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Foreword
Thank you for deciding to purchase our product. We wish you total success in accomplishing your
measurement assignments with the help of your hardware and software. If you have any open
questions about our products, please contact our Hotline (hotline@imc-berlin.de).

Disclaimer of liability
The contents of this documentation have been carefully checked for consistency with the hardware
and software systems described. Nevertheless, it is impossible to completely rule out inconsistencies,
so that we decline to offer any guarantee of total conformity.
We gratefully accept any suggestions for improvements, please contact our Hotline (hotline@imc-
berlin.de).

We reserve the right to make technical modifications of the systems.

Copyright
© 2017 imc Meßsysteme GmbH, Berlin, Germany

This documentation is the intellectual property of imc Meßsysteme GmbH. imc Meßsysteme GmbH
reserves all rights to this documentation. The applicable provisions are stipulated in the "imc Software
License Agreement".
The software described in this document may only be used in accordance with the provisions of the
"imc Software License Agreement".

imc Software and Microsoft® Windows
imc software runs on the Microsoft® Windows operating system.

GPL Sources
Some components of our hardware use software, that is licensed under GNU General Public License
(GPL). A description can be found at the imcSTUDIO setup DVD in folder "Products\imc DEVICES\OSS".
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1  imcSTUDIO -ヘルプ
<%PRODUCTNimcSTUDIO -ヘルプAME%>へようこそ
本マニュアルでは、imcSTUDIOソフトウェアの操作方法について詳しく説明します。
imcSTUDIOは、モジュラシステムを意味します。このため、コンポーネントの説明は別々の章に記載されていま
す。
· imcSTUDIO (general)
· Setup
· Setup - Connect the device
· Setup - Advanced Device Functions
· Panel
· Sequencer
· Automation
· Video
· Monitor
カスタマサポート-ホットライン
製品に関して未解決の問題がある場合は、ホットラインにご連絡ください。
ご質問や問題はありませんか？お客様サポート、もしくはホットライン までお問い合わせください。

著作権
© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH。無断複写、転載を禁じます。
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2  重要な注記
2.1  はじめに
ユーザの皆様へ
1. お求めになったソフトウェアおよび関連する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す。相
違に気づかれた場合、当社ホットライン までご連絡をお願いします。

2. ソフトウェア開発中の更新により、マニュアルが部分的に古くなることがあります。相違に気づかれた場合は、
当社ホットラインまでご連絡をお願いします。

3. 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記述を見つけられた場合は、当社
ホットラインまでご連絡をお願いします。

4. 同封されているライセンス契約書 をお読みください。ソフトウェアを使用することにより、ライセンス契約書の
条件に同意することになります。

2.2  注意/品質管理/カスタマーサポート
2.2.1  品質管理

imcMeﾟsystemeGmbHは、1995年5月からDIN-EN-ISO-9001認定を保持して
います。
CE認定書、最新の認定書、およびimcの品質管理システムに関する情報は、
Webページ(www.imc-berlin.com/about-imc/quality-assurance)でダウンロー
ドできます。

2.2.2  imcの保証
imcMeﾟsystemeGmbHの一般的な利用規約が適用されます。

2.2.3  imcカスタマサポート/ホットライン
問題や質問がある場合は、当社カスタマサポート/ホットラインにご連絡ください。
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。
お問い合わせの際は、お使いのデバイスのシリアル番号とソフトウェアのバージョン情報をお知らせいただけ
ると助かります。また、本マニュアルも手元にご用意ください。
· デバイスのシリアルナンバーはネームプレートに表示されています。
· プログラムバージョン指定は、Info-Dialog (  メニューバーで記号をクリック)で確認できます。
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2.2.4  製品の改善/変更要求
マニュアルの改善にご協力ください。
· 理解できない用語や説明はありましたか?
· どのような追加や強化を提案しますか?
· 資料の誤りがあった箇所はどこですか?
· スペルミスやタイプミスが見つかりましたか?
ご感想やその他のご意見については、ホットライン (電話/電子メール)までご連絡ください。
または書面で当社までお知らせください。

imcMeﾟsystemeGmbH
Voltastrasse 5
D - 13355 Berlin
Germany

2.3  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。

13
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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。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

16 重要な注記

(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
様ー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。
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2.4  ドキュメント
ヘルプ
全てのimcSTUDIO製品にヘルプ(CHMフォーマット)が付属しています。メニューバーで記号  をクリックし
て、ヘルプを開きます。ヘルプには共有imcソフトウェアコンポーネントの部分も含まれている場合があります。
このような部分は、スタイルや構造がヘルプの他の部分とは異なる場合があります。全てのヘルプファイルがフ
ルテキスト検索機能と索引を備えています。

説明とスクリーンショットに関する注意
· このドキュメントに含まれるスクリーンショットは、さまざまなWindowsバージョンで作成されているため、イ
ンストールされているプログラムとは異なる場合があります。

· imcSTUDIOはユーザグループとアクセス権 に基づいて機能します。ユーザグループは、メニューやアイ
コンなどの表示および操作に広く影響します。全てのimcSTUDIOドキュメントは、管理者権限を持つこ
とを前提としています。したがって、全ての説明がユーザインターフェースを完全に利用できることを前提と
しています。

· 以降の説明とスクリーンショットは、常に全範囲の機能(Complete)に関連します。これらの機能の多く
は、別の場所で最小化されているビューでも見つかります。

PDFフォーマットのドキュメント
ドキュメントの一部を選択した場合、PDF (Portable Document Format: ポータブルドキュメントフォーマット)でも
表示されることがあります。このフォーマットは印刷に適しています。PDFファイルを読むには、Adobe社のAdobe
Readerが必要です。一部のPCシステムの場合、このソフトウェアがインストール済みです。PCのオペレーティング
システムに対応する最新バージョンのAdobe Readerは、Adobe社(www.adobe.com)から無料でダウンロード
できます。

68

http://www.adobe.com
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3  設定
この章ではimcSTUDIOの操作と、追加のimc製品のインストールに関する第一ステップを説明します。
imcSTUDIOは、モジュラコンポーネント(プラグイン)の組み合わせを通して製品パッケージを形作る、一般的な
フレームワークです。
どのコンポーネントが使用可能かは、製品のインストール(指示)によります。

ここから始めます
· システム要件
· インストール/アンインストール
· 製品構成/ライセンス供与
· デバイス接続/ネットワーク/ファイアウォール
· バージョン情報

カスタマサポート-ホットライン
ご質問や問題はありませんか？お客様サポート、もしくはホットライン までお問い合わせください。

3.1  システム要件
Supported operating systems
Windows 10
Windows 8 / 8.1
Windows 7 (32 bit; recommended: 64 bit)
Windows Vista (32 bit) as of SP1
Windows XP (32 bit) as of SP3

Minimum requirements for the PC 1 Recommended configuration for the PC 2
Hyper-threading or Dual Core processor with 2 GHz
clock speed

Quad Core processor with 2 GHz clock speed or higher

2 GB RAM / 4 GB RAM for Windows 7 and 8 (64 bit) 3 GB RAM (32 bit) / ≥ 8 GB RAM (64 bit)
10 GB free hard disk space (NTFS format) 10 GB free hard disk space (NTFS format)
For installation of the software via DVD an appropriate
drive is needed

For software installation via DVD an appropriate drive
is needed

Color graphics (16 bit color depth) True color graphics (32 bit color depth)
Display resolution 1280 x 768 Display resolution: 1280 x 1024 or more
 64 bit operating system

1  A system with minimum requirements  i s  not adequate for connection with multiple devices  and complex des ign
tasks  with the imcSTUDIO Developer. Use such systems preferably only for data  monitoring purposes .

2  The requirements  for the PC’s  configuration increase with the number of devices  involved and the scope of the
DataProcess ing-ca lculations  to be performed.

サポートされる測定デバイス
imcSTUDIOで使用可能なデバイスについては、マニュアルの「Setup」 > 「Device Overview」 および
「Technical Data Sheet」 を参照してください。デバイスをimcSTUDIO Monitorと接続するには、少なくとも
32MBの内部(インターフェース)デバイスメモリが使用可能である必要があります(これは、最新のデバイスモデ
ルでは保証されていますが、2007年より前の限られた数のimc CRONOS-PLとimc CRONOS-SLの両デバイスを除
きます)。
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3.2  インストール - 準備
ソフトウェアにはライセンスが必要
これは、ライセンスを入手して初めてプログラムを起動できることを意味します(「製品構成/ライセンス」 を参
照)。

必要な管理者権限
インストールおよびアンインストールを実行するユーザには、PCの管理者権限が必要です。
管理者権限を持たずにPCにログオンした場合は、ログアウトしてから管理者レベルのユーザアカウントで再度
ログオンしてください。適切なタイプのアカウントを持っていない場合、システム管理者またはIT部門のサポートが
必要です。
「Windowsのユーザアカウント制御に関する注意」 も参照してください。

インストールプロセス中のコンピュータの再起動
インストールプロセス中に、インストールプログラムは、PCの再起動を求めるメッセージを表示します。

再起動に関する注意
再起動した後は、インストールを開始したときと同じユーザアカウントでログインします。

共存するアプリケーション: imcSTUDIO、imcSTUDIO Monitor、imcWAVE、... 
いくつかのimcプログラムは、imcSTUDIOの特別に調整された独立したインスタンスとしてインストールされます。
これらは、imcSTUDIOをベースとしています。
特に注記がない場合、これらのプログラムが並行してインストールされ、使用されます。これらのインスタンスは、
imcSTUDIOの同じバージョン(5.0R5など)を使用している限り、全て同一のプログラムインストールに従属しま
す。これは、リソースを共有することを意味します。このため、このようなインスタンスは、1回の共通の設定プロシ
ージャでインストールする必要があります。インストールを複数回実行しようとすると、既存のインスタンスは削除さ
れます。
このことが特に当てはまるのが、imcWAVEとimcSTUDIOを一緒に並行してインストールする場合です。このイ
ンストールは、1回のプロシージャで実行する必要があります。

更新インストールまたは並行インストール
Setupユーティリティは、任意のバージョンのimcSTUDIOが現在コンピュータにインストールされているかどうかを
チェックします。インストールされている場合、Setupでアンインストールできます。その場合、関連する確認プロン
プトが表示されます。データベースなどのユーザデータは全て、そのまま残ります。
バージョン番号(5.0R3と5.0R5など)が異なる場合は、両方のバージョンを並行してインストールできます。新し
いバージョンは、同じフォルダにインストールできます(Windows 7 32ビット版のデフォルトは"C:\Program Files
\imc")。このフォルダに、名前に新しいバージョン番号を含むimcSTUDIO用のサブフォルダが新しく作成されま
す。
どちらの場合も、既存のバージョンのさまざまな設定を取り込むことができます。これには、プロジェクト設定や
ビューが含まれます。対照的に、製品構成、データベースのパスなどの他の設定は、最初から設定する必要が
あります。

既存のデータベースを使用する設定の取り込み(推奨)
既存のデータベースを引き続き使用する場合、可能であればその設定が取り込まれます。並行インストールの
場合、2つのデータベースが必要です。古いバージョンのimcSTUDIOが既存のデータベースを使用して引き続き
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動作できるように、コピーを作成します。コピー作成に関する確認プロンプトが表示されます。
参照: 「既存のデータベースを使用する更新」
既存のデータベースを使用しない設定の取り込み
ビューなどの設定は、データベースを使用しないで適用できます。これを行うには、適切な設定を保存して、イン
ポートします。
参照: 「既存のデータベースを使用しない更新」

更新に関する注意
更新と互換性に関する注意 も参照してください!

この後のプロシージャ - 概要
インストールプログラムの指示に従います(「インストールの順を追ったプロシージャ」 を参照)。
· インストールプロセスは最初に、必要なシステムソフトウェアがインストールされているかどうかをチェックしま
す。欠落しているシステムソフトウェアがある場合は、それを自動的にインストールします。

· システムの再起動後に、選択した製品がインストール済みになります。
· インストールの完了後は、直接imcLICENSEManagerを起動して、ライセンスを有効にできます。
· ライセンスが有効になったら、製品を使用できます。

アンインストール
製品をアンインストールするには、Windowsの[コントロール パネル]/[設定]を使用して、該当するエントリを選
択します。
· [コントロール パネル]/[プログラムの追加と削除] (Windows XP)
· [コントロール パネル]/[プログラム] ([プログラムのアンインストール]) (Windows Vista/Windows 7)
· [設定]/[アプリと機能] (Windows 10)

3.2.1  既存のデータベースを使用する更新
既存のデータベースを引き続き使用する場合、可能であればその設定が取り込まれます。取り込まれる設定に
は、ビュー、ユーザが作成したSetup列、ユーザ管理(imcSTUDIO 4.x以上)、および全ての試験設定が含まれ
ます。

データベースに関する注意
· 1つのimcSTUDIOデータベースを2つのバージョンで同時に使用することはできません。
· 新しいバージョンのimcSTUDIOでも同じパスを選択した場合、通知が表示されます。変換を実行するダ
イアログが表示されます。ここで行われるさまざまな変換の1つとしてデータベースを変換したり、事前にデータ
ベースをコピーしたりできます。

最新のバージョンのimcSTUDIOでは、変換後のデータベースを使用できます。
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新しいビューの使用
· 新しいバージョンには、Setupの新しいページや強化されたページ、新しいメニュー項目など、新しい機能が
追加されていることに注意してください。

· これらの新しい機能を使用できるように、新しいビューを使用することをお勧めします(3.xで簡易メニュ
ーガイダンス を使用しない場合は新しいビューを使用する必要があります)。

· メタデータ列など、ユーザが作成した列は、ページに自動挿入されません。かわりに、古いビューのこれらの列
の構成が再利用されます。これらの列は、([列の選択]を使用して)任意の位置に挿入できます。

· 新しいビューが複数提供されています。[完全]ビューを選択してSetupの必要なページまたは保存するペー
ジを追加し、このビューを新しい名前を付けて保存します。

· ビューを保存する方法については、imcSTUDIOのマニュアルの「imcSTUDIO (general)」 > 「ビュー」 を
参照してください。

3.2.2  既存のデータベースを使用しない更新
imcSTUDIOの旧バージョン(3.x)では、いわゆるアプリケーション設定に、さまざまな設定が保存されていまし
た。これらは主に、ユーザ定義ビュー、列構成(メタ列など)などのビュー設定です。
imcSTUDIOバージョン4.xでは、これらの設定はそれぞれのプロジェクトに保存され、プロジェクトに含まれる全て
の試験設定に適用されます。
既存のデータベースを使用しないで更新を実行した後で、新しいバージョンでもこれらの設定を再利用するに
は、設定をエクスポートする必要があります。

imcSTUDIO 3.xの設定のバックアップ
現在のビュー設定を保存するには、以下の操作を行います。
· ビューを必要に応じてセットアップします。
· 現在のビューを[<デフォルト>]として保存します。それには、[ビュー]メニューを開き、コマンド[現在のビューを

アプリケーション設定に<デフォルト>として保存]を選択します。
· または、現在のビューに任意の名前を付けて保存することもできます。
· [ファイル]メニューを開き、コマンド[インポート/エクスポート]を選択します。
· オプション[エクスポート]を選択し、リスト項目[ビュー、メタ列、センサのエクスポート]を選択します。
· バックアップファイルの適切なファイル名とパスを選択します。

(現在のバージョンの)設定のバックアップ
In order to save the current view settings, proceed as follows:

· Setup the view as desired
· Save the current view as <default>: to do so, open the Ribbon View, choose command Save View

As
· Alternatively, you can save the current view under a name of your choice
· Open the Ribbon Project, choose the Import / Export command

· Choose option Export and then the list item Export views, meta data columns, sensors, ...
· Choose an appropriate file name and path for the view settings file

38

76



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

24 設定

設定の復元
In order to import the View settings to the current project, proceed as follows:

· Open the Ribbon Project, choose the Import / Export command
· Choose option Import and then the list item Import views, meta data columns, ...
· In the file selection dialog, selected the saved view settings file

Thereafter you will see a dialog allowing you to load either all or individual view settings.

3.2.3  注意事項とトラブルシューティング

Windowsのユーザアカウント制御に関する注意事項

ユーザアカウントを変更しない

パスワードの入力要求の例。
いいえを選択する。[ ]

このままインストールを続行しないこと。

Windows 10、7、またはVistaでは、管理者権限
がなくてもインストールを開始できます。この場
合、以下の例に示すように、オペレーティングシス
テムからユーザアカウントとそのパスワードを選択す
るように要求されます。このままインストールを
続行してはいけません。続行すると、正しくイ
ンストールされません。[いいえ]を選択します。

ユーザアカウント制御のプロンプトの確認

はい を選択してインストールを開始する。[ ]

管理者権限を持っているユーザアカウントでログ
インしている場合、Windowsユーザアカウント制
御のプロンプトが表示される可能性があります。
以下に示すように[はい]を選択します。
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セキュリティソフトウェアに関する注意事項: McAfee
McAffeバージョン8.8では、以下に示すルールによりインストール時に問題が発生します。

Anti-spyware Maximum Protection
Prevent installation of new CLSIDs, APPIDs and TYPELIBs
Prevent all programs from running files from the Temp folder
Prevent execution of scripts from the Temp folder
Anti-virus Maximum Protection
Prevent alteration of all file extension registrations
Common - Maximum Protection
Prevent programs registering to autorun
Prevent programs registering as a service
Prevent creation of new executable files in the Windows folder
Prevent creation of new executable files in the Program Files folder
インストールプロシージャの実行中は、これらのルールを無効にしてください。McAfeeで[Maximum protection]
を選択している場合、デフォルトでこれらのルールは有効です。

3.3  インストールの順を追ったプロシージャ
ユーザインターフェースに実際に表示されるテキストは、製品構成(パス/バージョン名)に応じて、スクリーンショット
に表示されているテキストとは異なる場合があります。

製品DVDからのインストール
· 全てのプログラムを閉じます。
· 製品DVDを挿入します。
· 通常は、少し間をおいてセットアッププログラムが自動的に起動します。自動的に起動しない場合は、

Windowsエクスプローラを使用して、DVDからインストールプログラムを起動します。
ダウンロード後のインストール
· 製品を電子的(ダウンロード、電子メール)に入手した場合は、インストールプログラムを手動で起動するだけ
です。

インストール言語(ソフトウェアを起動した後の言語)の設定

インストール時の言語の選択

インストールを開始すると、インストール言語を選択する
ダイアログが最初に表示されます。
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インストールの実行

インストールセットアップのようこそページ

言語を選択したら、インストールセットアップが始まって、
ようこそページが表示されます。

インストールを開始する前

インストールセットアップの次のページには、以下の選択
肢が表示されます。
· Readmeファイルを開く
· 『Getting Started』ドキュメントを開く
· imcLICENSEManagerの個別インストール
· DVDの内容の表示

ライセンス契約

インストールを続行するには、ライセンス契約に同意する
必要があります。
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インストールパスの入力

次に、製品をインストールするファイルパスを選択しま
す。このパスには、imc製品ごとの個別のサブフォルダが
作成されます(imcSTUDIO 5.0R5など)。したがって、パ
スの末尾を「..\imc」にすることをお勧めします。

製品/インストールタイプの選択
これで、インストールする必要があるコンポーネントを選択できます。以下の3つのタイプを選択できます。
· [デモ]
· [自動]
· [ユーザ定義]
選択したインストールタイプとの関連性に関係なく、以下の製品は常にインストールされます。
· imcLICENSEManager: ライセンス管理
· imcSharedComponents: カーブウィンドウなど、imc製品の共通コンポーネント
各タイプとそれぞれのインストール手順の詳細については、この後の該当するセクションを参照してください。

imcSTUDIOの再構成に関する注意
選択するインストール対象に関係なく、imcSTUDIOをインストールする場合、全てのコンポーネント/プラグイン
がインストールされます。この場合、インストールが成功した後は、いつでも製品構成 を使用して構成を適
応させたり、適切なエディションを選択したりできます。

28
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3.3.1  デモと自動
インストールタイプのデモと自動は、多少異なります。どちらのタイプもインストール設定は事前構成済みです。
さらに設定する必要がある場合は、ユーザ定義インストールタイプ を選択してください。

デモ

デモインストールを選択する必要があるユーザ
30日間imcSTUDIO全体をテストする場合は、インストールタイプデモを使用します。パスワードが必要な
他の製品はインストールされません。

デモインストールの選択

デモインストールタイプをインストールすると、
imcSharedComponentsとimcLICENSEManager
もインストールされます。
· imcSTUDIO Developer (デモ)
· imcDEVICES 1

· imcFAMOS ReaderとEnterprise(デモ)
· imc Format Converter
1imcSTUDIOが使用するデバイスのドライバとファームウェアのパッケ
ージ
インストール完了後に、imcLICENSEManagerを使用
して関連するデモライセンスを有効にする必要がありま
す。このライセンスを有効にしないと、imcSTUDIOを起
動できません。デモの試用期間が経過したら、製品構
成 を使用して、エディションを購入済みライセンスに

変換します。
インストールが成功した後は、いつでも製品構成 を使用してimcSTUDIOエディションと必要なコンポーネン
ト/プラグインを適応させることができます。
フリーウェアのimcFAMOS ReaderもimcLICENSEManagerを使用して登録する必要があります。
インストールはすぐに始まります(「インストールの開始」 を参照)。

29
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自動

自動インストールを選択する必要があるユーザ
必要なコンポーネントを全て含む標準のimcSTUDIOエディションをインストールする場合は、自動インスト
ールタイプを使用します。オプションで、パスワードで保護されたセンサ管理システムimcSENSORSがインス
トールされます。

自動インストールの選択

自動インストールタイプをインストールすると、
imcSharedComponentsとimcLICENSEManager
もインストールされます。
· imcSTUDIO Standard,
· imcDEVICES 1

· imcFAMOS Reader
· (オプション)imcSENSORS
· imc Format Converter
1imcSTUDIOが使用するデバイスのドライバとファームウェアのパッケ
ージ
imcSTUDIO Standardエディションは、ライセンスを購入
する必要があります。対照的に、imcFAMOS Reader
はフリーウェアです。どちらの製品も、

imcLICENSEManagerを使用して有効にする必要があります。有効にしないと、これらのプログラムを使用でき
ません。
インストールが成功した後は、いつでも製品構成 を使用してimcSTUDIOエディションと必要なコンポーネン
ト/プラグインを適応させることができます。

のパスワードプロンプトimcSENSORS

オプションでimcSENSORSがインストールされます。これ
は、センサの管理ツールです。この製品をインストールす
るには、パスワードが必要です。imcSENSORSをインス
トールしない場合は、選択解除できます。
この手順は、自動インストールタイプを選択するとすぐに
始まります。正しいパスワードを入力するか、
imcSENSORSのインストールを選択すると、インストール
が始まります(「インストールの開始」 を参照)。

3.3.2  ユーザ定義
このインストールタイプを選択した場合、ユーザが詳細な構成を選択できます。ユーザが選択したコンポーネント
に応じて、さまざまなインストール手順が表示されます。

ユーザ定義インストールを選択する必要があるユーザ
製品の個ーのコンポーネントを構成する場合は、ユーザ定義インストールタイプを使用します。このタイプで
は、パスワードで保護されたコンポーネントをインストールできます。さらに、imcFAMOSなどの他のimc製品
をインストールして(さまざまなレベルに)構成できます。一部のコンポーネントには個別のライセンスが必要で
ある場合があることに注意してください。さらに、imcSTUDIOの場合は選択可能な全ての言語パッケージを
インストールできます。
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コンポーネントの選択

ユーザ定義インストールの選択

ユーザ定義インストールタイプを選択すると、下部のボッ
クスで任意のコンポーネントを選択/選択解除できるよう
になります。
imcLICENSEManagerとimcSharedComponents
が含まれるほか、必要なシステムコンポーネントが含ま
れます。これらのコンポーネントが含まれていない場合、
インストールされた製品は正しく機能しません。

選択 説明
必要なシステムコンポーネント imc製品を使用するために必要なシステムコンポーネント
imcLICENSEManager imcLICENSEManagerでは、ライセンスを必要とする全てのimc製品の表示およびアクティベー

ションを実行できます。
imcSharedComponent
s

カーブウィンドウなど、imc製品の共通コンポーネント。

imcSENSORS imcSENSORSは、さまざまな測定デバイスに適用可能なターンキーデータベースプログラムであり、
自由に定義可能なセンサ情報の管理と編集に使用します。

imcSTUDIO imcSTUDIOは、単純なデータ取得から高度なテスト構成まで、最新の測定技術のあらゆる側面
を処理するモジュール式ソフトウェアプラットフォームです。

imcSTUDIO Monitor imcSTUDIOのライセンスが必要なコンポーネント
imcWAVE imcWAVEは、NVH(Noise Vibration and Harshness: 騒音・振動・ハーシュネス)分析用ソフト

ウェアパッケージです。imcSTUDIOをベースとし、imcSTUDIOの別インスタンスとしてインストール
されます。個別にライセンスする複数のアナライザを装備できます。

imcDEVICES imcSTUDIOとimcWAVEが使用するデバイスのドライバとファームウェアのパッケージ。
また、imcDEVICESは、全ての測定パラメータ、リアルタイム関数、トリガマシン、およびデータ保存モ
ードを設定できる、操作が限定されたソフトウェアも提供します。
imcSTUDIOまたはimcWAVEを使用するには、imcDEVICESがインストール済みである必要が
あります。

imcFAMOS imcFAMOSは、測定結果を分析、評価、および文書化するためのプログラムです。
imcFormatConverter imc測定データを、EXCEL、ASCIIなどの他のフォーマットに変換します。
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必要なシステムコンポーネント

必要なシステムコンポーネント例( )

次に、選択されている製品に必要なシステムコンポーネ
ントが、システムにインストール済みかどうかに関する情
報と共に表示されます。インストール済みのコンポーネン
トを再インストールすることもできます。どのコンポーネント
が欠落/存在しているかはシステムおよびその更新ステー
タスによって異なるので、以下の図はその一例を示して
いるだけです。

imcSharedComponentsの構成

の構成imcSharedComponents

このインストール手順では、imcSharedComponents
の中でパスワードで保護されているコンポーネントをインス
トールできます。

オプション/コンポーネント 説明
COM Products システム統合ツールであるimc COMプログラミングインターフェース 
Class Counting Kit imc COM製品の機能ライブラリ
Spectral Kit imc COM製品の機能ライブラリ
Video

imcSENSORSのパスワード

のパスワードプロンプトimcSENSORS

imcSENSORSを選択した場合、インストールする前に
パスワードの入力を求められます。imcSENSORSをイン
ストールしない場合は、ここで選択解除できます。
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 imcSTUDIOの構成

の構成imcSTUDIO

ライセンスされた製品エディションをここで設定できます。
その結果、この後の製品構成 を省略できます。

オプション/コンポーネント 説明
[ライセンスされているエディ
ション]

このエディションに関する情報は、imcSTUDIOの技術データシートを参照してください。

[全ての言語をインストール] このオプションは、使用可能な全ての言語のimcSTUDIOをインストールします。余分な言語は必
要ない場合は、インストールプロセスを短縮できます。
一部の機能で他の言語を必要とすることに注意してください。たとえば、foreign-languageパラメー
タセットをインポートできるのは、該当する言語がインストールされる場合のみです。
このオプションが選択解除されている場合、オペレーティングシステムの言語(存在する場合)が自動
的にインストールされます。必要に応じて、サポートされている他の全ての言語を後でインストールでき
ます(「他の言語のインストール」 セクションを参照)。

[リンク] デスクトップまたはクイック起動バーのどちらかに、プログラム起動用リンクを作成できます。

imcDEVICESの構成

の構成imcDEVICES

ここでは、imcDEVICESデバイスドライバパッケージのオプ
ションコンポーネントをインストールできます。これらのコン
ポーネントは、imcSTUDIOとimcWAVEで使用します。
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オプション/コンポーネント 説明
[CAN、LIN、イーサネット、
XCPoE、Flexray、
PROFIBUS、IPTCom、
MVB]

これらのフィールドバス端子のいずれかを備えた測定デバイス用

[J1587] J1587バス端子を備えた測定デバイス用
[ARINC/AFDX] ARINCバス端子またはAFDXバス端子を備えた測定デバイス用
[Windowsエクスプローラ用
拡張]

MS Windowsエクスプローラによるデバイスハードドライブへのアクセス

[LabVIEW(TM) VIs] LabVIEW(TM)によってimc製品にアクセスするためのライブラリ

パスワードで保護された の構成( )imcDEVICES

この手順では、デバイスドライバパッケージの中のパスワ
ードで保護されたコンポーネントをインストールできます。

オプション/コンポーネント 説明
[COMインターフェース] ActiveXコンポーネントのインストール
[imcOnlineFRAME] imcOnlineFRAMEのワークベンチとコンパイラのインストール
[CANデータベース - インポー
ト]

ベクトルデータベースリンク、DBCフォーマット(「Device properties」 を参照)

[サービス] サービスのサポート。このコンポーネントは、カスタマサポートから要求された場合のみインストールしま
す。

imcFAMOSの構成

インストールの構成imcFAMOS

この手順では、imcFAMOSインストールを構成します。
インストールするエディションを選択します。Readerエディ
ションを除く全てのエディションにライセンスが必要なことに
注意してください。
アシスタントの指示に従い、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。imcFAMOSと共にインストールするオ
プションコンポーネントを選択します。また、サンプルファイ
ル用フォルダが必要です。

imcFAMOSのエディション
imcFAMOSのエディションの詳細については、imcFAMOSのマニュアルを参照してください。
全ての製品を構成したら、インストールを開始できます。
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3.3.3  インストールの開始

インストールセットアップの完了とインストールの開始

インストールを成功させるには、システムの再起動が必
要であるという通知が表示されます。このため、実行中
のプログラムがあれば、それを閉じる必要があります。
次に、必要なシステムコンポーネントがインストールされま
す。

システムの再起動

インストールプロセスのここまでの部分が完了したら、シス
テムを再起動する必要があります。そのため、次のメッセ
ージが表示されます。
[OK]をクリックするとすぐに、再起動が実行されます。

警告
再起動後は、必ずインストールプロセスを開始したときと同じユーザアカウントでログインしてください。異なる
ユーザアカウントを使用した場合、コンポーネントを正しくインストールできない可能性があります。

再起動後のインストールするコンポーネントのリスト例( )

ログインした後、製品の実際のインストールが始まりま
す。インストールされるコンポーネントのリストが表示され
ます。[インストール]をクリックすると、このリストを確定で
きます。以下の図は、一例を示しています。実際に表
示されるダイアログは、これまでの選択内容に応じて異
なる可能性があります。
次に、個ーのimc製品のインストールが始まります。

システム起動の無効化
インストールの実行中は、オペレーティングシステムは、再起動が無効になっています。これは、他のプログラムを
起動できないことを意味します。
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インストールの完了

インストールが完了すると、以下のメッセージが表示され
ます。
これで、ライセンスを有効にするために、
imcLICENSEManagerを起動できます。後で[スタート]
メニューからimcLICENSEManagerを起動することもで
きます。

3.4  製品構成/ライセンス
imcSTUDIOは、さまざまな製品構成で注文し、ライセンスする/有効にすることができます。詳細については、
注文フォームまたはwww.imc-berlin.comを参照してください。注文可能な全てのエディションとプラグインのリス
トについては、技術データシート を参照するか、当社ホットライン にお問い合わせください。
エディション 注文コード
imcSTUDIO Runtime imcSTUDIO-RUN
imcSTUDIO Standard imcSTUDIO-STD
imcSTUDIO Professional imcSTUDIO-PRO
imcSTUDIO Developer imcSTUDIO-DEV

