb = 1Vs

認識されるが計算では無視される追加の単位と疑似単位:

dB デシベル 単位なし。対数スケーリング
Degr 度 角度、範囲0 ...360
空 単位なし
% パーセント 単位なし
Rad ラジアン 角度、範囲0 ...2*Pi

単位を定義する際には、単位を任意の組み合わせで使用できます。
指数を単位に追加するには、累乗文字"^x" (xは指数)の後に指数を使用します。逆指数(つまり、ルート)
は、"^1/x" (xはルート)を使用して作成できます。
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例
kgm/s^2 = kgm/s² (ニュートン、力の単位)
m^2 = m²(平方メートル、面積の単位)
m^3 = m³(立方メートル、体積の単位)
m/s (メートル毎秒、速度の単位)
m/s^2= m/s² (メートル毎秒毎秒、加速度の単位)
ms^-2 = m/s^2
1/ms (1/(ms)として解釈される)
1/s (1回の秒数, 周波数の単位)
VA (ボルトアンペア、電力の単位)

禁止されている単位は、そのようなデータセットで計算が実行されない限り、割り当てることができます。そうでな
い場合、単位は不正に解釈され、結果的に誤用されます。

10の累乗
データセットの大きさが、単位の前にプレフィックスが必要になるような大きさの場合は、対応するプレフィックスを
単位に付けることができます(10-3 = m、10-6 = Mなど)。[互換性]の下で[いいえ]を選択した場合、imc FAMOS
はプレフィックスを正しく計算します。 *** 
チャンネルのグラフィック表現では、ミリやキロなどのプレフィックスは10の累乗のグラフィック表現を回避するのに役
立つため、一般的に使用されます。

以下のプレフィックスが使用されます。

p 10 -12 ピコ

n 10 -9 ナノ

µ 10 -6 マイクロ

m 10 -3 ミリ

k 10 +3 キロ

M 10 +6 メガ

G 10 +9 ギガ

以下の例に示したように、どの単位も全てのプレフィックスと組み合わせることができるわけではありまん。

注記
· ミリ秒(ms)はありますが、キロ秒はありません(正しくは"E+3s")。
· 値範囲が0.001s～0.020sの座標軸には、1～20の数値と単位「ms」を使用してラベルが付けられます。
· 単位は乗算で集約され、除算で相殺することができます。したがって、電流値を持つデータセットと電圧で構
成されるデータセット(対応する単位「A」と「V」を含む)の乗算では、電力の単位「W」を用いた積データセット
が生成されます。

· 距離で構成されるデータセットを2乗し、単位「m」を使用すると、面積のデータセットと単位「m^2」が生成さ
れます。

· 電圧のデータセットを、電流の単位「A」を使用する単一値で除算すると、抵抗を表す単位「Ohm」でラベル
付けされたデータセットが生成されます。
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数値の単位
式を入力するときには、数値のすぐ後に単位を記述します。したがって、先に単一値を作成してから、関数の
呼び出しによってその値に単位を割り当てる必要があります。単位は単一引用符で囲み、値の項目のすぐ後
に配置する必要があります。
例

x = y * 3.5 'V'
MeanV = GInt (Data, 2E-3 's') / 2E-3 's'

ここで、「Data」は等間隔チャンネルです。

ユーザ定義の単位
単位が相互に計算されるのを防止する場合は、単位を二重引用符で囲みます。これにより、その単位はユー
ザ定義として解釈され、単位を使って計算するimc FAMOSアルゴリズムでは無視されます。

Power1 = 220'V' * 1.01'A'
Power2 = 220'"V"' * 1.01'A'
;--- or also ---
YUNIT U1 V
YUNIT U2 "V"
Power1 = U1 * 1.01'A'
Power2 = U2 * 1.01'A'

Power1には単位「W」が割り当てられ、Power2には単位「VA」が割り当てられます。
参考
本章の「プロパティの表示と変更」セクション
『imc FAMOS Functions Reference』、「Functions by Group」章、「Function Group: Properties (16 and
17)」

注
 「シーケンス内の特殊文字」に対するヒントも参照してください。
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6.16  メモリ管理/データマネージャオプション
imc FAMOSの実行時間中のメモリ要件は、変数(データセット)の管理に必要な記憶領域で主に構成されま
す。
この目的のために、imc FAMOSはシステムによって有効化されたワーキングメモリ(RAM、仮想ワーキングメモリ)を
最初に使用します。これが十分でない場合、データセットは一時ファイルとしてハードドライブに転送されます。
データセットの保存に必要なメモリは、データセットの長さとデータフォーマットに基づいて大まかに見積もることが
できます。たとえば、それぞれ1000000個の読み取り値があり、読み取り値ごとに2バイトを使用する10個のチャン
ネルは、約20メガバイトのメモリを必要とします。imc FAMOSで処理できるデータセットのサイズは2ギガバイトに
制限されます。データセットごとの読み取り値の最大数は、使用するデータフォーマットによって異なります。たとえ
ば、Double (実数、8バイト)のデータセットは約2億5千万個の読み取り値を持つことができます。

また、単一データセットの保存を複数のドライブに分散することはできません。使用可能なドライブの1つにデータ
セット全体が適合する必要があります。
デフォルトでは、一時ファイルの保存には"C"ドライブが使用されます。この設定は変更可能であり、さらにドライ
ブのリストを作成したり、メモリ要件に影響を及ぼしたりすることも可能です。
対応する設定ダイアログは、[その他] > [オプション] > [データマネージャ]にあります。

オプション データマネージャ ダイアログ[ ] > [ ]

このダイアログで行った変更は、imc FAMOSセッションの開始時にのみ有効になります。事前に変数を作成する
ことはできません。
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[一時ファイル用のドライブ]
imc FAMOSがデータセットと中間結果のファイルを保存できるドライブは5つまで指定できます。
imc FAMOSは、グラフィック表示の作成時とデータセットでの計算の実行時にこれらの一時ファイルにアクセスしま
す。imc FAMOSの高速動作を保証するには、データセットの保存先となる高速ドライブを指定するのが賢明で
す。
したがって、最も速いドライブをリストの一番上に入力し、システムで利用できる他のハードドライブと仮想ドライ
ブをその後に入力します。指定するのはハードドライブのみにしてください。リムーバブルメディア(USBスティックやメ
モリカードなど)のドライブは一時ファイルには適していません。
ドライブ上にデータセット用の十分な空き領域がない場合、imc FAMOSはリスト内の次のドライブでデータセット
の保存を試みます。指定したドライブにもワーキングメモリにも十分な空き領域がない場合、imc FAMOSは対
応するエラーメッセージを返します。
一時ファイルは、該当するドライブの"\tmp"フォルダに常に保存されます。例外: 該当するドライブと一時ファイル
用のWindowsデフォルトフォルダが配置されている(環境変数"TEMP"として設定されている)ドライブが同じであ
る場合は、そのフォルダが使用されます。
少なくとも1つのドライブを指定する必要があります。

システムレジストリへの登録
別の方法として、異なるパスをシステムレジストリで指定することもできます(regedit.exeを参照)。そこで有効な
フォルダを指定した場合は、そのフォルダが(最初のドライブの"tmp"フォルダの代わりに)最初に使用されます。
十分な空き領域がなくなった場合にのみ、残りのドライブが使用されます。
レジストリへの登録は、imcソフトウェアを起動する前に行う必要があります。

警告
レジストリエディタの使い方を間違えると、オペレーティングシステムの再インストールを必要とする深刻な問題が
発生する可能性があります。正しいレジストリパスを開いていることを慎重に確認してください。

手順
レジストリエディタを起動します。そのためには、Windowsの[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実
行]を選択して、"regedit"と入力してから、[OK]をクリックして確定します。次に、以下のRegistry.Keyを開きま
す。
HKEY_CURRENT_USER\Software\imc Measurement and Control\Default\CurveDataManager\Curves
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"TmpDir"という新しい"String"を作成します(キーエントリ"Curves"を右クリック)。値を目的のパス("j:
\mytemp"など)に変更します("TmpDir"をダブルクリック)。指定したパスが存在することを確認します。ここでも、
リムーバブルメディアのドライブは使用しないでください。
例

一時ファイルのレジストリエントリ

[自動]
imc FAMOSは、オペレーティングシステムから必要とするメモリを最初に必ず要求します。これによって空き領域
(RAMまたは仮想ワーキングメモリ)を提供できなくなった場合にのみ、データを保持するために一時ファイルが使
用されます。

[占有する最大メモリ]:
imc FAMOSは、オペレーティングシステムに要求するメモリを特定の最大値に制限します。より多くのメモリが必
要な場合は、システムに十分な空き領域があっても、データは一時ファイルに供給されます。
同程度のメモリ集中型アプリケーションがimc FAMOSと同時に動作している場合、このオプションは特定の状況
下でシステムパフォーマンスを向上させることができます。制限を設定すると、独自のメモリ管理がないためにオペ
レーティングシステムのワーキングメモリに依存している他のアプリケーションはシステムメモリの分配にあずかるよう
になります。
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関数
7.1  はじめに

関数は、Standard、ProfessionalおよびEnterprise版のimc FAMOSに組み込まれています。
imc FAMOSは、データの処理および分析を行うための多数の関数をユーザに提供します。これらの関数には、
平方根や三角法などの単純な数学関数だけでなく、スペクトルの積分、微分または計算などの複雑な分析
関数や、標準偏差のヒストグラムまたは計算などの統計関数も含まれます。
チャンネルの結合、リサンプリング、カーブ部分の作成、スムージング、関数値の特定、データセット長の変更、
波形近似など、測定技術専用に設計された様々な操作関数が含まれています。
統合された式インタプリタでは、使用可能な基本関数から複雑な数式を構成することができます。新しいデータ
セットを計算するか、または式を使用して既存のデータセットを変更できます。式は、imc FAMOSメインウィンドウ
の入力ボックスに入力して実行できます。シーケンス(マクロ)も作成可能です。シーケンスは一連の式で構成さ
れ、それらの式は自動的に連続して実行されます。
特殊なアプリケーションの要求に応じてimc FAMOSを強化できる可能性はいくつかあります。imcから入手できる
補足的なライブラリプログラムとオプションのソフトウェアアップグレードに加えて、 独自のユーザ定義関数ライブラリ
を統合することもできます。

imcキットインターフェース
imcは、特殊な関数ライブラリ(「キット」とも呼ばれる)を提供します。このライブラリの関数はimc FAMOSの操作
時にも使用できるため、特殊用途向けにプログラムを強化することができます。これらのキットは、データの分類
や特殊データフォーマットのロードおよび保存などの関数を提供します。

プラグインインターフェース
キット(一般に独自のユーザインターフェースを持たない関数ライブラリ)に加えて、いわゆるプラグインも特殊用途
向けに用意されています。これらのプラグインは、imc FAMOSメインウィンドウに適合するダイアログベースのユーザ
インターフェースを備えています。ファイルブラウザプラグインはすでに提供されていますが、さらに将来的なプラグイ
ンとして、ビデオおよび測定データのビデオプレーヤプラグイン同期化モニタリングやASAM-ODSブラウザなどがあり
ます。

標準DLLインターフェース
Windows DLL (DLL = Dynamic Link Library。Windowsにおける関数ライブラリの標準フォーマット)の関数は、
imc FAMOSで使用できます。ユーザは、 MS Windows自体によって提供される全ての関数をプログラミングイン
ターフェースとして使用できます。また、独自のDLLを含めることもできますが、それらのDLLは定義済みのimcキット
インターフェースを備えていない必要があります。

7.2  式
数学関数を実行するには、式を定義する必要があります。式は、エディタボックスまたはシーケンスウィンドウに入
力します。一般的な式は、目標変数名、代入演算子および数式で構成されます。その例を以下に示します。
例:  Number = 10 * 2
"Number"は作成される変数の名前、"="は代入演算子、"10 * 2"は数式です。この式では、数式が最初に
評価され、その結果は値20になります。この値は、変数"Number"に代入されます。これで、新しい単一値変
数"Number" が作成されたことになります。



266 関数

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

式の後にはコメントを続けることができます。コメントはセミコロンで始まります。
Data = Ramp( 0,1,100 ) ;this is a comment!
;and this as well!

既存の変数の名前は目標変数として選択できます。既存の変数名は、部分的または全体的に上書きされ
ます。
新しいテキスト変数の作成:
var = "c:\imc\dat"
テキスト変数は上書きされます。
var = Ramp( 0,1,100 )

最初のチャンネルが定義される新しいデータグループが作成されます。
NewGroup:Channel1 = var
新しいチャンネルは既存のデータグループに追加されます。
NewGroup:Channel2 = var+2
データグループ内の既存のチャンネルは上書きされます。
NewGroup:Channel1 = 123

参考
「変数」章、「変数名」セクション***
「変数」章、「データタイプ: データグループ」セクション***
エディタボックスには、1行ごとに1つの式のみ含めることができます。式を入力した場合は、その式がある行をアク
ティブ化(たとえば、ダブルクリック)してから[実行]ボタンをクリックすることで関数を実行させることができます。このボ
タンは、現在アクティブになっている行の左に表示されます。その後、エディタボックスの次の行に次の式を入力で
きます(または、現在の行が不要になっている場合はその行を上書きできます)。

数式では、任意の数の括弧を使用できます。各括弧には閉じ括弧を付ける必要があります。その例を以下に
示します。
Number = 2 * (3 + Min(Data) - 1) + (-(-1))

"Data"では、最小値が計算される等距離データセットが指定されます。最小値は、3ずつ増加し、1ずつ減少し
ます。その後、結果に2が乗算されます。式(-(-1))は+1に簡約されます。最小関数が値1を生じた場合、変
数"Number"には値7が代入されます。

関数名と変数名については、プログラムは大文字と小文字を区別しません。物理単位では大文字と小文
字が決定的効果をもたらす可能性があるので注意してください。以下の式は等価です。
Spectrum = dB (fft (Data))
SPECTRUM = DB (FFT (DATA))

この例では、"Data"はデシベル単位でスペクトルが計算される等距離データセットです。読みやすい形で大文字
と小文字を組み合わせることをお勧めします。多くの場合、大文字で記述された行は読みにくくなります。

式内の全ての名前と文字の間にスペースを使用すると、読みやすくなります。以下の式は等価です。
Spectrum = dB (fft (Data))
Spectrum = dB ( fft ( Data ) )
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数値は、整数または実数として指定できます。文字"E"または"e" は、10のべき乗を表すために使用されます。
数値は16進数で指定することもできます。その場合は、プレフィックス"0x"を使用します。小数点以下の桁を導
入するには、小数点を使用します。コンマは使用できません。以下の式は等価です。
Number = Number + 163
Number = Number + 0.163E+3
Number = Number + .163e3
Number = Number + 163.00
Number = Number + 0xA3 
これらの各ケースでは、数字が163ずつ増加します。

表現が意味をなす限り、式では全てのデータタイプを組み合わせることができます。たとえば、複素数データセッ
トの追加は許可されますが、XYデータセットのスペクトルは定義できません。各関数で使用できるデータタイプの
詳細については、個々の数学関数の宣言を参照してください。

一部の関数は、関数値を生成しません。それらの関数もプロシージャとしてラベル付けされ、パラメータ自体を変
更するか、または定義済みの変数を評価します。
SetUnit( Data, "Seconds", 0 )
Stat(3 * cos (Data))

関数は代入できない値を返さないため、プロシージャでは代入演算子を使用できません。したがって、目標変
数はありません。

数学関数を実行すると、SI単位は計算に応じて互いに対して自動的に変換または相殺されます。
参考
「変数」章、「単位」セクション***

2成分データタイプでは、個々の成分にアクセスするために成分ラベルが使用されます。
FFTres = FFT( Ramp( 0,1,128)
MagnitudeSquare = Sqr( FFTres.B)

データセットとテキストをインデックス付けすると、変数の個々の要素にアクセスできます。インデックスは括弧で囲
んで設定し、複数のインデックス(データタイプによって許可されている場合)はコンマで区切ります。最初の要素
のインデックスは1です。

非構造化データセットおよびテキストについては、厳密に1つのインデックスを指定できます。インデックスは、単一
サンプルまたは単一文字へのアクセスを可能にします。
Data = Ramp( 0,1,100 )
Data[100] = 111
Index = 1
Data[ Index] = Data[ 100]

これで、データセット内の最初と最後の値には値111が含まれます。
また、インデックスを計算することもできます。以下の式は等価です。
Data[Index] = Data[100]
Data[Index] = Data[leng?( Data)]

テキスト変数では、インデックスを使用して個々の文字にアクセスします。
Dir = "c:\imc\dat"
Drive = Dir[1]
Dir[1] = "d"

変数'Drive' は"c"を収容し、変数'Dir'には"d:\imc\dat"を収容します。
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2成分変数もインデックス付けすることができます。
複素数データセットの振幅の最初の値がクエリされます。
FFTres = FFT( Data )
Magnitude1 = FFTres[1].B

ここでは、結果は長さが1の複素数データセットになります。これは、厳密にデータセット内の最初の値ペアの振
幅/位相です。
MagnitudePhase1 = FFTres[1]

既存のインデックスをインデックス付けすると、変数を部分的に変更できます。これは、成分ラベルの使用にも当
てはまります。
変数の2番目のデータ値のみが変更され、他の全ての値は未変更のままになります。
var = Ramp( 0,1,100)
var[2] = 234

変数は完全に上書きされます。
var = FFT( Ramp( 0,1,128))

複素数データセットの振幅が2倍になり、位相は完全にゼロに設定されます。
FFTres = FFT( Ramp( 0,1,128))
FFTres.B = FFTres.B * 2
FFTres.P = Ramp( 0,1,128) * 0

新しい変数のインデックス付けは許可されません。
Delete var
var[1] = 1 ; Error !!!
Delete FFTres
FFTres.P = Ramp( 0,1,100 ) ; Error !!!

無効なインデックスは、結果的にエラーメッセージも生成します。
NotThere = Data[ leng?( Data) +1 ]
AlsoError = Data[0]

参考
「変数」章、「変数のインデックス付け」セクション***
変数の名前に特殊文字(スペース、セミコロン、引用符、'+'、'-'、':'など)が含まれているか、数字で始まってい
る場合、これらの文字は中括弧で囲まれている必要があります。
MY RESULT = FFT( 123_Measurement ) ; Error !!!
{MY RESULT}= FFT({123_Measurement}) ; OK 

7.3  関数パラメータとしてのデータグループ
データグループ内のチャンネルは、関数パラメータまたは結果変数として使用することもできます。チャンネル名と
グループ名はコロンで区切られます。
NewGroup:Data = Ramp( 0,1,100 )
NewGroup:SinData = sin( NewGroup:Channel1 )

インデックスによる割り当ても可能です。コロンはアドレスに先行する必要があります。
NewGroup:Channel1 = Ramp( 0,1,100 )
K1 = NewGroup:[1]
K1 = NewGroup:Channel1

最後の2つの式は、それぞれグループ内の最初のチャンネルを提供します。
Value23 = NewGroup:[1,23]
Value23 = NewGroup:Channel1[23]

最後の2つの式は、それぞれ最初のチャンネルの23番目の値をグループ変数'NewGroup'で提供します。
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例
データグループが関数パラメータとして直接転送される場合、この関数は含まれている全てのチャンネル
に対して連続的に実行されます。.個々の結果はグループに分類されます。プログラムは、チャンネルの名前
を結果に渡すことを試みます。複数のデータグループが同時に計算される場合、プログラムは最初に見つかった
データグループのチャンネル名を使用します。
例
Group1:A = 1
Group1:B = 11.2

2つのチャンネルで構成されるグループが作成されます。

新しいグループは最初のグループから導出され、チャンネル名が採用されます。サインは、グループ内のカーブごと
に計算されてから、特定のチャンネルに追加されます。
例
Group2 = Group1+ sin( Group1 )

Group2はGroup1から導出されます。

グループ2のチャンネルが逆順に含まれている追加のグループが作成されます。チャンネルの名前は明示的に指
定されます。
例
Delete Group1
Group3:X = Group2:B
Group3:Y = Group2:[1]

2つのグループを追加すると、同じインデックスを持つチャンネルが追加されます。Floor関数は両方のチャンネルに
適用されます。定数は各チャンネルから減算されます。
例
Group4 = Floor( Group3 + Group2 )
Delete Group3
Group4 = Group4 - 12
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7.4  テキスト変数の間接的使用
テキスト変数は、特殊な方法で式に使用できます。山括弧で囲まれたテキスト変数 
< TextVar >は、計算前に式インタプリタによってその内容に置き換えられます。
例
Data = "Slope"
Spectrum = DB(FFT ( < Data > ))

式インタプリタは、まず変数リストでテキスト変数'Wave'を検索し、部分的な表現"Wave"における式のテキスト
を変数のテキスト内容に置き換えます。その後、次のように式が計算されます。
Spectrum = DB(FFT ( Slope ))

この方法でのテキスト変数の使用は、変数またはファイル名を間接的に指定するシーケンスでのみ役立ちます。

参考
テキスト変数の使用に関する詳細と例については、「シーケンス」章の「テキスト変数の使用」セクションを参照し
てください。

7.5  エラーメッセージと警告メッセージ
式を実行すると、プログラムは構文をチェックします。チェック内容は以下のとおりです。
· 無効な名前が変数に付けられている
· 無効な名前が関数に付けられている
· 数学記号の位置が間違っている
· 括弧の配置が間違っている
· 関数のパラメータ数が間違っている
· 無効な文字を使用している
· 代入演算子の配置が間違っている

構文にエラーがある場合は、適切なエラーメッセージが生成され、式内のエラーの位置がマークされます。エラーを
修正したら、式を再度実行してみてください。
式が実行される前に、プログラムは内容にセマンティックエラーがないかチェックします。警告またはエラーメッセージ
が生成される可能性があります。エラーメッセージが生成された場合は、エラーが修正されるまで式を実行できま
せん。警告メッセージが表示された場合は、式を実行できます。警告は、何かが間違っている可能性があるこ
と、および式をチェックする必要があることを伝える貴重かつ重要なヒントになることを目的としています。当然な
がら、[オプション] > [関数]ダイアログを使用して警告を無視したり、抑制したりすることもできます。

警告は、imc FAMOSメインウィンドウの出力ボックスに表示されます。エラーメッセージはメッセージボックスにも
表示されるので必ず確認してください。
エラーメッセージには以下のものが含まれます。

· 関数パラメータとして無効なデータタイプ
· 関数パラメータにおけるデータタイプの無効な組み合わせ
· データセットが複素数でない
· データセットが短すぎる
· 無効なパラメータ値
· FFTに対するデータセットが長すぎる
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警告には以下のものが含まれます。
· 関数に対して指定されたデータセットのスケーリングが違っている
· 関数パラメータの単位が間違っている
· データセットの長さが自動的に短縮される
· 数値をヒストグラムに分類できない
· 長さがターゲットで設定されているか、または関数が明確な長さのパラメータを予期しているため、データ
セットを短縮または延長する必要がある

セマンティックエラーも実際の計算中に起こる可能性があります。このエラーは、未知の数値やスケーリングなど
の中間結果から起こります。
キャンセルを引き起こすエラーには以下のものが含まれます。

· 一時データセット(たとえば、式の中間結果など)に対するメモリが十分でない
· RAMの空き領域が十分でない

警告をポストさせるが、その後も引き続き式が実行されるエラーには以下のものが含まれます。
· ゼロ除算
· 数値が大きすぎる
· 関数の値範囲を超えている

有効な値範囲を超えた場合、計算結果は一般にゼロに設定されます。
数値範囲は、-1035 ...-10-35、0、10-35 ...1035に制限されます。

7.6  結果のデータフォーマット
imc FAMOSは、様々なフォーマットでデータを管理できます。数学関数の結果フォーマットは、実際の関数とパ
ラメータのデータフォーマットによって異なります。
一部の関数は、パラメータのタイプに依存しない結果をもたらします。
他の関数は、パラメータのデータフォーマットに従います(たとえば、データセットの値をミラーリングするための 
Mirror 関数など)。
それ以外の場合は、[その他] > [オプション] > [関数]で指定した設定が順守されます。ダイアログについては、次
のセクションで説明します。
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7.7  ダイアログ: [オプション] > [関数]
全ての関数に対して一般に有効であるオプションを設定するには、このダイアログを使用します。これは、警告の
生成、結果用のデータフォーマットの選択、およびフーリエ変換を実行するための設定に関係します。
ダイアログを呼び出すには、[その他] > [オプション] > [関数]メニュー項目を使用します。

ダイアログ オプション 関数:  [ ] > [ ]

参考
『imc FAMOS Functions Reference』: このダイアログの各オプションは、SetOption(...)関数によってシーケンス
内で選択することもできます。***

[表示]
関数を実行すると、生成された警告がimc FAMOSメインウィンドウの出力ボックスに表示されます。[警告なし]
または[重要な警告]オプションを有効にした場合は、警告が表示されないか、または重要な警告のみ表示され
ます。
[ファイル関数のエラーボックスなし]
imc FAMOS関数の実行時にエラーが発生した場合、通常はエラーメッセージを含むボックスが表示され、戻り
値/結果は生成されません。実行中のシーケンスはキャンセルされます。このオプションを選択すると、エラーを表
示するファイル関数(関数グループ「13/14> ファイル関数」)の使用時に戻り値が生成され、値を評価できるよう
になります。エラーボックスは表示されず、関数は静的になります。プログラムがエラーの様々な原因に自動的に
対応する必要があるシーケンスでは、このオプションが役立ちます。たとえば、ファイルの欠如は必ずエラーとして
解釈される必要はなく、プログラムは単に別のディレクトリに変更し、そこでファイルを検索することができます。
[情報出力(Regr、Stat)の抑制]
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一部の関数は複数の結果を返します。これらの結果を出力ボックスに表示する処理は、このオプションを使用し
て無効にすることができます。

[結果データタイプ]
データ損失なしに結果を記録できるかどうかは、パラメータのデータタイプによって決まります。たとえば、2つ
の"float"データセットを一緒に追加した場合、結果は"Float"タイプになります。"float"データセット
と"double"データセットを追加すると、結果は"Double"タイプになります。
[Float]または[Double]オプションを選択した場合は、関数自体が別のデータフォーマットの使用を規定していな
い限り、結果は常にこのフォーマットで生成されます。
小数部の有効桁数が7である"Float"フォーマットの精度は、ほとんどのタスクにとって十分なものです。
参考
「変数」章、「データフォーマット」セクション***
[FFT]
これらの設定は数学関数の FFT と Specに影響します。使用する窓関数を選択リストで指定します。使用され
るbase-2アルゴリズムでは、変換されるデータセットの長さが2のべき乗である必要があります。[ゼロで埋める]オプ
ションを選択した場合、データセットは変換前に次の2のべき乗までゼロで埋められます。それ以外の場合、デー
タセットは次に最も小さい2のべき乗に切り捨てられます。

[その他]: [言語]
[ドイツ語(デフォルト) + 英語]: 式インタプリタはドイツ語と英語の両方の関数名を受け入れます。[関数]リスト
にはドイツ語の名前が表示されます。
[英語(デフォルト) + ドイツ語]: 上記オプションを参照してください。ただし、[関数]リストには英語の名前が表
示されます。
[自動]: 上記のオプションを参照してください。Windows用に設定されたデフォルト言語によって言語が決まりま
す。
[ドイツ語のみ]/[英語のみ]: imc FAMOS 6.0と互換性があります。式インタプリタは適切な言語だけを認識しま
す。これは、互換性の問題を解決する場合にのみ役立ちます。
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7.8  関数アシスタント
関数アシスタントは、必要な式の作成と付随する関数のパラメータ化でユーザサポートを提供します。関数アシ
スタントは、各関数に特別に適応されたパラメータ化ダイアログを提供します。このダイアログには、各パラメータ
の短い説明とエディットボックスまたはリストボックスが含まれます。エディットボックスまたはリストボックスでは、現在
のパラメータ値を入力または選択できます。全てのパラメータを入力したら、関数を直接実行するか、エディタボッ
クスにコピーすることができます。
そのようなアシスタントは、各内部関数およびコマンド(関数リスト内の[標準]インデックスカード)とほとんどの外部
キット関数に利用できます。
このオプションは、複数のパラメータを持つ関数やオプションパラメータによって実行が制御される関数の場合に特
に役立ちます。オプションは式の数値によって指定されますが、関数アシスタントのテキストリストから選択すること
もできます。

関数アシスタントの呼び出し:
· imc FAMOSメインウィンドウの[関数リスト]で目的の関数を強調表示し、SHIFT+F1を入力するか、コンテキス
トメニューで[アシスタント]項目をクリックします。
· エディタボックスの書き込みカーソルが関数名の上に置かれている場合は、SHIFT+F1キーの組み合わせを
入力するか、コンテキストメニューの[関数アシスタント]項目をクリックすることでアシスタントダイアログを
呼び出すこともできます。.エディタボックスでパラメータが関数式にすでに入力されている場合、これらのパ
ラメータ値はアシスタントダイアログの対応するボックスにデフォルトとして表示されます。

· また、変数を(変数リスト、カーブウィンドウまたはデータエディタから)関数リスト内の関数項目にドラッグア
ンドドロップすることもできます。この操作はパラメータ化ダイアログも呼び出します。変数名は、可能であ
れば最初のパラメータとしてダイアログに表示されます。 

一般的なパラメータ化ダイアログは以下のようになります。

関数アシスタントダイアログの例:</image> <image
src="fae50106_image1317.png" scale="100.00%"

のパラメータ化styleclass="Image Caption"> 'FiltHP'

現在の関数の名前はタイトルバーに表示され、その名
前の下に簡単なコメントが付きます。 
結果については、名前が提案されます。
その後には戻り値と関数のパラメータに対する入力ボッ
クスとリストボックスが続きます。 
変数を指定するためのリストでは、使用可能な全ての
imc FAMOS変数が提供されます。

所定の数のオプションが使用可能であるパラメータでは、目的のオプションをリストから選択します。任意の
数値またはテキストを使用できるパラメータは、入力ボックスに入力します。静的な数値またはテキストの代わり
に、単一値変数の名前をここに入力することもできます。
現在の式はダイアログ内の設定から生成されるため、ステータスバーに表示されます。最後の例は、
「Butterworth特性」に対応するパラメータコード(2) がどのように式に入力されたのかを示しています。
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Shift+F1キーの組み合わせを使用して入力ボックスからダイアログを呼び出した場合は、指定した可能性のある
パラメータがそのダイアログで使用され、入力されます。パラメータコード0では、対応する項目"Butterworth"がリ
ストで選択されています。関数の短いヘルプメッセージに加えて、式行(未知のシーケンスの式行など)の関数に
関する概要を作成することができます。
ダイアログの呼び出し時に式行でパラメータを識別できない場合、ダイアログは最後に使用した項目で起動しま
す。

[実行]
式が直ちに計算されます。
[コピー]
エディタボックス内の強調表示されている項目ではなく現在のカーソル位置に式が挿入されます。
[閉じる]
ダイアログを閉じます。imc FAMOSが開いている間は通常どおり作業を続行できます。アシスタントの次回呼び
出し時には、新しいダイアログが開くのではなく、目的の関数を反映するように既存のダイアログが更新されま
す。
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7.9  imcキットインターフェース
7.9.1  はじめに

imcは、データセットを処理するための追加の関数を備えた「キット」をいくつか提供します。これらのキットは標
準インターフェースを備えており、様々なimcアプリケーションで使用できます。キットは、データの分類、特殊デー
タフォーマットのロードと保存、またはWindowsオーディオ出力によるデータセットの再生を行うための関数を提供
します。
これらのキットは特殊なDLL (Dynamic Link Libraries)であり、アプリケーションの使用中にアクセスされます。ま
た、これらのキットは、パラメータ指定用に定義されたインターフェースを備えています。imc FAMOS自体で利用
できる内部関数とは対照的に、キットが提供する関数は外部キット関数と呼ばれます。

7.9.2  キットの登録
imcキットDLLの関数を使用できるようにするには、imc FAMOSにキットを登録する必要があります。imc FAMOS
に登録したキットDLLはプログラムの実行時に動的にリンクされ、キットDLLで提供されている関数をimc FAMOS
で提供されているものと同じように使用できます。
キットはimc FAMOSパッケージの一部の場合もあれば、別のインストールプログラムの形式の場合もあります。そ
れぞれのインストールプログラムが必要なファイルをimc FAMOSプログラムフォルダにコピーして、imc FAMOSへキッ
トを登録します。
キットを手動でインストールする場合は、「famos.exe」ファイルが存在するimc FAMOSプログラムディレクトリに
キットDLLがある必要があります。

インストールしたキットを登録または登録解除するには、次の操作を行います。
メニュー項目[エクストラ] > [オプション]で開いたダイアログで[拡張機能 -> キットの登録]インデックスカードに移
動するか、***または[キット]関数リストのコンテキストメニューにある対応するコマンドを使用します。

キットの登録ダイアログ[ ]
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imc FAMOSプログラムディレクトリまたは「\Program Files\imc\Shared」で使用可能になっているすべてのキット
がリストされます。imc FAMOSに現在登録されているキットには、チェックマークが付けられています。リスト項目を
マウスでクリックする(または、キーボードを使用している場合はSPACEキーを押す)だけで、個々のキットを選択ま
たは選択解除できます。
[OK]を選択すれば、選択したキットがimc FAMOS構成設定に登録され、DLLがプログラムにリンクされた後、ダイ
アログが終了します。imc FAMOSに登録したキットの関数はすべて、関数リストの[キット]ページからアクセスでき
ます。

備考
imc FAMOSにキットを登録すると、メモリ領域が占有され、プログラムの実行が遅くなります。実際にアプリケー
ションに必要なキットだけを登録するのが最適です。

7.9.3  外部キット関数の呼び出し
キットを[imcキットの登録...]で登録したら、そのキットに含まれている関数を関数リストの[キット]インデックスカー
ドから選択できます。

キット メニュー[ ]

[キット]リストの操作方法は、組み込み関数の[標準]リストと同じで
す。いずれかの関数を選択すると、それに対応するヘルプテキストが出
力ウィンドウに表示されます。

7.9.4  カーブキット
カーブキットには、カーブウィンドウを表示および生成するための様々な関数が含まれています。たとえば、ウィン
ドウの位置とスケーリングの指定、ウィンドウへのカーブの追加、構成のロードなどを行うことができます。
通常のインストール手順では、このキットは自動的にインストールされます。それ以外の場合は、 [その他] > [オ
プション] > [拡張] > [キットの登録]メニュー項目によってアクセスが確立されます。その後、関数グルー
プ"Curves"が[キット]関数リストで使用できるようになります。

カーブキットは、DLL "IM7CUDAM.DLL"のコンポーネントです。このDLLは、常にフォルダ"\Program files\imc
\Shared" ("c:\Program Files"はWindowsのデフォルトプログラムフォルダ)に入っています。このキットは、多くの
imcアプリケーションの標準機能であるため、通常の意味でのキットではありませんが、外部関数も収容していま
す。
参考
 カーブキット のドキュメントには、キット関数の詳細が記載されています。
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7.9.5  ファイルキット
ファイルキット もimc FAMOSパッケージに含まれており、imc FAMOSのインストール時に自動的に登録されま
す。関数グループ"File-Kit"は、数多くのファイル管理関数を提供します。たとえば、フォルダ内の全ファイルをリス
トするための関数やファイルをコピー/移動/削除するための関数などがあります。

7.9.6  ダイアログキット
ダイアログキットも標準imc FAMOSに付属しており、デフォルトで登録されています。関数グループ"Dialogs"に
は、ユーザ定義ダイアログのイベントシーケンスで使用できる関数が含まれています。
参考
ダイアログの使用法については、「ユーザ定義ダイアログ」の章を参照してください。 ***
付属しているキット関数の詳しい説明は、オンラインヘルプの「ダイアログキット」に記載されています。 ***

7.9.7  レポートジェネレータキット
レポートジェネレータキットには、レポートジェネレータのリモート制御用の関数が数多く含まれています。たとえ
ば、このキットは、レポートフォームをロードする操作、既存のカーブオブジェクトまたはテーブルを新しいデータで更
新する操作、または完成したレポートの印刷を(マクロ)シーケンスによって自動化する操作を支援することができ
ます。リモート制御関数は、imc FAMOS によって提供される"FORMULA"グループ内のコマンドよりもはるかに効
率的です。

レポートジェネレータキットは、DLL "IM7DRKIT.DLL"にあります。レポートジェネレータの通常のインストールで
は、このDLLはフォルダ"\Program Files\imc\Shared"に配置されます。
 通常のインストール手順では、このキットは自動的にインストールされます。それ以外の場合は、[キットの登録]
メニュー項目によってアクセスが確立されます。その後、関数グループ"Report Generator"が[キット]関数リストで
使用できるようになります。

参考
キットの関数については、 レポートジェネレータの取扱説明書を参照してください。

7.9.8  サウンドキット
サウンドキット("IM7-SOUND.DLL")はimc FAMOSに含まれており、キットインターフェースを使用してアクセスする
こともできます。サウンドキットには、データセットをWindows WAVEフォーマットに変換してサウンドボードで再生
するための関数があります。選択した変数は内部的に16ビットモノウェーブファイルで変換され、適切なデバイス
が存在する場合に再生されます。

注
メニュー機能[変数] > [再生]を使用すると、変数を聴くことができます。 ******カーブウィンドウには、データを
聴くためのツールバーもあります。

参考
関数の説明は、 サウンドキット のオンラインヘルプとユーザマニュアル『imc Software - Shared Components』
-"Curve Window"\"Menu -Extras"\"Sound"の両方に記載されています。
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7.9.9  フォーマットキット
特定のデータフォーマット用の特殊な関数に加えて、フォーマットキットは関数"MSave"と"BSave"も提供しま
す。これらの関数では、それぞれマルチカラムASCIIファイルまたは構成可能なバイナリフォーマットでファイルを保
存できます。

フォーマットキットは"IM8FORM.DLL"ライブラリにあります。通常のインストールでは、このライブラリはimc FAMOS
-Programディレクトリに配置されます。
このキットにアクセスできるようにするには、[キットの登録]ダイアログを使用します。その後、[フォーマットキット]は
[キット]関数リストの下に表示されます。

7.9.10  パネルキット
パネルキットは、シーケンスとダイアログによるパネルのリモート制御を可能にします。
パネルキットは、ライブラリ"imc.Famos.DataBrowser.Bridge.DLL"に含まれています。このライブラリは、適正な
インストール後にimc FAMOSプログラムフォルダに入ります。

7.9.11  imc FAMOS Professionalにおけるキット
スペクトル分析:
移動および重複ウィンドウイングを用いたスペクトル分析と追加のFFTベースの分析プロシージャ(振幅スペクト
ル、パワー密度スペクトル、ケプストラム、コヒーレンス、交差パワー密度、伝達関数など)。

ビデオキット:
ビデオプレーヤの統合。カーブウィンドウはフィルムにリンクすることができます。

7.9.12  imc FAMOS Enterpriseにおけるキット
クラスカウントパッケージ:
DIN 45667に従ったクラスカウントメソッド(例: レベルクロスメソッド、レンジメソッド)とレインフローメソッド。

オーダー分析パッケージ:
回転機械の振動解析。



280 関数

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

7.10  標準DLLインターフェース
7.10.1  はじめに

MS Windowsの優れた特徴は、プログラムライブラリ(DLLと呼ばれる)を使用できることです。DDLは「Dynamic
Link Library」の略称です。これらのライブラリは、他のアプリケーションから呼び出せる関数を提供します。
MS Windows自体は主にDLLで構成されており、DLLの関数はMS Windowsプログラムによって呼び出されま
す。これらの関数については、Microsoft SDK (Software Development Kit)を参照してください。
imc FAMOSは標準DLLインターフェースを備えています。このインターフェースは、任意のWindows DLLから関数
にアクセスすることを可能にします。

7.10.2  imc FAMOSでのDLLの登録
DLLの関数をimc FAMOSで呼び出す場合は、それらの関数をimc FAMOSで登録する必要があります。各関数
では以下の情報を使用できる必要があります。
· DLLファイル名
· DLLでの関数名
· imc FAMOSでの関数名 
· パラメータ数
· パラメータと戻り値のデータタイプ
DLLおよび関数名に加えて、関数に関する他の情報も必要です。この情報は、関数によって求められる形式を
関数パラメータに提供するために必要となります。また、十分なメモリを提供し、戻り値を正しく解釈するために
は、どの形式で関数から結果が返されるのかをimc FAMOSが認識している必要があります。

[その他] > [オプション] > [拡張] > [DLL関数の登録]メニュー項目を選択して、DLL関数をimc FAMOSに登録し
ます。

ダイアログ 外部:</image> <image src="fae50106_image1320.png" scale="100.00%" styleclass="Image Caption">
関数概要DLL /

[DLL]または[キット]ページがアクティブである場合は、このダイアログをコンテキストメニューから呼び出すこともでき
ます。
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ダイアログの初回起動時は、登録済み関数のリストは空です。外部DLL関数をimc FAMOSに登録すると、すぐ
にそれらの関数がリストに表示されます。imc FAMOSでは、リストに表示された全ての関数を使用できます。リス
ト内の項目の形式は以下のとおりです。
DLLName:FctName EType=imc FAMOS Name( Par1Typ, ..ParNType)

DLLName: 関数が配置されているDLLの名前

FctName: DLLからエクスポートされる関数の名前

imc FAMOS Name: imc FAMOSで使用できる関数の名前 

Etype:
Par1Type..ParNType:

imc FAMOS におけるイベントおよびパラメータタイプの略称を入力します。
意味:
vd: VOID、戻り値なし、プロシージャ
tx: 文字列、テキスト
ne: データセットまたは単一値



282 関数

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

[関数のリスト>>]

外部関数の宣言は、全て宣言ファイルに保存されます。これらの宣言は、imc FAMOSの次回起動時に再度
読み取ることができます。
様々な関数宣言を使用して異なる宣言ファイルを生成できます。これらの宣
言は、imc FAMOSで使用できます。これにより、imc FAMOSを各種タスクに
迅速に適応させることが可能になります。[関数リスト]ボタンを選択すると、
以下のメニューが表示されます。

[ファイルから関数のリストを読み込む...]
imc FAMOSに現在登録されている関数が削除され、新しい関数リストがファイルから読み込まれてリストに入力
されます。ファイル選択用のWindows標準ダイアログを使用して目的のファイルを選択します。[オプション] >
[フォルダ]ダイアログの[定義ファイル]で設定したディレクトリがデフォルトのディレクトリとして使用されます。宣言
ファイル名の標準拡張子は".def"です。

[名前を付けて関数のリストを保存...]
imc FAMOSに現在登録されている関数が1つのファイルに保存されます。Windows標準ダイアログの[ファイルの
保存]を使用してディレクトリとファイル名を選択します。[オプション] > [ディレクトリ]ダイアログの[定義ファイル]で
設定したディレクトリがデフォルトのディレクトリとして使用されます。この方法で保存された宣言ファイルを後で
imc FAMOSに再登録するには、[名前を付けて関数のリストを読み込む...]メニューオプションを使用します。

[関数の登録解除]
このオプションを使用すると、現在登録されている全ての関数が削除されます。その後、このリストは空になりま
す。
使用中のファイルの名前は、[関数のリスト>>]ボタンの隣のボックスに表示されます。登録されている関数がない
場合や、現在定義されているリストがまだ保存されていない場合は、[DLL関数なし]が表示されます。
[OK]
このオプションを選択すると、ダイアログが終了します。現在のリストがまだ保存されていない場合は、メッセージが
表示されます。ダイアログを閉じると、指定した全てのDLLが動的にリンクされ、[DLL]ページの関数リストに関数
がリストされます。これで、関数はimc FAMOSで使用できるようになります。DLLが見つからない場合は、対応す
るエラーメッセージが表示されます。
[削除]
これを使用すると、リストで強調表示されている関数が全て削除されます。
[新規]
DLL関数の定義ダイアログが表示されます。新しい定義を作成できます。
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[編集]

リストで選択した関数の登録ダイアログが呼び出されます。既存の宣言を変更できます。

[DLL名]
ファイル名拡張子なしでDLLの名前をここに入力します。
DLLは、以下のいずれかのフォルダに入っている必要があります。
· 現在のフォルダ
· Windowsフォルダ
· Windows\Systemフォルダ
· 環境変数"PATH"によって指定されたフォルダ

注
インストールされているimc FAMOSのバージョン(32または64ビット)に対応するDLLを統合する必要があります。

[DLLでの関数名]
DLL関数を他のアプリケーションで使用する際の名前をここに入力します。
独自のDLLを記述して統合する場合、使用したプログラミング言語、DLLにおける関数の宣言方法、および使
用したコンパイラとリンカによっては、この名前とソーステキスト内の元の名前が異なることがあるので注意してくだ
さい。
一般に、Cコンパイラは関数の前に下線を付け、場合によってはパラメータの合計サイズの表示を付けることもあ
ります。
例
関数が"_dummy@1"という名前でエクスポートされます
_stdcall int dummy ( BYTE par1 )

関数が "_dummy"という名前でエクスポートされます。
_cdecl int dummy ( BYTE par1 )

C++コンパイラはさらに多くの文字を名前に追加します。 それらの文字には、パラメータの量とタイプに関する情報
や戻り値のタイプに関する情報が含まれます。
そのような関数をimc FAMOSで使用するには、名前全体を入力するか、単純な名前(いわゆる「非修飾名」)
を生成するようにコンパイラ/リンカに指示します。
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例
Cリンカのモジュール定義ファイルで元の名前を指定すると、関数を元の名前で(つまり、先行する下線なしで)エ
クスポートするようにDLLを準備することができます。
また、関数宣言に要素"C"を挿入することにより、修飾名を避けるようにC++コンパイラに指示することもできま
す。
external "C"
{
 float _stdcall Fkt1( LPSTR lpsz );
 float _cdecl Fkt2( LPSTR lpsz );
}

[FAMOSでの関数名]
imc FAMOSでは、関数はこの名前で呼び出されます。ユーザは、自由に名前を指定できます(通常はDLL関数
名)。名前は一意である必要があるので注意してください。この名前は、内部関数と同じ名前にすることや、数
字で始めることはできません。imc FAMOSは、大文字と小文字を区別しません。名前には、最大20文字を使
用できます。

[パラメータ数]
関数が予期するパラメータの数をここで指定します。各パラメータの項目は、指定した情報に従って、標準値を
使用してパラメータリストで事前に初期化されます。
パラメータの最大数は15に制限されます。

[呼び出し規約] (32ビット)
呼び出し規約はimc FAMOSの32ビットバージョンにのみ適用されます。64ビットアーキテクチャでは、呼び出し規
約に関する差異はなくなっています。 
関数呼び出しの規約をここで指定します。これは、DLL、コードワード"_cdecl "または"_stdcall"を備えたプログラ
ミング言語"C"、あるいはコードワード"pascal"または"stdcall"を備えたプログラミング言語PASCALで関数を定義
する際に決定されます。
各種呼び出し規約は、特にパラメータをスタックに配置する順序と関数の実行後にスタック構造を復旧する方
法が異なります。
imc FAMOS -DLLインターフェースの場合は、パラメータを配置する順序が重要となります。
一般に、C呼び出し規約はエクスポートしたDLL関数に適用されます。
対照的に、16ビットDLLからエクスポートされた関数は、通常はPASCAL呼び出し規約に従ってエクスポートされま
す。
C - 規約
Cでは、パラメータは右から左へスタックされます。つまり、関数CC(P1, P2, P3)を呼び出すと、関数CCが呼び出さ
れる前にP3、P2、P1、復帰アドレスの順にスタックされます。
Microsoft Cコンパイラはコードワード"_cdecl"および"_stdcall"を認識します。これらのコードワードは、どちらもC
呼び出し規約に従ってパラメータが処理されることを前提としています。
PASCALプログラミング言語("Delphi"も含む)における類似コードワードは"stdcall"です。
注意: コードワード"PASCAL"または"_pascal"は、多くのCコンパイラで引き続きサポートしていますが、互換性の
考慮のみを目的としています。内部的には、通常、これらのコードワードは_stdcall規約に適応されます。
PASCAL - 規約
PASCALでは、パラメータは左から右へスタックされます。たとえば、関数CC (P1, P2, P3)を呼び出すと、P1、P2、
P3、復帰アドレスの順にスタックに配置されてから、関数自体が呼び出されます。
この規約は、プログラミング言語"Pacal" (コードワード"pascal"を使用して関数が確立される場合は"Delphi"も
含む)によって使用されます。
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[タイプ]
戻り値とパラメータの定義はこのリストに表示されます。定義を変更するには、対応する項目を選択して[編集]
を押すか、目的の項目をダブルクリックします。

[全て最初と同様]
最初の強調表示された項目の設定は後続の全ての項目にコピーされます。

[編集]

ダイアログ:</image> <image
src="fae50106_image1323.png" scale="100.00%"

外部 関数 データタイstyleclass="Image Caption"> DLL /
プ

パラメータを定義するためのダイアログは、選択したパラメータ
に対して呼び出されます。このダイアログでは、個々の設定を
変更します。
DLL関数のパラメータまたは戻り値は、このダイアログで宣言さ
れます。ダイアログ上部のテキストボックスで関数名と編集済
みパラメータを指定します。
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[DLLでのデータタイプ]
このパラメータのためにDLL関数で必要となるデータタイプをここで指定します。データタイプの指定は、プログラミン
グ言語"C"で使用されるタイプ指定に従います。

short 2バイトの符号付き整数 -32768～32768

ushort 2バイトの符号なし整数 0～65535

Int、long 4バイトの符号なし整数 -2.14e92..2.14e9

uint、ulong 4バイトの符号なし整数 0...4.19e9

longlong  8バイトの符号付き整数 -2^63...2^63

ulonglong 8バイトの符号なし整数 0...2^64-1

intptr 符号付き整数(サイズはプログラムアーキテクチャによって異なる)。32
ビットimc FAMOSの場合は"int" (4バイト)と同様、64ビットimc
FAMOSの場合は"longlong" (8バイト)と同様。

uintptr 符号なし整数(サイズはプログラムアーキテクチャによって異なる)。32
ビットimc FAMOSの場合は"int" (4バイト)と同様、64ビットimc
FAMOSの場合は"longlong" (8バイト)と同様。

char 1バイトの符号付き整数 -128～127

uchar 1バイトの符号なし整数 0～255

float 4バイトの実数(IEEEに従った浮動小数点)

double 8バイトの実数(IEEEに従った浮動小数点)

text DLL関数はFARポインタに転送されます。imc FAMOSにおけるデータタイプもtextでなければなり
ません。要素の数には1を指定します。

dsf imc FAMOSでは、データセットに関する追加情報が必要です。単純なデータセットをDLLとやり
とりするために、DLL_WAVE構造が定義されました。DLL_WAVEには、測定値と追加情報が含
まれます。動的データ交換にすでに慣れている場合は、この構造も馴染みのあるものになりま
す。この構造はDDE_WAVEと呼ばれます。構造は、ファイルDLL_WAVE.hで宣言されます。この
ファイルは、imc FAMOSインストールメディアのSamples/DLLIFC32フォルダにあります。
常にポインタまたはハンドルとして転送してください。

void 結果でのみ使用されます。戻り値はありません。

[アクセス]
パラメータまたは戻り値の転送に関する情報を提供します。パラメータと戻り値は、スタックに直接転送するか、
ポインタまたはハンドル(64Kバイト以上の1つまたは複数の値)として転送できます。ここでは、ハンドルはメモリブ
ロックを識別する番号です。Windowsには、ハンドルを介してメモリにアクセスするための関数が含まれていま
す。
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Direct スタックに転送されるパラメータ(1つの値)

Pointer パラメータによってグローバルメモリ内のデータオブジェクトのアドレスが指定されます。ポインタは、
指定したタイプの1つまたは複数の値に転送されます。

Handle パラメータはグローバルメモリオブジェクトの識別子です。ハンドルは、指定したタイプの1つまたは
複数の値に転送されます。Windows関数"Global Lock"を使用すると、転送されたメモリに対
してポインタを作成できます。DLL関数は、関数"GlobalUnlock"を使用してそのメモリブロックを
解放する必要があります。

[要素数]
直接アクセスでの要素の数は常に1です。それ以外の場合は、特定のデータタイプから転送される要素の数にな
ります。'*'は、転送されたカーブの長さによって場所が定義されることを意味します。たとえば、DLL関数が
double値を予期していて、20個の値を持つデータセットが転送される場合は、160バイト(20個の値 * 8バイト)
のバッファが転送されます。
[imc FAMOSでのタイプ] 
このオプションでは、imc FAMOSで生成または転送する必要があるデータタイプを指定します。

[Data] データセットまたは単一値が転送されます。

[Text] テキストが転送されます。DLLでのデータタイプもtextでなければなりません。

[Void] 結果でのみ使用されます。戻り値はありません。

[パラメータは読み取り専用]:
(ポインタまたはハンドルアクセスの場合にのみ選択可能) パラメータは、関数でのみ変更されます。
[DLLがハンドルを解放]
(ハンドルアクセスの場合のみ) DLLはグローバルメモリオブジェクトを解放します。それ以外の場合は、imc
FAMOSで関数を返却した後にメモリが解放されます。
注記
登録された各DLL関数は、メモリを占有してプログラムの実行を遅くします。アプリケーションに実際に必要な関
数のみ登録してください。
imc FAMOSのインストール時には、独自のDLLをプログラミングするための実例をインストールに含めるかどうかを
決定できます。インストールに含めることを選択した場合、それらの実例は"DLLIFC32"に配置されます。実例の
インストールは、後で行うこともできます。
imc FAMOSインストールメディアのSAMPLES/DLLIFC32には、ユーザが作成するDLLのプログラミングと使用法の
実例があります。
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7.10.3  外部DLL関数の呼び出し
DLL関数を[オプション] > [拡張]: [DLL関数の登録]で登録すると、[DLL]インデックスカードの下の関数リストから
それらの関数を選択できるようになります。

[DLL]リストの操作方法は、組み込み関数の[標準]リストと同じです。関数
の項目をダブルクリックすると、その関数がパラメータマスクとともにエディタボッ
クスにコピーされます。
ただし、出力ボックスで関数の説明を作成することはできません。

例
WindowsシステムDLL "user32.dll"には、他のアプリケーションで利用できる様々な関数があります(Microsoft-
SDK (Source Development Kit)を参照)。それらの関数は、Windows-API (Application Programmer's
Interface)の一部を形成します。関数GetActiveWindow()およびGetWindowTextA()はアプリケーションの一
部であり、アクティブなウィンドウまたはそのウィンドウのタイトルへの参照を決定します。
Windows 95では、これらの関数は以下のように宣言されます。
HWND _stdcall GetActiveWindow()
int _stdcall GetWindowTextA( HWND FensterBezug,
char* Titel, int PlatzfürTitel)
HWNDは、ウィンドウへのアクセス番号を含む整数データタイプです。HWNDは、32アプリケーションでは4バイト
幅、64ビットアプリケーションでは8バイトです。