Standard、Professional、またはDeveloperの各エディションには、対応するライセンスが必要です。これらは、
imcLICENSEManagerで有効にできます。Runtimeエディションは、フリーウェアバージョンです。
imcLICENSEManagerでこのエディションを登録できます。ここで、[試用版とフリーウェア]オプションを選択しま
す。

基本パッケージとオプションパッケージ
基本エディションを補完するものとして、追加コンポーネント(プラグイン)が用意されています。一部のプラグインに
は、個別のライセンスが必要です。使用可能な全てのプラグインのリストについては、imcSTUDIOの技術データ
シートを参照してください。

ライセンス(imcLICENSEManager)
このバージョンのimcSTUDIOでは、imcLICENSEManagerでソフトウェアライセンスを管理します。インストール
完了後は、Windowsの[スタート]メニューの該当するエントリを使用する(たとえばWindows 7の場合は[すべて
のプログラム] > [imc] > [imcLICENSEManager]の順に選択する)などの方法でimcLICENSEManagerを直
接起動して、ライセンスを構成できます。適切なライセンスが構成されていない状態でimcSTUDIOを起動した
場合、製品構成プログラムが開いて、そこからもimcLICENSEManagerを起動できます。
imcLICENSEManagerの指示に従います。
imcLICENSEManagerには、imcLICENSEManagerの詳細について説明するドキュメントが付属していま
す。imcLICENSEManagerを起動して、[ヘルプ]をクリックします。

1550 13
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製品構成の変更
購入したライセンスに製品構成を適合させるために製品構成を変更することができます。たとえば、インストール
時に別のエディションを選択した場合または製品アップグレードを購入した場合です。これを行うには、
imcSTUDIOを起動し、メニューバー(右上)で記号 をクリックします。これで、製品構成アシスタントが開きま
す。構成を変更(アップグレード/ダウングレード)することによって、購入したライセンスに適合させることができま
す。指示に従って構成を変更した後、アシスタントを閉じます。

製品構成を変更するアシスタント
構成が完了した後、新しい設定を適用するには、imcSTUDIOを閉じて再起動する必要があります。

3.5  起動
imcSTUDIOの起動
関連付けられているデスクトップアイコンまたは[スタート]メニューを使用して、ソフトウェアを起動します。

そのほかに、インストールの一部としてデスクトップにアイコンが設定され、インストール 時の選択
内容によってはクイック起動ツールバーにも記号が追加されます。
(インストールオプションで)アイコンを設定しなかった場合は、Windowsの[スタート]メニューを開き
ます。[プログラム]から[imc]フォルダを選択し、そこから製品を起動するリンクを選択します。
製品構成/ライセンス が存在しない場合は、自動的に製品構成が起動されます。

25
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スプラッシュ画面

起動後のソフトウェアコンポーネントのロード

次に、スプラッシュ画面が表示されます。これは、ソフト
ウェアコンポーネントのロード中であることを示します。イ
ンストールおよびPCの能力によっては、ここで時間がか
かる可能性があります。

ホームページ - スタートページ
ソフトウェアが起動されると、デフォルトではホームページが表示されます。ホームページには、個別の製品に応じ
て、特定の機能がボタンとして表示されます。使用する機能を選択するには、対応するボタンをクリックします。
初めてインストールした後は、以下の例に示すようなホームページが表示されます。

ようこそページ例( )
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簡易ビューで始めるimcSTUDIO
imcSTUDIOのインストールには、多くのビューが含まれます。この場合のビューは、ユーザインターフェースの外観
を定義するデザインを意味します。
imcSTUDIOには、広範囲にわたる方法と機能が備わっていますが、簡単な測定を1回実行するためにいつも
これらを全て使用する必要はありません。

簡易ビューで始めるimcSTUDIO
ソフトウェアの使い方をなるべく簡単に覚えられるように、選択肢が限定されている簡易ビューでプログラムを使
い始めます。測定および測定データの可視化を行うための重要な機能は、全て使用できます。メニューリボン
は、左から右に進むことでメインウィンドウ の全機能にアクセスできるように構造化されています。

簡易ビューから[完全]ビューへの変更
既存の全ての機能にアクセスできるように、いつでも別のビューに切り替えることができます。
· これを行うには、まずメニュー項目[その他]に移動して、ドロップダウンリストに表示されるビューの中から[完全]
を選択します。

imcSTUDIOを次に起動したときにもこのビューが使われるようにするには、ビューを[<デフォルト>]として保存しま
す。
· リボンの[ビュー] > [名前を付けて保存]を選択します。リストから[<デフォルト>]を選択します。

説明とスクリーンショットに関する注意
この後の説明とスクリーンショットは常に、機能の全範囲を備えたビューに関するものです。これらの機能の多く
は、別の場所で最小化されているビューでも見つかります。

3.5.1  デバイス接続/ネットワーク/ファイアウォール
imc測定デバイスを使用するには、imcSTUDIOでネットワーク(通常はLAN)経由の接続を設定する必要が
あります。ネットワーク設定の詳細については、「Setup - Connect the device」(ネットワークの構成) の章を参
照してください。

ネットワーク設定のスキップ
過去に前のデバイス制御ソフトウェアimcDEVICESを使用していた場合、そのPCとデバイスのネットワーク構成
をimcSTUDIOで変更する必要はないので、以下の手順をスキップできます。

ファイアウォール
使用しているファイアウォールが原因で、オペレーティングソフトウェアと測定デバイスの間で接続を確立できない
場合があります。ソフトウェアに関する十分な情報をファイアウォールが持っていない場合、通常はネットワーク
にアクセスする際にプロンプトが表示されます。この状況は、たとえばソフトウェアを起動して最初にデバイスにア
クセスするとき(デバイス検索のときなど)に発生します。一部のファイアウォールプログラムは、システムコンポーネン
トやハードウェアコンポーネントへのアクセスもブロックする可能性があります。
いずれの場合も、接続がブロックされていない状態でのみ、正しい動作が可能です。通常は、以下のプログ
ラムが影響を受けます。
· imcSTUDIO: imc.Studio.exe
デフォルトパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc STUDIO...

· imcDEVICES: imcDevices.exe
デフォルトパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc DEVICES...

· imcDEVICES Service: imcDevicesService.exe
デフォルトパス: C:\Program Files (x86)\imc\Shared

39
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におけるファイアウォールからの警告の例Windows 10
Windows XP: imcSTUDIOの動作が阻止されないようにするには、[ブロックの解除]を選択する必要がありま
す。
Windows 10、8、7、およびVista: この場合、プライベートネットワークとパブリックネットワークは区別されます。
LAN上で動作するには、[プライベート ネットワーク]を有効にするだけで十分です。このアクセスタイプを有効に
します。
ファイアウォールの取扱説明書を読むか、管理者/IT部門に確認することをお勧めします。

3.5.2  プラグイン/メインウィンドウ
imcSTUDIOは、プラグイン用のフレームワークを提供します。プラグインは、imcSTUDIOでメインウィ
ンドウとして表示されます。1つのプラグインで、1つ以上のメインウィンドウを表示できます。
メインウィンドウは、ナビゲーションペインに表示されます。
ホームページ、[Setup]、[Panel]、[Automation]、および[Sequencer](Panelが選択されています)の
各メインウィンドウを含むナビゲーションペインの例を左に示します。
メインウィンドウの1つにジャンプするには、ナビゲーションペインで対応するボタンをクリックします。
ナビゲーションペイン : ナビゲーションの操作の詳細については、左のリンクを選択してください。

簡易ビューを使用する際の注意
· 簡易ビュー を使用している間は、ナビゲーションパネルは非表示になります。その場合、メイン
ウィンドウの[Setup]と[Panel]に移動するには、メニューリボンを使用します。

· それ以外のメインウィンドウには、ナビゲーションペインからのみ移動できます。
· 必要に応じてナビゲーションペインを表示 したり、ビュー を変更したりできます。

ツールウィンドウ
ほとんどのプラグインに独自のツールウィンドウが存在します(たとえば、[Panel]にはツールウィンドウとしてWidgets
とDataBrowserが存在します)。ツールウィンドウについては、それぞれのセクションを参照してください。
ツールウィンドウ : ツールウィンドウの操作の詳細およびimcSTUDIOフレームに属するツールウィンドウの説明
については、左のリンクを選択してください。

63
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3.5.3  重要な設定

ユーザとユーザグループ
imcSTUDIOには、さまざまな方法でプログラムを使用することを許可されているさまざまなユーザを管理する機
能があります。詳細については、「ユーザ管理」 のセクションを参照してください。

オプション
imcSTUDIOを使い始める前に、試験設定の保存先のフォルダパスなど、基本的な設定を変更できます。
· [その他]メニューで[オプション] 項目を選択します。
· フォルダパスを変更するには、[プロジェクト管理] > [HDD設定]を選択します。
· ここでは、データベース内のパスを編集できます。

書き込み/読み取りアクセス権が必要
この設定は、imcSTUDIOのすべてのユーザに適用されることに注意してください。各ユーザは、指定されたフォ
ルダパスの読み取りと書き込みのアクセス権を持っている必要があります。

3.5.4  コマンドラインパラメータ
試験設定ファイルを開く
試験設定ファイル (MyExperiment.imcstudioなど)は、Windowsエクスプローラでダブルクリックして直接開く
ことができます。これにより、imcSTUDIOの新しいインスタンスが起動されて、試験設定ファイルが開きます。デス
クトップ上のファイルなど、試験設定ファイルへのリンクにも、同じプロシージャを適用できます。
試験設定は、コマンドラインパラメータを使用して開始できます。これを行うには、試験設定ファイルへのリンクを
作成して、必要なパラメータを入力します。

["imc STUDIO-Installation"] "Experiment-File" [/fullscreen] [/do[StartMeasurement]] [/
do[StartSequencer]]

["imc STUDIO-Installation"] 特定のimcSTUDIOインストールで試験設定を開く(オプション)
特定のimcSTUDIOインストールで試験設定ファイルを開くには、そのインストールの名前をリンクに追加しま
す。その例を以下に示します。
"C:\ProgramData\imc\imcStudio\Applications\_2\imcStudio.exe" "C:\Users\Me\Documents
\imcStudio\MyExperiment.imcstudio"
試験設定ファイルMyExperiment.imcstudioは、Applications\_2\の下にあるimcSTUDIOインストールで開
始します。

"Experiment file" ロードする試験設定
必須エントリ。MS Windowsでデフォルトプログラムとして設定されているimcSTUDIOインストールで、ここで指
定した試験設定を開きます。これは、通常はインストールされている最新バージョンのimcSTUDIOか、または
それと一緒にインストールされたimcSTUDIO Monitorです。
パスを指定する方法の1つは、絶対形式です。
"C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\config\MyExperiment.imcstudio"
別の方法として、データベースの名前とプロジェクトの名前を参照してパスを指定します(適切なデータベースフォ
ルダを選択する必要があります)。
"imcDB://DB\StandardProject\MyExperiment"
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/fullscreen 全画面モード(オプション)
全画面モードで試験設定を開始するには、パラメータ/fullscreenを指定して試験設定ファイルを開きます。
"C:\Users\Me\Documents\imcStudio\MyExperiment.imcstudio" /fullscreen
試験設定ファイルを開くと、試験設定に少なくとも1つPanelページが含まれていれば、Panelが全画面モードで
起動されます。

/do[StartMeasurement] 測定の開始(オプション)
試験設定を開いたら自動的に測定を開始するには、パラメータ/do[StartMeasurement]を指定して試験設
定ファイルを開きます。
"C:\Users\Me\Documents\imcStudio\MyExperiment.imcstudio" /do[StartMeasurement]
または
"C:\Users\Me\Documents\imcStudio\MyExperiment.imcstudio" /fullscreen /
do[StartMeasurement]

/do[StartSequencer] シーケンサの開始(オプション)
試験設定ファイルを開いたら自動的にSequencerを開始するには、パラメータ/do[StartSequencer]を指定し
て試験設定ファイルを開きます。
"C:\Users\Me\Documents\imcStudio\MyExperiment.imcstudio" /do[StartSequencer]
または
"C:\Users\Me\Documents\imcStudio\MyExperiment.imcstudio" /fullscreen /do[StartSequencer]
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3.6  情報/バージョン情報
imcSTUDIOは、複数のコンポーネント(プラグイン)で構成されています。使用しているパッケージに含まれるコン
ポーネントを確認するには、メニューバーで記号 をクリックします。ポップウィンドウが開いて、製品名とコンポー
ネントの詳細が表示されます。

バージョン情報例( )
左側のボタンを使用して、リストの詳細レベルや並び替え方法を変更できます。
右側のボタンを使用して、製品構成 アシスタントを起動し、imcLICENSEManager を起動するか、製
品選択をエクスポートします。
エクスポートを実行する際、内容をXMLフォーマットのファイルとして保存できます。ホットラインに問い合わせる場
合、このファイルを電子メールで送信する必要がある場合があります(「カスタマサポート/ホットライン」 の章も
参照)。

3.7  インフォメーションおよびヒント
3.7.1  他の言語のインストール
ユーザ定義 インストールタイプでオプション[全ての言語をインストール]を選択しなかった場合、インストール
完了後は、英語だけでなくオペレーティングシステムの言語(提供されている場合)でもimcSTUDIOを使用で
きます。それ以外の場合は全て、サポートされている言語がすでにインストールされています。
必要に応じて、サポートされている他の全ての言語を後でインストールできます(データ処理メディアは必要ありま
せん)。

後でインストールされる言語
言語を後でインストールする場合、サポートされている全ての言語がインストールされます。インストールする
言語を選択することはできません。

35 35
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手順
· 管理者権限が必要です。
· Windowsエクスプローラやコマンドラインなどを使用して、imcSTUDIOのインストールフォルダ(C:

\Programme(x86)\imc\imc STUDIO 4.0 R1など)を開きます。
· そこで、Languagesフォルダを開きます。
· InstallLanguages.batファイルを実行します。
· スクリプトが停止してメッセージ[失敗: 0]が表示されるまで待ちます。これは、インストールが正常に完了したこ
とを示します。
手順に関する注意(Windows XPには適用されません)

インストールが失敗した場合、ユーザが必要なアクセス権を持っていない可能性があります。
· コマンドラインからInstallLanguages.batを呼び出す場合、管理者としてコマンドラインを実行します(コンテ
キストメニュー: [管理者として実行])。

· WindowsエクスプローラからInstallLanguages.batを呼び出す場合、管理者として呼び出しを実行します
(コンテキストメニュー: [管理者として実行])。

3.7.2  ウィルススキャナの推奨設定
ウィルス保護プログラムがキャプチャされたデータをスキャンする場合、多くのチャンネルが存在することでPCに高
負荷を与える可能性があります。これにより、ブレのある表示やプロセッサの高負荷が発生する可能性があり
ます。
imcSTUDIOをウィルススキャンの対象外にすることを強くお勧めします。大部分のウィルス保護プログラムは、
個ーのプログラムを低リスクとして分類することができます。これを実行するには、ご使用のウィルススキャナのマ
ニュアルを参照してください。
· プログラムimc.Studio.exeを低リスクプログラムのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc STUDIO...

· プログラムimcDevices.exeを低リスクプログラムのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc DEVICES...

· データベースのパスを全てのサブフォルダと共に低リスクフォルダのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Users\Public\Documents\DB

· 読み取り/書き込みの実行中、そのデータを対象にしたウィルス検索が実行されないことを確認します。

3.7.3  更新と互換性

imcFAMOSバージョン6.2以前がインストールされている場合の更新
このDVDには、最新バージョンのimcFAMOSが格納されています。インストールタイプとして[デモ]または[自動]を選択した場合は、自動
的にこのバージョンがインストールされます。インストールを開始する前に、保持しているライセンスキーが最新バージョンのimc FAMOSに対
して有効かどうかをチェックしてください。有効ではない場合、インストールタイプとして[ユーザ定義]を選択して、imcFAMOSを選択解除し
ます。
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imc STUDIO V3.0R5以前からの更新

デバイス記述のインポートが必要
デバイス記述の管理が見直されました。その結果、以前認識されていた一部のデバイスが、今後はデバイスリストに記載されなくなります。
インストール後にデバイスの検索を新しく実行するか、アンインストールする前にデバイス記述ファイルを保存してください。保存したデバイス
記述ファイルは、インストール後にもう一度インポートできます。
デバイス記述ファイルを見つけるには、以下の操作を行います。
新しいパスに移動する最も簡単な方法を以下に示します。
· <WIN>(Windows)キーを押したままRキーを押します(または[スタート]/[ファイル名を指定して実行]を選択します)。
· 次に、入力ボックスに以下のシェルコマンドを入力して[OK]をクリックします。
imc STUDIO V3.0R4 07.07.2011以前の場合
· shell:common appdata\imc\imc Devices\Device
imc STUDIO V3.0R4 19.09.2011以降の場合
· shell:programfiles\imc\imcStudio_3_0_R4\Devices
全てのデバイス記述ファイル(*.umi)を保存します。インストール後に、保存したファイルをインポートします。
· メニュー項目[プロジェクト] > [インポート/エクスポート]
· [インポート]で項目[デバイス記述のインポート]を選択し、[OK]をクリックして確定します。
· 保存したデバイス記述ファイル(*.umi)を選択し、[開く]で確定します。
変数タイプの新しい処理(たとえば、数値またはテキスト)の順守
数値タイプの変数にテキストを書き込むことはできません。
バージョン3.0R4では、まだこの制約は存在していませんでした。試験設定を変換した後で、作成されたユーザ定義変数が正しいタイプか
どうかをチェックしてください。imcFAMOSの変数を作成した場合は、これも考慮する必要があります。

ユーザ定義変数の自動作成(コマンド実行などによる)の廃止
変数の処理が見直されました。今後は、変数を設定するプロセスで自動的に変数が作成されることはありません。使用する変数は、すで
に存在している必要があります。たとえば、コマンド[パラメータセットのインポート]は、変数を生成できなくなり、既存の変数のインポートのみ
実行できます。
変数を作成するには、データブラウザ([変数の作成]ボタンまたは[変数のロード]ボタン)またはコマンド[変数のロード]を使用してください。
試験設定を更新する場合、これまで(imcSTUDIO 3.0R4以前)は、パラメータセットを.datとしてエクスポートする必要がありました。
imcSTUDIO 4.0R1では、試験設定をロードした後に、[変数のロード]で欠落している変数をロードします。
次に、ロードした全ての変数を選択し、コンテキストメニューを開いて[選択した変数の編集]を選択します。[検証範囲]プロパティを、[試験
設定]などの適切な範囲に設定します。
この変数は試験設定に保存されるので、再作成する必要はありません。これで、試験設定が通常通りに動作します。

Parametersetコマンドの見直し(.datファイル作成機能の廃止など)
Parametersetコマンドの処理が見直されました。エクスポートとインポートを行うには、今後は[変数]コマンドを使用します。
Parametersetコマンドは、プロパティの設定を処理します。
その結果、パラメータセット関連コマンドで.csvファイルを作成およびインポートすることのみ実行できます。試験設定を変換する際、
Logbookのメッセージとしてこの事実が通知されます。適切なコマンドを使用してください。
· 変数の場合: [変数]の各コマンド
· 設定の場合(チャンネルの設定など): Parametersetコマンド
以前のアプリケーション設定のインポート
保存されている旧バージョンのビューをインポートできます。メニューとウィンドウの配置は見直されていることに注意してください。したがって、
これらに関する設定はインポートされません。このことは、Logbookの通知に記録されます。

imcSTUDIO V4.0R1からの更新

製品構成設定は取り込まれない
このバージョンが既存のimcSTUDIO V4.0R1を上書きする場合、新しいバージョンは、旧バージョンの製品構成を取り込みません。イン
ストールが正常に完了した後、製品構成を再チェックする必要があります。
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簡易ビュー
imcSTUDIOで最初に表示されるのは、測定と可視化を行うための重要な機能を全て使用できる簡易ビューです。このビューには、シー
ケンサもオートメーションも表示されません。これらのプラグインを使用する試験設定の場合は、ビューを[完全]に変更するか、[その他] >
[ビュー] > [ツールウィンドウ]を選択してナビゲーションペインを開きます。新しいデフォルトビューでは、リボンで使用可能なアクションも減って
います。完全なメニューが必要な場合は、[完全]ビューに切り替えます。

Sequencer
今後は、Sequencerの実行中は、キャンセルダイアログではシーケンサを停止できません。キャンセルダイアログでシーケンサを停止する必
要がある場合、それぞれのダイアログの結果を評価する必要があります。ダイアログに[キャンセル]が表示される場合、コマンド[シーケンサ
の停止]を挿入する必要があります。イベントまたはウィジェットに接続されているコマンドの実行は、ダイアログのキャンセルで停止します。

スクリプト
バージョン4.0で作成された試験設定のスクリプトは、変換後にコンパイルされます。このトピックの詳細については、Scriptingのヘルプの「重
要な注記」のセクションを参照してください。

imcSTUDIO V5.0R1からの更新

SQLプレースホルダ
SETUP.SQL、EXPERIMENT.SQL、MEASUREMENT.SQLなどとして使用されるSQLプレースホルダは、手動で変換する必要がある場合
があります。旧バージョンで作成された試験設定がロードされるたびに、関連情報が出力されます。

背景:
名前にスペースが含まれる列IDを解決できませんでした。解決できるようにするには、構文を見直す必要がありました。現在は、列IDは常
にアポストロフィ(' ')で囲まれていることが想定されています。旧バージョンで作成され、保存されたプレースホルダ(適切な括弧で囲まれてい
ない)は、解決できない場合があります。

修正:
SQLプレースホルダが正常に解決されない場合、プレースホルダが使われている位置に移動します。
· 「緑色」のテキストをカーソルで選択します。

· CTRL+SPACEキーを押します。
· これによりアシスタントが開きます。正しい構文がすでに表示されています。そのまま[OK]ボタンをクリックします。

自動的に正しい構文が反映されます。
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imcApplicationModule - ExternalEditor
アプリケーションに専用のExternalEditorを作成している場合、imcSTUDIO 5.0R3に更新する際にそれを見直す必要があります。
API_ReturnValue_V1から継承したクラスに、以下のコード行を追加する必要があります。
 //new in the imc STUDIO 5.0R3 Version
 public API_Vx GetAPI<API_Vx>() where API_Vx : class, IReturnValueBase
 {
 return this as API_Vx;
 }
全体は以下のようになります。
 class ChangedAppModZip : API_ReturnValue_V1
 {
 public imc.Common.Interfaces.Logbook.API_LogbookEntry_V1[] Error
 {
 get { return new imc.Common.Interfaces.Logbook.API_LogbookEntry_V1[]{}; }
 }
 
 public bool HasChanges
 {
 get { return true; }
 }
 
 public bool HasErrors
 {
 get { return false; }
 }
 
 //new in the imc STUDIO 5.0R3 Version
 public API_Vx GetAPI<API_Vx>() where API_Vx : class, IReturnValueBase
 {
 return this as API_Vx;
 }
 }

3.8  最新の変更点
Rev. 3.3の修正とバグ修正
章 修正
デバイス接続/ネットワーク/
ファイアウォール

正しい動作をさせるためにファイアウォールでブロックできないプログラムに関する説明を修正しました。

インストール:
User-defined

imcSharedComponentsの構成ダイアログから[imcFAMOS COMインターフェース]を削除しまし
た。今後は、このコンポーネントをオプションで使用することはできません。これは、imcSTUDIOで
imcFAMOSのシーケンスを実行することには影響しません。

Rev. 3.1の修正とバグ修正
章 修正
更新と互換性 SQLプレースホルダに関する注意を更新しました。現在は、角括弧のかわりに、アポストロフィを使用しま

す。
システム要件 Windows 10を追加しました。

38
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Rev. 3.0の修正とバグ修正
章 修正
インストール - 準備 更新/並行インストールに関する情報を補足しました。
ウィルススキャナの推奨設
定

以前は「ブレのある表示およびプロセッサの高負荷」というタイトルでした。
最新バージョンを反映するように、名前とパスを変更しました。

更新と互換性 更新と互換性に関する注意

章 バグ修正
インストールの順を追ったプ
ロシージャ > User-
defined

前述したように、imcFAMOSインストールのインストールパスを個別に設定することはできません。

Rev. 2.2の修正とバグ修正
章 修正
システム要件 Windows 8を追加しました。
インストール - 準備 imcSTUDIO 3.xと4.xの説明を更新しました。
インストール インストールの説明を更新しました。
製品構成/ライセンス Runtimeエディションに関する情報を更新および補足しました。
情報/バージョン情報 新しい構成ダイアログについて更新しました。
起動 最初に使用する新しい簡易ビューに関する説明を追加しました。
コマンドラインパラメータ データベースからの試験設定の開始について更新しました。
他の言語のインストール 新しく追加しました。
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4  imcSTUDIO -全般
imcSTUDIOは、モジュラコンポーネント(プラグイン)の組み合わせを通して製品パッケージを形作る一般的なフ
レームワークです。
どのプラグインが使用可能かは、製品のインストール(指示)によります。

ここから始めます
imcSTUDIOフレームワークは一般的な機能を含みます。
· プロジェクト、実験テンプレート、そして実験
· データ管理
· 実験の読み込み/保存
· ビューの保存/ロード
· ユーザ管理とアクセス権
· [ナビゲーションペイン] 、ログブック

カスタマサポート-ホットライン
ご質問や問題はありませんか？お客様サポート、もしくはホットライン までお問い合わせください。

4.1  リボン
4.1.1  [プロジェクト]メニュー
[プロジェクト]メニューは、全てのプラグインで使用できます。
一部のダイアログでは、拡張ビュー が表示されます。デフォルトでは、ダイアログにプロジェクトビューと試験
設定テンプレートは表示されません。

プロジェクト
 メニュー項目 説明

[プロジェクトの管理] プロジェクトと試験設定テンプレートを管理します。

[プロジェクトの保存] 現在のプロジェクトを保存します。

試験設定
 メニュー項目 説明

[新規] 新しい試験設定を作成します。

[開く] 既存の試験設定を開きます。

[保存] 現在の試験設定を保存します。

[名前を付けて保存] 現在の試験設定を新しい名前で保存します。

インポート/エクスポート
 メニュー項目 説明

[インポート/エクスポート]  
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測定データ
 メニュー項目 説明

[現在の測定データを保
存]

[名前を付けて現在の測定
データを保存]

オプションの自動データ保存に加え、現在PCにあるデータ([現在の測定])を測定中または測定
後に意図的に保存することも可能です。
「Setup - Advanced Device Functions」の 
「StorageOptionsandDirectoryStructure」 > 「データ保存の制御」 > 「意図的なデー
タ保存または測定後の保存」 も参照してください。

注意: imcSTUDIOのプロジェクト管理を使用しない場合
imcSTUDIOのプロジェクト管理コンポーネントは、製品構成で無効にできます。たとえば、imcSTUDIO
Monitorでは常に無効になっています。
imcSTUDIOのプロジェクト管理が無効の場合、多くの制限が適用されます。
たとえば、データベースが存在しません。試験設定を保存したり開いたりするダイアログは、標準化された[名前
を付けて保存]ダイアログや[開く]ダイアログとよく似ています。試験設定は、任意の場所に保存できます。保
存済み測定データは、指定された試験設定フォルダに保存されます。
プロジェクト管理の機能については、技術仕様シートのリストを参照してください。
この後のページでは、imcSTUDIOでプロジェクト管理が有効になっている場合の[プロジェクト]ダイアログと[試
験設定]ダイアログについて説明します。

imcSTUDIOのプロジェクト管理が無効な場合のメニューの変化

プロジェクト - プロジェクト管理が無効な場合
 メニュー項目 説明

[プロジェクトの保存] 現在のプロジェクトを保存します。この場合、[プロジェクト]の全ての設定がアプリケーション設定
として保存され、全ての試験設定に適用されます。

試験設定 - プロジェクト管理が無効な場合
 メニュー項目 説明

[新規の試験設定] 新しい試験設定を作成します。先に[試験設定を保存]/[名前を付けて試験設定を保存]を
使用して、保存場所を決定します。

[試験設定を開く] 既存の試験設定を開きます。試験設定は、ファイルシステム内の任意の場所に保存できま
す。

[試験設定の保存]
[名前を付けて試験設定を保存]で設定済みの保存場所に現在の試験設定を保存します。
保存場所が指定されていない場合、[名前を付けて試験設定を保存]が自動的に実行されま
す。

[名前を付けて試験設定を
保存] 現在の試験設定に任意の名前を付けて、ファイルシステムの任意の場所に保存します。

569
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4.1.1.1  ダイアログ: [プロジェクト]と[試験設定]
ここでは、プロジェクト管理のダイアログについて説明します。
· プロジェクトビュー
· 試験設定テンプレート
デフォルトではこれらのオプション は無効になっており、使用できる機能は制限されています。オプションに依存
する機能については、この後の説明で明記します。
[プロジェクトの管理]、[新規の試験設定]、[名前を付けて保存]、および[開く]の各機能の後のダイアログ
は、構造が似ています。ダイアログの説明は、[プロジェクト管理]を例として使用しています。全てのダイアログで
全ての機能を使用できるわけではありません。

例 プロジェクトの管理: [ ]
このダイアログは、(上から下に)以下の5つの領域に分割されています。
1. アドレスバー
2. メニューバー
3. 全てのプロジェクトのリスト
4. 選択したプロジェクトの全ての試験設定と試験設定テンプレートのリスト
5. 選択した試験設定に属するリンクされたメタデータ情報
デフォルトでは、領域の1、2、および4が表示されます。それ以外は必要に応じて有効にできます。

領域1: アドレスバー
アドレスバーには、選択したデータベースとプロジェクトの名前のみが表示されます。このバーには、それ以外の機
能はありません。

59
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領域2: メニューバー

[新規]

新しいプロジェクトの作成: 選択したデータベースに新しいプロジェクトを作成します(データベースを選択す
る必要があります)。
新しい試験設定テンプレートの作成: 新しい試験設定テンプレート を作成します(プロジェクトを選
択する必要があります)。
試験設定テンプレートは、以下に示すさまざまなソースから生成できます。
· 現在の設定
· 既存の試験設定
· デフォルトの設定

[インポート]

ファイルから要素(プロジェクト、試験設定、試験設定テンプレート)を選択した項目にインポートします。
このファイルに、複数の要素が存在してもかまいません。インポート対象として全ての要素または個別の要素
を選択できます。また、ターゲット名を変更できます。
必ず先に正しいターゲットを選択してください。プロジェクトをインポートできるのは、データベースが選択さ
れている場合のみです。試験設定と試験設定テンプレートをインポートできるのは、プロジェクトが選択さ
れている場合のみです。
プロジェクトをインポートできるのは、プロジェクトビューが有効な場合のみです。

[エクスポート] 選択した項目をファイルにエクスポートします。
プロジェクト全体および個別/複数の試験設定と試験設定テンプレートをファイルにエクスポートできます。

[削除]
選択した項目を削除します。
プロジェクト全体および個別の試験設定/試験設定テンプレートを削除できます。測定データが保存されて
いる試験設定の削除を選択すると、データの削除を確認するプロンプトが表示されます。