これらの関数を使用するには、以下の手順に従います。
1.関数GetActiveWindow()の登録
登録した関数の概要ダイアログを呼び出して([その他] > [オプション] > [拡張]: [DLL関数の登録])、[新規]ボタ
ンを選択します。これにより、関数の宣言ダイアログが呼び出されます。
宣言ダイアログで以下の情報を入力します。
[DLL名]: USER32
[関数名]: GetActiveWindow
[パラメータ数]: 0
[呼び出し]: C

[返却..]をダブルクリックします。戻り値を定義するためのダイアログが表示されます。以下の設定を選択しま
す。
[DLLでのデータタイプ]: [intptr]
[転送]: [直接]
[番号]: 1
[imc FAMOSデータタイプ]: [data]
[OK]をクリックして、最後の2つのダイアログを終了します。概要ダイアログが再表示され、定義した関数がリスト
に追加されます。
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2.関数GetWindowTextA(..)の登録
[新規]ボタンを再度選択します。宣言ダイアログでは、以下の設定がアクティブになります。
[DLL名]: USER32
[DLL関数名]: GetWindowTextA
[imc FAMOSでの名前]: GetWindowText
[パラメータ]: 3
[呼び出し]: C
次に、リスト内の全ての項目を選択して、[編集]ボタンを選択します。パラメータ化ダイアログで、以下のように
設定します。
戻り値: [int]、[直接]、[1]、[data]
第1パラメータ: [intptr]、[直接]、[1]、[data]
第2パラメータ: [text]、[ポインタ]、[1]、[txt]
第3パラメータ: [int]、[直接]、[1]、[data]
[OK]をクリックして、最後の2つのダイアログを終了します。概要ダイアログが再表示されます。

3.宣言の保存
行った設定は1つのファイルに保存する必要があります。[関数リスト]ボタンを選択し、開いているメニューで[名
前を付けて保存...]を選択します。[終了]を選択してダイアログを終了します。

4.呼び出し
どちらの関数も[外部]メニューの[USER32]サブメニューから利用可能であり、imc FAMOSで呼び出すことができま
す。
Text=""
GetWindowText(GetActiveWindow(),Text,255 )

関数処理時にアクティブであるウィンドウのタイトルテキストが決定されます。このケースでは、それはタイトルテキス
ト"imc FAMOS"を使用した(不可視の)ウィンドウです。したがって、実行後の変数"Text"の内容は"imc
FAMOS になります。

参考
· Microsoft SDK (Software Development Kit)のドキュメント
· imc FAMOSのインストール後には、サブディレクトリ"DEF"で宣言ファイル"winfkt.def"を見つけることができま

す。このファイルには、Windows内部関数の詳細な宣言も含まれています。
· imc FAMOSインストールメディアのSAMPLES/DLLIFC32サブフォルダには、独自の拡張DLLのプログラミング例が
あります。
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7.10.4  旧imc FAMOSバージョンのユーザに対するヒント
32ビットシステムから64ビットシステムに移行する場合や、16ビットバージョンのimc FAMOS (バージョン3.1以前)
でも作業をしているため汎用DLLインターフェースをすでに使用している場合は、以下の点に注意してください。
独自のDLLの使用
DLLは、適切なアーキテクチャ(32ビット/64ビット)で提供される必要があります。これには、ソーステキストのいくつ
かの適応に加えて、適切なコンパイラ/リンカによる再コンパイルが少なくとも1回必要です。
16ビットDLLを移植する場合、特定の状況下では関数の呼び出し規約が(通常はPASCALからCへ)変わるので
注意してください。たとえば、Microsoft-Cコンパイラでは、キーワード"PASCAL"または"_pascal"を引き続き使用
できます。ただし、これらのキーワードは内部的に"_stdcall"に変換されるため、C呼び出し規約に適合します。
したがって、imc FAMOSにおける関数の宣言を適合させる必要があります。
指定したキーワードにかかわらず、64ビットDLL内のエクスポートされた関数は常にMicrosoft x64呼び出し規約
に準拠します。
特定の状況下では、DLLからエクスポートされる関数の名前も変わる可能性があります。「imc FAMOSでのDLL
の登録」セクションの「imc FAMOSでの関数名」を参照してください。***

Windowsシステムライブラリの使用
バージョン3.1以前のimc FAMOSからの移行: 
Windowsシステムライブラリの名前は、名前に追加された'32'によって16ビットのシステムライブラリと区別されます
(例: "kernel32.dll"、"user32.dll"、"gdi32.dll")。
"PASCAL"から"C"への呼び出し規約も変更されています。 
古い定義ファイルをロードすると、これらの変換が自動的に実行され、ユーザはメッセージボックスで通知を受けま
す。
また、テキストをパラメータとして必要とする多くのシステム関数の名前は、追加された"A"で終わるように変更さ
れています。 
たとえば、関数"GetWindowText"は、"GetWindowTextA"という名前でエクスポートされるようになっています。
したがって、そのようなインスタンスに対するimc FAMOSでの宣言もそれに応じて変更する必要があります。

64ビットバージョンへの移行:
システムDLLの名前は、通常は同じです(例: "user32.dll")。呼び出しプログラムのアーキテクチャに対応するバー
ジョンが自動的にロードされます。 
多くのシステム関数は、整数データタイプをパラメータとして使用します。そのパラメータの幅は、アーキテクチャに
応じて4バイトまたは8バイトになります。その一例としては、データタイプHANDLEまたはそれの特殊化である
HWND (ウィンドウハンドル)があります。imc FAMOSでの登録時には、これらのパラメータを"intptr"として指定す
る必要があります。それにより、同じ関数宣言を32ビットバージョンと64ビットバージョンの両方のimc FAMOSで使
用できるようになります。
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関数のリファレンス
関数の詳細については、別マニュアルの『imc FAMOS Functions Reference』を参照してください。 ***
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シーケンス
9.1  はじめに
シーケンスは、Standard、ProfessionalおよびEnterprise版のimc FAMOSに付属しています。
シーケンス(マクロとも呼ばれる)には、一定の順序で実行される一連の式またはコマンドが含まれています。シー
ケンス制御のコマンドが用意されており、シーケンスでは条件付き分岐を認識することができます。
imc FAMOSには、シーケンス専用の一連のコマンドがあります。それらのコマンドは、プログラムの実行を制御した
り、メニューオプションの関数を再現したり、事前に定義された設定(通常はダイアログで設定される)に影響を及
ぼしたりします。

シーケンスは行ごとに作成されて処理されます。imc FAMOSメインウィンドウのエディタボックスは、シーケンスの作
成、テスト、実行および保存のために必要な開発環境を提供します。エディタボックスは、テキストエディタの機
能とシーケンスを完全または段階的に実行する機能を統合します。
シーケンスはパラメータ化することができます。つまり、呼び出し時に更新済みパラメータ値と置き換えられるプレー
スホルダを含んだテキストを構成できます。特殊な関数により、シーケンスの処理中に数字とテキストをクエリする
こともできます。

また、シーケンスをネストすることもできます。つまり、シーケンスをサブルーチンとして別のシーケンス内で使用でき
ます。
シーケンスは、[お気に入り]リストに割り当てることができます。これにより、シーケンスに素早くアクセスできるだけ
でなく、関数と必要なパラメータのヘルプテキストも保存できます。
シーケンスとダイアログは、パスワードで保護されたファイルフォーマットで保存できます。これにより、他のユー
ザによるシーケンスの編集、読み取りまたはコピーを防止できます。

例
imc FAMOS 
LOAD Slope
SHOW Slope
Root = SQRT (Slope)
Save Root

このシーケンスは5つの行で構成されます。このシーケンスの実行中は以下のタスクが実行されます。
· imc FAMOSファイルフォーマットが設定されます。
· ファイル"SLOPE.DAT"がロードされ、変数"Slope"が作成されます。
· 作成された変数がカーブとして表示されます。
· 式が計算され、新しいデータセット"Root"が生成されます。
· 新しい変数"Root"が保存されます。
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9.2  シーケンスとエディタボックス
エディタボックスは、シーケンスを作成、テスト、実行および管理できるワークスペースです。

この図は、"transfer_files" [1]という名前のシーケンスを示しており、このシーケンスの内容が現在表示されてい
ます。もう1つのシーケンス[2] "Adtest"も開いており、インデックスライダーをクリックすることで表示できます。実際
のシーケンステキストの左には特殊な記号やボタンがいくつか表示されます。それらは、[実行]ボタン[4] 、ブックマ
ークの識別子[5]、およびブレークポイント[3]です。

テキスト入力ボックスでは、通常の方法でコマンドを入力できます。また、コピー、貼り付け、切り取りなどの一般
的な編集機能も全て用意されています。各コマンドはそれぞれ独自の行にある必要があり、空の行も許可され
ます。
シーケンスを編集および実行するためのコマンドは以下の方法で呼び出すことができます。
· imc FAMOSメインメニューのサブメニュー[シーケンス]

· コンテキストメニュー#1 (エディタボックスのタイトルバーを右クリックしてアクセス。「タイトルバーコンテキストメ
ニュー」とも呼ばれる)。このメニューには、主にシーケンスの管理用コマンド([ロード]、[保存])と実行用コマ
ンドが含まれます。

· コンテキストメニュー#2 (テキスト入力領域を右クリックしてアクセス。「テキストボックスコンテキストメニュー」と
も呼ばれる)。このメニューには、主にシーケンステキスト編集用のコマンドが含まれます。

· エディタボックスタイトルバーの下にあるツールバー
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参考
エディタボックスの基本操作については、すでに「ユーザインターフェース/エディタボックス」の章で説明しました。
***
また、その章を参照して、通常の編集機能の範囲を超える重要な編集オプションのことを知ってください。それら
のオプションには、主に以下のものが含まれます。
· [実行]ボタンを使用してアクティブな行を表示および実行する(ダブルクリックまたはALT+ENTERを使用してアク
ティブな行を設定し、[実行]またはCTRL+ ENTERを使用して行を実行する)
· マウス(ライダーをクリック)またはキーボード(SHIFT + CTRL +TAB)を使用して、表示されたシーケンスを切り替
える

· 変数と関数の名前を[変数]および[関数]リストから転送する(リスト内でダブルクリックするか、ドラッグアンド
ドロップを使用する)

· クイックヘルプテキスト(関数をクリック)と関数用のアシスタント(SHIFT+F1)の状況依存の呼び出し、パラメー
タに関するヒント

· シーケンス階層構造を反映する自動インデントフォーマッティング
· シーケンス行を素早く見つけるためのブックマーク
· アルゴリズム構造用に事前に定義されたボイラープレートテキストの挿入
· テキストの検索と置換

シーケンスの表示、編集および実行に関する様々な事前設定は、[その他] > [オプション] > [エディタ]ダイアログ
と[その他] > [オプション] > [色]ダイアログで行うことができます。
また、シーケンスをユーザ定義ダイアログの不可欠な構成要素(いわゆる「イベントシーケンス」)にすることもできま
す。イベントシーケンスの編集とテストを行う際には、特定の特性に従う必要があります。これについては、「ユー
ザ定義ダイアログ」セクションで説明しています。 ***

注
特殊文字を使用する際の注意: imc FAMOSシーケンスは、ユニコードではなく現在の文字セットで保存され
ます。ドイツ語のWindows OSでシーケンスファイル(特に文字"Ä"が含まれているもの)を保存してから、そのファ
イルを中国語のWindowsでロードすると、この文字は中国語の文字に置き換えられます。中国語のFAMOS
では、フォントは中国語文字セットを使用するシーケンスエディタ用に選択されます。
これは単位にも適用されます。したがって、テストシーケンスもそれぞれの言語に適したフォントの特殊文字を
使用して作成する必要があります。

9.3  シーケンスの管理
以下に説明するシーケンスの作成、ロード、および保存を行うためのコマンドは、エディタボックスタイトルバーのコ
ンテキストメニュー、メインメニュー[シーケンス]、および部分的にエディタボックスツールバーに用意されています。

9.3.1  新規シーケンスの作成
まだ空の状態の新規シーケンスを作成するには、タイトルバーのコンテキストメニューで[新規]メニューコマンドを
使用するか、ツールバーで対応するボタンを使用します。
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シーケンスはデフォルトの名前("Unnamed" + 実行番号)を付けられてエディタボックスに表示されます。
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9.3.2  シーケンスのロード
既存のシーケンスをロードするには、コンテキストメニューで[ロード]コマンドを使用するか、ツールバーで対
応するボタンを使用します。

目的のシーケンスファイルを選択できるダイアログが表示されます。

ダイアログ シーケンスファイルのロード:  

このファイル選択用ダイアログには特
殊な機能がいくつかあります。起動し
たダイアログには、使用しているシー
ケンスディレクトリが表示されます。
imc FAMOSが起動すると、[その他] >
[オプション] > [フォルダ]ダイアログの設
定に従ってこれが初期化されます。 
右上のツールバーには追加のボタン
があります。

ここをマウスでクリックすると、最後に使用したシーケンスディレクトリを提供する小さなメニューが表示されます。素
早くディレクトリを切り替えるには、メニュー項目を選択します。
ダイアログ下部のコメントボックスには、現在強調表示されているシーケンスの注釈が表示されます。そのような
注釈は、シーケンスの保存時に入力できます。
[OK]を押してダイアログを閉じると、選択したシーケンスがロードされ、エディタボックスに表示されます。
ツールバーでロードアイコンの隣にある矢印をクリックすると、最後に使用したシーケンスファイルを提供する小さな
メニューが表示されます。

ここでは、ロードするファイルを直接選択できます。 
これと同じメニューには、メインメニューの[シーケンス] > [最後のシーケンス >]で
アクセスすることもできます。
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注
シーケンスファイルの代わりに、ダイアログ ファイル(拡張子: *.dlg)を開くこともできます。その場合、エディタボック
スでは、ダイアログに属するイベントシーケンスが示されます。それと同時にファイルがダイアログエディタで開かれ
るため、ダイアログのグラフィック表現を編集できます。詳細については、「ユーザ定義ダイアログ」の章を参照し
てください。***

9.3.3  シーケンスの保存
エディタボックス内のアクティブなシーケンスをファイルに保存するには、[保存]メニュー項目またはツールバ
ーの対応するアイコンを使用します。

シーケンスまたはコメントの名前や場所を変更する場合は、[名前を付けて保存...]メニュー項目を使用します。

ダイアログ:</image> <image src="fae50107_image1303.png" scale="100.00%"
シーケンスファイルの保存styleclass="Image Caption"> 

ダイアログが起動し、現在のシーケン
スフォルダが表示されます。imc
FAMOSの起動後には、[その他] >
[オプション] > [フォルダ]ダイアログの
設定に従ってこれが初期化されま
す。
ファイルダイアログやシーケンスのロー
ドと同様に、このダイアログにもツール
バーの追加アイコンとコメントボックス
があります。

 このアイコンをクリックすると、最
後に使用したシーケンスフォルダを
提供するメニューが開きます。素
早くフォルダを切り替えるには、メニュ
ー項目を選択します。

コメントボックスでは、目的のシーケンスに関するコメントを入力できます。一般的なコメントは、シーケンスとそれ
を呼び出すために必要なパラメータの簡単な説明です。
[その他] > [オプション] > [エディタ]ダイアログには、[ブレークポイントとブックマークの保存]があります。このオプ
ションを有効にすると、ブレークポイントとブックマークの位置がファイルとともに保存され、ロードコマンドの次回実
行時に復元されます。
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書き込み/読み取り保護
読み取り/書き込み保護付きでシーケンスを保存することもできます。これを行うには、ダイアログでファイルタイプ
を選択します。

imc FAMOSシーケンス(保護済み) (*.seq)
詳細については、本章のシーケンスとダイアログに対する書き込み/読み取り保護を参照してください。
注記
ファイルコメントは、ブックマークとブレークポイントに関する仕様とともに、コメント行の形式でファイルの永続的な
ヘッダに保存されます。バージョン4.0よりも古いバージョンのimc FAMOSは、このヘッダを表示します。コメント
行はシーケンスの実行に影響しませんが、隠されているため、その外観が混乱を引き起こす可能性があります。
したがって、旧バージョンのimc FAMOSでもシーケンスを使用する場合は、コメントボックスを空のままにし、さらに
[ブレークポイントとブックマークの保存]オプションを無効にする必要があります。

注
シーケンスファイルの代わりに、ダイアログ ファイル(拡張子: *.dlg)を保存することもできます。完全なダイアログ
が常に保存されます。これには、そのダイアログに属するイベントシーケンスとダイアログエディタで定義された外
観が含まれます。

9.3.3.1  シーケンスおよびダイアログの書き込みおよび読み取り保護
シーケンスやダイアログを他のimc FAMOSユーザに転送する場合、間違って編集されないよう保護したり、さらに
はシーケンスコード自体を表示したりしないようにすることが望まれます。このために、シーケンスやダイアログをパス
ワードで保護されたファイルフォーマットで保存することができます。パスワードで保護されたファイルは、パスワード
を入力しない限り、アクセスが制限されます。ただし、コードは制約なく実行でき(SEQUENCEコマンドまたは
Dialog()関数を使用)、ユーザの固有の解析ルーチンにファイルを組み込んだり、お気に入りとして定義してお
き、ボタン1つで実行したりできます。このようなシーケンスやダイアログは、通常の場合と同様、imc FAMOS入力
ボックスから開き、[シーケンス] > [実行]で起動できます。

保護タイプ
2つのタイプがあります。
書き込み保護:
どちらのデータタイプもimc FAMOS入力ボックスを使用して開き、表示することができますが、編集はできないよう
保護されています。シングルステップの実行やブレークポイントなど、入力ボックスのデバッグオプションもすべて使
用できます。
通常、シーケンスをユーザが間違って変更しないように防止しながら、社内でシーケンスを配布するために使用
します。
読み取り保護:
どちらのファイルタイプもimc FAMOS入力ボックスで開き、実行できますが、シーケンスのソースコードは表示されま
せん。表示を有効にするにはパスワードを入力するようユーザに促すメッセージがimc FAMOS入力ボックスに表
示されます。
通常、使用している正確なコードやアルゴリズムを公開せずに、シーケンスを外部ユーザに渡すために使用しま
す。
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冒頭のコメント
特殊機能: シーケンスがコメントで始まる(行の先頭にセミコロンが付いている)場合、書き込み/読み取り保護に
関係なく、この冒頭部が必ず表示されます。このため、シーケンスの作成者は、シーケンスの目的や使用法、必
要なパラメータについてユーザに知らせることができます。

必ず表示される冒頭のコメント

デフォルトのパスワード:
[エクストラ] > [オプション] - [エディタ]ダイアログで、デフォルトのパスワードを指定できます。パスワード保護でファイ
ルが保存されている場合、ユーザはこのファイルにアクセスするにはパスワードを入力する必要があり、ここで指定
したパスワードがデフォルトのパスワードになります。
パスワードで保護されたファイルを開くと、ファイルのパスワードとここで記録されたデフォルトのパスワードが自動的
に比較されます。2つのパスワードが一致した場合に、ファイルが自動的に有効になります。
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保護したファイルを保存する:
パスワード保護のシーケンスまたはダイアログを保存するには、それぞれのファイル選択ダイアログのファイルタイプ
で[imc FAMOSシーケンス[保護]]オプションか[imc FAMOSダイアログファイル[保護]]オプションをクリックして選
択します。

[保存]ボタンをクリックすると、以下のダイアログが表示されま
す。
[書き込み保護] / [読み取り保護]:
アクセス保護のタイプを設定します。

書き込み 読み取り保護のダイアログ/
[パスワード]:
パスワードを設定します。初期状態では、[エクストラ] > [オプション] - [エディタ]で記録したデフォルトのパスワード
が提示されます。[変更]ボタンをクリックすることで、別のパスワードを入力できます。
ここで入力したパスワードは忘れないようにしてください。忘れてしまうと、自分自身のファイルにアクセスできなくな
ります!

注
保護されているファイルを他の人に渡す場合は、相手がimc FAMOSバージョン5.0リビジョン7 以降を使用
していることを確認してください。それ以前のimc FAMOSバージョンでは、このファイルフォーマットを読み取ること
ができません。
読み取り保護のシーケンスを渡す場合も、冒頭のコメントは表示されます。シーケンスの作成者は、シーケンス
の目的や使用法、必要なパラメータについてユーザに知らせることができます。



302 シーケンス

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

保護されているファイルを開く:
imc FAMOS入力ボックス
パスワードで保護されたファイルをimc FAMOS入力ボックスで開くと、ファイルのパスワードと[エクストラ] > [オプショ
ン] - [エディタ]で指定したデフォルトのパスワードが自動的に比較されます。2つのパスワードが一致した場合に、
ファイルが自動的に有効になります。
一致しない場合、初期状態では、制限付きアクセス権でファイルが開きます。入力ボックスのツールバーに、新
しい記号(「南京錠」)が表示されるようになります。

書き込み 読み取り保護の記号/
ファイルをロック解除するには、このボタンをクリックします。パスワードの入力が求められます。パスワードが正しく
入力されれば、書き込み保護はキャンセルされ、シーケンスの内容が表示されます。

imc FAMOS Dialog Editor
保護されているダイアログファイルをimc FAMOS Dialog Editorで開くと、入力したパスワードと[エクストラ] > [オプ
ション] - [エディタ]で設定したデフォルトのパスワードがまず比較されます。この2つのパスワードが一致すれば、ファ
イルが自動的に有効になり、ユーザに完全なアクセス権が与えられます。
一致しなかった場合、正しいパスワードを入力しない限り、ファイルを開くことができません。

9.3.4  シーケンスを閉じる
不要になったシーケンスを閉じるには、メインメニューの[シーケンス]またはタイトルバーのコンテキストメニューで[閉
じる]メニュー項目を使用します。
シーケンスの現在状態がまだ保存されていない場合は、確認プロンプトに応答してから終了する必要がありま
す。

注
ダイアログのイベントシーケンスが関係している場合は、完全なダイアログが閉じられます。ダイアログエディタで
ダイアログを編集している場合も、同様にそこでダイアログが閉じられます。
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9.4  ★Sub-Sequence
As of FAMOS 7.1, sub-sequences can be directly embedded in the calling sequence and no longer need
to be saved as separate sequence files.

Rules for the naming of sub-sequences:
· Maximum of 64 characters
· Only letters, digits or underline. No spaces or other special characters.
· First character may not be a digit.
· Must not be the same as the title of another sub-sequence.

Dialogs, panels and sequences with existing sub-sequences
New context menu in the sequence tree diagram: "New sub-sequences..." and "Remove all sub-sequences".
When a sub-sequence is selected, it can be separately deleted or renamed.

Notes

· For imc FAMOS versions older than Version 7.1, the following applies:
· Dialogs and Panels containing sub-sequences can not be loaded with older FAMOS versions.
· Sequences having sub-sequences can be loaded but not run. The sub-sequences are then

embedded in the text using BEGIN_SUB and END_SUB so that they can be saved as independent
sequences.

· Find/Replace is performed across all sequences of a group (dialog/panel/sub-sequences). In the
Find- and Replace dialogs, additional options become accessible.

· Print: Panel-/dialog sequences are printed out as a compound document. If the currently displayed
sequence is part of a sequence group, an appropriate option becomes accessible under File/Print.

9.5  シーケンスのテストと実行
後続のセクションでは、エディタボックスでシーケンスをテストおよび実行する方法について説明します。特定の機
能はダイアログ内のイベントシーケンスに適用されます。詳細については、「ユーザ定義ダイアログ」の章を参照
してください。
読み取り保護付きで保存されたシーケンスは、ロードしても表示されないため、段階的にテストすることはできま
せん。

注
シーケンスを使用するための実用的方法として、一般にシーケンスはエディタボックスに明示的にロードされませ
んが、SEQUENCEコマンドを使用して直接呼び出すことができます。この呼び出しは、たとえばエディタのデフォル
ト入力ボックスに入力してから実行できます。そのようなシーケンス呼び出しを[関数]リストの「お気に入り」に配
置すると利便性が向上します(パラメータのないシーケンスに関しては特に実用的です)。次に、ダブルクリックで
単にシーケンスを開始します。
適用可能な限り、ユーザ定義ダイアログも同様です。これらは、関数Dialogによって呼び出されます。
エディタボックス内のシーケンスをテストおよび実行する場合は、以下のコマンドと補助機能を使用できます。
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9.5.1  実行[F7]
現在のシーケンスが最初の行から始まり、完全に実行されます。設定されたブレークポイントは無視され
ます。

シーケンスの処理中にエラーが発生すると、実行が中断され、位置ポインタがエラーのあるテキスト行を示しま
す。
イベントシーケンスが関係している場合は、関連するダイアログが最初からやり直されます。

9.5.2  [行の実行]
アクティブな行が実行されます。メニュー項目を選択する代わりに、アクティブな行の隣にある[実行]ボタン
を単にクリックすることができます。

9.5.3  [開始(デバッグ)] Ctrl+F7
現在のシーケンスが最初の行から完全に実行されます。ブレークポイントに従います。つまり、行にブレー
クポイントがあると、シーケンスの実行が停止します。 

ブレークポイントが設定されていない場合は、[実行]の場合と同じ処理が行われます。
イベントシーケンスが関係している場合は、関連するダイアログが最初からやり直されます。

9.5.4  [再開] Shift+F7
アクティブな行から現在のシーケンスの処理が続行されます。 

ブレークポイントを確認した後、または障害のあるコマンド行を修正した後にシーケンスの実行を再開するには、
このコマンドを使用します。シーケンスの実行は見つかった次のブレークポイントまたはエラーで再度停止します。
それ以外の場合は、シーケンスの処理が最後まで継続します。
ブレークポイントが設定されていない場合は、[実行]の場合と同じ処理が行われます。
イベントシーケンスが関係している場合は、関連するダイアログが最初からやり直されます。

9.5.5  [単一ステップ] F9
現在のシーケンスのアクティブな行が実行され、次の行がアクティブになります。

これにより、シーケンスを段階的にテストし、各行の結果を評価できます。ただし、アクティブな行にサブシーケンス
またはダイアログの呼び出しが含まれている場合は、サブシーケンスまたはダイアログの全体が処理されます。

9.5.6  サブシーケンス内の単一ステップ
アクティブな行でのサブシーケンス(SEQUENCEコマンド)またはダイアログ(関数: Dialog)の呼び出しに関す
る点を除き、これは基本的に「単一ステップ」の場合と同じです。

前者の場合は、サブシーケンスが自動的にロードおよび表示され、最初の行がアクティブになります。後者の場
合は、ダイアログが開き、イベントシーケンスの最初の行で実行が停止します。
その後、引き続きサブシーケンスを段階的に処理できます。



シーケンスのテストと実行 305

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

9.5.7  エラーが発生した場合の動作
シーケンスの処理中にエラーが発生した場合は、処理が停止されます。サブシーケンス内でエラーが発生した場
合は、そのエラーが自動的にロードされ、エディタボックスに表示されます。エラーがある行はアクティブ化され、エラ
ーメッセージが表示されます。ユーザがエラーメッセージを確認すると、そのエラーメッセージは消えます。また、エラ
ーの詳細説明がimc FAMOS出力ウィンドウに表示されます。
可能であれば、エラーのある行を直ちに修正し、シーケンスの処理を[再開] (または[単一ステップ])コマンドで再
開することができます。******修正を実行したら、変更されたシーケンスまたはダイアログを保存する必要があり
ます。

参考
起こりうるエラーメッセージに関する注意点については、「関数」章の「エラーメッセージと警告メッセージ」セクショ
ンを参照してください。***

9.5.8  シーケンス実行のキャンセル/中断
シーケンスまたはダイアログの処理中にimc FAMOSを操作することはできません。先にシーケンスやダイアログを
完了または中止する必要があります。

実行中のシーケンスは、Windowsのタスクバーの通知領域に特別
な記号で示されます。マウスを右クリックすると、現在の実行を中断
するためのコマンドを提供するコンテキストメニューが呼び出されます。

· [キャンセル]を選択すると、実行中のシーケンスまたはダイアログは完全に終了します。
· [中断(次のコマンド実行時)]を選択すると、次のシーケンス行が処理される前に実行が中断されます。ある状
況下では、関係するシーケンスがエディタボックスにロードされます。これにより、たとえば前のシーケンス処理の
結果を表示し、[再開]または[単一ステップ]コマンドによって処理を再開することができます。******

 

また、エディタの右上とメインウィンドウの左のボ
タンにはキャンセルアイコンが表示されます。

進行中の関数内ではなく2つのコマンド行の間でのみシーケンスを中断できることに注意してください。時間のか
かる処理(たとえば、長いFFTなど)が現在実行されている場合は、シーケンスを停止する前にそれを完了させる
必要があります。
シーケンスは、ブレークポイント(次のセクションを参照)によってそれ自身で中断することもできます。

9.5.9  ブレークポイント
ブレークポイントは、長いシーケンスをテストする際に役立ちます。
シーケンス実行をコマンド[開始(デバッグ)]または[再開]によって開始した場合、処理はブレークポイントを含むコ
マンド行で中断されます。したがって、ユーザはそれまでのシーケンス処理の結果を確認し、必要に応じて [再
開]または[単一ステップ]を使用して処理を再開することができます。
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ブレークポイントの位置は、対応する行の左にある赤の停止記号によって示されます。

つのブレークポイントがあるシーケンス2

ブレークポイントを配置または削除するには、目
的のコマンド行にカーソルを置き、テキストボックス
コンテキストメニューで[ブレークポイントのオン/オフ
を切り替える]メニュー項目を選択するか、CTRL
+Bキーの組み合わせを使用します。
現在のシーケンス内の全てのブレークポイントを
削除するには、テキストボックスコンテキストメニュ
ーで[詳細設定] > [全てのブレークポイントを削
除]メニュー項目を使用します。

注
シーケンスの保存時には、オプションとしてブレークポイント位置も保存できます。[その他] > [オプション] > [エ
ディタ]の下のダイアログにある[ブレークポイントとブックマークの保存]オプションを参照してください。

9.5.10  シーケンスのステータス
たとえば、エラーやブレークポイントによって、またはシーケンスが単一ステップモードで実行されているため
に、実行中のシーケンスが中断された場合は、タイトルバーのコンテキストメニューにある[シーケンスのステ
ータス]メニュー項目を使用してダイアログを呼び出すことができます。このダイアログには、シーケンス実行の
ステータスに関する様々な情報が表示されます。

このダイアログは、シーケンスの処理がサブシーケンス内で停止された場合に主に役立ちます。

ダイアロ
グ:

</image>
<image

src="fae50107_image1310.png"
scale="100.00%"

その場合は、サブシーケンスを呼び出したシーケンスまたはダイアログと渡されたパラメータに関する情報
をここで取得します。これは、ワイルドカードパラメータを使用してシーケンスが呼び出されたかどうかを知
るのに特に役立ちます。ワイルドカードパラメータは、シーケンスが繰り返し呼び出されたことを意味しま
す。この場合は、たとえば現在のシーケンス実行の番号やこの実行で転送されたパラメータ値などを取
得します。

[呼び出しスタック:]
現在のシーケンスの名前とこのシーケンスが上位レベルのシーケンスによって呼び出された際の順序を表示しま
す。
[渡されたパラメータ数]
呼び出し時に渡されるパラメータの数。
[内容 / 渡されるパラメータ]
実際に渡されるパラメータの表示。ワイルドカードを使用したパラメータの場合は、元の展開されていないパラメー
タが追加で表示されます。
[現在の実行:]
現在の実行とワイルドカードパラメータの展開によって処理される実行の合計数の表示。
参考
 *** ワイルドカードの使用法の詳細については、本章の「フォルダの処理」セクションを参照してください。
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9.6  シーケンスコマンド
imc FAMOSには、シーケンス用に特に設計されたシーケンスコマンドがいくつか用意されています。これらのコマン
ドは、プログラム実行を制御したり、メニューオプションの関数を再現したり、通常はダイアログで設定される基本
設定に影響を及ぼしたりします。標準関数リストでは、コマンドは以下の関数グループに分類されます。
B> コマンド: Load、Save
C> コマンド: Variables、Execute
D> コマンド: DDE、Import、Export...、
関数の場合と同様に、コマンドにも簡単なヘルプが用意されています。また、関数アシスタントを使用してコマン
ドをパラメータ化することもできます。
例
短いシーケンスが表示されています。このシーケンスでは、"s_val" という単一値がロードされ、"facto"という名前
で階乗が計算、表示および保存されます。

エディタボックスとサンプルシーケンス

大文字で記述された要素はシーケンスコマンドです。シー
ケンスコマンドは、他の関数とは構文が多少異なります。
通常、パラメータはコンマではなくスペースでコマンドから分
離され、括弧では囲まれません。コマンドは戻り値がないた
め、代入で使用することはできません。

コマンドは全て略記できますが、正しく識別するには最初の4文字が必要です。小文字と大文字は同じ文字と
して扱われるため、コマンドはどちらか一方または両方の文字で記述できます。以下のコマンドは同じ意味を持
ちます。
SHOW  VAR
SHOW  vAR
show var
show Var
次の章では、全てのシーケンスコマンドをアルファベット順およびグループ別にリストしています。
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9.7  パラメータを使用したシーケンス
9.7.1  概念
シーケンスは、規定の変数名を使用して記述できます。
Load Slope
Show Slope

このシーケンスは、変数Slopeのロードと表示にのみ適しています。別の変数をシーケンスで使用する場合は、そ
れに応じて変数名を変更する必要があります。
Load Arc
Show Arc

シーケンスでは一般的な変数名を使用するのがより適切です。その変数名は、シーケンスが呼び出されるたび
に現在の名前に置き換えられます。これらの名前は、シーケンスの呼び出し時にパラメータとして指定されます。
使用可能な一般名は9つあります。
PA1, PA2,..., PA9

これらのパラメータは、仮のシーケンスパラメータとして指定されます。
確認されたシーケンスは仮パラメータを使用して以下のように書き換えられます。
Load PA1
Show PA1

9.7.2  呼び出し
仮パラメータを持つシーケンスは、シーケンスエディタの[実行]メニューにある[開始]メニューオプションで呼び出すこ
とはできません。
そのようなシーケンスを呼び出すには、コマンド"SEQUENCE"を使用します。シーケンスは、たとえばSHOWなどの
名前で保存する必要があります。シーケンス名を最初に指定し、次に現在のパラメータを指定します。シーケン
スの実行では、現在のパラメータが仮パラメータに取って代わります。
シーケンスを保存したら、以下の行をエディタボックスに入力します。
SEQUENCE Show Slope

次に、この行を実行します。プログラムは、現在のシーケンスディレクトリでシーケンスファイルを検索します。また、
完全なパス名を指定することもできます。
Sequence c:\imc\seq\SHOW.SEQ Slope

シーケンスSHOWが実行され、仮パラメータPA1は出現ごとにSlopeに置き換えられます。Slopeは、シーケンスに
最初に転送される現在のパラメータです。これは、あたかも以下のシーケンスが実行されているかのように見えま
す。
Load Slope
Show Slope

以下の呼び出しも可能です。
Sequence Show Arc
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9.7.3  多重パラメータ
複数のパラメータを伴うシーケンスの一例は、2つの変数を乗算するシーケンスです。このシーケンスは、MULTIと
いう名前で保存する必要があります。
PA3 = PA1 * PA2

パラメータPA1、PA2、PA3はスペースで囲む必要があるので注意してください。これにより、上記のパラメータは呼
び出し時に置き換えられます。
たとえば、以下の関数呼び出しがあるとします。
Sequence MULTI Slope Slope Square

シーケンスを呼び出すと、PA1は指定した最初のパラメータ(ここではSlope)に置き換えられます。同様に、PA2は
指定した2番目のパラメータに置き換え裸得ます。最後に、PA3がSquareに置き換えられます。これにより、以
下の演算が実行されます。
Square = Slope * Slope

コマンド"SEQUENCE"を使用してシーケンスを呼び出すと、転送されたパラメータの数はチェックされません。2つの
パラメータのみ使用してシーケンスMULTIを呼び出した場合、3番目のパラメータは現在のパラメータに置き換え
られず、PA3としての実行のままになります。以下の関数を呼び出すと、
Sequence MULTI Slope Slope

演算
PA3 = Slope * Slope

が実行されます。変数PA3が作成され、この名前で変数リストに入力されます。

9.7.4  コメント
パラメータを使用したシーケンスの作成では、常にパラメータを十分に文書化する必要があります。
コメントを導入するには、コマンド"COMMENT" (省略形はCOMM)またはセミコロンを使用します。
Comm Sequence MULTI
Comm Multiplication of 2 factors
;*** PA1 : 1st factor
;*** PA2 : 2nd factor
;*** PA3 : product
PA3 = PA1 * PA2 ; multiplication

注記
シーケンスにブランク行を含めてシーケンスの構造を改善することもできます。コメントは、同じ行にある代入のす
ぐ隣に挿入できます。その場合、コメントはセミコロンで始まる必要があります。
必要なパラメータに関する情報もシーケンスの注釈として保存可能であり、シーケンスの保存時に構成すること
ができます。

9.7.5  フォルダ全体への適用
多くの場合、ユーザは一連のファイルに対して1つのシーケンスを使用することを望みます。その目的のために、演
算子"*"と"?"が用意されています。任意の文字が(ある程度)含まれている可能性がある名前を指定するには、
これらの演算子を使用します。
たとえば、ファイルをロードするためのデフォルトフォルダには以下のファイルがあります。
SLOPE.DAT
SINTEST1.DAT...SINTEST5.DAT
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以下のシーケンスEVALUATEでは、ファイルをロードする必要があります。データセットの最大値を特定して既存
の最大値のリストに追加する必要があります。
Load  PA1
List = Join( List, Max( PA1 ))

以下のシーケンスは、連続して呼び出すことができます。
Sequence EVALUATE SINTEST1
Sequence EVALUATE SINTEST2
... 

このプロシージャは可能ですが、多少複雑です。
より適切なプロシージャは以下のようになります。
Sequence EVALUATE *
( or: Sequence EVALUATE *.dat )

設定したディレクトリに保存されているデータセットごとにシーケンスEVALUATEを呼び出すには、演算子"*"を使
用します。シーケンスは6回呼び出されます。演算子"*"は、一連の文字の終わりに使用することもできます。こ
れにより、指定した一連の文字で始まる全てのファイルにシーケンスを使用できます。
以下の呼び出しでは、
Sequence EVALUATE SIN*
( or: Sequence EVALUATE SIN*.DAT)

SINで始まる全てのファイル対してシーケンスが呼び出されます。演算子"*"は、DOSの場合と同様に使用され、
DOSの場合と全く同様に解釈されます。
コマンド"Load"を使用してシーケンスの開始時にファイルからロードされたパラメータでのみ演算子"*"を使用する
のが実用的です。

参考
· 「テキスト変数の使用」および「シーケンス実行中のダイアログ」セクションを参照してください。******
· 演算子'*'と'?'をLOADコマンドで直接適用し、1つのコマンドによって一連のファイルをロードすることもできま

す。 ***
· グループ「13 > ファイル関数」(『imc FAMOS Function Reference』)に含まれている関数もファイルのロードに
使用可能であり、LOADコマンドよりも効率的です。

· 多くの場合、ディレクトリ構造の処理では'File-Kit'関数を使用するのがより適切です。これらの関数はシーケ
ンスプロセスをより適切に制御できるからです。

9.7.6  同じシーケンスの複数実行
シーケンスを複数回呼び出してファイルを処理する必要がある場合は、現在のファイルのデータセットの計算結
果を連続付番とともに保存することをお勧めします。以下のHISTOGRというシーケンスは、データセットのヒストグ
ラムを確定して保存します。
Load  PA1
PA2 = Histo( PA1, 0, 0)
Save  PA2
Delete  PA2
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すべての変数SINTEST1、SINTEST2、...のヒストグラムをHIST1、HIST2、...としてファイルに保存する必要がありま
す。演算子"#"は名前HISTに追加されます。必要な結果は、以下の呼び出しを使用して実現されます。
Sequence HISTOGR S* HIST#

シーケンスは、指定されたS*に対応する名前の付いた規定のディレクトリに含まれているファイルごとに呼び出さ
れます。シーケンスの初回呼び出し時には、アルファベット順で最初のファイル(ここではSINTEST1)が最初のパラメ
ータとして転送されます。HIST1は2番目のパラメータとして転送されます。
以下の呼び出しが作成されます。
Sequence HISTOGR SINTEST1 HIST1
Sequence HISTOGR SINTEST2 HIST2
...

シーケンスを10回以上呼び出す場合は、演算子"#"を複数回使用できます。
Sequence HISTOGR S* HIST###

ここでは、以下の呼び出しが生成されます。
Sequence HISTOGR SINTEST1 HIST001
Sequence HISTOGR SINTEST2 HIST002
...

注記
シーケンスは10回までネストすることができます。呼び出されたシーケンスにはパラメータも含まれている可能性
があります。
演算子"*"または"?"は、1つのパラメータでのみ使用してください。演算子を異なる形式で異なるパラメータに
同時に使用すると、シーケンスは該当するファイル名の最小数と同じ回数だけ呼び出されます。
imc FAMOSフォーマットでファイルをロードすると、名前の拡張子".DAT"が使用されます。他のデータフォーマッ
トでは、名前の拡張子は常に明示的に指定する必要があります。ただし、imc FAMOSフォーマットでは異なる
拡張子を使用できます。

参考
· 「テキスト変数の使用」および「シーケンス実行中のダイアログ」セクションも参照してください。
· 「応用例」の章にあるシーケンスの使用例***
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9.8  テキスト変数の使用
テキスト変数をシーケンスで使用すると、コマンドパラメータを間接的に指定できます。多くの場合、テキスト変数
は演算子"*"、"?"および"#"の代わりに使用され、シーケンスの明瞭性と柔軟性を向上させることができます。
可能な用途としては以下のものがあります。
· 作成した変数にループで連続的に番号を付ける
· シーケンスで作成された変数とファイル名の名前付けに仮パラメータの名前(変数またはファイル名)を使用す

る
· 転送されたパラメータ(ファイル名など)とその結果として生じた条件付きコマンド実行を分析する
· シーケンスの明瞭性と保全性を向上させる

テキスト定数は引用符で囲んで記述され、以下のように代入することができます。
Path = "c:\imc\dat"

テキスト変数の処理には、いくつかの関数を使用できます。これらの関数は、グループ「10> テキスト関数」にあり
ます。

テキスト変数の内容にアクセスするには、演算子<...>を使用します。
括弧で囲まれたテキスト変数< テキスト変数 >の内容は式インタプリタによってコマンドラインで置換され、その
後、作成したコマンドラインが処理されます。この演算子を使用すると、コマンドと関数パラメータを間接的に指
定できます。
DatName= "c:\imc\dat\slope"
LOAD <DatName>

式インタプリタは、DatNameという名前のテキスト変数が存在するかどうかをチェックします。テキスト変数が見つ
かった場合、構成体<DatName>は変数の内容に置き換えられます。見つからなかった場合は、エラーメッセージ
が生成されます。上記例では、以下のコマンドが実行されます。
LOAD c:\imc\dat\slope

仮パラメータを引用符で囲んで記述した場合、現在のパラメータは、シーケンスの実行中にテキスト定
数として解釈されます。
以下の行を含むシーケンスが
z = "PA1" 
y = "PA2" 

最初のパラメータをslope、2番目のパラメータを数値3として呼び出された場合、それらの行はPA1とPA2の置換
後に以下のようになります。
z = "slope"
y = "3"

テキスト"slope"および"3"を含む2つのテキスト変数(zとy)が作成されます。
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例1
以下のシーケンスは、パラメータとして転送されたデータセットを統合し、その結果を新しい名前で保存します。
作成されたデータセットの名前は、転送されたデータセットの名前の最初の4文字から形成され、その後にラベ
ル"_int"が付きます。

; Name of the sequence : Integr
; Parameter PA1 : filename 
LOAD PA1 
Name = TPart( "PA1",1,4) + "_int"
<Name> = Int( PA1 ) 
SAVE <Name>

シーケンスを呼び出すと、ファイルslope.datがロードされます。4行目では、まずパラメータPA1が置換され、引用
符があるためテキスト定数として解釈されます。その行は以下のようになります。
Name = TPart("slope",1,4) + "_int"

関数TPart(,,)は最初のパラメータとしてテキスト変数を必要とし、変数slopeは等距離データセットであるた
め、引用符がないとPA1はエラーメッセージを生成します。 
これで、テキスト変数Nameの内容は"slop_int"になります。次の行では、<Name>がテキスト変数Nameの内
容に置き換えられます。その行は以下のようになります。
slop_int = Int(slope)

変数slop_intが作成され、次の行で保存されます。パラメータtst1を使用してシーケンスを呼び出すと、変数
tst1_intが作成されます。この変数は、データセットtst1の積分を表します。
テキスト変数を使用してシーケンスの明瞭性と保全性を向上させることもできます。
たとえば、1つのシーケンスでディレクトリを何度か変更する場合は、シーケンスの開始時にディレクトリを割り当て
ることができます。同じことが反復オプションにも当てはまります。オプションまたはパス名が変わる場合は、シーケ
ンスを1カ所でのみ変更する必要があります。

例2
LoadPath1 = "c:\work\run1"
LoadPath2 = "d:\usr\reference\data"
BinForm1 = "2 2 0 0 0 Bits 0 -1 1"
BinForm2 = "4 20 0 100 Data"
...
LDIR <LoadPath1>
BINARY <BinForm1>
LOAD vers01.dat
...
LDIR <LoadPath2>
BINARY <BinForm2>
LOAD referenz.dat
...
LDIR <LoadPath1>
BINARY <BinForm1>
LOAD vers01.dat
...

この方法を使用すると、テキスト変数に完全なコマンドを割り当てて入力を省くことができます。
ChDir1 = "LDIR c:\work\run1"
...
<ChDir1>

トグル時の注意
注意
コマンドインタプリタは、行が実行される前にテキスト変数を検索して置換する必要があります。そのため、シー
ケンスの実行時間が長くなります。
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例3
全ての変数SINTEST...のヒストグラムは、HIST001、HIST002、...として保存する必要があります。 この課題は、
「シーケンスの反復実行」セクションで演算子"*"および"#"を使用して解決されました。データセットの名前に
SINTESTx (xは数字)が含まれている場合は、以下のシーケンスを使用します。
index = 1 
WHILE index <=5 
 ;*** Create file name SINTESTx
 TxNumber = TForm( index, "f10" ) 
 DatName = "SINTEST" + TxNumber
 ;***Load file to the variable temp
 LOAD <DatName> temp
 temp = HISTO( temp, 0, 0)
 ;***Create filenamen HIST00x
 TxNumber = TForm( index+1000, "f10" )
 TxNumber = TPart( TxNumber, 2, 3 )
 DatName = TAdd("HIST",TxZahl ) 
 ;*** Save
 SAVE temp <DatName> 
 index = index +1
END 

存在しないファイルをロードしようとすると、シーケンスはキャンセルされます。

例4
ディレクトリには、*xxx.dat (xxx: 3桁の数字)という形式のファイルのみ含まれています。これらのファイルは、4チャ
ンネル測定デバイスによって作成され、増分番号を付けて保存されています(実験1ではファイル*001..*004、実
験2では*005..*008が作成されており、実験3以降も同様です)。4番目のチャンネルに属する全てのファイルのx
オフセットを変更する必要があります。
; Name of sequence : OffsetK4
; Parameter PA1 : file mask
; Parameter PA2 : New x-Offset
LOAD PA1 
TxNumber = TPart( "PA1",TLeng(PA1)-2, 3)
isChan4 = 1- mod(TtoSV(TXNumber,"f"),4)
IF isChan4
 XOffset PA1 PA2
END
SAVE PA1

コマンド
SEQUENCE OffsetK4 test*.dat 0.1

は、データセットtest004.dat、test008.dat ...のxオフセットを0.1に変更します。
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9.9  シーケンス実行中のダイアログ
シーケンスの実行中にユーザとやりとりするために、以下の関数とコマンドが用意されています。

PAUSE メッセージを表示し、シーケンスをキャンセルする機能を提供する

BoxOutput メッセージの出力

BoxMessage 対話式メッセージの出力

BoxText? ボックステキストを取得する

BoxValue? ボックス値を取得する

DlgFileName ファイル名を選択する

FsDlgSelectFiles
FsDlgSelectDirectory

ファイル名またはディレクトリを選択する(File-Kitには両方の関数が含まれていま
す) *** 

参考
関数の詳細については、『imc FAMOS Functions Reference』マニュアルとオンラインヘルプを参照してください。コ
マンド"PAUSE"の説明は「シーケンスコマンド」セクションにあります。
ここでは、その使い方を例とともに示します。

例

以下のシーケンスは、ファイル名を要求してから、指定されたファイルをロードします。ロードされたデータセットは
補間され、結果が表示されます。ユーザは結果変数の補間係数と名前をクエリします。結果データセットの長さ
が表示されます。ユーザは、次のファイルをキャンセルまたはロードすることができます。
while 1
 TxFile=DlgFileName("c:\imc\dat", "dat", "", 0 )
 if TLeng( TxFile ) > 0
 Load <TxFile> var
 factor= BoxValue?("Interpolation factor ?",2, 0)
 TxName= BoxText?( "Result name ?","Interpol", 0)
 <TxName>= IPol( var, factor )
 Show <TxName>
 TxMessage = "Length of "+ TxName + ":"
 BoxOutput( TxMessage, leng?(<TxName>), "", 0 ) 
 end
 Pause Load next file? 
end

参考
指定した関数によって生成された入力ボックスと出力ボックスは、ユーザが影響を及ぼすことのできない固定の
外観になります。そのため、これらのボックスは単純な標準アプリケーションに使用するのが最適です。ただし、
imc FAMOSは入力および出力ボックスを自分自身で設計するための追加のオプションをユーザに提供します。
詳細については、「ユーザ定義ダイアログ」の章を参照してください。  *** 
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プロジェクト管理
10.1  コンセプト
プロジェクト管理には、imc FAMOS Professionalとimc FAMOS Enterpriseのエディションがあります。
通常、小さな解析およびプレゼンテーションタスクであれば、1つのimc FAMOSシーケンスで行うことができます。
しかし、もっと複雑なタスクになると、これだけでは十分でなくなります。通常、必要なアルゴリズムは、いくつかの
シーケンスやダイアログに分散され、「メインシーケンス」から連続して呼び出されます。さらに、カーブウィンドウに
特定の外観を与えるカーブ構成や、Report Generatorのテンプレートが事前に定義されている場合があり、こ
れらは、測定結果やカーブプロットの更新に基づいて後で入力されます。このように、タスクを実行するには、ファ
イルの集まりすべてを一緒に管理、編集、転送する必要があります。
特定の割り当てを解決するために必要なファイルおよび設定の集まりをimc FAMOSプロジェクトと呼びます。プ
ロジェクトに属するすべてのファイルおよび設定は、プロジェクトフォルダと呼ばれるジョイントフォルダに保存され
ます。これにより、プロジェクトの管理(バックアップコピーの作成など)および転送(別のPCで実行する場合など)が
非常に簡単になり、フォルダのコピーを作成するだけで済みます。
プロジェクトを「実行可能」にすることもできます。このためには、フォルダに「Autostart.seq」という名前のシーケ
ンスまたは「Autostart.dlg」という名前のダイアログが含まれている必要があります。このシーケンスまたはダイアロ
グを起動することで、プロジェクトを実行できます。
一般的なimc FAMOSプロジェクトの特殊ケースは「現在のセッション」です。これにより、imc FAMOSを終了す
る前に、プロジェクトの現在の状態(たとえば、変数リストの内容、カーブウィンドウ、開かれているシーケンス)を保
存しておくことができ、次のセッションをできるだけシームレスに続けることができます。

10.2  ★Project Explorer
Project Explorerは、imc FAMOSプロジェクトを管理するためのコントロールセンタです。ここから、プロジェクトを
作成したり、開いたり、実行や削除を行うことができます。
Project Explorerを呼び出すには、メニュー項目[ファイル: 開く>プロジェクト]を選択します。プロジェクトがすでに
開かれている場合は、 [プロジェクト]メニューから呼び出すこともできます。
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ダイアログの左側にあるツリーダイヤグラムに、システムのディレクトリ構造が表示されます。ツリーダイヤグラム内の
ナビゲーションは、Windows Explorerの操作と同じです。Project Explorerを起動すると、imc FAMOSのプロ
ジェクトの デフォルトのフォルダ が選択され、アクティブになります。これは、[エクストラ: オプション: フォルダ]で変更
できます。
ダイアログの右側(プロジェクトリスト)は、選択したフォルダに含まれるプロジェクトのサブフォルダです。imc FAMOS
のプロジェクトフォルダは特殊なシンボル で示されます。
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10.3  新しいプロジェクトの作成
新しいプロジェクトを作成するには、まずProject Explorerを起動します(メニュー項目[プロジェクト: Project-
Explorer])。
プロジェクトのサブフォルダを作成するフォルダをツリーダイヤグラムから選択します。
現在選択されているフォルダで新しいプロジェクトの作成が許可されている場合は、新しい項目[新規プロジェ
クト]がプロジェクトリストに表示されます。

注
この項目が見つからない場合は、そのフォルダに新しいプロジェクトを作成できないことを意味します。たとえば、
親フォルダ自体がプロジェクトフォルダの場合などです(プロジェクトをネストすることはできません)。

項目[新規プロジェクト...]をダブルクリックするか、またはそのキャプションが付いているボタンを押すと、ダイアログが
表示され、プロジェクトの名前を設定できます。

[名前]に、希望するプロジェクト名を入力します。
この名前は、作成するプロジェクトフォルダの名前と
同じです。名前の構文にはフォルダ名と同じルール
が適用され、「< ? > : \ /」などの文字は使用できま
せん。また、他に同じ名前のフォルダがすでに存在
する場合も使用できません。

[場所]で、プロジェクトを保存する場所を編集できます。有効な名前および場所を入力すると、ダイアログ下部
に完全なディレクトリパスが表示されます。
これで、[OK]ボタンをクリックすると、新しいプロジェクトが作成されます。

これにより、特に以下のファイルが作成されます。
· プロジェクトフォルダが作成されます。
· ファイル「Default.FamosPrj」がプロジェクトフォルダに作成されます。このファイルはプロジェクトファイルと呼ば
れ、このプロジェクトで有効な設定が格納されます。

· ファイル「Desktop.ini」および「FamosProject.ico」が作成されます。これにより、Windows Explorerにこの
フォルダのimc FAMOSプロジェクトアイコンが表示されます。

· ファイル「Autostart.seq」が作成されます。プロジェクトを実行すると、プロジェクトのこの「起動シーケンス」が
呼び出されます。シーケンスは本来デフォルトのメッセージを出力するように初期化されているので、それぞれの
ニーズに合わせて修正する必要があります。