/ 領域3(全てのプロジェクトのリスト)の表示/非表示 

/ 領域5(メタデータ情報)の表示/非表示 

領域3と4: 全てのプロジェクト/試験設定と試験設定テンプレートのリスト
この2つの領域には、プロジェクト/試験設定と試験設定テンプレートがリストされます。プロジェクトを選択すると、
選択したプロジェクトの全ての要素が右側の領域に表示されます。
領域3が表示されるのは、プロジェクトビューが有効で、メニューボタン で領域を表示している場合のみです。
領域4に試験設定テンプレートが表示されるのは、それらが有効な場合のみです。

領域5: リンクされたメタデータ情報
この領域には、選択した試験設定と共に保存されているメタデータが表示されます。試験設定を保存する際に
自動的にメタデータも一緒に保存することができます。[オプション]  [メタデータ] > [試験設定 - メタデータ] >
Setupページで、メタデータで使用するソースを選択できます。
表示されるのは、メニューボタン で領域を表示している場合のみです。

[新規の試験設定]ダイアログ
参照: 試験設定の作成/保存
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[プロジェクトの管理]ダイアログ

優先試験設定テンプレート
新しい試験設定を作成する場合、試験設定テンプレートから生成します(「試験設定テンプレート」 を参
照)。
試験設定テンプレートを表示しているときに、 そのうちの1つに優先(テンプレートコンテキストメニュー > [優先
試験設定テンプレートとして設定])のマークを付けることができます。
試験設定テンプレートが表示されていない場合、新しい試験設定を作成する際は自動的にこの新しい優先
試験設定テンプレートが使われます。

4.1.1.2  試験設定の作成/保存
各試験設定には、作成/保存時に指定された識別名が付いています。これらの名前は、プロジェクト内で1回し
か使用できません。
試験設定を作成する際(リボンメニュー項目: [ホーム]または[プロジェクト] > [新規])、または新しい名前で試験
設定を保存する際、名前の入力を要求されます。この場合、一意の名前を入力します。
プロジェクトビュー が有効な場合、さらにターゲットプロジェクトを選択できます。

新規の試験設定
新しい試験設定を作成する場合、試験設定テンプレートから生成します(「試験設定テンプレート」 を参
照)。
· 試験設定テンプレートが表示されている場合 、そのうちの1つを選択します。
· 表示されていない場合は、自動的に優先試験設定テンプレート (デフォルト: StandardTemplate)が使
われます。
新しい試験設定を作成する場合、最後に保存したときより後に行われた変更は全て破棄されます。

Save experiment as
試験設定を新しい名前で保存する場合、現在の設定を持つ新しい試験設定が作成されます。

4.1.1.3  インポート/エクスポート
このダイアログでは、さまざまなコンポーネントのインポートとエクスポートを実行できます。
リボンメニュー項目[プロジェクト] > [インポート/エクスポート]を選択します。
オプション 説明
パラメータセット 値(データプール)と設定(デバイス構成)をロードおよびエクスポートできます。

必要な設定/値を選択します。詳細については、[パラメータのインポート] と[パラメータのエクスポート]
の各コマンドの説明を参照してください。

ビュー、メタデータ列、(セン
サ、)...

imcSTUDIOで設定されているビュー、メタ列、センサなどをファイルにエクスポートします。または、逆にファイ
ルからビュー、メタデータ列などをインポートします。
imcSTUDIOのユーザインターフェースは、たとえばSetupのページやツールウィンドウを変更することによっ
て、カスタマイズできます。これらの設定は、エクスポートによって保存できます。
この方法で、ビューを他のプロジェクト/アプリケーション/PCに転送できます。

imcDEVICES試験設定 古いimcDEVICES試験設定のデバイス構成をインポートするか、またはデバイスのimcDEVICESデバイス
構成をインポートします。

79

59

59

79

59

52

1507

1504

78

225



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

53リボン

オプション 説明
補助ファイル 以下に示す補助ファイルをインポートおよびエクスポートできます。

· imcOnlineFAMOS/imcInlineFAMOSの特性カーブとフィルタデータ(*.dat)
· imcOnlineFAMOSのソースコード(*.ofa)
· シンセサイザディレクトリ構造(*.dat)
· メッセージング構成(電子メール、SMS、UDPなど)(*.msg)
エクスポート: 補助ファイルを管理するダイアログ を表示します。このダイアログで、試験設定に既存の補
助ファイルをエクスポートできます。
「Setup」 > 「リボン」 > 「構成」 > 「補助ファイル」 の説明を参照してください。

シンセサイザ/コントローラ
構成

シンセサイザ/コントローラ構成をインポートします。

imcDEVICESの調整値 imcDEVICESで作成された調整値をインポートします。
デバイス記述(「<デバイス
名>」)

インポート: デバイス検索の後で選択したデバイスのデバイス記述(umiファイル)をSetupの新しいデバイスと
してインポートします。インポート後は、そのデバイスを構成できます。
エクスポート: デバイス「<デバイス名>」のデバイス記述(umiファイル)を任意のフォルダにエクスポートします。

MFB構成 ARINC(*.idb)、AFDX(*.xml)、またはCAN(*.cba)の構成をインポートします。
imcSTUDIOの試験設定
のPanelページ

imcSTUDIOの試験設定のPanelページのみをインポートします。デバイス構成データや測定データはイン
ポートしません。
現在のページは全て削除されることに注意してください。

他のデバイスへの試験設
定の転送

試験設定を開いて、試験設定に使用するデバイスを選択できるようにします。

Setupテーブル記述 エクスポートされたSetupテーブル記述をインポートします。
Setup列記述 エクスポートされたSetup列記述を既存のテーブル記述にインポートします。
センサのインポート ビュー設定ファイル からimcSTUDIOで作成されたセンサをインポートします。

4.1.2  [編集]メニュー
このメニューの内容は、現在開いているプラグインによって異なります。
(Panelなどの)オブジェクトを削除する際、確認プロンプトは表示されません。誤ってオブジェクトを削除した場合
は、メニュー項目[編集] > [元に戻す]を使用します。

4.1.3  [ビュー]メニュー

ビュー
 メニュー項目 説明

[ビューの保存] 現在のビューを保存します。プロジェクト設定の使用中のビューを上書きします。

[名前を付けてビューを保
存]

現在のビューを、「Test Drive 1」など、ユーザが自由に指定する新しい名前でプロジェクト設定
に保存します。

[ビューの選択] プロジェクト設定からビューをロードします。

[ビューの削除] プロジェクト設定から保存されているビューを削除します。

[復元] 工場設定からビューを復元します。
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レイアウト
 メニュー項目 説明

[ウィンドウ配置のリセット] 現在開いているメインウィンドウのGUIを復元します。

[リボンメニューのカスタマイ
ズ] メニューリボンをカスタマイズします。

ユーザ定義ボタン コマンドを実行するユーザ定義ボタンを作成します。

[ツールウィンドウの選択] ツールウィンドウの表示/非表示を切り替えるために、[ツールウィンドウの選択]ダイアログを開き
ます。

4.1.3.1  レイアウト
[ウィンドウ配置のリセット]
メニュー項目[ビュー] > [ウィンドウ配置のリセット]
この機能は、現在開いているメインウィンドウのGUIを、最後に保存した状態に戻します。
これは、以下のウィンドウ配置に影響します。
· imcSTUDIOウィンドウの位置とサイズ
· ツールウィンドウの位置とサイズ

[リボンメニューのカスタマイズ]
メニュー項目[ビュー] > [リボンメニューのカスタマイズ]
この機能を使用して、メニューリボンをカスタマイズできます。

[ツールウィンドウの選択]
メニュー項目[ビュー] > [ツールウィンドウの選択]
ツールウィンドウの表示/非表示を切り替えるために、[ツールウィンドウの選択] ダイアログを開きます。

4.1.4  [その他]メニュー
[その他]メニューの内容は、表示されているプラグインによって異なります。

オプション
 メニュー項目 説明

[オプション] 一般オプション

 [メタデータアシスタント] [メタデータアシスタント]では、Setupから保存済み測定データと共にメタデータを保存できます。
また、それらをチャンネルファイルに直接保存することもできます。
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ユーザ管理
 メニュー項目 説明

[ログイン] ユーザとしてログインします。

[ログアウト] ユーザをログアウトします。

[管理] ユーザを設定し、imcユーザグループに割り当てます。

[ユーザアクセス権] imcユーザグループにアクセス権を割り当てます。

[開始動作] imcSTUDIOの開始動作を設定します。

シーケンサ
 メニュー項目 説明

[開始(シーケンサ)] Sequencerを開始します。詳細については、プラグインSequencer の説明を参照してくださ
い。

[停止(シーケンサ)] Sequencerを停止します。詳細については、プラグインSequencer の説明を参照してくださ
い。

4.1.4.1  オプション
このダイアログでは、個ーのプラグインの基本設定を設定できます。

オプションはどこに保存されますか?
個ーのオプションは、それぞれ異なる場所に保存されます。プロジェクトに保存されるものや、アプリケーション全
体(imcSTUDIOインストール)に属するものがあります。ディスケット記号は、保存場所を示します。

 範囲 説明

アプリケーションオプション imcSTUDIOインストールに適用されるオプション。選択したデータベースに属する全てのプロジェク
トと試験設定に適用されます。

プロジェクトオプション 現在のプロジェクトに属する全ての試験設定に適用されます。

コマンドオプション

[メールオプション]
メールコマンドのデフォルト値。対応するコマンドで他の値が設定されていない場合、これらのデフォルト値が使わ
れます。
必要な設定値については、使用する電子メールプロバイダにお問い合わせください。
[オプション] - [メールオプ
ション]

説明

[アドレス] Sender address (your email address).
[メールサーバ(SMTP)] Outgoing mail server of the E-Mail provider used.
[パスワード] Password for authentication.
[ポート] SMTP server port used.
[Postfix] This postfix will  be appended to every email.
[送信者の名前] The name of the sender of the email (your name).
[ユーザ] User name for logging in.
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DataBrowser

一般オプション
[オプション] - [オンデマン
ドによる自動ロード]

説明

[オンデマンドによる自動ロ
ード]

Measurements are loaded automatically if your variables are l inked to a Widget on a
Panel page.

[オプション] - [カテゴリ] 説明
カテゴリ別のグループ化 The variables are grouped in the DataBrowser according to their respective categories

(e.g. "Analog inputs", "User-defined variables"). This can be deactivated in order to sort
the variables by their names. Additionally, you can create your own groups by naming the
variables according to the following syntax: "Group.Name". For instance, if there are two
channels: MeasPoint1.Temperature and MeasPoint1.Voltage, these variables are
automatically grouped in the group: "MeasPoint1".

[オプション] - [フィルタリス
ト]

説明

フィルタリストの表示 Enables fi lters to be defined which fi lter according to the channel name and to metadata.
The fi lters defined are l isted in the Fi lter List in the DataBrowser and are available for
selection there.

[オプション] - [測定番号] 説明
測定番号割り当ての保存 If a measurement number is assigned to a measurement, the assignment is saved with the

experiment.
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一般オプション

デフォルトダイアログオプション
Here it is possible to specify default answers for dialog queries. If a value other than "Show dialog" is
selected, the dialog is not shown and instead the selected answer is used.

Dialog name Description
Measurement running
- reconnect not
possible

Stop and Connect

Overwrite autostart
configurations

OK

Overwrite existing fi le Yes
No
Cancel

Project has changed Yes
No

Connection failed -
transfer configuration

Yes
No

Disconnect from
running measurement

Disconnect
Stop and Disconnect

No new devices found Yes
No

Measurement running Reconnect
Stop and Connect

Devices deselected Discard
Transfer

Experiment has
changed

Yes
No

Logbook

Logbook
[オプション] - [logbookの
表示場所]

説明

[メッセージのカテゴリ(エラ
ー、情報、警告)]

このカテゴリでは、logbookが開いて、アタッチされます。

メタデータ

一般オプション
[オプション] - [試験設定]
- [メタデータ]

説明

[保存時にエクスポート] Activates/deactivates automated export of the selected Setup page to the experiment. The
export is performed whenever the experiment is saved. For example, in the
project management dialogs (e.g. Open Experiment), the parameters saved for the
experiment can be displayed (see: Dialogs: Project and Experiment in Region 5 ).

Setupページ Here you define what Setup page to export when saving the experiment.
51
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パネル

ナビゲーション
[オプション] - [オプション] 説明
[常に新しいWidgetsをナ
ビゲーションバーにリンク]

If this option is activated, newly positioned Widgets are automatically l inked with the
Navigation bar.

[多言語によるテキスト入
力]

Enables textual input for computers with other language settings. For example, in this
way, Panel pages can be pre-configured for different language settings. If the language set
is configured for the respective text, it is displayed. Otherwise, the default language:
"English" is displayed.

[全てのPanelページのナビ
ゲーション]

Activates the mode in which the Navigation bar navigates through all  Panel pages,
including invisible pages.

[後処理モードをデフォルト
にする]

Automatically activates the Post-processing mode.

[Widgetsナビゲーションモ
ード]

One can choose which value the Widgets shall  show. There exist following possibil ities:
· Automatic: During the measurement is running or while working on the current

measurement, the Widgets show the current value. They show the value at the slider's
position, whenever one is working on saved measurement data.

· Always show navigation value: The Widgets show always the value at the slider's
position.

· Always show current value: The Widgets show always the current value.

[オプション] - [ビュー] 説明
[データ切り取りツール] Shows the datacut tools. These tools make it possible to setup a datacut, mark an interval

and process it.
[後処理ツール] Shows the post-processing tool for activating Postprocessing Mode, which enables you to

insert tags in the Report channel at navigation time.
[時間制御] Shows advanced time controls on the Navigation Bar. The visible range of the l inked curve

windows is displayed and can be set for each of the two sides separately.

PanelWidgets
[オプション] - [Widget構
成]

説明

[新しく作成したWidgets
のリフレッシュレート]

Specifies the refresh rate of Widgets which are newly created. If a Widget is created on a
Panel page, it is assigned the refresh rate set here.
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プロジェクト管理

一般オプション
[オプション] - [全般] 説明
[測定のロード] If this option is activated, saved measurements in the DataBrowser are displayed.
[プロジェクトビューが有効] To create more projects, you must activate the Project view. This option is deactivated by

default. (Information on Projects ).
There is an extended view available of some dialogs . Multiple projects can be created
and used.

· Only activate the Project view if you wish to use and manage multiple
experiments in separate projects.

· If this function is deactivated, some dialogs are displayed in simplified form
(e.g. Save experiment and Open experiment are missing Project selection, for
instance).

[測定のトレーサビリティ] When Traceability is activated, all  experiment settings belonging to the respective
measurement are saved separately. Thus, for every measurement, it is possible to retrieve
the configuration via the DataBrowser.

Note: Changes made to the setting only take effect on future measurements.

[データベースに保存] If this option is activated, the database is relocated into the imc measurement database:
imcSEARCH. Only activate this option if you have installed imcSEARCH. Also observe the
other options for configuring the connection to imcSEARCH.

[試験設定テンプレートの
表示]

In order to be able to use experiment templates, you must previously make the 
experiment templates visible. This option is deactivated by default. (Information on
Experiment templates )
An extended view of certain dialogs  is available. Experiment templates can be created
and used.

· Only activate this function if you wish to create multiple similar experiments.
· If this function is deactivated, some dialogs are displayed in simplified form

(e.g. New experiment and Edit project appear without experiment template
selection).

HDD設定
[オプション] - [全般] 説明
[データベースフォルダ] Here you set where the "Database" is to be saved. (Information on Data management )

The database is not user-dependent. Note that every user who is set up in the
system has writing and reading rights for this path.
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imcSEARCH
[オプション] - [ログイン設
定]

説明

[ログインモード] ログインプロセスで使用するモード。
[ユーザ名] ログインに使用するユーザ名。
[パスワード] ログインに使用するパスワード。

[オプション] - [接続デー
タ]

説明

[IPアドレス] imcSEARCHサービスが動作するコンピュータのIPアドレス。接続が正常に動作するには、有効なIPアドレス
を指定する必要があります。

[TCPポート] TCPポートは1から65536の間でなければなりません。imcSEARCHサービスに接続するには、この値を指定
する必要があります。

[接続モード]

測定結果の保存領域
[オプション] - [測定結果
の保存領域]

説明

[ユーザ定義の測定結果
保存パスの使用]

By default, this is the Experiment-path. This denotes the folder in which all  measurements
are saved (according to the measurement folder structure specified).

See also Setup - Advanced Device Functions: 
StorageOptionsandDirectoryStructure > Controlling Data Storage > ユーザ定義
の測定保存領域 .

[ユーザ定義の測定フォル
ダ構造の使用]

This refers to the structure below the measurement storage folder. For instance, folders
are set up here according to the settings for Path naming (e.g. Continuous numbers).

See also Setup - Advanced Device Functions: 
StorageOptionsandDirectoryStructure > Controlling Data Storage > ユーザ定義
の測定保存領域 .

設定

全般
[オプション] - [共通] 説明
[ダウンロード後のデータ保
存状態]

The state of the data storage after downloading the device configurations.

This option does not replace activation of storage for each channel. Instead,
this option regulates the condition of "Suspend and Resume data storage ".

[パラメータセットのエクスポ
ート - 拡張モード]

If set, you can control which columns will  be exported upon parameterset export.

571

571

89



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

61リボン

デバイスオプション
[オプション] - [全般] 説明
[imcDEVICESのバージョ
ンの選択]

If multiple imcDEVICES versions are installed on the PC, a specific version must be
selected for the operation of each device. This option controls the selection strategy.
If only one imcDEVICES version is installed, this setting has no effect.
· When the setting "Manual" is used, it is always asked, which imcDEVICES version

should be used, when devices are selected or an experiment is loaded.
· "Automatic" prevents firmware updates, prefers the version that is currently running on

the device.
· "Always use latest" selects always the most recent imcDEVICES version which is

compatible wich this imcSTUDIO version
[重要なパラメータが変化し
た場合に警告を表示]

Show a warning when a critical parameter value changes, e.g. when changing the supply
provided to all  of a module's channels.
Disabling this option can be particularly useful when using automated procedures such
as Sequencer or Scripting, since the warning otherwise pauses the procedure until  it has
been confirmed.

[デバイス制御ソフトウェア
呼び出しの制限時間(秒)]

Timeout in seconds for a call  to the device control software. If this time elapses, the
device control software automatically restarts. This can cause a parts of the
configuration to be lost.
If the devices are operated over a very slow connection, this value can be increased to
ensure correct functioning. 
The minimum and the default value is 60 seconds.

[オプション] - [最初に選
択したデバイス]

説明

[デバイス名をチャンネル名
の末尾に追加]

If this option is activated, when a device is selected, the device name is always appended
to the channel name, even when the first device is selected.
If the option is deactivated, the device name is only appended as of the second device.

This setting only takes effect the next time a device is selected, unless any device
was selected previously.

[オプション] - [仮想デバ
イスクロック]

説明

PCの正確な時刻を維持して、デバイスとPCの結果を同期するために、PCで仮想クロックを使用します。
· 外部同期ソースが存在しない場合、ダウンロード時に、デバイスクロックと仮想クロックは最初に1回だけPCのクロックに従って設定さ
れます。それ以降の動作は、ユーザが[常に同期]オプションで選択する値によって決まります。

· 外部同期ソースを使用可能な場合、ダウンロード時にデバイスクロックは同期ソースに同期します。仮想クロックは最初に1回だけPC
のクロックに従って設定されます。それ以降の動作は、ユーザが[常に同期]オプションで選択する値によって決まります。

PC上のクライアントは、常に仮想クロックの時刻を使用します。この場合のクライアントとは、Panelページ、ビデオ信号などです。
[仮想デバイスクロック]:
仮想クロックは、測定実行中にマスタデバイスのクロックに同期します。これは、正確なタイムトラックを必要とする機能(ビデオなど)をPC上
で使用する場合に必要な処理です。
高負荷のネットワークでは、常に(PCの仮想デバイスクロックとデバイスの間で)同期を適切に実行できるとは限りません。測定を開始しよ
うとしたときにネットワークの負荷が高すぎると、imcSTUDIOが該当するエラーメッセージを表示します。
最小精度の設定値を増やすと、役に立つ場合があります。
[最小精度(ミリ秒)] The option defines the maximum time in mill iseconds that the device clock may deviate

from the PC's virtual device clock. This concerns mainly non imc devices, e.g. video. In
case of video a value of 10 ms provides synchronisation of measurement data to video
images at 100 frames per second. Too low a value prevents measurement start.
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センサ
[オプション] - [センサ特
性ウィザード]

説明

[[調整用変数]を編集可
能にする]

Makes the option "Adjusting variable" editable in the Assistant.

[[調整用変数]を表示可
能にする]

If this option is activated, the option "Adjusting variable" is displayed in the Assistant.
The values of the characteristic curve can be imported in reference to the adjusting
variable.

[[遅延]を編集可能にする] Makes the option "Delay" editable in the Assistant.
[[遅延]を表示可能にする] If this option is activated, the option "Delay" is displayed in the Assistant.
[[測定変数]を編集可能に
する]

Makes the option "Measurement variable" editable in the Assistant.

[[測定変数]を表示可能に
する]

If this option is activated, the option "Measurement variable" is displayed in the
Assistant. The values for the characteristic curve can be imported in reference to the
measurement variable.

変数

データプール
imcSTUDIO Datapoolのメモリ使用に関する設定。
[オプション] - [FIFO] 説明
[自動RAMサイズ] If true, the RAM required for the FIFOs is automatically calculated by imcSTUDIO.
[最大RAMサイズ(MB)] Must be a value between 500-4000. Only evaluated if the automatic calculation of the

RAM size is deactivated.

[オプション] - [カーブウィ
ンドウ]

説明

[自動RAMサイズ] If true, the RAM required for the curve window is automatically calculated by
imcSTUDIO.

[最大RAMサイズ(MB)] Must be a value between 0-200. Only evaluated if the automatic RAM calculation is
deactivated.

現在の測定データを保存
オプションの自動データ保存に加え、現在PCにあるデータ([現在の測定])を測定中または測定後に意図的に
保存することも可能です。

参考
「Setup - Advanced Device Functions」の 「StorageOptionsandDirectoryStructure」 > 「データ保存の
制御」 > 「意図的なデータ保存または測定後の保存」 も参照してください。

ユーザ定義変数
以下に示す設定は、インポート、変換、またはユーザ定義変数の設定の際に、自動的に使われます。
[オプション] - [変数名に
範囲に応じたプレフィック
スを自動的に追加]

説明

[範囲(試験設定、永続
的、プロジェクト、シーケン
サ、一時的)]

選択されている場合、作成時または変換時に、範囲に該当する全ての変数の名前にプレフィックスが追加さ
れます。
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4.2  ナビゲーションペイン

最大化したナビゲーションペイン
例( )

ナビゲーションペインには、インストールされているプラグインのメインウィンドウ
が、ツリーダイヤグラムとして表示されます。メインウィンドウを開く/変更するに
は、対応する項目をクリックします。
ナビゲーションペインに対して、開く、閉じる、最大化、および最小化の各操
作を実行できます。

· ナビゲーションペインを最大化/最小化するには、上端のバーの矢
印記号をクリックします。

· ナビゲーションペインを開く/閉じるには、その上側の領域の矢印の
下の部分をクリックします。
ナビゲーションペインが最大化されている場合または開いている場
合、メインウィンドウがツリーダイヤグラムとして表示されます(以下の例
を参照)。
ツリーダイヤグラムを使用して、別のメインウィンドウにジャンプしたり、
メインウィンドウを含むページに直接ジャンプしたりできます。メインウィ
ンドウの左端にある矢印記号( )を使用して、ツリーダイヤグラム
のブランチを展開する/折りたたむことができます。

ナビゲーションを非表示にできます。
ナビゲーションペインを非表示にする場合、メインウィンドウ間を切り替える機
能に注意してください。この場合、[ワークスペースの参照]コマンドを、リボンメ
ニュー([ユーザ定義ボタン])など、適切な場所に追加する必要があります。
ナビゲーションペインの表示/非表示を切り替えるには、[ツールウィンドウの選
択] ダイアログを使用します。

4.3  ツールウィンドウ
ツールウィンドウには、メインウィンドウを操作/表示するための特殊な要素があります(ツールウィンドウの操作につ
いては「操作」 を参照)。

個のツールウィンドウ5
フレームの - imcSTUDIO Logbook

メインウィンドウ からアクセスできる他の つのウィンドウ - imcSTUDIO Panel 4
imcSTUDIOフレームにツールウィンドウが1つ属しており、常にアクセスできます。
· Logbook
Logbookは常に表示され、最小化できます。他のメインウィンドウ(Panelなど)のツールウィンドウは、それぞれのメ
インウィンドウが開くときに一緒に表示されます。
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全てのツールウィンドウが表示されるわけではありません。
デフォルトでは、必要な全てのツールウィンドウが表示されます。それ以外の全てのツールウィンドウは、必要に
応じて表示 できます。

4.3.1  操作
ツールウィンドウには、メインウィンドウを操作/編集するための特殊な要素があります。

ツールウィンドウ例( )

メインウィンドウごとに独自のツールウィンドウが存在します。ツー
ルウィンドウについては、それぞれのコンポーネントのマニュアルを
参照してください。ツールウィンドウは、移動したり、削除したり
できます。
デフォルトでは、ツールウィンドウはメインウィンドウ(の下端また
は右端)に固定されています。
この画像は、ツールウィンドウ([詳細])が開いている状態を示し
ます。このツールウィンドウは固定されており、それ以外にタブが
2つあります。これらのタブをクリックすると、対応するツールウィン
ドウが開きます([依存関係ツリー]と[列の検索])。
右端に他の3つのツールウィンドウが折りたたまれて表示されて
います([センサー]、[レイアウトリポジトリ]、および[テーブル記
述])。
ツールウィンドウは、その上でマウスをスワイプすると開きます。
ツールウィンドウが選択されている限り、またはツールウィンドウの
上にマウスが置かれている場合、ツールウィンドウは開いたまま
になります。それ以外の場合は折りたたまれて横に表示されま
す。

ツールウィンドウの表示/非表示
ツールウィンドウの表示と非表示を切り替えることができます。これを行うには、[ツールウィンドウの選択]ダイ
アログを開きます。
· メニュー[ビュー] > [ツールウィンドウ]を使用する
· 現在表示されているツールウインドウでボタン( )を使用する

ツールウィンドウの選択ダイアログ[ ]

[ツールウィンドウの選択]ダイアログが開きます。
表示するツールウィンドウの先頭のチェックマークを選択しま
す。
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ツールウィンドウの固定
ツールウィンドウは固定できます。固定されたツールウィンドウは、選択されていない状態になっても、開いたま
まになります。
ツールウィンドウを固定するには、押しピンボタン( )をクリックします。

ツールウィンドウの浮動表示
固定ツールウィンドウを浮動表示にするには、ツールウィンドウのタイトルバーをドラッグアンドドロップで希望す
る位置に移動します。

ツールウィンドウのドッキング
ツールウィンドウをドッキングするには、ツールウィンドウのタイトルバーをつかんで、ドラッグアンドドロップで希望
する位置に移動します。ドッキング可能な場所にドック記号が表示されます。

ターゲットウィンドウ(メインウィンドウまたはツールウィンドウ)の中央には、十字が表示さ
れます。ツールウィンドウをドッキングするには、マウスを希望する位置に移動して、マウ
スボタンを離します。

上端/下端へのドッキング

左端/右端へのドッキング

別ウィンドウでタブとして挿入(例を参照)

4.3.2  Logbook
ツールウィンドウ[Logbook]には、次のカテゴリのメッセージが入力されます。致命的( )、エラー( )、警告( )
および情報( )です。Logbookの項目は存在する問題とエラーを示し、問題箇所を見つけて解決する方法に
ついてのヒントを提供します。実行する操作についても示される場合があります。
たとえば、実行した全てのコマンドについての注記がLogbookに入力されます。
· 実行成功(情 報 )
· そうでない場合はエラーまた は 警 告
デフォルトでは、致命的、エラーまたは警告のいずれかのカテゴリの項目が発生したときにLogbookが開きます。
デフォルトでは、情報カテゴリの場合、Logbookに注記が入力されるだけでそれ以上の影響はありません。
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項目の例Logbook

Logbookの各項目には以下が含まれます。
パラメータ 説明
カテゴリを示す記号 致命的( )、エラー( )、警告( )および情報( )
時間 Logbook項目が発生した時間
コード Logbook項目のエラーコード
メッセージ Logbook項目の正確な説明
送信元 Logbook項目の発生元

imcSTUDIOを新しく起動したときには、Logbook項目は空です。Logbookには、最後に起動したとき以降に
発生したメッセージのみが表示されます。古いメッセージはLogbookビューアで開くことができます。

Logbookは保存されます。

履歴を追跡するために、毎日、Logbookが保存されます。
Windows 7のデフォルトパス: C:\ProgramData\imc\imc STUDIO\Applications\_1\log (例)

Logbookのフィルタリング
カテゴリに従ってフィルタリングできます。

のフィルタLogbook
フィルタリングするには、Logbookのタイトルバーのフィルタボタンをクリックします。
· [エラー]
· [警告 ]
· [情報 ]
通常は全てのカテゴリが選択されます。

フィルタリングは新しいメッセージにも有効です。

ただし、フィルタが有効なのは新しいメッセージが表示される場合です。このため、このメッセージが表示され
ない場合もあります。
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Logbook内の検索
Logbook内の項目とテキストを検索できます。

そのためには、Logbookのタイトルバーの[検索]ボタンをクリックします。
入力ボックスが表示されます。ここに必要な検索キーワードを入力します。入力したテキストを含む全てのメッセ
ージが表示されます。

検索は新しいメッセージにも有効です。

ただし、[検索]はフィルタと同じように機能し、新しいメッセージが表示されたときに適用されます。このため、
このメッセージが表示されない場合もあります。

重複を非表示
重複を非表示にできます。
場合によっては、システムが同じ操作を連続して複数回実行しようとすることがあります。その結果、Logbookに
複数の重複したレポートが表示されます。

Logbookをわかりやすく簡潔に保つために、重複をグループにまとめることができます。そのためには、Logbookの
タイトルバーの[重複]ボタンをクリックします。
最初と最後のメッセージは常に表示されるため、最初と最後のメッセージが発生した時間を知ることができます。
グループ化されたメッセージの場合、表示されるテキストの前に括弧で囲まれた数字が示されます。この数字は
メッセージが発生した回数を示します。

選択したメッセージのコピー
選択したメッセージをクリップボードにコピーできます。

そのためには、Logbookのタイトルバーの[コピー]ボタンをクリックします。
コピーにはLogbookに表示される全ての情報が含まれます。

メッセージの削除
表示されたメッセージを削除できます。

そのためには、Logbookのタイトルバーの[全てを消去]ボタンをクリックします。

注意 : [全 て を削 除 ]の場合は表 示 が削 除されます。

この場合、表示のみが削除され、ハードドライブのLogbookには影響しないことにご注意ください。また、削
除されたメッセージをLogbookビューアに表示することもできます。
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自動スクロールの有効化/無効化
自動スクロールモードの場合、Logbookに新しいメッセージが入力されると、表示が自動的に新しい項目にジャ
ンプします。
古いメッセージを調べたい場合は、このモードを無効にできます。

メッセージを選択するか、[自動スクロール]ボタンをクリックすると、これが自動的に適用されます。
モードを再度有効にするには、次の操作を行います。 
· Escを押します。
· Ctrlキーを押しながら、選 択した 項 目 をマウスでクリックします。
· メニューの [自 動 スクロール]ボタンをクリックします。

新しいメッセージは自 動 的には表 示されませ ん。

自動スクロールモードを無効にすると、新しいメッセージが出現しても自動的には通知されません。

電子メールの送信
電子メールでLogbookを送信できます(たとえば、imcホットライン宛て)。

[電子メールの送信]ボタンをクリックすると、電子メールプログラムが起動します。Logbookがzipで圧縮されて電
子メールに添付されます。imcホットラインが自動的に受信者として追加されます。

Logbookビューアの起動および古いLogbookを開く
Logbookビューアを使用して、現在のLogbook、削除したLogbookおよび保存したLogbookを表示できます。

ボタンをクリックすると、Logbookビューアが開きます。よく使うLogbook機能に加えて、保存したLogbookをロード
することもできます。

Logbookのオプション
Logbook内からLogbookのオプション を開くことができます。

4.4  ユーザ管理とアクセス権
各ユーザが自分自身の身元を明らかにする必要がある場合があります。これにより、imcSTUDIOを操作できる
のが、許可されたユーザのみであることが保証されます。

注意
· ユーザ管理は、imcSTUDIO PRO製品エディション以降で使用できます。
· デフォルトでは、ユーザ管理は無効になっています。その状態では、imc管理者グループに属するアクセス権
が各ユーザに付与されています。

· ユーザ管理は、[ユーザ管理] で有効にできます。

57

70



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

69ユーザ管理とアクセス権

imcSTUDIOでは、さまざまなアクションが特定のユーザグループに関連付けられています。登録された各ユーザ
は、特定のユーザグループに割り当てられます。
ユーザグループとの関連付けによって、使用できるimcSTUDIOの機能が決まります。たとえば、テストエンジニア
は、試験設定を構成し、それを技術者に渡して実行してもらうことができます。アクセス権が適切に構成されて
いる場合、技術者であるユーザは、試験設定(測定)を実行して、結果をチェックおよび保存することができま
す。ただし、試験設定を変更することはできません。
グループ間には、以下の階層関係(階層の低い順)があります。

imc標準ユーザグループのユーザ

imc上級ユーザグループのユーザ

imc管理者グループのユーザ

imc開発者グループのユーザ(imcSTUDIO DEV製品エディションのみ)

ユーザとimcユーザグループの関連付けは、[ユーザ管理] で設定します。
インストール時に、デフォルトアクセス権が割り当てられます。imc管理者は、非常に細かい部分まで構成できま
す(「アクセス権の設定」 セクションを参照)。
プログラムは、その開始時に、PCにログインしているユーザが属しているユーザグループを特定します(「開始動
作」 セクションを参照)。
プログラムの開始後に、ユーザを切り替えることができます(「ログオン、ログオフ、およびユーザの切り替え」 セク
ションを参照)。

注意
ユーザグループは、メニューやアイコンなどの表示性や操作性に対して広い範囲で影響を及ぼします。

個ーのユーザのアクセス権は常に、そのユーザが属するグループのアクセス権によって決まります。個ーのユーザに
付与される特別なアクセス権は存在しません。

プロジェクトに保存されるユーザ管理
· ユーザ管理の設定はそれぞれのプロジェクトに保存されます。
· 変更はただちに有効になりますが、保存されるのはプロジェクトが保存されるときのみです。
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4.4.1  ユーザ管理
このダイアログでは、ユーザ管理を有効/無効にすることができます。ユーザを設定し、imcユーザグループに割り
当てることができます。これによって、各ユーザは、所属するグループに対応するアクセス権を取得します。
メニュー項目[その他] > [管理]を選択して、このダイアログを開きます。

ユーザ管理
ユーザグループへの割り当てimc

ユーザ管理を始めるためにログインが必要
· ユーザ管理設定を変更できるのは、関連するアクセス権が付与されているユーザとしてログインしている場合
のみです。

· このため、ユーザ管理を始めるためのログインプロセスが必要です。

ユーザ管理の有効化/無効化
ユーザ管理が無効な場合は、imc管理者グループに属するアクセス権が全てのユーザに付与されています。

· ユーザ管理を有効にするには、[有効化]ボタン( )をクリックします。
· ユーザ管理を無効にするには、[無効化]ボタン( )をクリックします。

ユーザタイプ
以下に示すさまざまなユーザタイプがあります。

imcSTUDIO内部ユーザ 特定のPCまたはドメインとは無関係に割り当て可能なユーザ。パスワードで保護できます。
ローカルコンピュータのアカウントま
たはグループ

WindowsまたはドメインのアカウントまたはグループWindowsまたはドメインの下で設定されて
いるグループメンバシップは使われません。
このユーザは、Windowsにログイン するときに使用するパスワードで保護されます。Active Directoryドメインのアカ

ウントまたはグループ
73



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

71ユーザ管理とアクセス権

ユーザの追加

タイプがimcSTUDIO内部ユーザであるユーザの追加
· [ユーザの追加]ボタンをクリックします。
· [imcSTUDIO内部ユーザの作成]でユーザタイプを選択します。
次のダイアログが表示されます。

タイプが「 内部ユーザ」imcSTUDIO
であるユーザを追加するダイアログ

· ユーザ名を入力します。
· パスワードを入力し、確認のために再入力しま
す。

· 項目が正しければ、[OK]をクリックします。ユーザ
が追加されます。

新しいユーザのIDは、以下のように構成されます。
UserName@imc STUDIO

ユーザ名とパスワードの最小長さ
ユーザ名とパスワードの最小長さは、タイトルバーのオプションを使用して決定できます。

タイプがローカルコンピュータまたはActive Directoryドメインのアカウントまたはグループであるユーザの追
加

· [ユーザの追加]ボタンをクリックします。
· [ローカルコンピュータのアカウントまたはグループの追加]または[Active Directoryドメインのアカウントまたはグル

ープの追加]でユーザタイプを選択します。
· アカウントまたはグループを検索するWindowsのダイアログが表示されるので、その指示に従います。
· 入力が正しければ、ユーザが追加されます。
新しいユーザのIDは、「UserName@Complete Computer Name」のように構成されます。

ユーザの削除
リストからユーザを削除するには、以下の操作を行います。
· ユーザを選択します。
· [ユーザの削除]ボタンをクリックします。
· プロンプトが表示されたら、削除するユーザを正しく選択している場合は[はい]をクリックして確認します。

imcユーザグループへのユーザの割り当て/ユーザグループの変更
グループ間には、以下の階層関係(階層の低い順)があります。

imc標準ユーザグループのユーザ

imc上級ユーザグループのユーザ

imc管理者グループのユーザ

imc開発者グループのユーザ(imcSTUDIO DEV製品エディションのみ)

imcユーザグループにユーザを割り当てるには、以下の操作を行います。
· [imcユーザグループ]列のドロップダウンリストを開きます。
· 希望するグループを選択します。
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注意
imc管理者グループとそれより上位のグループには、常に少なくとも1人のユーザが属する必要があります。

匿名ユーザ
ユーザ管理で入力されていないユーザは、匿名ユーザと呼ばれます。
匿名ユーザを許可すると、誰でも任意の名前でログインできます。このユーザには、imc標準グループに属するア
クセス権が付与されます。
たとえば、ユーザとして設定されていないPCユーザがimcSTUDIOを起動した場合、Anonymousとしてログインし
ます([開始動作] が[Windowsセッション]に設定されている場合)。

匿名ユーザのログインの禁止
匿名ユーザのログインを禁止するには、以下の操作を行います。
· [匿名ユーザのログインを許可]を選択解除します。

エクスポート/インポート
最新のユーザ管理を別のプロジェクトまたは他のコンピュータでも使用できるようにするために、ユーザ管理をエク
スポートして、選択した場所にインポートできます。
· [その他]ボタンをクリックします。
· 必要に応じて[エクスポート]または[インポート]のどちらかのアクションを選択します。

4.4.2  開始動作

開始動作

このダイアログでは、開始動作を設定します。メニュー項目[その他] >
[開始動作]を選択して、このダイアログを開きます。
関連付けられているダイアログが開きます。以下のオプションがありま
す。

開始動作 説明
[標準ユーザ(匿名)] imcSTUDIOは常に、imc標準ユーザグループのアクセス権で起動します。
[[ログイン]ダイアログ] プログラム起動時に[ログイン] ダイアログが表示されます。
[Windowsセッション] プログラムは、PCにログインしているユーザのアクセス権を、いずれかのimcユーザグループとの関連付けに

従って使用します。
これはインストール後のデフォルト設定です。ユーザのimcユーザグループの間の割り当てについては、「ユー
ザ管理」 セクションを参照してください。
ユーザ管理が有効な場合、どのimcユーザグループ にも属さないPCユーザには、imc標準ユーザグルー
プのアクセス権が割り当てられます。
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4.4.3  ログオン、ログオフ、およびユーザの切り替え
ユーザ名は、ユーザを識別し、認証するために使われます。これにより、imcSTUDIOを操作するのが、許可され
たユーザのみであることが保証されます。
[開始動作]が[[ログイン]ダイアログ] に設定されている場合、imcSTUDIOの起動時に[ログオン]ウィンドウが
表示されます。なお、imcSTUDIOが起動した後は、メニュー項目[その他] > [ログイン]を使用してユーザを切り
替えることができます。
ユーザ管理が無効な場合、ログオンは常に匿名として行われます。そのセッション中は、すべてのユーザが、imc
管理者グループに属するアクセス権を付与されます。
ユーザ管理が有効な場合、ユーザは以下のどちらかを選択できます。
· 匿名ユーザとしてログオン 匿名ユーザが実行できることのみ許可されます(「ユーザ管

理」 を参照)。
この場合、匿名ユーザにはimc標準ユーザグループに属する
アクセス権のみが付与されます。

· 登録済みユーザとしてログオン

登録済みユーザのログオン

ログイン ダイアログ[ ]
登録済みユーザのログオン

登録済みユーザのログオン時の認証では、以下を参照します。
· ドメイン ドメインとして、imcSTUDIO、コンピュータ名、またはドメイン

名を選択します。
· ユーザ名 登録済みユーザを選択します(選択したドメインに属する全

てのユーザがリストされます)。
· 関連付けられているパスワード 必要に応じて、正しいパスワードを入力します。

Windowsパスワード
· PCのログオンユーザの場合、imcSTUDIOは、関連付けられているWindowsパスワードを使用します。
· 入力したパスワードがimcSTUDIOによって保存されることは決してありません。パスワードは、Windows
にハッシュコードとして送信されます。Windowsはその有効性を確認して、結果をimcSTUDIOに返しま
す。
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匿名ユーザとしてログオン

ログイン ダイアログ[ ]
匿名ユーザのログオン

匿名ユーザの認証では、ユーザ名を参照します。
ただし、任意の名前を使用できます。

ユーザのログオフ
現在ログオンしているユーザがログオフすると、[ログイン]ダイアログが表示されます。
ユーザはログオフされます。キャンセルはできません。

ステータスバー
左下のステータスバーに、現在ログオン中のユーザが示され
ます。名前の左には、それぞれのimcユーザグループを表す
記号が表示されます。

imc標準ユーザグループのユーザ

imc上級ユーザグループのユーザ

imc管理者グループのユーザ

imc開発者グループのユーザ(imcSTUDIO DEV製品エディションのみ)
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4.4.4  アクセス権の設定
アクセス権を設定するには、メニュー項目[その他] > [ユーザアクセス権]を選択します。
[imcユーザグループのアクセス権]ダイアログには、imcユーザグループに属するアクセス権がリストされ、必要に
応じて編集できます。

アクセス権を設定するダイアログ
上位グループのユーザは、下位グループのユーザのアクセス権を制限したり、下位グループのユーザに自身と同じ
レベルまでのアクセス権を割り当てたりできます。ただし、自分自身のアクセス権や自分より上位のグループのアク
セス権を変更することはできません。
以下のアクセス権レベルが存在します。
アクセス権レベル 説明
非表示 表示できません(アクセスして操作することはできません)。
無効 表示できますが、ブロックされています(アクセスして操作することはできません)。
有効 表示でき、アクセスできます。
拒否
書き込み保護 表示でき、アクセスして操作することはできますが、編集することはできません。
フルアクセス 制限はありません。

一部の項目に、上記のリストと異なるアクセス権が設定されている場合があります。
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4.5  ビュー
プログラムのGUIは調整可能なので、たとえばウィンドウと列の位置をユーザの希望に合わせて変更し、表示でき
ます。
GUIのレイアウトは、いわゆるビューに保存されます。さまざまな要件に合わせて個別のビューを作成できます。
以下の設定は、ビューと共に保存されます。
· ウィンドウ配置
· imcSTUDIOのウィンドウの位置とサイズ
· ツールウィンドウの位置とサイズ
· 最後に開いていたメインウィンドウ
· メニュー
· メニューリボンのレイアウト
· クイックアクセスツールバー
· レイアウト
· ツールウィンドウのレイアウト(DataBrowserに表示されるメタデータ列など)
· Setupのページ(メタデータ列などの列の配置など)

注意
保存されるのは個ーの要素の位置のみであることに注意してください。たとえばSetupの列が存在することとそ
の構成(テーブル記述、列記述)は、それぞれのプロジェクトと共に保存されます。
ビューを保存すると、プロジェクト全体も保存されます。これには、列の現在の構成も含まれます。

参考
以下も参照してください。
· ビューのエクスポート/インポート
· Setupテーブル記述のエクスポート/インポート
· Setup列記述のエクスポート/インポート

ビューの保存
現在のビューを保存するには、メニュー項目[ビュー] > [保存]または[名前を付けて保存]を選択します。
現在のビューに属する全ての設定が保存されます。この中には、前述の項目も含まれます。

プロジェクトに保存されるビュー
· ビューは、それぞれのプロジェクトと共に保存されます。
· ビューを保存する場合、プロジェクトを保存する必要があります。システムから必要に応じてユーザに通
知が表示されます。

· プロジェクトと共に、ビューに影響を及ぼす他の設定も保存されます。
· Setupテーブル記述
· Setupの列記述(メタデータ列、パラメータセット列などの他の列が含まれます)([テーブル記述]ツールウィ
ンドウ)

· 保存されているSetupのレイアウト一式([レイアウトリポジトリ]ツールウィンドウ)
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ビューのロード
保存されているビューをロードするには、それぞれのビューのドロップダウンリストでメニュー項目[ビュー] を選択し
ます。
プロジェクトで使用可能な全てのビューが表示されます。
選択したビューがロードされます。

ビューの削除
保存されているビューを削除するには、以下の操作を行います。
· メニュー項目[ビュー] > [ビューの削除]を選択します。
· 開いたダイアログで、ドロップダウンリストから削除するビューを選択します。
· [プロジェクトの保存]をクリックして、選択内容を確定します。

ビューの復元
工場設定には、プログラムのインストールの過程で作成される全てのビューのコピーが付属しています。
これらのビューは、書き込み保護されていません。ただし、元の状態に復元することができます。
工場設定からビューを復元するには、以下の操作を行います。
· メニュー項目[ビュー] > [ビューの復元]を選択します。
· 開いたダイアログで、必要なビューを選択します。選択したビューが工場設定からインポートされます。
· [OK]をクリックして、選択内容を確定します。

4.5.1  ビューのエクスポート/インポート
ビュー設定をエクスポートすると、以下の示すさまざまなプロジェクト設定がエクスポートファイルに保存されます。
· 保存されているビュー
· テーブル記述
· 列記述(メタデータ列、パラメータセット列などの他の列が含まれます)([テーブル記述]ツールウィンドウ)
· 保存されているレイアウト一式([レイアウトリポジトリ]ツールウィンドウ)
· ユーザ定義特性カーブ/センサ([センサ]ツールウィンドウ)

ビュー、メタデータ列、センサなどのエクスポート
In order to save the current view settings, proceed as follows:

· Setup the view as desired
· Save the current view as <default>: to do so, open the Ribbon View, choose command Save View

As
· Alternatively, you can save the current view under a name of your choice
· Open the Ribbon Project, choose the Import / Export command

· Choose option Export and then the list item Export views, meta data columns, sensors, ...
· Choose an appropriate file name and path for the view settings file
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ビュー、メタデータ列などのインポート
In order to import the View settings to the current project, proceed as follows:

· Open the Ribbon Project, choose the Import / Export command
· Choose option Import and then the list item Import views, meta data columns, ...
· In the file selection dialog, selected the saved view settings file

Thereafter you will see a dialog allowing you to load either all or individual view settings.

参考
以下も参照してください。
· Setupテーブル記述のエクスポート/インポート
· Setup列記述のエクスポート/インポート
· センサのインポート

4.6  インフォメーションおよびヒント
4.6.1  プロジェクト、試験設定テンプレート、および試験設定
この章では、プロジェクト、試験設定テンプレート、および試験設定の間の関係について説明します。個ーの
コンポーネントの保存方法については、「データ管理」 の章を参照してください。

試験設定
imcSTUDIOは、その設定を、いわゆる試験設定に保存します。以下にその主な構成を示します。

· 試験設定ファイル(ファイル名拡張子: *.imcStudio)
· 測定ファイル
· メタデータ
· さまざまなバックアップファイル
· 管理ファイル

中でも試験設定ファイルには、メインウィンドウとSetupアシスタントで構成された全ての設定が含まれています。
各試験設定には、保存 時に設定された一意の名前が付いています。

プロジェクト
プロジェクトには、以下のものが含まれます。

· 1つまたは複数の試験設定テイプレート
· 1つまたは複数の試験設定
· プロジェクト設定(ビュー、ユーザ管理、プロジェクトイベントなど)

さまざまな試験設定を含む複数のプロジェクトを設定できます。
imcSTUDIOの初回起動時は標準プロジェクトが設定され、試験設定はそこに保存されます。

プロジェクトビュー
プロジェクトを追加作成するには、プロジェクトビューを有効にする必要があります。このオプションは、デフォルト
で無効になっています。

· メニュー[その他] > [オプション] を選択します。
· [オプション]ダイアログで、[プロジェクト管理] > [一般オプション]を選択します。
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注意
· 複数のプロジェクトで多数の試験設定を使用および管理する必要がある場合のみ、プロジェクトビュー
を有効にします。

· この機能が無効な場合、一部のダイアログ(特に、プロジェクトを選択しない[試験設定の保存]と[試
験設定を開く])は簡易フォームで表示されます。

試験設定テンプレート
新しい試験設定を作成する場合、試験設定テンプレートから生成します。
新しい試験設定には、選択したテンプレートの全てのプロパティが含まれます。テンプレートに保存されている設
定は全て、試験設定にも保存されます。
初めてインストールした後または新しいプロジェクトを作成した後は、プロジェクトには「空の」試験設定テンプレ
ートが含まれます。

試験設定の可視化
試験設定テンプレートを使用できるようにするには、まず試験設定テンプレートを可視化する必要がありま
す。このオプションは、デフォルトで無効になっています。

· メニュー[その他] > [オプション] を選択します。
· [オプション]ダイアログで、[プロジェクト管理] > [一般オプション]を選択します。

注意
· 同様の試験設定を複数作成する必要がある場合のみ、この機能を有効にします。
· この機能が無効な場合、一部のダイアログ(特に、試験設定テンプレートを選択しない[新規の試験設
定])は簡易フォームで表示されます。

4.6.2  データ管理
imcSTUDIOは、「データベース」を使用してプロジェクトを保存します。データベースのパスは任意に指定できま
す。
· メニュー[その他] > [オプション] を選択します。
· [オプション]ダイアログで、[プロジェクト管理] > [HDD設定]を選択します。
全てのプロジェクト、試験設定テンプレート、試験設定、および測定データは、データベースに保存されま
す。
サンプルプロジェクトには、以下のファイルが作成されています。
(プロジェクト: MyProject、試験設定テンプレート: MyTemplate、試験設定: MyExp)
MyProject プロジェクト名
+---config
| | logo.png
| | MyProject.imcAppSettings
| | project.pcf
| |

プロジェクトのプロパティ

| \---templates
| | MyTemplate.imcStudioTemplate
| | StandardTemplate.imcStudioTemplate
| |

試験設定テンプレート
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| \---~MyProject
| \---2012-11-19.bak
| MyProjekt~001.imcAppSettings
|

プロジェクトバックアップファイル

\---MyExp 試験設定名
 +---00000001
 | 129977989468984375.ms.lnk
 | Chanel_01.raw
 | meta.de.csv.lnk
 |
 +---00000002
 | 129977989628330078.ms.lnk
 | Kanal_01.raw
 | meta.de.csv.lnk
 |

保存済み測定データ(データ構造はデバイス設定の[スト
レージ] で設定)
· *.raw: 測定データ
· *.ms.lnk: 適切な試験設定設定へのリンク
· *.csv.lnk: 保存されているメタデータへのリンク

 +---config
 | | MyExp.imcStudio
 | | 試験設定ファイル(*.imcStudio)と内部ファイル
 | +---.ms
 | | 129977989468984375.ms
 | | 129977989628330078.ms
 | |

保存済み測定データを含む、保存されている試験設定

 | \---~MyExp
 | \---2012-11-19.bak
 | MyExp~001.imcStudio
 | MyExp~002.imcStudio
 |

試験設定バックアップファイル

 \---Meta
 \---.mm
 +---0
 | | meta.de.csv
 | |
 | \---meta.de.data
 | \---DevSetup
 \---1
 | meta.de.csv
 |
 \---meta.de.data
 \---DevSetup

保存済み測定データに属する、保存されているメタデータ

注意
全てのファイルがここにリストされているわけではないことに注意してください。データベースの内部管理のために
必要な内部ファイルが多数存在します。
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4.7  最新の変更点
Rev. 3.0の修正とバグ修正
章 修正
[プロジェクト]メニュー 以下の内容を修正しました。

· 試験設定とプロジェクト管理
· インポート/エクスポート

ビュー ビューの機能と内容について非常に詳しく説明しました。
ビューのインポート/エクスポートの説明を修正しました。

[オプション] オプション[仮想デバイスクロック]の説明を更新しました。
オプションの保存場所について説明しました。

ユーザ管理 ユーザ管理のインポート/エクスポートに関する説明を追加しました。
Setting Up 試運転プロシージャの説明を移動して、独立したセクションにしました。

章 バグ修正
Logbook  > Fi ltering
the Logbook
[オプション]  >
Logbook

このフィルタの名前は、以前記述していた「Messages」ではなく、「Information」です。

Rev. 2.2の修正とバグ修正
章 修正
[その他]メニュー > [オプショ
ン]

[Variables Options]の名前を[現在の測定データを保存]に変更しました。

Rev. 2.1の修正とバグ修正
章 修正
ナビゲーションペイン 表示と非表示について更新しました。
ツールウィンドウ > 操作 [ツールウィンドウの選択]:ツールウィンドウの表示/非表示を追加しました。

ツールウィンドウ > 
Logbook

全体的に見直しました。

ユーザ管理 ユーザ管理が無効な場合のログインについて削除しました(不要になったため)。
[その他]メニュー [オプション]に関する情報を補足しました。
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5  Setup -デバイス構成
imcSTUDIO SetupはimcSTUDIOプラグインで、統一構成とimc測定デバイスのためのものです。

ここから始めます
· サポートされているデバイス (デバイス概要)
· リボン
· 操作
· Setupページ
· ドキュメント-実験の説明
· デバイスの構成 (保存、同期、タイマスタート、ディスクスタート)
· チャンネルと変数の構成 (アンプ、フィルタ、サンプル...)
· チャンネルの調整
· トリガの設定

Setupは、測定プロセスを管理する機能(実験)を含みます。
· 測定の実施プロシージャ
初めてデバイス構成を使用するときは、最初に操作 概念に慣れる必要があります。
Setupページを使用すると、素早く、簡単に1つ以上の測定を構成することができます。測定の準備中にソフト
ウェアがデバイスのファームウェアを認識することで、デバイスはすぐに測定を開始できます。
広範なデータ保存、トリガ、そしてリアルタイム機能が各デバイスへ明確に編成されます。各チャンネルへ測定パ
ラメータを個別に設定することができます。各チャンネルへ測定されたデータを別ーに保存することができます。測
定チャンネルを継続的に監視することができ、特定のイベント発生時にのみ記録を開始することができます。
ドキュメントが何か1つのデバイスについて言及している場合は、そのコメントは他のデバイスにも同様に適用しま
す。全てのスクリーンショットは[仕上げ]ビューを使用して作成されました。

カスタマサポート-ホットライン
ご質問や問題はありませんか？お客様サポート、もしくはホットライン までお問い合わせください。
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5.1  デバイスの概要
imcSTUDIOは、ローカルエリアネットワーク(LAN)などを通じて、imc測定デバイスと接続します。LANなどを通じ
て使用するには通常、デバイスを準備する必要があります(「Setup - Connect the device」 を参照)。
本マニュアルで説明されている一部の機能は、特定のデバイスモデルにのみ付属しています。関連するデバイス
グループは、本マニュアルの該当する箇所で示されています。次の表には、imcSTUDIOで使用できるグループが
示されています。

— 使用不可 • 標準 ο オプション
CRFX imc CRONOSflex CRC imc CRONOScompact CRPL imc CRONOS-PL

デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s CF 2 PCMCIA ハードド

ライブ
データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ2: SN12XXXX
imc CRPL -2、-3、
-4、-8、-13、-16
imc CRSL-2、-4

TCP/IP 100 — • ο 14
16

(2007年
以降、32)

400
モジュール式システム
製造日で識別

(2003年夏以降)
グループ3: SN12XXXX

imc C1
imc C-SERIES TCP/IP 100 — • — 14 32 400

グループ4: SN13XXXX
imc BUSDAQ
imc BUSDAQflex TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 フィールドバスデータロガー

imc SPARTAN TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム

グループ5: SN14XXXX
imc SPARTAN-R TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム
imc CRC-400
imc CRFX-400 TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム

imc miniPOLARES TCP/IP 100 • — — 16 32 400
imc C1-N
imc C-SERIES-N TCP/IP 100 • — — 16 32 400

imc BUSDAQflex-N TCP/IP 100 • — — 16 32 400 フィールドバスデータロガー

デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s USB 2

Express
Card 2

ハードド
ライブ

データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ6: SN16XXXX

imc CRFX-2000 TCP/IP 100 • • ο 16 512

EtherCAT
経由で
2000
それ以外の
場合は

400

モジュール式システム

264
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デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s USB 2 CFast 2 ハードド

ライブ
データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ7: SN19XXXX

imc CRC-2000G(P)
imc CRFX-2000G(P) TCP/IP 1000 • • ο 16 256

EtherCAT
経由で
2000
それ以外の
場合は

400

モジュール式システム

imc CRC-400GP TCP/IP 1000 • • ο 16 256 400 モジュール式システム

1 最大集計サンプリングレート
2 imcによる試験済みのストレージメディアを推奨

(最新のリストについてはホットラインにお問い合わせください)

グループ4～6:
これらのグループのデバイスには、オンボードデータストレージ用にCFカード、ExpressCardスロットが装備されてい
ます。これらのグループのデバイスには、オプションとして利用可能な固定ハードドライブを内部に装備できます。
グループ7:
このグループのデバイスには、オンボードデータストレージ用にCFastカードスロットが装備されています。このグルー
プのデバイスには、オプションとして利用可能な固定ハードドライブを内部に装備できます。

5.2  リボン
参照

このメニューの一部のコマンドは、以前のソフトウェアimcDEVICESに属する対応する関数と互換性がありま
す。
これらの関数に関する完全な情報は、別のドキュメント
『Setup - Advanced Device Functions』 に記載してあります。

注記
一部のダイアログ(imcOnlineFAMOSなど)では、デバイス依存の設定が可能です。その場合には、設定が
関係するデバイスのダイアログで、選択を行う必要があります。

304
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5.2.1  制御

デバイス制御
 メニュー項目 説明

[プロセス構成]

現在の構成にエラーがないか検査して、全てのプラグインから使用できるようにします。この場
合、デバイスに接続している必要はありません。
デバイスタイプで実際にはサポートされていない設定を、操作中に実行できる場合があります。
そのような場合、対応するエラーメッセージが表示されます(imcSTUDIOのマニュアルの
「Logbook」 の章を参照)。

[接続] imcSTUDIOが、選択されている全ての測定デバイスに接続します(通常はLAN経由)。

[ダウンロード] 変更した設定を分析して、デバイスに一括してインポートします。

[再構成] 全ての設定を分析して、デバイスに一括してインポートします。

[測定の開始] 全てのデバイスの測定を開始します。

[測定の停止] 全てのデバイスの測定を停止します。

[データ保存の中断] ストレージへのデータ転送が有効な場合、全てのデバイスでその処理を中断します。

[データ保存の再開] ストレージへのデータ転送が有効な場合、全てのデバイスでその処理を再開します。

[切断] imcSTUDIO trennt sich von allen Geräten.