· フォルダとファイルが正しく作成されると、新しいプロジェクトがロードされます。
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10.4  プロジェクトのロードおよび実行
既存のプロジェクトを開くには、Project Explorerのプロジェクトリストで目的のプロジェクトを選択して、[プロジェク
トをロード]ボタンをクリックします。
プロジェクトが開かれると、以下のアクションが行われます。
· 開かれたプロジェクトの名前が山がたで囲まれ、imc FAMOSのメインウィンドウのタイトルバーに表示されます。

· プロジェクトに保存されている設定が適用されます。これには以下のようなものが含まれます。
· 変数
· カーブウィンドウ
· 入力ボックスの内容
· エディタボックスで開かれるシーケンス/ダイアログ
· お気に入りのプロジェクト。[お気に入り]ウィンドウにサブグループとしてタイトルが表示されます。
· シーケンス/ダイアログ、カーブ構成(*.ccv)、およびレポート(*.drb)のデフォルトのフォルダがプロジェクトフォル
ダとしてリセットされます。

Project Explorerで[プロジェクトを実行]をクリックすると、前述したようにプロジェクトが開かれます。次に、プロ
ジェクトフォルダに「autostart.seq」という名前のシーケンスまたは「autostart.dlg」という名前のダイアログが含ま
れているかどうかチェックが行われます。含まれている場合は、それぞれそのシーケンスまたはダイアログが実行さ
れます。
最近有効だったプロジェクトを開いたり実行する場合、メニュー項目[Project Explorer]の履歴も使用できます。
すでにロードされているプロジェクトを実行するために、以下のオプションもあります。
· メニュー項目[プロジェクト: 実行]: 現在開かれているプロジェクトを実行します。
· お気に入りのプロジェクト: お気に入りのプロジェクトに、[プロジェクト<...>を開始]項目が自動で生成されま

す。
· お気に入り: 直接プロジェクトを開始できるよう、お気に入りリストに項目を入れることもできます。このために
は、[プロジェクト]オプションがお気に入りのプロパティで有効であり、完全なプロジェクトのパスを指定する必要
があります。

ワンステップでプロジェクトを開き、実行するために、以下の方法が提供されています。
· imc FAMOSコマンドライン パラメータ「/P project-path」
例: 
famos.exe /P "c:\imc\prj\MyProject"

imc FAMOSを起動し、指定されているプロジェクトを実行します。さらに、スイッチ「/X」を「/P」と組み合わせて使
用することができます。この方法により、プロジェクトの実行後、imc FAMOSは再度閉じられます。これにより、た
とえば、頻繁に必要となるプロジェクトのショートカットを作成できます。



プロジェクトのロードおよび実行 321

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

10.5  アクティブなプロジェクトの特性
プロジェクトの名前は、山がたに囲まれ、imc FAMOSのタイト
ルバーに表示されます。プロジェクトフォルダの主な目的は、
プロジェクトに影響を及ぼすすべてのファイル(つまり、シーケン
ス、ダイアログ、レポート、カーブウィンドウの構成)のリポジトリ
です。これは、以下に示すように、imc FAMOSの特殊機能
および操作手法によりサポートされます。

10.5.1  コマンドでプロジェクト関連ファイルを開く
アクティブなプロジェクトでは、プロジェクト関連ファイルを開くための以下のコマンドまたは関数の応答が異なりま
す。
· SEQUENCE
· Dialog()
· RgDocOpen()
· CvConfig()
· CvLoadGlobalSetting()

開きたいファイルの完全なパス(1番目のパラメータ)が指定されていない場合、以下のフォルダの順にファイルが検
索されます。
· 現在の作業フォルダ(作業が行われるシーケンスまたはダイアログにより決定)

· 現在のプロジェクトフォルダ
· それぞれのファイルタイプに事前に定義されているデフォルトのフォルダ([エクストラ: オプション: フォルダ]、およ
びSDIR、SetOption、RgSetDirなどの関数やコマンドで設定)

プロジェクト内で作業する場合は、前述した関数に完全なファイル名を指定しないことが最適です。さもないと、
別の場所にコピーしたときにプロジェクトが実行できなくなる可能性があります。
シーケンスで現在のプロジェクトパスが必要な場合は、関数GetOption()を使用します。

MyProjectPath = GetOption("Dir.CurrentProject")

10.5.2  コマンドでプロジェクト関連ファイルを保存する
アクティブなプロジェクトでは、プロジェクト関連ファイルを保存するための以下のコマンドまたは関数の応答が異
なります。

· RgDocSave()
· RgDocExport()
· CvSave()

保存するファイルに完全なパス(1番目のパラメータ)が指定されていない場合、プロジェクトフォルダが使用されま
す。
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10.5.3  プロジェクト関連のファイルを手動でロードする
現在のプロジェクトフォルダに属さないシーケンス、ダイアログ、カーブ構成、レポートを手動で開く場合、現在の
プロジェクトにファイルを追加する(つまり、プロジェクトにインポートする)かどうか確認が求められます。

· [いいえ]を選択すると、選択したファイルはそのままロードされます。
· これに対し、[はい]を選択した場合は、選択したファイルがプロジェクトフォルダにコピーされ、新しく作成された
コピーがロードされます。このように、既存のファイルをプロジェクトに簡単にインポートできます。

10.5.4  プロジェクト関連ファイルを手動で保存する
シーケンス、ダイアログ、カーブ構成、またはレポートを手動で保存する際、指定したパスがプロジェクトフォルダと
一致していない場合、プロジェクトフォルダに保存するかどうか確認が求められます。

· [いいえ]を選択すると、本来選択されていたパスにファイルが保存されます。
· これに対して、[はい]を選択した場合は、プロジェクトフォルダにファイルが保存されます。
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10.6  プロジェクトのプロパティ
プロジェクトのプロパティでは、現在のプロ
ジェクトにさらに付与する設定を指定しま
す。メニュー項目[プロジェクト: プロパティ]
を選択すると、以下のダイアログが表示さ
れます。

[変数]: 変数リストの全内容を保存します。すべての変数がプロジェクトフォルダ内のファイルに保存されます。プ
ロジェクトを開くと、このファイルが自動的に再度開かれます。
[開いているカーブウィンドウ]: 開いているすべてのカーブウィンドウの構成が保存されます。プロジェクトを開く
と、カーブウィンドウが同じ位置に再度表示されます。
[開いているシーケンス]: エディタウィンドウで現在開いているシーケンスのパス名が保存されます。プロジェクトを
開くと、シーケンスが再度ロードされ、表示されます。
[開いているパネル]: 開かれているパネルページのパスが保存されます。パネル自体は保存されません。

[お気に入りのプロジェクト]: プロジェクトには、「Project
favorites: <Project name>」という名前の固有のお気に入り
のグループがあります。このグループ内にユーザが作成したお
気に入りはプロジェクトと一緒に自動的に保存され、プロジェ
クトを開いたときに[お気に入り]リストに取り込まれます。

[ウィンドウのレイアウト]: imc FAMOSのメインウィンドウの位置と構成、さらにData Editor、Dialog Editor、
Report Generatorが開かれている場合は、その位置と構成も保存されます。
[入力ウィンドウの内容]: エディタ入力ウィンドウの全内容が保存されます。
[Data Browser]: このオプションでは、Data-Browserの状態が保存されます。
[変数ウィンドウ: 表示フィルタ]: [変数]ウィンドウのフィルタ設定が保存されます。
オプション[プロジェクトをロードする前にimc FAMOSをリセット]: このオプションを使用すると、[ファイル -> 再起
動] の場合と同じコマンドが実行された後、プロジェクトがロードされます。
[変数]リストが空になります。つまり、すべての変数が削除されます。開いているすべてのシーケンスが閉じられま
す。
オプション[この設定を将来のデフォルトとして使用]: このオプションを選択すると、表示されているデータの保
存設定が今後提供されます。
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10.7  保存、閉じる、削除
現在のプロジェクトを保存するには、メニュー項目[プロジェクト: 保存]を使用します。プロジェクトに属するファイ
ルおよび設定は、プロジェクトのプロパティで設定されているプロジェクトコンポーネントに従い、プロジェクトフォルダ
に保存されます。
また、 プロジェクトをパッケージするためにも、このオプションを使用します。
アクティブなプロジェクトを閉じるには、メニュー項目[プロジェクト: 閉じる]を使用します。プロジェクトが変更されて
いる場合は、変更内容を保存するかどうか尋ねる確認プロンプトが表示されます。シーケンス、シーケンスに属
するダイアログおよびパネルも閉じられます。
不要になったプロジェクトを削除するには、Project Explorerのボタン[プロジェクトを削除]を使用できます。プロ
ジェクトフォルダと内部のすべてのサブフォルダが削除されます。または、Windows Explorerや他のファイルマネー
ジャでフォルダを削除することもできます。
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パネルページ
測定データの表示および文書化には、いわゆるパネルを使用します。1つのパネルには、1つまたは複数のページ
が含まれます。さまざまなウィジェットを1ページに配置できます。一般的なウィジェットには、カーブウィンドウ、テー
ブル、テキストボックスなどがあります。ボタンやテキスト入力ボックスなどのインタラクティブなウィジェットをフォームに
配置することも可能です。このようなインタラクティブなウィジェットは、シーケンスを開始するか、imc FAMOS変数
に直接リンクされます(データバインディング)。***
測定に属するチャンネルが特に適しているのはパネルです。これは、測定リストおよびチャンネルリストを使用し
てパネルの表示を制御できるからです。 ***
したがって、パネルによりダイアログのプロパティ(アクティブウィジェット、変数へのリンク(「ユーザ定義のダイアログ(ダ
イアログエディタ)」参照))とレポートのプロパティ(プリントアウト用に最適化(「レポートジェネレータ」参照))が組み
合わされます。 *** ***

データ評価用のパネル
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レポートとしてのパネル
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11.1  基本的な概念と用語
以下の図に、[パネル]ページ(デザインモード)のデフォルトビューを示します。ほとんどのオブジェクトを自由に配置
できるため、ビューをまったく違った表示にすることができます。デフォルトビューを表示するには、メニューコマンドの
[ビュー] -> [レイアウト] -> [デフォルトに戻る]を使用します。 ****** ***

メインウィンドウの項目デフォルトレイアウト( )
パネル
メインレベルには、パネルのタブがあります。複数のパネルを同時にロードできます。
各パネルには、1つまたは複数のページを含めることができます。
ページ
中央にあるのがページです。ページはレポートかダイアログとして作成できます。
· レポートはプリントアウトに最適化されています。サイズはプリンタの設定による固定サイズで、プリントアウトに
はカーブウィンドウの色設定が使用されます。

· ダイアログでは、カーブウィンドウの色設定に対応する画面色が使用されます。
ブラウザ
より多くのデータをロードするには、[ブラウザ]に移動し、[データソース: マイコンピュータ]を選択します。 ***フォル
ダリストで、任意の測定データファイルを選択します。
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測定リスト
 測定リストで、1つまたは複数の測定を選択できます。表示されている例では、測定の名前がフォルダ名から付
けられています。
ロードされた測定およびチャンネルには番号が付きます。
チャンネルリスト
チャンネルリストは、[デザインモード]が無効の場合にのみ表示されます。チャンネルリストには、選択した測定に
属するチャンネルが表示されます。
ウィジェットとプロパティ 
 ウィジェット およびそのプロパティは、[デザインモード]にのみ表示されます。
デザインモード/実行モード
パネルを作成または編集するには、データブラウザをデザインモードに切り替えます。

このモードでは、追加のツールが利用できます。
· パネルウィジェットを選択するためのツールバー
· パネルウィジェットのプロパティを設定するためのエディタ
デザインモードでは、ツールボックスのウィジェットをドラッグアンドド
ロップして、現在のページに移動できます。 *** 

このようにして設計されたパネル(ファイル拡張子: *.iform)は、後から実行時にロードし、現在の測定データを
自動または手動で入力できます。入力ボックスとボタンの使用、およびデータのプレゼンテーションのプリントアウト
が可能です。また、プレゼンテーションを各種フォーマット(Adobe Acrobat PDF、PNG、BMPなど)で保存すること
もできます。

データ選択
最初に測定データのファイルを開く必要があります。そのためには、ブラウザを使用します。 *** ブラウザから1回の
ボタン操作で、個々の測定ファイルあるいはフォルダ全体をロードできます。ファイルをロードすると、測定リストと
チャンネルリストが表示されます。 ***さらに、変数リストに自動的に[測定]ページが開きます。
次に、多くの開いているデータから、編集するチャンネルを選択します。
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11.1.1  パネルページ
1つのパネルは複数のページで構成されます。各ページはダイアログかレポートページとして設定可能で、どちらに
設定するかは、新規ページを追加するときに決定します。
新規ページ
パネル領域のコンテキストメニューか、[編集]メニュー項目の[新規ページの挿入]を使用すれば、各種テンプレー
トを入手できます。 *** ******

[レポート]を選択すると、適切なプリンタ設定を使用して横長か縦長のいずれかの形式でページが生成されま
す。サイズは変更できません。
[ダイアログ]については、複数の異なるタイプを選択できます。タイル状のダイアログは特にカーブウィンドウに適
しています。デフォルトでは、ウィジェットでボックスが埋まります。ウィジェットのサイズは動的に調節できます。
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ページの名前変更
ページの名前(例: Page 2)が書いてあるタブをダブルクリックします。そうす
ると、名前をすぐその場で直接編集できます。

順番の変更
タブをドラッグアンドドロップすると、ページの順番を変えることができます。

ズーム 
レポートページとして生成したパネルページのサイズは変更で
きますが、ダイアログのサイズは変更できません。

11.1.2  コンテキストメニュー(パネル)
パネルの記述名を右クリックすると、コンテキストメニューが
表示されます。

[閉じる]
パネルページを閉じます。
[これ以外のすべてを閉じる]
他のすべてのパネルページを閉じます。 
[浮動させる]
独立したウィンドウとしてパネルのドッキングを解除します。
[新しい垂直タブグループ]
個別のタブグループにパネルを表示します。これにより、ソースコードとパネルを一緒に表示できます。
[新しい水平タブグループ]
パネルとソースコードを並べて表示できます。
[保存] / [名前を付けて保存]

パネルを保存します。 
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[再ロード]
パネルページを閉じて、削除します。

11.1.3  ツールバー(パネル)

新規パネル
新しいパネルを挿入します。さまざまな ダイアログおよびレポートのテンプレート を使用できます。

パネルをロードする
既存のパネルをロードするための選択ダイアログを開きます。

パネルを保存する
表示されているパネルを保存します。

PDFとしてパネルをエクスポートする
PDFフォーマットでエクスポートします。このために、imc FAMOSにPDFドライバが付属しています。オプション
で、既存のPDFにページを追加することもできます。

パネルを印刷する
パネルを出力します。こちらも参照してください。 ***

設計モードのオン/オフ
設計モードと実行モードを切り替えます。

[オプション]
カーブウィンドウの自動メニューバー。
アクティブであると、カーブウィンドウがフォ
ーカスを持つと同時にカーブウィンドウメ
ニューが表示されます。

パネルページを挿入する
アクティブなパネルに新しいページを挿入します。ここでも、使用可能な テンプレートが表示されます。 

パネルページをインポートする
1つまたは複数のパネルページをインポートします。 
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パネルページをエクスポートする
選択したパネルページのエクスポート。また、ファイルに拡張子「*.panel」が割り当てられます。

11.1.4  コンテキストメニュー: [ページ]
パネルのページ記述名を右クリックすると、コンテキストメニューが表示
されます。

[ページの挿入...]
アクティブなパネルに新しいページを追加します。使用可能な テンプレート が提供されます。

[ページのインポート...]
1つまたは複数のパネルページをインポートします。 

[ページのエクスポート...]
選択したパネルページをエクスポートします。また、このファイルに拡張子「*.panel」が割り当てられます。

[PDFとしてエクスポート]
パネルページはPDFフォーマットでエクスポートされます。imc FAMOSには、このための適切なPDFドライバが
付属しています。

[グラフィックとしてエクスポート]
各種グラフィックフォーマット(PNG、BMP、JPG)でパネルページをエクスポートします。

[クリップボードにコピー]
パネルをスクリーンショットとしてクリップボードにコピーします。このためには、設計モードがアクティブである必要が
あります。
[ページの削除]

パネルページを削除します。

11.1.5  測定へのチャンネルの割り当て
測定データのファイルを開くと、関連するチャンネルが自動的に「測定」に割り当てられます。測定の名前は、た
とえば(マルチチャンネルファイル用の)測定値を示すファイルの名前や、ファイルの属するフォルダの名前から生成
されます(ファイルリストのオプションを参照)。 ***「測定」という用語は必ずしも物理的な測定の実際の結果を
表すわけではなく、関連する測定データ(チャンネル)をグループにまとめたものです。
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測定の名前は、結果として生成されるimc FAMOS変数名のコンポーネントです。このため、異なる測定に属す
るまったく同じ名前のチャンネルでさえも一意に指定されます。このような組み合わされたimc FAMOS変数名の
構文は、以下のようになります。

ChannelName @ MeasurementName
例

Temperature_01@Experiment0001
Temperature_01@Experiment0002

または
SensorX@MiddleCenter
SensorX@BottomCenter

チャンネル割り当ての例については、「チュートリアル: パネルの作成」の「ページへのチャンネルのドラッグ」を参照
してください。 ***
また、セクション「測定に関する変数」に記載の注意にも従ってください。 ***

カーブウィンドウと、測定データに対応するその他のウィジェットは、具体的なチャンネル名の代わりに、これらのリ
ストにおける現在の選択への参照を入力できるように構成できます。
例: カーブウィンドウにおいて、特定の変数名の代わり

Temperature_01 @ Experiment002
一般的な参照形式

Channel #1 @ Measurement #2 (意味: 2回目に選択した測定に属する1回目に選択した
チャンネル)

あるいは
"Temp_01" @ Measurement #2 (意味: 2回目に選択した測定のチャンネル「Temp_01」)

を入力できます。

カーブウィンドウに表示する具体的なチャンネルは、データ選択の現在の状態(つまり、それぞれのリストでの選
択)によって異なります。これにより、表示するデータの切り替えが可能なパネルを設計できます。このとき、パネル
またはウィジェットを変更する必要はありません。
付番の詳細については、「付番およびロック」の章を参照してください。 ***
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11.2  プログラミング
11.2.1  原理
パネルの外観とともに、パネルに関連するシーケンスコードも定義する必要があります。
パネルが実行されると、イベントが発生し、その結果として関連付けられているシーケンスも実行されます。イベン
トの例としては、パネルを起動する(初期設定)、またはボタンを押すなどが挙げられます。

パネルは、パネルをロードしたり、設計モードが無効になると実行されます。ただし、初回起動時(ロード時)に限
り、イベントの初期設定が実行されます。
プロシージャはダイアログの場合とほとんど同じです。ダイアログのプロシージャの説明がパネルにも適用されます。
こちらを参照してください。

11.2.2  イベントシーケンスの編集
イベントシーケンスは設計モードでしか編集できません。設計モードに限り、名前は同じで末尾に「(Code)」が付
けられたタブが表示されます。

イベントシーケンスは「通常」のimc FAMOSシーケンスと同じ構文で、imc FAMOSメインウィンドウでSequence
Editorを使用して作成およびテストします。Sequence Editorの動作原理については、「シーケンス」の章を参照
してください。

おなじみのSequence Editorの他、左側のワークスペースにイベントのツリーダイヤグラムが表示されます。選択し
たイベントに応じて、関連するシーケンスが表示されます。
わかりやすくするために、イベントリストは、下記で説明するグループ別になっています。
シーケンスコードがまだ割り当てられていないイベントはグレーの字体で表示されます。
imc FAMOSのメインウィンドウの出力ボックスに、現在選択されているイベントについての簡単なヘルプテキストが
示されます。

11.2.2.1  ★General
測定の選択により、およびパネルの開始/終了時にトリガされるイベント。
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11.2.2.1.1  Init(ialization)
このイベントは、パネルの作成が終了するとトリガされます。ただし、パネルはまだ表示されません。
ここでは、変数を作成し、初期設定します。

注

初期設定が行われるのは、初回ロード時だけです。設計モードの終了時には、初期設定は行われません。
初期設定の変更を有効にするには、コードをシーケンスとして実行します。

例:
パネルに、フィルタ遮断周波数を入力するための2つのテキスト入力要素があり、変数「Freq_Min」および
「Freq_Max」とリンクしています。[フィルタ!]ボタンを押すと、最初に選択したチャンネルと最初に選択した測定が
それに応じてフィルタされます。パネルを閉じると、不要な変数が削除されます。
General
Initialization
;変数およびそれに関連する入力ボックスの初期設定
Freq_Min = 100
Freq_Max = 1000

End
DELETE Freq_*
DELETE Filtered
END

Buttons
Btn_Filter
TxVarName = SelBuildVarName(1, 1, 0)
IF TxVarName <> ""
Filtered = FiltBP(<TxVarName>, 0, 0, 2, Freq_Min, Freq_Max)
END

11.2.2.1.2  End
このイベントは、パネルが閉じられるとトリガされます。
たとえば、不要になった変数を削除できます。
備考: パネルが設計モードの場合、イベントはトリガされません。
例: 「Init(ialization)」セクションを参照してください。
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11.2.2.1.3  Measurement available
このイベントは、新しい測定が作成された場合、または既存の測定に新しいチャンネルが追加された場合にトリ
ガされます。また、すでにロードされている各測定に対してパネルをロードした場合にもトリガされます。

パラメータ 定義

PA1: 測定名[TX]。

PA2: 0: パネルが開いている状態で、新たに測定が生成されました。
1: パネルが開いている状態で、既存の測定に新しいチャンネルが追加されました。
2: 既存の各測定に対しパネルをロードした後にトリガされます。

備考: パネルが設計モードの場合、イベントはトリガされません。

例:
新しい測定が作成されると、「speed」という名前のチャンネルが含まれているかどうかがチェックされます。含まれ
ていれば、チャンネルの最大値が求められ、別のカーブウィンドウに表示されます。
General
 Measurement available
 TxVarName = SelBuildVarName(PA1, "speed", 0)
 IF TxVarName <> ""
  MaxSpeed = max( <TxVarName> )
  SHOW MaxSpeed
 END

11.2.2.1.4  Data selection changed
このイベントは、File Browser (測定)の測定リストまたはチャンネルリストの選択が変更された場合にトリガされま
す。

パラメータ 定義

PA1: 1: チャンネルリストの選択が変更されました。
2: 測定リストの選択が変更されました。
3: 両方のリストの選択が変更されました。

備考: パネルが設計モードの場合、イベントはトリガされません。
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例:
File Browser (測定)のデータ選択をユーザが変更した場合、選択された測定#1にチャンネル「Voltage」および
「Current」が含まれるかどうかチェックされます。含まれていれば、電力が計算され、別のカーブウィンドウに表示
されます。
General
 Data selection changed
 IF PA1 > 1
 TxUName = SelBuildVarName(1, "Voltage", 0)
 TxIName = SelBuildVarName(1, "Current", 0)
 ; オプション0: 変数が存在しない場合は、空のテキスト!
 IF (TxUName <> "") AND (TxIName <> "")
 Power = <TxUName> * <TxIName>
 Show Power
 END
 END

11.2.2.2  Button
このイベントは、関連付けられているボタンをユーザが押したときにトリガされます。
例: 「初期設定」の章を参照してください。

パラメータ 定義

PA1: ボタンの名前。

11.2.2.3  Lists
このイベントはウィジェットのリストボックス(単一選択および複数選択)とドロップリストに使用で
きます。

11.2.2.3.1  Selected
ユーザがいずれかのパネルウィジェット(リスト)項目を選択しました。
適用対象: リストボックス、ドロップリスト 

パラメータ 定義

PA1: パネルウィジェットの名前。

PA2: 単一選択のリストの場合: 現在選択されているサブ要素(リスト項目)のインデックス。要素が
選択されていない場合は0。複数選択のリストの場合は、必ず0。
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例1
ボタンを押すと、(複数選択)リストフィールドで選択されている項目が評価されます。1つ以上の項目が選択され
ている場合に限り、ボタンが有効になります。このため、「Selected」イベントで選択されている項目の数がチェッ
クされます。
Listbox1
 Selected
 Count = PnGetSelectedItemCount(PA1)
 PnEnable("Button1", Count > 0)

例 2
(単一選択)リストボックスに、ファイル名のリストが含まれます。別のラベルウィジェットで、現在選択されているファ
イル名に属するサイズと作成日が表示されます。
Listbox2
 Selected
 FileName$ = PnGetItemText( PA1, PA2)
 Time = FsGetFileTime(FileName$)
 Size = FsGetFileSize(FileName$)
 TxFileInfo = TForm(Size,"") + " Bytes " + ZeitInText(Time, 0)
 PnSetText("Status", TxFileInfo)

11.2.2.3.2  Double-clicked
ユーザがパネルウィジェットをダブルクリックしました。
適用対象: リストボックス

パラメータ 定義

PA1: ウィジェットの名前。

PA2: クリックされたサブ要素(リスト項目)のインデックス。

例1
imc FAMOSフォーマットの測定値ファイルの名前のリストから、ダブルクリックして項目を選択し、それに対応する
ファイルを開きます。
Listbox1
 Double-clicked
 FileName$ = PnGetItemText(PA1, PA2)
 fh = FileOpenDSF( FileName$,0)
 IF fh > 0
 ;...
 FileClose(fh)
 END
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11.2.2.4  Page
このイベントは、関連付けられているページが有効になるとトリガされます。

ページを有効にするイベントを検出するために、以下の条件を満たしている必要があります。
· パネルページの設計時に有効にしておく必要があります(プロパティ:
「Page activated」イベントを「アクティブ」に設定)。

このイベントを使用して、個々のページについて初期設定を行うことができます。以下の場合にイベントがトリガ
されます。
· パネルをロードした後(初期状態で表示されているページの場合)。

· 関連付けられているタブをクリックするなどして、アクティブなページをユーザが変更した場合。
· PnSetActivePage()またはPnInsertPage()コマンドの実行時(アクティブなページが変更される場合)。

備考: パネルが設計モードの場合、イベントはトリガされません。

例:
2ページからなるパネルにおいて、最初のページは解析用の各種パラメータを入力するためのもので、使用可能
なすべての変数を示すドロップリストの他、「Freq_Min」変数および「Freq_Max」変数とリンクし、フィルタ遮断
周波数を入力するための2つのテキスト入力ウィジェットなどが含まれます。変数を選択し、フィルタパラメータを
設定して、2番目のページに進むと、結果が表示されます。2番目のページへは、ページのタブまたは最初のペー
ジで[次へ]ボタンをクリックすることで、移動できます。2番目のページが有効になると同時に、自動的に計算が
開始されます。
イベントシーケンス「Panel Initialization」
;変数および関連する入力ボックスの初期設定
Freq_Min = 100
Freq_Max = 1000
;使用可能な変数をドロップリストに設定します
count = VarGetInit(2)
FOR i = 1 TO count
 PnInsertItem( "ListVarNames", 0, VarGetName?(i), 0)
END
最初のパネルページの[次へ]ボタンに属するイベントシーケンス「Button pressed」
PnSetActivePage(2)
2番目のパネルページに属するイベントシーケンス「Page activated」
;選択された変数のフィルタリングを含め、計算を行います
iSel = PnGetSelectedItem( "Page1.ListVarNames")
TxVarName = PnGetItemText( "Page1.ListVarNames", iSel)
Filtered = FiltBP(<TxVarName>, 0, 0, 2, Freq_Min, Freq_Max)
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11.2.2.5  Timer
このイベントは、パネルページに割り当てられているタイマの指定時間が経過すると発生しま
す。

タイマイベントを検出するために、以下の条件を満たしている必要があります。
· パネルページの設計段階でタイマが有効になっている必要があります
(「Timer」プロパティを「アクティブ」に設定)。

· タイマがすでに動作している必要があります(PnSetTimer関数)。この関数
で、必要な時間間隔も入力します。たとえば、パネルを開いたときに(イベ
ントシーケンス「Initialize Panel」の呼び出し)自動的にタイマを動作させる
ことができます。または、ユーザがボタンをクリックすることで、手動でタイマを
動作させることもできます(イベントシーケンス「Button pressed」)。

パネルが設計モードの場合、イベントは発生しません。
imc FAMOSは、設定されている時間をできるだけ守りますが、指定されている通りのクロックレートでイベントがト
リガされることを保証することはできません。オペレーティングシステムまたはimc FAMOSが他のタスクでビジーの場
合、タイマイベントの生成が予測不能な遅延を受ける可能性があります。特に、イベントシーケンス「Timer」
は、imc FAMOSが現在他のシーケンスを実行していない(または他のシーケンスを実行しなくなった)場合に限り
実行できます。別のシーケンスの実行中にTimerイベントが発生した場合、imc FAMOSが現在のシーケンスの
実行を完了した時点で、Timerに割り当てられているイベントシーケンスが一度だけ実行されます。
そのため、時間のかかるルーチンを1つのTimerイベントシーケンス内で実行しないようプログラミングする必要があ
ることは明白です。たとえば、関連するイベントシーケンスの実行に1s以上時間がかかる場合に、クロックレート
が1sのタイマを実現することはほとんど不可能です。

例:
パネルページで、前のデータセット「speed」の測定をシミュレーションし、データセットの成長をカーブウィンドウに表
示します。カーブウィンドウと一緒に、シミュレーションを開始/停止するためのボタンもページに設定し、ボタンキャ
プションは「Start」と「Stop」を交互に切り替えます。
カーブウィンドウに一時ファイル「Speed_Sim」が表示され、このファイルにオリジナルのデータセットのそれぞれの値
が周期的に追加されていきます(タイマによって制御)。
イベントシーケンス「Initialize Panel」
SimIsRunning = 0
Speed_Sim = Empty
[開始/停止]ボタンに属するイベントシーケンス「Pressed」
IF NOT(SimIsRunning)
 ; 開始
 Speed_Sim = Empty
 PnSetTimer(1, 0.5) ; 間隔を500msに更新
 SimIsRunning = 1
 PnSetText( "Button1", "Stop")
ELSE
 ; 停止
 PnSetTimer(1, 0)
 SimIsRunning = 0
 PnSetText( "Button1", "Start")
END

イベントシーケンス「Timer」
ori_len= leng?(Speed)
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next_index= leng?(Speed_Sim)+1
IF next_index <= ori_len
  ; 0.5sごとに新しい値を5つ追加...
 Speed_Sim = Join( Speed_Sim, GrenIndex( Speed, next_index,
LowerValue( next_index+5, ori_len)))
ELSE
 ; 完了、タイマを停止...
 PnSetTimer( 1, 0)
 SimIsRunning = 0
 PnSetText( "Button1", "Start")
END
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11.3  ツールボックス
 *** ツールボックスはデザインモードでのみ表示されます。ツール
ボックスには、データ表示用の各種ツール、ラベリング用ツール、
およびimc FAMOSシーケンス(変数)とのやり取りに使用するツー
ルが含まれています。

ウィジェットの追加
ウィジェットを最も簡単に追加するには、ドラッグアンドドロップでウィジェットをツールボックスからページに移動しま
す。マウスの左ボタンから指を離すと、ウィジェットがデフォルトサイズで作成され、選択されます。このサイズと位置
は後から調整できます。

ウィジェットのコピー
ページ上に配置したウィジェットは簡単な方法でコピーできます。
コピーしたいウィジェットをクリックします。ウィジェットが選択状態になります。Ctrlキーを押したままにします。ここで
ウィジェットのコピーをドラッグアンドドロップでページに配置します。
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ウィジェットのプロパティ
ウィジェットのタイプによっては、大量のプロパティを設定できます。標準ビューの右下にある[プロパティ]ウィンドウを
使用します。
以下のテーブルに、どのプロパティカテゴリがどのウィジェットに関連付けられているかを示します。

全般 レイアウト 外観 データバイン
ディング テキスト 構造 動作 ツールバー タイムライン

ラベル X X X X X

イメージ X X X

テーブル X X X X X X X

線 X X X

スイッチ X X X

押しボタン X X

編集ボックス(単一) X X X X

編集ボックス(複数) X X X

リストボックス(単一) X X X X X

リストボックス(複数) X X X X X

ドロップリスト X X X X X

コンボボックス X X X X X

CCV File Selector X X X X X

ビデオプレーヤ X X X X X X X

動作 -プリント/エクスポート
一部のウィジェットは、プリントまたはグラフィックエクスポートの目的で、非表示に切り替えることができます。[ウィ
ジェットのプロパティ] > [動作] > [プリント/エクスポート] : [はい] / [いいえ]

[デザインモード]でのテキスト入力 ***
ラベル、入力ボックス(単一行)、入力ボックス(複数行)、ボタン、テーブルセルに適用します。
これらのウィジェットのテキストは、[プロパティ]ウィンドウで入力できるだけでなく、特定のウィジェットをダブルクリック
しても入力できます。ダブルクリックすると入力フィールドがオーバラップして開きますので、ここで必要なテキストを
入力できます。入力フィールドを閉じるには、Alt+Enterキーの組み合わせを使用するか、入力フィールドの外を
クリックします。

ポインタ
ポインタは、厳密にいうとツールではありません。ポインタを使用すると、1つまたは複数のウィジェットをクリックする
だけで選択できます。複数のウィジェットを選択するには、「選択時に使用するキーの組み合わせ」というテーブ
ルで述べたとおり、キーボードも使う必要があります。***ウィジェットは、マウスポインタをドラッグして矩形領域を
キャプチャしても選択できます。この矩形領域の中のすべてのウィジェットが選択されます。
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11.3.1  カーブウィンドウ

カーブウィンドウツールボックス

このツールボックスには、カーブウィンドウのさまざまな表示スタイルが含まれて
います。これらのオプションの使用に関する詳細については、カーブウィンドウ
のドキュメントを参照してください。 ***

11.3.2  標準

標準ウィジェット用の
ツールボックス

これらのオプションを使用して、レポートにテキスト、写真、およびインタラク
ティブなウィジェット(ボタン、入力ボックス、スライダ、日時、ビデオ)を追加
できます。
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11.3.2.1  ラベル
 ***「クイックスタート」で述べたとおり、永続的なテキストだけでなく、このパネル([データバインディング])に関連
するimc FAMOSシーケンスの変数の内容も表示されます。

ラベル例( )

永続的なテキストをラベルに割り当てる(この例では「Temp.(°C)」)と、データバインディングをimc FAMOS変数とと
もに設定する場合に、このテキストも表示されます。この手順によって、割り当てられたテキストと変数から生成さ
れたテキストがリンクされます。 
上の例では、変数の値が「450」の場合、ラベルの表示は以下のようになります。
Temp.(°C): 450
値の後にテキストを追加入力するには、プレースホルダを使用します。 ***
例: テキスト「Temp1: 450 °C」を表示します。
変数の値に対応するプレースホルダは<VAR.VALUE>です。この場合に入力するテキストは、以下になります。
"Temp.1 <VAR.VALUE> °C" 
変数の単位を適用する場合、入力するテキストは以下になります。
"Temp.1 <VAR.VALUE> <VAR.UNIT>" 
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11.3.2.2  イメージ
グラフィック統合の場合。

イメージ例( )
このウィジェットを使用して、写真を表示できます。このためには、[外観] > [イメージ] (上図のハイライト部分)の
下にある[プロパティ]ウィンドウで、写真を含むファイルを選択します。さまざまなグラフィックフォーマットのファイルを
表示できます。写真はさまざまな方法で拡大/縮小することもできます。
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11.3.2.3  押しボタン
典型的なボタン:

通常のボタン例( )
ボタンを作成すると、関連付けしたイベントがimc FAMOSのメインウィンドウで利用可能になります。したがって、
ボタンのクリックに反応するようにシーケンスを設計できます。
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詳細および例については、図に示すとおり、imc FAMOSのメインウィンドウのヘルプウィンドウを参照してください。
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11.3.2.4  スイッチ
スイッチは2つの状態のいずれかとなります。たとえば、変数とリンクされた状態であれば、ユーザはシーケンス内の
式が適用されるかどうかを決定できます。

スイッチ例( )
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11.3.2.5  編集ボックス(単一行)

入力ボックス単一行 とデータバインディング( )
データバインディングを使用して、単一行の編集ボックスとimc FAMOS変数をリンクできます。 ***変数は、常に
入力ボックスの現在の内容を反映します。内容の変更を反映するイベントはありません。

· リンクされた変数の値が変更になると、イベント「変更済み」がトリガされます。
· ブランチが表示されるのは、データリンクが存在する場合のみです。
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11.3.2.6  編集ボックス(複数行)
複数行テキストの表示と入力を行うウィジェットです。

入力ボックス複数行( )
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11.3.2.9  ビデオプレーヤ
ビデオプレーヤコントロールを使用すると、ビデオファイルを再生できます。また、カーブウィンドウとビデオプレーヤ間
のリンクにおいて、関連のビデオとともに測定データを同期表示することもできます。
さらに、ビデオプレーヤの複数のインスタンスを1つのパネルに表示することもできます。これらの機能は、ソフトウェ
アとともにインストールされているサンプルプロジェクト「PanelVideo-Demo」で実際に見ることができます。

リンクされているカーブウィンドウを表示したビデオプレーヤ重ね合わせ表示( )

データリンキングを使用して、ビデオプレーヤコントロールをimc FAMOS変数(タイプ: ビデオ参照)とリンクすることが
できます。 *** ***この場合、変数に対するリンクが常に表示されます。象徴的な変数名(... @ Measurement
#)を使用することによって、測定データファイルの表示の場合と同様に、各種ビデオファイル間の表示を容易かつ
柔軟に移動できます。
シーケンスを使用してビデオプレーヤを制御する目的で、対応する機能ライブラリ(ビデオキット)が利用できます。
これはビデオプレーヤプラグインのコンポーネントであり、システムパッケージおよびimc FAMOS Professional以上
に含まれています。 *** 
VideoPlayerプラグインは、Windows Media Playerで再生可能な、すべてのフォーマットを再生できます。サ
ポートされていないフォーマットがある場合、該当するDirectShow対応のコーデックをインストールすることにより、
後から提供されます。
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11.3.2.9.1  操作
ビデオプレーヤは、ビデオの下端にあるツールバーを使用して操作します。個々のボタンと表示ウィジェットを表示
するかどうかは、パネル設計時に指定できます。

タイムライン: ビデオ内の現在位置を表示します。時間バーの上にマウスを移動すると、左右2つの矢印(クリッ
クすると、それぞれの方向にビデオが1フレームずつ移動します)と、スライダボタン(マウスでドラッグして任意の方
向に移動できます)が表示されます。

ビデオファイルをロード。このボタンをクリックすると、ダイアログが呼び出されます。このダイアログを
使用して、任意のファイルを選択できます。
ビデオをクリック。 
ビデオを再生(最初から)
再生を中断(一時停止)
再生を再開(現在位置から) 
再生を停止、およびビデオを先頭に配置
他のビデオまたはカーブウィンドウとのxリンクの設定(同期再生) *** 
カーブウィンドウとのxリンクの同期
[ビデオプロパティ]ダイアログを呼び出し ***
音声のオン/オフ
現在の再生速度を、元の記録速度のパーセントで表示します。クリックすると、ダイアログが有
効になり、変更が可能になります。
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現在のフレーム番号(全フレーム数の#番目)を表示します。クリックすると、ダイアログが開きま
す。このダイアログを使用すると、任意のフレーム番号にスキップできます。

ボタン を使用すると、現在の設定が適用されます。この場合、ダイアログを閉じる必要はあり
ません。
現在のビデオ時間を表示します。ファイル開始からの相対時間(秒単位)か、日付/絶対時間と
して表示されます。クリックすると、ダイアログが開きます。このダイアログを使用すると、ビデオ内の
さまざまな時間にスキップできます。

11.3.2.9.2  構成
構成は、[プロパティ]ツールウィンドウを使ってデザインモードで実行します。 

名前: ウィジェットの名前。キット関数を使用したリモ
ートコントロール時にのみ必要です。
ビデオファイル: 永続的に割り当てられたビデオファイ
ルの名前。
拡張ディレクトリパス: 現在表示されているビデオファ
イル。適用可能なデータバインディング(テキスト変数
の内容、またはビデオ参照)が考慮されます。
変数名: リンクされた変数(タイプ: テキスト/ビデオ参
照)。測定リストまたはチャンネルリストから、リンクする
変数をドラッグアンドドロップで設定することもできま
す。
再生速度: 元の記録速度のパーセントで表されま
す。ツールバーを使って、実行時の編集も可能です。
音声: 音声のオン/オフ。ツールバーで編集することも
できます。
ツールバー: ツールバーの構成。表示=自動は、マウ
スを対応する位置の上に移動した場合にのみツール
バーが表示されることを意味します。[ツールバーのカス
タマイズ]を選択すると、ダイアログが呼び出されます。
このダイアログで、各ツールバー項目の可視性および
調整性を個別に設定できます。

タイムライン/スケーリング: 「秒単位の相対時間」または「日付/時間」のモードでビデオを表示するかどうかが
設定されます。影響を受けるのは、現在のビデオ位置の表示と既存のxリンクです。
記録のオフセット/速度/開始時刻: ビデオの時間軸を構成します。ビデオにカーブウィンドウなどとのxリンクが
ある場合にのみ、再生を同期するのにこれらの設定が必要になります。[自動]を選択する場合、ビデオの元の
値が使用されます。 「ビデオプロパティ」も参照してください。



ツールボックス 355

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

11.3.2.9.3  ビデオプロパティ
ビデオに関する一般的な情報に加え、フレームレート、最初のフレームのオフセット(秒単位)、ビデオの
絶対開始時間を表示および調整するための入力ボックスが提供されます。 

これらの要素はビデオの時間軸を決定するものであり(測定データのトリガ時間、プリトリガ、サンプリングレートと
同様)、カーブウィンドウとのxリンクを使用してビデオを測定データと同期して表示する場合に、特に興味深いも
のになります。
ほとんどのビデオフォーマットにおいて、唯一のパラメータはフレームレートであり、ビデオの開始時刻はビデオのファ
イル時間に対応します。この場合、実際の測定とは別にビデオの記録が開始すると、過去に遡ってビデオを測
定に同期できます。このためには、オフセットまたは開始時刻を調節します。

まれに、フレームレートの適用が必要な場合があります。ビデオファイルに記録されたフレームレートが正しくなかっ
たり(たとえば、高速なビデオの場合、標準のプレーヤでも正しく再生できるように、大幅に低い速度が指定され
ます)、あるいは、長期間に渡る測定において適切な同期を確保する目的に対して、正確性が不十分なことが
あります。

OK
行われた設定を適用し、ダイアログを閉じます。デフォルトでは、設定はファイルに記録されます。このファイルの
名前はビデオファイルと同じものになりますが、ファイルの拡張子は「.ivi」となります。
ビデオプラグインを使用してimc STUDIOで生成されたビデオファイルは、特殊なケースです。ここで、時間軸に必
要なパラメータが直接決定され、ビデオフォーマットに応じて、ビデオファイルのヘッダまたは並行して保存された
*.iviファイルのいずれかに直接入力されます。前者の場合、ここで行われた変更はビデオファイル自体にも直接
入力されます。

リセット
元のデフォルト値にリセットします。
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注記
· ここで行った設定は、対応するビデオプレーヤのプロパティが「自動」に設定されている場合にのみ有効になり
ます。「自動」に設定されていない場合は、ビデオプレーヤの設定が優先されます。
· ビデオデータと測定データを同期するために、同期ポイントを手動でグラフィック選択することにより、必要な
パラメータを半自動で設定することもできます。「同期再生(xリンク)」を参照してください。 ***

11.3.2.9.4  同期再生(xリンク)
異なるビデオプレーヤまたはカーブウィンドウでxリンクを設定するために、ドラッグアンドドロップを使って、リン
クするウィジェット()上にこのボタンをドラッグします。

カーブウィンドウを操作しながら、このようなリンクを確立することもできます。対応するカーブウィンドウのメニュー項
目は[接続(X)]で、[編集]/[移動]メニュー内にあります。現在表示されているビデオフレームに対応する測定デ
ータの位置が、縦線で示されます。現在のビデオ位置を変更する(たとえば「再生」または任意のフレームへのス
キップを使用するか、カーブウィンドウの位置を変更(縦線を移動)できます。それに伴い、他のそれぞれのウィ
ジェットがその動きに追従します。

測定データとビデオの両方を正確に同期して再生するには、多くの場合、ビデオの時間軸を適用する必要があ
ります。 

このために、[ビデオプロパティ]ダイアログか左側に表示されるボタンのいずれかを使用して、アシスタントを
起動できます。このアシスタントを使用して、必要なパラメータがほぼ自動で設定されます。単純にアシス
タントの指示に従います。
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ビデオがまだリンクされていない場合は、まず、リンクす
るカーブウィンドウを選択するよう促されます。次に、
重要な位置までビデオをナビゲートします。この位置
は、カーブウィンドウ内の測定データでの位置によって
一意に識別できます。この位置は、測定カーソルを
使用してマークできます。

このようにして、ビデオと測定データ間の時間オフセットが定義済みになります。また、ビデオのフレームレートを調
整する必要がある場合は、2番目の同期ポイントの手順を繰り返します。「ビデオプロパティ」で説明したとおり、
オフセット/開始時刻とフレームレートの算出値が表示され、永続的に記録されます。 ***

11.3.3  テーブルとリスト
11.3.3.1  テーブル
テーブルオブジェクトを使用すると、数列の表示およびテキストの構造化が容易になります。

テーブル例( )
テーブルの各セルにあるプロパティは、テキストオブジェクトと同じものです。内容、フォント、方向、フレーム、背景
などの属性は、各 セ ル で 個 別 に 定 義 で き ま す 。
さまざまな個々のセルの内容の他に、テーブルの顕著な特徴として大きさ、つまり、テーブルの列およびセルの数
が挙げられます。列の幅および行の高さは任意に設定できます。
列および行の数によって、セルの数が決まります。要素セルは、統合することで大きくなります。
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テーブルのセルをダブルクリックすると、テキスト(プロパティ[テキスト])を直接入力できます。
単一のセルを選択すると、[プロパティ]ウィンドウでデータバインディングを定義できます。 ***例については、「ク
イックスタート」および「ラベル」の章を参照してください。 *** ***

11.3.3.2  リストボックス(単一選択)
単一選択のリストボックスを使用することで、ユーザは利用可能な項目のリストから1
つの項目を正確に選択することができます。

設計時の注意:
プロパティ[リスト項目]は、ダイアログ起動時にリストに表示
する内容を定義します。プロパティ-エクスプローラをクリックす
ると、エディットボックスにアクセスできます。このボックスでは、
希望する最初の内容を入力します。

新しい行を追加するには、Enterキーを使用します。行われ
た変更を適用するには、Ctrl+Enterキーの組み合わせを使
用し、キャンセルするには、Escapeキー、またはエディットボッ
クスの下部にある該当のボタンを使用します。

プログラミング時の注意
イベント:
· [ダブルクリック]: 項目上でマウスをダブルクリックすると生成されます。
· [選択]: 現在の選択項目がユーザの操作(マウスのクリック、矢印キー)によって変更になると、生成されます。
パネルキットの重要な機能 ***:
· PnInsertItem、PnDeleteItem: 項目の挿入および削除
· PnFindItem: 項目を検索
· PnGetItemText、PnSetItemTex: 選択項目を取得および設定
· PnGetSelectedItem、PnSetItemSelection、PnIsItemSelected、PnSelectItem: 現在の選択項目のイン
デックスを取得または編集
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11.3.3.3  リストボックス(複数選択)
複数選択機能を備えたリストボックスを使用することで、ユーザは利用可能な項目のリ
ストから1つまたは複数の項目を選択することができます。

設計時の注意
リストに項目を作成する方法は、「リストボックス(単一選択)」の場合と同じです。***

操作時の注意
項目を現在の選択に追加する場合や、現在の選択から削除する場合は、Ctrlキーを押しながら項目をクリック
します。
一連の項目を選択するには、まず、その中の最初の項目をクリックし、次に、Shiftキーを押しながら最後の項目
をクリックします。あるいは、Shiftキーを押しながら矢印キーを操作して選択します。

プログラミング時の注意
イベント:
· [ダブルクリック]: 項目上でマウスをダブルクリックすると生成されます。
· [選択]: 現在の選択項目がユーザの操作(マウスのクリック、矢印キー)によって変更になると、生成されます。
パネルキットの重要な機能 ***:
· PnInsertItem、PnDeleteItem: 項目の挿入および削除
· PnFindItem: 項目を検索
· PnGetItemText、PnSetItemTex: 選択項目を取得および設定
· PnGetSelectedItem、PnSetItemSelection、PnIsItemSelected、PnSelectItem: 現在の選択項目のイン
デックスを取得または編集

11.3.3.4  ドロップリスト
リストボックスと似ています。ドロップリストを使用することで、ユーザは利用可能な項
目のリストから1つの項目を正確に選択することができます。

設計時の注意
リスト項目の作成は、「リストボックス(単一選択)」の場合と同様に行います。***
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プログラミング時の注意
イベント:
· [選択]: 現在の選択項目がユーザの操作(マウスのクリック、矢印キー)によって変更になると、生成されます。
パネルキットの重要な機能 ***:
· PnInsertItem: 項目の挿入および削除
· PnGetText: 選択項目を取得
· PnGetSelectedItem、PnSelectItem: 現在の選択項目のインデックスを取得または編集

11.3.3.5  コンボボックス
コンボボックスは、編集ボックスとドロップリストを組み合わせたものです。 

ユーザには複数の選択肢が提示されますが、自分で項目を作成することもできます。

設計時の注意
リスト項目の作成は、「リストボックス(単一選択)」の場合と同様に行います。***

プログラミング時の注意
イベント:
· ありません。
パネルキットの重要な機能 ***:
· PnInsertItem、PnDeleteItem: 項目の挿入および削除の場合

· PnSetText、PnGetText、PnSetValue、PnGetValue - 入力ボックスの内容を設定および取得。
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11.3.3.7  ★CCV File Selector
CCVファイルの選択により、以前に保存したさまざまなカーブ構成を切り替えてカーブウィンドウを表示することが
できます。プロパティで、コントロールをカーブウィンドウにリンクする必要があります。フォルダでCCVファイルの場所
を指定します。

例CCV File Selector ( )

注記
必要なすべての設定を行うには、カーブウィンドウとCCVファイル選択の両方を使用してすべてのウィ
ジェットを表示する必要があります。

11.3.4  形状

形状ツールボックス[ ]

[形状]ツールボックスでは、矩形、丸枠、円、楕円など、さまざまな
幾何学的形状が用意されています。線の太さと色は[プロパティ]で
設定します。
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11.3.4.1  線
線の両端にはさまざまな記号(矢印)が付きます。線の太さを数値(単位: mm)で入力します(例: 0.25、0.5、1な
ど)。

線例( )

11.3.4.2  グループボックス

つのスイッチがあるグループ2
ボックスのサンプル

わかりやすくするために、必要に応じてウィジェットをグループ内に配置することがで
きます。グループ化されたウィジェットはグループ内に固定されているわけではありま
せん。ウィジェットのグループを移動させるには、グループの上に選択フレームをド
ラッグし、こうして選択したすべてのオブジェクトをまとめて移動します。
塗りつぶしなど、グループのフレームの色および太さは[プロパティ]で設定できます。
フォントおよびフォントの色も同じです。
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11.4  データバインディング
ほとんどのウィジェットは変数に直接リンクすることができます。 
例: 
· ウィジェットのラベルを使用して、変数の現在の内容(読み取り専用)を表示できます。
· 入力ボックス(単一行)を使用すれば、変数の値をインタラクティブに設定(書き込み)できます。
· 変数は、テーブルの各セルに割り当てることができます。変数の値は、パネルの実行中に更新されます。

「結果」の後のテキストが変数「 」とリンクmyVar

以下のラベルの例に示すように、変数が[プロパティ]ウィン
ドウの[データバインディング]ブランチに表示されます。

同様に、入力ボックスに変数の名前を入力します。この値をパネル実行中に入力(編集)します。これにより、
imc FAMOSのシーケンス実行方法に影響が及びます。変数に値を割り当てるシーケンスの例については、「シー
ケンスの作成/パネルを開く」を参照してください。 *** 
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拡張変数名
固定された変数名ではなく、測定リストとチャンネルリストの現在の選択を参照することもできます。そのために、
入力フィールドの横にあるドロップダウン選択リストを使って拡張変数名を作成できます。

最初に選択した測定から固定チャンネル名を選択

最初に選択したチャンネルを測定番号 番から選択1

実行モードでの値入力
データバインディングを伴う[編集ボックス(単一行)]ウィジェットには、実行モードで値を割り当てることができます。
そのためには、ウィジェットをクリックし、キーボードを使って必要な値を入力します。クリックした後に入力フィール
ドがオーバラップして開きますので、ここで必要なテキストを入力できます。
Enterキーを押すと、束縛変数に値が引き継がれます。入力をキャンセルするには、Escapeキーを押します。その
後、ウィジェットが正常に表示されます。

11.4.1  プレースホルダ
プレースホルダとは、一つの特殊な形式のデータリンキングです。プレースホルダはあらかじめ定義された名前を
参照し、その値が以下のいずれかのコントロールで出力されます。
· ラベル
· テーブル
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あらかじめ定義された名前は以下のような構造になっています。
<ROOTOBJECT.PROPERTY>
プレースホルダのIDが<..>で囲まれます。
ROOTOBJECTは、以下のテーブルに示すいずれかの値を表します。
PAGE ページ固有の情報(ページ番号など)
PANEL パネル固有の情報(ページ番号、ファイル名など)
VAR リンクされている変数のプロパティ(値、単位など)
VARS["name"] VARと同様(ただし変数名が明示的に指定されます)
SYSTEM システム情報(現在時刻)
PROJECT プロジェクト情報(プロジェクト名)

データリンキング(VAR)はテーブルにリンクできません。
特に頻繁に使用されるプレースホルダには、追加の(短い)別名(PAGE、VALUE)が割り当てられます。
これらの名前は大文字と小文字が区別されません。
一部のプレースホルダでは、オプションのフォーマット規則をサポートしています。構文は以下のようになります。
<ROOTOBJECT.PROPERTY("FormatPattern")>
参照: 出力のフォーマット
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プレースホルダ名のテーブル

定義 フルネーム

ページ番号 PAGE.NUMBER (別名: PAGE)

ページ数 PANEL.PAGECOUNT

リンクされている変数の値 VAR.VALUE (別名: VALUE)
VARS["name"].VALUE

リンクされている変数のY単位 VAR.UNIT
VARS["name"].UNIT

リンクされている変数のY2単位 VAR.YUNIT2 
VARS["name"].YUNIT2

リンクされている変数のX単位 VAR.XUNIT
VARS["name"].XUNIT

リンクされている変数のZ単位 VAR.ZUNIT
VARS["name"].ZUNIT

ユーザ定義プロパティの内容 VAR.PROPS["propname]
VARS["name"].PROPS["propname"]