[デバイスの検索] デバイスの検索を実行すると、システムがネットワーク内で適合するデバイスを検索します。検
索が終わると、見つかったデバイスがリストされます。

[IP/DNSによるデバイスの
検索] ユーザが定義したIPアドレスまたはDNS名でデバイスを検索します。

[サードパーティ製デバイス
の管理]

サードパーティ製デバイスアシスタントを開いて、サードパーティ製デバイスをデバイスリストに追加
します。

5.2.1.1  プロセス構成
現在の構成にエラーがないか検査して、全てのプラグインから使用できるようにします。この場合、デバイスに接
続している必要はありません。

注意
デバイスタイプで実際にはサポートされていない設定を、操作中に実行できる場合があります。そのような場
合、対応するエラーメッセージが表示されます。

リボン ビュー
[ホーム] > [プロセス]( ) 全て

[Setup-制御] > [プロセス]( ) [完全]
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5.2.1.2  接続と切断
imcSTUDIOが、選択されている全ての測定デバイスに接続するか、全ての測定デバイスから切断します(通常
はLAN経由)。
リボン ビュー
[ホーム] > [接続]( ) 全て

[Setup-制御] > [接続]( ) [完全]

[ホーム] > [切断]( ) 全て

[Setup-制御] > [切断]( ) [完全]

注意
測定デバイスのソフトウェアバージョンがPCの製品インストールと異なる場合、次にファームウェアの更新 を実
行します。

imc測定デバイスの変更
接続が行われると、システムは事前登録済みのデバイスと実際に接続しているデバイスが一致するかどうかを
チェックします。モジュール式システムが接続されている場合は、不一致が発生する可能性があります。不一致
が検出された場合、現在のデバイス設定を決定する必要があります。その後で、変更がimcSTUDIOに反映さ
れます。

警告
このため、既存の試験設定の設定を適用できない場合があることに注意してください。たとえば、デバイスのブ
リッジアンプを温度アンプに交換した場合です。

測定実行中のデバイスへの接続
測定を実行中のデバイスとの接続を確立しようとすると、測定を実行しながら接続 するか、または測定を停
止してからデバイスと接続するか、どちらかを実行できます。

警告
imcSTUDIOが測定を実行しながら接続を確立すると、現在の設定が破棄されて、実行中の試験設定の設
定がロードされます。

5.2.1.2.1  測定実行中の切断/接続
実行中の測定からの正常な切断と再接続
[切断]を選択した後、デバイスは測定を再開します。
切断時に切断ファイルが生成され、その後の再接続時にこのファイルがインポートされます。デバイスが切断した
のと同じコンピュータに再接続する場合、この動作は誰にも気づかれずに実行される可能性があります。

注意
· コンピュータAを使用して測定を開始した後、コンピュータAをデバイスから切断して、そのデバイスをコンピュー
タBに接続した場合、これは正常に動作しません。

· 切断ファイルが保存されているPCから試験設定が削除された場合、実行中の測定に再接続することはで
きなくなります。

132
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デバイスからの切断
· imcSTUDIOが測定実行中にデバイスから切断された場合、切断ファイルがPC上に保存されます。
測定デバイスへの再接続
· デバイスに接続する際、システムは現在の動作ステータス(試験設定の名前、試験設定の設定、試験設定
と切断ファイルの記憶場所)を決定します。

· システムは、測定実行中のデバイスへの再接続時に、現在の動作ステータスを参照する指定を使用して、
対応する試験設定または切断ファイルがオペレータPC上で使用可能かどうかを判断します。

注意
· imcSTUDIOがデバイスに接続されていない間は、現在の測定データを表示できません。
· 再接続時にデータのギャップが検出された場合(RAMバッファ期間の超過、データポイントの欠落など)、測
定データをPCのハードディスクに保存する処理は、新しいフォルダで続けられます。

· この場合、別途デバイスに保存している場合を除いて、ギャップに相当する期間のデータは失われます。
· 測定が切断モードで実行され、測定完了後にのみデバイスへの接続を確立する場合、測定データは

DataBrowserには存在しません。

測定実行中のデバイスへの接続がディスクスタート/オートスタートプロシージャにより開始された場合
· ディスクスタート構成の生成時に、切断ファイルがPC上に保存されます。
· 測定デバイスへの接続は、前述の再接続と同じ方法で行われます。

注意
デバイスのリムーバブルドライブをデータ保存場所として選択した場合、ディスクスタート構成と共に
imcSTUDIO試験設定(*.imcStudio)が、デバイスのリムーバブルドライブに保存されます。
この場合、試験設定と切断ファイルがなくても、測定実行中のデバイスに接続できます。

デバイスに接続することによって作成された試験設定の編集
· 測定実行中のデバイスへの接続に成功した場合、全てのimcSTUDIOコンポーネントの対応する設定がロー
ドされます。

· これらを編集して、そのデバイスの再構成に使用することができます。

5.2.1.3  ダウンロードと再構成
初めて測定を開始する前に、デバイスに構成をロードする必要があります。デバイスは、その構成が最新ではな
い場合、自動的に初期化されます。デバイスに最新の構成が含まれる場合、初期化は実行されません。
デバイスを準備するために、以下のどちらかの方法を使用します。
· [再構成]: 全ての設定を分析して、デバイスに一括してインポートします。
· [ダウンロード]: 変更した設定を分析して、デバイスに一括してインポートします。
変更が検出されない場合、デバイスの構成はすでに最新になっています。その場合は、実際の準備プロセス
は実行されません。どうしても実行したい場合は、[再構成]を実行する必要があります。
リボン ビュー
[ホーム] > [ダウンロード]( ) [完全]

[Setup-制御] > [ダウンロード]( ) [完全]

[Setup-制御] > [再構成]( ) [完全]
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注意
· 特定の状況下では、実行済みでなければ、事前に構成の準備 を実行します。
· 準備と再構成を実行する場合、事前にPCでデバイスへの接続を設定する必要があります(「接続と切断」

を参照)。

質問: [ダウンロード]と[再構成]のボタンが表示されないのはなぜですか?
回答: その2つのボタンは、[完全]ビューにのみ表示されます。ほとんどの場合、デバイスを手動で初期化する
必要はありません。デバイスは測定開始時に自動的に初期化されますが、それで十分です。
どうしても実行する必要がある場合は、ビューを変更するか、ユーザインターフェースにボタンを追加します(「リボ
ンのカスタマイズ」を参照)。
質問: 複数の「書き込みプログラム」がそれぞれ独自の値を初期化(ダウンロード)中に設定しようとした
場合、どうなりますか? たとえば、DACに対してWidgetが値を設定し、さらにimcOnlineFAMOSがコン
トロールコマンドOnInitAllで値を設定する場合です。 
回答: (ファームウェア2.8R7の時点では)DAC出力チャンネルの信号ジャンプを防ぐために、システムは、初期化
時にDAC出力チャンネルがimcOnlineFAMOSのコードでOnInitAllによって初期化されているかどうかをチェッ
クします。OnInitAllによって初期化されている場合はその値を使用し、(Widgetなどにより)その前に設定され
ていたデータプールからの値は無視されます
質問: 以下のエラーメッセージが表示されます。
[デバイスが前回正しくシャットダウンされませんでした。.デバイスの無停電電源装置をチェックしてくだ
さい]
何をする必要があるでしょうか?
回答: デバイスをシャットダウンする場合、電源を落とす前に数秒待つ必要があります。その間、デバイスは内
部UPSの電源を使用します。UPSに障害がある場合、デバイスは正しく電源を落とすことができず、すぐにシャッ
トダウンします。
メインスイッチを作動させてすぐに停止するのか、1秒以上経過してから停止するのかをチェックしてください。
すぐに停止する場合、おそらくUPSが正常に動作していません。imc Hotline にお問い合わせください。

5.2.1.4  測定の開始と停止
全てのデバイスの測定を開始/停止します。

注意
· 実行済みでなければ、準備 を実行する必要があります。
· 測定を開始および停止する場合、PCがデバイスとの接続を確立済みである必要があります(「接続と切断」

を参照)。

リボン ビュー
[ホーム] > [開始]( ) 全て

[Setup-制御] > [開始]( ) [完全]

[ホーム] > [停止]( ) 全て

[Setup-制御] > [停止]( ) [完全]
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測定ステータス(実行中、停止)
測定ステータスは、停止記号(デバイスに接続している場合)などで示されます。

測定実行中 (赤で塗りつぶし)

測定停止(Windowsの設定に基づく色)

ステータスは、[デバイス]ページの[測定ステータス]列でも確認できます。

測定ステータス列[ ]

5.2.1.5  データ保存の中断と再開
ストレージへのデータ転送が有効な場合、全てのデバイスでその処理を中断/再開します。
リボン ビュー
[ホーム] > [データ保存の中断]( ) 全て

[Setup-制御] > [データ保存の中断]( ) [完全]

[ホーム] > [データ保存の再開]( ) 全て

[Setup-制御] > [データ保存の再開]( ) [完全]

参考
詳細については、
「Setup - Advanced Device Functions」 > 「保存オプションとディレクトリ構造」 > 「データ保存の制御」 > 「デー
タ保存の中断と再開」 を参照してください。

注意
· データ保存の再開/中断は、複数のデバイス間で同期していません。したがって、複数のデバイス/チャンネル
のそれぞれのデータ抜粋境界ポイントは、測定ポイント何個分かずれる可能性があります。

· PCのハードドライブとデバイスのハードドライブの両方のデータ保存が中断/再開します。
· ビデオファイルの保存は、この機能の影響を受けません。ビデオファイルは常に記録されます。

570



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

90 Setup -デバイス構成

5.2.1.6  デバイスの検索
デバイスの検索を実行すると、システムがネットワーク内で適合するデバイスを検索します。検索にかかる時間
は、接続されているデバイスの数とネットワークタイプに応じて異なります。検索が終わると、見つかったデバイスが
リストされて、ビューが自動的にプラグインSetupの[デバイス]ページに切り替わります。
リボン ビュー
[ホーム] > [デバイスの検索]( ) 全て

[Setup-制御] > [デバイスの検索]( ) [完全]

たとえば、imcSTUDIOの初回起動後は、デバイステーブル は空です。試験設定を作成するには、このテー
ブルに1つまたは複数のデバイスを入力する必要があります。これを行うには、デバイスの検索を実行します。デ
バイステーブル には、見つかった全てのデバイスがリストされます。下図は、一般的な状況を示しています。

デバイスの検索の結果例( )

参考
· デバイスのネットワーク構成の正しい設定方法および注意事項については、

「Setup - Connect the device」 の章を参照してください。
· 試験設定で使用するデバイスの選択の詳細については、「デバイスの検索 - 既知と選択済み 」の章
を参照してください。

5.2.1.7  IP/DNSによるデバイスの検索(ルータ経由のTCP/IP、PPP)
ネットワークが構造化されている場合(ネットワークがルータ、インターネットなどによって構成されている場合)は、
imcデバイスをネットワーク検索によって統合することができませんでした。しかし、現在では、IPアドレスやドメイン
名(DNS名)の知識があれば、デバイスをデバイステーブル に統合し、接続を確立することができます。
リボン ビュー
[Setup-制御] > [IP/DNSによるデバイスの検索]( ) [完全]

参考
詳細については、「Setup - Connect the device」  > 「ルータ経由のTCP/IP、PPP」 の章を参照してくださ
い。

5.2.1.8  サードパーティ製デバイスの管理
Using the 3rd-Party Device Management, it is possible to select executable 3rd-party device script
templates, e.g. the Function-Simulator, the SimplePollDevice or the SimplePushDevice. Likewise,
there are already pre-made 3rd-party devices. Along with the AudioDevice and the ChannelLoader,
the Agilent Scope and the fos4x are also available. The last of the two device require an extra license.
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Note
· The 3rd-Party Device Management is available in the editions Developer, Professional and

Standard.
· For the use of 3rd-party devices, an activated imcSTUDIO 3PDI-Inclusive or imcSTUDIO 3PDI-
Exclusive license is necessary. 

· The AudioDevice and the ChannelLoader can be used without any 3PDI license.

Ribbon View
Setup-Control > 3rd Party Device Management ( ) Complete

3rd Party Device Management Dialog
When selecting a script-template, there is an option for subsequently opening the Script-Editor.
User-defined scripts can be added by clicking on Browse.
In Current active Third party device scripts all Third Party Device Scripts are listed and can be deleted by
selecting and clicking on Next.

Verweis Reference
詳細については、「Getting Started」 を参照してください。1299
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AudioDevice
In order to use connected Audio-devices, select the device-script AudioDevice and click on Next.
Subsequently, all Audio-devices appear in the device list. When one of the Audio-devices is
selected, the computer’s Audio-input channels appear on the page Analog Channels. In this way,
when a measurement starts, the computer’s Audio-inputs can be graphed and recorded.

このトピックの詳細については、「AudioDevice」 の章を参照してください。
ChannelLoader

The ChannelLoader serves to play back data already recorded. To do this, select the ChannelLoader
and click on Next. Subsequently, the device ChannelLoader appears in the device list. When
ChannelLoader is selected, a file selection dialog with multi-selection appears. Here, multiple
already-recorded data or imcFAMOS-data sets can be selected. On the page Analog Channels, the
corresponding channels appear. When a measurement starts, then the selected data are played
back cyclically at their respective sampling rates.

このトピックの詳細については、「ChannelLoader」 の章を参照してください。
Device script templates

The devices from the script-templates simulate a sine-signal, or in the case of the 
FunctionSimulator, a number of different signals (trapezoid, sawtooth, rectangle, ...).

5.2.2  構成

アシスタント
 メニュー項目 説明

[imcOnlineFAMOS]

[imcOnlineFAMOS]ダイアログを開きます。
詳細については、
「Setup - Advanced Device Functions」 > 「imcOnlineFAMOS」 を参照
してください。

[imcディスプレイエディタ]

[imcディスプレイエディタ]ダイアログを開きます。
詳細については、
「Setup - Advanced Device Functions」 > 「imc Display Editor」 を参照して
ください。

imcCANSAS [imcOnlineFAMOS]ダイアログを開きます。

[アシスタント]

さまざまな設定アシスタントを提供します。
詳細については、
「Setup - Advanced Device Functions」 > 「Fieldbusses」 を参照してくださ
い。

シンセサイザ
 メニュー項目 説明

[シンセサイザの構成および
シンセサイザコントロールパ
ネル]

シンセサイザの操作方法は、別マニュアルに記載されています。
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デバイスの構成
 メニュー項目 説明

[エクスポート構成] この機能では、さまざまなエクスポートオプションが利用できます。選択オプションの多くは、現在
開いているSetupページのテーブルのパラメータ(行と列の内容)のみをエクスポートします。

[インポート構成] パラメータのインポートを有効にします。どのファイルからどの変数の値や設定をインポートするの
かを選択することもできます。

[統計] Setupのパラメータに関するさまざまな統計を示すダイアログを表示します。

[デフォルト値]
デバイスとチャンネルの構成に事前設定される値です。これらの値は、デバイスを選択したとき、
および新しいデバイス変数/チャンネルまたはDataProcessing変数を作成したときに、適用さ
れます。

[デバイスインターフェース] デバイスの(ネットワーク)インターフェースを構成するダイアログを表示します。

[ディスクスタート] ディスクスタートとオートスタートの試験設定を作成するダイアログを表示します。

[デバイスのプロパティ] デバイスのプロパティを示すダイアログを表示します。
[モジュールプロパティ] デバイスのアンプ/モジュールのプロパティを示すダイアログを表示します。
[補助ファイル] 補助ファイルを管理するダイアログを表示します。

5.2.2.1  ディスクスタート

測定デバイスは、PCに接続されていなくても、測定を開始できます。ほとんどの場合、オプションのデバイスハード
ディスクに保存されている取得済みデータのみを理解します。デバイスドライブに複数のディスクスタート構成を並
行して保存できますが、[オートスタート構成]はそのうち1つにのみ設定します。

オートスタートを使用しないディスクスタート
デバイスが有効になると、接続されているディスプレイユニットを使用して、ディスクスタート構成を選択できます。
そのため、オプションのディスプレイユニットが絶対必要になります。
オートスタートを使用するディスクスタート
ディスクスタート構成に[オートスタート構成]プロパティが設定されている場合、デバイスが有効になると同時に、
関連付けられた測定が自動的に開始します。この場合、ディスプレイユニットを使用して選択する必要はあ
りません。したがって、デバイスのHD上に存在する他の全てのディスクスタート構成は使用できません。
[オートスタート構成]プロパティが設定されているディスクスタート構成は、1つしか保存できません。
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[開始オプション]
開始オプションは、通常の開始([開始]ボタンで実行)とディスクスタートのどちらでも使用できます。この機能につ
いては、「Timestart」 を参照してください(制限と条件について説明しています)。
[クロック]
開始条件[同期スタート]は、同期設定 に従ってデバイスクロックが同期した後に、デバイスが測定を開始
することを保証します。
最大待ち時間の注意事項に従ってください。この値は、デバイスのプロパティ で設定します。
[オートリピートモード]
ディスクスタートを実行している測定デバイスは、測定が終了するとすぐに、次の測定を開始できます。このモード
は、オートリピートと呼ばれます。

時間スタートでオートリピートを使用する場合に関する注意
オートリピートモードでは、測定の間隔は定義されません。そのため、時間スタートは、最初の測定にのみ適用
されます。それ以降の測定は全て、すぐに開始します。

注意: imcSTUDIOにおけるオートリピート
imcSTUDIOでは、オートリピートのかわりに、Sequencerなどの他のさまざまなコンポーネントを使用します。さ
らに、同等のトリガ設定を使用して構成できます。
そのため、ディスクスタートの場合のみ、オートリピートモードを引き続き使用できます。
測定を自律的に開始した場合、imcSTUDIOが問題を起こすことなく実行中の測定に接続することができな
くなります。
imcSTUDIOが実行中の測定に接続する場合、オートリピートモードは無効になります。これは、実行中の測
定は正常に完了しますが、その後再び開始することはないことを意味します。

注意
システムはバージョンチェックを実行(してファームウェアバージョンを特定)します。ディスクスタート構成は現在の
ファームウェアバージョン向けに生成されるので、(更新などで)デバイスのファームウェアバージョンが変更された場
合、既存のディスクスタート構成は、ロードできなくなるか、または[エラー: -132]というエラーメッセージを出力して
キャンセルされます。ディスクスタート構成を再生成すると、再びデバイスの現在のソフトウェアバージョンで開くこ
とができるようになります。

5.2.2.1.1  ディスクスタート構成の作成
試験設定は、以下の方法でディスクスタート構成として保存できます。

· デバイスに直接保存(デバイスのハードドライブ([デバイス(内蔵)]または[リムーバブルドライブ]))
· 最初はPCに保存します([PCハードディスク])。たとえば、今は測定デバイスが使用できないため、後でデー
タをリムーバブルデータキャリアにコピーする場合です。

注意
· 保存場所が[リムーバブルドライブ]の場合、通常はimcSTUDIO試験設定一式がデータキャリアに保存され
ます。保存場所[デバイス(内蔵)]には十分な容量がありません。

· オプション[同期スタート]が有効な場合、デバイスは、指定された同期ソースと同期するまで、待機します。
同期ソースが存在しない場合の対応は、デバイスのプロパティに応じて異なります。オプション[同期の最大
待ち時間[秒]]の値が0より大きい場合、同期待ちの状態でこの時間が経過した時点でデバイスが測定を
開始します。値が0の場合、待ち時間は無限です。-1の場合、同期を待たずにすぐに開始します。
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両方のオプションの前提条件:
· 対象デバイスはプログラムに登録済みである必要があります。

保存場所が[デバイス(内蔵)]と[リムーバブルドライブ]の場合の前提条件:
· デバイスとPCの間の接続が確立している必要があります。
· デバイスのメモリ容量が十分である必要があります。

ディスクスタート構成の作成
新しいディスクスタート構成を作成するには、以下の操作を行います。

· (保存場所として[デバイス(内蔵)]または[リムーバブルドライブ]が選択されている場合))デバイスとPCの
間に接続が確立していることを確認します。

· メニューリボン項目[Setup-構成] > [ディスクスタート]( )を選択します。
· [開始オプション]と[開始日付]/[開始時刻] の各オプションを必要に応じて設定します。
· 必要に応じてオプション[オートスタート構成] を有効にします。
· リストボックス[次の場所に作成]を開いて、適切な項目を選択します。

· [次の場所に作成]ボタンをクリックします。

注意
· ディスクスタート構成が作成されると、現在の試験設定の設定に従って、umeファイルまたは*.umsファイ
ル(オートスタートあり)が生成されます。
このために現在の試験設定構成を保存する必要はありません。ただし、PCとは異なる試験設定がデバ
イスのハードドライブ上に存在する可能性があります。

· 保存場所として[PCハードディスク]を選択した場合、ume/umsファイルは、ユーザが選択した任意のパ
スに作成されます。対応する試験設定ファイル(*.imcSudio)も作成されます。

保存場所: PCのハードドライブ
測定デバイスが現在使用できない場合は、保存場所として[PCハードディスク]を選択してディスクスタートを設
定できます。
選択した保存場所に、以下の2つのファイルが作成されます。
· *.ume.zip(オートスタートなし)または*.ums.zip(オートスタートあり) (デバイス用ディスクスタート構成ファイル)
· *.imcStudio (対応するimcSTUDIO試験設定ファイル)
これで、ディスクスタートに使用できる構成ファイルが作成されます。
これらのディスク構成ファイルは、リムーバブルディスクにコピーできます。
· 適切なリムーバブルドライブをPCに挿入します。
· 試験設定の名前でサブフォルダを作成し、そこに上記の両方のファイルをコピーします。
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オートスタートを使用しない例
試験設定名: "Experiment_001"
デバイス名: "dev001"
データ保存用リムーバブルメディアのドライブ名: "D"
 D:\Experiment_001\Dev001.ume.zip
 D:\Experiment_001\Experiment_001.imcStudio

ディスクスタートをオートスタートありに変更
オートスタートありのディスクスタート構成を生成する場合、新しいファイルを作成するのではなく、オートスタ
ートなしの既存のディスクスタート構成から生成することができます。
これを行うには、ファイル拡張子を以下のように変更します。
*.ume.zip(オートスタートなし) --> *.ums.zip(オートスタートあり)

5.2.2.1.2  ディスクスタートの削除
ディスクスタート構成を削除するには、次の操作を行います。
· デバイスとPCの間に接続が確立していることを確認します。
· メニューリボン項目[Setup-構成] > [ディスクスタート]( )を選択します。
· 対象の構成名が表示されない場合は、[ディスクスタート構成の検索]ボタンをクリックします。既存の全ての
ディスクスタート構成がテーブルに表示されます。

· テーブルで、削除する構成の隣にある[削除]ボタンをクリックします。

5.2.2.1.3  ディスクスタート構成の選択と起動
ディスクスタート構成は、デバイスに対して作成され、保存されます。
デバイスを有効にすると、リムーバブルドライブとハードドライブでディスクスタート構成が自動的に検索されます。
1つまたは複数のディスクスタート構成が検出されると、選択リストといくつかの簡単なプロシージャがデバイスディ
スプレイに表示されます。
ディスクスタート構成の選択は、デバイスディスプレイのみで実行できます。PCやPCへの接続は必要ありません。
ディスクスタート構成を選択して確定すると、ボタンを1回押すだけでデバイスを構成および起動できます。

5.2.2.1.4  実行中のディスクスタート測定との接続
ディスクスタート測定を実行中のデバイスとPCの間の接続の確立については、「接続と切断」 を参照してくだ
さい。

5.2.2.2  imcCANSAS
imcCANSASダイアログを表示します。

注

この項目を表示するには、
· imcCANSAS構成ソフトウェアがバージョン1.4Rev 5以降で、
· 測定デバイスがCAN2タイプのCANインターフェースを備えている必要があります。
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参 考

· imcCANSAS構成ソフトウェアのヘルプは、ファンクションキー[F1]によってimcCANSASアシスタントから開くこ
とができます。

· このマニュアルは、PDFフォーマットのマニュアルとしてimcCANSASのセットアップCDからコピーすることができま
す。

5.2.2.2.1  imcCANSASソフトウェアとimcSTUDIOの統合
特定の機能とメニューは、imcSTUDIOから呼び出すことができません。たとえば、imcCANSAS構成は、
imcSTUDIOで試験設定と共に保存されるため、MDBデータベースとして管理されません。XMLのエクスポート/
インポートは可能です。
imcCANSASハードウェアには、測定デバイスのCANバスハードウェアを介してアクセスできます。この通信は
Ethernetを介して行われるため、imc-USBやインターフェースダイアログを含む全てのインターフェースがブロックさ
れます。

注
· imcSTUDIOを使用してimcCANSASモジュールを設定すると、アンプと同様にデバイスによってモジュールが
統合されます。測定準備プロセスではimcCANSASモジュール構成のチェックや設定などを行うため、この統
合には一意のIDが必要になります。統合により、CANバス構成のエクスポートおよびインポートプロシージャが
不要になるため、imcCANSASモジュールの操作が大幅に簡略化されます。

· imcSTUDIOの設定ダイアログでサンプリングレートを設定した場合、自動的にはimcCANSASソフトウェア
に反映されません。そのため、この方法で設定を行ってしまった場合、エラーメッセージが表示されます。この
場合は、imcCANSASソフトウェアを開いて目的の設定を行う必要があります。

· 「X軸」(タイムスタンプ、サンプリングレート)を変更すると、前述のエラーメッセージが表示されます。

5.2.2.2.2  制約
imcSTUDIOのCANアシスタントを使用してシステムに組み込んだimcCANSASモジュールを伴う試験設定で
は、測定を準備したときとまったく同じimcCANSASモジュールが存在することが期待されます。すなわち、以前
組み込んだimcCANSASモジュールを測定システムから取り外すと、そのモジュールにアドレスできなくなるため、
次回測定を開始したときにエラーメッセージが表示されます。この場合、CANアシスタントを使用してシステムから
モジュールを削除すると、測定を開始できるようになります。まったく同じ構成の別のモジュールに交換した場合
も、エラーが発生します。これは、最初はimcSTUDIOが交換後のモジュールを認識できないためです。この場
合、交換した新しいモジュールをimcCANSASインターフェースに設定すると、測定を進めることができるようにな
ります。すなわち、CANバス技術でサポートされていても、測定の実行中にモジュールを交換することはできませ
ん。

対処方法
この問題は、以下の2通りの方法で回避できます。

1.PCインターフェースを使用してimcCANSASモジュールを直接構成
測定プロジェクトの途中でimcCANSASモジュールを交換または取り外す可能性がある場合、imcCANSASソ
フトウェアおよびCAN/PCインターフェースを使用し続けると役立ちます。こうすることで、構成をCBAファイルとして
imcSTUDIOにインポートすることができます。後にimcCANSASモジュールを同じ構成のモジュールと交換した
場合にも、測定プロシージャに悪影響が及ぶことはありません。imcCANSASモジュールを取り外した場合は、
測定の開始時にエラーメッセージは表示されませんが、そのモジュールのチャンネルに関するデータは蓄積されま
せん。この状況は、個ーのチャンネルの専用エラーチェック機能またはHeartbeat関数を使用して監視できま
す。
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2.パラメータを設定してCBAファイルを作成
imcCANSASモジュールを交換、取り外し、または追加する場合、以下のプロシージャを実行する必要がありま
す。
a) 全てのimcCANSASモジュールをimcCANSASアシスタントで構成したら、CANアシスタントを開き、各ノード
のCANバス構成をCBAファイルとしてエクスポートします。

b) 後の変更に備えて、試験設定を新しい名前で保存します。
c) imcSTUDIOプログラムからimcCANSASアシスタントを開き、全てのimcCANSASモジュールを削除します。
これにより、CANチャンネルがCANバスアシスタントから削除されます。

d) CANアシスタントを再度開き、該当するノードに対する、前に作成したCBAファイルをインポートします。 
e) 試験設定を新しい名前で保存します。これにより、プロシージャ1で説明したように、imcCANSASチャンネル
の測定が以前と同じように行われます。ただし、imcSTUDIOのチェックは省略されます。

f) このプロシージャでは、imcCANSASで使用可能なデータベースは作成されません。imcCANSASモジュール
を構成し直すには、プロシージャb)で保存した試験設定を開く必要があります。imcCANSASモジュールの
再構成が完了したら、プロシージャd)で説明したように、CANアシスタントでノードを再度CBAファイルとして保
存する必要があります。次に、プロシージャe)で保存した試験設定を開き、変更したノードをCANアシスタン
トにインポートします。

5.2.2.3  補助ファイル
補助ファイルとは、デバイスに保存されているファイルです。たとえば、imcOnlineFAMOSから特性カーブ補助
ファイルにアクセスできます。

補助ファイルには、以下のタイプがあります。
· imcOnlineFAMOS/imcInlineFAMOSの特性カーブとフィルタデータ(*.dat)
· imcOnlineFAMOSのソースコード(*.ofa)
· シンセサイザディレクトリ構造(*.dat)
· メッセージング構成(電子メール、SMS、UDPなど)(*.msg)
[補助ファイル]ダイアログ
補助ファイルを管理するダイアログを開くには、メニューリボン項目[Setup-構成] > [補助ファイル]を選択します。
このダイアログでは、既存の全ての補助ファイルが、選択された関連デバイスに従ってリストされます。
以下の例では、特性カーブファイル(Charact.dat)とメッセージング構成ファイル(Dev001.msg)を持つデバイスが1
つ表示されています。

ダイアログ 補助ファイル 例: [ ]( )
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このダイアログでは、補助ファイルに対して以下の操作を実行できます。
· 削除
· 表示(プレビュー)
· エクスポート
· 新しいファイルのインポート(メニューリボン項目[プロジェクト] > [インポート/エクスポート] でも実行可能)
インポートされた補助ファイルは、試験設定ファイルに保存されます。測定をダウンロードすると、補助ファイルが
デバイスメモリにコピーされます。こうすることで、たとえばimcOnlineFAMOSは、PCに接続しなくても補助ファイ
ルにアクセスできます。

プレビュー
[プレビュー]機能を使用すると、外部プログラムを起動して選択したファイルを開くことができます。
外部プログラムで変更した場合、変更内容は、既存の補助ファイルに自動的には適用されません。変更内容
を保存する場合は、別のフォルダにファイルのコピーを保存して、この新しいファイルをインポートします。

5.2.2.4  デフォルト値
デフォルト値とは、デバイスとチャンネルの構成(パラメータ)に使用する、事前設定された値です。パラメータを個
別に指定するか、パラメータグループ全体を指定するか、どちらかを実行できます。
デフォルト値は、デバイスを選択したとき、および新しいデバイス変数/チャンネルまたはDataProcessing変数
(仮想チャンネル、フィールドバスチャンネルなど)を作成したときに、適用されます。
デフォルト値を変更することに意味があるのはどういう場合でしょうか?
デバイスやチャンネルのデフォルト設定が、ほとんどのアプリケーションで適切ではない場合です。
デフォルト値を管理するダイアログは、メニューリボン[Setup-構成] > [デフォルト値]を選択して開きます。このダイ
アログでは、使用可能な全てのデフォルト値がリストされます。

例:
· チャンネルのPCへの保存は、全てのチャンネルで有効にする必要があります。後からチャンネルごとに個別にデ
ータ保存を無効にすることはできますが、チャンネルを設定した後は保存が有効な状態で使い始める必要が
あります。

· デバイスを選択した後は、カーブウィンドウの循環バッファは常に[未定義]に設定する必要があります。
· デバイスを選択した後は、インターバル保存は常に有効である必要があります。

注意
これらの設定は最初に(デバイスを選択したときに)設定されることを確認してください。それ以降は、全
てのパラメータは変更可能です。

デフォルト設定を使用すると、他のパラメータに基づいて、パラメータを設定できます。

53
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デフォルト値の例 保存間隔を「 秒」に設定: [PC ] 60

デフォルト値またはデフォルト値グループの作成
デフォルト値またはデフォルト値グループを作成するには、[デフォルト値]ダイアログ(リボンの[Setup-構成] > [デ
フォルト値])を開きます。
· ダイアログの左側で、適切な列挙子クラスを選択します(パラメータの適用分野。クラスとそれが含まれる分野
のリストについては、「列挙子クラス」 を参照)。

· ドロップダウン選択リスト(左下)で、[デフォルト値]または[デフォルト値グループ]を選択します。
· [挿入]をクリックすると、要素が選択した場所に作成されます。
· [プロパティ]ウィンドウでは、ターゲットパラメータ、設定するデフォルト値、および適用条件などの他の設定を
設定できます。

222
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プロパティ
プロパティ 説明
[要素タイプ] デフォルト値とデフォルト値グループを区別します(書き込み保護)。
[列挙子クラス] 要素が属する列挙子クラスを指定します(書き込み保護)。
[パラメータ] デフォルト値を適用するパラメータ。

ここでパラメータを選択します。
[パラメータID] パラメータの一意の記述名(書き込み保護)。
[デフォルト値] デバイスを選択したとき、仮想チャンネルを作成したときなどに、指定したパラメータに設定する値。
[適用条件] 特定のケースでデフォルト値を設定できるようにする、さまざまな論理条件を定義できます。

「デフォルト値の順序と依存関係 - 並べ替えと削除」 も参照してください。
[行範囲] デフォルト値を適用する行を指定します。カンマ区切りで行番号を指定するか、マイナス記号で行番号

の範囲を指定します。
行番号は1始まりです。
例: 1 -4: 最初に見つかった4個のパラメータに設定します。したがって、たとえばアンプの最初の4チャンネ
ルを変更できます。最後の4チャンネルは「5-8」と指定します。
「1,6-8」と指定することもできます。

[グループ名] グループ名が表示されます。
選択した言語に固有の名前を入力できます。それぞれの名前は、特定の言語設定に従って表示され
ます。(英語以外の)名前が空の場合は、常に英語の名前が使われます。
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デフォルト値の順序と依存関係 - 並べ替えと削除

項目を並べ替えるには、「上向き/下向き」矢印記号(  /  )を使用するか、ドラッグアンドドロップで項目
を移動します。

項目を削除するには、[X]記号(  )を使用します。

順序
項目の順序は、結果に影響を及ぼします。デフォルト値は、上から下に連続して設定されます。値は他のパラ
メータに基づいて設定できるので、このことを考慮することは重要です。
例:
カップリングが[ハーフブリッジ]に設定されている全てのチャンネルで、[ブリッジ]にバランスアクションを設定するとし
ます。ただし、事前に全てのフルブリッジをハーフブリッジとして設定する必要があります。
依存関係の設定
依存関係は、フィルタエディタでプロパティ[適用条件]を使用して定義します。ここで、さまざまな論理条件を入
力できます。上記の例の場合、以下のような論理条件になります。

依存関係が言語に依存しないようにするには、リストで内部パラメータに解決する必要があります。この場合は
「[eCoupling] = 5」になります。
依存関係は、デフォルト値ごとに個別に定義するか、またはデフォルト値グループ全体に定義できます。この場
合は[デフォルト値グループ]を追加して、このグループに個ーのパラメータを追加します。グループの適用条件を
定義します。個ーのデフォルト値に固有の適用条件を指定する必要はありませんが、個別の条件も指定する
ことはできます。
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現在の設定に基づくデフォルト値の設定(ヒント)
デフォルト値を正しく設定するのは、多くの場合、手間がかかり、それほど簡単ではありません。場合によっては、
たとえば測定範囲を設定するために内部仕様を使用するほうが信頼できます。
デフォルト値に詳しくなるため、または多数のパラメータを短時間で設定するためには、既存の設定に基づいて
デフォルト値を生成するのが最も良い方法です。チャンネルテーブルで選択した内容をデフォルト値として定義で
きます。
これを行うには、コンテキストメニューを開いて、[選択した内容に基づいてデフォルト値を生成]を選択します。

セルのコンテキストメニュー
選択した内容に基づいてデフォルト値を生成[ ]

デフォルト値グループを設定するダイアログで、適切な条件を探すことができます。デフォルト値を適用する条件
を選択します。この条件は、生成するグループに適用条件として登録されます。

例:
アナログチャンネルに以下のパラメータを設定します。
パラメータ 値 ダイアログ([標準]ビュー) ダイアログ([完全]ビュー)
[カップリング] [ハーフブリッジ] [測定モード] [測定モード]
[入力範囲] ±10 "mV/V" [測定モード] [範囲とスケーリング]
[サンプリングレート] 10 kHz [サンプリングとフィルタリング] [サンプリングと事前処理]
[データの保存(PC)] [有効化] [データ転送] [データ転送]

これらの設定は、チャンネルテーブルのさまざまな列でも見られます。結合列 (複数のパラメータを持つ列)に基
づいてデフォルト値を生成する場合、その列の全てのパラメータがデフォルト値として設定されます。この場合、必
要なパラメータを通常の列として表示 して、その列のみに基づいてデフォルト値を作成する方法と、不要なデ
フォルト値を後で削除する方法があります。
以下に示すのは、2番目の方法です。
· [測定モード]、[範囲とスケーリング]、[サンプリングとフィルタリング]、および[保存(PC)]の(結合)列を選択しま
す。

· コンテキストメニューを開いて、[選択した内容に基づいてデフォルト値を生成]を選択します。
· その後に表示される、条件を選択するダイアログで、たとえば、[選択した行と同じチャンネルタイプの全ての
チャンネルに適用]を選択します。これにより、適用条件が[タイプが[アナログ入力]であるチャンネル]であるグル

185
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ープが生成されます。

· [デフォルト値]ダイアログを開いて、生成されたグループから、設定しない全てのパラメータを削除します。

例 複数パラメータのデフォルト値の設定。: 
ただし、タイプが アナログ入力のチャンネルのみ。[ ]

· 次にデバイスを選択したときに、アナログチャンネルが適宜変更されます。
注意: この例は説明のためのもので、完全ではありません。

どんな場合でも、使用する全てのアナログチャンネルが実際にブリッジアンプとして使用できるかどうかを確認し
てください。その場合、フルブリッジとして設定可能なチャンネルのみを変更する条件を追加して使用します。
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事前に定義されている条件
条件 例
[選択した行と同じチャンネル名の全てのチャンネル] [チャンネル名]が[Channel_001]に等しい
[選択した行と同じチャンネルタイプの全てのチャンネル] [チャンネルタイプ]が[アナログ入力]に等しい
[選択した行と同じコネクタ名の全てのチャンネル] [コネクタ]が[[01] IN01]に等しい
[選択した行と同じアンプ/モジュールタイプの全てのモジュー
ル/チャンネル]

[モジュールタイプ]が[ブリッジ、電流アンプ、電圧アンプ、および温度測定装
置"UNI2-8"]に等しい

[選択した行と同じアンプ/モジュールおよびチャンネルタイプ
の全てのモジュール/チャンネル]

[モジュールタイプ]が[ブリッジ、電流アンプ、電圧アンプ、および温度測定装
置"UNI2-8"]に等しい

AND

[チャンネルタイプ]が[アナログ入力]に等しい
[選択した行と同じデバイス名のデバイス] [デバイス名]が[imc_CS_7008_1]に等しい
[全てのデバイス] 空(したがって全てのデバイスが影響を受けます)
[試験設定]

他のオプション 説明
[選択した行の行番号にのみデフォルト値を適用] デフォルト値のうち、プロパティ[行範囲]が適宜設定されます。たとえば、2

番目のアナログチャンネルが選択された場合、値「2」が入力されます。
[選択内容からチャンネル名を除外] チャンネル名は、選択されたとしても、デフォルト値として設定しません。

デフォルト値の保存
デフォルト値の構成は、それぞれのインストール(アプリケーション)ごとに保存されます。したがって、使用して
いるimcSTUDIOインストールで生成された全ての試験設定で、デフォルト値を使用できます。
これらの設定が保存されるのは、プロジェクトも保存される場合のみです。

デフォルト値の他のPCまたはインストールへの転送(インポート/エクスポート)

デフォルト値を転送するには、[インポート]/[エクスポート]アイコン(  /  )を使用します。

警告: 既存の項目は全て削除
インポート時にすでに存在しているデフォルト値は削除されます。インポートの終了後に使用できるのは、イン
ポートされたデフォルト値のみです。

5.2.2.5  デバイスプロパティ
このダイアログには、デバイスの構成が表示されます。ほとんどのプロパティは、ハードウェアに依存しています。た
とえば、デバイスに内部ディスプレイが装備されていない場合のみ、ディスプレイのタイプの変更は便利です。しか
し、このダイアログでは、その違いが識別されません。技術的に言うと、内部ディスプレイとは、ケーブルで取り付け
られている「通常」のディスプレイのことです。これらのデバイスの場合でも、ディスプレイタイプは変更できます。
メッセージとは、このダイアログを開く際に、設定が間違っていることを教える警告のことです。設定を変更する前
に、imcホットライン にお問い合わせください。

注
設定を変更した場合は常に、システムを再起動する必要があります。
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デバイスプロパティ
プロパティ: デバイス 説明
シリアルナンバー デバイスのシリアルナンバー。変更できません。
製品名 デバイスタイプ: imc C-SERIES、imc CRONOScompactなど。
ソフトウェアバージョン ファームウェアのバージョン。
ソフトウェアバージョン(最小
要件)

構成に従ってデバイスを稼動させるのに必要な最小要件のソフトウェアバージョン。これにより、デバイスの一
部がサポートされないバージョンへのダウングレードが回避されます。

プロパティ: アクセス保護 説明
パスワード ファームウェアのアップデートや接続のセットアップを保護します。パスワードを削除するには、有効なパスワード

を再度入力します。
ファームウェア更新に使用 ファームウェアアップデートの有効化と無効化 。
imc REMOTE
WebServerの使用

デバイスのWebインターフェースによるオペレーションの有効化/無効化。

接続の確立に使用 デバイスに対する接続(FTP、LAN、imc REMOTE SecureAccess)の有効化/無効化。
証明書 imc REMOTE SecureAccessによる接続のセットアップに必要な証明書。ここでは、証明

書"imcCert.cpt"　("C:\Program Files (x86)\imc\imc_DEVICES_2.8R3\Firmware\Idif"のような
Firmware\Idif\下のインストールパス内)を選択します。証明書は常に1年間有効であり、期限切れになっ
たら交換する必要があります。証明書は、imcホットライン から取得します。

有効期限 前述の証明書の有効期限。
FTPログイン名 FTPアクセスのログイン名
FTPパスワード FTPアクセスのパスワード
匿名FTPアクセス enabled=1:

 disabled=0: 
FTPログイン名とFTPパスワードのプロンプトは表示されません。
FTPログイン名とFTPパスワードが使用されます。

136
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プロパティ: UPS 説明
停電後の取得時間[s] 停電後の最大測定時間。ユーザは、工場設定時間を変更することができます。この項目は、ハードウェアと

合わせる必要があります。そのため、変更するには、imcに問い合わせる必要があります。
アキュムレータの電源が不十分な場合でも、デバイスのデータは保存されます。

プロパティ: ディスプレイ 説明
タイプ ディスプレイのタイプ(英数表示、グラフィック表示、および解像度)。変更点は、デバイスの再起動後、有効

になります英数表示をサポートしていないデバイスもあります。
コネクタは、GPSマウスにも使用できます。変更するには、GPS-Mouse=255という項目を選択します。この
オプションを利用できないデバイスもあります。不明な場合は、imcホットライン にお問い合わせください。
GPSに切り替えると、で全てのGPS信号をプロセスベクトル変数として受信できます。

プロパティ: デバイス時間
とデバイス間同期

説明

タイムゾーン なし: imc µ-MUSYCS / imc SPARTANに対する互換性。デバイスは、imcDEVICES2.7R3より前のような
動作をします。デバイスにはソース時間のタイムゾーンが適用されているように見えます。
PCによってダウンロードされている場合: デバイスはPCのタイムゾーンで実行されます。
同期あり: デバイスは、同期元のタイムゾーンで実行されているように見えます。
タイムゾーンが設定されている場合は、デバイスクロックを設定すると、ソース時間がデバイスのローカル時間
に変換されます。そのため、ソース時間のタイムゾーンを知っておく必要があります。デバイスクロックの設定
時、PCは自分のタイムゾーンをデバイスに通知します。デバイスのRS232インターフェースにNMEA文字列を
送信する全てのソースでは、時間がUTCで表現されていることが前提です。Syncソケット(DCF/IRIG B)の時
間情報は全て、デバイスで設定されているタイムゾーンに準拠していることが期待されます。

夏時間 有効: 夏時間の有効/無効がデバイスによって自動的に切り替えられます。
無効: デバイスは1年中、標準時間を使用します。

NTP · サーバ(1)、(2): サーバのIPアドレスまたは名前。
· 最大時間差[ms]: NTPサーバからの許可される時間差(ms単位) (この時間内であればデバイスがまだ
同期されているとみなされる)。この時間差を超過すると、「Not synchronized」または
「Synchronization in progress..」というメッセージが表示されます。
測定データの測定精度および互換性のために、時間差が大きい場合は、この項目の値を増やしてくださ
い。さもないと、同期をまったく使用しないで済ます必要があります。

· 間隔[秒](最小;最大): 同期期間の最小値および最大値を指定します。以下のような点を目安としてく
ださい。
· 期間が短いと、精度が高くなりますが、ネットワークの負荷が増します。
· 期間が長いと、精度が低くなりますが、ネットワークの負荷は軽くなります。

精度:
· 外部条件(主に温度、ネットワークリソース要件)の変動がわずかな場合は、期間が長くても、精度を
高くすることができます。ただし、温度の変動が頻繁であると予想される場合などは、同期期間を短く
してください。

· NTP標準: 最小 = 16秒、最大 = 1024秒。この値は、何も入力しなかった場合にも使用されます。
デバイスをキャビネット内に設置する場合など、温度が一定であれば、この値で十分です。

例: NTPの設定値: 最小=8秒、最大=64秒
条件:
· デバイスを、日中の温度変動環境に置く、つまりキャビネット内に設置しない。
· 社内のNTPサーバを使用する。
結果: 3つのデバイス間で、信号の時間差が0.01～0.2ms。この値はIEC 61000-4-30規格で求めら
れている不確定レベルを大きく下回っており、測定信号を非常によく比較することができます。

同期の最大待ち時間[秒] 0 待ち時間に制限なし(デフォルト)
-1 待ち時間なし
xxx 待ち時間はxxx秒
注:

13



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

108 Setup -デバイス構成

プロパティ: デバイス時間
とデバイス間同期

説明

· 運用可能な同期入力信号を使用して同期がうまくとれるような待ち時間を選択してください。そうしな
いと、待ち時間が経過した後、測定の同期がずれ始めます。ただし、これは、imcOnlineFAMOS
の関数IsSyncronized()を使用してSync状態とデータを記録した場合、測定データ内で後からしか
認識することができません。

· GPSマスタとDCF-77スレーブを使用する場合、待ち時間は300秒としてください。
同期信号入力 アクティブ化時に使用するデフォルトクロックを指定します。同期信号の値がn.s.=0の場合、設定値はデバイ

スのアクティブ化後もそのまま残ります。
0 なし: 定義なし。
1 同期信号なし: 同期信号入力が評価されません。
2 DCF同期信号: DCFまたはIRIB-Bのみが評価されます。
3 GPS同期信号: GPSレシーバのみが評価されます。
4 DCFまたはGPS同期信号: ディアクティベート時に最初に適用される信号に応じて、DCFまたはGPSが使用
されます。
5 NTP同期信号: ネットワークプロトコルが使用されます。 
これらの設定は、デバイスとの接続時、同期 に関する設定が試験設定でほかに指定されていない場
合、試験設定内で適用されます。

同期信号出力 デバイス時間をDCF-77信号として出力するか否かを指定します。

プロパティ: オプション 説明
いくつかのソフトウェアオプションは有料です。それらのオプションは、いわゆる有効化コードによって有効化します。有効化コードは、複数
桁の数値であり、デバイスごとにそのシリアルナンバーに基づいて決定されます。
オプションは、工場で有効化することができ、デバイスの出荷時にご利用いただけます(新しいデバイスフレームのステッカーにあるシリアルナ
ンバーのバッジを参照)。
オプションは、出荷後に有効化することもできます。有効化されているオプションは、デバイスの構成(フラッシュEEPROM)に記載されている
ので、消失することがありません。
imcDEVICES imcSTUDIOのオペレーションの有効化/無効化を実行します。
imcOnlineFAMOS imcOnlineFAMOS ベースパケットによるオンライン処理を有効化します
imcOnlineFAMOS
Professional:

このオプションは、複数のサブパート(「Optimization of the online programs by use of the on-chip
memory」、「オンライン同期タスク」、「プロセスベクトル」)から構成されています。ただし、これら機能オプショ
ンのサブパートを利用できるか否かは、特定のハードウェア構成に依存しており、デバイスとの接続時に決定
されます

オンラインクラスカウント オンラインクラス-カウンティングキットの機能を有効化します
オンラインオーダートラッキン
グ

オーダートラッキングキットの機能を有効化します

CANデータベースのインポ
ート

ベクトルデータベースアクセス、DBCフォーマットを有効にします。注文オプション: */VEC-DATB(デバイス単位
のライセンス)。
·

imcCANSAS CANインターフェースで接続されるimcCANSASモジュールの全パラメータ化。ただし、本オプションを利用で
きるか否かは、特定のハードウェア構成に依存しており、デバイスへの接続時に決定されます。

imcSTUDIO Monitor デバイスがimcSTUDIO Monitorに対応しているか否かが表示されます。該当項目は変更できません。
ECUプロトコル ECUプロトコルをサポートするCANバス加入者用の機能をアクティブ化します(「imcOnlineFAMOS」

の章およびimcOnline/InlineFAMOSFunctionReference を参照)。
中断までの測定時間(T3)
(秒)

スリープモードを持つデバイスでのみ使用可能。中断信号を適用すべき最小期間を規定します。

142
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プロパティ: オプション 説明
imc REMOTE imc REMOTE LinkSecure、imc REMOTE SecureAccess、またはimc REMOTE WebServerのアクティ

ブ化。必要なアクティベーションコードは、デバイスと共に購入する必要があります。アクティブ化は、後で実行
することもできます。
· imc REMOTE LinkSecure: https接続を通じたセキュリティで保護されたアクセスを提供するimcLINK
用のオプション。

· imc REMOTE SecureAccess: imc REMOTE SecureAccessを有効にし、ファイアウォールが有効になっ
ている場合でも、デバイスに対して直接かつセキュアなアクセスを可能にします。

· imc REMOTE WebServer: imc REMOTE WebServer を有効にします。imc REMOTE
WebServerは、プラットフォームに依存しないリモートアクセスをimc測定システムに提供します。

5.2.2.6  モジュールプロパティ
ダイアログはデバイスに装備されているアンプを全てリスト表示します。

モジュール構成
[タイプ]、[シリアルナンバー]、[ファームウェア]、および[キャリブレーション日]のほかに、アンプの[アドレス](バス指定
付き)と最終的な[位置]も表示されます。
[別名で保存...]を使用すると、ファイルが作成され、接続されているアンプがそのファイルにリスト出力されます。

664
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アンプには、以下の2つのグループがあります。
· 永続的にインストールされたアンプでは、アンプのアドレススイッチ(システムの出荷時に設定)が使用されま
す。一部のデバイスでは、この設定を訓練を受けたユーザは変更することができます(デバイスのマニュアルを
参照)。
永続的にインストールされたアンプは、アドレス指定(I2CMODULE)によって区別されます。

· モジュール(imc CRONOSflexモジュール など)は、マスタ(imc CRONOSflexベースユニットやimc
CRONOScompact用EtherCATマスタ(ECAT-DA)など)と統合されます。それらのモジュールアドレスは自動的に
取得されます。モジュールの付番は、最初の接続時に実行され、以降はそのままです。モジュール番号(位
置)と共に、"ScanID"(モジュールのID)も割り当てられます。7セグメントディスプレイには、モジュールアドレスが
表示されます。
CRFXモジュールは、アドレス指定(xbus)によって区別されます。
モジュール番号の割り当て
· 再割り当て: [Reassign]ボタンを押すと、モジュールの既存の付番が連続した付番により上書きされます。
· 手動割り当て: 位置を手動で入力します。数値をクリックし、位置をリストから選択します。

手動割り当て
警告

モジュール構成の変更は、アンプの順序変更と等価です。モジュール項目の順序を変更すると、既存の試験
設定を全て使用することができなくなります。

imc CRONOSflexモジュールの削除
CRFXモジュールを削除しても、モジュールの付番がデバイスの説明に保持されます。その結果、付番内に隙間
が空きます。デバイスの説明は試験設定と共に保存されるので、旧試験設定は、同一モジュールの後続の任
意のアプリケーションによって簡単に再利用することができます。
imc CRONOSflexモジュールの交換
デバイスの説明では、CRFXモジュールがそのシリアルナンバーによって特定されます。CRFXモジュールを同一モデ
ルの別のものと交換すると、新規モジュールはそのシリアルナンバーによりそのように認識され、新しいアドレスを受
け取ります。その場合は、アドレスを修正(手動割り当て)してから、既存の試験設定の使用を再開します。

150
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モジュール番号の割り当てに関する注
· flexモジュールを別のimc CRONOScompactデバイスと交互に使用すると、各測定機器のモジュールアドレス
が別ーに保存されます。モジュールアドレスの個数は、63に制限されています。
モジュールアドレスの可能な個数を超えると、一番古い項目が削除されます。
そのため、モジュールは、デバイス構成が異なれば、別のモジュールアドレスを持つことができます。そのため、
同一モジュールを別のデバイス内で使用することができ、モジュールアドレスを毎回再割り当てする必要はあ
りません。

· ScanIDが一致すれば、該当モジュールに保存されているモジュールアドレスが使用されます。
· ScanIDが競合している(同一のモジュールアドレスを複数のモジュールが持っている)場合は、モジュールアドレ
スの再割り当てが実行されます。

· 他の全てのモジュール(ScanIDが一致していないモジュール)では、モジュールアドレスが再割り当てされます。
· モジュールアドレスの割り当て時は、最後に使用されたアドレスが適用されます。新しく割り当てられるアドレ
スは、最後に割り当てられたアドレスに続くアドレスとなります。

· モジュールアドレスの再割り当て時は、新しいScanIDが作成され、全てのモジュールに新しいアドレスが割り
当てられます。

デバイス構成の変更に関する注
· デバイスソフトウェアとデバイスの接続後は、デバイス構成の変更(モジュールの削除や追加)が有効になりま
せん(設定ダイアログの後続の適応に関するイベント通知など)。

· デバイス構成を変更した場合、デバイスソフトウェアを使用してデバイスの分離および再接続を実行してから
でないと、変更点が有効になりません。

· 測定の実行中は、デバイス構成の変更に応答することができません(「ホットプラグ」なし)。

5.3  ツールウィンドウ
5.3.1  詳細

Setupの目的で、[詳細]ツールウィンドウが提供されています。

プラグインの詳細ツールウィンドウimcSTUDIO Setup [ ]
例( )

[詳細]ウィンドウの内容は、選択されているページ(「操作」 を参照)によって異なります。このツールウィンドウ
のパラメータはテーブル形式の表示のため、直接編集することもできます。

119
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非表示パラメータ
[詳細]ウィンドウには、選択した一連のパラメータがデフォルトで表示されますが、このパラメータは、テーブル形式
の表示およびダイアログでも確認可能なものになります。南京錠のアイコン()をクリックすることによって、テーブル
形式の表示で選択した内容に含まれる他の全てのパラメータ(非表示パラメータ)も表示されます。  

例
南京錠のアイコンをクリックすると、全てのデバイスパラメータのさらに詳細なリストが表示されます。下図に示すパ
ラメータはほんの一部です。

選択したデバイスに対応する詳細ツールウィンドウ非表[ ] (
示パラメータを表示した状態)

この表示では、テーブル形式の表示とダイアログのどちらでも表示できないパラメータも設定できます。

グループ化/並び替えパラメータ
[詳細]ウィンドウのパラメータもグループに表示できます。このためには、グループ化のアイコン()をクリックします。

 パラメータは以下のグループに分類されます。
· 表示
· 非表示
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詳細ツールウィンドウ グループ表示[ ] ( )
グループは個ーに開いたり閉じたりできます(アイコン: )。   
パラメータをアルファベット順に並べ替えるには、並べ替えアイコン()をクリックします。  並べ替えの順序を変更
するには、もう一度クリックします。

5.3.2  センサ
[センサ]ツールウィンドウには、既存のセンサおよび特性カーブ(ほとんどの場合、以下どちらも「センサ」と呼びま
す)に関する全ての情報が表示されます。
ここに、使用されたセンサの情報が表示されます。また、ユーザ定義の特性カーブを作成および編集できます。
imcSENSORSがインストールされている場合は、このデータベースのセンサが表示され、使用できます。

プラグインの センサ ツールウィンドウ例imcSTUDIO Setup [ ] ( )
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構造
ウィンドウは2つの部分に分かれます。左側には、全てのセンサグループの構造化リストがあります。右側には、
選択したグループに属するセンサと、各センサのプロパティが表示されます。
グループ 説明
自分のセンサ全て imcSENSORSからのセンサのリストです。

センサの正確な説明については、imcSENSORSのマニュアルを別途、参照してください。

ユーザ定義の特性 ユーザ定義の特性カーブのリストです。この特性カーブは、ここで作成および編集できます。
接続されたセンサ 実験におけるセンサのリストこのリストは、概要をすばやく確認できます。また、他のチャンネルのセンサを

使用することもできます。

用語の定義
用語 説明

センサ

センサにはさまざまなタイプがあります。違いは、形、サイズ、基にしている物理的原理、さらには変数間
での変換などの面で見られますが、その他にも、特性、仕様シート、測定装置との接続状態の面にお
いても、センサごとに異なっています。
ここで、センサに関する情報が編集されます。この情報は、特に仕様シートの仕様およびキャリブレー
ションの値に適用されます。

ユーザ定義の特性カーブ

imcSTUDIOで設定されているセンサです。このセンサの特性カーブには複数のポイントがあります。こ
の機能スコープは、imcSENSORSのセンサと比べると限定的です。

全てのアンプで、このタイプの特性カーブがサポートされているわけではありません。この章の
最後に、アンプ/デバイスのリスト があります。

フィルタ フィルタとは、複数のセンサのグループ化です(例: 熱電対、歪みゲージ、圧電、....)。imcSENSORSに
追加のフィルタを作成し、ツールウィンドウにインポートできます。

imcSENSORS imcSENSORSは、センサに関する情報を管理および編集するツールです。

チャンネルへのセンサ情報の書き込み
センサの情報および構成をチャンネルに書き込むには、ドラッグアンドドロップ操作でセンサを目的のチャンネルま
で移動します。センサに保存されている構成が、チャンネル構成に適用されます。

注記
· アンプとimcSTUDIOの両方で、センサをサポートしている必要があります。センサ情報が適用されるのは、入
力したプロパティがチャンネルでもサポートされている場合のみです。

· この章の最後には、特性カーブを持つセンサをサポートするアンプ/デバイスのリスト があります。
· サポートされているモジュールのリストについては、「サポート対象モジュールのリスト(TEDS/imcSENSORS)」

の章を参照してください。

これで、接続されているセンサも「接続されたセンサ」の下に配置されます。

118
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チャンネルからのセンサ情報の削除
チャンネルからセンサ情報を削除するには、Setupページの[TEDS] が必要です。
ページを追加する方法については、「デバイスの構成 - Setupページ」の「追加のページ」 を参照してください。

· Setupページ: [TEDS]を開きます。
· 目的のチャンネルを選択します(複数選択可)。
· リストから次の項目を選択します。チャンネルのセンサ情報をリセット
· ボタンをクリックします。

センサ情報が削除されます。

注: 構成はそのまま残ります。
チャンネル構成はインポート前の状態にリセットされません。現在の構成は、センサ情報なしでは設定できない
パラメータが設定されない限り、そのままに残ります。この場合、デフォルト値が復元されます。

ツールバーとコンテキストメニュー
 メニュー項目 説明

新しい特性カーブを作成 ユーザ定義の特性カーブの作成/編集に使用するダイアログが開きます。

特性カーブを削除 選択したユーザ定義の特性カーブを削除します。

特性カーブを編集 選択したユーザ定義の特性カーブを修正できます。ユーザ定義の特性カーブの作成/編集に
使用するダイアログが開きます。

imcSENSORSを開く プログラムimcSENSORSが別のプログラムウィンドウに表示されます。

 検索 ここでは、「フィルタ」名または「センサ」パラメータのいずれかに基づいて、センサのリストを検索で
きます。

 imcSENSORSに追加 既存のセンサをimcSENSORSデータベースに追加します。

 

レイアウト

標準レイアウト 元のレイアウトを復元します。たとえば、インポート済みのフィルタを削除して移動したり、削除
済みのフィルタを以前の設定に戻したりします。

フィルタをインポート ここでは、imcSENSORSで作成したフィルタをインポートして、ユーザ定義のグループ化を有効
にすることができます。

フィルタを削除

選択したフィルタを削除します。注意: フィルタのみが削除され、表示されているセンサは削除さ
れません。通常は、選択したフィルタのみが削除されます。ただし、選択したフィルタに下位のフィ
ルタが含まれる場合は、この下位のフィルタも削除するかどうかを指定するよう促されます。下位
のフィルタは全て、選択したフィルタの下にあり、選択したフィルタより少なくとも1つ右の位置にイ
ンデントされています。

<< (上のレベル) ツリーダイヤグラムで、フィルタが1つ左の位置にインデントされます。これにより、階層でのレベル
が1つ上がります。

>> (インデント) フィルタが1つ右の位置にインデントされます。このようにインデントを設定することによって、フィル
タを、上にあるフィルタの下位のフィルタにすることなどができます。

フィルタリストの非
表示

フィルタリストは非表示になり、ツールウィンドウの下部にバーとして表示されます。そこには、現
在選択中のフィルタ名が表示されます。
この領域上でマウスをクリックすると、リストが別ウィンドウに開き、フィルタが切り替わります。
ツールウィンドウ上でもう一度マウスをクリックすると、リストが再び非表示になります。

173
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新しいセンサの作成
新しいセンサを作成するには、コンテキストメニューから[特性カーブ] > [新規]を選択するか、対応するボタン()を
クリックします。 ユーザ定義の特性カーブの作成/編集に使用するダイアログが開きます。

ユーザ定義の特性カーブの例
 メニュー項目 説明

新規 単純なセンサを設定するアシスタントが開きます。テーブルにポイントを入力することもできます。

インポート 前に作成したセンサをインポートします。たとえば、このようなセンサは.datフォーマットで保存する必
要があり、imcソフトウェアimcFAMOSを使用して作成可能です。

エクスポート 一度作成されたセンサはエクスポートできるため、別ーに保存したり、別の操作に使用したりできま
す。

 エクストラ ここでは、特性カーブダイアログのオプションを利用できます。たとえば、特性カーブを作成するための
その他の機能として、測定変数および変数調整などを有効にできます。

特性カーブのポイント
特性カーブは常に2つ以上のポイントから構成されます。テーブルで特性カーブの値を入力すると、それに応じた
特性カーブがカーブウィンドウに表示されます。
特性カーブの値:
· 電気値: センサによる測定値
· 物理値: 対応する電気値に応じて表示される値
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値の入力やインポート()、あるいはアシスタント()を使用して線の作成が可能です。必要に応じて後から変更す
ることもできます。

次回の編集用に複数のポイントをすばやく作成

複数のポイントを一定の間隔ですばやく作成するには、[新規]()をクリックします。 特性カーブ作成用のテン
プレートがあるウィンドウが表示されます。

この例では、ポイント間の間隔が2で、-5～+5の範囲の直線を作成します。このようにして、多くのポイントをすば
やく作成できるため、後から修正するのも容易です。

測定変数による値のインポート
電気値はセンサから直接読み取ることができます。センサの関連するPV変数を測定変数として選択します。こ
れで、電気値は手動で入力できなくなりますが、直接測定されます。測定値が自動で入力されます。
値を読み出すには、関連するセルを選択し、セルの右端にあるボタンをクリックします。

測定変数による新しい電気値の取得
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質問: 特性カーブのあるセンサはどのアンプでサポートされていますか?
Support of sensor characteristic curves is enabled for following devices:
Amplifier/
Device

CRPL/SL Firmware CRC Firmware CRFX Firmware

ICPU-8 2.7R3 --- ---
DCB-8 2.7R3 --- ---
LV2-8 2.7R3 --- ---
UNI-8 2.7R3 --- ---
ISO2-8 2.7R3 2.7R3 2.8R5
UNI-4 2.8R7 2.7R3 2.8R5
SC2-32 2.7R3 2.7R3 ---
ICPU2-8 Ø 2.8R7 2.8R5
UNI2-8 Ø 2.8R7 2.8R5
DCB2-8 Ø 2.8R7 2.8R5
LV3-8 Ø 2.8R7 2.8R5