現在の日付 SYSTEM.DATE

現在の時刻 SYSTEM.TIME

プロジェクトパス PROJECT.PATH

プロジェクト名 PROJECT.NAME
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ユーザ定義プロパティに対応するプレースホルダの例
変数<sintest1>とユーザ定義プロパティ:

変数「sintest1」にリンクしている複数行入力ボックスの定義

出力:
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11.4.2  出力のフォーマット
一部のプレースホルダでは、出力のフォーマットを規定する追加のフォーマット規則をサポートしています。

構文: 
 <ROOTOBJECT.PROPERTY("FormatMuster")>

フォーマットのパターン(以下参照)は、出力する内容の種類によって異なります。
数値のフォーマット、 日付/時間のフォーマット

数値のフォーマット
変数の内容またはプロパティの内容が数値の場合、以下のプレースホルダでサポートされます。
 VAR.VALUE
 VARS["name"].VALUE
 VAR.PROPS["userpropname"]
 VARS["name"].PROPS["userpropname"]

デフォルトパターン。名称には精度レベルを示す番号が付加されます。
記述名 名前 説明 例

"E"または"e" 指数 指数表記。オプションの精度パラメータが10
進数字の桁数を示します(デフォルト: 6)。

1052.0329112756
 "E" -> 1.052033E+003
 "e2"-> 1.05e+003

"F"または"f" 固定小数点 固定小数点表記。オプションの精度パラメ
ータが10進数字の桁数を示します。

1234.567 
 "F" -> 1234.57
 "F4" -> 1234.5600

"G"または"g" 全般
最もコンパクトな固定小数点表記または
指数表記です。オプションの精度パラメータ
が有効数字の桁数を示します。

123.456 
 "G4" -> 123.5
-1.234567890e-25 
 "G" -> -1.23456789E-25

"D"または"d" 10進値

<VAR.VALUE>およびデータリンク =
"Integer"の場合のみ
整数。オプションの精度パラメータが10進数
字の最小桁数を示します。

1234 
 "D" -> 1234
-1234 
 "D6" -> -001234

"X"または"x" 16進値

<VAR.VALUE>およびデータリンク =
"Integer"の場合のみ
16進数字列。オプション精度パラメータが、
結果として生成される文字列の桁数を示
します。

255 
 "X" -> FF
 "x4" -> 00ff
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デフォルトパターンの例: 
リンクされている変数の値: 1234.567

プレースホルダ 出力

<VAR.VALUE> 1234.57

<VAR.VALUE("e2")> 1.23e+003

<VAR.VALUE("f0")> 1235

<VAR.VALUE("f2")> 1234.57

<VAR.VALUE("g7")> 1234.567

組み合わせ自由なユーザ定義パターン:
記述名 名前 説明 例

"0" ゼロプレースホ
ルダ

それぞれの"0"を小数位に適した実際の
任意の番号で置き換えます。置き換え
ない場合は、結果として生成される文字
列に0が表示されます。

1234.5678
 "00000" -> 01235
0.45678
 "0.00" -> 0.46

"#" 桁プレースホル
ダ

それぞれの番号記号文字を、桁位置に
適した実際の任意の番号で置き換えま
す。置き換えない場合は、対応する位
置の文字列に番号が表示されません。

1234.5678 
 "#####" -> 1235
0.45678 
 "#.##"-> .46

"." 小数点記号 結果として生成される文字列において、
小数点記号の位置を決定します。

0.45678
 "0.00" -> 0.46

"E0"
"E+0"
"E-0"
"e0"
"e+0"
"e-0"

指数表記

後ろにゼロ(0)が1つ以上付く場合、指数
表記で結果をフォーマットします。綴りの
大文字/小文字(「E」または「e」)によっ
て、結果文字列に指数の記号がどのよ
うに表示されるかが決まります。文字「E」
または「e」に続くゼロの数によって、指数
の最小桁数が決まります。プラス記号(+)
は、指数の前に常に記号が付くことを示
します。マイナス記号(-)は、マイナスの指
数の前にのみ記号が付くことを示しま
す。 

987654 
 "#0.0e0" -> 98.8e4
1503.92311
 "0.0##e+00" -> 1.504e+03
1.8901385E-16 
 "0.0e+00" -> 1.9e-16
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ユーザ定義パターンの例: 
リンクされている変数の値: 1234.567

プレースホルダ 出力

<VAR.VALUE("#")> 1235

<VAR.VALUE("00000.0")> 01234.6

<VAR.VALUE("#####.#")> 1234.6

<VAR.VALUE("#.#E+000")> 1.2E+003

日付/時間のフォーマット
日付/時間の一部のプレースホルダでは、出力のフォーマットを規定する追加のフォーマット規則をサポートして
います。

構文: 
 <ROOTOBJECT.PROPERTY("FormatMuster")>

以下のプレースホルダでサポートされます。
 SYSTEM.DATE
 SYSTEM.TIME

日付/時間のデフォルト

パターン 意味 例

d 短文式の日付
(日付のデフォルト)

12.10.2011

D 長文式の日付 Wednesday, October 12th, 2011

f 長文式の日付+時間 Wednesday, October 12th, 2011, 13:32

F 長文式の日付+長文式の時間 Wednesday, October 12th, 2011, 13:32:38

g 短文式の日付+時間 12.10.2011 12:32

G 短文式の日付+長文式の時間 12.10.2011 12:32:38

t 短文式の時間
(時間のデフォルト)

12:32

T 長文式の時間 12:32:38
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デフォルトパターンの例:

プレースホルダ 出力

<SYSTEM.DATE("D")> Wednesday, October 12th, 2011

<SYSTEM.DATE("F")> Wednesday, October 12th, 2011, 13:32:38

<SYSTEM.TIME> 12:32 

<SYSTEM.DATE> 12.10.2011 

<SYSTEM.TIME("T")> 12:32:38

日付/時間のユーザ定義パターン(組み合わせ自由):
パターン 意味

d、%d 日付。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他のフォーマットパター
ンと組み合わせない場合は、「%d」を使用します。 

dd 日付。1桁のステートメントに先頭の0があります。 
ddd 曜日の短縮名。
dddd 曜日の完全な名前。

f、%f 小数点第1位までの精度を持つ秒の小数部。残りの桁は切り捨てられます。フォーマットパター
ンを他のフォーマットパターンと組み合わせない場合は、「%f」を使用します。 

ff 小数点第2位までの精度を持つ秒の小数部。残りの桁は切り捨てられます。 
fff 小数点第3位までの精度を持つ秒の小数部。残りの桁は切り捨てられます。 

h、%h 時間(12時間表記)。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他の
フォーマットパターンと組み合わせない場合は、「%h」を使用します。 

hh 時間(12時間表記)。1桁のステートメントに先頭の0があります。 

H、%H 時間(24時間表記)。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他の
フォーマットパターンと組み合わせない場合は、「%H」を使用します。 

HH 時間(24時間表記)。1桁のステートメントに先頭の0があります。 

m、%m 分。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他のフォーマットパターンと
組み合わせない場合は、「%m」を使用します。 

mm 分。1桁のステートメントに先頭の0があります。 

M、%M 月の数字表記。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他のフォー
マットパターンと組み合わせない場合は、「%M」を使用します。 

MM 月の数字表記。1桁のステートメントに先頭の0があります。 
MMM 月の短縮名。

MMMM 月の完全な名前。

s、%s 秒。1桁のステートメントに先頭の0がありません。フォーマットパターンを他のフォーマットパターンと
組み合わせない場合は、「%s」を使用します。 

ss 秒。1桁のステートメントに先頭の0がありません。 
tt 午前/午後を示します。 
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パターン 意味

yy 年(西暦の下2桁)。年のステートメントが10未満の場合、表示される年の先頭にゼロが付きま
す。 

yyyy 4桁または5桁の西暦(使用されているカレンダによって異なります)。 
 : 時間のステートメントに使用するデフォルトの区切り記号。 
 / 時間のステートメントに使用するデフォルトの区切り記号。 

ユーザ定義パターンの例: 

プレースホルダ 出力

<SYSTEM.DATE("MMMM, dd")> October, 10

<SYSTEM.DATE("%M")> 10

<SYSTEM.TIME("HH:mm:ss,fff")> 12:32:38,211
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11.5  チュートリアル: パネルの作成
以降のセクションで、パネル作成の簡単な例を示します。

11.5.1  パネルページの追加
 *** *** ***パネル領域のコンテキストメニューまたはメニュー項目[新規ページの挿入]を使用して、[レポート(横
長)]のフォーマットでパネルを追加します。
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11.5.2  データのロード

フォルダの全ファイルのロード:
</image> <image

src="dbr_filelist_opendir.png"
scale="100.00%" styleclass="Image

Caption">
フォルダ名の左側にある矢印記号を

クリック

ここでは、imc FAMOSがインストールされたフォルダ(一般には「C:
\Program Files\imc」)をファイルリスト内で検索します。たとえば、サ
ブフォルダ「Projects\DataBrowser-Demo」を開き、フォルダ「106」の
横にある青色の矢印をクリックします。

このようにして、フォルダ「106」に含まれているすべてのチャンネルがロ
ードされます。図に示すとおり、測定には自動的に番号1が割り当て
られ、最初のチャンネルにも番号1が割り当てられます。
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11.5.3  ページへのチャンネルのドラッグ

チャンネルリストからのドラッグアンドドロップ
ここでは、番号のボックス(青色の背景の番号1)をチャンネルリストからページにドラッグアンドドロップします。この
図では、フォーム「Channel #1 @ Measurement #1」のチャンネル名が生成されています。チャンネルの指示子
である「Level」によってチャンネルをドラッグアンドドロップすると、異なる結果が得られます。

ドロップ後、カーブウィンドウのウィ
ジェットを含むコンテキストメニュー

が表示される

ドラッグ後にマウスから指を離すと、カーブウィンドウの表示スタイルを選択す
るためのコンテキストメニューが表示されます。[標準]を選択します。
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11.5.4  カーブウィンドウ
ご覧のように、「Channel #1 @ Measurement #1」の代わりに、割り当て済みのチャンネル「Level @ 104」が表
示されます。

11.5.5  他のチャンネルの選択
ここでは、チャンネル「Tacho」をクリックします。そうすると、カーブウィンドウに「Tacho @ 104」が表示されます
(下図に示すように名前をクリックします。付番列はクリックしません)。

カーブウィンドウに表示された-> Tacho@104
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ここでは、チャンネル「Temperature」をクリックします。そうすると、カーブウィンドウに「Temperature @ 104」が表
示されます。

カーブウィンドウに表示された-> Temperature@104
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11.5.6  ラベルの追加/変数のリンク
ここでは、カーブウィンドウの下にラベルを追加します。そのためには、[標準]ツールボックスにあるラベルをカーブウィ
ンドウの下にドラッグします。

· [プロパティ]ページに移動し、プロパティの
[テキスト]を「Value=」にします。

· 次に、ウィジェットを変数「myVar」にリン
クします。
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11.5.7  シーケンスの作成/パネルのロード

メインウィンドウFAMOS
パネル「初期化」のシーケンス

次に、[パネル1 [コード]]タブを開きま
す。
イベント「初期化」に対して表示され
たサンプルコードをシーケンスに入力し
ます。この例では、現在日を表す文
字列を変数に割り当てます。

メインウィンドウFAMOS
パネル「初期化」のシーケンス

次に、[パネル1]に戻り、[デザインモード]を
閉じます(ボタンをクリックします)。 *** 変
更したパネル「パネル1」の内容を保存す
るかどうか尋ねるメッセージが表示されま
す。ここで「はい」を選択します。
初期化を実行する場合は、「パネル1」に
対応するコンテキストメニューを使用して、
パネルを再起動します。
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ここでは、選択したカーブが表示され、そのカーブの下には日付のあるラベルが表示されます。

パネルに表示したカーブウィンドウと シーケンスからの日付FAMOS
カーブウィンドウに他のチャンネルを表示するには、チャンネルリストで変数をクリックします(「Tacho」、
「Temperature」、...)。
これで、パネルの説明を終わります。
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ユーザ定義のダイアログ
12.1  概要および用語
ユーザ定義のダイアログには、imc FAMOS Professionalとimc FAMOS Enterpriseのエディションがあります。
シーケンスの実行中、通常ユーザとの通信が必要になります。たとえば、シーケンスのその後の処理で使用する
ための入力が要求されたり、予備段階の結果が表示されることがあります。
このために、 BoxWert? (値の入力用)、 BoxText? (テキストの入力用)、または BoxOutput / BoxMessage (テ
キストの表示用)などの関数をimc FAMOSで使用できます。
このような関数によって生成された入力ウィンドウや読み取りウィンドウは外観が決まっていて、ユーザが変更する
ことはできません。このため、単純な決まった用途にしか適していません。
imc FAMOSでは、さらに入力/出力ウィンドウを自由に定義するためのオプションが提供されています。このような
ウィンドウは、ユーザとの対話という目的上、以降「ダイアログ」と呼びます。
ダイアログを作成するには、外観(サイズ、色、ボタンのキャプションなど)を決定するとともに、機能(ユーザがボタン
を押したときにどうなるか)を定義する必要があります。

12.1.1  設計
ダイアログの設計で、ダイアログの外観を設定します。ダイアログウィンドウのサイズや位置、および埋め込みコン
トロールと表示ウィジェットのタイプや場所などです。
このようなダイアログウィジェットの例としては、ボタン、テキスト入力ボックス、リスト、イメージ、カーブ表示、テー
ブルなどがあります。

この図は、メニューとツールバー[1]、各種の
ダイアログウィジェット[2] (ボタン、入力ボック
ス、カーブウィンドウ)、およびステータスバー
[3]から構成される一般的なダイアログで
す。

ダイアログを設計するために、imc FAMOS
Dialog Editorが提供されています。これを
使用して、ダイアログのグラフィックな外観の
あらゆる側面を設定できます。主に、ダイア
ログに含まれるダイアログウィジェットの数、
位置、タイプ、およびプロパティなどです。たと
えば、ダイアログにボタン(ソフトキー)を取り
込み、ボタンのキャプション、サイズ、色を設
定できます。

参考
Dialog-Editorの詳しい操作方法については、「Dialog-Editor」のセクションで説明します。
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12.1.2  プログラミング
アクションウィジェットをシーケンスに保存できます。たとえば、ユーザがダイアログのボタンを押した場合、このボタン
を押すことに対するimc FAMOSの反応を定義しておく必要があります。
このようなシーケンス、およびその他のimc FAMOSシーケンスの作成およびテストには、imc FAMOSエディタの
Sequence Editorを使用します。

上図は、imc FAMOSのSequence Editorのダイアログを示したものです。左側にダイアログに属するイベントがリ
ストされ、右側に現在選択されているイベントのシーケンスコードが表示されます。
ダイアログの外観に関する情報が、関連するイベントシーケンスと一緒にダイアログファイル(ファイル拡張子
「.DLG」)に保存されます。
ダイアログファイルは、編集およびテストのために、Dialog EditorまたはSequence Editorで開くことができます。
すでに用意されているダイアログをシーケンス内から呼び出すには、imc FAMOS関数Dialogを使用します。この
関数は、関数グループ「10> Options, Dialogs..」に属します。
拡張キット「Dialogs」は、imc FAMOSでユーザ定義のダイアログを作成する場合に特に有用です。このキット
は、ソフトウェアを正しくインストールすると組み込まれます(imc FAMOS関数リストの[キット]タブ)。
「Dialog-Kit」に、実行時にダイアログを制御するための関数が含まれます。コントロールウィジェットの現在の内
容をクエリおよび設定するための関数などです。Dialog-Kit関数については、imc FAMOSオンラインヘルプの
「Kits」/「Dialogs」に説明が提供されています。

12.2  ★Dialog-Editor
Dialog-Editorは、ダイアログの外観や構造(つまり、ダイアログに含まれるダイアログウィジェット)、およびダイアログ
の主要プロパティを設定するために使用します。

12.2.1  Dialog-Editorの呼び出し
Dialog Editorを起動するには、さまざまな方法があります。
· メニュー項目[エクストラ: Dialog - Editor]またはimc FAMOSツールバーで対応するボタンを選択します。
· imc FAMOSのエディタウィンドウでダイアログファイルを開く(メニュー項目[シーケンス: ロード])、またはエディタウィ

ンドウのツールバーで対応するボタンを選択します。
· エディタウィンドウで関数名Dialogの上にカーソルを合わせると、エディタのコンテキストメニュー(マウスを右クリッ
クして開きます)に「Dialog-Editor」という項目が表示されます。これにより、Dialog Editorが起動され、関数の
最初のパラメータで指定されたダイアログが開かれます。
エディタを起動すると、前回のセッションの最後と同じ位置に作業ウィンドウが表示されます。
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12.2.2  メインウィンドウ
下図は、Dialog Editorの主要な要素を示したものです。

メニューバーおよびツールバー[1]の下に、ダイアログウィンドウ[2]があります。現在構築中の各ダイアログ[3]
が、個々のダイアログウィンドウに表示されます。これは、ダイアログのサイズを設定し、ダイアログに含まれるウィ
ジェットを配置する実際のワークスペースです。ダイアログの上でマウスを右クリックすることで、コンテキストメニュ
ー[4]を呼び出します。コンテキストメニューの内容は、呼び出したときのマウスポインタの位置によって決まります。
ツールボックス[5]で、新たに追加するウィジェットを選択できます。使用可能なウィジェットはグループ別にまとめ
られ、それぞれ該当するボタンをクリックするとアクティブになります。使用可能なウィジェットについては「ダイアログ
ウィジェット」の章で説明します。パネルの[メニュー]は、ダイアログのメニューバーまたはツールバーを定義するため
の特別な機能です。「メニューバーおよびツールバー」のセクションを参照してください。
Properties-Explorer [6]には、現在選択されているオブジェクト(ウィジェットなど)のプロパティがリストされます。プ
ロパティを変更するには、テーブル右側に表示されている現在の値をクリックするだけです。プロパティのタイプに応
じて、入力ボックス、選択リスト、またはダイアログが表示され、プロパティを変更できます。Properties-Explorer
の下部に、現在選択されている項目の意味について簡単な説明が表示されます。

ツールボックスとProperties-Explorerは、まずマウスをクリックしてタイトルバーをグリップした後、ドラッグアンドド
ロップ操作で移動できます。別の位置に「ドッキング」させたり、自由にフローティングするように配置させることが
できます。フリーフローティングウィンドウのタイトルバーをダブルクリックすると、再度ドッキングされます。
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12.2.3  ダイアログ: 作成、開く、保存
新しいダイアログを作成するには、メニュー項目[ファイル: 新規]を使用します。最初にダイアログにデフォルトの
名前(「Dialog」+ 通し番号)が付けられますが、この名前は保存時に編集できます。
メニュー項目[ファイル: 開く]で既存のダイアログを開くことができます。エディタに、最後に使用したダイアログが記
録されています。 このようなドキュメントをもう一度開くには、[ファイル]メニューの下部に表示される名前をクリック
すると簡単です。
これにより、新しい作業ウィンドウが開かれ、ダイアログが表示されます。

ダイアログが表示されると、関連するシーケンスコードがimc FAMOSのSequence Editorに自動的にロードされま
す。逆に、Sequence Editorでダイアログファイルを開いても、Dialog Editorにダイアログが表示されます。
ダイアログを保存するには、Dialog EditorまたはSequence Editorのいずれかの[ファイル]メニューから適切なメ
ニュー項目を使用します。ダイアログの定義(つまり、グラフィックな外観やシーケンスコード)についての完全な記
録が保存されます。

12.2.4  ダイアログのサイズの変更
ダイアログの右端と下端に「グリップ」と呼ばれる黒い正方形があります。ダイアログのサイズを変更するには、この
正方形をマウスで「グラブ」して、ボタンを押したままマウスを移動させドラッグします。

12.2.5  ダイアログウィジェットの追加
· まず、ツールボックスから目的のウィジェットを選択します。 
· 次に、ダイアログウィンドウ内で新しいウィジェットの左上隅にする位置にポインタを合わせた状態でマウスをク
リックし、マウスボタンを押したまま、ウィジェットが目的の大きさになるまでドラッグします。マウスボタンを放すと、
境界を示したエリアに新しいウィジェットが作成されます。

· 作成するウィジェットのタイプによっては、もう1つダイアログが表示され、ウィジェットを初期設定するために基本
的なプロパティを指定する必要があります。
ウィジェットを作成するもう1つの方法として、クリップボードから貼り付けることができます。[コピー] / [貼り付け]
を使用して、1つまたは複数のウィジェットのコピーを作成できます。
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12.2.6  ダイアログウィジェットの選択
1つまたは複数のダイアログウィジェットを編集する(移動、プロパティの変更、コピーなど)には、まずそのダイアログ
ウィジェットを選択しておく必要があります。
選択したウィジェットには、周囲に黒い正方形が表示されます。この正方形は「ハンドル」と呼ばれるものです。
オブジェクトの選択ステータスを示す以外にも、このグリップでウィジェットのサイズや形状を変更できます。

複数のウィジェットを選択した場合、その1つが
いわゆるリファレンスオブジェクトとして定義さ
れ、区別のためグリップは黒塗りになります。そ
の他の選択されているオブジェクトのグリップは
枠だけが黒です。リファレンスオブジェクトには、
[フォーマット]メニューのコマンドが適用されま
す。上図では、3つのウィジェットが選択され、
[ファイルをロード]ボタンがリファレンスオブジェク
トになります。

単一の選択
1つのオブジェクトを選択するには、さまざまな方法があります。

· 選択ツールがまだ有効になっていない場合は、メインウィンドウのツールバーから選択ツールを選
択します。その後、目的のウィジェットでマウスの左ボタンをクリックします。

· ウィジェットでマウスの右ボタンをクリックすることで、そのウィジェットが選択され、関連するコンテキストメニュ
ーが呼び出されます。

グループ選択
ウィジェットのグループを選択するにはさまざまな方法があります。ウィジェットのグループをまとめて移動、コピー、
削除できます。
· エリアの境界をマウスを使用して指定することができ、そのエリア内に入るすべてのウィジェットが選択されま

す。このためには、選択ツールがまだ有効になっていない場合は、まずツールバーから選択ツールを選択しま
す。目的の選択エリアのいずれかの隅を左クリックし、ボタンを押したまま、選択エリアの反対側の隅にする位
置までマウスをドラッグします。この操作の間、現在有効なエリアは点線で示されます。境界を指定したエリア
とオーバラップ(一部でも)するすべてのウィジェットが選択されます。選択した内容は、マウスの右ボタンまたは
ESCAPEを使用してキャンセルできます。

· 既存の選択にウィジェットを追加するには、選択ツールが有効な状態で、CTRLキーを押したまま、目的の
ウィジェットをクリックします。

· 既存の選択グループからウィジェットを削除するには、選択ツールが有効な状態で、CTRLキーを押したまま、
目的のウィジェットをクリックします。

· リファレンスオブジェクトを変更するには、ALTキーを押したまま、すでに選択されているウィジェットでマウスの
左ボタンを再度クリックします。
ウィジェットが別のオブジェクトで覆われているためにマウスでクリックできない場合は、まずメニューコマンド[フォー
マット: 配置: 後ろへ]を使用して覆っているオブジェクトをバックグラウンドに移動させてください。
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12.2.7  ウィジェットのプロパティ
各ウィジェットは、位置やサイズだけでなく、外観や動作を決定するいくつかのプロパティによっても区別されます。
まず、ダイアログで目的のウィジェットを選択します。Properties Explorerにそのウィジェットに使用可能なプロパ
ティが示されます。

プロパティを変更するには、テー
ブル右側に表示されている現
在の値をクリックするだけです。
プロパティのタイプに応じて、入
力ボックス、選択リスト、または
ダイアログが表示され、プロパ
ティを変更できます。

ほとんどのプロパティは名前を見れば内容がわかるようになっています。特異点がある場合は、それぞれのプロパ
ティの説明の[ウィジェット]セクションにリストされます。さらに、ほとんどのウィジェットに用いられるデフォルトのプロパ
ティがいくつかあります。
名前
すべてのウィジェットに名前が付けられ、この名前は各ダイアログで一意である必要があります。名前(「キャプショ
ン」と異なります)はユーザ には表示されません。Dialog-Kit関数に最初のパラメータとして指定され、ウィジェット
を識別する役割を果たします。
ウィジェットを作成する場合、まずウィジェットのタイプとシリアル番号に基づいてデフォルトの名前が設定されま
す。この名前は後で随時変更できます。ただし、名前を変更する場合は、イベントシーケンスですでに使用され
ている可能性もあり、その場合はそのイベントシーケンスでも変更する必要があります。
名前には英字、数字、下線だけしか使用できず、スペースなどは使用できません。
キャプションおよびテキストフォーマット
多くのウィジェットにはテキスト表示があり、これは標準的なプロパティ「Caption」を使用して指定します。さらに、
フォントについてはグループ「テキストフォーマット」のプロパティでタイプ、サイズ、スタイル、色を設定できます。
この場合の特別な機能は、「auto」という設定です。つまり、対応するダイアログ設定の値が適用されます。
たとえば、ダイアログのすべてのウィジェットに対してフォントサイズを大きくする場合、各ウィジェットでフォントを
調整する必要はありません。ダイアログのプロパティ「font size」を変更するだけです。フォントサイズ= <auto>
のすべてのウィジェットが自動的にこの設定を「継承」します。
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イメージ
多くのウィジェットの重要なプロパティは、表示されるイメージです。たとえばボタンやメニュー項目で、ウィジェットの
機能を明確にするためにテキストだけでなく画像が表示されます。
Properties Explorerで[イメージ]の項目をクリックすると、目的のイメージを選択するために以下のダイアログ
が表示されます。

imc FAMOSでは、通常の標準的なサイズである16×16ピクセル(メニュー項目/ツールバーまたはリスト項目など)
の他、32x32および48x48 (ボタン用など)のさまざまなイメージが用意されていて、わかりやすいようにグループにま
とめられています。まず、ツリーダイヤグラムで目的のサイズを選択した後、適切なサブグループを選択します。右
側のイメージプレビューに、関連するすべてのイメージが表示されます。マウスでクリックするか、または矢印キーを
使用して、目的のイメージを選択できます。
もちろん、外部ソースからイメージファイルをインポートすることもできます。たとえば、会社のロゴを表示する場合
が一般的です。このためには、左側のツリーダイヤグラムで「Files」をクリックして展開し、表示されたものの中から
目的のファイルを選択します。ビットマップ(*.bmp)、拡張メタファイル(*.emf)、Windowsメタファイル(*.wmf)、
JPEG、PNG、GIF、およびTIFFの形式がサポートされています。
サポートされている形式のイメージファイルを含まないサブフォルダは表示されません。
用途によっては特定のイメージサイズが必要になるので注意してください。メニュー要素の場合は、16×16ピク
セルのサイズが必要です。
チェックボックス[透明]をオンにすると、イメージは透明に表示されます。イメージの背景色のすべてのピクセルがイ
メージのバックグラウンドにある背景の色(つまり、たとえばダイアログやメニューの背景色)に置換されます。イメー
ジの背景色は、左上のピクセルの色として定義されます。

データリンキングと入力確認
ウィジェットによってはimc FAMOS変数に直接リンクできるものがあります(プロパティ: 「Data-linking: Variable
Name」)。
つまり、ウィジェットでは変数の現在の状態が常に表示されます。リンクしている変数の変更が自動的に認
識され、それに合わせて表示が更新されます。
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注記
· 重要: ウィジェットとリンクさせる変数は、ダイアログを呼び出す前にすでに存在しているか、またはイベントシー
ケンス「Dialog Init」で作成および初期設定する必要があります。変数を後で作成した場合、リンクは無効で
す。

· 逆に、ウィジェットに対してユーザが行った変更も、変数で取り込まれます。変更された値がどの時点で変数
に書き込まれるかは、プロパティ「Data-linking: Apply」によって決まります。通常、「auto」(ユーザの入力と同
時に変更が取り込まれます)または「On command」を選択できます。後者の場合、変更の取り込みは、関
数DlgApplyDataまたは特殊関数「Apply」でボタンを押すことにより制御されます。

· さらに、一部のウィジェットにデータタイプを割り当てることができます(「Data-linking: Data type」)。データタイ
プにより、現在の値の表示のフォーマットが決まるとともに、もう一方ではユーザの入力の妥当性の検証に使
用できます。

· グループ「Input Validation」も、ユーザ入力の確認という目的を果
たします。数値を入力するためのウィジェットの場合、このグループを
使用して、許容値範囲を定義できます。ユーザが許容範囲外の数
値を入力した場合、または入力を数値に変換できない場合、その
旨がメッセージボックスにより通知されます。

12.2.8  ウィジェットの移動
マウスでオブジェクトを移動するには、選択ツールを有効にしておく必要があります(ツールバーの対応するボタン
のステータスによって示されます)。
オブジェクトの移動
オブジェクトの上でマウスを左クリックして、ボタンを押したまま、目的の位置までオブジェクトをドラッグします。
オブジェクトのグループの移動
まず、目的のオブジェクトのグループを選択します(「ウィジェットの選択」セクションを参照)。リファレンスオブジェクト
でマウスを左クリックして(または、選択したオブジェクトでSHIFTキーを押したまま)、マウスボタンを押したままにしま
す。ボタンを押した状態で、オブジェクトのグループを目的の位置まで移動できます。
マウスの代わりに、矢印キーを使用しても、現在選択している内容を目的の方向に移動できます。
注記
グリッドとスナップ機能(メニュー項目[ビュー: オプション])が有効であると、オブジェクトの端が強制的にグリッドポ
イントと位置合わせされます。オブジェクトはマウスの動きに合わせてスムーズに移動するのではなく、「ホップ」す
るような動きになります。

12.2.9  ウィジェットのアラインメント
複数のウィジェットをきちんと並べる(たとえば、すべて左寄せにする、すべて同じ幅にするなど)には、グリッドを有
効にした状態で(メニュー項目[ビュー: オプション])作業を開始すると便利です。
また、リファレンスオブジェクトを基準としてオブジェクトを配置することもできます。
まず、目的のウィジェットを選択し、他のウィジェットを配置するための基準となるリファレンスウィジェットを指定
します。そのための1つの方法として、SHIFTキーを押したままま、すべてのウィジェットを順番にクリックします。
リファレンス要素は、SHIFTキーを押したままの状態で、最後にクリックする(すでにクリックした後)ことで指定しま
す。オブジェクトグループを選択したり、リファレンスオブジェクトを設定するための詳しい方法については、「ウィ
ジェットの選択」のセクションを参照してください。
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[フォーマット]メニューに以下のコマンドがあります。
[アラインメント: 左、上、下、右、....中央]
選択したすべてのウィジェットが、リファレンスオブジェクトのそれぞれの端または中心線に合わせて配置されます。
サイズは変わりません。
[アラインメント: グリッドへ]
選択したウィジェットのすべての端が強制的に最も近いグリッドポイントに移動します。
[同じサイズ]
選択したすべてのウィジェットが、リファレンス要素と同じ高さまたは幅に調整されます。ウィジェットの左上隅の位
置は変わりません。
[同じ距離]
アラインメント後、すべてのウィジェットは指定した方向に互いに同じ間隔で配置されます。
[中央揃え]
アラインメント後、すべてのウィジェットが指定した方向に中央揃えされます。つまり、ダイアログの外端からすべて
同じ距離だけ離れた位置に配置されます。

12.2.10  ウィジェットのオーバラップ
個々のウィジェットを一定の順序で描画します。後で描画する要素を、すでに存在する要素に一部または完
全にオーバラップさせることができます。
ウィジェットを描画する順序、つまりウィジェットをどのようにオーバラップさせるか制御するために、メニュー[フォー
マット: 配置]にコマンドが提供されています。ウィジェットのコンテキストメニューにも同じコマンドがあります。変更
するウィジェットは、あらかじめ選択しておく必要があります。
[前へ]
選択したウィジェットがフォアグラウンドに移動します。他のすべてのウィジェットの上になり、別のウィジェットで覆わ
れることはありません。
[後ろへ]
選択したウィジェットがバックグラウンドに移動します。他のすべてのウィジェットの下になり、別のウィジェットを覆う
ことはありません。

12.2.11  ウィジェットのサイズの変更
ウィジェットのサイズを変更するには、1つのウィジェットのみを選択しておく必要があります。また、選択ツールも有
効にしておきます。
ウィジェットが選択状態であると、ウィジェットの端に「グリップ」と呼ばれる黒い正方形が表示されます。このような
グリップの上にマウスを移動させると、マウスカーソルは、ウィンドウのサイズを変更したり、ウィンドウを移動するため
の標準的なWINDOWSのカーソルに変わります。マウスを左クリック(「グリップをグラブ」)して、マウスボタンを押し
たまま、要素の端または隅を目的の位置までドラッグします。

12.2.12  ウィジェットの削除
1つまたは複数のウィジェットを削除するには、まず目的のウィジェットを選択する必要があります。[編集]メニュー
またはウィジェットのコンテキストメニューからコマンド[削除]を選択します。
また、コマンド[編集: 切り取り]または対応するツールバーボタンを使用することもできます。

この場合、削除と異なり、選択したウィジェットはクリップボードに移動します。
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12.2.13  クリップボード
既存のウィジェットのコピーを同じダイアログに作成したり、ダイアログ間でウィジェットを交換したりする場合、クリッ
プボードを使用した「コピーと貼り付け」方法が便利です。
目的のウィジェットを選択したら、[編集]メニューまたはウィジェットのコンテキストメニューから[切り取り]コ
マンドか[コピー]コマンドを選択するか、あるいは対応するツールバーボタンを使用します。

[切り取り]を使用すると、選択したウィジェットは表示されなくなります。
コピーまたは切り取ったウィジェットを挿入するには、メニュー項目[編集: 貼り付け]を使用します。

ウィジェット名は一意である必要があるので、貼り付けたウィジェットにはデフォルトの名前が割り当てられます。
それ以外のプロパティはすべて変わりません。

12.2.14  グリッド
ウィジェットを簡単に配置するために、グリッドを表示することができます。グリッドを設定するには、メニュー項目
[ビュー: オプション]を使用します。Properties Explorerに、使用可能な設定が表示されます。
[グリッドを表示]
グリッドを表示するかどうかを設定します。
[スナップ機能]
これを有効にすると、ウィジェットの端が強制的にグリッドポイントに吸着されます。スナップ機能は、グリッドが表
示されていない場合でも適用されます。
[水平/垂直距離]
それぞれの方向におけるグリッドポイント間の距離を設定します。

12.3  プログラミング
12.3.1  原理
ダイアログの外観を決定するダイアログの設計とともに、ダイアログに関連付けられているシーケンスコード(ダイア
ログを実行したときのダイアログの動作)も定義する必要があります。
ダイアログが実行されると、イベントが発生し、その結果として関連付けられているシーケンスも実行されます。イ
ベントの例としては、ダイアログを開始する(関連するシーケンスでは、必要な変数を生成し、ウィジェットを初期
設定できます)、またはボタンを押す(関連するシーケンスでは、たとえば計算を行うことができます)などがありま
す。
ダイアログを実行するには、関数グループ「 10> Options, Dialogs, DDE...」から関数Dialogを使用します。
イベントシーケンス内でダイアログキットからコマンドDlgCloseDialogを呼び出す(たとえば、「OK」というキャプション
が付いているボタンを押すなどにより)と、ダイアログが閉じられます。関数Dialogが戻るのは、ダイアログの最後だ
けです。
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以下の単純な例の場合を考えてみましょう。
特定の計算を行うボタンとダイアログを閉じるボタンの2つのボタン
から構成されるダイアログがあるとします。

さらに、ALTキーとF4キーの組み合わせを使用するか、またはタイトルバーの[終了]ボタンをクリックする(「Dialog
Close」を呼び出す)ことで、ダイアログを閉じることができるよう、ダイアログのタイトルバーにシステムメニューが含ま
れます。

関数Dialogは、指定されたダイアログファイルをロードし、ダイアログを形成します。ただし、ダイアログを表示する
ことはありません。続いて、イベント「Dialog Init」がトリガされます。ここで、変数を生成したり、ウィジェットを初期
設定したりできます。
初期設定シーケンスの処理が終了すると、ダイアログが表示され、システムはその後のイベントを待機します。こ
の例で、可能なイベントは以下の3つだけです。
· ユーザがボタン[実行]を押す。関連付けられているイベントシーケンスでは、計算などを行うことができます。シ

ーケンスの実行後、システムはまたイベントを待機します。
· ユーザが[OK]ボタンを押す。その後ダイアログを閉じるには、関連付けられているイベントシーケンスにコマンド

DlgCloseDialogが含まれていなければなりません。
· ユーザがタイトルバーで[終了]ボタンまたはALTキーとF4キーの組み合わせを押す。この場合も、関連付けられ
ているイベントシーケンス「Dialog Close」にコマンドDlgCloseDialogがなければなりません。このコマンドは、ダイ
アログを作成すると自動的に入力されます。
コマンドDlgCloseDialogを呼び出すと、ダイアログが閉じられます。このため、まずダイアログが非表示になり、続
いてイベント「Dialog End」が発生します。ここで、不要になった変数を削除したりできます。シーケンスが実行さ
れた後、ダイアログが完全に削除され、関数Dialogが戻ります。この場合の戻り値は、関数DlgCloseDialogに
渡すパラメータになります。
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12.3.2  イベントシーケンスの編集
イベントシーケンスは「通常」のimc FAMOSシーケンスと同じ構文で、imc FAMOSメインウィンドウでSequence
Editorを使用して作成およびテストします。 Sequence Editorの動作原理については、「シーケンス」の章を参
照してください。
編集のためにダイアログを開くと(Dialog-EditorとSequence-Editorのどちらを使用しているかに関係なく)、作業
ウィンドウが分割され、左側にイベントのツリーダイヤグラムリストが表示され、右側に実際の編集ボックスが表示
されます。編集ボックスに、現在選択されているイベントに割り当てられているシーケンスが表示されます。

わかりやすくするために、イベントリストはグループ別になっています。
· General: ダイアログ自体によってトリガされるイベント。
· Buttons:ボタンにはイベントは1つだけで(「pressed」)、ボタンを押すことでトリガされます。単純な割り当てで
は、ボタンのキャプションに続き、ボタンの名前が角括弧で囲まれて表示されます。

· Menu/Toolbar: メニュー項目またはツールバーボタンもイベントは1つだけです(「selected」)。メニュー項目の
キャプションに続き、メニュー項目の名前が角括弧で囲まれて表示されます。

· Additional widgets:それ以外の各ウィジェット(ボタンでもメニューでもないもの)では、そのウィジェットの名前
の個別のグループが表示され、このウィジェットでサポートされるイベントがリストされます。上図では、リストボッ
クス[リスト]に「selected」と「double-clicked」の2つのイベントが割り当てられています。
シーケンスコードがまだ割り当てられていないイベントはグレーの字体で表示されます。
imc FAMOSのメインウィンドウの出力ボックスに、現在選択されているイベントについての簡単なヘルプテキストが
示されます。
Dialog-Editorでウィジェットをマウスでダブルクリックすると、imc FAMOSのメインウィンドウがフォアグラウンドに表示
され、このウィジェットに属する最初のイベントシーケンスが選択されます。

12.3.3  ダイアログのテストおよび実行
「単純な」シーケンスと比べると、違いや特殊な点があります。
メニュー項目[実行]および[開始(デバッグ)]は、現在表示されているイベントシーケンスではなく、ダイアログ全体
が対象になります。
ダイアログの実行が中断(イベントシーケンスの構文エラーやブレークポイントなどにより)された場合、imc FAMOS
の多くの操作が無効になります。たとえば、このような状態になると、他のシーケンスを開始することができませ
ん。ダイアログの実行は、あらかじめツールバーの[停止]ボタンで明示的に終了しておく必要があります。
ダイアログの実行をキャンセルするには、Windowsタスクバーの通知エリアにあるシーケンスのコンテキストメニュー
を使用します。
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· [キャンセル]を選択すると、ダイアログの実行が完全にキャンセ
ルされます。

· [割り込み(次のコマンド時)]を選択すると、シーケンスの次の行
を実行する前に、ダイアログの実行が中断されます。

これは特に、ダイアログを「アイドル」状態(次のイベントを待機している状態)にしてダイアログをテストする場合に
便利です。このメニュー項目を選択すると、最初ダイアログは待ち状態になりますが、次のイベント(ボタンを押す
など)が発生すると、最初の行を実行する前に関連するイベントシーケンスが中断されます。
シーケンス内で既存のダイアログを呼び出すには、imc FAMOS関数Dialogを使用します。この関数は、関数グ
ループ「10> Options, Dialogs..」にあります。

12.4  ウィジェット
以下では、使用可能なウィジェットについて、簡単に説明します。そのほとんどは標準的なWindowsのコント
ロールであり、機能をすでに熟知しているものとみなします。

12.4.1  ボタン
クリックしたときに特定のアクションを起こす仮想スイッチ。

設計時の注意
通常、できるだけ説明的なキャプションとともに、機能を把握する鍵とな
るイメージもボタンに表示されます。

ファンクションキー
マウスをクリックする代わりに、キーボードから制御できるよう、キーの組み合わせを設定しておくことができます。
特殊な関数「Apply」
この特殊な関数が有効であると、ボタンを押したときに、関係するすべてのウィジェットでデータが取り込まれま
す。変数にリンクしているすべてのウィジェット、または入力確認が設定されているすべてのウィジェットが対象にな
ります。各ウィジェットで入力確認が成功した場合に限り、関連付けられているイベントシーケンスが呼び出され
ます。
代表的な例として、それぞれに許容値範囲が設定されている複数の入力ボックスを備えたダイアログの[OK]ボ
タンが挙げられます。ユーザが[OK]ボタンを押すと、まず現在の内容がすべて有効であるかどうかチェックが行われ
ます。有効である場合に限り、ボタンのイベントシーケンスが呼び出され、通常その後ダイアログは閉じられます。
したがって、この特殊関数を使用すると、DlgApplyData関数でイベントシーケンスのデータを明示的に確認/取
り込む手間を省くことができます。
プログラミング時の注意
イベント:
· 「Button pressed」: ユーザがボタンをクリックしたとき、または対応するキーの組み合わせを押したときにトリガさ
れます。

重要な関数(Dialog-Kit):
· DlgSetText - 表示するテキストを変更します。
· DlgEnable - 操作を無効にします。
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12.4.2  テキストボックス
テキストを出力するためのウィジェット

設計時の注意
重要なプロパティは、もちろん表示するテキストです。テキストボックス
はimc FAMOS変数とリンクさせることができます。詳細については、「デ
ータリンキング」のセクションを参照してください。
プログラミング時の注意
イベント: ありません。

重要な関数(Dialog-Kit):
· DlgSetText - 表示するテキストを変更します。
データリンキング
現在の値を表示するために、テキストボックスをimc FAMOS変数にリンクさせることができます。変数がデータセッ
トの場合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
この他、固定のテキスト(プロパティ: 「Caption」)が設計に含まれている場合、テキストと数値が結合されま
す。テキストにプレースホルダ%1が含まれる場合、そのプレースホルダの位置に数値が挿入されます。その他
の場合は、テキストに値が付けられます。
例: リンクしている変数の値を3.14とします。

キャプション 表示

「」(空) 3.14

「Mean value is: 」 「Mean value is: 3.14」

「Mean value is: %1 Volt: 」 「Mean value is: %3.14 Volt」

表示用の数値のフォーマットは、どのデータタイプが指定されているか(「データリンキング: データタイプ」)とは
関係ありません。

Integer 次の整数に値が丸められます。常に指数部なしで表示され
ます。

Real number 小数点以下6桁までの「実数」型の数値フォーマットで値が
表示されます。数値の大きさに応じて、固定小数点または
浮動小数点のフォーマットが選択されます。

Bool 値が0の場合は、0が返され、それ以外の場合は常に1が返さ
れます。

Date 日付として表示されます。

Date+Time 日付と時間として表示されます。

Time 時間として表示されます。

備考: 
最後の3つのフォーマットが有効になるのは、値がimc時間フォーマットで示されている場合だけです。関数グルー
プ「18> Date, Time」の関数を使用して、作成および処理します。
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例
以下のダイアログには、右側に各種データタイプのテキストボックス
が6つあり、すべて同じ変数にリンクしています。この変数には、現
在のシステム時間(関数 TimeSystem?で検出します)が格納され
ます。
変数のリンクは「読み取り専用」で、たとえばキット関数
DlgSetValueなどによりテキストボックスの内容が変更されても、リン
クしている変数で取り込まれることはありません。

12.4.3  単一行入力ボックス
短いテキストや数字を入力および表示するためのウィジェット。

設計時の注意
単一行入力ボックスは、変数とリンクさせることができます。さらに、許容値
範囲を指定でき、ユーザが入力した値と照合されます。詳細については、
「データリンキング」のセクションを参照してください。

このウィジェット独自の機能はプロパティ「Operation」です。入力された内容に対するウィジェットの応答を制御
します。
· 「Standard」: 「通常」の入力ボックスの動作。
· 「With input confirmation」: 入力はENTERキーでユーザが明示的に確認するか、またはESCAPEボタンを使
用して拒否する必要があります。この特別な動作に対してユーザの注意を促すために、(マウスをクリックする
などして)入力フォーカスを持ったときに、入力ボックスが多少入れ替わったように表示されます。

ユーザにとっては、別の入力ボックスが開かれたように見えま
す。ENTERで入力を確定すると入力ボックスは閉じられ、
入力した内容が取り込まれます。逆に、入力ボックスの外
でマウスをクリックしたり、ESCAPEをクリックすると、ウィンドウ
が閉じられ、入力した内容は拒否されます。

入力ボックスが変数とリンクされている場合、または入力確認が定義されている場合に、プロパティ
「Apply」を「automatic」に設定するのが推奨されるモードです。このモードでは、どの時点で入力が取り込
まれるかが正確に定義されるためです。

· 「Auto」: 入力ボックスがスライダコントロールとリンクしている場合、モード「With input confirmation」が実装
されます。それ以外は、常に「Default」です。
プログラミング時の注意
イベント: ありません。
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重要な関数:
· DlgSetText、 DlgGetText、 DlgSetValue、

DlgGetValue - 入力ボックスの内容を設定および取
得します。
データリンキング
現在の値を表示または編集するために、入力ボックス
をimc FAMOS変数にリンクさせることができます。変数が
データセットの場合、そのデータセットの最新の値に常に
アクセスします。
表示用の数値のフォーマットは、どのデータタイプが
指定されているか(「Data-linking: Data type」)に
は関係ありません。

Integer 最も近い整数に値が丸められます。常
に指数部なしで表示されます。

Real
number

小数点以下6桁までの「実数」型の書
式で値が表示されます。数値の大きさに
応じて、固定小数点または浮動小数
点の書式が選択されます。

ユーザが入力ボックスの内容を変更した場合、システムでは新しい内容を取り込む前に、指定されているデータ
タイプに変換できるかどうかがチェックされます。
グループ「Input Validation」で、さらに許容値範囲を定義できます。ユーザが許容範囲外の数値を入力した
場合、または入力を数値に変換できない場合、その旨がメッセージボックスによりユーザに通知されます。

プロパティ「Data-linking: Apply」により、リンクされている
変数によってユーザの入力の内容がいつ確認および取り込
まれるかが決まります。

· 「Auto」: ユーザが入力すると、自動的に入力の確認および取り込みが行われます。プロパティ「Operation」
の値に応じて、以下のように、入力が最終的に完了したものとみなされます。

· 「Operation」 = 「Default」: ダイアログボタンを押したとき、またはメニュー項目を選択したときにの
み、入力が適用されます。

· 「Operation」 = 「With input confirmation」: ユーザがENTERキーを使用して明示的に入力を確
認した時点で、入力が取り込まれます。このモードはデータがどの時点で取り込まれるのかユーザに
とって明白であるので、推奨されます。

· 「On command」: DlgApplyData関数を呼び出したとき、または特別なファンクションボタン[適用]を押したとき
にのみ、入力の確認および取り込みが行われます。
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12.4.4  複数行入力ボックス
複数行のテキストを入力および表示するためのウィジェット。

設計時の注意
現在の値を表示/編集するために、入力ボックスをテキスト変数にリン
クさせることができます。
プログラミング時の注意
イベント: ありません。

重要な関数:
· DlgSetText、 DlgGetText: 入力ボックスの内容を設定および取得します。
操作時の注意
それぞれの入力ボックスにコンテキストメニューがあります(入力ボックスを右クリックすることで、呼び出すことができ
ます)。このメニューには、クリップボードを使用してテキストをコピーし、貼り付けるためのコマンドなどがあります。

12.4.5  チェックボックス
このウィジェットは、設定やオプションを有効または無効にするためのものです。このウィジェットをクリックすると、「オ
ン」(ボックス内にチェックマークまたは×が付けられます)から「オフ」(ボックスは空です)に、またはその逆に状態が切
り替わります。

プログラミング時の注意
イベント:
· 「Changed」: ウィジェットをクリックするたびに生成されます。

重要な関数:
· DlgGetValue、 DlgSetValue: ウィジェットの状態を設定および取得します。
データリンキング
現在の値を表示/編集するために、チェックボックスをimc FAMOS変数にリンクさせることができます。変数がデー
タセットの場合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
変数が変更された場合、変数の(四捨五入された)値が1であれば、チェックボックスは有効になります。(四
捨五入された)値が0であれば、チェックボックスは無効です。それ以外の値の場合、ウィジェットの状態は変
わりません。
チェックボックスの状態が切り替わった場合(クリックする、またはキット関数のアクションにより)、新しい状態
(数値0または1)が変数に書き込まれます。いつ書き込みが行われるかは、プロパティ「Apply」によって決まり
ます。

· 「Auto」: ウィジェットが変更されると同時に変数が更新されます。
· 「On command」: 関数DlgApplyDataが呼び出された場合、または特殊なファンクションボタン[適用]が押さ
れた場合に限り、変数が更新されます。
操作時の注意
チェックボックスが現在入力フォーカスを持っている(キャプションの周囲に破線の枠が表示されます)場合、SPACE
キーで状態を切り替えることができます。
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12.4.6  グループボックス
このウィジェットは、ラベル付きのフレームです。論理的に関係がある複
数のウィジェットを1つの見出しにまとめるために使用します。

12.4.7  イメージ
このウィジェットは、(小さな)画像を表示します。たとえば、会社のロゴ
などを表示するために使用できます。ダイアログの設計時にイメージは
永続的に設定され、実行時に変更することはできません。

12.4.8  スライダコントロール
通常、定義されている値範囲の中からユーザが値を選択できるように
する場合、仮想的なスライダコントロールを使用します。スライダコント
ロールを使用すると、リニアスケール上でノブをスライドさせることができ
ます。実際に設定される値は、ノブの位置とスケールの両端の値の定
義によって決まります。

設計時の注意
スライダコントロールは、水平方向(左側を最小値とした水平方向のスケール)または垂直方向(下側を最小値
とした垂直方向のスケール)にできます。向きは、コントロールの形状により自動的に決まります。高さよりも幅の
方が大きい場合、水平方向になります。
プロパティ「Range Minimum」および「Range Maximum」で、それぞれスライダの下端と上端に対応する数
値を設定します。
プロパティ「Small steps」は、ユーザが矢印ボタンを使用してコントロールを操作する場合に適用されます。
標準的な値は、値範囲の1%です。
プロパティ「Large steps」は、ユーザがPGUPキーまたはPGDNキーでコントロールを操作する場合に適用され
ます。標準的な値は、値範囲の10%です。
このコントロールのもう1つの特殊なプロパティは「Synchronized with widget」です。ここでは、スライダコントロ
ールにリンクさせるテキストボックスまたは単一行入力ボックスの名前を入力できます。これにより、このような
ウィジェットは、スライダで現在設定されている値を必ず表示します。入力ボックスの場合は、両方向でリンク
が機能します。入力ボックスの値を変更すると、対応する位置にスライダが調整されます。

プログラミング時の注意
イベント
· 「Changed」: ユーザが現在の値を変更すると生成されます。
重要な関数:
· DlgSetBarRange: 値範囲を設定します。
· DlgSetValue、 DlgGetValue: 現在の値を設定および取得します。
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データリンキング:
現在の値を表示/編集するために、スライダコントロールをimc FAMOS変数にリンクさせることができます。変数が
データセットの場合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
値がスライダコントロールの値範囲外である場合、最も近いスケール端の値が示されます。
逆に、スライダで行なった変更がいつ変数に書き込まれるかは、プロパティ「Apply」によって決まります。

· 「Auto」: 変更のたびに(スライダノブを「ドラッグ」したとき)変数が更新されます。
· 「On command」: 変数が更新されるのは、関数 DlgApplyDataを呼び出したとき、または特殊なファンクショ

ンボタン[適用]をクリックしたときだけです。

操作時の注意
スライダコントロールが入力フォーカスを持っている(キャプションの周囲に破線の枠が表示されます)場合、以下の
ようにキーボードを使用できます。
POS1 ノブの位置をスライダの左端/下端にします。

END ノブの位置をスライダの右端/上端にします。

矢印キー プロパティ「Small steps」で設定されている値だけ、対応する方向にスライダコン
トロールを移動させます。

PGUP
PGDN

プロパティ「Large steps」で設定されている値だけ、対応する方向にスライダコン
トロールを移動させます。

12.4.9  日付ピッカー
日付ピッカー(カレンダ)ウィジェットは、日付を表示および設定する働きをします。

設計時の注意
プロパティ「Format」が表示フォーマットに影響します。
· 「Date (short)」: ショートフォーマット(「12.07.2005」など)
· 「Date (long)」: 曜日を含むロングフォーマット(「Thursday, July 28, 2005」な
ど)

「Range Minimum」および「Range Maximum」で、許容値の限度を設定でき
ます。ここで定義した範囲に含まれない値は使用できません。

データリンキング
現在の値を表示/変更するために、カレンダ(日付ピッカー)ウィジェットを変数とリンクさせることができます。変数
がデータセットの場合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
リンクが有効なのは、該当する変数がimc時間フォーマットで表現されている場合だけです。グループ「18>
Date, Time」に属する関数を使用して、作成および処理します。
ユーザが入力した日付がいつ変数に書き込まれるかは、プロパティ「Apply」の値によって異なります。

· 「Auto」: 変更が行われると同時に変数が更新されます。
· 「On command」: 変数が更新されるのは、関数 DlgApplyDataを呼び出したとき、または特殊なファンクショ

ンボタン[適用]をクリックしたときだけです。
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プログラミング時の注意
イベント:
· 「Changed」: ユーザが現在の値を変更すると生成されます。
重要な関数:
· DlgSetValue、 DlgGetValue: 現在の値を設定および取得します。数値はimc時間フォーマットで転送されま