Device Feature Firmware
Cx-41xx-N 2.8R7
SPAR-U 2.8R7
: Feature supported imc STUDIO 3.0R4 included fi rmware 2.7R3
Ø: Feature currently not supported imc STUDIO 4.0 included fi rmware 2.8R3
---: Ampl i fier not ava i lable for this  device series imc STUDIO 5.0R1 included fi rmware 2.8R5
  imc STUDIO 5.0R3 included fi rmware 2.8R7

5.3.2.1  センサデータベース - imcSENSORS
imcSTUDIOでは、センサのスペックシートデータをセンサデータベースからエクスポートして、チャンネルの構成に適
用することができます。
そのためには、imcSENSORSプログラムをインストールする必要があります。センサデータベースである
imcSENSORSは、そのようなセンサ情報を管理します。このプログラムでは、センサの項目の設定、編集、およ
び管理を行うことができます。

imcSENSORSを開きます。
imcSENSORSが取り付けられている場合は、[センサ]ツールウィンドウを通じてセンサデータベースを起動すること
ができます。このためには、コンテキストメニューを開き、[Open imcSENSORSを開く]を選択するか、対応するボ
タン( )ボタンをクリックします。

センサデータベースからのセンサデータのインポート
センサ情報をチャンネルに転送するために、imcSENSORSを開く必要はありません。ツールウィンドウでは、データ
ベース内の全てのセンサがリストされます。
センサ情報をチャンネルに転送する方法は、[センサ] ツールウィンドウの説明で示されます。114
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センサデータベースでのセンサ情報の採用
センサ情報をセンサTEDSからセンサデータベースに転送するには、[センサ]ツールウィンドウのコンテキストメニューを
開き、[imcSENSORSに追加]を選択します。チャンネル設定は影響を受けないままになります。

5.4  操作
Setupメインウィンドウは、事前定義されている複数のページに分割されています。一部のページは、以下の例に
示すように、縦方向に2つのウィンドウに分割されています。

テーブル形式とダイアログ
例( )

  説明
1: テーブル形式 上側のウィンドウはテーブル形式(行/列/セル)です。テーブルには、既知の全てのデバイス、チャンネ

ル/変数などがリストされます。パラメータを容易に把握でき、多くの列を表示できます。
2: ダイアログ 下側のウィンドウは、最も重要なパラメータの専用ダイアログ です。

編集: パラメータを変更するには、テーブルで直接編集 する方法とダイアログ で入力する方法がありま
す。ウィンドウの高さを編集するには、マウスで点線で示される分割線をドラッグします。

5.4.1  テーブル形式
テーブル形式では、選択したページの多くのパラメータが、セグメント分割されたテーブルに表示されます。

アナログチャンネル テーブルの例[ ]  

119
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個ーのパラメータおよび複数のパラメータのセットのどちらも、テーブルのセルで直接編集 できます(「選択」
を参照)。開いているページとテーブルでの選択対象に応じて、設定を使用できるかどうか、および選択できる値
は異なります。
他のパラメータ: 原則として、テーブル形式では全てのパラメータを構成できます。そのために、[列の選択] を
使用して、必要なパラメータをテーブルに表示できます。また、[他の列] 機能を使用して、複雑な列を構成
できます。

5.4.1.1  選択
テーブル形式では、個ーのパラメータおよび複数のパラメータのセットのどちらも、テーブルのセルで直接編集で
きます。
これを行うには、まずパラメータが含まれる行(複数可)を選択します。

マウスによる選択
隣接する複数のセルを選択するために必要なのは、選択する領域の上でマウスをドラッグして矩形を描くことの
みです。

マウスをボタンを押したまま領域の上でドラッグ 適切な位置でマウスボタンを離す

マウスとキーボードによる選択
これを行うには、以下に示す1枚目の画像に示すように左端の余白列を使用します。

個々の行の選択
選択する項目の左端をクリックします。

行選択1
テーブルの端をクリックするのみ( )

122 120

123

183
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連続する複数の行の選択
選択する範囲の最初の行をクリックします。次に、Shiftキーを押したまま、選択する範囲の最後の行をクリックし
ます。これにより、最初に選択した行から最後に選択した行までの全ての行が選択されます。

連続する複数の行の選択
キーを押したまま(Shift )

このプロシージャを(複数のステップで)繰り返し実行することもできます。もっと多くの項目にアクセスするために、ス
クロールバーを使用してテーブル全体に移動できます。これは、テーブル上の位置が大きく離れているために同
時に表示できない複数の行も選択できることを意味します。

複数の行を個別に選択
選択する最初の行をクリックします。次に、Ctrlキーを押したまま、選択対象に追加する次の行をクリックします。
Ctrlキーを押したまま行をクリックするたびに、その行が選択対象に追加されます。

複数の行を個別に選択
キーを押したまま(Ctrl )

このプロシージャを(複数のステップで)繰り返し実行できます。もっと多くの項目にアクセスするために、スクロール
バーを使用してテーブル全体に移動できます。これは、テーブル上の位置が大きく離れているために同時に表示
できない複数の行も選択できることを意味します。

選択のキャンセル
複数行の選択をキャンセルするには、テーブルの任意の行の左側をクリックします。
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5.4.1.2  直接編集
テーブルに列が存在するパラメータは全て、(テーブルで)直接編集できます。一部のパラメータには、ダイアログ
が用意されていることに注意してください。

個々のパラメータの編集

個々のパラメータの編集: 
行をクリック

個ーのパラメータを編集するには、テーブルの関連セルを直接クリックします。あらかじめ行を選択する必要はあ
りません。クリックすると、パラメータを編集できるコントロールが表示されます。コントロールのタイプは、個ーのパラ
メータに応じて決まります。上図では、希望するチャンネルステータス([アクティブ]/[パッシブ])を選択するドロップダ
ウンリストが表示されています。

複数のパラメータの編集

複数選択用コントロール
例( )

前の章(「選択」 )の説明に従って、編集する行を選択します。次に、パラメータを編集する行の1つをクリック
します。対応するパラメータを編集できるコントロールが表示されます。全てのパラメータ値が同じ場合は、その値
が表示されます。複数の値が混在している場合は、不等号記号(  )が表示されます。

複数選択プロシージャで複数の値が混在するパラメータ
例( )

127
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5.4.1.3  列の構成
デフォルトでは、Setupのさまざまなページに、一定の選択された列(パラメータ)が表示されます。また、必要に応
じて列の選択と順序を構成することもできます。列構成は、構成したビューと共に保存されたり開かれたりします
(マニュアルの「imcSTUDIO (general)」 > 「ビュー」 の章を参照)。

[列の選択]を開く

テーブルのコンテキストメニューを開く
列を挿入するには、[列の選択]ダイアログを開きます。これを行うには、テーブルの左上隅を右クリックして、対
応するコンテキストメニュー項目を選択します。

76
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列の挿入
[列の選択]ダイアログには、挿入可能な列のリストがあります。列を挿入するには、下図に示すように、リストの
列を列ヘッダーまでドラッグします。

列のドラッグ

(列を置く前の)フレームの揃え方で、既存の列の左または右の
どちらに列が挿入されるかを示します。この例では、[サンプリン
グレート]列は、[現在値]のすぐ隣に挿入されます。

列を置くと、選択した位置に列が挿入されます。

置かれた列

列の移動(位置の変更)
列の位置を変更するには、単純にドラッグアンドドロップを使用して、列のタイトルバーを希望する位置までド
ラッグします。
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列の削除
列を削除するために、以下のどちらかの方法を使用します。
· [列の選択]ダイアログを開いて、列をダイアログウィンドウまでドラッグします。
· 下図に示すように、列をテーブルの横の何も表示されていない領域までドラッグします。

ドラッグアンドドロップ
による列の削除

[列の選択]ダイアログを開く必要はありません。

構成の保存/復元
列のレイアウトを保存するには、[ビュー]メニューの機能を使用します(マニュアルの「imcSTUDIO (general)」 >
「ビュー」 の章を参照)。

5.4.1.4  列のフィルタリング
ユーザ定義フィルタ
フィルタを適用するには、対象となる列の右上隅の「フィルタ記号」を左マウスボタンでクリックする必要がありま
す。
選択メニューが開きます。ここで[(カスタム)]をクリックします。

フィルタメニュー
ステータス列の例([ ] )

76



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

126 Setup -デバイス構成

[カスタムオートフィルタ]が開きます。フィルタを設定したら、[OK]をクリックします。フィルタステータスインジケータが
開きます。 

カスタムオートフィルタ[ ]

フィルタステータスバー

フィルタステータスバー

フィルタの編集
複雑なフィルタを定義するには、フィルタステータスバーの[フィルタの編集]ボタンをクリックします。
以下に示すようなダイアログが開きます。

一般フィルタ ダイアログ[ ]

このダイアログで、フィルタ条件を複雑に組み合わせた式を作成できます。
フィルタ条件は、論理演算子のAND、ORなどを使用して定義します。記号 を使用して、複数のフィルタ条件
を追加できます。フィルタ条件の正しい構文は、たとえば[カップリング]、条件演算子、一般的な「状態」の3つの
列を入力するのと似ていることに注意してください。
ツール を使用して、フィルタ条件を削除することもできます。
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フィルタ条件は、(試験設定ではなく)プログラムデータと共に保存されます。フィルタを有効にするには、フィルタス
テータスバーのドロップダウンリストを開きます。

5.4.2  ダイアログ
このセクションでは、専用ダイアログの最も重要なパラメータについて説明します。

測定モード ダイアログの例[ ]
ここには、複数のダイアログにわたって、選ばれたパラメータが表示されます。これらのダイアログは、明確に構造
化されています。テーブル形式と同じように、ダイアログでもパラメータを直接編集 できます。
開いているページとテーブルでの選択対象に応じて、ダイアログと設定を使用できるかどうか、および選択できる
値は異なります。

128
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5.4.2.1  直接編集
ダイアログに表示されるパラメータは全て、直接編集(変更)できます。
個々のパラメータの編集

個々のパラメータの編集例( )

パラメータを編集するには、まずテーブル形式で該当するテーブルセルを選択します(「選択」 を参照)。選択
内容に関連する一連のダイアログが表示されます。変更するパラメータが含まれるダイアログを開きます。
パラメータを編集(変更)できるコントロールをクリックします。コントロールのタイプは、パラメータに応じて決まりま
す。上図では、チャンネルステータス([アクティブ]/[パッシブ])を設定するドロップダウン選択リストが表示されていま
す。
複数のパラメータの編集
ダイアログでパラメータを編集すると、この変更によって、選択されているテーブル形式の全ての行が変更されま
す。全てのパラメータの値が同じ場合はその値が表示され、そうでない場合は「不等号」記号(  )が表示され
ます。
下図の例では、3つのチャンネルが選択され、[チャンネル定義]ダイアログが表示されています。ダイアログの[ステ
ータス]ドロップダウンリストで[アクティブ]を選択すると、3つのチャンネル全てのステータスが[アクティブ]に設定され
ます。結果は、チャンネルテーブルにすぐに表示されます。

120
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複数選択で複数の値が混在するパラメータ
例( )

5.5  測定プロシージャの実行
この章では、測定プロシージャ(試験設定)の制御方法について説明します。リボンの[ホーム]から多くの機能に
アクセスできます。リボンの[Setup ]からは全ての機能にアクセスできます。

  説明
 信号リード線の接続  

[デバイスの検索と選択] 試験設定を作成するには、デバイステーブルに1つまたは複数のデバイスを登録する必要がありま
す。これを行うには、デバイスの検索と選択を実行します。

 [ファームウェアの更新] ソフトウェアは、正しいファームウェアを実装しているデバイスでのみ動作します。接続/準備の際に、
バージョンの比較が行われます。一致しない場合は、ファームウェアの更新が実行されます。

 [デバイスの構成]
測定セットアップごとに、さまざまな測定デバイス設定が要求される可能性があります。それぞれの要
求に従って、デバイスと各測定チャンネルを構成します。この目的のために、さまざまなソフトウェアアシ
スタント(ウィザード)が提供されています。

プロセス構成 現在の構成にエラーがないか検査して、全てのプラグインから使用できるようにします。この場合、デ
バイスへの接続は必要ありません。

[接続] プログラムは、選択されている全ての測定デバイスに接続します(通常はLAN経由)。

 [バランス] アンプチャンネルの場合、チャンネルのバランスをとります。アンプチャンネルのあるシステムがオンになる
か、ゲイン、ゲイン関数、またはフィルタ関数が変更された場合は、オフセットのバランスが必要です。

 [ScanDisk] 内蔵ストレージメディアを使用している場合は定期的にスキャンします。
[ダウンロード] 現在の構成をデバイスにエクスポートします。

[測定の開始] 全てのデバイスの測定を開始します。

[測定の停止] 全てのデバイスの測定を停止します。
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5.5.1  デバイスの検索 - 既知と選択済み
用語 説明
デバイスの検索 デバイスの検索では、システムがネットワーク内で適合する全てのデバイスを検索します。デバイステーブル

には、見つかった全てのデバイスがリストされます。
デバイスが既知 デバイスが既知とは、ソフトウェアが起動した時点で、デバイスがすでに選択可能であることを意味します。

ソフトウェアはすでにデバイスのセットアップを認識しているので、デバイスに接続しなくても試験設定を作成で
きます。

選択済み 選択済みとは、デバイスを現在の試験設定で使用する予定であることを意味します。

デバイスを既知にする
デバイスを既知にするには、あらかじめそのデバイスに対してデバイスの検索を開始する必要があります。
リボンの[ホーム](または[Setup-制御]) > [デバイスの検索]( )を選択します。システムは、ネットワーク内でデ
バイスを検索します(「デバイスの検索」 を参照)。
検索が終わると、見つかったデバイスがリストされます。通常は、下図のように表示されます。

デバイスの検索の結果
例( )

注意
ここでリストされているデバイスは、まだ既知ではありません。

見つかったデバイスを「既知」にするには、以下のどちらかの操作を行います。
· デバイスを選択します(これは、このデバイスがすぐに試験設定用に選択されることを意味します)。
· パラメータ[デバイスは既知]が無効になっているので、([詳細] ツールウィンドウなどで)有効にします。
デバイスが既知になったら、その設定を決定します。

デバイス構成の決定に関する注意
デバイス構成を正常に決定するために、デバイスへの一時的な接続を確立します。
確立できない場合、デバイスはシステムにとって既知にはなりません。対応する項目がlogbookに表示されま
す。以下の理由が考えられます。 
· ファームウェアバージョンが正しくない
· デバイスが測定モードである(これはデバイスが現在測定を実行中であることを意味します)
· デバイスが別のコンピュータとアクティブな接続を確立している

これでデバイスが既知になったので、次にプログラムを起動したときには、検索しなくても選択できるようになりま
す。

特殊な状況
試験設定をロードしてシステムにデバイスを登録する場合
未知(未登録)のデバイスを使用している試験設定がロードされると、そのデバイスは自動的に登録済み(既
知)デバイスとして登録されます。
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質問: 試験設定のデバイスと登録済みデバイスのデバイス構成が一致していません。登録済みデバイ
スは試験設定のデバイスで置き換えられますか。
回答: 登録済みデバイスが置き換えられるのは、そのデバイスへの接続を確立したときのみです。試験設定が
ロードされて、その登録済みデバイスの構成が異なる場合(別のモジュールを使用するCRFXなど)、当初は登
録済みデバイスは上書きされません。デバイステーブルには、一時的に「新しい」デバイスが表示されます。
imcSTUDIOを再起動すると、元のデバイスが再びデバイステーブルに表示されます。
デバイスとの接続を確立して初めて、デバイスリストが更新されます。前の状態は破棄されます。

デバイスの選択
試験設定で選択するには、デバイスを選択する必要があります。

デバイスの[選択]ボックスをクリックすると、そのデバイスを試験設定で使用できるようになります。試験設定で複
数のデバイスを選択することもできます。

注意
まだデバイスには接続されていません!

これまで既知ではなかったデバイスは、初めて選択されたときに既知になります。

ステータスの表示
デバイスを選択すると、接続と測定のステータスが、対応する列に表示されます。

接続ステータス列と[ ]
測定ステータス列のステータス表示[ ]
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同じ情報が、[詳細]ツールボックス([測定ステータス]、[接続ステータス])にも表示されます。

詳細ウィンドウのステータス表示[ ]

5.5.2  ファームウェア
デバイスソフトウェア(imcSTUDIO)は、常に一致するファームウェアバージョンと共に出荷されます。ソフトウェア
は、正しいファームウェアを実装しているデバイスでのみ動作します。接続/準備の際に、バージョンの比較が行
われます。一致しない場合は、ファームウェアの更新 が実行されます。
PCに複数のファームウェアバージョンがインストールされている場合は、デバイスごとに定義されているバージョンを
選択する必要があります。選択戦略は、[オプション](リボンの[その他] > [オプション - 設定] > [デバイスオプショ
ン] > [imcDEVICESバージョンの選択])で設定します。
選択肢 説明
[手動] この場合、システムは、デバイスが選択されたとき、または試験設定がロードされたときに、使用するファーム

ウェアバージョンを常に確認します。
[自動] この場合、ファームウェアの更新は行いません。現在デバイスで実行中のバージョンが優先的に使われます。
[常に最新を使用] この場合、このimcSTUDIOバージョンと互換性のある最新のファームウェアバージョンが常に使われます。

旧バージョンのファームウェアの使用
新しいファームウェアバージョンには、新機能だけでなく、解決済みの問題も反映されています。これらの変更
点は、デバイスも新しいファームウェアを使用している場合のみ有効になります。

133
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質問: 使用しているimcSTUDIOバージョンをサポートしているファームウェアバージョンはどれですか?
回答: ファームウェア/ファームウェアグループとの互換性は、明確に割り当てられています。
imcSTUDIO 3.0はファームウェアグループ2.7に割り当てられています。
imcSTUDIO 4.0はファームウェアグループ2.8R3に割り当てられています。
imcSTUDIO 5.0R1はファームウェアグループ2.8R5に割り当てられています。
imcSTUDIO 5.0R3はファームウェアグループ2.8R7に割り当てられています。
...
imcSTUDIO 4.0の時点では、割り当てられているグループおよび2.8R3以前の全てのグループは使用中の
imcSTUDIOバージョンと互換性があるという適用可能な規則が存在します。
例: imcSTUDIO 5.0R1は、ファームェアグループの2.8R3および2.8R5と互換性があります。
質問: 同じ試験設定の複数のデバイスが異なるファームウェアバージョンを使用することはできますか?
回答: はい。複数のデバイスを使用する場合、それぞれが異なるファームウェアバージョンを使用できます。前
提条件: 使用するimcSTUDIOバージョンで、ファームウェアバージョンがサポートされていること。
質問: imcSTUDIOバージョンを変更しないで新しいファームウェアバージョンをインストールできますか?
回答: はい。前提条件: 使用するimcSTUDIOバージョンで、ファームウェアバージョンがサポートされているこ
と。
質問: デバイスが使用しているファームウェアを決定する方法はありますか?
回答: はい。
· [設定]の[デバイス] ページで、[デバイスファームウェア]列を追加できます。
· [デバイスのプロパティ] を使用します。

5.5.2.1  ファームウェアの更新
デバイス上のファームウェアがPC上のファームウェアと一致しない場合、ファームウェアの更新が実行されます。
デバイスタイプによって、以下のコンポーネントが自動的に読み込まれます。インターフェースファームウェア(イーサ
ネット、モデムなど)、起動プログラム、アンプファームウェア、信号プロセッサ用ファームウェア

注
· ファームウェアの更新は、ソフトウェアが更新として取得された場合にのみ必要です。測定をソフトウェアと一
緒に取得した場合、ファームウェアの更新は必要ありません。

· デバイスモジュールへの転送が完了する前に、デバイス内の既存のファームウェアが、使用されたソフトウェアと
一致しないかどうかが確認されます。これが一致しない場合にのみ、デバイスモジュールのファームウェアの更
新が実行されます。

警告
いかなる場合でも、ファームウェアの更新中にデバイスをオフにしないでください。
ファームウェアの更新中にエラーメッセージが表示された場合は、デバイスをオフにせずに、imcホットラインにお
問い合わせください。ホットラインからの助言に従い、ファームウェアの更新を続行できます。
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ファームウェアの更新用ダイアログは次のようになります。

ファームウェアの更新の開始単一のデバイスの例( )
ファームウェアのコンポーネントの状態がリスト内に表示されます。

コンポーネント 説明
インターフェース インターフェースファームウェア(イーサネット)
ブートプログラム スイッチオン時のデバイスのスタートアッププログラム
オペレーティングシステム デバイスのオペレーティングシステム
オンライン オンライン機能およびハードドライブコントローラ
ディスプレイ 接続されているディスプレイ
フィールドバス フィールドバス
信号コンディショナ アンプ

個ーのファームウェアコンポーネントの以下の記号がリストに表示されます。
最新版ではありません
ファームウェアは最新の標準に適合しています
更新手順中にエラーが発生しました

— このオプションは本デバイス上で使用できません。

ステータスインジケータが表示されない場合、対応するデバイスへの接続を行えませんでした。
更新に要する時間は、アンプの台数によって異なります(最大で数分かかることがあります)。進捗状況について
通知されます。

628
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ファームウェアセットアップが正常に終了すると、次のように通知されます。

ファームウェアの更新の完了単一のデバイスの例( )

· [閉じる]を選択します。これで、製品ソフトウェアによってデバイスを使用できるようになります。
ファームウェアの更新は中断しないでください。

以下のことを必ずお守りください。
1. いかなる場合でも、ファームウェアの更新中はデバイスまたはその電源をオフにしないでください。
2. ネットワーク接続は中断しないでください。WLANではなく、ケーブル接続を使用してください。
· さまざまな理由から、たとえば電源の中断が原因で、ファームウェアの更新が適切に完了しない場合がありま
す。たとえば、手順の最後に「ハンドシェイク信号」が失われることがあります。この場合、最初は測定チャン
ネルが表示されません。ただし、デバイスとそのソフトウェアを再起動し、ファームウェアの更新を再度実行する
と、通常すべてが正常な状態に戻ります。
このために、FWの更新ダイアログの[オプション]メニューの[すべてのコンポーネントを更新]メニュー機能を呼び
出すことが必要になる場合があります。このシナリオで回復不能な障害が引き起こされることはほどんどありま
せん。デバイスを修理に出す前に、この手順を繰り返すことは非常に価値があります。

· エラー状態での動作で、Windowsはユーザへの通知なしにネットワーク接続を遮断します。ただし、これは
PCのコントロールパネルを使用して防止できます。
背景: ファームウェアの更新中は、数分間データ転送が行われず、ネットワーク活動がない状態になるため、
Windowsで接続の休止状態が検出され、次のメカニズムが発動します。

a. Windowsの省電力モードによってLANアダプタがオフにされるため、ネットワーク接続が中断されます。
b. Windowsは、次のLANアダプタがある場合は、そのアダプタに切り替えます(たとえば、多くの場合は個
別のネットワーク上で実行されるSAPまたはNovellに並行してアクセスするため、一部のPCには複数の
アダプタがあります)。

c. たとえば、失われたデータトラフィックにも対応できる、スイッチがアクティブ化される場合、他のシナリオが
適しています。

ファームウェアの更新中にエラーメッセージが表示された場合は、デバイスをオンにしたままで、imcホットラインに
お問い合わせください。ホットラインの助言に従い、サービスプログラムを使用して、ファームウェアの更新を続行
できる場合があります。

[オプション]メニューには、すべてのコンポーネントを更新
するためのオプションがあります。これにより、選択したデ
バイスのすべてのコンポーネントを更新のために割り当て
られます。この機能は、imcホットラインからの指示があっ
た場合にのみ使用されます。
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注
· ファームウェアの更新が正常に完了したかどうか、およびいつ行われたのかを通知するメッセージボックスが表
示されます。

· [ファイル]メニューには、ログファイルと連動するための機能があります。ファームウェアの更新中に行われたす
べてのアクションに加え、発生したエラーがすべてログファイルに記録されます。このログファイルを表示するに
は[ファイル] > [ログファイルを表示]メニューを使用します。

· デバイスに取り付けられたアンプに属するファームウェアは、該当するimcSTUDIOソフトウェアバージョンに伴う
ファームウェアの変更があった場合にのみ更新されます。

5.5.2.1.1  有効化と無効化
意図しないファームウェアの更新を防ぐことができます。このためのコントロールである[アクセス保護] > [パスワー
ド]および[ファームウェア更新に使用]は、[デバイスのプロパティ] ダイアログ(リボン[デバイス設定] > [デバイ
スプロパティ])内にあります。
デフォルトパスワードは製造時に提供されません。ファームウェアの更新が開始されると、ファームウェアの更新がデ
バイス構成で有効になっているかどうかが確認されます。更新が有効でない場合、ファームウェアの更新はキャン
セルされ、エラーメッセージが表示されます。

ファームウェアの更新のブロック ブロック解除/

ブロック
ファームウェアの更新は、自由に定義されるパスワードを使ってブロックされます。
ブロック解除
ブロックを解除するには、ブロックを設定するために使用されたパスワードを入力する必要があります。入力したパ
スワードが、デバイスに保存されているパスワードと一致した場合にのみ解除されます。

注
パスワードのリセットは、一般パスワードによっても実行できます。この一般パスワードは、デバイスのシリアル番
号から生成されるもので、必要に応じてimcによって提供できます。

5.6  デバイスの構成 - Setupページ
各測定の設定には、測定デバイスの設定に関するさまざまな要件があります。その要件に従って、デバイスおよ
び各測定チャンネルを構成します。この目的のために、さまざまなソフトウェアアシスタント(ウィザード)が提供され
ています。
以降の章では、測定デバイスの構成に使用する、全てのページ(Setupページ)の個ーのパラメータについて説明
します。
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ドキュメント

デバイス

アナログチャンネル

デジタルチャンネル

GPS

変数

チャンネルバランス

トリガ

TEDS

HiL + Applicationモジュール

メニューリボンから、各種のアシスタントおよび追加ダイアログ を使用して構成を行うことができます。

参照: 高度なデバイス関数
一部の設定については、マニュアル『Setup - Advanced Device Functions』 に詳細な説明を記載していま
す。それぞれの場所で、追加の説明への特別な参照があります。

5.6.1  ドキュメント(試験設定の説明)
[ドキュメント]ページでは、試験設定の説明とメタデータを入力できます。

このページは、テーブル(下側)と[説明]の2つの領域に分割されています。
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テーブルには、試験設定に関する情報を入力できます。
テーブルには複数の列を追加できます(「列の構成」 を参照)。[列の選択]を開くと、列の追加、グループ
化、または削除を実行できます。
[説明]ボックスでは、試験設定に関する明示的な説明を複数行にわたって入力できます。

5.6.2  デバイスの構成
[デバイス]ページでは、全てのデバイス固有のパラメータを設定できます。

プラグイン「 」内の デバイスページimcSTUDIO Setup [ ]
このページは、デバイスの表とダイアログの2つの領域に分かれています。
デバイスの表には、既知のデバイスがすべてリストされます。これにより、さまざまな設定に素早くアクセスできま
す。下の領域では、さまざまなダイアログを選択できます。これらは、プロパティへの明示的なアクセスを提供しま
す。
設定が利用できるかどうかおよびその選択内容は、パラメータがどの設定オプションを持てるのかを決める、デバイ
スタイプによって異なります。

以下のダイアログがあります。
 ページ 説明

保存 デバイス内およびPC上で測定されたデータの保存の設定

同期 クロックとの同期または複数の測定デバイス間での同期の設定

時間スタート これにより、定義されたタイミングで測定を開始できます。

測定オプション さまざまな追加設定

Video ビデオデバイスの設定このページは、適切なカメラが選択されている場合にのみ表示されま
す。

以下の追加情報も参照してください。
· 操作と設定:表形式の表示 およびダイアログ
· [列の設定および追加]
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5.6.2.1  デバイスの表
この領域では、以下の例に示されているように、構造化された表内に既知の デバイスが表示されます。

デバイスの表例( )
最新の試験設定用のデバイスを使用するには、まずそのデバイスを探して選択する 必要があります。デバイ
スの設定を適用するために、1つまたは複数のデバイスを選択します。その後、直接表のセルを編集する か、
または目的とするパラメータのそれぞれのダイアログ を選択します。

5.6.2.2  保存
参考

この章では、チャンネル信号データの保存の概要について説明します。すべての機能の詳細については、本マ
ニュアルの「Setup - Advanced Device Functions」の「保存オプションおよびディレクトリ構造」 を参照してくだ
さい。

保存ダイアログ[ ]  
このダイアログでは、測定データをデバイスまたはPCに保存するためのオプションを設定します。フォルダのネーミン
グ方法およびフォルダの場所を定義できます。また、測定データの保存間隔を設定することも可能です。
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パラメータ 説明
[データパスネーミング] このパラメータを使用して、測定データのフォルダ構造を設定します。

· [タイムスタンプ - 日時(測定番号)]
パス名は、開始時刻を基に構成されます。

· [連続番号]
[個別のファイルにトリガイベ
ントを保存する]

全てのトリガイベントが同じファイルに保存されます。複数のイベントが保存される場合([データ転送] ダ
イアログ)、イベントベースのデータセットになります。それ以外の場合は、前のものが削除されます。
プロパティ[個別のファイルにトリガイベントを保存する]を選択すると、イベントごとに新しいファイルが作成
されます。

保存間隔/保存間隔カウ
ント

これらの2つのパラメータを使用することで、データ量とファイル数を制限できます。これにより、測定が長期に
渡る場合でも、使用可能なメモリの枯渇を防ぐことができます。
保存間隔カウントと間隔をかけた値により、測定完了後に使用可能な測定期間が決まります。
例:
保存間隔が5分、保存間隔カウントが12、測定期間が24時間に設定されているとします。
この場合、1日(24時間)後には、最大5分の間隔で構成される、少なくとも最後の60分間の測定結果を
利用できます。

注: [個別のファイルにトリガイベントを保存する]
· このオプションを使用する際は、細心の注意が必要です。トリガ条件の選択が不適切な場合、短時間でハ
ードドライブがトリガフォルダでいっぱいになる可能性があります。

· システムがデータへのアクセスに必要とする時間は、フォルダ数とともに増加します。

注: 保存間隔
· 測定が完了すると、通常、設定した間隔より1間隔分多いデータが得られます。
· ロードされていない測定のみがこのように自動的に削除されます。ロードされている測定は無視されます。こ
のため、Panelで現在表示されているか、分析されている測定は自動的に削除されません。

· その結果、保存済みの測定が、指定された数量よりも多くなると、削除が行われます。測定は、次の場合
にのみ自動的に削除されます。

· 特定の測定が閉じられた場合
· 保存された測定の数が、ユーザが設定した数を上回ったかどうかについて新たにチェックが行われた場合(測
定の開始または新しい間隔の作成時)

· 測定は、DataBrowserのコンテキストメニューを通じていつでも手動で削除できます。

5.6.2.2.1  デバイスによる保存
デバイスによる保存では、保存先としてネットワークドライブを指定することもできます。すなわち、デバイスは測
定データを単独でネットワークに保存でき、PCでのプログラムの実行は必要ありません。ただし、デバイスでネット
ワークへのデータ保存がサポートされている必要があります。サポートされていない場合、このオプションは使用で
きません(グループ4 以降のデバイス)。
このダイアログでは、ディレクトリとそのパスのみを設定できます。設定はデバイスに関するものです。各チャンネル
に関する保存設定については、この章の「チャンネルの設定」の「データ転送」 で説明されています。
これらのオプションを使用して、さまざまな基準(パフォーマンス、データセキュリティ)に従ってデータの保存を最適化
できます。
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ネットワーク保存の設定
グループ4以降 のデバイスでのみ機能します。