す。グループ「18> Date, Time」に属する関数を使用して、作成および処理します。
操作時の注意
日付は数値キーで直接入力するだけでなく、以下の方法も使用できます。
入力ボックスの右側にある矢印ボタンをクリックすることで(キーボード操作: ALT+「下矢印」)、専用のカレンダ
ウィンドウが開かれ、簡単に日付を選択できます。
ウィジェットの基本的な「シャット」状態で、日付の個々の要素(年など)をクリックし、矢印キーで調整すること
もできます。

12.4.10  時間ピッカー
時間ピッカーウィジェットは、時間を表示および入力するためのものです。

設計時の注意
「Range Minimum」および「Range Maximum」で、許容値の限度を
設定できます。ここで定義した範囲に含まれない値は使用できませ
ん。

データリンキング
現在の値を表示/変更するために、時間ウィジェットを変数とリンクさせることができます。変数がデータセットの場
合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
リンクが有効なのは、該当する変数がimc時間フォーマットで表現されている場合だけです。グループ「18>
Date, Time」に属する関数を使用して、作成および処理します。
ユーザが入力した時間がいつ変数に書き込まれるかは、プロパティ「Apply」の値によって異なります。

· 「Auto」: 変更が行われると同時に変数が更新されます。
· 「On command」: 変数が更新されるのは、関数 DlgApplyDataを呼び出したとき、または特殊なファンクショ

ンボタン[適用]をクリックしたときだけです。

プログラミング時の注意
イベント
· 「Changed」: ユーザが現在の値を変更すると生成されます。
重要な関数:
· DlgSetValue、 DlgGetValue: 現在の値を設定および取得します。数値はimc時間フォーマットで転送されま

す。グループ「18> Date, Time」に属する関数を使用して、作成および処理します。
操作時の注意
数値キーを使用して時間を直接入力できるだけでなく、時間の個々の要素(時など)を選択して、矢印キーま
たはコントロールの右端にある矢印ボタンを使用して、使用可能な「値」をスクロールすることもできます。
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12.4.11  リストボックス(単一選択)
単一選択リストボックスは、ユーザが使用可能な項目の中から1つ
だけを選択できるようにするために使用します。

設計上の注意:
プロパティ「List-Entries」で、ダイアログの起動時にリストに表示される内容を定義します。Properties-Explorer
内をクリックすると、エディットボックスが表示され、必要とする最初の内容を入力できます。

新しい行を追加するには、ENTERキーを使用します。変更を適
用するにはCTRLキーとENTERキーの組み合わせを使用し、変更
をキャンセルするにはESCAPEキーを使用するか、またはエディット
ボックス下部の対応するボタンを使用します。

プログラミング時の注意
イベント:
· 「Double-clicked」: ユーザが項目をダブルクリックしたときに生成されます。
· 「Selected」: ユーザのアクション(マウスのクリック、矢印キー)により現在の選択が変更された場合に生成されま

す。
重要な関数:
· DlgInsertItem、 DlgDeleteItem: 項目を挿入および削除します。
· DlgGetText: 選択した項目を取得します。
· DlgGetSelectedItem、 DlgSelectItem: 現在の選択のインデックスを取得または編集します。
· リストが数値だけの場合は、関数 DlgGetValue を使用しても、現在選択されている数値を取得できます。

12.4.12  リストボックス(複数選択)
複数選択リストボックスは、ユーザが使用可能な項目の中から1つまたは複
数を選択できるようにするために使用します。
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設計時の注意
リスト項目の作成は、前述した「リストボックス(単一選択)」の場合と同じです。
プログラミング時の注意
イベント:
· 「Double-clicked」: ユーザが項目をダブルクリックしたときに生成されます。
· 「Selected」: ユーザのアクション(マウスのクリック、矢印キー)により現在の選択が変更された場合に生成されま

す。
重要な関数:
· DlgInsertItem、 DlgDeleteItem: 項目を挿入および削除します。
· DlgGetItemText: 項目のテキストを取得します。
· DlgGetSelectedItemCount、 DlgIsItemSelected、 DlgSetItemSelection: 選択を取得および設定します。

操作時の注意
現在の選択に項目を追加したり、現在の選択から項目を削除したりするには、CTRLキーを押したまま、目的の
項目をクリックします。
連続する項目を選択するには、まず選択する先頭の項目をクリックし、SHIFTキーを押したまま、選択する最
後の項目をクリックします。または、SHIFTキーを押しながら矢印キーを使用することもできます。

12.4.13  ドロップリスト
リストボックスと同様、ドロップリストは、ユーザが使用可能な項目の中から1つだけを選択できるようにするため
に使用します。

実際の選択リストは必要なときだけ下に表示されるので、このウィ
ジェットはダイアログのスペースを節約するために使用するか、または
項目の選択肢が多い場合に主に使用します。

設計時の注意
リスト項目の作成は、前述した「リストボックス(単一選択)」の場合と同じです。
プログラミング時の注意
イベント:
· 「Selected」: ユーザのアクション(マウスのクリック、矢印キー)により現在の選択が変更された場合に生成されま

す。
重要な関数:
· DlgInsertItem、 DlgDeleteItem: 項目を挿入および削除します。
· DlgGetText: 選択した項目を取得します。
· DlgGetSelectedItem、 DlgSelectItem: 現在の選択のインデックスを取得/編集します。
· リストが数値だけの場合は、関数 DlgGetValue を使用しても、現在選択されている数値を取得できます。
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データリンキング:
ドロップリストは、imc FAMOS変数にリンクできます。imc FAMOS変数の値は、現在選択されている項目のイン
デックスです。たとえば、値が1の場合は、最初のリスト項目が選択されています。変数がデータセットの場合、そ
のデータセットの最新の値に常にアクセスします。
変更した選択内容がリンクしている変数によっていつ取り込まれるかは、プロパティ「Apply」の値によって異な
ります。

· 「Auto」: 変更が行われると同時に変数が更新されます。
· 「On command」: 変数が更新されるのは、関数 DlgApplyData を呼び出したとき、または特殊なファンクショ

ンボタン[適用]をクリックしたときだけです。

12.4.14  コンボボックス
コンボボックスは、単一行入力ボックスとドロップリストを組み合わせ
たものです。使用可能な多くの選択肢がユーザに与えられています
が、それ以外にもユーザが自由に入力できるようにする場合に使用
します。

設計時の注意
リスト項目の作成は、前述した「リストボックス(単一選択)」の場合と同じです。
プログラミング時の注意
イベント: ありません。
重要な関数:
· DlgInsertItem、 DlgDeleteItem: 項目を挿入/削除します。
· DlgSetText、 DlgGetText、 DlgSetValue、 DlgGetValue - 入力ボックスの内容を設定/取得します。
データリンキング:
現在の値を表示/変更するために、コンボボックスを変数とリンクさせることができます。変数がデータセットの場
合、そのデータセットの最新の値に常にアクセスします。
表示用の数値のフォーマットは、どのデータタイプが指定されているか(「データリンキング: データタイプ」)とは
関係ありません。

Integer 次の整数に値が丸められます。常に指数部なしで表示されます。

Real number 小数点以下6桁までの「実数」型の数値フォーマットで値が表示されます。数値
の大きさに応じて、固定小数点または浮動小数点のフォーマットが選択されま
す。
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ユーザが入力ボックスの内容を変更した場合、新しい内容を取り込む前に、指定されているデータタイプに変換
できるかどうかがチェックされます。

グループ「Input Validation」で、さらに許容値範囲を定義できます。ユーザが許容範囲外の数値を入力し
た場合、または入力を数値に変換できない場合、その旨がメッセージボックスによりユーザに通知されます。
プロパティ「Apply」で、ユーザが入力した内容がいつ確認され、リンクしている変数に取り込まれるかが設定
されます。

· 「Auto」: リストから別の項目を選択すると、直ちに項目の確認および取り込みが行われます。入力ボックス内
の項目を編集した場合、ダイアログボタンを押すか、またはメニュー項目を選択した場合にのみ編集内容が
適用されます。

· 「On command」: DlgApplyData 関数を呼び出したとき、または特殊なファンクションボタン[適用]をクリックし
たときにのみ、確認および取り込みが行われます。

12.4.15  ツリーダイヤグラム
このウィジェットは、階層枝分かれ図のデータを表示するために使用
します。ファイリングシステムの図がこの例です。

設計時の注意:
ツリーダイヤグラムに項目を初期設定するには、次の操作を行います。
· ツリーダイヤグラムを選択します。

· 最後に項目を追加するには、グレーの項目[新規項目]をダブルクリックします。
· 既存の項目の後に項目を追加するには、まずその項
目を選択し、コンテキストメニュー(マウスを右クリックし
てアクセスします)でメニュー項目[新規項目]または[新
規の子項目]を選択します。

· 項目を削除したり、インデント(左端までの距離)を変更する場合も、コンテキストメニューに対応する項目があ
ります。

· マウスを使いドラッグアンドドロップ操作で、階層の上下に項目を移動させることができます。

行のプロパティを変更するには、まず目的の行を選択します。Properties Explorerで、キャプションおよびイメー
ジを変更できます。キャプションを変更する場合も、対応する行をダブルクリックできます。
それぞれの行に固有のイメージを割り当てることができます。イメージはすべて同じサイズでなければなりません!
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プログラミング時の注意:
イベント:

· 「Widget double-clicked」: ユーザが項目のキャプション(イメージの右側)の上でマウスを右クリックした
場合に生成されます。キーボード操作では、ENTERキーもダブルクリックとみなされます。

· 「Item selected」: ユーザのアクション(マウスのクリック、矢印キー)により現在の選択が変更された場合
に生成されます。

重要な関数:
· DlgInsertTreeItem - 項目を挿入します
· DlgSelectItem / DlgGetSelectedItem - 選択を設定/取得します
· DlgGetItemText - 項目のキャプションを取得します
操作時の注意:
ボタン[+]と[-]は、それぞれブランチを展開または折りたたみます。ENTERキーは、選択した項目のキャプションをダ
ブルクリックするのと同じ効果で、イベント「Double-clicked」をトリガします。

12.4.16  テーブル
テーブルビューは、データをテーブル形式で表示します。オプションで、
実行時に個々のセルの内容を直接編集できます。

適用例の1つがデータセットのリストです。最初の列はデータセットの名前で、それ以降の列にサイズ、サンプリン
グ間隔、データタイプなどの追加情報が含まれます。
列の数は設計段階で永続的に設定され、実行時に変更することはできません。
テーブルの最大サイズは128列×1024行です。
注意: このウィジェットは、大量の測定データを表形式で表示するのには適していません。代わりに、表形式モー
ドのカーブウィンドウを使用してください。

設計時の注意
以下のすべてのアクションでは、対応するテーブルウィジェットを選択する必要があります。
列/行ヘッダのテキストの設定
列ヘッダの上端/行ヘッダの左端にマウスを移動させます。
カーソルの形状が次のように変わります。
マウスをクリックし、目的のテキストを入力した後、ENTERキーを押して項目を確定するか、またはESCAPEキ
ーを押して無効にします。
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列幅の設定
列幅を設定するには、3つの異なるモードを使用できます。
最適な幅: セルの内容が切り捨てられることなく、すべて完全に表示されるよう、列幅が自動的に

調整されます。すべての列幅の合計がテーブルの幅よりも大きい場合は、自動的に水
平スクロールバーが追加されます。

全表示: 使用可能なテーブルの幅がそれぞれの列に均等に分割されます。これによって、実行
時にセルの内容が切り取られて表示される可能性があります。

固定: 設計段階で設定された列幅が保持されます。実行時に列幅を変更するには、2つの
列ヘッダ間の境界線の上にマウスを移動させます。カーソルの形状が以下のように変
わります。
これで、ドラッグアンドドロップ操作で、列の境界をずらすことができます。

行ヘッダのテキストがすべて完全に表示されるよう、行ヘッダの列幅は常に自動的に設定されます。
列固有のプロパティ
一部のプロパティは、それぞれの列で個別に設定することができます。たとえば、色やデータフォーマット、およびユ
ーザにセルを編集するための許可を付与するかどうかなどです。
これらのプロパティを変更するには、まず目的のテーブル列の上の境界にマウスを移動させます。
カーソルの形状が次のように変わります。

この状態で、マウスをクリックします。選択した列が網掛けで示され、
対応するプロパティがProperties Explorerに表示されます。

プログラミング時の注意
イベント:
· 「Item selected」: テーブルで選択されている行をユーザが変更した場合に生成されます。
· 「Changed」: ユーザがテーブルセルの内容を変更した場合に生成されます。テーブル列にプロパティ「Cells

editable」が割り当てられている必要があります。
重要な関数:
· DlgInsertItem: テーブル行を追加します。
· DlgSetCellText、 DlgSetCellValue、 DlgGetCellText、 DlgGetCellValue: セルの内容を設定/取得しま

す。
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データリンキング
それぞれの列に固有のデータフォーマットを設定できます。これは、関数 DlgSetCellValue または実行時のユー
ザ入力により、セルに数値が割り当てられている場合に限り、出力をフォーマットするために使用されます。フォー
マットは、「テキストボックス」の場合と同じような方法で行われます。
操作時の注意
プロパティ「Cells editable」がテーブルの列に割り当てられている場合、ダイアログを開いている状態でセルの内
容を編集できます。目的のセルをダブルクリックすると、エディットボックスが表示されるので、必要な変更を行うこ
とができます。ENTERキーで変更内容を適用し、ESCAPEキーで変更内容をキャンセルします。
テーブル列に特殊なデータフォーマットが割り当てられている場合、フォーマットが一致した場合に限り、新し
い内容が取り込まれます。

12.4.17  カーブウィンドウ
imc FAMOSや他のimcアプリケーションで測定されたデータを表示するために使用するカーブウィンドウは、ウィ
ジェットとして取り込むこともできます。

設計時の注意
カーブウィンドウを設定するには、ツールボックスからグループ[カーブウィン
ドウ]を選択した後、目的の表示モードを選択します。表示モードは後
で随時変更できます。
表示される波形は、設計段階で設定するか、または実行時にキット関
数を使用して指定できます。詳細については、後述する「Selecting
waveforms to display」セクションを参照してください。

カーブウィンドウを設定するには、コンテキストメニュー(マウスを右クリックしてアクセスします)を使用します。

軸をダブルクリックすると、それぞれの軸を
設定するためのダイアログが表示されま
す。
ダイアログを保存すると、カーブ構成全
体(表示モード、軸スケーリング、表示さ
れる変数の名前など)も一緒に保存され
ます。

マウスを使用してカーブウィンドウの位置を変更する場合は、シンボル (右上隅または左下隅)をマウスでクリッ
クし、ドラッグアンドドロップ操作で目的の位置まで移動させます。シンボルでもう一度マウスをクリックすると、ウィ
ジェットの標準的なコンテキストメニュー([切り取り]、[コピー]など)がさらに表示されます。
カーブウィンドウの構成および操作については、 カーブウィンドウ のオンラインヘルプを参照するか、またはimc
FAMOSマニュアル『Shared Components』を参照してください。
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プログラミング時の注意
イベント: ありません。
重要な関数:
· カーブウィンドウを制御するには、「カーブキット」に属する関数を使用します。これは、プログラムが適切にイン
ストールされると取り込まれます(imc FAMOS関数リストの[キット]ページ)。カーブウィジェットの名前は、これ
らすべての関数の最初のパラメータとして指定する必要があります。

例
データセット「Data」をカーブウィジェット「Curve1」に追加します(0～100にスケーリングされた固有のy軸)。

表示するデータセットの選択
ケース1:
表示する変数の名前が決まっている。たとえば、ダイアログを開くと、変数「Data」および「Result」が必ず表示さ
れる。
プロシージャ: 希望する名前でimc FAMOSにデータセットを作成します。内容は気にしないでください。
Dialog-Editorでカーブウィンドウを設定します(コンテキストメニュー: 「構成」: 「波形の追加..」)。ダイアログを
保存すると、ここで行なったカーブ構成も保存されます。
実行時にダイアログをロードすると、カーブ構成の名前と一致する名前の変数が存在するかどうかチェックが
行われます。その後、自動的に表示されます。

ケース2:
表示するデータセットの名前は可変であるが、基本的なカーブウィンドウの構造(表示モード、表示するデータ
セットの量)が決まっている。
プロシージャ: 設計時、「Placeholder1」、「Placeholder2」... など、わかりやすい名前で必要な量の波形を
作成した後、ケース1と同じように処理します。
その後、関数 CvReplaceChannel(カーブキットから)を使用して、実行時に、実際に表示するデータセットを
プレースホルダに挿入します。

CvReplaceChannel("Curve1", Data, "Placeholder1")

ケース3:
設計段階では、カーブウィンドウの構成や構造がまだわからない。
プロシージャ: CvYAxis、 CvXAxis、 CvAttrib などのカーブキットの関数を使用して、実行時にカーブウィンドウを
「最初から」構築します。
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操作時の注意
設計モードと同様、ここでもあらゆる構成および操作機能(コンテキストメニュー、軸のダブルクリック)を使用できま
す。

imcカーブウィンドウの操作については、 カーブウィンドウのオンラインヘルプ、およびimc FAMOSマニュアル
『Shared Components...』に詳細な説明が示されています。

12.4.18  メニューバーおよびツールバー
ダイアログにメニューバーを付けることができます。メニューバーは、必ず、
ダイアログの上部のタイトルバーのすぐ下に表示されます。特に複雑なア
プリケーションの場合、メニューをしっかり構築しておくと、概要を容易に
把握し、使用可能なすべてのアクションにアクセスできます。それぞれのメ
ニュー項目に対して、固有のイベントシーケンスが割り当てられ、各メニュ
ー項目を選択すると実行されます。

メニューバーを含むダイアログでは、メニューのすぐ下にツールバーを付けることもできます。こうすることで、対応す
るアイコンボタンから直接項目を呼び出すことができます。また、頻繁に使用するメニューコマンドは、簡単にアク
セスできるよう、通常ツールバーに登録されます。

設計時の注意
メニューの作成
メニューを作成したり、メニュー項目を追加または削除したりするには、ツールボックスの[メニュー]ページを使用し
ます。現在のメニューの表現がツリーダイヤグラム形式で表示されます。

ここで、最上位のメニュー位置はルート項目としてツリーダイヤグラ
ムに表示され、この項目を展開すると、それぞれのサブメニューが
表示されます。
項目を追加できるすべてのメニュー位置に、「新規項目」というプ
レースホルダがグレーの字体で表示されます。新しい項目を追加
するには、このプレースホルダをダブルクリックして、表示されたエ
ディットボックスに必要なメニューテキストを入力するだけです。

項目を削除するには、コンテキストメニューを開き(マウスを右クリック)、コマンド「Delete」を選択します。
ドラッグアンドドロップ操作により、項目の位置を変更できます。移動する項目をクリックし、マウスボタンを押
したまま、目的の位置までドラッグします。

プロパティの変更
メニュー項目のプロパティを表示するには、そのメニュー項目(またはメニュー項目に割り当てられているツールバー
ボタン)をクリックするか、メニューエディタの対応する項目をクリックします。
また、メニュー項目をツールバーに登録するには、プロパティ「Toolbar」の値を「Yes」に設定します。
また、プロパティ「Shortcut key」を使用して、同じメニューコマンドを呼び出すキーの組み合わせを設定するこ
ともできます。
メニュー項目に割り当てるイメージは16×16ピクセルの一定のサイズでなければなりません。
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プログラミング時の注意
イベント:
· 「Menu item selected」: メニュー項目が選択された場合、または対応するツールバーボタンが押された場合

に生成されます。
重要な関数:
· DlgEnable: メニュー項目を無効にします。
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12.4.19  ステータスバー
ステータスバーは、常にダイアログの下部に表示され、通常アプリケー
ションの現在のステータスや操作のステータスを表示する役割を果たし
ます。一般的な使用法として、選択したメニュー項目に対する簡単な
ヘルプテキストが表示されます。

設計時の注意
ダイアログにメニューがある場合、プロパティ「Infotext」でメニュー項目に対して、そのメニュー項目の機能を説明
する簡単なヘルプテキストを提供しておくと有用です。そうすれば、実行時にユーザがメニュー項目を選択した場
合に、このテキストが自動的にステータスバーに表示されます。
プログラミング時の注意
イベント: ありません。
重要な関数:
· DlgSetText: ステータスバーのテキストを変更します。この関数の最初のパラメータは固定名の「#Status」に設
定する必要があります。
例
DlgSetText("#Status", "Please wait...")
; ...performing long calculation...
DlgSetText("#Status", "Done.")
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データエディタ
13.1  はじめに
統合されたデータエディタを使用すれば、テーブル内のデータセットを表示、比較、および変更できます。コピー、
切り取り、貼り付けなどの標準的な編集機能に加え、データ処理に利用可能な特殊機能がいくつかあります。
トリガインスタントとサンプリングレートについて、データセットを表示できます。これにより、同時発生するイベント
を見つけて評価するのがさらに簡単になります。
統合検索機能を使用すれば、あらかじめ定義された間隔の範囲内または範囲外にある値を見つけることがで
きます。
カーブウィンドウとテーブルディスプレイをデータセット内の同じ位置を表示するようリンクできるため、データセットを
「通り抜けて」、カーブウィンドウおよびテーブルウィンドウ内で現在のセクションを確認できます。
データエディタを使用して値を追加または削除することで、既存のデータセットを編集することができます。完全に
新しいデータセットを生成し、参照カーブとして、あるいは数学関数のパラメータセットとして使用することができま
す。

13.2  起動
[その他] > [データエディタ]メニュー項目、ツールバーのボタン、またはF10ファンクションキーを使用してデータエディ
タを起動します。エディタの起動時にリストで変数が選択されている場合は、これらの変数が最初のテーブルウィ
ンドウに表示されます。
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13.3  インターフェース要素

メインウィンドウのエディタにはメニューとツールバー[1]があります。選択したメニューコマンドに素早くアクセスでき
る各種ボタンに加えて、ツールバーには値を入力または編集するための入力ボックス[7]もあります。下端には、
ステータス情報または現在選択されているメニュー項目の簡単な説明を表示するステータスバー[6]がありま
す。
メインウィンドウのワークスペースにはテーブルウィンドウ[2]が表示されます。エディタを起動すると、最大サイズの
テーブルウィンドウが生成されます。必要であれば、追加のテーブルを作成して任意の場所に配置できます。
テーブルウィンドウのワークスペースは、現在表示されている変数の名前を示すテーブルヘッダ[3]、スケーリング
列[4]、および値が含まれているデータ列[5]で構成されます。

13.4  コンテキストメニュー
コンテキストメニューを使用すると、より容易に多くのメニュー項目にアクセスできます。
テーブルヘッダを右クリックすると、対応する列がアクティブになり、コンテキストメニューが以下のように表示されま
す。

メインメニューの[列]見出しの下にも同じ項目があります。
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テーブルの中心部を右クリックすると、別のコンテキストメニューが呼び出されます。このコンテキストメニューは、現
在の選択内容を編集する際に使用する項目を提供します。

これらの項目は、[編集]メニューにも用意されています。

13.5  テーブルを開く/閉じる
データエディタを起動すると、すぐにテーブルウィンドウが作成されて表示されます。新しいテーブルを開くには、[テ
ーブル] > [新規]メニュー項目またはツールバーの対応するボタンを使用します。

 アクティブなテーブルウィンドウを閉じるには、[テーブル] > [閉じる]メニュー項目、Ctrl+F4キーの組み合わ
せ、またはテーブルウィンドウのシステムメニューを使用します。

13.6  テーブルと列のアクティブ化
いくつかのテーブルが開いている場合は、テーブルをマウスでクリックするか、メインウィンドウで[ウィンドウ]メニューの
上をクリックして目的のテーブルをアクティブ化します。開いているウィンドウのリスト内を前方または後方に進むに
は、CTRL + F6またはCTRL + SHIFT + F6キーの組み合わせを使用します。
各テーブルには、アクティブな入力セルを含むアクティブな列(列見出しが負で表示されている)があります。アクティ
ブな列を選択するには、見出しをクリックするか、入力セルを水平に移動します。
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13.7  変数の表示
データエディタの起動時に変数リストで変数が選択されている場合は、それらの変数が最初のテーブルに直ちに
表示されます。変数をさらに表示するには、目的の列の見出しをダブルクリックするか、[列] > [データセットの挿
入]メニュー項目を使用します。現在使用可能な変数から1つまたは複数の変数を選択できるリストが表示され
ます。選択した変数は、アクティブな列から始まるテーブルに表示されます。 

データエディタ、ダイアログ 変数の表示:  [ ]

imc FAMOSメインウィンドウ内の変数リスト([その他] > [オプション] > [変
数リスト]メニュー項目)の場合と同様に、グループ内のチャンネルとこのリ
スト内のコンポーネントの表示については同じ事前設定が有効となりま
す。
新しい変数を割り当てる必要がある列に変数がすでに表示されている
場合は、その変数がテーブルから削除され、新しい変数がその列に表
示されます。
また、ドラッグアンドドロップを使用して、メインウィンドウの変数リストか
ら、または列見出しの上のカーブウィンドウから変数をドロップすることも
できます。それらの変数は、この列から始まるように表示されます。

列を解放するには(つまり、この列における変数の表示を終了するには)、列をアクティブにして、[列] > [列のクリ
ア]メニュー項目を使用します。また、テーブルを閉じて、新しい空のテーブルで作業を続行することもできます。

XYデータセット
XYデータセットの表示については、データセットの両方の成分をデフォルトで表示するかどうか、またはy値のみ表
示するかどうかを指定できます。この設定は、[表示] > [オプション]ダイアログの[その他]ページで行います。 

データエディタ、ダイアログ 表示 オプション ＞その他:  [ ] > [ ] [ ]

[両方の成分]
アクティブな列にx成分が表示され、右側の隣接する列にy成分が表示されます。
[Y成分のみ]
アクティブな列にy成分が表示されます。

同じ(非等距離)タイムスタンプを持つ複数のデータセットが隣り合わせで表示されている場合は、これが
実用的なオプションとなります。x成分(=タイムスタンプ)はどの場合でも同じであり、左のスケーリング列に
表示できます。
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セグメント化データセット
データエディタに表示するセグメント化データセットを選択するたびに、以下に示したダイアログが自動的に表示
されます。このダイアログでは、表示の詳細を指定できます。

データエディタ、ダイアログ 表示の設定 、セグメント:  [ ]
[全てのセグメント]
データセットの全てのセグメントが表示されます。
[タイル]オプションを有効にした場合、個々のセグメントは別々の列で並べてリストされます。それ以外の場合
は、各イベントが最後のイベントの後にくるようにデータセット全体の値が1つの連続した列に表示されます。
[セグメント番号]
[全てのセグメント]オプションを無効にすると、この入力ボックスがアクセス可能になります。必要な特定のセグメン
トの(シリアル)番号またはインデックスをここで入力します(1からデータセット内のセグメントの合計数までの数
値)。
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マルチイベントデータセット
データエディタに表示するマルチイベントデータセットを選択するたびに、以下に示したダイアログが自動的に表
示されます。このダイアログでは、表示の詳細を指定できます。

波形エディタ 表示の設定ダイアログ、イベント: [ ]
[全てのイベント]
データセットの全てのイベントが表示されます。[タイル]オプションを有効にした場合、個々のイベントは別々の
列で並べてリストされます。それ以外の場合は、各イベントが最後のイベントの後にくるようにデータセット全体の
値が1つの連続した列に表示されます。
[イベント番号]
[全てのイベント]オプションを無効にすると、この入力ボックスがアクセス可能になります。必要な特定のイベント
の(シリアル)番号またはインデックスをここで入力します(1からデータセット内の合計イベント数までの数値)。

13.8  列の挿入と削除
[列] > [列の削除]メニュー項目を使用すると、列全体が表示から削除されます。削除した列の代わりに空の列
を残さないようにするために、削除した列の右に配置されている列は左にシフトされます(これは[列] > [列のクリ
ア]の効果と対照をなします)。
[列] > [新しい列の挿入]メニュー項目を使用すると、新しい空の列がアクティブな列の左に挿入されます。後続
の列は右にシフトされます。
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13.9  入力セルの配置、スクロール、マーキング
値を入力または変更するには、アクティブな入力セルを特定の値に配置する必要があります。セルをクリックする
か、方向キーを使用して入力セルの位置を変更します。アクティブな入力セルはボタンの色(通常はグレー)でハ
イライトされます。
方向キーまたはテーブルのスクロールバーで入力セルを移動すると、現在見えているテーブルのセクションを変更
できます。セクションは、入力セルが常に見えるように変更されます。
垂直スクロールバーは、アクティブな列の位置を常に参照します。内側の矢印キーを使用すると、セルを中心と
してスクロールし、中央の方向キーを使用すると、表示された波形の全長の約1/100だけスクロールします。外
側の方向キーは、アクティブな列にあるデータセットの先頭または終端に配置されます。

方向キーには以下の意味があります。

指定した方向に1回のセル

HOME アクティブな列の最初の値

END アクティブな列の最後の値

PAGE 1ページ上

PAGE 1ページ下

CTRL+ HOME 最初の列

CTRL+ END 最後の列

CTRL+ PAGE 1ページ左

CTRL+ PAGE 1ページ右

[編集] > [移動]メニュー項目を使用して値に直接移動するか、[編集] > [検索]メニュー項目を使用して、指
定した範囲内で値を検索します。
テーブルのセクションをマークするには、任意の範囲にわたって(左マウスボタンを押したまま)マウスをドラッグする
か、SHIFTを押しながら矢印キーを使用します。
複数の列を選択できるのは、テーブルが基本表示モードになっている場合のみです([表示] > [時間比較なし]メ
ニュー項目)。
アクティブな列を完全にマークするには、[列] > [列のハイライト]メニュー項目を使用します。
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13.10  個々の値の入力と編集
特定の値を入力または変更するには、まずアクティブな入力セルをこの値の上に配置する必要があります。目
的のセルをマウスでクリックするか、矢印キーで入力セルを移動します。
新しい値を入力するか、既存の値を上書きするには、キーボードを使用して単に新しい値を入力します。テーブ
ルは"READY"モードから"INPUT"モードに変わります(ステータスバーを参照)。隣接するセルに次の値を入力する
場合は、Returnまたは方向キーを使用して入力を確定します。Escを使用すると、入力がキャンセルされ、古い
値がセルに復元されます。
既存の値を変更するには、"CHANGE"モードをアクティブにする必要があります。ツールバーで入力ボックスをク
リックするか、Ctrl+F2キーの組み合わせを使用します。これにより、通常の方法で入力ボックス内の値を変更で
きるようになります。Returnを選択して変更を確定するか、Escを使用して変更を拒否します。入力ボックスの左
にあるボタンは、キーの代替として使用できます。テーブルは"READY"モードに戻ります。

3つの入力モードの相違点を以下に示します。

READY: 方向キーは入力セルを移動します。INPUTモードに変更するには、数字または文字キーを
押します。

INPUT: セルの内容を上書きします。方向キーは入力モードを終了し、入力セルを再配置します。

CHANGE: ツールバーの入力ボックスでセルの内容を変更します。方向キーは入力ボックス内でカーソ
ルを移動します。

13.11  切り取り、コピー、貼り付け、削除
これらのオプションにアクセスするには、[編集]メニュー項目を選択します。[削除]を除き、ツールバーのボタンを使
用することもできます。

[切り取り]
表示された波形から現在のマーキングが切り取られ、クリップボードに挿入されます。このマーキングは少なくとも
入力セルを含んでおり、拡大することができます (SHIFT+方向キー、マウスのドラッグ)。
[コピー]
現在のマーキングをクリップボードにコピーするには、このオプションを選択します。
[貼り付け]
[切り取り]または[コピー]を使用して切り取られるかクリップボードにコピーされた値は、アクティブな入力セルの前
に挿入されます。データセットの長さが増加します。
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注記
[切り取り]、[コピー]および[貼り付け]コマンドは、クリップボード内の値を交換する際に基本的なテキストフォー
マット(行ごとに数値を保存し、列をスペースで区切る)を使用します。このフォーマットは、他の多くのWindowsア
プリケーションで作成またはインポートすることができます。
クリップボードを使用してデータを他のアプリケーションに転送するには、[編集] > [ ->クリップボード]メニュー項目
を使用します。実際のフォーマット(列の間の区切り文字など)を事前に定義するには、[表示] > [オプション]メ
ニュー項目を使用します。
数値系列をレポートジェネレータに転送する場合は、「レポートジェネレータへの転送」セクションを参照してくださ
い。
[削除]
マークしたセルを表示されている波形から削除するには、このオプションを選択します。これにより、データセットの
長さが短縮されます。

13.12  [値の挿入]
規定数の初期化済みの値をアクティブな入力セルの前に入力するには、[編集] > [値の挿入]を使用します。

データエディタ、ダイアログ:</image> <image
src="fae40109_image10254.png"

scale="100.00%" styleclass="Image Caption"> [
値の挿入]

挿入する値の数をダイアログに入力します。[最初の値の初期化:]
および[追加..]入力ボックスで値を指定します。ゼロ(0)を[追加..]
に入力すると、一連の定数値が挿入されます。ゼロ(0)以外の値
を入力すると、指定した勾配でランプが生成されます。

値を2成分データセットに挿入する場合は、成分の長さは常に同
じでなければならないため、両方の成分を指定する必要がありま
す。

13.13  新規変数の作成
空の列の上の入力セルを最初の位置に移動します。これで、データセット内の最初の値を入力するか、[貼り付
け]または[値の挿入]を使用して一連の値を挿入できます。新しいデータセットはデフォルトの名前(de_+ 現在
の番号 )を与えられ、メインウィンドウの変数リストにも表示されます。名前とデータセットの他の全ての特性は、
[プロパティ]ダイアログ([列] > [プロパティ] > [特性]メニュー項目)で変更できます。
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13.14  [移動...]

データエディタ:</image> <image
src="fae40109_image10255.png"

scale="100.00%" styleclass="Image
移動 ダイアログCaption"> [ ...]

アクティブな列では、特定のインデックス(データセット内の位置)を持つ値に
直接飛ぶことができます。その場合、入力セルは望ましい位置に置かれま
す。

13.15  値の検索
指定した条件を満たす値をアクティブな列で検索するには、[編集] > [検索]メニュー項目を使用します。検索
は現在の入力セルから始まります。

データエディタ:</image> <image src="fae40109_image10256.png"
検索ダイアログscale="100.00%" styleclass="Image Caption"> 

検索の方向と基準(条件)をこのダイアログで指
定します。

リストに用意されている条件(基準)は以下のとおりです。

[より小さい値:] [検索する値 < 指定量]

[より大きい値:] [検索する値 > 指定量]

[等しい値:] [検索する値 = 指定量]

[区間内の値] [指定量1 < 値 < 指定量2]

[区間内にない値:] [値 < 指定量、または値 > 指定量2]

[検索]ボタンをクリックすると、検索が始まります。条件を満たす値が見つかった場合は、入力セルがその値に配
置されます。それ以外の場合は、メッセージボックスが表示されます。
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13.16  クリップボードへの選択内容のコピー
クリップボード経由で他のアプリケーションにデータを転送するには、[編集] > [クリップボード]を選択します。特定
のフォーマットは、[表示] > [オプション]を使用して指定できます。
数値系列をレポートジェネレータに転送する場合は、「レポートジェネレータへの転送」セクションを参照してくださ
い。

データエディタ 表示オプション ＞ クリップボード:  [ ] [ ]

[列区切り文字]
タブ、スペース、または自由に定義可能な文字列のいずれかを選択します。たとえば、EXCELでは区切り文字と
してタブが必要です。
[スケーリング列]
このオプションを選択すると、スケーリング列がクリップボードに保存されます。
[ヘッダ]
ヘッダ(つまり、変数の名前)を保存するかどうかをここで指定します。
[小数点を表すコンマ]
imc FAMOSは、数値の表示時に小数点を使用します。ここでは、小数点を表すコンマを使用するかどうかを指
定します。
指定しなかった場合は、テーブルウィンドウで現在設定されている表現に類似した方法でスケーリング列が保存
されます。

例
[編集] > [クリップボード]メニュー項目を使用して、以下のマーキングをクリップボードにコピーします。
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オプション: 区切り文字「; 」、ヘッダなし、スケーリングなし
362.7 ; 0.00122074
362.8 ; 0.00122074
362.9 ; 0.00122074
363 ; 0.00122074
363.1; 0.00122074

オプション: 区切り文字「タブ」、ヘッダ、スケーリング、小数点を表すコンマ
 E0_6_113.X E0_6_113.Y
10.06.93 19:24:22 362,7 0,00122074
10.06.93 19:24:22 362,8 0,00122074
10.06.93 19:24:22 362,9 0,00122074
10.06.93 19:24:23 363 0,00122074
10.06.93 19:24:23 363,1 0,00122074

13.17  [カーブの表示]
アクティブな列の変数が表示されるカーブウィンドウを開くには、[列] > [カーブの表示]メニュー項目を使用しま
す。

ドラッグアンドドロップを使用して、テーブル列を既存のカーブウィンドウに表示することもできます。 

マウスを目的の列の先頭に移動し、左側をクリックして、マウスボタンを押したままマウスを目的のカーブウィンドウ
に移動します。移動したら、そこでマウスボタンを離します。 

変数は、マウスボタンを離したときのマウスの位置に応じて以下の形式で表示されます。
· 座標系の上/下: 新しい座標系が生成され、その座標系に変数が表示されます。
· 座標系内: 変数は、この座標系に新しい軸とともに表示されます。
· 1つのy軸上: 変数は、y軸を基準にしてこの座標系に表示されます。

13.18  [プロパティ]
[列] > [プロパティ]メニュー項目を選択すると、 アクティブな列の変数の特性を表示および変更できるダイア
ログが呼び出されます。このダイアログは、[変数] > [プロパティ]を使用してメインウィンドウで呼び出すことも
できます。 

参考
このダイアログの詳細については、「変数」章の「プロパティの表示と変更」セクションを参照してください。
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13.19  セルの高さと幅、フォント
テーブルウィンドウのフォントを設定するには、[表示] > [フォント]メニュー項目を使用します。ダイアログに表示さ
れるリストから目的のフォントを選択し、フォントサイズを指定します。
セルの高さは設定したフォントに適合し、選択したフォントサイズよりも多少大きいサイズに自動的に設定され
ます。
スケーリング列とデータ列のセルの幅は別々に定義することができます。[表示] > [オプション]ダイアログ( [データ]
および[スケール]ページにある列幅に関する情報)で幅を設定するか、マウスを使用して列の幅を変更します。
見出し行で2つの列の間の区切り線上にマウスを移動します。これにより、マウスカーソルの形状が変わります。
マウスボタンを押しながら区切り線の位置をシフトします。スケーリング列を設定するには、区切り線上でマウスを
最初のデータ列に移動します。

13.20  スケーリング列の設定
スケーリング列の表示に影響する3つのメニュー項目は、[表示]メニューにある[インデックス]、[X値]および[時間]
です。これらのメニュー項目のいずれかが常にアクティブになります(チェックマークでラベル付けされる)。また、対応
するツールバーボタンを使用することもできます。

[インデックス]
アクティブな列に表示される値のインデックス(データセット内の位置)がスケール列に表示されます。単一値は、1
から始まる連続した番号が付けられます。
[X値]
アクティブな列に表示される値のX値がスケール列に表示されます。等距離データセットでは、x値はデータセット
内の最初の値のxオフセットと2つの連続する値のx距離から算出されます。xyデータセットでは、これはデータセッ
トのx成分における付随値です。
[時間]
アクティブな列に表示される値について時間が表示されます。時間の表示では、データセットのトリガ時間が使
用され、データセットのx軸が秒単位でスケールされると仮定されます。時間は、Windowsコントロールパネルで
設定された日時フォーマットに従って表示されます。
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スケーリング列での表示は、[表示] > [オプション]ダイアログの[スケール]インデックスカードの影響を受けます。

波形エディタ 表示オプション スケール[ : ] > [ ]

[列の幅]
規定フォントの文字の中間幅に基づいてスケーリング列の幅をここで指定します。テーブル見出しでスケール列と
最初のデータ列の間の区切り線をクリックしてマウスボタンを押したままにすることにより、テーブルウィンドウでカラ
ムの幅を直接変更することもできます。これで区切り線をシフトできるようになります。
[フォーマット]
数値の表示を指数表記、10進表記または自動にするかどうかをここで指定します。この場合、自動とは、値に
応じて最も短い表示が自動的に選択されることを意味します。
[精度]
「自動」表示モードで生成される有効桁数は、テキストボックス内の数値によって指定されます。その他の場
合、この数値は小数点の後に指定される桁数に対応します。
[アラインメント]
スケール列内の数値のアラインメントをここで指定します。
[時間フォーマット]
この設定は、時間表示をスケール列で選択した場合にのみ重要となります。
[日付の表示]
このオプションを選択した場合は、日付と時刻の両方が表示されます。それ以外の場合は、時刻のみ表示され
ます。
[秒]
時間分解能の精度をここで指定します。秒の小数部は時間の後に再調整され、コンマで区切られます。
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13.21  データ列の設定
データ列での数値の表示は、[表示] > [オプション]ダイアログの[データ]ファイルカードの影響を受けます。

データエディタ 表示オプション ＞データ:  [ ] [ ]

[列の幅]
規定フォントの文字の中間幅に基づいてスケーリング列の幅をここで指定します。マウスボタンを押しながらテー
ブルの見出しで2つのデータ列の間の区切り線をクリックすることにより、テーブルウィンドウで列の幅を直接変更す
ることもできます。これで、区切り線をシフトできるようになります。
[フォーマット]
数値の表示を指数表記、10進表記または自動にするかどうかをここで指定します。この場合、自動とは、値に
応じて最も短い表示が自動的に選択されることを意味します。
[精度]
「自動」表示モードで生成される有効桁数は、テキストボックス内の数値によって指定されます。その他の場
合、この数値は小数点の後に指定される桁数に対応します。
[アラインメント]
データ列内の数値のアラインメントをここで指定します。

13.22  表示モード
表示モードを設定するには、[表示]メニューの[時間比較なし]、[相対時間比較]または[絶対時間比較]メニュ
ー項目を使用します。これらのオプションのいずれかが常にアクティブになります(チェックマークでラベル付けされ
る)。ツールバー内の対応するボタンも使用できます。

[時間比較なし] 
エディタでは、これがデフォルト設定です。データセットは、xスケーリングを考慮せずにリストされます。個々のセル
は、全て同じ高さになります。
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[相対同期] 
データセットは、隣接して示されたサンプルが同じx値を持つように表示されます。
個々のデータセットは、xオフセットに従って列内でシフトされます。異なるサンプリング時間(またはx-delta)
は、列内でセルの高さを変化させます。通常のセルの高さ(規定のフォントに対応する)は、テーブルに現在
表示されているデータセットで生じる最小x距離の基準として使用されます。これにより、出力における数値
の重複が防止されます。

このモードは、表示された全てのデータセットのサンプリング時間とオフセットが同じ大きさになっている場
合にのみ役立ちます。
いくつかのデータセットをx軸に関連して比較する必要がある場合にのみ、このモードを選択します(トリガ時間を
無視する)。
このモードでは、エディタは基本表示モードの場合よりも明らかにかなり遅くなります。複数の列を同時に選
択することはできません。このモードでは、全てのデータセットまたはデータセットの組み合わせを表示できるわ
けではありません。
たとえば、xyデータセットは、x軸が単調の場合にのみ表示できます。そうしないと、値を重ねてプロットする必
要があるためです。オフセットとサンプリング時間の比率は、特定の値を超えないようにする必要があります。
そうしないと、テーブル内の数値の個々の位置が相互に調整されなくなる可能性があります。そのような場合
は、エラーメッセージが生成され、テーブルは基本表示モードに戻ります。

[絶対同期] 
[相対同期]表示モードの場合とは異なり、データセットのトリガ時間が考慮されます。
データセットは、隣接して示されたサンプルが同じタイムベースを持つように表示されます。個々のデータセット
は、トリガ時間とxオフセットの合計に従って列内でシフトされます。異なるサンプリング時間(またはx-delta)
は、列内でセルの高さを変化させます。通常のセルの高さ(規定のフォントに対応する)は、テーブルに現在
表示されているデータセットで生じる最小x距離の基準として使用されます。これにより、出力における数値
の重複が防止されます。

このモードは、表示された全てのデータセットのサンプリング時間とトリガ時間が同じ大きさになっている
場合にのみ役立ちます。
このモードは、いくつかのデータセットを時間内の相対位置に関して比較する場合にのみ選択します。このモード
では、エディタは基本表示モードの場合よりもかなり遅くなります。複数の列を同時に選択することはできませ
ん。このモードでは、全てのデータセットまたはデータセットの組み合わせを表示できるわけではありません。
たとえば、xyデータセットは、x軸が単調の場合にのみ表示できます。そうしないと、値を重ねてプロットする必
要があるためです。オフセットとサンプリング時間の比率は、特定の値を超えないようにする必要があります。
そうしないと、テーブル内の数値の個々の位置が相互に調整されなくなる可能性があります。そのような場合
は、エラーメッセージが生成され、テーブルは基本表示モードに戻ります。

例
以下の特性値を持つ3つのデータセットがテーブルに表示されます。

Channel1 Channel2 Channel3

秒単位のXオフセット(プリトリガ) 0 0 0.5

秒単位のX-delta (サンプリング時間) 0.1 0.25 0.3

トリガ時間 2:09:00 2:09:01 2:09:00
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[表示] > [時間比較なし]メニュー項目がアクティブな場合(選択されている場合)、テーブルは以下のようになりま
す。

データエディタ、 時間比較なし 表示モードのテーブル[ ]

表示は時間に関係なく続き、スケーリング列(ここでは絶対時間)は「Channel1」例のアクティブな列に適合しま
す。
[表示] > [相対時間比較]メニュー項目がアクティブな場合、テーブルは以下のようになります。

データエディタ、 相対時間比較表示モードのテーブル[ ]

3番目のチャンネルの異なるサンプリング時間とオフセットが考慮されます。スケーリング列(x値の表示)は、アク
ティブな列に依存しません。相対的なセルの高さは、サンプリング間隔に比例的に対応します。
[表示] > [絶対時間比較]がアクティブな場合、テーブルは以下のようになります。
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データエディタ、絶対時間比較表示モードのテーブル[ ]

channel2の異なるトリガ時間が明確に考慮されます。スケーリング列(絶対時間で表示された場合)は、アク
ティブな列に依存しません。

13.23  テーブルとカーブウィンドウのスクロールリンク
ウィンドウのxスケーリング(テーブル内のスケーリング列、カーブウィンドウ内の座標系の水平軸)が常に同じ値範
囲を表示するようにテーブルウィンドウとカーブウィンドウを相互にリンクすることができます。実際には、あるウィンド
ウでスクロールすると、対応するデータ領域を表示するために、リンクされたそれぞれのウィンドウ内の表示も自動
的にスクロールします。
以下の例は、スクロールリンクの作成方法を示しています。
いずれかの変数例(たとえば、slope.dat)をロードして、新しいテーブルウィンドウに表示します。
データセットをカーブウィンドウに表示します。カーブの始まりが見えるようにy軸(つまり、x = 0)付近の部分にズー
ムインします。
ツールバーでボタン をクリックし、マウスボタンを押したままにします。カーブウィンドウの端から端までマウスをドラッ
グしてから、マウスボタンを離します。
実際のリンク位置は、データエディタではテーブル内の水平線によって示され、カーブウィンドウでは垂直線によっ
て示されます。テーブルとカーブウィンドウのx位置が同じになるのは、正確にこの位置になります。
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テーブルで下方向にスクロールすると、カーブウィンドウはテーブルとともに移動します。同様に、カーブウィンドウで
スクロールすると、テーブルもスクロールします。

データエディタ、リンクされたテーブルおよびカーブウィンドウ

次に、別のテーブルウィンドウを開き、このウィンドウに変数を表示します。リンクされたウィンドウで以前と同じ手
順を使用して、このデータセットを挿入します。どのウィンドウがスクロールされるかに関係なく、リンクされたウィンド
ウは現在の位置に従って常に更新されます。これにより、任意の数のテーブルとカーブウィンドウを相互にリンクで
きるようになります。
コミュニケータツールバー(コンテキストメニューによる呼び出し: 右マウスボタンでウィンドウ内をクリック、[コミュニケー
タ]オプション)の対応するボタンを使用してカーブウィンドウからリンクを実行することもできます。

テーブルまたはカーブウィンドウで該当するボタンを再度クリックすると、テーブルまたはカーブウィンドウはリンクされ
たウィンドウから削除されます。
複数のデータセットがあるテーブルでは、アクティブな列のスケーリングが基準として使用されます。リンクされたウィ
ンドウは、全て同じ表示モード(相対スケーリングまたは絶対時間にわたるスケーリング)を使用する必要がありま
す。
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13.24  プリントアウト
データエディタの印刷機能は、imcレポートジェネレータ経由で動作します。選択内容は標準フォームに転送さ
れてから印刷されます。
この手順の利点は、単にフォーム設定の変更によって、特定の要望や要件を満たすようにプリントアウトの外観
を適応させてカスタマイズできることです。プリントアウト機能は、数値のリストを視覚に訴える紙面上のテーブル
として表現するための便利なツールです。
テーブル、テキストおよびグラフを組み込む比較的複雑なレポートの場合は、手動でレポートフォームをレイアウト
してから、リモート制御関数またはドラッグアンドドロップによって適切なデータ(数値系列、テキスト、カーブグラフ
など)をそのフォームに供給するのが望ましい方法です。

[テーブル] > [印刷..]メニュー項目にアクセスすると、以下に示したダイアログが呼び出されます。このダイアログで
は、プリントアウト領域を選択し、プリントアウトの外観を指定できます。

データエディタ、ダイアログ:</image> <image
src="fae40109_image10274.png" scale="100.00%"

印刷styleclass="Image Caption"> [ ]

[選択]
プリントアウトする領域を指定します。
[全て]
テーブルの内容全体がプリントアウトされます。プリントアウ
トの全長は、含まれている最も長いデータセットによって
決まります。幅(つまり、プリントアウト内の列数)は、右端
の占有列によって決まります。
[スケール列を使用]
スケーリング列がプリントアウトに含まれます。
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[テンプレート(レポート)]
プリントアウトのテンプレートとして使用するレポートの名前をここに入力します。imc FAMOSの通常のインストー
ルでは、"DEFORM.DRB"ファイルがデフォルトレポートとして提供されます。
このフォームを各自の要件に適応させるには、レポートジェネレータにフォームをロードして変更し、別の名前
で新しいレポートを保存します。新しいレポートの名前は、この入力ボックスに入力できます。完全なディレク
トリパスを指定しない限り、プログラムはあらかじめ設定されたデフォルトディレクトリでレポートファイルを検索
します([オプション] > [ディレクトリ]で指定)。
独自のテンプレートを定義する場合は、以下の点に注意してください。

· 実際のテーブルデータは、"TABLE1"として指定する必要があるテーブルオブジェクトに転送されます。このテーブ
ル内の行と列の数は、プリントアウトに必要なページ数を示します。

· 指定したタイトルは、"HEAD1"として指定する必要があるテキストオブジェクトに転送されます。指定されるフッ
タの名前は"FOOT1"にする必要があります。
また、タイトルおよびフッタテキストのプレースホルダを割り当てることもできます。プリントアウト時には、これらのプレ
ースホルダに特定のデータが提供されます。以下のプレースホルダがあらかじめ定義されています。
&p 現在のページ番号

&t 現在のシステム時刻

&d 現在のシステム日付

[転送して印刷]
このオプションを有効にすると、テーブルはバックグラウンドでレポートジェネレータに転送されてプリントアウトされま
す。レポートジェネレータがまだ開いていなかった場合は、プリントアウトの完了時にレポートジェネレータが再度
閉じられます。
プリントアウトを達成するために6ページ以上必要になる場合は、手順の確認を求めるメッセージが表示され
ます。
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[レポートを転送して表示]
このオプションを選択した場合、レポートジェネレータは完成したドキュメントのプレビューを転送後に表示します。

これにより、プリントアウトが各自の要望を反映していることを確認し、必要であればプリントアウトを最終的に承
認する前に編集することができます。印刷手順は、ページ単位で実行するか、ドキュメント全体で一度に実行
することができます。また、必要に応じて中断することも可能です。

13.25  レポートジェネレータへの転送
数値のリストをデータエディタからレポートジェネレータに手動で転送する場合は、主に2つの可能性があります。1
つはWindowsクリップボードを介したデータ転送、もう1つはドラッグアンドドロップの使用です。

13.25.1  ドラッグアンドドロップ
これは実際の数値のみ(つまり、ヘッダ内のタイトルでもスケーリング列でもない)を転送します。
列の転送
列全体の内容を転送するには、列ヘッダを左クリックし、ボタンを押したままマウスをレポートジェネレータの上に
移動して、その列を配置する場所でボタンを離します。
ハイライトの転送
ハイライトされた現在の選択内容(および複数の列)をレポートジェネレータに転送するには、ハイライトされた領
域の上にマウスポインタがある状態でCtrlと左マウスボタンを同時に押します。その後は、上記の説明に従って操
作を進めます。
データが挿入時にどのように処理されるかは、ボタン解放時のマウスの特定の位置によって決まります。
1.テキストオブジェクトの上:
実数のプレースホルダ(#f、#e)は現在の数値に置き換えられます。
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2.テーブルオブジェクトの上:
現在のマウス位置から下方および(データエディタで複数の列がハイライトされている場合は)右に向かって、テー
ブルのセルに数値が提供されます。数字表記は、テーブルオブジェクト用に設定された表記を反映しますが、テ
ーブルオブジェクトの[プロパティ]ダイアログで 過去にさかのぼって変更することができます。
3.その他:
新しいテーブルオブジェクトが作成されます。行と列の数は、データエディタでハイライトされた領域の寸法と適切
に表示できる最大量に基づいて自動的に決定されます。セルの高さは、テーブルオブジェクトのデフォルトフォント
によって決まります。他の全てのプロパティ(数字フォーマット、フォント)の初期設定は、同様にテーブルオブジェク
トの有効なデフォルト設定から取得され、後で変更することができます。

13.25.2  コピーと貼り付け
クリップボードにコピーするには、対象となる領域をハイライトして、[編集] > [コピー]または[編集] > [-> クリップボ
ード]メニュー項目にアクセスする必要があります。
[コピー]
[コピー]コマンドは、ハイライトされた領域だけをクリップボードに入れます。
[->クリップボード]
[->クリップボード]コマンドは、挿入されたデータに[表示] > [オプション]ダイアログの[クリップボード]ページにある有
効な設定を反映させます。つまり、列ヘッダとスケール列をデータとともに転送したりすることができます。「タブ」は
列の区切りを示す役割を果たすことに注意してください。[小数点を表すコンマ]オプションをアクティブにすることは
できません。
これで、新しいテーブルオブジェクトをレポートジェネレータで作成するか、既存のテーブルに新しい値を提供で
きます。

新しいテーブルオブジェクトの作成
新しいテーブルオブジェクトを作成するには、レポートジェネレータのメニュー項目[編集] > [名前を付けて貼り付
け...]を使用するか、コンテキストメニューから[名前を付けて貼り付け...]コマンドを使用します。表示されたダイア
ログで、[テーブル]を選択します。
行と列の数は、クリップボードの内容と適切に表示できる最大数に基づいて自動的に決定されます。
セルの高さは、テーブルオブジェクトのデフォルトフォントによって決まります。他の全てのプロパティ(数字フォー
マット、フォント、フレーム、背景)の初期設定は、同様にレポートジェネレータでテーブルオブジェクトの有効な
デフォルト設定から取得され、後で変更することができます。データはテキストフォーマットで転送されているた
め、テーブル用に設定された数値表記は無視されます。数値は、データエディタの場合と全く同じように表示
されます。

既存のテーブルオブジェクトの更新
テーブルオブジェクトを更新するには、まずそのテーブルオブジェクトを選択します。テーブルの一部のみを変更する
場合は、関係するセルをハイライトします。次に、メニューバーまたはコンテキストメニューから[編集] > [内容] >
[貼り付け]メニュー項目にアクセスします。
データはテキストフォーマットで転送されているため、テーブル用に設定された数値表記は無視されます。数
値は、データエディタの場合と全く同じように表示されます。

参考
ユーザーズマニュアル『Curve Manager、Report Generator』*** ***
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DDEインターフェース
14.1  概要

DDE (Dynamic Data Exchange: 動的データ交換)は、Windowsアプリケーション間でデータと命令の両方を通
信するために使用される固定プロトコルです。したがって、交換されるデータと命令のタイプはアプリケーション指
向型です。DDEはマクロ言語に容易に組み込むことができるため、複数のプログラムの使用を伴うプロセスの自
動化が可能になります。
トランザクションから始めることを最初のプログラム(クライアント)が別のプログラムに通知すると、通信が始まりま
す。この2番目のプログラム(サーバ)は、このトランザクションを実行できるかどうかを判断します。これが可能な場
合は、トランザクションが実行されます。
命令の転送時には、ターゲットアプリケーション、トピックおよび命令自体を全て宣言で指定する必要がありま
す。

データの転送時には、ターゲットアプリケーション、トピック、設定または要求される項目、およびデータフォーマット
を全て宣言で指定する必要があります。実際のデータは、グローバルメモリオブジェクトで送信されます。
使用可能なトピックと、トピックおよびデータ要素構文は、ターゲットアプリケーションに関連付けられているドキュ
メントから取得されます。
データを転送する場合は、両方の側で認識およびサポートされている適切なフォーマットを選択する必要があり
ます。サポートされるフォーマットはアプリケーションによって異なる可能性がありますが、ほぼ全てのDDE対応
Windowsアプリケーションはシンプルテキストフォーマットをサポートしているため、少なくともこれに基づいた対話
が可能になります。

imc FAMOSは、クライアントとサーバの両方としてDDEポーク(データの送信)、DDE要求(データの要求)およびDDE
実行(命令の送信)をサポートします。したがって、データと命令をimc FAMOSに送信するだけでなく、それを別の
アプリケーションに送信するようにimc FAMOSに要求することもできます。
サポートされるデータフォーマットには、テキストフォーマットに加えて、特性データセット値を持つデータセットの同
時転送を可能にする特殊なimcフォーマットが含まれます。

14.2  DDEクライアントとしてのimc FAMOS
imc FAMOSを使用して他のアプリケーションと処理を行う場合、imc FAMOSはクライアントとして機能し、ターゲッ
トアプリケーションは要求のプロセッサ(DDEサーバ)として機能します。
トランザクションは、適切な関数と制御コマンドを使用して直接開始できますが、ダイアログボックスから開始する
こともできます。ダイアログボックスを使用してDDE呼び出しをダイアログでテストしてから、テスト済みのパラメータを
備えたDDE関数をシーケンスに直接組み込みます。
以下の資料では、ダイアログを使用した手順について説明し、対応する関数とコマンドへの参照を提供します。
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14.2.1  [DDEクライアント]ダイアログ
このダイアログボックスは、[その他] > [DDE...]メニュー項目から呼び出します。

[トランザクション]
通信のモードを決定するには、このドロップダウンメニューを使用します。他の入力フィールド項目は、この選択に
応じて変わります。
[アプリケーション]
他のアプリケーションにDDEでアクセスする場合に使用する名前を入力ボックスに入力します。多くの場合、これ
はアプリケーション自身の名前ですが、一部のプログラムではユーザが自由に指定できます。
[トピック]
DDEトランザクションには常にトピック名が割り当てられます。トピック"SYSTEM"は、全てのDDE対応アプリケーショ
ンでサポートしている必要があります。他のトピック名は、アプリケーションによって異なります。たとえば、MS Word
for Windowsは新規に開いた各ドキュメントで新しいトピックを開始します。
[コマンド]
この入力フィールドは、トランザクションドロップダウンメニューから[コマンドの送信]を選択した場合にのみアクティブ
になります。コマンドの構文は、ターゲットアプリケーションの必須構文に対応している必要があります。また、多く
の場合、マクロ命令をコマンドとしてターゲットアプリケーションから直接使用することもできます。
[項目]
この入力フィールドは、データを転送する場合にのみアクティブになります。要求または設定されるターゲットアプリ
ケーションデータ要素の名前を指定します。
[imc FAMOS変数]
この入力フィールドは、データを転送する場合にのみアクティブになります。データを転送または要求する場合に
使用するimc FAMOS変数の名前を指定します。
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[実行!]
ダイアログで設定されたパラメータを使用してDDEトランザクションを開始します。トランザクションが可能でない場
合は、エラーメッセージが表示されます。最も一般的なエラーメッセージ"Conversation could not be
established"は、DDEパートナが見つからなかったこと(サーバ名が正しくないか、アプリケーションが起動していな
い)、または選択したトピック/要素の組み合わせがパートナアプリケーションでサポートされていないことを示しま
す。
[終了] 
ダイアログが閉じられます。ただし、開いているダイアログボックスを使用してimc FAMOSで作業を続行することも
可能です。
[オプション]
imc FAMOS の様々なDDE設定を備えたダイアログを呼び出します。本章の次のセクションでは、これらの設定に
ついて詳しく説明します。

14.2.2  [コマンドの送信]
これは、特定の制御コマンドを実行するように他のアプリケーションに指示します。以下の設定を使用すると、
EXCELは新しいテーブルを開きます。
[トランザクション]: [コマンドの送信]
[アプリケーション]: EXCEL
[トピック]: SYSTEM
[コマンド]: [NEW] 

関数"DDESend"またはコマンド"CONTROL"を使用することもできます。

14.2.3  [データの送信(imc FAMOS)]
これは、特殊なimc-DDEフォーマットを使用してデータセットを別のアプリケーションに送信します。これは、他の
imcアプリケーションによってサポートされます。
[トランザクション]: [データの送信(imc FAMOS)]
[アプリケーション]: FRAME
[トピック]: VARS
[要素]: imc FAMOS Data
[変数]: imc FAMOS Var

imcプログラムジェネレータ"Frame"のグローバル変数"FamosWave"は、imc FAMOS変数"FamosVar"の現在の
内容で更新されます。
"DDESet"関数を使用することもできます。
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14.2.4  [データの送信(テキスト)]
imc FAMOSデータセットは、DDEテキストフォーマットに変換されてから、パートナアプリケーションに送信されます。
テキストフォーマットは、ほとんどのDDE対応Windowsプログラムでサポートされています。数値をテキストに変換
する方法を決定するパラメータは、[オプション] > [DDE] ([オプション]ボタン)ダイアログで設定できます。
隣接する数値を分離するための正しい区切り文字を選択することが特に重要となります。たとえば、タブ区切り
文字を使用して数値をEXCELに送信すると、値は行方向に入力されます。ただし、キャリッジリターン/ラインフィ
ードの組み合わせ(ASCII 0x0d/0x0a)を使用すると、数値はテーブルの列方向に入力されます。
[トランザクション]: [データの送信(テキスト)]
[アプリケーション]: EXCEL
[トピック]: TAB1
[要素]: Z1S1:Z1S100
[変数]: imc FAMOS Var

EXCELでは、データセット"FamosVar"の最初の100個の値が最初の行に送られます。タブ区切り文字を値の間
に挿入する必要があり、コンマが小数点として使用されます。
"DDESet"関数を使用することもできます。

14.2.5  [テキストの送信]
これは、imc FAMOSテキスト変数の内容を別のアプリケーションに送信します。
[トランザクション]: [テキストの送信]
[アプリケーション]: EXCEL
[トピック]: TAB1
[項目]: Z1S1
[変数]: TxHello

"TxHello"テキスト変数の内容は、EXCELテーブル"TAB1"の左上のセルに送られます。
"DDESet"関数を使用することもできます。

14.2.6  [データの要求]
imc FAMOSは別のアプリケーション内のデータ要素の内容を要求します。最初の試行では、imc FAMOSはimc
フォーマットでデータを要求します。ただし、パートナアプリケーションでサポートされていない場合は、テキストフォ
ーマットを使用して要求が再度行われます。
[トランザクション]: [データの要求]
[アプリケーション]: EXCEL
[トピック]: TAB1
[要素]: Z1S1:Z100S1
[変数]: imc FAMOS Var

EXCELでは、テーブル"TAB1"内の最初の列から最初の100個の値が要求され、変数"FamosVar"にコピーされま
す。変数の長さは、正常に読み込まれた値の数によって決まります。
"DDEInq"関数または"REQUEST"制御コマンドを使用することもできます。
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14.2.7  [テキストの要求]
別のアプリケーションからのデータ要素の内容が要求され、成功した場合はimc FAMOSテキスト変数にコピーさ
れます。
[トランザクション]: [テキストの要求]
[アプリケーション]: EXCEL
[トピック]: TAB1
[要素]: Z1S1:Z1S1
[変数]: imc FAMOS Var

EXCELテーブル"Tab1"内の左上のセルの内容が要求され、imc FAMOSテキスト変数"FamosVar"が作成されま
す。
"DDEInq"関数を使用することもできます。

14.3  [DDE設定]ダイアログ
このダイアログにアクセスするには、[エクストラ] > [オプション] > [その他-DDE]メニューオプションまたは上記のDDEク
ライアントダイアログにある[オプション]ボタンを使用します。
DDEトランザクション中のimc FAMOSの動作を制御する様々な基本設定をここで設定できます。
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[数値フォーマット(テキストとしてデータを送信)]
このグループは、データをテキストとして転送する際にどのように数値をテキストに変換するのかを制御します。
[フォーマット]
数値の表現を常に指数表記、常に10進表記または自動にするかどうかを設定できます。「自動」は、最も短
い表記(特定の値に依存する)が使用されることを意味します。
[精度]
この設定では、「自動」設定での有効桁数、またはテキストフォーマット使用時の小数点以下桁数が決定され
ます。
[小数点を表すコンマ]
このオプションを選択すると、コンマが小数点の記号として使用されます。それ以外の場合は、imc FAMOSでの
慣例により、小数点が使用されます。たとえば、EXCELでは小数点を表すコンマを使用する必要があります。つ
まり、テキスト"1.23"は数値として認識されません。
[区切り文字]
隣接する数値を互いに分離する際に使用する区切り文字のタイプを決定します。タブ、空のスペース、または
自由に定義された文字の組み合わせのいずれかを選択できます。
たとえば、タブ区切り文字を使用して数値をEXCELに送信すると、値は行方向に入力されます。ただし、キャ
リッジリターン/ラインフィードの組み合わせ(ASCII 0x0d/0x0a)を使用すると、数値はテーブルの列方向に入力
されます。
入力ボックスでは、以下の印刷不能文字記号を使用できます。:

\n ラインフィード、16進法の0x0A

\r キャリッジリターン、16進法の0x0D

\t タブ

[タイムアウト]
この値では、不成功のトランザクションを終了する前にimc FAMOSが待機する最大時間が決定されます。大量
のデータを転送しているときにエラーメッセージ"Time-out"が表示された場合は、この値を大きくする必要がありま
す。
[サーバ名]
DDEトランザクションのために他のアプリケーションがimc FAMOSをアドレス指定する際に使用する名前を指定し
ます。この名前はimc FAMOSに初期設定でプリセットされており、例外でのみ変更する必要があります。
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14.4  DDEサーバとしてのimc FAMOS
DDE通信でimc FAMOSが別のアプリケーションからアドレス指定されると、imc FAMOSはDDEサーバになり、パー
トナアプリケーションはDDEクライアントになります。
DDEによってimc FAMOSにアクセスするためには、正しいimc FAMOSサーバ名を使用する必要があります。これ
は、初期設定で"imc FAMOS"にプリセットされており、上記の[オプション]ダイアログでのみ変更することができま
す。

14.4.1  コマンドの送信
コマンド(DDE実行)の送信時には、トピック名SYSTEMが使用されます。ユーザは、imc FAMOSエディタボックスで
も実行できる任意の命令を転送できます。これには、数式やシーケンス呼び出し(SEQUENCEコマンド)などを含
めることができます。
imc FAMOSを終了するには、コマンド"[Exit]"を送信します。

参考
DDEによってimc FAMOSファイルを送信する代わりに、コマンド行パラメータを使用してimc FAMOSを呼び出すこ
ともできます。これは、呼び出しが行われる前にimc FAMOSがすでに起動している場合でも機能します。その場
合、コマンドはプログラムのすでに開いているインスタンスに転送されます。

 Microsoft Visual Basicの例:
Private Sub Command1_Click()
 Shell "C:\Program Files\imc\Famos\Bin\famos.exe /S crash.seq /X"
End Sub

FAMOSは、シーケンス"crash.seq"を実行するように指示されます。そのシーケンスの実行後に、imc FAMOSが
閉じられます。
使用可能なコマンド行パラメータの概要については、 「はじめに: パラメータを使用した起動」セクションを参
照してください。

14.4.2  DDE情報要求
以下の項目は、SYSTEMトピックで要求できます(DDE要求)。これらの要求は常にテキスト文字列を返します。
プログラムのDDE機能への洞察を他のアプリケーションで可能にするためには、全てのDDE対応アプリケーションが
これらの定義済み項目をサポートする必要があります。
SYSTEMS
SYSTEMトピックで使用できる全ての項目のリストを返します。それらの項目は以下のとおりです。
"SYSTEMS TOPICS FORMATS STATUS"
TOPICS
imc FAMOSによってサポートされる全てのDDEトピックのリストを返します。
"SYSTEM VARS TXVARS"
FORMATS
imc FAMOSによって認識される全てのデータフォーマットのリストを返します。
"TEXT imc FAMOS Wave"
"imc FAMOS Wave" は、データ交換用の特殊なimcフォーマットに付けられた名前です。
STATUS
"BUSY" (imc FAMOSは特定の時点でDDEトランザクションを実行できない)または"READY" (DDEは現在可能)を
返します。
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14.4.3  データ変数の設定と要求
データ変数は、imc FAMOSに渡すか(DDEポーク)、imc FAMOSから別のアプリケーションに要求することができま
す(DDE要求)。VARSをトピック名として使用します。
DDEポークの実行時には、項目に対する新しい変数名を指定します。DDE要求の実行時には、既存の変数
名を指定します。
定義済み項目TOPICITEMLISTには、既存の全てのデータセットのリストが含まれます。
データグループ内のチャンネルは、通常の方法で指定されます。
GroupName:ChannelName
imc-DDEフォーマット("FamosWave")またはテキストフォーマットを使用できます。
2成分データ(複素数、X-Yデータ)を並行して転送することはできません。
テキストデータ要求で使用する数値フォーマットパラメータは、[オプションDDE]ダイアログで設定されます。
テキストフォーマットでのデータ送信時に使用されるフォーマットはオープンです。ピリオドとコンマの両方を小数点
として使用できます。非数値(指数を表す'e'、+、-を除く)は全て無視されます。

14.4.4  テキスト変数の設定と要求
テキスト変数は、imc FAMOSに渡すか(DDEポーク)、imc FAMOSから別のアプリケーションに要求することができ
ます(DDE要求)。TXVARSをトピック名として使用します。
DDE要求の実行時に既存のテキスト変数の名前を項目名として使用するか、またはDDEポークの実行時に適
切な変数名を指定します。
定義済み項目TOPICITEMLISTには、既存の全てのテキスト変数のリストが含まれます。
データグループ内のチャンネルは、通常の方法で指定されます。
GroupName:ChannelName

使用するデータフォーマットはTEXTフォーマットです。
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[測定の不確かさの判断]
正確な測定というものは、ありません。
測定値は、数値と単位だけでなく、その信頼性も示しています。過去には最大誤差(マージン)が述べられてい
ましたが、今日ではそれが測定の不確かさに代わっています。
FAMOSでは、FAMOSシーケンスとして書かれたほとんどすべてのアルゴリズムに対して、測定の不確かさの影響
を分析し、結果の測定の不確かさを計算することができます。
· 測定の不確かさの伝搬の計算
· 数学的解析の結果に対する測定の不確かさの判断 
· 干渉によって偏った信号 
· 既存のアルゴリズムに対する干渉の影響の分析
· アルゴリズムの復元力のテスト
従来の誤差マージン計算との比較
例: 2つの電圧を測定しました。測定値は100Vと50Vです。そこで、合計が決定されます。誤差源を考慮する
と、最初のものの最大誤差は4V、2番目のものの最大誤差は2Vです。
誤差を集計すると、合計電圧は150Vで、誤差は6Vです。
対照的に、測定の不確かさには、最大誤差ではなく標準偏差が使用されます。これは、記載されている最大
誤差より2〜3倍小さいのが普通です。したがって、この例における測定の不確かさは、2Vと1Vです。測定の不
確かさの二乗平均平方根を取ると、測定の不確かさはsqrt(2*2+1*1) = sqrt(5) = 2.2になります。
これは、単純加算2 + 1 = 3の結果よりも小さくなります。測定の不確かさの計算では、統計的に誤差が互いに
打ち消すことがあることが考慮されます。

適用可能な基準
GUM(Guide to the expression of uncertainty in measurement ; 測定の不確かさの表現に対するガイド)に
よる測定データの評価   
JCGM 100:2008
JCGM 101:2008
JCGM 104:2009
JCGM 200:2012

16.1  Terms
16.1.1  測定の不確定性
測定の不確定性は、使用する情報に基づき、測定量に帰属する量の値の分散を位置付ける非負パラメータ
です。 
測定の不確定性とは、一般的には測定の標準不確定性を意味します。  

16.1.2  測定の標準不確定性
標準偏差で表される測定の結果の不確定性。
GUMに従う測定の不確定性は、表示値前後の対称的な間隔になります。
測定の標準不確定性は特定のカバレッジ確率によるカバレッジ間隔として定義されず、標準偏差として定義
付けられることに注意してください。そのため、測定の標準不確定性には、確率に関するステートメントは含まれ
ません。
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16.1.3  拡張不確定性
GUM (JCGM 101:2008)による定義: 測定量にかなりの割合で帰属する値の分布の大部分を網羅することが予
測される測定の結果に関する間隔を定義する量。
GUM (JCGM 200:2012)による定義: 測定の合成標準不確定性と1よりも大きな係数の積。
したがって、GUMに従う場合、測定の拡張不確定性は、表示値前後の対称的な間隔になります。
測定の拡張不確定性は、カバレッジ間隔になります。 ただし、既知の分布では、特定のカバレッジ確率を想
定できる場合、標準偏差からカバレッジ間隔を計算できます。 したがって、たとえば正規分布の場合、測定の
拡張不確定性は、標準偏差(測定の標準不確定性に相当)に2を乗じることにより、95%のカバレッジ確率で
求めることができます。この方法に従う場合、確率の計算方法を使用して乗算係数を決定すると、JCGM
200:2012による定義が妥当な計算方法になります。
示された測定の拡張不確定性とともに、95%または99%などのカバレッジ確率も示されます。この提示は、分布
とカバレッジ係数が示される場合も間接的に提供されます。  

16.1.4  伝播
測定の不確定性に伴う変数によるその後の計算では、不確定性により、計算結果に影響があります。これ
は、測定の不確定性と分布の伝搬と呼ばれます。

16.1.5  モンテカルロ法(MCM)
乱数を使用した多くの試行回数に基づく、複雑な問題の数値解法。大数の法則が基本ベースになります。
通常、アルゴリズムは、M回のモンテカルロ試行のそれぞれに対してループでM回実行されます。結果の統計分
布がここから導き出されます。 

16.1.6  PDF、分布密度
確率密度
分布関数の偏差。
PDF: 確率 密度関数
その積分は常に1です。
典型的な代表例の1つとして正規分布があります。その分布密度の形状は、固有の正規分布曲線になりま
す。 
値が多く蓄積される領域では、確率が特に高いと言えます。以下の例では、値0Nm前後になります。

50

100

150

200

250

300

350

400

P
D

F 
  [

 1
0-3

/N
m

 ]

-4 -2 0 2 4
[ Nm ]

eine empirisch ermittelte Verteilungsdichte



Terms 447

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

たとえば、値が-2～+2の間にある確率を特定する場合、-2～+2の積分が計算されます。
特定の点のPDFの振幅は、何らかの意図があって定義されるものではありません。形状と幅は有効な属性にな
ります。

16.1.7  カバレッジ確率
GUM (JCGM 200:2012)による定義: 測定量の一連の実際数量が、指定のカバレッジ間隔内に含まれる確率。
比較的古い規格(JCGM 100:2008)では、信頼水準とも呼ばれます。 比較的新しいGUMでは、信頼水準とい
う用語は使われません。 
統計用語の信頼水準は、異なる意味で定義付けられるため、カバレッジ確率と混同しないでください。
ただし、注目すべきは、信頼水準の意味を感じ取る初心者ユーザがカバレッジ確率も想像できる点です。
代表的なカバレッジ確率は95%と99%です。

16.1.8  カバレッジ間隔
GUM (JCGM 200:2012)による定義: 入手可能な情報に基づく、指定の確率による測定量の一連の実際数量
を含む間隔。
「カバレッジ領域」とも呼ばれます。
比較的古い規格では、信頼区間とも呼ばれます。 
新しいGUMでは信頼区間という用語は使われず、さらに技術文献では、カバレッジ確率とともにこの用語は使
用されません。
統計用語の信頼区間は、カバレッジ間隔とはわずかに異なる意味で定義付けられます。
ただし、注目すべきは、信頼区間の意味を感じ取る初心者ユーザがカバレッジ間隔も想像できる点です。
たとえば、カバレッジ確率の値が95%の場合、上記の定義に従うと、真値がカバレッジ間隔内にあると思われる
確率が95%であると言えます。ただし、この解釈の方法については、次のセクションを確認してください。 

16.1.8.1  カバレッジ確率とカバレッジ間隔の解釈
測定の拡張された不確かさを決定する際は、カバレッジ確率が重要な役割を果たします。以下の所見は、カ
バレッジ確率が95％の場合に関するものです。 
GUMの定義を直接適用すると、「真の値がカバレッジ間隔内に位置する可能性は95％です」という文が生成さ
れます。しかし、これを解釈するときは注意してください。
正しい記述: 「カバレッジ間隔が決定されたすべての計算の95％では、真の値はカバレッジ間隔内にありま
す」。 これは、測定の拡張された不確かさの完全な計算をFAMOSにおいて100回行った場合、決定されたカバ
レッジ間隔内に真の値が約95のケースであることを意味しています。95％は、推定方法(すなわち、FAMOSにお
ける計算)の信頼性に関する記述です。
正しくない記述: 「FAMOSで計算されたカバレッジ間隔内に真の値が入る確率は95％です」。 現在のカバレッ
ジ間隔に真の値が含まれているかどうかは、確率によって決定されるのではなく、その答えが「はい」または「いい
え」であるという点です。

16.1.9  包含係数
GUM (JCGM 200:2012)による定義: 測定の拡張不確定性を求める目的で、測定の合成標準不確定性の乗
算に使用する1よりも大きな数値
包含係数は、カバレッジ確率と分布の形状に依存します。
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正規分布の場合、以下の内容が適用されます。

包含係数 確率
1 68.3%

1.96 =約2 95%
2.6 99%
3 99.7%

[測定の拡張不確定性] = [測定の標準不確定性]×[包含係数]
包含係数は、分布が判明している場合に適用されます。ただし、通常、正規分布と連動して適用されます。

16.1.10  測定の相対標準不確定性
GUM (JCGM 200:2012)による定義: パーセントでの相対測定は、測定の標準不確定性を、測定量の値の絶
対値で除算した値として特定されます。 

[測定の相対不確定性] =測定の不確定性×100% / abs (表示値)
典型的なエラー分析により絶対エラーと相対エラーが生じる場合と同様に、測定の不確定性と連動して、測定
の相対不確定性もあります。
注目すべきは、多くの場合、エラーが測定範囲のパーセンテージ(参考値)で示される点です。

16.2  [imc FAMOSでの計算]
Famosでは、計算による測定の不確かさの伝播の問題が処理されます。入力データは、Famosのアルゴリズム
または計算式に供給されます。これらの入力データは、既知と見なされる特定の測定の不確かさを有します。
計算対象のアルゴリズムから返される結果には、Famosによって決定される測定の不確かさが伴います。

16.2.1  プロシージャ
Famosではモンテカルロ法(MCM)を適用します。GUMでは、さまざまな計算方法が数多く指定されます。簡単
な公式の場合、その多くは直接の分析計算が可能ですが、ほとんどのFamosコマンドの場合、直接の分析計
算を実際に持続することはできません。MCM法では、非線形性、複雑なアルゴリズム、正規分布からずれた分
布、比較的強力な干渉に関する問題はないため、どのようなアルゴリズムに対しても体系的なアプローチが可
能です。
MCMプロシージャは、入力データに重ね合わせて表示する一部の(わずかな)ノイズに基づきます。このプロシー
ジャでは、データと乱数を混ぜることで偏差をシミュレーションする必要があります。その後、これらの偏差は、結
果の偏差として計算されるアルゴリズムに影響を与えます。計算された標準偏差は、結果の測定の不確定性
を表します。
尚、ノイズの追加は、狭義には必ずしも単純にノイズ信号の追加を意味するわけではありません。そうではな
く、さまざまなタイプの干渉の重ね合わせ表示が伴う場合があります。
MCMプロシージャは、統計プロシージャであり、重要な結果を得るには、十分に多くの乱数が必要になります。
GUMの不確定性フレームワークが考慮されますが、適用はされません。
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16.2.2  基本原則
測定の不確定性を特定しない場合の評価: 

入力データを使用できます。 
入力データは、アルゴリズムの測定表示値や他の入力になります。
電流、電圧など
アルゴリズムによる計算 
目的とする評価です。これは、入力データを処理する数学関数またはFAMOSシーケンスの呼
び出しです。
電流およびデータの乗算など
アルゴリズムの結果 
アルゴリズムは以下のデータを返します。
乗算の結果で表される累乗など

測定の不確定性を特定する場合の評価: 

入力データを使用できます。
入力データに、測定の不確定性が割り当てられます。

影響を受けていない入力データを使用したアルゴリズムによる計算

影響を受けていない結果が使用可能です。

M回のモンテカルロ試行によるループ
入力データはノイズで歪みが生じます。 
ノイズの影響を受ける入力データを使用した、アルゴリズムによる計算
アルゴリズムにより、ノイズの多い結果が返されます。
ノイズの多い結果からの測定の不確定性の反復計算 
影響を受けていない入力データを使用した、アルゴリズムの反復計算

結果に対して見られる測定の不確定性の分析

入力データにより、一部の測定の不確定性が示されます。アルゴリズムの実行により、測定の不確定性が伝播
します。そのため、結果は、最終的に測定の不確定性の影響を受けます。

数値の例
測定の不確定性を使用しない分析: 
Input1 = 7
_In1 = Input1
Result =_In1 ^ 2

Resultの最終値は49です。

測定の不確定性を使用する分析:
Input1 = 7
UncertaintySet( Input1, "Uncertainty", 0.1)
UNCERTAINTY_LOOP 1000 1
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_In1 =UncertaintyModify( Input1)
Result=_In1^2
UncertaintyCalc( Result )

END
uc = UncertaintyGet( Result, "Uncertainty")

入力データInput1の測定の不確定性は0.1です。
Resultの最終値は49です。 
Resultの測定の不確定性ucの値は1.44です。GUMの不確定性フレームワークに従う場合、結果の値は
2×7×0.1で求められ、1.4になります。
        
予測したとおり、2つの結果は似ていますが、同一ではありません。
尚、測定の不確定性は一般的に概算でしかないため、小数位の数が多くなることはありません。

コメントを含む例
測定範囲が10V、測定の不確定性が0.1Vの電圧チャンネルInput1のデータはアルゴリズム(ローパスフィルタ、最
大値)を条件として、Resultという結果の値が求められます。
測定の不確定性を特定しない場合のアルゴリズム: 
_In1 = Input1
Result = max ( filtlp (_In1, 0, 0, 1, 0.02 ) )

同じアルゴリズム(この場合は測定の不確定性を特定する): 
;入力データの測定の不確定性の特定: 
UncertaintySet ( Input1, "Uncertainty", 0.1)

;すべてのモンテカルロ試行の実行、ここでは回数M = 1000
UNCERTAINTY_LOOP 1000

;入力データへのノイズの適用
_In1 = UncertaintyModify ( Input1  )

;実際のアルゴリズムの実行と結果の計算
Result = max ( filtlp ( _In1, 0, 0, 1, 0.02 ) )
;結果の測定の不確定性の計算
UncertaintyCalc (Result )
End

;結果の測定の不確定性のクエリ
uc = UncertaintyGet(Result, "Uncertainty")

16.2.3  関数、構文要素
UNCERTAINTY_LOOP 測定の不確定性の計算用フレーム

UncertaintySet 入力データに対する測定の不確定性を設定します。

UncertaintyGet 結果の測定の不確定性をクエリします。

UncertaintyCalc 測定の不確定性の計算
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UncertaintyModify 入力データにノイズを適用します。

UncertaintySnapshot 計算の拡張された評価

16.2.4  入力データの測定の不確定性の特定
測定の不確定性は、GUMに従って事前に特定されていることがあります。全連続測定に伴うエラーの可能性を
考慮する必要があります。測定の不確定性も概算できます。いずれの場合も決して0にはなりません。
UncertaintySet ( Input1, "Uncertainty", 4.5)
GUMは、測定値の測定の不確定性を特定するための体系化された方法を表します。この目標を達成するた
めに、測定の不確定性が書き込まれます。この場合、すべての有力要因やその影響が収集されることに注意し
てください。
入力変数ごとの測定の不確定性を特定した場合にかぎり、FAMOSはアルゴリズムを経て進むにつれて伝播を
特定できます。測定の不確定性の特定には、分布密度の決定も含まれます。
FAMOSでは、GUMの範囲を超えて、時系列による特別な目的の計算を行うために、ノイズ、ハム音、オフセット
のずれなどの典型的な干渉量を使用する機能をユーザに提供します。こうした機能はGUMには示されず、分
布密度によるモデル化のみが行われていますが十分ではありません。ただし、特にその時間ベースの形状によ
り、計算結果での相当量の測定の不確定性を発生させることができます。
入力データの測定の相対不確定性が判明している場合、測定の不確定性が最初に特定されます。
uc = uc_relative *max( Input1)
UncertaintySet ( Input1, "Uncertainty", uc)

測定の相対不確定性については、以下の説明を参照してください。
アルゴリズムの入力データのすべてが測定の不確定性を示すわけではありません。
 関数UncertaintySetを使用して、入力データに影響を与える妨害および影響のタイプを設定できます。たとえ
ば、ノイズ、ハム音、スパイクがあります。
入力データの測定の不確定性とその分布密度を特定するプロセスは、不確定性が十分な状態で実行してく
ださい。そうでない場合、アルゴリズムによる測定の不確定性の伝搬を特定する際の精度が役立ちません。

測定の不確定性の計算の実行
UNCERTAINTY_LOOP 1000
_In1 = UncertaintyModify ( Input1  )
Result = _In1 * _In1
UncertaintyCalc (Result )
End
uc = UncertaintyGet(Result, "Uncertainty")

測定の不確定性は、プログラムのループで特定され、ユーザ定義のプロパティとして結果に割り当てられます。こ
れは、コマンドUncertaintyGet()でクエリできます。 
ループは、モンテカルロのM回の試行すべての実行に必要です。
ループは、M + 2回実行されます。
最初の実行では、影響を受けていない入力データから、影響を受けていない結果が計算されます。  この状況
では、UncertaintyModifyは、割り当て_In1 = Input1と同様に機能します。 UncertaintyCalcは初期化のみを
行います。 
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次に、M回のモンテカルロが実行されます。  このプロセスでは、UncertaintyModifyは、ノイズを入力データに追
加します。このような実行のノイズが多い結果をResultと言います。  UncertaintyCalcは、各実行による測定の
不確定性の概算値を改善します。
In a final runeinem letzten Durchlauf werden alle unbeeinflussten Werte wieder hergestellt. 
UncertaintyModify kopiert lediglich.Das unbeeinflusste Ergebnis wird berechnet. UncertaintyCalc
schließt die Berechnung der Messunsicherheit ab.

Durchführung der Berechnung der erweiterten Messunsicherheit
Bei der UncertaintyCalc() Funktion muss als Parameter die Überdeckungswahrscheinlichkeit
angegeben werden, z.B.95% oder 99%.
UNCERTAINTY_LOOP 1000
_In1 = UncertaintyModify ( Input1  )
Result = _In1 * _In1
UncertaintyCalc (Result, 95 )
End
uc = UncertaintyGet(Result, "Uncertainty")
U = UncertaintyGet(Result, "Expanded uncertainty")

Mit UncertaintyGet und Parameter "Expanded uncertainty" wird die erweiterte Messunsicherheit
abgefragt.

16.2.5  平均値
FAMOSは、ループの最初(最後も同様)のイテレーションでアルゴリズムの最適な結果が得られる前提で開始し
ます。その他のすべてのモンテカルロ試行では、さらにノイズが追加されます。目的は、結果に対するノイズの影
響をシミュレーションし、最終的に測定の不確定性を特定することです。ただし、モンテカルロの個々の試行ごと
の結果は、最初の実行の影響を受けていない結果と実際には変わりありません。それどころか、さらに悪い結果
になります。
GUMには、以下のように明確に記載されています。 「測定の結果自体は、真値の最良推定値である。」
FAMOSは、最適な結果がループの最初または最後のイテレーションによって返される点でこの記載に準拠して
います。
一方で、GUMにより、モンテカルロ試行から単独で平均値と標準偏差を特定するように提案されます。GUMに
従う場合、平均値が最良推定値になります。FAMOSによってユーザにこの平均値が示されますが、標準偏差
の計算がこの平均値に基づくわけではありません。FAMOSの観点では、影響を受けていない結果がない場合、
ノイズの多い結果の平均値のみを使用します。
FAMOSでは、いずれかの拡張分析関数として、すべてのモンテカルロ試行の平均値が示されます。その後、平
均値は、追加したノイズによる平均の結果として解釈されます。平均値が影響を受けていない結果からずれる
場合、これは、影響を及ぼす干渉に対するアルゴリズムの感度として解釈されます。 
FAMOSが測定の不確定性を計算する目的で標準偏差を計算する場合、標準偏差の公式に平均値が表示
されます。この段階では、FAMOSは最良推定値を使用します。これは、モンテカルロ試行の平均値ではなく、ル
ープの最初の実行の値(影響を受けていない結果)になります。
FAMOSで測定の不確定性を特定する目的は、平均値を特定することではなく、既存の測定の不確定性(影
響を受けていない結果)を特定することです。
一部の計算操作により平均値が求められます。つまり、モンテカルロの試行回数が多い場合、平均値は、影
響を受けていない結果に向かって収束します。たとえば、固定係数による乗算や定数オフセットの加算などの
線形操作があります。ノイズ自体がゼロ平均の場合、線形計算されたノイズもゼロ平均になります。
かなり単純な計算操作が多い場合でも、平均値のずれが生じます。2乗や整流の例: 事前に整流されたゼロ
平均ノイズの平均値は、すでにゼロではありません。



[imc FAMOSでの計算] 453

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

モンテカルロ試行の平均値が、影響を受けていない結果からずれる場合、これは特定した測定の不確定性に
も反映されます。モンテカルロ実験の結果が、影響を受けていない結果からずれる理由がどのようなものであって
も、影響を受けていない結果からのこの偏差だけが常に使用されます。

結果の解釈: 測定の不確定性
アルゴリズムの結果に、ユーザ定義のプロパティ"Uncertainty"が割り当てられます。これは標準偏差として示さ
れます。 
特定内容は、すべての偏差から生じる測定の不確定性になります。この中には、モンテカルロのM回の実行す
べてと、チャンネルの表示値すべてが含まれます。標準偏差の計算では、平均値からのすべての偏差が特定さ
れます。注意: この段階では、FAMOSは、妥当に最適値(歪みのないループの最初の実行)、つまり影響を受け
ていない結果を使用します。
たとえば、力と距離に関する既存の個別の値を使用して、公式に従い、仕事量を特定するとします。 コマンド
UNCERTAINTY_LOOPで、モンテカルロの試行回数をM = 1000に設定します。モンテカルロの個々の試行ごとに、
結果が求められます。その後、M = 1000のすべての試行から標準偏差が特定されます(さらに正確に言うと概算
されます)。これが測定の不確定性になります。
もう1つの例では、1000個の温度表示値による2つの時系列それぞれの差について考えてみます。 コマンド
UNCERTAINTY_LOOPで、モンテカルロの試行回数をM = 100に設定します。モンテカルロの個々の試行ごとに、
結果が求められます。結果は、それ自体が1000個の温度差による時系列になります。それぞれの温度差につ
いて、M = 100の値があります。その後、標準偏差が形成されます(さらに正確に言うと、100×1000のすべての値
から概算されます)。したがって、結果として生じる測定の不確定性は、すべてのデータから求められます。

結果の解釈: 測定の拡張不確定性
カバレッジ確率をUncertaintyCalc()関数で指定する場合、測定の拡張不確定性が計算されます。   このよう
な目的で、UncertaintyCalcは、影響を受けていない結果からの偏差の分布密度を計算します。ここから、カバ
レッジ間隔が特定されます。この間隔に、指定のパーセンテージのランダムなサンプルが配置されます。測定の不
確定性自体の計算に含まれるすべての値が、測定の拡張不確定性の計算にも使用されます。したがって、結
果が1000個の値で構成される時系列で、M = 100のモンテカルロ試行が行われる場合、100×1000の値から計
算される測定の拡張不確定性が形成されます。
GUMは、測定の拡張不確定性の数値に対して対称分布を前提とするため、FAMOSでも、最短のカバレッジ
間隔を対称分布として特定します。さらに詳細な分析、特に非対称分布が必要な場合は、「高度な分析」
を参照してください。

膨張係数による測定の拡張不確定性の計算
また、測定の拡張不確定性は、膨張係数によって測定の不確定性から特定することもできます。この係数は、
カバレッジ確率と分布密度に依存します。カバレッジ確率が95%で正規分布の場合、係数は2になります。上
記の膨張係数の用語の定義を参照してください。
ただし、ユーザが分布密度を把握している場合、係数の使用はかなり便利であり、GUMに準拠しています。
FAMOSでは、正規分布を前提としないため、この技法は使用されません。
代わりに、分布密度自体を特定します。 

測定の相対不確定性の計算
FAMOSの例: 
UNCERTAINTY_LOOP 1000
_In1 = UncertaintyModify ( Input1  )
Result = _In1 * _In1
UncertaintyCalc (Result )
End
uc = UncertaintyGet(Result, "Uncertainty")
relative_uc = uc / Result
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relative_uc_percent = relative_uc * 100

最初に、測定の標準不確定性が特定されます。結果を参照することにより、測定の相対不確定性が計算さ
れます。100 (正確には100%)で乗算することで、値がパーセンテージで表されます。

16.3  高度な分析
結果の測定の不確定性を特定した場合、目的は基本的にはすでに達成されています。ただし、場合によって
は、値の説明が必要になります。  UncertaintyCalc()関数には、計算された測定の不確定性の理解と解釈に
役立つ特別な分析が複数用意されています。 
例 
UncertaintyCalc( Result, 99, 0, "uc", "pdf0", "min/max", "mean" )

Result_uc_result: mean Result_uc_result: min
Result_uc_result: max Result_uc_result: input

0

10

m/s²

Result_uc_result: uc

0

10

m/s²

0 2 4 6 8
s

16.3.1  "uc"
結果の測定点ごとに、測定の不確定性が個別に示されます。 
多くの測定点で結果が構成される場合、概要のユーザ定義プロパティ"Uncertainty"よりもさらに詳細な図が表
示されます。測定点自体ごとに、測定の不確定性は、すべてのモンテカルロ試行にわたるこの測定点の値から
標準偏差を計算することで特定されます。ここでは、さらに標準偏差の公式で使用される平均値について、最
良推定値が取得されます。これは、影響を受けていない結果の対応する測定点になります。 
値が有効になるには、モンテカルロ試行の回数Mを適宜多くする必要があります。
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Result_uc_result: input Result_uc_result: uc
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Resultat, für jeden Messpunkt rot die Messunsicherheit

この例では、ユーザ定義の測定の不確定性は0.21ミリ/秒として計算されます。これはすべての測定点にわたる
中間になります。これが「平均」値です。ただし、さらに厳密に言うと、測定の不確定性は時間や振幅とともに
増加するため、決して一定ではありません。これは、約0.18ミリ/秒から0.22ミリ/秒の間で増加します。明らかな
動向が観察されます。ユーザの視点からのみですが、「データによる測定の不確定性」が有効な値かどうかを判
別できます。FAMOSでは決定は行われませんが、計算の基準が用意されています。
測定の不確定性がすべての単一点で同様のサイズの場合、単一の数値で測定点全体の測定の不確定性
を位置付ける可能性は十分にあります。 
結果が単一値の場合、ユーザ定義プロパティ"Uncertainty"と同じ値が"uc" (変数)に入力されます。 

16.3.2  mean
結果の測定点ごとに、すべてのモンテカルロ試行の平均値が返されます。これは、影響を受けていない結果から
ずれる場合があります。上記を参照してください。

Result_uc_result: input Result_uc_result: mean
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Beispiel, bei dem der Mittelwert vom unbeeinflussten Ergebnis tendenziell
abweicht.
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Result_uc_result: input Result_uc_result: mean
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Beispiel, bei dem der Mittelwert um das unbeeinflusste Ergebnis schwankt.

16.3.3  min/max
上部および下部包絡曲線が特定されます。これらは、個別の測定点ごとに計算されます。測定点ごとに、すべ
てのモンテカルロ試行にわたる最小および最大が検出されます。これにより、標準偏差では目立たない外れ値
がすべて視覚化されます。
これらの分析結果は、標準偏差の計算のように、合計および平均値の計算により求められるわけではありませ
ん。そのため、外れ値が完全に明確になります。モンテカルロの試行回数を増やしても、分布密度に依存した
収束も行われません。たとえば、正規分布がある場合、時間が経過すると、これまで以上にまばらになり、値の
ずれが広がるため、最小と最大の間の範囲が拡大します。
したがって、この統計は決定的にではなく定量的には妥当になりますが、発生する偏差の印象が残ります。特
に、偏差が発生する場所の印象が残ります。

Result_uc_result: original Result_uc_result: min
Result_uc_result: max
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unbeeinflusstes Ergebnis und die obere, untere Einhüllende über alle
verrauschten Ergebnisse

ここで生成された包絡曲線はGUMでは定義付けられません。

16.3.4  「pdf0」分布密度、ゼロベース
モンテカルロのM回の試行すべてにわたる偏差のゼロベースの分布密度とすべての測定点が特定されます。分
布密度の積分は1です。たとえば、結果のY単位が「N」の場合、分布密度のX単位も「N」になり、そのY単位は
「1/N」になります。分布密度は、ゼロ前後の仮想結果として示されます。結果の分布密度ではなく、偏差が
特定されます。 
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影響を受けていない結果からの、ノイズで歪みが生じる結果の偏差が特定されます。この偏差は、それぞれのモ
ンテカルロ試行での測定点ごとに特定されます。たとえば、結果の測定点が100で、1000回のモンテカルロ試行
が行われる場合、100×1000の偏差が発生し、これに伴う分布密度が生じます。分布密度は、データ全体に対
して特定されます。
特殊な状況では、結果の特定のセグメントの分布密度に関心がある場合、関数UncertaintyCalcによって、
結果のこの部分が追加の結果として抜粋されて処理されます。
結果が単一値で、結果の分布密度をGUMに従って特定する場合、X軸を結果の量の分だけシフトする必要
があります。この方法では、偏差の分布密度が分布密度自体になります。
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FAMOSでは、以下の計算を使用してオフセットのシフトを実行できます。
pdf = xoff ( pdf, xoff? ( pdf ) + result )

50

100

150

200

250

300

350

400

P
D

F 
  [

 1
0-3

/N
m

 ]

12 14 16 18 20 22
[ Nm ]

Verteilungsdichte des Ergebnisses

結果が複数の異なる値で構成される場合、分布密度を適切に表示することはできません。これは、FAMOSで
ゼロ行前後の分布密度を特定するためでもあります。そのため、結果がゼロにあることが容易に推測されます。
特に非対称分布の場合、ゼロが常によく見えて表示されるため、明確にする目的で結果を個別に表示する必
要はありません。
影響を受けていない結果が中央、つまり「質量の中心」にあることを分布密度の観察者が非常に簡単に想定
できる点に注目してください。これが分布の平均値がある唯一の場所になります。セグメント「平均値」を参照し
てください。***影響を受けていない結果は、ここから大幅に削除される可能性があります! 目に見える結果のゼ
ロ前後を中心として分布している場合、これを確認するのは簡単です。「質量の中心」がゼロにないことがわか
ります。
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16.3.5  「pdf」分布密度
結果が単一値の場合、その分布密度を直接特定できます。「pdf0」のメリットについては、関連するセクション
で説明します。ただし「pdf0」では、偏差の分布密度が特定されます。対照的に「pdf」では、結果の分布密
度が直接特定されます。「pdf」は単一値にのみ適用できます。分布密度を特定するプロシージャでは、M回の
モンテカルロ試行のノイズに影響を受ける単一値すべてが考慮されます。
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16.3.6  制約
すべてのモンテカルロ試行が、拡張分析プロシージャで考慮されます。ただし、影響を受けていない結果を返す
ループの本当に最初と最後のイテレーションは考慮されません。
分析「uc」、「mean」、「min/max」の場合、以下の内容が適用されます。生成されたデータセットの構造は、
結果(例では変数「Result」)を含むデータセットとまったく同じです。ループの各種イテレーションで結果の長さが
異なる場合、分析は、すべてのループイテレーションに存在する測定点に対してのみ正しく計算されます。結
局、生成されたデータセットは、本当に最初のイテレーションと同じ長さになります。さらに多くの測定点、セグメ
ントまたはイベントが後続のイテレーションで生成される場合、これらは考慮されません。
拡張した分析結果は、ループイテレーション時にのみ読み取られ、変更されることはありません。

16.3.7  分析結果を含むグループ
拡張した分析の結果がグループに書き込まれます。
グループは、ループのイテレーションのたびに初期化または更新されます。
名前がxの結果チャンネルの場合、グループは以下のように構成されます。

x_uc_result:original 最初のループイテレーションの影響を受けていない結果

x_uc_result:uc オプション「uc」による測定の不確定性

x_uc_result:min オプション「min/max」による下部包絡曲線

x_uc_result:max オプション「min/max」による下部包絡曲線

x_uc_result:pdf0 オプション「pdf0」によるゼロベースの分布密度

x_uc_result:pdf オプション「pdf」による単一値の分布密度

x_uc_result:mean オプション「mean」による平均値
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xという入力チャンネルがグループgの要素の場合、結果として生じるグループ名はg_x_uc_resultとなります。
リクエストした分析結果のみがグループに表示されます。さらに、比較を簡略化する目的の場合、影響を受けて
いない結果が常に表示されます。
「pdf」と「pdf0」の両方を同時に使用することはできません。

16.3.8  [モンテカルロ法の試行回数のカウントMの決定に使用]
分析を拡大することで、モンテカルロ法の試行回数のカウントMが十分に大きいかどうかを判断するのにも役立
ちます。それが小さすぎる場合、分布密度は素晴らしい滑らかな曲線ではありません。"uc"と"mean"の計算も
また、int型hatケースに強い変動を与えます。
これらの統計ではカウントMの増加に伴って平均化効果が発生しないため、「最小/最大」の計算が変動して
も実質的な評価に値しません。

16.4  高度な評価
関数UncertaintySnapshotでは、入力データ、中間結果、最終結果に対する影響を高度に評価できます。
目的は、モンテカルロの試行回数にわたるノイズ(重ね合わせ表示された干渉)を視覚的に評価することです。
原則として、こうしたデータはすべて、コマンドのシングルステップ実行または既存の命令セットによって確実に表
示できます。ただし、評価を実行するには以下の方法が便利です。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
_In1 = UncertaintyModify ( Input1 )
UncertaintySnapshot ( _In1, 0 )
Result = _In1 * _In1
UncertaintyCalc (Result )
End

この場合、UncertaintySnapshot関数によりグループが生成されます。
_In1_uc_shots:L0001
_In1_uc_shots:L0002
…
_In1_uc_shots:L1000

_in1 _in1_uc_shots: L0001 _in1_uc_shots: L0002
_in1_uc_shots: L0003 _in1_uc_shots: L0004 _in1_uc_shots: L0005
_in1_uc_shots: L0006 _in1_uc_shots: L0007 _in1_uc_shots: L0008
_in1_uc_shots: L0009 _in1_uc_shots: L0010
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Darstellung _In1 und erste 10 Variationen
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このグループには、1000回のモンテカルロ試行のそれぞれに対してデータセット_In1が含まれます。クイックビュー
ウィンドウを使用するか、共有のカーブウィンドウでデータをまとめて表示することで、表示されたパターンを比較し
て評価する方法が現在は便利です。
同様に、データセット「Result」を評価できます。
UncertaintySnapshot ( Result, 0 )

1つのグループにすべてのパターンが含まれる技法は、変数リストをまとめて表示する場合や簡潔にする場合にメ
リットがあります。
あるいは、以下の測定方法を使用できます。
UncertaintySnapshot ( _In1, 1 )

この場合、UncertaintySnapshot関数により測定が生成されます。モンテカルロのそれぞれの試行は、個別の測
定として定義されます。
_In1@uc_loop0001
_In1@uc_loop0002
…
_In1@uc_loop1000

この測定方法を使用した評価は、[Data Browser]を使用して測定から測定に簡単に移動できるマルチチャン
ネル用途の場合に特にメリットがあります。特にすべてのチャンネルをまとめて測定する場合に有効です。測定
は実際の測定ではなく、代わりに@Messungの方法のみがうまく使用される点に注意してください。  
このような高度な評価に対して、蓄積するデータボリュームを管理可能なレベルに保つために、小規模から中規
模のM回のモンテカルロ試行を生成する必要があります。10などの数値でも、可能なパターンに関する適切な
指標が得られます。当然、これは干渉や使用するアルゴリズムのタイプによって異なります。

16.5  精度、M回のモンテカルロ試行の選択
選択したプロシージャで実現可能な精度の程度は、さまざまな係数に依存します。原則として、計算で使用さ
れるサンプルサイズが大きくなるほど、測定の不確定性の計算の基本となる標準偏差の計算の信頼性と精度
は向上します。ただし、サンプル自体がその範囲にわたって適切なカバレッジを実現するように適切に分布され
ることも重要です。
つまり、プロシージャは、測定値自体ではなく、その測定の不確定性のみを計算します。一般的に、小数位が
かなり多いレベルで測定の不確定性を特定する必要はありません。この点を考慮する場合、測定の不確定性
2mVまたは3mV間では関連する区別がありますが、測定の不確定性2.3971mVの指定は確かに賢明とは言え
ません。
たとえば、力と変位の使用可能な単一値の公式によって変数Workを特定するとします。回数Mが10のモンテカ
ルロ試行では確かに十分ではありません。測定の不確定性を特定するプロシージャ全体を実行する場合、多
種多様な結果が毎回得られます。これは、標準偏差の特定に対してM = 10のサンプルが十分ではないことを
示しています。M = 100の場合、変動は大幅に減りますが、依然としてかなり目に見える状態です。M = 1000で
は、結果は安定すると思われます。
10000の表示値を含む時系列があるとします。この時系列から、フィルタリングなどによって結果が特定されます。
結果自体は単一値になります。ここで、M = 50のモンテカルロ試行後すでにかなり適切な結果が得られることが
わかります。これは、標準偏差の計算でn = 10000×50の値を考慮に入れるためです。
表示値の値に依存するブランチを持つアルゴリズムがあります。十分な精度を得るには、計算の各ブランチを十
分な時間をかけて実行することが重要です。
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測定の不確定性と入力データを十分厳密に特定することは、特定された測定の不確定性の精度が適切にな
るための必要条件になります。多くの場合、精度の見た目と正しく割り当てられた測定の不確定性にもかかわ
らず、入力データの測定の不確定性の概算は依然としてかなり大まかなものになります。分布密度は、実施例
が多い場合でも特定できません。代わりに、正規分布が使用されます。ただし、これも単に(大まかな)概算にな
ります。その結果、特定した測定の不確定性の精度が見た目としては高い場合でも、実際は正確ではない可
能性があります。
モンテカルロプロシージャは、平方根(M)に比例して収束します。そのため、測定の不確定性の結果を大幅に
安定させるには、モンテカルロの試行回数を2のべき乗で増やす必要があります。たとえば、10 倍(より厳密には
小数第一位)で改善する場合、試行回数を100倍で増加させる必要があります。これは、通常、短期アルゴリ
ズムまたは単一値の計算でのみ実施可能です。
測定の拡張不確定性を特定する場合、次の点が考慮されます。測定の拡張不確定性は、実験で特定され
た分布密度から概算されます。たとえば、カバレッジ確率99%が必要な場合、分布密度の値の1%はカバレッジ
間隔の外部に位置します。ただし、この1%は、1つの値だけでなく多くの値で構成されます。たとえばn = 1000の
値を使用する場合、カバレッジ間隔は、10個の値がその外部に位置するように選択されます。そのため、測定
の拡張不確定性の値は、これら10個の乱数値に依存します。つまり、関連する精度は、それほど高くならない
ことがわかります。一方で、100個の値が外部に位置するにはn = 10000の値が必要になりますが、こちらの方が
かなり適切な結果が得られます。 

16.5.1  定量的評価
nは、測定の不確定性の計算に含まれる値の量を表します。
n = [モンテカルロ試行の回数M]×[結果の表示値の数]
たとえばn = 100の場合、モンテカルロの試行回数はM = 10、結果の長さは10になります。
カウントnから、測定の不確定性の計算がどの程度信頼できるかを概算できます。
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Beispielhafte Verteilung der ermittelten Messunsicherheit.Wahrer Wert = 1 und n = 100

これを確認するには、測定の不確定性の特定を(実験で)何度も繰り返します。正確な測定の不確定性が1.0
であるとします。毎回、結果はわずかに異なります。たとえばn = 100の場合、値は大まかに0.8～1.2の範囲に位
置します。図を参照してください。これらの値の大部分は当然ながら1付近にあります。測定の不確定性は、約
±0.2の精度で特定されます。正確な値1.0が判明していないことを念頭に置いてください。測定の不確定性を
特定する1つのプロシージャを実行する場合、求められる値は0.8などになります。これは以下のように解釈されま
す。値は1/0.8の倍率でかなり低くなります。別の実行で値1.2が求められる場合、この値は1.2の倍率でかなり
高くなります。そのため、間隔= [0.8×1/1.2 … 0.8×1/0.8]になります。さらに正確には、真値は特定の確率で間
隔内に位置します。カバレッジ間隔と同様に、解釈は以下のようになります。測定の不確定性を特定するプロ
シージャを数多く実行する場合、プロシージャの一部(指定の確率に相当)では、真値は間隔内に位置しま
す。
したがって、たとえばn = 100の場合、値は確率95%で間隔内に位置すると言えます。
[0.88×[計算した測定の不確定性] ... 1.16×[計算した測定の不確定性] ]
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この場合の条件は、表示値の正規分布になります。そうでない場合、これは近似的に適用可能なだけになり
ます。ただし、nが増加するにつれて、近似値の精度が徐々に上がります。
この件について、以下のテーブルに示します。

n 確率 Min Max
10 95% 0.70 1.75

99% 0.63 2.15
99.7% 0.59 2.48

100 95% 0.88 1.16
99% 0.84 1.22

99.7% 0.82 1.26
1000 95% 0.96 1.05

99% 0.95 1.06
99.7% 0.94 1.07

10000 95% 0.986 1.014
99% 0.982 1.019

99.7% 0.979 1.021
テーブル: 正規分布に基づく測定の不確定性1.0の信頼区間
テーブルは以下のように解釈されます。
確率が示された状態でn個の値に基づき計算する場合、正確な値は区間内に位置します。
[最小値×[計算した測定の不確定性] ... 最大値×[計算した測定の不確定性] ]
例:
100個の値と算出した測定の不確定性1000Nmに計算を適用する場合、測定の不確定性が範囲内に位置
する確率は99%になります。
[0.84×1000Nm ... 1.22×1000Nm] = [840Nm ... 1220Nm]
テーブルは、n = 10の場合、測定の不確定性がどの程度不正確であるかを示しています。通常、真値が計算
値の2倍以上にもなるため、これでは十分ではありません。n = 100の場合、測定の不確定性は約20%以内で
正確になります。多くの用途では、これで十分です。n = 1000の場合、測定の不確定性は約6%以内で正確に
なります。
また、サンプルサイズを100から10000に増やす場合(100倍を意味する)、信頼区間は約10分の1になるため、測
定の標準不確定性の特定が10倍の精度になることが明らかにわかります。
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テーブルは、既知の平均値で未知の変数に対して信頼区間を特定することで求められます。この目的の場
合、自由度nのカイ二乗分布が使用されます。
信頼区間 = [sqrt ( n/c1 )×uc ... sqrt ( n/c2)×uc]
uc =計算された測定の不確定性、1 = 1-α/2分位点、c2 = α/2分位点。
たとえばn = 100で確率が95%の場合、値はα = 0.05になるため、分位点は129.6および74.2、信頼区間は=
[0.88×uc ... 1.16×uc]になります。

16.5.2  拡張機能対GUM
基本フォームのGUM (2012までを含む)では、測定値を、FAMOSで使用される感覚で単一値として扱います。
GUMがJCGM 102:2011で多次元の測定値を扱う一方で、これらの概念は、通常FAMOSで分析される時系列
やボリュームデータに対して部分的にのみ適用可能です。FAMOSには、GUMの目的に従って拡張機能が用意
されています。そのため、測定の不確定性の計算は、個別の測定点と時系列全体の両方に対して実行できま
す。
GUMは、干渉変数を、その分布密度によってのみモデル化します。測定技術者は、ネットワークのハムやオフ
セットのずれなど、どのような望ましくない影響があるかを把握します。こうした影響は毎日の実施に関連するた
め、FAMOSではこのような技法を補足機能として備えています。

16.5.3  独自の干渉信号の定義
典型的な干渉パターンの多くは事前に実装されています。アルゴリズムを計算する前に、該当のユーザ定義プ
ロパティに入力データが指定されます。
たとえば、オフセットのずれの定義は以下のようになります。
UncertaintySet( Input1, "Uncertainty Source.Drift Offset", 0.01) ;
[mV]
UncertaintySet( Input1, "Uncertainty Source.Drift Time", 1000) ; [s] 
UNCERTAINTY_LOOP 1000
...

関数UncertaintyModify()を呼び出す代わりに、完全に独自の干渉パターンを作成することもできます。これ
は、以下に示すユーザ定義プロパティに反映されない分布密度がある場合などに必要です。たとえば、モデル
化した物理システムの遮断制限が原因で分布に値の制限がある場合が該当します。一例として、0以上の質
量、0K以上の温度、1よりも小さい効率係数があげられます。特定の形状の干渉信号がある場合もあります。
ループの最初と最後のイテレーションで入力データの歪みがないことが重要です。
i=0
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UNCERTAINTY_LOOP 1000
…
If  i >= 1 AND i <= 1000
_In1 = Input1  + random (leng?(Input1 ),2,0,0,0 )
else
_In1 = Input1  
end
_In2 = UncertaintyModify (Input2 )
…
_In2を自動で特定する一方で、_In1は干渉により個別に歪みが生じる可能性があります。
自動および個別定義の干渉の重ね合わせ表示も可能です。
_In1 = UncertaintyModify (Input1  ) + random (leng?
(Input1 ),2,0,0,0  )
常に非相関乱数が確実に使用されることが重要です。これは、ループイテレーション内とループイテレーション間
のすべてのチャンネルに該当します。
具体的には、random()関数は、ループ内でSvInit = 0 (乱数ジェネレータの再初期化なし)の場合のみ使用で
きるということです。再現可能な動作を求める場合、SvInitが0よりも大きい該当パラメータでループの前に
random()関数を呼び出す必要があります。
相関を真に意図する場合のみ、以下を参照してください。

16.5.4  相互相関干渉
これは、複数の信号に比例して適用される個人定義の干渉パターンによって発生します。
Disturbance1 = random (leng?(Input1 ),2,0,0,0 )
_In1 = UncertaintyModify (Input1  )  + 0.3 * Disturbance1
_In2 = UncertaintyModify (Input2 )  + 0.2 * Disturbance1

GUMの分散行列も参照してください。
相関干渉の典型的な代表例は、インバータからのネットワークのハムやノイズパルスなどです。これは、確実に
複数のチャンネルに影響を与えるため、干渉が同時に、あるいは同じ位相で発生します。 
チャンネルにこれらの干渉パターンを指定する際は実用上の価値があります。干渉は、必要に応じて別の重み
係数で他のチャンネルに追加されます。
_In1 = UncertaintyModify (Input1 )
Disturbance1 = _In1 - Input1
_In2 = UncertaintyModify (Input2 )  + 1.5 * Disturbance1

16.6  ループのアクティブ化とテスト、デバッグ
コードを行ごとに実行できます。これはFORループの場合と同様に機能します。ルーチンの動作を調べる目的の
場合、行ごとの実行を早急にお勧めします。
ループで入力チャンネルのプロパティを設定できます。その後、ループを完全に1回実行できます。2回目の実行
では、プロパティを設定して変更できます。UncertaintyModify関数では、計算した偏差が予想どおりかどうかを
確認できます。そのため、これらの呼び出しを繰り返し行うことができます。ただし、試運転が正常に行われた
後、UncertaintySet()を含むコード行はループの前に移動し、パフォーマンスが改善されます。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
UncertaintySet ( Input1, “Uncertainty“, 4.5)
_In1 = UncertaintyModify ( Input1  )
すべての結果は、拡張した分析の結果であっても、すべてのモンテカルロ試行で繰り返し改善されます。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
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... 
UncertaintyCalc (Result, 95, 0, “uc” )
uc = UncertaintyGet(Result, "Uncertainty")
r = Result_uc_result:uc

UncertaintyCalcの実行後、結果のユーザ定義のプロパティが更新されます。
また、ループイテレーション内の結果の場合、UncertaintyCalc関数が繰り返し実行されない可能性があります。
本当に最初のループイテレーションは例外であり、この場合、関数の呼び出し自体が最初にアクティブ化されま
す。

エラー後の再開
何らかのエラー後、UNCERTAINTY_LOOP内で継続することはできません。これは、一部のコマンドが同じループイ
テレーション内で繰り返すように設計されていないためです。そのため、最初からのループの実行のみが役立ちま
す。ただし、FORループの場合と同様に、FAMOSは、どのループにエラーが存在するかを記憶します。
UNCERTAINTY_LOOPでは、FAMOSは、現在どのイテレーションにエラーが存在するかも把握します。そのため、
ループの再実行を最初から開始するだけでは十分ではありません。代わりに、シーケンスの最初から開始する必
要があります。シーケンスの開始とループの開始の間に実行したくないコード行が多くある場合、その行をスキップ
できます。
1. シーケンスの最初の行を実行します。これらも空である場合があります。その結果、FAMOSは、現在エラーが
存在するループの番号の記憶を削除します。

2. その後すぐに、ループの開始、またはそのループの前の該当する次のループの開始に移動します。その場所か
ら実行を再開します。

16.7  [データタイプ、制約]
測定の不確かさの計算は、以下のデータタイプでサポートされています。
· 等距離データ
· xyデータのy成分
· 複素数データの大きさ
測定の不確かさは測定値に関係し、測定値はy成分になります。この場合、複素数データの大きさはy成分と
みなされます。

サポートされていないもの:
· 実数/虚数表現の複素数データ
· 複素数データにおける位相 
· xyデータのx成分
· タイムスタンプASCIIデータ
· デジタルビット、BOOL(0または1)
· テキスト変数
· ビデオデータ
UncertaintyModify()内のいくつかの計算は、等距離のデータに対してのみ実行されます。 xyデータのyトラック
の場合、y成分はせいぜい.yで選択できます。
複素数データセットの位相に計算を適用する場合、この値はそれ自身の変数に割り当てることができます(A_P
= A.Pなど)。これには、干渉とそれ自身の測定の不確かさに関する独自の仕様を含めることができます。
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16.8  熟練者向けUNCERTAINTY_LOOP
ループの最初の実行が行われます。ここでは、UncertaintyModify()により偏差は生成されません。  アルゴリズ
ムは、データが歪むことなく計算されます。結果は、最良推定値として解釈されます。 UncertaintyCalc()は、結
果が空のグループを生成します。
次に、M回のモンテカルロ試行に対してループがM回実行されます。  UncertaintyModify()は、さまざまな偏差
を毎回生成します。測定の不確定性と拡張した結果の計算は、イテレーションのたびに精度が上がります。
その後、最初の実行と同様に、偏差が追加されずに最終実行が開始します。これにより、影響を受けていない
結果にすべての変数が返されます。

相関関係にない干渉信号
UNCERTAINTY_LOOP 1000
_In1 = UncertaintyModify ( Input1 )
_In2 = UncertaintyModify ( Input2 )
…
Input1とInput2の測定の不確定性が同じであっても、_In1と_In2は非相関干渉を受け取るため、たとえば、モン
テカルロ法に従って、_In1 + _In2を正しく計算できます。

ルール
ルール: 入力データは、どのループイテレーションでも同じでなければなりません。
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
Input1  = UncertaintyModify ( Input1  )
…
各イテレーションで、変数の歪みが次第に生じるためです!
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
if …
    input1 = …
    end
_In1  = UncertaintyModify ( Input1  )
…
入力データが、さまざまなループイテレーションで異なるためです。
ルール: UncertaintyCalcによる計算は、すべてのイテレーションで同様に実行する必要があります。

以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
…

If  …
UncertaintyCalc ( Result)

ルール: 測定の不確定性の計算は、結果ごとに一回実行できるだけです。
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
…
    UncertaintyCalc ( Result)
    UncertaintyCalc ( Result )

ルール: アルゴリズムは、どのループイテレーションでも同じでなければなりません。
以下は許容されません。
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i=1
UNCERTAINTY_LOOP 1000
…
If i = …
     Result = …
else
     Result = …
end
UncertaintyCalc ( Result)
i=i+1

ルール: 拡張した分析の変更は許可されますが、後からUncertaintyCalcによってさらに更新することはできませ
ん。デバッグの際に、拡張した分析グループの内容をユーザが変更する場合、その変更内容が最初に許可され
ます。ただし、UncertaintyCalcはすでに呼び出すことができないため、ループの実行はキャンセルされ、最初に
戻って開始する必要があります。
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
UncertaintyCalc ( Result, 95, 0, ‘”pdf0”)
Result_uc_result:pdf0 = …

ルール: UNCERTAINTY_LOOPはネストできません。
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
UNCERTAINTY_LOOP 1000
…
これも、内部呼び出しがサブシーケンスで非表示の場合、機能しません。
ルール: ループは制御できません。
以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
break

以下は許容されません。
UNCERTAINTY_LOOP 1000
continue
…

16.9  [ユーザ定義のプロパティ]
次のプロパティは、UncertaintySetによって設定され、別の方法で記述されていない限り、UncertaintyGetに
よって照会されます。

16.9.1  [総論]
[不確かさ] 
測定の不確かさ、より正確には標準的な測定の不確かさは、チャネルのy単位の実数として示されます。関数
UncertaintyCalc()は、このプロパティを計算します。
このプロパティは、関数UncertaintyModify()によっても考慮されます。下記参照。
[拡張された不確かさ] 
測定の拡張された不確かさ、チャネルのy単位の実数として示されます。関数UncertaintyCalc()は、それに従っ
てパラメータを設定すると、このプロパティを計算します。
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[不確かさの評価] 
測定の不確かさや測定の拡張された不確かさが決定される方法。関数UncertaintyCalc()は、このプロパティを
計算します。
プロパティは、次のようなテキストです。 
“MCM, M=100“
ここで、MCMはGUMごとのモンテカルロ法を表し、Mはモンテカルロ法の試行回数、またはUNCERTAINTY_LOOP
の最初のパラメータです。
このプロパティは、関数UserPropText？によって照会されます。
[カバレッジの確率] 
カバレッジの確率は、パーセント単位(95、99.7など)で示されます。
関数UncertaintyCalc()は、それに従ってパラメータを設定すると、このプロパティを設定します。

16.9.2  影響を及ぼす量および偏差
関数UncertaintyModify()が実際の偏差を特定する目的で考慮する量です。表示されるプロパティが実際の
数値です。目的は、実際の状況で見られるように干渉する影響をモデル化することです。特に長期の時系列で
計算する場合、その分布密度のみでの干渉のモデル化では決して十分ではありません。さらに正確に言えば、
アルゴリズムは、オフセットのずれや寄生結合されたハム音などに対して、ある程度敏感に反応できます。関連
するプロパティをチャンネルに割り当てることで、さまざまな干渉ソースを信号に重ね合わせて表示できます。以下
に、この目的のメカニズムについて説明します。
干渉信号の形状を確認するには、試運転を行うことをお勧めします。ほとんどの場合、入力信号* zeroで指定
される信号により適切に評価できます。ゲインエラーの場合、入力信号* zero + 1を使用します。
以下に定義するプロパティにより、データのY座標が変化します。この定義は、等距離データ用に設計されていま
す。XYデータでは、Y成分のみが通過したかのように、X座標を無視してY座標のみの変更が行われます。複雑
なデータセットの大きさは同様に扱われます。時間に基づく一部の干渉タイプは、等間隔の時間に基づくデータ
(ハム音の重ね合わせ表示など)の場合のみ意味があります。また、等距離データの場合のみサポートされます。

"Uncertainty" 
入力チャンネルのY値は、正規分布の干渉で歪みが生じます。
[新しい値]: = [古い値] +乱数×["Uncertainty"]
乱数は、標準偏差1で正規分布されます。
干渉の標準偏差は、プロパティの値に相当します。
干渉の未知の影響はすべて、このプロパティで最適にモデル化できます。これは、未知のノイズなどがあります。
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normalverteilte Störung zur Messunsicherheit 10.0
"Uncertainty Source.Rectangular" 
入力チャンネルのY値は、等分布干渉で歪みが生じます。
[新しい値]: = [古い値] +乱数×["Uncertainty Source.Rectangular"]
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乱数は、-1.0～+1.0の範囲内で均一に分布されます。
このプロパティでは、対称的な均一分布の半分の幅を指定します。
たとえば、アナログ-デジタル変換の意味での離散化の結果、均一に分布された干渉が生じる場合があります。
ただし、表示値をデジタルマルチメータから取得する場合など、一定数の小数位に丸める場合もあります。
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gleichverteiltes Rauschen mit Parameter 10
"Uncertainty Source.LSBs" 
入力チャンネルのY値は、アナログ-デジタルコンバータ(ADC)のビットノイズに相当する干渉で歪みが生じます。プ
ロシージャは、内部的に整数フォーマットで保持されるデータセット(さらに何らかのスケーリング情報)でのみ使用
できます。干渉自体は、振幅分解能に従い、1ビットまたはLSB (Least Significant Bit: 最下位ビット)の整数倍
になります。
[新しい値]: = [古い値] +乱数×["Uncertainty Source.LSBs"]
乱数は、LSBの整数倍になり、0前後で変動します。
干渉の標準偏差は、プロパティの値に相当します。
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Störung von 1 LSB effektiv.1LSB entspricht ca. 80mm

16.9.3  オフセットエラーとゲインエラー
"Uncertainty Source.Amplitude" 
振幅の偏差は繰り返されます。そのため、たとえばセンサの未知のゲインエラーや測定アンプのエラーは繰り返さ
れます。この偏差は測定全体で一定です。このタイプの測定は、ループUNCERTAINTY_LOOPの1回の実行に相
当します。
偏差は、無次元の割合を意味する値1.0に対して相対的に示されます。たとえば値0.01は、多くの測定にわた
る振幅が平均で約1%ずれることを意味します。測定値(入力データのY値)の結果として生じる変化は、以下の
公式で求められます。
A = 1 +乱数×["Uncertainty Source.Amplitude"]
[新しい値]: = [古い値]×A
乱数は、標準偏差1で正規分布されます。
Aは、測定全体に対して1回特定されます。
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"Uncertainty Source.Offset" 
ゼロエラーが繰り返されます。この偏差は測定全体で一定です。このタイプの測定は、ループ
UNCERTAINTY_LOOPの1回の実行に相当します。
オフセットは、チャンネルのY単位で実数として指定されます。
測定値(入力データのY値)の結果として生じる変化は、以下の公式で求められます。
Off =乱数×["Uncertainty Source.Offset"]
[新しい値]: = [古い値] + Off
乱数は、標準偏差1で正規分布されます。
Offは、測定全体に対して1回特定されます。

16.9.4  [ドリフト]
ドリフトとは、測定の実行中にオフセットが這い上がる変化のことです。その計算は、等距離データに対してのみ
実行されます。 
ドリフトの計算では、"Uncertainty Source.Drift Offset"と"Uncertainty Source.Drift Time"の両方のプロパティ
が、定義済みの有効な値を持っていなければなりません。

"Uncertainty Source.Drift Offset" 
チャネルのy単位の実数として記述されたドリフトの高さの尺度。
結果として生じる測定値の変化は、以下の式によって与えられます。
[新しい値]:= [古い値]+["Uncertainty Source.Drift Offset" ] * DriftValue
DriftValueは乱数で、その標準偏差は約1です。
"Uncertainty Source.Drift Time" 
時間の経過に伴うドリフトオフセットの変化の尺度であり、チャネルのx単位の実数として記述され、ゼロより大き
な値です。この時間内に、オフセットの顕著な変化があります。仕様は、本質的にむしろ定性的です。しかし、
時間応答は、この特性に比例して変化します。
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16.9.5  [ハム、ハム音]
信号は、ハム音で歪んでいます。最低でも、プロパティ "Uncertainty Source.Hum Amplitude"を定義する必
要があります。その計算は、等距離のデータに対して実行されます。そして、時間ベースのデータにのみ有効に
適用できます。  
同時に測定される複数のチャンネルがハム音の影響を受ける場合は、「相互相関のある干渉」のセクションを
参照してください。さもなければ、フェーズの異なるハム音が追加される危険がありますが、これは一般的に現実
を反映していません。
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"Uncertainty Source.Hum Amplitude" 
チャンネルのy単位の実数で表される基本振動の振幅が、ゼロより大きい場合です。振幅は測定全体で一定
です。このタイプの測定は、UNCERTAINTY_LOOPループの1回の実行に対応します。
多くの測定にわたって観測され、振幅は正規分布です。この正規分布の標準偏差は、ここではプロパティとして
指定されます。
基本振動の位相は測定ごとに異なり、均一分布です。
"Uncertainty Source.Hum Frequency" 
基本振動の周波数であり、チャンネルのx単位の逆数で表されます。周波数はすべての測定で同じです。この
プロパティを指定しない場合は、50Hzが仮定されます。
"Uncertainty Source.Hum Harmonics" 
すべての上高調波のパワーが基本周波数のパワーに比例します。たとえば、値が0.01の場合は、すべての上高
調波の合計電力が基本振動の電力の1％であることを意味します。このプロパティを指定しない場合は、0.1が
仮定されます。
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16.9.6  スパイク、干渉パルス
稀に生じるスパイクを信号に重ね合わせて表示できます。その高さと時間の動作が定義されます。計算は、等
距離データに対してのみ行われます。
スパイクの高さは、最小値と最大値の間に位置します。干渉パルスのすべての単一スパイクとすべての単一測
定点には、個々の乱数値が割り当てられます。値は均一に分布されます。スパイク間では、信号は影響を受
けないままです。
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"Uncertainty Source.Spikes Max" 
チャンネルのY単位で実数として示されるスパイクの振幅の最大値。このプロパティを指定しない場合、ゼロが前
提となります。
"Uncertainty Source.Spikes Min" 
チャンネルのY単位で実数として示されるスパイクの振幅の最小値。このプロパティを指定しない場合、ゼロが前
提となります。
"Uncertainty Source.Spikes Width" 
チャンネルのX単位で実数として示されるスパイクの幅。このプロパティを指定しない場合、サンプリングレートが前
提となります。最大幅が指定されます。パルスごとに特定の幅が均一に分布され、ランダムに特定されます。
"Uncertainty Source.Spikes Time" 
チャンネルのX単位で実数として示されるスパイク間の距離。あるスパイクの開始から次のスパイクの開始まで測
定されます。このプロパティを指定しない場合、1000倍の幅が前提となります。
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16.9.7  高周波ノイズ
主に周波数が高い成分で構成されるノイズ。計算は、等距離データに対してのみ行われます。

"Uncertainty Source.Noise RMS" 
入力チャンネルのY値はノイズで歪みが生じます。
干渉の標準偏差は、このプロパティの値に相当します。
"Uncertainty Source.Noise Frequency" 
ノイズの低遮断周波数は、チャンネルのX単位の逆数で示されます。低遮断周波数はすべての測定で同じで
す。このプロパティに何も指定しない場合、サンプリング周波数の20%が前提となります。
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応用例
以降の章では、imc FAMOSの応用例をいくつかご紹介します。
· 1番目のローパスフィルタ
この例では、測定データを使用せずにimc FAMOSの複雑な伝達関数をどのように解析するのかを示します。

· 「Smo」関数を使用した解析
「Smo」関数を使用してデジタル平滑化フィルタを実現します。

· 周波数応答計算
動的システムの入力データUi(t)および出力データUo(t)の測定により、伝達関数を決定します。

· 適合線による誤差補償
-30V～+30Vの出力電圧範囲を持つ電圧較正器の相対誤差が、全範囲で決定されます。

· 相関係数
相関係数は、信号間の線形従属性の度合いを評価するための重要な指標です。

· AC電力計算
誘導分を含む負荷に対応する電力係数λに加え、皮相電力Sおよび無効電力Qを算出します。

· 耐性試験
多数のトランスデューサが正弦波的に励起し、その結果として生成される電圧が測定されます。この電圧を
利用して信号発生器を評価します。

· ADCのヒストグラムテスト
ヒストグラムテストによって、DSOに実装したADコンバータ、トランジェントレコーダ、および類似のデータ収集シ
ステムの品質を評価します。

· 畳み込み、デジタルフィルタ
信号のデジタルフィルタリングにおいて、信号はフィルタのパルス応答とともに畳み込まれます。

· 「Chrct」関数を使用した解析
センサの特性を使用してセンサ出力信号を補償するには、imc FAMOS関数「Chrct」を使用します。

· デジタルフィルタ
ユーザが「DFilt」関数を使用して自由に定義したデジタルフィルタによる、チャンネルのフィルタリング

· レポートジェネレータ
この例では、小さいアプリケーションを使用したレイアウトの設計および統合について説明します。
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17.1  ローパスフィルタ(1次)
この例では、測定データなしでimc FAMOSで複素伝達関数をどのように解析できるかを示します。

ローパスフィルタ(1次)を計算します。ここで、R = 300kOhmおよびC = 0.33mFとします。
以下のように、複素伝達関数G(jw)を計算します。

wg = 1/RCとすると、以下の式のようになります。

共役複素拡張を使用すると、G(jw)は実数部と虚数部として表すこともできます。
この結果、以下のようになります。

この複素関数を表すもう1つの方法として、関数G(jw)の振幅と位相を使用できます。
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角周波数OMEGA (=w)は、1Hz刻みで0から100Hzに増大します。遮断周波数OMEGA_G (= wg)は10Hzです。
プロシージャ1
1刻みで0から100に増大するデータセットを作成します。
OMEGA = Ramp(0, 1, 100)

サンプルレートが1で、100個の値からなるデータセットを作成します。つまり、x軸とy軸の値の範囲はどちらも0～
100になります。
F4を選択(または、[変数]メニューのメニューオプション[表示]をクリック)して、カーブを表示します。

プロシージャ2
単位「1/s」を割り当てます。
変数リストでOMEGAを選択した後、メニューオプション[変数/プロパティ...]を選択します。[Y単位]入力ボックス
に単位「1/s」を入力します。

これで、目的の大きさでOMEGAが表示されます。この例では
データセットに100個の離散値が含まれていることを示すだけ
なので、x軸には単位は必要ありません。

プロシージャ3
OMEGA_Gを単一値として定義します。
imc FAMOSは単一値を変数として処理することもできます。以下の代入式を使用して、単位が「1/s」の単一
値変数OMEGA_Gが作成されます。
OMEGA_G = 10 '1/s'
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プロシージャ4
式(4)に従い、周波数の関数として振幅を計算します。
Magn = 1 / SQRT(1 + SQR( OMEGA / OMEGA_G ))
x単位「1/s」を追加します。この例では振幅は比率であるため、y単位は必要ありません。

プロシージャ5
位相を計算します。
PHASE = - atan( OMEGA / OMEGA_G )

位相はラジアンで表されます。グループ「A> Constants, predefined Variables」にある事前に定義された定数
「InDegr」を使用して度単位の表現に変換します。
PHASE = PHASE * InDegr

x単位を追加すると、以下の表現が表示されます。
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プロシージャ6
位相および振幅を表示します。
位相と振幅をウィンドウに表示できます。カーブウィンドウMAGNのコンテキストメニューからメニューオプション[波形
の追加]を選択します。表示されたダイアログでデータセットPHASEを選択します。
ウィンドウのx軸をダブルクリックし、軸設定ダイアログのオプション[スケール]にあるメニューオプション[対数]を選択
することで、対数スケーリングを設定します。スケールを[dB]に設定します。その後、軸ダイアログを閉じて、[構
成]メニューのメニューオプション[グリッド]を選択します。以下のウィンドウが表示されます。

プロシージャ7
極座標プロットを作成します。
極座標プロットを作成するには、振幅と位相を、振幅と位相または実数部と虚数部で表現される(式(3)および
(4))複素関数に変換する必要があります。
次の式により、関数G(jw)が作成されます。
G = Compl( MAGN, PHASE )
カーブを表示し、[構成]メニューからメニューオプション[波形の追加]を選択します。左側のリストから「G.m」を選
択した後、[コンポーネント]選択ボックスでオプション[波形]を選択します。
見やすいように、グリッドを追加することもできます。

注記
· グリッドラインの数は、[構成]メニューのメニューオプション[表示]を使用して設定できます。
· 色を変更するには、メニュー項目[オプション: 色]を使用します。
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代替計算方法
複素伝達関数G(jw)は直接計算することもできます。式(1)により、以下が有効です。
G = 1 / Compl( 1, OMEGA / OMEGA_G)

伝達されたパラメータがどちらも単位が同じであれば、関数「Compl」は両方のパラメータを結合して、「実数部と
虚数部」の形式で1つの複合データセットにします。この場合は、どちらのパラメータにも単位がありません。単一
値1が実数部全体に自動的に展開されます。
F4キーを使用してGを表示すると、Gの実数部が表示されます。

また、カーブウィンドウのコンテキストメニューの
メニューオプション[波形の追加]を使用して、
虚数部G.Iを表示することもでき、その場合は
上図のようなグラフになります。
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17.2  「Smo」関数を使用した解析
関数「Smo」(imc FAMOS関数のリファレンス)は、デジタル平滑化フィルタを実現します。この解析では、フィルタ
特性が詳しく調査されます。
対象となる数量は遮断周波数、伝達関数、フィルタオーダ、ステップ関数応答、単位インパルス応答です。
プロシージャ1
フィルタのスティミュラスとして使用するために、可能な限り一定振幅スペクトルを高くしたテストデータセットが作
成されます。
インパルスが単純で短いホワイトノイズがこの条件を満たします。データセットの定数値はゼロですが、真ん中に
高さが1のインパルスが含まれます。データセットの長さは、後でFFTを行うことができるよう、1024に設定されます。
以下の操作を続けて実行します。
Impulse = Set( Ramp( 0, 1e-3, 1024)*0 , 0.512, 1)
xUnit Impulse s 

サンプリング時間1msが選択されます。
F4を選択して、データセットImpulseを表示します。

プロシージャ2
作成されたテストデータセットをフィルタリングします。
チャンネル期間は1s以上なので、フィルタ時間200msを選択できます。
Filtrat = Smo( Impulse, 0.2's')
F4を選択して、この波形を表示します。
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プロシージャ3
フィルタのインパルス応答は、t = 0での単位インパルスに対するフィルタの反応です。テストデータセットのインパル
スは後で発生するため、この時間差だけx方向にインパルス応答をシフトさせる必要があります。
次の式により、インパルス応答を求めます。
ImpResp = Xoff( Filtrat, -0.512 's')

インパルス応答は軸 に対して左右対称t = 0

プロシージャ4
フィルタのステップ応答は、t = 0での単位ステップに対するフィルタの反応です。インパルス応答の積分として計算
できます。単位を修正する必要があります。
StepResp = Int( ImpResp ) / 1 's'

ステップ応答は、2次の放物線部分で形成されます。
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プロシージャ5
フィルタ後とオリジナルのテストデータセットのスペクトルを除算することで、フィルタの伝達関数を求めます。
まず、[エクストラ] > [オプション] >[関数]でダイアログを開きます。
ここで、FFTのWindow関数を[矩形]に設定します。ここでの理想的なケースでは、信号長は2のべき乗です。そ
の他のWindow関数を選択する必要はありません。もう1つWindow関数を選択すると、結果に多少歪みが生
じます。
Transfer = FFT(Filtrat) / FFT(Impulse)

ファンクションキーF4を押して、伝達関数を表示します。初期状態では伝達関数の振幅だけが表されるため、
結果はほぼゼロのように見えます。
伝達関数の両対数表現を選択します。
· まず、メニュー項目[構成: 軸...]を選択した後、軸リストから項目「Transfer.M」を選択します。[スケール]オプ
ションを[dB]に設定します。

· 次に、軸リストからx軸を選択した後、[スケール]で[対数]表現を選択します。ダイアログボックスを閉じます。
· 次に、メニュー項目[構成: グリッド]を選択して、カーブにグリッドを重ねます。



484 応用例

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

プロシージャ6
ウィンドウを拡大して、伝達関数の振幅を表示します。カーブウィンドウの[編集]メニューから[測定]を選択しま
す。測定値ウィンドウに十字線が表示されます。
マウスの左ボタンを使用して、伝達関数の漸進的に減少する範囲(右側のカーブ部分)で十字線をドラッグしま
す。多少離れて存在する2つの最大値に十字線を配置した後、下部のリストボックスから[ディケード当たりの傾
き]を選択します。これで、測定値ウィンドウにおよそ-40dB/ディケードの傾きが示されます。フィルタオーダの伝達
関数は20dB/ディケードで減少するため、フィルタオーダは2でなければなりません。

プロシージャ7
フィルタの遮断周波数を求めるには、測定ウィンドウに3dBが表示されるまで、一方の十字線を左にドラッグしま
す。対応する周波数(x値)を測定ウィンドウに読み込むことができます。
以下の操作を実行して、遮断周波数を自動的に求めます。
CuttoffFr = Pos( Transfer.M, idB(-3) )

F4を押して、この単一値を表示します。遮断周波数は3.2Hzにあります。スペクトル「Transfer.M」の振幅は線
形であるため、関数「idB」がデシベルを線形値に変換します。「Pos」関数で、データセット内での値の最初の出
現を求めます。
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プロシージャ8
伝達関数の位相だけをウィンドウに表示するには
· [コンポーネントを 表示]を選択して、変数リストの項目「Transfer.M」と「Transfer.P」を表示します。
· 「Transfer.P」(位相)を選択して、F4を押します。
位相の値は0度または360度しかありません。どちらの値も同じ意味です。以下の操作を使用して、360度の位
相をゼロの位相に設定します。
Transfer.P = mod ( Transfer.P, 359.96 )
ゼロの位相を期待できるのは、計算に間違いがなかった場合だけです。

注記
伝達関数は、インパルス応答のスペクトルとして直接計算することもできます。
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17.3  周波数応答計算
動的システムの入力および出力データUe(t)とUa(t)を測定して、伝達関数を求めます。入力データおよび出力
データは測定電流で、それぞれ「U_IN」および「U_OUT」と呼ばれます。「u_out.dat」と「u_in.dat」はどちらも
imc FAMOSのサンプルデータファイルにあります。

このシステムの伝達関数G(jw)は、次の式により周波数領域で表すことができます。
G(jw) = Ua(jw)/Ue(jw)
スペクトルUout(jw)およびUin(jw)は、フーリエ変換を使用して、時間信号u_out(t)およびu_in(t)から計算できま
す。
u_out_spec = FFT(u_out)
u_in_spec = FFT(u_in)
したがって、伝達関数の振幅と位相は次の式から導き出されます。
g_spec = ua_spec / ue_spec

この結果のg_specは複合関数で、G(jw)に対応します。
次の式を使用して、-180～+180°の位相を取得します。
g_spec = Pol( Rect(g_spec))

g_specがdBで表され、周波数軸が対数的に表示される場合、以下のグラフが描画されます。



周波数応答計算 487

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

逆FFTを使用し、加重関数g(t)を時間範囲で表すことができます。
g = iFFT (g_spec)
[エクストラ] > [オプション] > [関数]のダイアログに、これ以外のWindow関数が用意されています。Window関
数を使用してデータセットを処理することで、周期的な連結によるデータセットの開始および終了時のステップを
除外することができます。
以下の例では、矩形ウィンドウが選択されています。範囲0～0.3msがカーブウィンドウに表示されます。
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17.4  フィット線を使用した誤差補償
出力電圧範囲が-30～+30Vの電圧較正器の相対誤差が範囲全体で測定されます。誤差はパーセントで示
されます。

この系統的測定誤差は、補正表ま
たは測定カーブの数学的記述を使
用することで補正できます。 

回帰線までの測定カーブの平均二乗距離が最小になるよう、データポイント間で直線がフィットされます。データ
セット「calib.dat」は例示ファイルにあります。 
必要な線形フィットは、次の式で求めることができます。
line = LFit(calib)

imc FAMOSでは、測定カーブのグラフに示すように線形フィットをグラフィック表示するだけでなく、線形フィットを
求める数式も提供されています。
この場合の数式は以下のとおりです。
f(x) = - 8.028E-5[1/V].x - 0.00139[%]

測定結果を補正するために、測定後すぐにこの数式を較正器に入力できます。
2つのカーブを同じウィンドウで最適に比較するために、2番目のカーブ(右または2番目のy軸)を「最初の軸と同
じように」スケーリングします。



フィット線を使用した誤差補償 489

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

17.5  相関係数
相関係数は、信号間の線形依存性の程度を評価するための重要なインジケータです。2つの信号の類似性
を定量的に表します。
相関係数は正規化された数量です。
値+1は、信号間の完全な依存性を意味します。すなわち、相互に正比例し、符号は必ず同じになります。
相関係数は以下のように定義されます。

c = (Suivi) / (Suiui Svivi)
0.5

ここで、ui値は一方のデータセットの数値を表し、vi値はもう一方のデータセットの値を表します。相関係数c
を計算するには、データセットuとvのすべての要素の積の合計をいくつか計算します。uにも vにも DCオフセッ
トがないことが重要です。DCオフセットがある場合は、相関係数を計算する前に、この値を差し引いてください。

大気中の SO2濃度を長期間測定しました。この測定値が1つのデータセットを構成します。同じ期間、数学的
モデルを使用して、SO2濃度を予測しました。この値が2番目のデータセットになります。
この予測方法の信頼性を評価します。値0は、統計的に両方の信号が平均して相互に依存性がないことを
意味します。
この例の場合、相関係数が大きいと(> 0.6など)、予測は成功になります。 
値が非常に小さい(< -0.6など)場合は、予測が測定と逆であることを意味します。

プロシージャ1
この2つのデータセットを「SO2」と「Predict」とします。

相関係数を計算するには、データセット内のすべての値の総和をいくつか求める必要があります。データセットの
サンプリング周波数が1の場合、積分関数「Int」を使用して、値を加算できます。
まず、サンプリング周波数を1とし、平均値を引いた状態で、2つの一時データセットを作成します。
以下の両方の操作を続けて実行します。
u = Xdel(SO2 - Mean(SO2) ,1 )
v = Xdel(Predict - Mean(Predict),1 ) 
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プロシージャ2
相関係数の式に従い、「Int」関数で、データセットuとvの値を掛けた後、両方の値を足します。積分の終了値
が合計値です。
Coef = Value( Int ( u * v), 1E20) / Sqrt( Value( Int(u * u), 1E20) *
 Value( Int ( v * v), 1E20) )

2番目のパラメータが十分大きい値(1020など)に設定されている場合、関数「Value」によって終了値が必ず返さ
れます。
必要な合計値は、平均値にデータセットの長さを掛けることでも求めることができます。

プロシージャ3
これで、一時データセット「u」と「v」を変数リストから削除できます。相関係数を表示します。
以下の3つの操作を続けて実行します。
Delete u
Delete v
Show Coef

これらの操作の代わりに、[変数]メニューで対応するオプションを選択することもできます。

自動計算
相関係数の計算はシーケンス「CorrCoef」に保存されています。このシーケンスを起動すると、3つのパラメータが
転送されます。
Sequence CorrCoef Coef SO2 Predict

シーケンスは以下のとおりです。
x1_ = Xdel( PA2 - Mean( PA2 ), 1) 
x2_ = Xdel( PA3 - Mean( PA3 ), 1) 
PA1 = Value( Int(x1_* x2_), 1E20) / 
 Sqrt(Value(Int(x1_* x1_), 1E20) *
 Value (Int (x2_* x2_), 1E20)) 
Delete x1_ 
Delete x2_ 
Show PA1

シーケンスの実行は、上記の3つのプロシージャと同じです。

注記
相関係数は、「CCF」関数で求めることもできます。ただし、CCFの場合は以下に注意してください。
· データセットにDCオフセットがないこと。
· データセットの長さは2のべき乗であること。さもないと、CCF関数で自動的に切り捨てられます。
相互相関関数の最初の値は相関係数です。
ただし、CCFを使用した計算は推奨されません。処理時間がかなり長くなるとともに、CCF関数では非常に長い
データセットは処理できません。
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17.6  AC電源の計算
電気負荷の電流と電圧の変数について、測定が行われます。
検出する変数は有効電力P、皮相電力S、無効電力Q、および電力係数Lambdaです。
以下に示すように、これらの数量は互いに関連しています。
瞬時電力は、ある瞬間の電圧と電流を掛けたものです。
p(t) = u(t) * i(t)
瞬時電力の平均値は、有効電力 Pです。

有効電力とは、オーム抵抗器の熱に変換される電力です。

電圧の実効RMSと電流の実効RMSの積を皮相電力Sと呼びます。
S = U * I
無効電力の定義は以下のとおりです。
Q = Sqrt( S2 - P2 )
電力係数Lambdaは、皮相電力に対する有効電力の比率として定義されます。
Lambda = P / S
次に、imc FAMOSの例示ファイルcurrentおよびvoltageをロードし、カーブウィンドウに表示します。
測定された変数は以下のようにプロットされます。
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これらのチャンネルは50Hz電源で測定されています。どちらも周期量で、ほぼ正弦波になります。電力は整数
倍の周期でしか計算できません。この例では、4つの周期で電力を計算しています。「Cut」関数を使用して、4
つの周期で信号セクションを抽出します(4×20ms = 80ms = 0.080s)。
CURRENT = Cut( CURRENT , 0's', 0.08's')
VOLTAGE = Cut( VOLTAGE, 0's', 0.08's')
切り取られたセクションは以下のとおりです。

また、測定カーソルを使用して、カーブからセクションを切り取ることもできます。カーソルを使用してカーブの始まり
と終わりを選択した後、[imc FAMOSにカーブセグメントを送信]を選択します。ただし、この方法は「Cut」関数を
使用する場合ほど正確ではありません。
有効電力Pは、整数倍の周期での積の平均値として計算されます。
P = Mean(CURRENT * VOLTAGE)

それ以外の数量は以下のように算出できます。
S = RMS(CURRENT) * RMS(VOLTAGE)
yUnit S VA
Q = Sqrt(S * S - P * P)
yUnit Q VA
Lambda = P / S

有効電力の単位はワット(W)です。無効電力と皮相電力の単位はそれぞれVAR (Volt-Ampere-Reactive)と
VA (Volt-Ampere)です。
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17.7  許容テスト
いくつかのトランスデューサに正弦波の励起を発生させ、その電圧を測定します。この電圧を使用して、トランス
デューサを評価します。
以下のプロシージャを使用します。
· トランスデューサによって生成された電圧は、理想から正の偏差と負の偏差を持つカーブを描きます。この理
想カーブの周囲に許容範囲が配置されます。

· 測定された電圧がこの許容限度内にある限り、トランスデューサは合格と判断されます。これに対し、電圧が
許容範囲外であると、トランスデューサは品質管理テストに不合格になります。

理想的な電圧カーブが、測定と同じ、サンプリングレート20msのデータセットとして作成されます。
SINE = 3 'V' * sin( Ramp(0, 20E-6, 403) * 2340)
xUnit SINE s 
解析する変数は以下のとおりです。
SINTEST1.DAT
SINTEST2.DAT
SINTEST3.DAT
SINTEST4.DAT
SINTEST5.DAT

許容範囲の上限および下限は、事前定義されている許容値から決まります。
Tol = 0.8 'V'
LowLim = SINE - Tol
UpLim = SINE + Tol

信号が許容範囲外であるかどうかを判断するために、一時変数TooLargeとTooSmallが計算されます。
Load SINTEST1
TooLarge = Max (SINTEST1 - UpLim)
TooSmall = Max (LowLim - SINTEST1) 

変数TooLargeおよびTooSmallがゼロよりも大きいと、許容範囲外です。シーケンスでこれを条件として定式化で
きます。
If TooLarge OR TooSmall
 Show SINTEST1
End
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先頭行で条件TooLarge > 0がチェックされます。この条件が真の場合に、「If」コマンドから「End」コマンドの間の
操作が実行されます。このシーケンスでは、条件が真の場合に限りデータセットが表示されます。
条件TooSmall > 0のシーケンスも同じです。注意: サンプルファイルのSINTEST1は許容範囲内であるので、表示
されません。
許容範囲が守られているかどうかのチェックに使用できる、一般的なシーケンスを作成します。
シーケンスの呼び出しごとにテスト対象のファイル名と許容範囲自体を指定できるよう、パラメータ付きのシーケン
スを使用します。このシーケンスを使用して、各種データセットに対するそれぞれの許容範囲の幅をテストしま
す。

このシーケンスのパラメータは以下のとおりです。
PA1 テスト対象のデータセット
PA2 許容値
PA3 リファレンスデータセット
まず、テスト対象のデータセットPA1がロードされ、許容値P2と理想的なリファレンスデータセットを使用して、変
数TooSmallおよびTooLargeが計算されます。
Load PA1
TooLarge = Max( PA1 - ( PA3 + PA2 ))
TooSmall = Max(( PA3 - PA2 ) - PA1 )

次の行では、波形が許容範囲外になった場合に変数を1にし、それ以外の場合は変数の値を0にします。
Beyond = 0
If TooLarge OR TooSmall
 Beyond = 1
End
シーケンスでは、変数「Beyond」が設定されているかどうかをチェックし、設定されている場合、データセットPA1は
不合格であったテストのデータを保存用に現在選択されているディレクトリに保存します。このため、ファイルを保
存するためのディレクトリは、ファイルをロードするためのディレクトリと同じにしないでください。[オプション]メニューの
[ディレクトリ...]インデックスカードを使用します。その後、不満足なデータがあるデータセットが変数「Bad」に割り
当てられ、表示されます。
If Beyond
 ; -- エラー、保存および表示します
 Save PA1
 Bad = PA1
 Show Bad
End

最後に、このシーケンスで使用するためだけに作成された一時変数が変数リストから削除されます。
Delete P1
Delete TooLarge
Delete TooSmall
Delete Beyond
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シーケンステキスト全体(名前「Toltest.seq」)は、サンプルシーケンスフォルダにあります。
; -- シーケンスTOLTEST
; -- データセットが許容範囲内にあるかどうか
; -- 確認します
; --
; -- 3つのパラメータと一緒にTOLERANCEシーケンス
; -- から呼び出します
; -- 不満足なデータセットをすべて保存します
; --
; -- PA1 : テスト対象のデータセット
; -- PA2 : 許容値
; -- PA3 : リファレンスデータセット
; --
Load PA1
TooLarge = Max( PA1 - ( PA3 + PA2 ))
TooSmall = Max(( PA3 - PA2 ) - PA1 )
Beyond = 0
If TooLarge OR ToSmall
 Beyond = 1
 ; -- エラー、保存および表示します
 Save PA1
 Bad = PA1
 Show Bad
End
Delete PA1
Delete TooLarge
Delete TooSmall
Delete Beyond

これでシーケンスを呼び出すことができます。以下の操作を実行します。シーケンスとしても保存されています。
...
; -- リファレンスデータセットを作成して、
; -- 一連のデータセットで許容範囲が
; -- 守られているかどうかチェックします
; --
SINE = 3 'V' * sin ( Ramp (0, 2e-5, 403) * 2340)
xUnit SINE s
Tol = 0.8 'V'
Sequence toltest sintest* Tol SINE
...
シーケンスはTOLERANCEという名前で提供されています。

シーケンスTOLTESTは、「Sequence」コマンドの次に、実行するシーケンスの名前を続けて、呼び出すことができ
ます。その後、関数呼び出しのパラメータを指定します。
関数が呼び出されると、シーケンスの仮パラメータ(PA1、PA2、PA3)がSINTEST*、TOL、SINEに置換されます。
入力エディタボックスを使用して、コマンドを入力します。「*」文字を使用すると、SINTESTで名前が始まるすべて
のファイルが順番に処理されます。条件を満たすすべてのファイルについて、シーケンスが自動的に呼び出されま
す。
サンプルの問題を解決するために、以下を行います。
ファイルを保存するためのディレクトリを、ファイルをロードするためのディレクトリ以外に設定します。
コマンド「Sequence TOLERANCE」を入力します。
最初の5つのテストファイルが自動的にチェックされます。そのうちの2つが許容条件を満たさず、指定されたディレ
クトリに保存されます。
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17.8  ADCのヒストグラムテスト
ヒストグラムテストは、DSO、過渡現象記録装置、および類似のデータ取得システムに実装されているADコンバ
ータの質を判断するために使用します。このテストにより、優先されるコードや足りないコードの存在が確認されま
す。
既知関数(正弦関数など)の場合は、確率密度関数を指定します。この関数で、どのコードがどのような頻度
で発生するかを示します。
正弦波入力量では、最大値ûでの確率密度p(u)は以下のようになります。

 p(u) = 1 / ( p .( û2 - u2 ) 0.5 )

過渡現象記録装置で見られるような離散測定値をヒストグラムで表すことができます。

Histogramm eines idealen 8 Bit AD-Wandlers

この図は、8ビットデバイスの各256コードビンが発生する相対頻度を示したものです。

「足りないコード」は、ヒストグラムでは空のコードビンで示されます。
ヒストグラムテストの最も重要な機能の1つは、微分非直線性の確認です。
これは、理想的なシステムで期待される発生数に対するコードビン内で発生するイベントの比率によって確認さ
れます。

DN..Differential Non-linearity.
Pcurrentはコードごとに測定できます。Pidealは、確率密度の積分から理論的に導き出されます。
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nビットのシステムのコードビンの数は2nで、クラス幅は2û/2nとして選択できます。電圧ucは次の式によって表され
ます。 

uc = c . ビン幅 - û
したがって、Pideal (k)では、以下のようになります。

記録されるサンプルの数は、使用するコンバータの解像度および必要とする統計的精度によって決まります。シ
ーケンスADCDISTR.SEQを使用して、これらの式を計算できます。シーケンスは以下のようになります。
c = Ramp (0, 1, PA1 )
Distrib = 1/pi*(asin((k+-( PA1 /2-1 ) )/( PA1 /2))
 -asin((k-( PA1 /2))/( PA1 /2)))
xUnit Distrib "Classes"
Delete c
Show Distrib 

このシーケンスは、発生するコード数(8ビットADコンバータの場合は256コードなど)を指定するパラメータを伴いま
す。以下のようにシーケンスを呼び出します。
Sequ ADCDistrib 256

このコマンドをエディタボックスに入力して実行すると、変数「Distrib」が計算されます。
この変数は、理想的な分布Pideal(c)を表します。各種コードビンの値が相対値として示されます。つまり、すべ
てのクラスの値の合計が1になります。合計は以下の式に従い計算できます。
Sum = Mean(Distrib) * Leng?(Distrib)
例: n = 3; k = 0, 1, ..., 7
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クラスのエッジc 0と7では、以下のようになります。

この例の場合はエディタボックスに以下の行を入力して、シーケンスADCDISTR.SEQを実行します。
sequ ADCDISTRIB 8

正弦関数の10000のサンプルが記録されている場合、微分非直線性がごくわずかの理想的なADUではクラス0
と7それぞれで2301のサンプルになります。
データセットDISTRIBに10000を掛けます。
Distrib = 10000 * Distrib

y軸をダブルクリックし、「サンプル]メニューのオプション「バー」を選択します。

Histogramm eines idealen 3 Bit ADU bei 10000 Samples

システムの分布の調査
測定システムの微分非直線性を求めるには、被テストシステムで記録されたデータが必要です。高品質の正弦
波発生器が使用可能である必要があります。
必要に応じて、発生器と測定システムの間にローパスフィルタを使用します。ADコンバータが全範囲で動作でき
るよう、発生器を設定します。
被テストシステムで、正弦波の細かくサンプリングされた周期をできるだけ多く記録します。ADコンバータのコード
よりもはるかに多くの値を記録します。たとえば、コードビンが256の8ビットADコンバータの場合、10000以上の値
を記録します。



ADCのヒストグラムテスト 499

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

記録したテストデータを保存し、imc FAMOSにロードします。データセットから周期の数(整数)を切り取ります(本
章の「AC電源の計算」セクションも参照)。データセットが記録されていない場合は、事前に定義されたテスト
ファイルADSINEを使用します。データセットADSINEの場合、複数の周期で10000以上の値がサンプリングされて
います。

微分非直線性を計算するには、まず分布関数を実行します。
OK = Histo(ADSINE*(256/20)+128,1,0)/Leng?(ADSINE)
xUnit OK "Classes"

ここで、OKはテストするコンバータの正規化された分布です。
データセットADSINEは、-10～10Vの範囲で、256 (ビンの数)を掛け、20 (スパン)で割った後、128を足す(負の値
をなくすため)ことで、コードビンの範囲に変換されます。もう1つのオプションとして、「Scale」関数を使用して、適
切な値範囲を生成することができます。ヒストグラム関数の真ん中のパラメータは、値1に設定されるコードビンの
幅です。ヒストグラム関数の3番目のパラメータがゼロに設定されるように、コードビンの数が自動的に決定されま
す。または、256という一定のコードビンの数を指定してもかまいません。
最後に、ヒストグラムと理論的な分布を直接比較できるよう、正弦波テスト変数の長さにヒストグラムが正規化
されます。

その後、x単位が調整され、以下の操作により微分非直線性が計算されます。
OK = Cut( OK, 0, 255 )
Sequ ADCDistrib 256
DiffNLin = OK / Distrib - 1

両方のヒストグラムを意味があるように分割するには、同じx範囲に対して定義する必要があります。「Cut」関
数を使用して、理想的な分布波形に対応するテストヒストグラムの部分だけを選択します。

最適なコンバータは、微分非直線性が1LSBをはるかに下回るものだけです。
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17.9  コンボリューション、デジタルフィルタ
信号のデジタルフィルタリングはコンボリューションとしてみなすことができます。時間領域のコンボリューションは、周
波数範囲の乗算を示します。「FFT」関数を使用して、時間ベースのチャンネルを周波数領域に変換できま
す。周波数ベースのデータセットを時間領域に戻すには、「iFFT」逆関数を使用します。
この例では、データセットSQUAREを使用します。データセットは長さが1024で、矩形信号の複数の周期が含ま
れます。データセットの長さが2のべき乗でない場合は、「Red2」関数を使用して2のべき乗に変更します。

1次ローパスフィルタでデータセットをフィルタリングします。このフィルタの加重関数は、以下の式で定義されます。
WEIGHT = exp( -Ramp(0, 1.8e-5, 1024) *2000)
WEIGHT = WEIGHT / Mean (WEIGHT)
xUnit WEIGHT s
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データセットSQUAREおよびWEIGHTのコンボリューションにより、以下の式を使用することで、フィルタリングされたデ
ータセットFILTEREDが得られます。
FILTERED = IFFT(FFT (SQUARE) * FFT(WEIGHT) ) 

FFTに矩形ウィンドウを設定する必要があります(ダイアログ[エクストラ] > [オプション] > [関数..]を参照)。

加重関数を変更することで、フィルタ効果を変えることができます。たとえばe関数の参照値が小さく設定されて
いると、遮断周波数が高いローパスになります(フィルタリング効果が低くなります)。
WEIGHT = exp( -Ramp(0, 1.8e-5, 1024) * 5000)
WEIGHT = WEIGHT / Mean(WEIGHT)
xUnit WEIGHT s 

平均値が1になるように、加重関数が正規化されます。これにより、フィルタリング時に信号の平均値が変わらな
いように防止されます。
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17.10  「Chrct」関数を使用した解析
通常、物理的な測定量を直接測定することはできません。ある種のセンサを使用して、こうした数量(加速度
や変位など)が電気量(電圧や電荷など)に変換されます。ほとんどの場合、これらは非線形の測定「特性」を
有します。つまり、電気出力信号は入力信号から1対1で変換されるわけではありません。imc FAMOS関数
「Chrct」で、特性を使用してセンサ出力信号を補正できます。
データセットを修正するには、まずセンサ特性が判明している必要があります。これは数学的に定義することも、
imc FAMOSに直接入力することもできます。
この関数は比較的に単純なカーブで記述できることが想定されます。たとえば、以下のように特性を定義できま
す。
Half = Ramp( 0, 0.01, 1001) * 1'A'
xUnit Half A
Half = Cut( Half, -10, 20)

この例では、一般的なダイオードの特性のシミュレーションにより、「Chrct」関数の用法を示します。

次に、この特性をimc FAMOSの例示ファイルadsineに適用します。まず、この波形をロードし、スケーリングし
ます。
Load ADSine
xUnit ADSine s
yUnit ADSine A
Show ADSine



「Chrct」関数を使用した解析 503

imc FAMOS Vers ion 7.1 - Doc.  vers ion 7.1 Rev 1 - 14.04.2017© 2017 imc Meﾟsysteme GmbH

これで、特性を使用して、データセットを処理できます。
Correct = Chrct( ADSINE, Half)

一般的なダイオードの特性をシミュレーションするために、負の半波が整流されています(整流器)。

注記
特性データセットの個々のポイントの間にある値は、必ず修正時に発生します。このため、「Chrct」関数は該当
する特性ポイント間を自動的に線形補間します。特性カーブが極めて非線形の場合、特性ファイルのポイント
をできるだけ多くすることで、誤差をかなり減らすことができます。
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17.11  デジタルフィルタ
imc FAMOSフィルタ関数では、ユーザが自由に定義したデジタルフィルタでデータセットをフィルタリングできます。
「DFilt」関数では、フィルタリングするデータセットと係数ベクトルが必要です。係数ベクトルは、 分子と分母の
係数が同数である必要があります。不要な係数はゼロに設定します。なお、最初は分母係数で、次に分
子係数 が求められます。以下では、いくつかの単純なフィルタについて、その結果とともに説明します。まず、フィ
ルタリングするデータセットを作成します。
Step = Ramp( 0, 1, 51) * 0
Step2 = Step + 1
Step = Join( Step, Step2)
Step = Join( Step, Step2)
Delete Step2
Show Step

次に、この階段状信号を各種フィルタで処理します。このために、3つの係数ベクトルが作成されます。Data
Editorを使用してベクトルを入力するか、または以下の式を使用します。
a)
ParamT = Ramp( 0, 1, 4) * 0
ParamT[1] = 1
ParamT[2] = -0.9
ParamT[3] = 0
ParamT[4] = 0.1
b)
ParamI = Ramp( 0, 1, 4) * 0
ParamI[1] = 1
ParamI[2] = -1
ParamI[3] = 0
ParamI[4] = 1
c)
ParamM = Ramp( 0, 1, 4) * 0
ParamM[1] = 2
ParamM[2] = 0
ParamM[3] = 1
ParamM[4] = 1
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「DFilt」関数の定義に従い、これらのパラメータはローパスデジタルフィルタ、積分器、および単純な平均化要素
を定義します。
以下のフィルタを変数Stepに適用できます。カーブウィンドウに結果が表示されます。
Lowpass = DFilt( Step, ParamT)
Integrat = DFilt( Step, ParamI)
Mean = DFilt( Step, ParamM)

フィルタはすべて一次フィルタです。平均化は2つの値だけで行われるとともに、フィルタリングされたデータセットは
非常に速やかに変数Stepに続くことが明白です。
ローパスフィルタのフィルタ係数は以下のように表示することもできます(a)から)。
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これは逆増幅を伴わない因果フィルタで、入力値uが少しだけ加重されています。 z変換を使用して、減衰挙
動に関する情報を取得します。最大減衰は、以下の方程式から求めます。

 

z = -1 (単位円)を設定して、最大減衰を求めます。

ここで使用する平均化要素(係数セットc)では、入力値の評価だけが重要です。これは2つの値の移動平均で
す。

積分要素(係数セットb)は以下のように構成されます。

参考
周波数解析などの詳しい評価オプションについては、本章の「「Smo」関数を使用した解析」を参照してくださ
い。

例
多くの場合、フィルタの要件に従い、テーブルからフィルタ係数が取り込まれます。『U. Tietze, Ch. Schenk;
"Halbleiter-Schaltungstechnik; Springer-Verlag 1986; S. 706ff』に基づき、いくつかの例があります。
imc FAMOSの例示ファイルslopeをテストデータセットとして使用できます。このデータセットは、サンプリングレート
100kHzで信号をサンプリングすることで生成されたものです。
以下のコマンドを使用して、サンプリング周波数を10kHzに減らします。
Slope = xDel( Slope, 0.0001)

2次のChebychevローパスフィルタで、リップルが3dB、遮断周波数をfg = 100Hzとすると、以下の式の係数になり
ます。 

「DFilt」関数で必要とされる形式(5)に変換すると、以下のようになります。
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係数セットが設定されています。
ParamT = Ramp( 0, 1e-4, 6) * 0
ParamT[1] = 1
ParamT[2] = -1.937
ParamT[3] = 0.94
ParamT[4] = 6.923e-4
ParamT[5] = 2*6.923e-4
ParamT[6] = 6.923e-4

これで、データセット「SLOPE」をフィルタリングし、「FiltSlope」と一緒に表示できます。
FiltSlope = DFilt( Slope, ParamT )

このデータセットのスペクトルを両対数表現で観察することがより適切です。[エクストラ] > [オプション] > [関数]で
Window関数「Blackman-Harris」を設定して、オプション[ゼロで展開]を無効にし、以下の操作を実行します。
SSlope = Spec( Slope )
SFiltSlope = Spec( FiltSlope)

フィルタのローパス特性は非常に明白です。
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フィルタの伝達関数を求めるには、単位パルスで励起します。
EPulse = Ramp( 0, 1e-4, 1024) * 0
EPulse[1] = 1
G = 1024 * FFT( Dfilt( EPulse, ParamT )

Window関数「Rectangle」を選択します。

メニューオプション[編集] > [測定]を選択して、伝達関数の左側の範囲に左の十字線を置き、右の十字線を
「yr-yl」が-3dBになるまで移動させることで、3dB周波数を測定します。「xr」でリストされる周波数を読み取りま
す。およそ100Hzです。
次に、[ディケード当たりの傾き]を「yr-yl」の代わりに選択して、伝達関数の減少部分まで両方の十字線をシフ
トします。この結果、フィルタオーダ(20dB /オーダ)により、ディケード当たりおよそ40dBになります。
パスレンジのおよそ0.927の減衰は、選択したフィルタ係数に依存し、計算によって確認できます。

選択した係数(5)を設定し、z = 1 (単位円)を設定すると、同じ部分が次のようになります。

測定値と計算値のわずかな偏差は、パルス応答の制限によるものです。

最後に、係数を指定した例をさらに表示します。
共振周波数fr = 1kHzのバンドパスフィルタを生成します。100の品質が必要です。係数データセットは、以下の
値から構成されます。

「DFilt」関数で必要とされる形式(5)に算定すると、以下のようになります。

係数データセットは以下のように初期設定されています。
ParamB = Ramp( 0, 1, 6) * 0
ParamB[1] = 1
ParamB[2] = -1.572
ParamB[3] = 0.9429
ParamB[4] = 2.855e-2
ParamB[5] = 0
ParamB[6] = -2.855e-2
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Data Editorを使用して、係数データセットを作成することもできます。
データセット「SLOPE」をフィルタリングし、以下の操作により、フィルタリングしたデータセットのスペクトルを計算しま
す。
FiltSlope = DFilt( Slope, ParamB )
SFiltSlope = Spec( FiltSlope )

両対数表示の結果として、以下のようなカーブになります(y軸はdB単位)。

伝達関数により、フィルタの挙動がより明白に示されます。
G = FFT( FiltSlope) / FFT (FiltSlope) 
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17.12  レポートジェネレータ
このセクションでは、小さなアプリケーションを使って、レイアウトのデザインや統合について説明します。

プロシージャ1: 印刷文書を作成する

レポートジェネレータFAMOS:  

印刷レイアウトを作成および処理するために、
[エクストラ]メニューのメニューオプション[レポート
ジェネレータ]を使用できます。このオプションを
使用して、imcレポートジェネレータを起動しま
す。
参考
『レポートジェネレータ』マニュアル。
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文書の中に、日付、値のテーブル、およびカーブ表示を取り込みます。 
[オブジェクト]メニューで[テキスト]を選択しま
す。マウスの左ボタンを押したまま、レイアウ
トの日付を入力する範囲の形状を変更し
ます。マウスボタンを離すと、テキストオブジェ
クトを定義するためのダイアログが表示され
ます。
テキスト「Date」とプレースホルダ「#d」を入
力します。プレースホルダは、文書の生成時
にその時点の日付に置換されます。

[オプション]メニューで[タイトル]ページを選択し、表示された入力ボックスに「Date」と入力します。以降の遠隔
操作の作業では、この名前でオブジェクトが識別されます。[オプション] > [フォント]ページでテキストのフォントを
定義します。サイズはおよそ24です。
[OK]をクリックして、ダイアログを終了します。

次に、値のテーブルを作成します。[オブジェクト] > [テーブル]を選択して、作業エリアの右上にテーブルを配置し
ます。

すぐに、テーブルオブジェクトを設計するため
のダイアログが表示されます。この例では、
列の数として「2」、行の数として「6」を入力
します。
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次に、[フォント]ページを開き、およそ24のサイズを入力します。[数値]ページで、数値表記として[浮動小数点]
を、小数部の桁数として「1」を入力します。この設定により、変換された数値の表示が制御されます。

後でテーブルを識別できるよう、任意のテー
ブル名を[タイトル]ページに入力します。こ
の演習では、「Table」を選択します。
[テキスト]ページに、任意のテキスト(「0.0」
など)を入力します。これは、必要な行の
高さを見積もる上での参考としての役割を
果たすだけです。[OK]をクリックして、ダイア
ログを閉じます。

テキスト全体をセルに表示できるだけのスペースを確保するた
め、行の高さを修正します。このためには、まずテーブルオブジェ
クトをクリックして選択した後(オブジェクトが選択されると、枠の
四隅と中間点に黒い正方形が表示されます)、下端でマウス
を左クリックして下にドラッグし、テキストが見えやすい大きさに
します。
次に、テキストをセルの中央に配置する必要があります。また、
テーブルの見出しもありません。
テーブルオブジェクトをダブルクリックして、おなじみのプロパティダ
イアログを呼び出し、[アラインメント]ページを開きます。[水平
方向]でオプション[中央揃え]を有効にし、[OK]をクリックしてダ
イアログを閉じます。
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テーブルオブジェクトの見出しを作成するには、まずテーブルオブジェクトをクリックして選択した後、左上のセルを
ダブルクリックして「マーキング」します。セルがカラーネガで表示(強調表示)され、プロパティダイアログが再度表
示されます。ただし、このダイアログで行なった設定は、テーブル全体に適用されるわけではなく、選択したセルだ
けに適用されます。

[テキスト]ページを開き、「Real Part」と入力します。右向
きの矢印がある画面ボタンを押します。これで、右上のセ
ルがマーキングされます。ここでテキスト「Imaginary Part」
を入力して、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
最後に、テーブルヘッダの背景をグレーにします。このため
には、一番上の2つのセルをマーキングし、再びダイアログ
[編集] > [プロパティ]にアクセスします。[フレーム]ページの
[パターン]にあるカラーリストの中から、塗りの色を選択でき
ます。

メニューオプション[オブジェクト] > [カーブ]と[フレーム]を選択して、テーブルの下にフレームで囲まれたカーブウィン
ドウを挿入します。
メニュー項目[編集] > [プロパティ]で呼び出したダイアログを使用して、カーブウィンドウにタイトル「Curve1」を割り
当てます。[位置]ページで、オプション[カーブオブジェクトのフレームを基準]を有効にします。
これで、以下のレイアウトが作成されます。

メニューオプション[ファイル] > [名前を付けて保存...]を選択し
て、「Porsche1」という名前で文書を保存します。レポートジェ
ネレータを閉じます。
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プロシージャ2: 実際の値でレポートを更新し、出力する
データセット「Porsche.dat」に基づき、上記で作成したレイアウトテンプレートを使用して、レポートを出力しま
す。カーブの表示は、imc FAMOSに含まれるチュートリアルのカーブ構成「Porsche.ccv」に従って行われます。
レポートテンプレートに「Porsche」データセットに属するカーブグラフおよび数値を与えるには、主に2つの方法が
あります。
ドラッグアンドドロップ操作でレポートを手動で更新するか、またはカーブウィンドウおよびレポートジェネレータの遠
隔制御機能を使用できます。文書化プロシージャが繰り返し発生する場合は、シーケンスを記述することで自
動化できる後者の方法が有用です。

遠隔制御機能による更新
カーブウィンドウおよびレポートジェネレータを遠隔制御するには、カーブキットとレポートジェネレータキットの両方
がimc FAMOSにインストールされている必要があります。これらのキットが存在する場合は、imc FAMOSの[キッ
ト]メニューのサブメニュー[カーブ]および[レポートジェネレータ]にアクセスできます。存在しない場合、「Functions」
章の「imc Kits」セクションを参照して、必要な補足ライブラリの登録方法を確認してください。
まず、ファイルをロードします。
LOAD porsche.dat

指定した構成に従い、表示されます。
CwLoadCCV( Porsche, "Porsche.ccv" ) 

レポートジェネレータが起動され、以前に作成および保存したレイアウトがロードされます。
RgDocOpen( "Porsche1", 0)

レイアウトの作成時に使用したプレースホルダが値に置換されます。まず、日付が挿入されます。初めてデータが
オブジェクトに転送されると、テキストオブジェクト「Date」の日付のプレースホルダ#dが更新されます。
RgTextSetData( "Date", 0, 0)

以下の操作で、テーブルに値を追加します。
RgTableSetColumn( "Table",1,2,porsche.r,0)
RgTableSetColumn( "Table",2,2,porsche.i,0)
2番目の行からテーブルの最後まで、それぞれの列で、指定したデータセットの値が転送されます(この例では、最
初の5つです)。
最後に、カーブウィンドウに表示されるカーブ「porsche」がレイアウトに挿入されます。
RgCurveSet( "Curve1",porsche,0)
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レイアウトを表示するには、画面下部に自動的に配置されたレポー
トジェネレータのアイコンをダブルクリックします。
次に、以下のコマンドを使用して、レポートを出力します。
RgDocPrint( 0 )

上記の一連のコマンドを1つのシーケンスにアセンブルしておくと便利です。仮パラメータを使用することで、このシ
ーケンスをどのデータセットでも使用することができます。

たとえば
SEQUENCE DSHEET.SEQ AUTO2.DAT
を呼び出すと、データセット「auto2.dat」がロードおよび表示され、上記で設計したレポートテンプレートに転送さ
れ、最後に出力できます。
注記
ここで使用した一連のコマンドは、imc FAMOSに含まれているシーケンス「Dsheet.seq」とほぼ同じです。
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ドラッグアンドドロップ操作による手動での更新
· メニュー項目[ファイル] > [ロード]を使用して、ファイル「Porsche.dat」をimc FAMOSにロードします。
· 次に、[変数/表示]を使用して、波形を表示します。カーブウィンドウのメニューコマンド[<> /ロード]を使用し
て、構成「Porsche.ccv」を選択します。

· レポートジェネレータを起動し、コマンド[ファイル] > [開く]を使用して、上記で設計したレポート文書をロードし
ます。

· 文書のカーブオブジェクトをダブルクリックした後、カーブウィンドウをダブルクリックします。これで、カーブグラフが
転送されます。

· imc FAMOS変数リストにPorscheの個々のコンポーネント(Porsche.R.Porsche.I)が含まれていない場合は、コ
ンテキストメニュー(変数リストを右クリックしてアクセスします)から[コンポーネントを表示]を選択します。

· 次に、両方のコンポーネントを選択(強調表示)します。変数リストの左から3番目の項目でマウスを左クリック
して(マウスポインタは手の形のカーソルに変わります)、ボタンを押したまま、マウスをテーブルオブジェクトの1番
目のの列の2番目のセルまで移動させた後、マウスボタンを離します。

· 同じ方法で、「日付」プレースホルダを更新できます。このオブジェクトに任意の変数をドラッグアンドドロップで
きます。

· 最後に、レポートジェネレータのメニュー項目[ファイル] > [印刷]を使用します。
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付録
18.1  コンセプトおよび略語
' (一重引用符) 一重引用符をWindowsで入力するには、'キーを押した後、SPACEBARまたはSHIFTキ

ーと#を押します。

^ (べき乗) 指数記号をWindowsで入力するには、^キーを押した後、SPACEBARを押します。

ALT 別のキーの機能を変更するために使用するキーボード上のキー。通常、このキーを押し
た状態で、別のキーを押します。

アプリケーション Windowsで動作するプログラム。 

BACKSPACE 最後に入力した文字を削除するために使用するキーボード上のキー。左向きの矢印ま
たはBSが刻印され、通常はENTERキーまたはRETURNキーの上にあります。

ブラウザ 文書管理/ディレクトリの組織構造をナビゲーションするためのプログラム。

チェックマーク 一部のメニューオプションの隣に表示される小さなマークで、そのオプションが有効であるこ
とを示します。

クリック マウスの左ボタンを短く押すこと(短く選択して、すぐに離すこと)。場合によっては、クリック
後もボタンを押し続ける必要があります。マウスの左右のボタンは[コントロールパネル]で
切り替えることができます。

COM 「Component Object Model」の略語。プロセスとプログラムの間のやり取りを簡易化す
るために標準設計されたMicrosoftのソフトウェア。COMでは、このための独自のオブジェ
クト指向インターフェースを定義します。

コンテキストメニュー 特定のオブジェクト向けの特別なメニューで、そのオブジェクトに適用されるコマンドが一覧
表示されます。通常はオブジェクトを右クリックすることで呼び出しますが、SHIFT+F10また
は他の特殊キーで呼び出すこともあります。

CTRL 制御文字を入力するために使用するキーボード上のキー。通常、このキーを押した状態
で、別のキーを押します。

DELETE キーボード上の削除キー。マーキングされている位置またはカーソルの右側にある文字が
削除されます。通常、Delと刻印されています。

方向キー キーボード上の4つのキーで、4方向それぞれの矢印が刻印されています。画面上でオブ
ジェクトやカーソルを移動させるために使用します。カーソルキーと呼ばれることもありま
す。

ディレクトリ ファイルや別のディレクトリを入れることができるWindowsのファイルの容器。ハードディスク
やディスケットに構造を追加するために使用します。「フォルダ」とも呼ばれます。

ダブルクリック マウスボタンをすばやく2回クリックすること。速度はWindowsで指定できます([コントロー
ルパネル] / [マウス])。

DOWN 矢印が下向きの方向キー。

ドラッグアンドドロッ
プ

マウスでオブジェクトを移動する方法。オブジェクトをクリックし、ボタンを押したままマウスを
移動させて、オブジェクトを移動させること。オブジェクトの目的の新しい位置まできたら、
マウスボタンを離します。
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エディタ データ(通常はテキスト)を入力または編集するためのプログラムまたはプログラムコンポー
ネント。

END カーソルを画面の右端に移動させるために使用するキーボード上のキー。

ENTER キーボード上の入力キー。Return、Enter、CR、または下向きと左向きの矢印の組み合
わせが刻印されている場合もあります。

ESCAPE コマンドをキャンセルしたり、操作を中断するために使用するキーボード上のキー。Escと刻
印されている場合もあります。

フォルダ 「ディレクトリ」を参照。

ファンクションキー ファンクションキーは、キーボードの上部または左側に1つのブロックとして並べられ、通常
はF1、F2、...のように刻印されています。コマンドを実行するために使用します。

HOME カーソルを画面の左端に移動させるために使用するキーボード上のキー。

キット imc FAMOSにおいて、式やシーケンスで呼び出すことができる付加的な関数を提供する
特別な拡張ライブラリの名前。

LEFT 矢印が左向きの方向キー。

マウスカーソル マウスカーソル。Windowsでは通常矢印で、マウスの動きと一緒に画面を移動します。

OLE 「Object Linking and Embedding」の略語。情報を共有化する方法で、元のドキュメン
トのデータを宛先のドキュメントにリンクまたは埋め込みます。埋め込まれたデータが宛先
のドキュメントで選択された場合、本来の環境で適切な機能を使用してデータを処理
できるよう、元のドキュメントが再度開かれます。インターフェース規格COMの特殊な実
装(COMを参照)。

パラメータ 関数に割り当てられている特性。数学では引数と呼ばれます。

パス 目的のファイルが含まれるフォルダにたどり着くまでのメモリボリュームのディレクトリ構造の
経路。

PgDn 表示されているイメージを1ページ下に移動させるキーボード上のキー。PgDnと下向きの
矢印が刻印されています。

PgUp 表示されているイメージを1ページ上に移動させるキーボード上のキー。PgUpと上向きの
矢印が刻印されています。

プラグイン アプリケーションの機能を拡張する補助的なプログラムの総称。
imc FAMOSでは、固有のユーザインターフェースを備えた拡張モジュールを意味し、imc
FAMOSのメインウィンドウにシームレスに組み込むことができます。

再 ズーム ズームを取り消すためのコマンド。ページ全体が表示されます。

RIGHT 矢印が右向きの方向キー。

SHIFT 大文字と小文字を切り替えるために使用するキーボード上のキー。キーボードの左側と
右側に1つずつあります。通常、このキーを押した状態で、他のキーを押します。

SPACEBAR スペースを挿入するためのキーボード上のキー。最も長いキー。
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TAB ワープロプログラムでインデントに使用するキーボード上のキー。Windowsではダイアログ
で次のコントロールに移動するために使用します。タブ機能。

UP 矢印が上向きの方向キー。

波形 カーブとしてプロットできる信号を表すデータセット。

ズーム ウィンドウの一部を拡大すること。反対の機能はアンズームです。

18.2  定数および事前に定義された変数
sRms データセットの二乗平均平方根

e オイラー定数e

InDegr ラジアンを度に変換するための定数

InRad 度をラジアンに変換するための定数

sMax データセットの最大値

sMaxPos データセットの最大値の×座標

sMin データセットの最小値

sMinPos データセットの最小値の×座標

PI 円周率定数pi (P)

PI2 2×円周率定数pi (P)

StDev データセットの標準偏差

18.3  単位
サポートされているSI単位

A アンペア 電流

cd カンデラ 光度

K ケルビン 温度

kg キログラム 質量

m メートル 長さ

s 秒 時間

これ以外にサポートされているSI単位

単位 名前 定義 変換
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°C 摂氏 温度 温度差1°C = 1K

C クーロン 電荷 1C = 1As

F ファラド 電気容量 1F = 1As/V

H ヘンリー インダクタンス 1H = 1Vs/A

Hz ヘルツ 周波数 1Hz = 1 1/s

J ジュール エネルギー 1J = 1Nm = 1Ws

lm ルーメン 光束  

lx ルクス 照度 1lx = 1lm/m2

mol モル 物質量

N ニュートン 力 1N = 1kgm/s2

Ohm オーム 電気抵抗 1Ohm = 1V/A

Pa パスカル 圧力 1Pa = 1N/m2

S ジーメンス コンダクタンス 1S = 1A/V

T テスラ 磁界強度 1T = 1Vs/m2

V ボルト 電圧  

W ワット 電力 1W = 1VA

Wb ウェーバ 磁束 1Wb = 1Vs

imc FAMOSでさらに認識される単位および疑似単位 

dB デシベル 単位ではない、対数表現

Degr 度 角度、範囲0～360

空 単位ではない

% パーセント 単位ではない

Rad ラジアン 角度、範囲0～2*Pi

18.4  最大値
一時ファイルのドライブの最大数 5

データセットの最大長(バイト数) 2.1 *109

式の最大長 510文字

変数の最大数 32000
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変数名の最大長 255文字

式内での最大ネスト深度 10

シーケンス内での最大ネスト深度(マクロ) 20

最大可能数(大きさ) 1035

最小可能数(大きさ) 10-35
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ウィンドウ    
ビューの配置     114

エクスポート    
パネルページ     106
ファイル     184
変数     184

エクスポートテンプレート     193
(ASCII)オプション:スケーリング     194
(ASCII)オプション:その他     197

(ASCII)オプション:データ     193
(ASCII)オプション:ファイルヘッダ     196
(ASCII)オプション:プレビュー     198
(ASCII)定義     190
(ASCII)管理     188
(XLS)スケーリング     208
(XLS)その他     211
(XLS)データ     207
(XLS)ファイルヘッダ     210
(XLS)定義     204
(XLS)管理     202
ASCII     187
XLS     201
プレースホルダ     193, 194, 198

エディタボックス     61, 116
アクティブな行の実行     304
アクティブ行     75
オプション     78
オンラインヘルプの呼び出し     76
コンテキストメニュー     74
コンテキストメニュー(タイトルバー)     73
コンテキストメニュー(入力スペース)     73
サブシーケンス内の単一ステップ     304
シーケンスのロード     297
シーケンスの保存     298
シーケンスの実行     304
シーケンスの続行     304
シーケンスの開始(デバッグ)     304
シーケンス単一ステップ     304
テキストの編集     74, 106
パラメータチップ     76, 78
ブックマーク     77, 106
プリント     91
ブレークポイント     104, 305
ページ設定     91
実行ボタン     75
新規シーケンスの作成     295
検索     106
概要     73
次を検索     106
置換     106
色の設定     80
行の実行     104
関数アシスタントの呼び出し     76

エラーが発生した場合の動作     305
エラーメッセージ     270
抑制     272

オーディオ出力     278
オートコンプリート     78
オーバラップ    
ダイアログ要素     389

オプション    
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オプション    
[その他]メニュー     99
[表示] (データエディタ): スケーリング     425
DDE     441
FFT     272
File Browser (6.3):ロード     179
File Browser (6.3):詳細     182
エディタボックス     78
お気に入り     112
カーブウィンドウ     233
データマネージャ     262
ファイルの保存:ASCII (3.2互換)     199
フォルダ     117, 212
ブラウザ詳細     174
ページ設定(エディタボックス)     91
印刷(データエディタ)     432
変数リスト     66
標準ビュー     66
測定ビュー     68
色     80
表示(データエディタ): クリップボード     423
表示(データエディタ):データ     427
詳細ブラウザ     174
関数     272

オフセット(不確定性)     469
お問い合わせ     94
お気に入り     69, 71, 140
お気に入りの新規作成     111
プロジェクトを開く/実行     112
プロパティ     112
整理     113
概要     111
項目の移動、名前変更     113

カーブウィンドウ     125
ウィンドウ内のより多くのカーブ     125
ズーム     119
スケーリング     135
ダイアログ要素     407
データセットをさらに追加     125
パネル内     375
位相スペクトル     135
再ズーム     120
測定     121
開く     92

カーブキット     277
カーブ構成     101
カスタマサポート     13
カレンダ    
ダイアログ要素     399

キーの組み合わせ     84
測定リストおよびチャンネルリスト     172

キット     276

Dialogs     382
オーダートラッキング分析     279
カーブ     277
クラスカウント     279
サウンド     278
スペクトル分析     279
ダイアログ     278
パネル     279
ビデオキット     279
ファイルキット     278
フォーマット     279
レポートジェネレータ     278
呼び出し     277
登録     276

キットインターフェース     265
キット無視     60
キャンセル(シーケンス)     305
クイックアクセスツールバー     83
クイックアクセスツールバーのリセット     101
クイックビューウィンドウ     234
クイックビューウィンドウ:コール     101
クライアント(DDE)     437
グリッド    

Dialog-Editor     390
グリッドの追加     476
クリップボード    

Dialog-Editor     390
データエディタ     423

グループ     220
グループの展開     166
グループボックス    
ダイアログ要素     398
パネル     362

このコンピュータで使用されているライセンス     30
コピーと貼り付け    
データエディタ     435

コマンド     307
コマンドラインパラメータ     55
コメント     309
シーケンスファイル     297, 298
ファイル内     186
式     265

コロン    
データグループ     226

コンテキストメニュー    
エディタボックス     74
エディタボックス(タイトルバー)     73
エディタボックス(入力スペース)     73
データエディタ     414
パネルページ     332
ファイルブラウザ     176
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コンテキストメニュー    
ファイルリスト     177
変数リスト     63
関数リスト     71

コンポーネント     62
コンポーネントのアンドック     62
コンボボックス    
ダイアログ要素     403
パネル     360

コンボリューション     500
サーバ(DDE)     437
サーバ名(DDE)     441
サービス     13
サービスポート     36, 38
サイズの変更    
ダイアログ要素     389

サイレントセットアップLizenzmanager     51
サウンドキット     278
サブシーケンス内の単一ステップ     304
シーケンス     293

ADCDistribi     496
サブシーケンスにおけるシングルステップ     104
シーケンスのステータス     306
シングルステップ     104
ステータス     104, 106
すべてを実行     104
ブックマーク     77, 106
プリント     91
ブレークポイント     104
ロード     297
保存     298
実行     104
実行のキャンセル     305
実行の中断     305
数字/テキストのクエリ     315
新規     93, 295
検索(テキスト)     106
次を検索(テキスト)     106
続行     104, 304
編集     106, 139
置換(テキスト)     106
行の実行     104
開く     92
開始(デバッグ)     104

シーケンス(コマンド)     308
シーケンスに対する保護    

書き込み/読み取り     298
シーケンスのテスト     303
シーケンスの中断     305
シーケンスの停止     305
シーケンスを閉じる     302

システム要件     22
ショートカット     84

Data-Editor     86
エディタボックス     86
カーブウィンドウ     87
データソース     87
レポートジェネレータ     87
変数リスト     85
測定リストおよびチャンネルリスト     172
関数ボックス     85

シングルユーザライセンス     25
シングルロケーション     32
シングルロケーションライセンスのアクティベーション     32
スイッチ    
パネル     349

ズーム    
カーブウィンドウ     119

スキン     101
スケーリング    

y軸     135
ステータスバー    
ダイアログ要素     411

ステータス行     61
スプライン    
カーブウィンドウ     125

スペクトル     134, 481
すべてのネットワークライセンスのリスト     37
すべてのフォルダのロード     161
スライダ    
ダイアログ要素     398

セグメント     228, 229
セミコロン    
コメントの開始     265, 309

ダイアログ     392
(ASCII)エクスポートテンプレートの定義     190
(ASCII)エクスポートテンプレートの管理     188
(XLS)エクスポートテンプレートの定義     204
[オプション] > [表示] (データエディタ): スケーリング     425
[オプション] > [関数]     272
[お気に入りの定義]     112
[プロパティ]: データフォーマット     243
[値の挿入] (データエディタ)     421
[移動] (データエディタ)     422
[表示] > [オプション] (データエディタ)     416
[表示オプション] (データエディタ):データ     427
ASCIIファイル(3.2互換)の保存     199
DDEオプション     441
DDEクライアント     438
イベントシーケンス     382, 390
イベントシーケンスの編集     392
インポートフィルタの管理     148
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ダイアログ     392
エクスポートテンプレート(XLS)の定義     207
エクスポートテンプレートの名前変更     188
エクスポートテンプレートの定義(XLS)     202
エディタボックスのオプション     78
オプション/FAMOSファイルのロード     152
オプション変数リスト     66
お気に入りの定義     140
キットの登録     276
シーケンスのステータス     306
シーケンスファイルのロード     297
シーケンスファイルの保存     298
ダイアログ要素     381
チャンネルのグループ化     248
データ     207
データマネージャオプション     262
テストおよび実行     392
デフォルトディレクトリ     117, 212
ファイルのロード     118
ファイルの保存     184
プリント(オプション)     91
プログラミング     382
プロパティ(変数)     121, 236
ページ設定(エディタボックス)     91
値の検索(データエディタ)     422
印刷(データエディタ)     432
変数の表示(データエディタ)     416
実行のキャンセル     305, 392
実行の中断     305
新しいユーザ定義プロパティ     246
新規     93
色の設定     80
表示オプション(データエディタ): クリップボード     423
設計     381
開く     92
関数アシスタント(パラメータ化)     274

ダイアログ(シーケンスの実行中)     315
ダイアログ: 外部DLL関数    
データタイプ     280
概要     280
登録     280

ダイアログ:エクスポートテンプレート(ASCII)の定義    
/プレビュー     198
スケーリング     194
その他     197
データ     193
ファイルヘッダ     196

ダイアログ:エクスポートテンプレート(XLS)の定義    
ファイルヘッダ     210

ダイアログ:エクスポートテンプレートの定義(XLS)    
スケーリング     208
その他     211

全般     204
ダイアログキット     278
ダイアログ要素    

イメージ     398
カーブウィンドウ     407
グループボックス     398
コンボボックス     403
ステータスバー     411
スライダ     398
チェックボックス     397
ツールバー     409
ツリーダイヤグラム     404
テーブル     405
テキストボックス     394
ドロップリスト     402
ボタン     393
メニュー     409
リストボックス(単一選択)     401
リストボックス(複数選択)     401
単一行入力ボックス     395
日付ピッカー     399
時間ピッカー     400
複数行(入力ボックス)     397

タイプ     41
チェックボックス    
ダイアログ要素     397

チャンネル    
インデックス     226
パネルでの選択     376

チャンネルリスト     167
チュートリアル     115
ツールバー     61
ダイアログ要素     409

ツールバーの矢印ボタン     176, 180
ツールボックス    
パネル     342

ツリーダイヤグラム    
ダイアログ要素     404

データ    
開く     92

データエディタ     413, 413
[カーブの表示]     424
[その他]メニュー     132, 413
[移動...]     422
CHANGEモード     420
READYモード     420
XYデータセットの表示     416
イベントベースのデータセットの表示     416
カーブウィンドウへのリンク     430
クリップボードにコピー     423
コピー     420
コピーと貼り付け     435
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データエディタ     413, 413
コンテキストメニュー     414
セグメント化されたデータセットの表示     416
セルの高さ、幅     425
テーブルを開く     415
ドラッグアンドドロップ     434
フォント     425
マーキング     419
レポートジェネレータへの転送     434
保存オプション     423
値の入力と編集     419, 420
値の挿入     421
値の検索     422
入力セル     419
列の挿入     418
削除     420
印刷     432
呼び出し([その他]メニュー)     99
垂直スクロールバー     419
変数の作成     421
変数の特性値     424
変数の表示     416
数字表記     427
時間比較なし     427
相対同期     427
絶対同期化     427
貼り付け     420
起動     413
配置とスクロール     419

データエディタ: スケーリング列    
[X値]     425
[インデックス]     425
[時間]     425
数値表記     425

データエディタの[テーブル]メニュー    
新規     415
閉じる     415

データエディタの[列]メニュー    
[カーブの表示]     424
列の削除     418
新しい列の挿入     418
特性値     424

データエディタの[編集]メニュー    
[移動]     422
コピー     420
値の挿入     421
切り取り     420
削除     420
検索     422
貼り付け     420

データエディタの[表示]メニュー    
[フォント]     425

オプション     423, 425, 427
クリップボード     423
時間比較なし     427
相対同期     427
絶対同期     427

データグループ     220, 248
コロン     226
チャンネルインデックス     226
名前の設定     248
関数パラメータ     268

データセット    
作成     476

データセットの長さ     262
データソース     82, 161
ブラウザ     161
マイコンピュータ     165
定義     163
管理     165

データタイプ     220
Double     231
Float     231
TimeStamp-ASCII     226
XYデータセット     222
イベント     228
セグメント     228
データグループ     226, 268
テキスト変数     224, 265
デジタル     231
デジタルデータセット     231
ビデオリファレンス     224
単一値     222
結果     272
複素数データセット     223
通常のデータセット     221
関数結果     272

データのロード    
パネルチュートリアル     374

データの保存    
XLS     201

データフォーマット    
ASCII/EXCEL Import Assistant     157
Double     231
Float     231
デジタル     231
変換     231, 243
実数     231
整数     231
関数の結果     271

データブラウザ    
データ選択     327
デザインモード     327
パネル     327
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データブラウザ    
実行モード     327

データマネージャオプション     262
データ選択に対応する付番     168
テーブル    
ダイアログ要素     405
データセットの表示     413
パネル     357

テキストの配列     225
テキストボックス    
ダイアログ要素     394

テキスト変数     220, 224, 265, 270
シーケンスでの使用     312
演算子<...>     270, 312
配列     225

テキスト定数     224
デジタルフィルタ     504
デフォルト    
ディレクトリセット     212
フォルダ     212
フォルダ設定     117

ドック/アンドック     62
コンポーネント     62

トライアルバージョンライセンス     51
ドラッグアンドドロップ     235
データエディタ     416, 424, 434
データエディタ->レポートジェネレータ     434
変数リスト     63
測定リストおよびチャンネルリスト     172
関数リスト     71

ドロップリスト    
ダイアログ要素     402
パネル     359

ドングル     24, 26
ネスト     310
ネットワークサーバIP     36
ネットワークサーバのポート     36
ネットワークサーバへのIP     36
ネットワークサーバポート番号     36
ネットワークライセンス     25
ネットワークライセンスのアクティベーション     49
バージョン     41
バージョン情報     94
ハードウェアドングル     24
はじめに     61
パスワード保護     40
パネル     325, 327, 335
CCV File Selector     361
data selection changed     336
End     335
measurement available     336

PDFとしてエクスポート     331
イベントシーケンス     334
イベントシーケンスの編集     334
イベント初期設定     335
イメージ     346
インポート     109
ウィジェットの挿入     109
カーブウィンドウの作成     375
キット     279
コンテキストメニュー     330
コンボボックス     360
サンプルシーケンス     379
スイッチ     349
チャンネルリスト     167
チャンネル選択     376
ツールボックス     342
データバインディング     363
テーブル     357
テキスト変数のリンク     378
ドロップリスト     359
ビデオプレーヤ     352
ページの設定     109
ラベル     345
リストボックス(単一選択)     358
リストボックス(複数選択)     359
保存     331
入力ボックス(複数行)     351
初期設定     335
印刷     331
新規     93
測定/チャンネルの割り当て     376
測定リスト     167
編集     109
編集ボックス(単一行)     350
通常のボタン     347
開く     92

パネルイベント    
buttons     337
data selection changed     336
double-clicked     338
End     335
lists     337
measurement available     336
page     339
selected     337
timer     340

パネルのズーム     330
パネルの作成(チュートリアル)     373
パネルページ    
コンテキストメニュー     332
画像として     106

パネルページの追加     329
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パラメータ    
FAMOSのセッション開始時     55
シーケンス内     308
仮     493
引用符     312

パラメータ付き     308, 309
バンドパス     504
ヒストグラム     496
ビデオ    
プロパティ     355
リファレンス     224

ビデオプレーヤ    
パネル     352
操作     353
構成     354

ビュー(メニュー)     101
ファイル    
ヘルプ     94
メニュー     89
ロード(ファイルブラウザ(6.3))     179
ロード(ファイルブラウザ):例     141
一括保存     184
保存     133
保存/名前を付けて保存     89
個別に保存     184
再起動     95
削除(ファイルブラウザ(6.3))     181
終了     95

ファイルアシスタント    
呼び出し([その他]メニュー)     99

ファイルキット     278
ファイルコメント     186
ファイルのロード     118

imc FAMOSフォーマット     152
オプション     152
チャンネル選択     152

ファイルの保存    
ASCII     187, 279
ASCII (3.2互換)     199
BINARY     279
FAMOS     133, 186

ファイルフォーマット    
マイコンピュータ     166

ファイルフォーマットの設定    
ファイルブラウザ(6.3)     179

ファイルブラウザ(6.3)     82, 116
コンテキストメニュー     176
ツールバーの矢印ボタン     176
データのロード:例     141
ファイルのロード     179
ファイルの削除     181
ファイルフォーマットの設定     179

ファイルリスト     177
フォルダリスト     176
ロードするファイルの選択     180
測定モード     166

ファイルブラウザ(バージョン6.3)     175
ファイルブラウザオプション(6.3)    
ファイルフォーマットと表示フィルタ     178
ファイルリストの並び替え     178
表示     178

ファイルメニュー(メインウィンドウ)    
ロード     118, 146

ファイルリスト    
ファイルブラウザ     177

ファイル管理     145
ファイル関数    
エラーメッセージ     272

フィルタ     500, 504
変数リスト     63
測定リスト/チャンネルリスト     170

フィルタオーダ     481
フーリエ変換     486
フォーマット    

ASCII (3.2互換)     199
ASCII (エクスポートテンプレート)     187
FAMOS     152
imc FAMOS     186
XLS     201

フォーマットキット     279
フォルダ     117
シーケンスの適用     310
シーケンスへの入力     315
スクロール(File Browser (6.3))     182
デフォルトの設定     212

フォルダに適用     310
フォルダの自動変更(File Browser(6.3))     180
フォルダリスト    
ファイルブラウザ     176

フォルダ全体への適用     309
ブックマーク    
エディタボックス     77, 106

ブラウザ     82
ブラウザ詳細     174
プラグイン     82, 265
ウィンドウ     116
ボックス     82

プリント    
エディタボックス     91

プリントアウト時に要素を非表示にする     342
ブレークポイント     104
オン/オフ CTRL +B     74

ブレークポイント(エディタボックス)     305
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プレースホルダ    
エクスポートテンプレート内     193, 194, 198
エディタボックスのプリントアウト     91
パネル     364
パネルフォーマット     368
変数リスト     63

プログラムの終了     95
プロジェクト    
お気に入り     112
お気に入りのプロジェクト     323
タイトル     321
データのロード     321
データの保存     321
パック     98
ファイルの追加     322, 322
フォルダ     317
プロジェクトエクスプローラ     98
プロパティ     98, 323
ロード     320
作成     319
保存     324
削除     324
実行     98, 320
新規     93
管理     317
閉じる     98, 324
開く     92

プロジェクトエクスプローラ     98
プロジェクトのパック     98
ブロックのコメントアウト     106
ブロックのコメントアウト/コメント解除     74
ブロックのコメント解除/コメント化     106
プロトコル     38
プロパティ    
ダイアログ要素     386
ビデオ     355
変数     121, 236

ページ    
コンテキストメニュー     332

ページの設定    
パネル     109

ページ設定    
エディタボックス     91

ヘルプ     81, 94
トピック     94
バージョン情報     94
検索     94

ヘルプ内を検索     94
ポート     48
ホームページimc     94
ボタン    

ダイアログ要素     393
ボックスの非表示     114
ホットライン     13
マイコンピュータ     165
ファイルフォーマット     166

マクロ     293
まとめて表示(変数)     119
マルチファンクションバー     83
メニュー    
ダイアログ要素     409
データエディタ-[その他]     413
ファイル     89
ページ     106

メモリ管理     262
モンテカルロ法(不確定性)     446
モンテカルロ法の回数M (不確定性)     460
ユーザ     41
ユーザインターフェース    

imc FAMOS     61
カスタマイズ     113

ユーザインターフェースのカスタマイズ     113
ユーザのライセンス     37
ユーザ定義のダイアログ    
用語     381

ユーザ定義の変数    
[プロパティ]ダイアログ     245

ユーザ定義の変数プロパティ    
新規     246

より多くのチャンネル...    
カーブウィンドウ内     125

ライセンス     41
ライセンスタイプ(概要)     25
ライセンスマネージャ     24
ライセンス契約     15
ライセンス概要     40
ラベル    
パネル     345

リストボックス    
単一選択(ダイアログ要素)     401
単一選択(パネル)     358
複数選択(ダイアログ要素)     401
複数選択(パネル)     359

リンク    
データエディタとカーブウィンドウ     430

レイアウトのロード/保存     101
レポート     41
新規     93
開く     92

レポートジェネレータ    
[その他]メニューの呼び出し     99
キット     278
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レポートジェネレータ    
レポートのレイアウト例     510
出力の更新例     510

ローカル変数     250
ロード    
カーブ構成     234
ファイルメニュー     146
プロジェクトのデータ     321
最後のセッション     99

ローパスフィルタ     476, 500, 504
ロギング     38
ロックおよび付番     168
一括保存     184
一時    

ドライブ     262
ファイル     262
変数     96

一時ファイル用のドライブ     262
一時変数     250
三次スプライン    
カーブウィンドウ     125

不確定性     445, 445
(不確定性)     447, 447
PDF     446
オフセット     469
カバレッジ確率     447
カバレッジ間隔     447
モンテカルロ法     446
モンテカルロ法の回数M     460
伝播     446
係数     469
包含係数     447
定量的評価     461
干渉信号     463
影響を及ぼす量および偏差     468
拡張不確定性     446
構文要素     450
測定の相対標準不確定性     448
確率密度関数     446
関数     450
高周波ノイズ     472

並び替え    
測定リストおよびチャンネルリスト     170

互換性ダイアログ(DSFフォーマット)     152
付番/ロック     169
伝播(不確定性)     446
伝達関数     481, 486
位相     476
位相スペクトル    
カーブウィンドウ     135

作成    

シーケンス     137
データセット     476

使用可能な更新     41
係数(不確定性)     469
保存     139
ファイル     184
プロジェクトのデータ     321
変数     184
現在のセッション     99

保存/名前を付けて保存     89
保護    
シーケンス     78, 299
ダイアログ     78, 299

個別に保存    
ファイル     184

優先されるコード     496
優先されるコードと足りないコード     496
入力データの不確定性     451
入力ボックス(複数行)    
パネル     351

再ズーム    
カーブウィンドウ     120

再起動     95
再開    
シーケンスの実行     304

出力ウィンドウ     116
出力ボックス     61
説明     81

分布     496
分布密度関数     496
初期設定    
パネルイベント     335

削除    
ダイアログ要素     389
ファイル     181
変数     248

割り当て    
チャンネルを測定に     332
パネル     376
測定     166
測定/チャンネル     376

加重関数     486, 500
動的データ交換(DDE)     437
包含係数(不確定性)     447
単一ステップ     304
単一値     220, 222
ウィンドウ     131
カーブウィンドウ     131

単一行入力ボックス    
ダイアログ要素     395

単位     237, 255
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単位     237, 255
ユーザ定義     255
代入式     476
計算     255

単位の指定     255
単位の計算     255
単純なデータセット     220
印刷    
データエディタ     432

反転表示フィルタ     63
同期    
ビデオプレーヤとカーブウィンドウ     356

同期化    
表示(データエディタ)     427

名前変更    
パネルページ     329
ページ(パネル)     329
ロードダイアログ     146

周波数領域     486
呼び出し     308
変数     215
x0     237
X-delta     237
インデックス付け     229, 265
カーブウィンドウ     235
グループ     96, 248
グループ解除(データグループ)     96
コメント     237
データタイプ     237
データフォーマット     237
ドラッグアンドドロップ     235
ファイル名     237
プロパティ     96, 121
プロパティの編集     236
まとめて表示     96
一括保存     96, 184
一時プロパティ     250
個別に保存     96, 184
再生     96
削除     96, 133, 248
単位     237
名前     217, 237
名前変更     146
定義済み変数     253
展開(データグループ)     248
永久プロパティ     250
永続化     96
測定に関連付けられた     219
表示     96, 119, 233

変数:[..](インデックス)     229
変数のインデックス付け     229, 265
変数の名前     217

変数リスト     61, 116, 215
アルファベット順     66
オプションダイアログ     66
コンテキストメニュー     63
ドラッグアンドドロップ     63
フィルタ     63
操作     63
概要     63
複数選択     63
記号     215

変更    
Fi le Browser(6.3)のフォルダ     180
ページ順序     329

外部DLL関数    
呼び出し     288
登録     280

外部キット関数     276
呼び出し     277

定型文     69
定数     253
定義済み定数     253

定義済み変数     253
定量的評価(不確定性)     461
実数データフォーマット     231
実行     104, 138, 304
アクティブな行     304
シーケンス     104, 138, 304
プロジェクト     98
ボタン     61, 75
ボタン(シーケンス)     122

実行[F7]     304
干渉信号(不確定性)     463
平均(関数)    
例     131

平均値    
波形     131

平均値(不確定性)     452
平均化回路     504
式     265
編集     130

形状(パネル)     361
影響を及ぼす量および偏差(不確定性)     468
微分非直線性     496
応用     476
応用例     475, 476
拡張不確定性(不確定性)     446
指数     255
指数表記     199, 425, 427
振幅     134
挿入    
ウィジェット(パネル)     109
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挿入    
ボイラープレート     74

数値範囲     270
整数データフォーマット     231
新規    
シーケンス     93
ダイアログ     93
パネル     93
パネルページ(チュートリアル)     373
パネル内のページ     329
プロジェクト     93
レポート     93

時間ピッカー    
ダイアログ要素     400

時間比較(データエディタ)     427
更新     47, 94
情報(ヘルプファイル)     22

書き込み/読み取り    
シーケンスに対する保護     298

最大(関数)    
例     131

有効電力     491
検索    
データエディタ内の値     422

検索および置換     106
極座標プロット     476
概要    

グループによって並び替えられた関数     291
概要(ライセンスキー別)     41
概要詳細     41
概要詳細(ライセンスキー別)     41
構文    
ヘルプ     78
色分け     80

構文要素(不確定性)     450
構造化データセット     228
標準     344
標準ビュー     66
永久変数     250
永続変数     96
永続的な変数     179
汎用DLLインターフェース     280
波形    
作成     476

派生インポートフィルタ     150
測定    
カーブウィンドウ     121
削除     171
割り当て     166
名前変更     172
変数に関連付けられた     219

測定の削除     171
測定の名前変更     172
測定の標準不確定性     445
測定の相対標準不確定性     448
測定ビュー     68
測定リスト     167
測定リストおよびチャンネルリスト    
ショートカット     172
ドラッグアンドドロップ     172
フィルタ     170
並び替え     170

準備     115
無効電力     491
無料フルバージョン     41
無料更新     41
物理単位     255
特性カーブファイル     502
特殊文字     294
~     224
テキスト定数     224

現在のセッション     99, 317
用語の定義: ライセンスマネージャ     29
異なる構成の操作     57
皮相電力     491
相互相関関数     489
相対頻度     496
相関係数     489
瞬時電力     491
確率密度関数(不確定性)     446
移動    
ダイアログ要素     388

積分器     504
算術平均    
波形     131

管理者     48
結果    
(32または64ビット)     272

結果変数の分解能     272
線(パネル)     362
線形フィット     488
編集    

イベントシーケンス(パネル)     334
シーケンス     139
式     130
行     130

編集ボックス(単一行)    
パネル     350

自動フォーマット     74
表示    
スプライン     125
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表示    
単一値     131

表示(変数)     119
表示オプション    
複雑なデータセット     135

表示フィルタ     63
補間    
例     122

製品     41
製品の改良     19
複数実行     310
複数行入力ボックス    
ダイアログ要素     397

複数選択    
変数リスト     63

複素伝達関数     476
複素数データセット     220
デシベル/位相     223
実数/虚数部     223
振幅/位相     223

複雑なデータセット    
カーブウィンドウ     135

記号    
変数リスト     215
関数リスト内     69

設定     22
デフォルトフォルダ     117

設定ポート     36, 38
許容    
範囲     493
限度     493

詳細ブラウザ     174
警告     270, 272
出力     81

起動    
アプリケーション     116
パラメータ/Iを使用     60

足りないコード     496
通常のチャンネル     221
通常のデータセット     220, 221
通常のボタン    
パネル     347

連続付番     310
遮断周波数     481
選択    
ダイアログ要素     385
パネルイベント     337

配置    
パネル     330
ビュー     114

開く    

カーブウィンドウ     92
シーケンス     92
ダイアログ     92
データ     92
パネル     92
プロジェクト     92
レポート     92
最後のセッション     99

開始    
シーケンス(デバッグ)     304

関数    
01> 三角法、対数..     291
02> FFT, 1/3オクターブ分析     291
03> デジタルフィルタ、スムージング     291
04> 積分、基本算術     291
05> 積分、近似     291
06> 編集     291
07> スケーリング、並び替え     291
08> 統計     291
09> データ低減、移動平均     291
10> オプション、DDE     291
11> グループ管理     291
12> テキスト関数     291
13> ファイル関数     291
14> ファイル関数     291
15> データタイプ、データフォーマット     291
16> プロパティI     291
17> プロパティII     291
18> 日付、時刻     291
19> イベントベースのデータセット     291
20> 比較演算子、論理     291
CCF (例)     489
Compl  (例)     476
DFilt (関数の解析)     504
FFT (例)     500
idB (例)     481
iFFT (例)     500
Int (例)     489
IPol (例)     122
join (例)     504
pos (例)     137
rampe (例)     504
Smo (関数の解析)     481
spec (例)     134
Tast2 (例)     500
xDel (例)     504
グループによって並び替えられた概要     291
切り取り (例)     496
外部(DLL)     280
外部(キット)     276
平均(例)     131
最大(例)     131
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関数(不確定性)     450
関数アシスタント     274
呼び出し     76
開く     71

関数グループ    
01> 三角法、対数..     291
02> FFT、1/3オクターブ分析     291
03> デジタルフィルタ、スムージング     291
04> 積分、基本算術     291
05> 補間、近似     291
06> 編集     291
07> スケーリング、並び替え     291
08> 統計     291
09> データ低減、移動平均     291
10> オプション、ダイアログ、DDE     291
11> グループ管理     291
12> テキスト関数     291
13> ファイル関数     291
14> ファイル関数     291
15> データタイプ、データフォーマット     291
16> プロパティI     291
17> プロパティII     291
18> 日付、時刻     291
19> イベントベースのデータセット     291
20> 比較演算子、論理     291
A> 定数、定義済み変数     253
DLL     69
お気に入り     69
キット     69
概要     69, 291
標準     69
記号     69

関数の言語     272
関数の説明     81
関数ボックス     61
関数リスト     116
お気に入りの分類     71
コンテキストメニュー     71
ヘルプ     71
操作     71
関数アシスタントを開く     71

限定的保証     15
電力係数     491
電子メール     13
電話番号     13
非直線性    
微分     496

音声出力     252
頻度(統計)     496
高周波ノイズ(不確定性)     472
高調波     134
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