保存ダイアログ[ ]
ネットワーク保存の設定

ネットワーク保存パスは、UNC表記(\\サーバ\共有フォルダ\)で指定する必要があります。指定したユーザ名とパ
スワードによるネットワーク保存パスへの書き込みアクセス(「共有」アクセス許可)が可能なことを確認してくださ
い。
計測器により、ネットワークドライブ上に、デバイス名と試験設定名で構成されるデータ用のサブフォルダが作成
されます。

例
上図に示されているように、ネットワークパスを入力しました。
\\MyServer\means
デバイスは以下の名前になります。
imcCronosPL_123368
次の名前を付けて試験設定を保存し、
Test1
測定を開始した場合、測定されたデータは次のパス上に置かれます。
\\MyServer\means\imcCronosPL_123368\Test1

ネットワーク名に関する注
DNSまたはIPアドレスのみを指定できます。
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5.6.2.3  同期
このダイアログでは、デバイスの内部クロックの同期を設定できます。デバイスを相互に同期するには、適切なケ
ーブルを使用してSYNC端子を接続する必要があります。
さらに、同期信号が必要になります。これは、外部クロック(SYNC (DCF77など)またはGPS)、あるいは内部クロッ
クがマスタとして機能しているデバイスにすることができます。この場合、マスタデバイスは、内部時刻を変換済み
DCF77信号としてほかのデバイスに提供します(「同期」 を参照)。

パラメータ 説明
外部同期ソース デバイスは外部の同期ソースに同期されます(DCF77、IRIG-B、またはGPSなど)。これらはそれぞれに独自

の信号出力を持つため、同期信号手にはできません。
同期マスタ 外部同期ソースが使用されていない場合、いずれかのデバイスを同期信号手として使用できます。このデバ

イスはDCF77を信号出力として持ちます。このデバイスに対して同期されるデバイスは、[信号入力]プロパ
ティが同じ値(SYNC)になっている必要があります。

[出力] ここでは、ほかのデバイスが同期される同期信号(DCF77)を選択します。
[入力] ここでは、受信同期信号(GPSおよびSYNC)を選択します。

注
· 同期されるデバイスのチャンネルでは正しい絶対時間が使用されます。ただし、それでもデバイスは順次

に起動します。
これを防ぐために、次の選択を行います。

· [時間スタート] の下の[同期スタート]
· 適切な「開始オプション」 ([自動時間スタート]など)。
· 確実な同期信号がない場合は、様ーなケースが考えられます(「同期」 の章を参照)。

参考
同期については、本マニュアルの「Setup - Advanced Device Functions」の「同期」 の注意事項に従ってく
ださい。

586

143 146

143

586

586



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

143デバイスの構成 - Setupページ

5.6.2.4  時間スタート
通常の場合、[開始]ボタンが押されると測定が開始します。必要に応じて、デバイスが事前に準備されます。こ
れにより、測定の開始が遅れます。
このダイアログでは、他の「開始オプション」を設定することもできます。

[開始オプション]は、([開始]ボタンに応じた)通常の開始および[ディスクスタート] (制限および条件が明示さ
れます)を使用できます。
パラメータ 説明
開始オプション [開始]ボタンが押されてから、測定が開始されるタイミングを選択します。
[開始日]/[開始時間] 可能な開始時間が算出されます。選択された開始オプションによって異なります。
時間オフセット すべてのデバイスを同時に開始させるために、開始が遅れる時間。[自動時間スタート]でのみ使用可能で

す。
[同期スタート] このオプションを使用すると、デバイスが同期された 場合にのみ開始されるようになります。デバイスが同

時に開始 できるようにするものではありません。

5.6.2.4.1  開始オプション
すぐに
測定は、[開始]ボタンが押された後できるだけ早く開始します。準備の処理が終わった後、初回起動時に、厳
密に次の1秒が始まるときにデータ取得が開始されます。開始時の最大開始遅延は1秒です
デバイスに内蔵ラジオクロックがある場合でも、開始オプションが[すぐに]に設定されている場合、内部ラジオク
ロックは使用されません。

注
· ダウンロード するために必要な時間はここでは考慮しません。必要に応じて、この時間を合計に加え
る必要があります。[準備]ボタンをクリックして前もって準備することにより、この時間を回避できます。

· 開始オプション[すぐに]は[同期スタート] と併用できません(全てのデバイスの同時起動)。
同期を有効にすることにより、たとえば、[自動時間スタート]によるデバイスの同時起動が可能になり
ます。[すぐに]オプションを使用すると、デバイスが同期して測定を行い、迅速に、ただし順次に起動しま
す。
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定義した時間
測定は設定された時間に開始されます。
デバイスに内部ラジオクロックが付属していて、それがアクティブであり同期化されている場合は、開始がラジオク
ロックに同期化されます(「ラジオクロック(オプションで内蔵)の使用」 を参照)。
複数のデバイスで時間スタートを使用していると、ソフトウェアは最初のクロックだけをチェックします。残りのn個の
クロックのいずれかが受信していないまたは同期化されていない場合、通知は行われません。

注
· [定義した時間]は、1回の時間スタートのみに適した設定です。追加の開始ごとに、クロック時間は再
調整される必要があります。

· [定義した時間]設定による開始ごとに、デバイスの準備プロシージャが必要になります。
· [定義した時間]に指定された時刻、たとえば午後5時または次の正時に測定を開始すると、最初の
測定値の読み取りまでに遅延が発生する可能性があります。この遅延はシステムの特殊な要件による
もので、選択されたサンプリング間隔に依存し、最悪の場合には数秒に達することがあります。

自動時間スタート
ディスクスタートでは使用できません。
自動時間スタートでは、試験設定に関与する全てのデバイスが確実に同期して起動します。ここでは、測定
開始の絶対時刻は重要ではありません。DCF信号との同期の精度は±1ミリ秒です。
全てのデバイスの準備を確実に整えるため、現在時刻に時間オフセットが加算されます。RS232インターフェー
スまたはモデムに接続されているデバイスではオフセットが30秒を超えることがあります。その他のオフセットは最低
4秒です。

5.6.2.4.2  ラジオクロック(オプションで内蔵)の使用
操作
DCF77クロックで測定を開始するには、同期化する必要があります。つまり、DCF77トランスミッタから、またはGPS
経由で、有効な信号を数分間受信する必要があります。デバイスがアクティブであり、フロントパネル上のアンテ
ナ(アンテナジャック)が取り付けられている場合、デバイスのレシーバが同期化されるまで最低4分かかります。デ
バイスは自動的にDCF信号を評価するので、このために、imcSTUDIOを起動する必要はありません。
[時間スタート] ダイアログで、時間オフセットを設定できます。時間オフセットは、自動的に算出される開
始時間までに全てのデバイスが準備されるようにします([開始オプション] : [自動時間スタート])。設定した時
間が短かすぎて目的を達成できない場合は、時間切れになったことを示すメッセージが表示されます。
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クロックステータスの表示
ダイアログ[同期] では、存在するクロックタイプとその現在のステータスが表示されます。

注
· クロックのステータスはバックグラウンドで自動的に取得されます。
· 非常に弱い信号を受信した場合(クロックのステータスが[受信なし]の場合)、アンテナの方向をチェックし
てください。モニタなどの外部干渉ソースも信号に大きく影響する場合があります。この場合、試験設定
によってアンテナの適切な位置を探す必要があります。

· 同期化されたデバイスと開始オプション [すぐに]を使用しても、最大1秒のオフセットが生じます。GPS
またはDCF77信号の精度は1秒です。より高い時間分解能は、測定の開始時にデバイス内でのみ提供
されます。したがって、測定データを同期化するためには、全てのデバイスを同じ秒の時点で起動する必
要があります。これは、開始オプション [自動時間スタート]機能などによって確実に行うことができ
ます。

接地
ラジオ信号を確実に受信するために、デバイスを接地する必要があります。
供給電圧AC 230Vのデバイスは、保護接地コンダクタを介して自動的に接地されます。

受信の中断
クロック信号の受信が中断された場合、クロックパルスが最大1000時間シミュレートされます。
真の時刻からの最大偏差は、デバイスが大幅な温度変化にさらされないという条件で、100分あたり0.012秒(=
±2ppm)です。
クロックパルスが最大2時間失われると、時刻は最大レート10µs/sで徐ーに修正されます。内部時刻もそれに
応じて調整されます。
クロックパルスが2～1000時間失われた場合は、時刻が徐ーに修正されることはありません。その代わりに、必要
な数のパルスが加算または減算されて時刻が即座に修正されます。内部時刻が正確でなくなるため、測定は
非同期的に行われます。
偏差が0.5秒未満であればデバイスの時刻は徐ーに調整され、最大5分後には修正されます。測定は同期的
に継続されます。
偏差が0.5秒を超えると、時刻は単に最も近い秒に丸められます。デバイスクロックはラジオクロックレシーバの秒
パルスに同期しますが、測定データに時間オフセットが加算されます。これはユニットによって自動的に調整され
ることはありません。時間オフセットを解消するには、デバイスをオフにして再度オンにします。
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5.6.2.4.3  [同期スタート]
[時間スタート]オプションを使用すると、デバイスが同期された場合にのみ開始されるようになります。デバイスが
同時に開始できるようにするものではありません。
全てのデバイスを同時に開始させることができます。このためには、特定の条件を満たしている必要がありま
す。
· オプション: [同期スタート]を有効にする必要があります。
· 適切な[開始オプション] を選択する必要があります([自動時間スタート]など)。
· 全てのデバイスに対し、信号入力用のクロック信号 を選択する必要があります。
この条件を満たしていなくても起動は可能ですが、その場合は全てのデバイスが順次に起動します。同期化さ
れたデバイスのチャンネルでは正しい絶対時間が使用されますが、トリガ時間はデバイスごとに多少異なります。
X軸が秒単位で示されているカーブウィンドウでは、時間0秒はトリガのリリースで始まります。各種デバイスに属
するチャンネルは、X軸が絶対時間で表される表示モードでのみ正しい時間で表示されます。

参考
同期については、本マニュアルの
「Setup - Advanced Device Functions」の「同期」 の「同期信号喪失時のデバイスの動作」 の注意に
従ってください。

5.6.2.5  測定オプション

ネットワークを通じた表示変数の交換
変更されるたびに表示変数値をネットワークを通じて交換することができます。つまり、異なるデバイスのチャネル
からのデータを一緒に計算処理することができます。

注
· システムは10ms毎に表示変数への変更について確認します。このため、(高いサンプリングレートのチャン
ネルでは)急速な変化が起きることを考慮に入れる必要があります。

· 表示変数の確認と送信は、測定デバイスとイーサネットのリソースに負担をかけます。このため、2台のデ
バイスのデータを一緒に処理したい場合にだけ、この機能を有効にしてください。
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°Cではなく°Fの温度単位を使用
このオプションを使用して、すべての温度チャンネルに対してデフォルト単位を設定します。

注
フィールドバス経由で実行する温度測定は別個に設定してください。すべての温度チャンネルは、ここで設
定した単位で示されます。たとえば、°C単位の温度がCANバスを通じてキャプチャされているとき、ここで°F
に設定されている合、CANチャンネルからの°C温度は変換なしに°F単位で示されます。

データ取得チャンネルのプロセスベクトル変数を無効にする方法については、プラグイン
Setupのマニュアルの「Measurement options」に記載されています。

データ取得チャンネルの場合、プロセスベクトル変数 が作成されます。このオプションはデフォルトで有効になっ
ています。

注
プロセスベクトル変数を使用していない場合でも、プロセスベクトル変数はデバイスの利用可能な処理能
力の一部を必要とします。そのため、実際に使用可能なサンプリングレートは、デバイスの合計サンプリング
レートよりも少なくなります。

データ取得チャンネルのプロセスベクトル変数は、デバイスごとに無効にすることができます。選択された デバイ
スのチェックマークを外します。これにより、合計サンプリングレートが使用可能になります。追加のプロセスベクト
ル変数(GPSデータなど)は影響を受けません。

5.6.2.6  Video
このダイアログは、ビデオデバイスが接続されている場合にのみ表示されます。
このダイアログでは、ビデオの設定を調整できます。どの設定が使用できるのかはデバイスによって異なります。

参 考

詳細については、マニュアル『Video』 を参照してください。
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5.6.3  チャンネルおよび変数の設定
[アナログチャンネル]、[デジタルチャンネル]、および[変数]ページでは、全てのチャンネル固有のパラメータを設
定できます。

これらの3つのページは、チャンネルの表とダイアログの2つの領域に分かれています。
チャンネルの表では、選択した測定デバイス 内にあるすべてのチャンネルが表示されます。これにより、さまざ
まな設定に素早くアクセスできます。下の領域では、さまざまなダイアログを選択できます。これらは、プロパティへ
の明示的なアクセスを提供します。
ダイアログおよび設定が利用できるかどうかおよびその選択内容は、チャンネルタイプ(デバイスに取り付けられて
いるアンプハードウェアなど)によって異なります。また、チャンネルタイプに応じて、パラメータに適用可能な設定オ
プションはさまざまです。

以下のダイアログがあります。
 ページ 説明

チャンネル定義

測定モード

範囲とスケーリング

歪みゲージ 歪みゲージチャンネルを持つデバイス専用

エンコーダ インクリメンタルエンコーダを持つデバイス専用

Video ビデオデバイス専用

フィルタリング

サンプリングと事前処理

データ転送

ヒストグラム/レインフロー 特定の仮想チャンネルのみ。
たとえば、ヒストグラムまたはレインフロー

以下の追加情報も参照してください。
· 操作と設定:表形式の表示 およびダイアログ
· [列の設定および追加]
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5.6.3.1  チャンネルの表
この領域では、チャンネルが以下のように構造化された表内に表示されます。

チャンネルの表
チャンネルの表では、全てのデバイスのチャンネルが全てリストされます。このリストはグループ別に配置され、各グ
ループはリスト内にブランチ(ノード)で表示されます。グループブランチは展開または縮小できるため、それによって
ブランチ内のチャンネルの項目が表示されるかどうかが決定されます。
チャンネルを選択するには、まず、プラス記号(  )をクリックします。次に、1つまたは複数のチャンネルを選択し
ます。その後、直接表のセルを編集する か、または目的とするパラメータのダイアログ を開きます。
ダイアログ内の全ての設定コントロールは、表内で選択されているチャンネルに対して有効となります。
チャンネルは次のようにグループ化されています。
アナログチャンネル 説明
アナログ出力
アナログ入力 アナログデータ取得チャンネル
フィールドバス: アナログ入力 必要なCANインターフェース(CAN、LIN、J1587など)
仮想チャンネル imcOnlineFAMOSで作成されたチャンネル
モニタ: <xyz> 同じ名前を持つ、入力チャンネルのデジタルコピー。モニタチャンネルを作成すると、トリガイベントの

前に記録された、低レートでサンプリングされた信号を表示できます。

デジタルチャンネル 説明
デジタル入力/出力(ビットとポート) デバイスハードウェア構成によって異なります。
インクリメンタルエンコーダ入力 ENC4またはINK4が必要
フィールドバス: デジタル入力/出力
(ビットとポート)

必要なCANインターフェース(CAN、LIN、J1587など)

モニタ: <xyz> 同じ名前を持つ、入力チャンネルのデジタルコピー。モニタチャンネルを作成すると、トリガイベントの
前に記録された、低レートでサンプリングされた信号を表示できます。
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変数 説明
表示変数 オプションとして使用可能なハンドヘルドディスプレイユニットは、表示変数を介してデバイスと相互作

用します。表示変数は実際には仮想ビットで、測定データの表示を制御するために、または測定プロ
セスに直接影響を及ぼすために使用できます。これらの変数はimcOnlineFAMOSにおける数値
の一時記憶域として使用したり、[imcSTUDIO Panel]ページ上での表示/処理のために使用し
たりすることもできます。

ネットビット 最大32のネットビットがイーサネットデバイスで使用可能です。イベントをネットビットに割り当て、イー
サネットにおけるトリガとして使用できます。

プロセスベクトル変数
仮想ビット 仮想ビットは32ビットレジスタと同様に動作し、ポーリングまたは設定、あるいはその両方を行うことが

できます。これによって、測定時に発生する状態のレコードを保持できると共に、トリガマシン内の情
報などを使用できます。

5.6.3.1.1  imc CRONOSflexモジュール
デバイスソフトウェアでは、imc CRONOSflex (CRFX)モジュールのアンプチャンネルを自動的にチャンネルの表内に
リストします。
チャンネルごとの最大サンプリングレート、システムごとの最大合計サンプリングレート、および考えられる他の制限
については、各デバイスのマニュアルに記載されている技術仕様で説明されています。現在、CRFXアンプチャンネ
ルで可能な前処理(算術平均、)はありません。

接続の認識
モジュールの付番は、最初の接続時に自動的に実行され、以降はそのままです。この番号は、7セグメント表示
でモジュールに表示され、チャンネルの表内の列[コネクタ]に、アンプのチャンネル番号 ([01] IN07、[01] IN08、
[02] IN01など)の前にあるカッコ内のスロット番号として表示されます
接続されるCRFXモジュールの概要については、はダイアログ[モジュールプロパティ] に示されます。CRFXモジュ
ールは、アドレス指定(xbusなど)によって区別されます。

参考
[モジュールプロパティ]ダイアログの説明にある「モジュールの削除と交換」および「モジュール番号の再割り
当て」に関する注に注意してください。モジュールプロパティ 。

デジタルCRFXモジュール: DIO、パルスカウンタ、およびDACに関する注意
· 32チャンネルのDIモジュールまたはDOモジュールは、2つのモジュールとして論理的に動作し、対応するIDを2
つの7セグメントディスプレイに表示する「ダブルモジュール」として設計されています。

· 1つのシステム内で、最大16個のデジタルモジュールがアドレスを持つことができます。モジュール前面の7セグメ
ントディスプレイには、割り当てられているアドレスが16進フォーマットで表示され、その前に「デジタルモジュー
ル」を表す「d」というプレフィックスが表示されます。ベースユニットにインストールされるデジタルFlexモジュール
には、7セグメントディスプレイがなく、工場で"d0"というアドレスが割り当てられます。

· ユーザマニュアル『imc CRONOS System Family』の「Digital CRFX Modules DIO, Pulse Counter and DAC」
という章も参照してください。

5.6.3.1.2  ネットビット
imcSTUDIOでは、独自のアナログチャンネルおよびデジタルチャンネルのほか、これらのAND/ORの組み合わせに
よってトリガ条件を設定することができます。複数のデバイスを使用していると、多くの場合、全てのデバイスに対
してトリガイベントを通知する必要があります。
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複数のチャンネルを使用していると、多くの場合、全てのデバイスに対してトリガイベントを通知する必要がありま
す。広く分散したネットワークにデジタルラインを敷くのは困難です。1つの解決策として、適宜イーサネット接続
を使用する方法があります。これは、いわゆるネットビットを使用することによって行います。その場合、32のハー
ドワイヤデジタルラインをイーサネットと並列で使用し、全てのimcSTUDIOを相互接続する方法があります。こう
することで、デバイスに物理DIOおよび仮想DIOに加えてイーサネットDIOポートが用意されることになります。これ
らのデジタル入出力は、ユニットの物理DIOビットとまったく同じようにトリガに使用することができます。

この場合、次の事項に注意する必要があります。
· ネットビットは、イーサネットデバイスでのみ使用可能です。
· ネットビットは、1つのプロトコルの範囲内でのみ有効です。NetBEUIデバイスがTCP/IPデバイスをトリガすること
はできません。その逆も不可能です。

· TCP/IPデバイスのネットビットは、そのサブネット内でのみ有効です。
· 物理DIOと共通する特徴がもう1つあります。イーサネットの場合とまったく同じように、ビットの設定から新しい
状態のほかのデバイスによる認識までの間に遅延があります。

注
測定が準備(ダウンロード)されると、イーサネットビットを含むすべてのビットがリセットされます。これは、現在測
定を実行しているネットワーク上のデバイスにも影響を及ぼします。測定の実行中に設定されたイーサネット
ビットは、ネットワーク内でデバイスが準備されるとリセットされます。

5.6.3.2  チャンネル定義

パラメータ 説明
名前 チャンネル名は一意にする必要があります。たとえば、2つの名前に同じ名前を割り当てられません。最大

文字数は65です。PV変数のために、さらに3文字を追加できます。
注:
チャンネル名が数字で始まる場合や、チャンネル名に「\?+!」やスペースなどの特殊文字が含まれている
場合は、imcOnlineFAMOSでチャンネル名を波括弧で囲む必要があります。
例:
チャンネル名が"123 My channel 100% display"の場合
imcOnlineFAMOS内では、"{123 My channel 100% display}"

コメント コメントには、チャンネルに関する説明のテキストが含まれます。コメントは、チャンネルの設定と共に試験
設定に保存され、Panelなどで表示できます。

ステータス ステータスは、特定のチャネルが測定/試験設定に対して有効になっているかどうかを設定します。
· [アクティブ]: チャンネルを有効にします。
· [パッシブ]: チャンネルは記録されません。ただし、設定は保持されます。
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5.6.3.3  測定モード

測定モード

参考
使用可能な設定は、アンプのタイプによって異なります。これらの設定は、相互接続と共に、関係するデバイス
マニュアルに記載されています。 

パラメータ 説明
モード 以下の測定タイプの基本設定: [電圧]、[電流]、または[歪みゲージ] ([歪みゲージ]の場合、詳細設定の

ために、新しいダイアログ: [歪みゲージ] )が表示されます。
カップリング アンプおよび設定されているモードに応じて、DCまたはブリッジ測定の設定が使用可能です。[歪みゲージ]モ

ードが選択されている場合、さまざまな使用できるアプリケーションがリスト表示されます。
カップリングはDC 一部のアンプでは、アンプボード全体のカップリングをDCカップリングに切り替える必要があります。この場合、

これは[カップリング]とは独立して設定する必要あります。
ブリッジ抵抗 ブリッジ抵抗は、実際はクォータブリッジでのみ必ず必要なものですが、すべてのブリッジタイプに関して示す必

要があります。
フルブリッジの場合、ブリッジ抵抗を較正レジスタと併用して、指示歪みを算出します(「センス構成なしの
ケーブル補償」 を参照)。
また、レジスタを使用して、SENSEラインが接続されていなくてもケーブル抵抗を決定できます。

補正 補正カーブの使用(アンプに応じた、温度測定など)アンプがDC電圧モードで動作している必要があります。
· [リニア]: 測定値のリニア化なし
· [PT100]: PT-100サーミスタ特性カーブに応じたリニア化
· [タイプR、S、B、J、T、E、K、L、N、C*]1:
熱電対特性カーブに応じたリニア化

· [センサ特性カーブ]: これはセンサ が使用されている場合に表示されます。
12012年11月以降に製造されたアンプの場合

供給 電源電圧は、ブリッジ供給またはセンサ供給用に使用できます。各アンプは、そのすべてのチャンネルに一括
で適用可能な独自の電源設定を持ちます。1つのチャンネルの設定を変更することにより、同じアンプに属
するすべてのチャンネルの設定がそれに応じて変更されます。
一部のアンプでは、電源のオン/オフを切り替えることができます。パラメータ「ブリッジ供給(オン/オフ)」を参照
してください。

入力範囲 使用可能な入力範囲がリストされます。
チャンネルのスケーリングを使用したり、調整を実行したりする場合、その単位の結果の物理的入力範囲が
ここに表示されます。温度測定の場合、入力範囲は熱電対タイプまたはRTDによって異なります。
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パラメータ 説明
配線 入力回路構成

· [シングルエンド]:
チャンネル信号がグラウンドに対して測定されます。この設定を使用する全てのチャンネルが共通グラウン
ドを共有します。

· [差動]:
チャンネルを差動で測定します。

絶縁型熱電対 デフォルトは絶縁型熱電対です。非絶縁型熱電対を使用する場合は、そのオプションを無効にして接地ル
ープを回避する必要があります。

注
温度測定の条件は、アンプが電圧(DC)モードで作動していることです。

5.6.3.4  範囲とスケーリング

係数オフセットスケーリング-

ポイントスケーリング2

パラメータ 説明
入力範囲 使用可能な入力範囲がリストされます。

チャンネルのスケーリングを使用したり、調整を実行したりする場合、その単位の結果の物理的入力範囲が
ここに表示されます。温度測定の場合、入力範囲は熱電対タイプまたはRTDによって異なります。

単位 測定値の単位。
ミリ、マイクロなどが付いていないSI単位を選択します。これらはカーブウィンドウでを自動的に適用されます
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パラメータ 説明
係数 ここでは、測定値から物理量への変換を行うために、スケーリング係数を入力できます。それに応じて入力範

囲が調整されます
係数 = 1/感度

感度 ここでは、測定値を物理量に変換するために、感度の値を入力できます。それに応じて入力範囲が調整さ
れます
感度 = 1/係数

オフセット アンプで補正できないDC成分によって信号が歪んだ場合は、数学的にこのオフセットを取り消すことができま
す。その場合、測定信号は、入力したオフセットの量だけシフトされます。
例:
信号が+2.5V前後のレベルになっている場合、-2.5Vのオフセットは信号をX軸の方へシフトします。物理
的な入力範囲は変わっていないため、表示される範囲もオフセットの量だけシフトされます。2.5 Vの例の
場合、以前の±10 Vの入力範囲は–12.5～+7.5 Vの表示入力範囲になります。

測定値を物理量としてスケーリングするには、係数-オフセットスケーリング or 2ポイントスケーリングを実行で
きます。入力範囲はそれに応じて適用されます。

Option 説明
係数-オフセットスケーリング ここには、係数または感度(1/係数)およびオフセットを入力できます。

物理量 = 測定値×係数+オフセット
2ポイントスケーリング ここでは、物理量を2つの測定値に割り当てることができます。

係数-オフセットスケーリングの例
ブリッジアンプは、100 mV/V入力範囲で操作されます。1ミリメートルの変位に対して1.6mV/Vだけブリッジのバ
ランスを崩す変位センサが接続されています。このため、[係数]に1.6e-3を入力し、[単位]にmを入力し、[入
力範囲]を0.16mに変更します。さらに、[オフセット]に5e-3の値を入力した場合は、それに応じて[入力範囲]
を-155mm~165mmに変更します。

2ポイントスケーリングの例
圧力センサは、0~10barの入力に対して4~20mAの電流を返します。電流信号は、50Ωシャント抵抗のコネク
タを通じてキャプチャされます。結果の電圧は以下のようになります。

0V~10barは、4mA×50Ωから20mA×50Ω = 0.2V~1Vに相当します。
· [取得済み]に結果の電圧値を入力し、
· [スケーリング済み]に、対応する圧力値を入力します。
ポイント1: 0.2V は 0barに

相当
ポイント2: 1V は 10barに

相当

注
精度は、2ポイントスケーリングを実行することにより高められます(2ポイント較スケーリング )。このプロシー
ジャにより、全ての不確定性許容差がスケーリングで考慮されます。

168
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設定されたオフセットによるバランスに関する注
ゲインとオフセットが入力された後でセンサのバランスが取れている 場合、入力されたオフセットは有効なまま
になります。つまり、明白な影響はありません。これにより、その後に入力されるオフセットが上書きされないよう
にします。オフセットを設定するためにバランスを取りたい場合、係数のみを入力し、その後、バランス関数
を使用してオフセットのバランスを取ります。
代替方法1: 2ポイント特性カーブは、imcSENSORS (ツールウィンドウ: [センサ])を使用しても適用できます。そ
の後、オフセットはバランス関数 を使用して補正されます。
代替方法2: 2つの既知のデータ入力を指定できる場合、2ポイント較正 を使用することをお勧めします。こ
の場合、測定チェーン全体が考慮されるためです。

5.6.3.5  歪みゲージ
モード: [歪みゲージ]のチャンネルのみに対して有効です。
歪みゲージを設定するには、[測定モード]ダイアログで[モード]を[歪みゲージ]に設定する必要があります。そ
のチャンネルがチャンネルの表内で選択されている間、新しいダイアログである[歪みゲージ]が表示されます。

パラメータ 説明
カップリング 考えられるさまざまな使用法がリストされます。歪みゲージの対応する説明と図が表示されます。

歪みゲージは、カップリングの選択内容に適合するようにあらかじめ設定されています。さらに、適切な設定に
変更することもできます。

抵抗
(ブリッジ抵抗)

ブリッジ抵抗は、実際はクォータブリッジでのみ必ず必要なものですが、すべてのブリッジタイプに関して示す必
要があります。
フルブリッジの場合、ブリッジ抵抗を較正レジスタと併用して、指示歪みを算出します(「センス構成なしの
ケーブル補償」 を参照)。
また、レジスタを使用して、SENSEラインが接続されていなくてもケーブル抵抗を決定できます。

モード
ブリッジモード

[歪み]または[応力]

ブリッジ係数N 使用可能な選択項目はカップリングによって決まります。
ゲージ係数 その部分の材料によって異なります。
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パラメータ 説明
単位 測定値の単位。[歪み]モードでは、以下の単位を使用できます。

µ epsおよびµm/m (1 µm/m = 1 µ eps)
[応力]モードでは、以下の単位を使用できます。
MPaおよびGPaおよびN/mm²およびPSI (重量ポンド毎平方インチ)
(1MPa = 1N/mm²、1000MPa = 1GPa、1MPa = 145.04PSI)

横歪み係数&nu; その部分の材料によって異なります。
弾性係数E その部分の材料によって異なります。
入力範囲 使用可能な入力範囲がリストされます。

チャンネルのスケーリングを使用したり、調整を実行したりする場合、その単位の結果の物理的入力範囲が
ここに表示されます。温度測定の場合、入力範囲は熱電対タイプまたはRTDによって異なります。

5.6.3.6  エンコーダ
インクリメンタルカウンタ入力を使用するデバイスのみで表示できます。
特定のプロパティはハードウェアに依存しており、それぞれのデバイスのマニュアルで説明されています。それらのマ
ニュアルには、モジュールの技術的な仕組みに関する背景情報も記載されています。

パラメータ 説明
測定モード 測定タイプ。「測定モード - 概要」 を参照してください。
ゼロインパルスなしのエンコ
ーダ

ゼロインパルスは、インクリメンタルカウンタ入力の論理ユニットを起動します。測定値は、でイベントが発生
した場合にのみ記録されます。ゼロインパルスなしの測定を選択すると、測定の準備が完了した直後に測
定が開始されます。

信号 [信号1つ]カウンタまたは[信号2つ]カウンタ
· [信号1つ]カウンタは、方向が指定されていない一連のインパルスをキャプチャします。周波数や(一般的
には)RPM値などと同様に、値は常に正です。

· [信号2つ]カウンタは、相互に90°オフセットされた2つのインパルスシーケンスを返します。これにより、エンコ
ーダはセンサの移動方向を識別することができます。このタイプは、特に速度、距離、および角度の測定
に適しています。

スケーリング係数 1つの物理単位を表すパルスの数は、設定された測定モードによって異なります。
最大 最大値または入力範囲終了値

測定値は、範囲の上位約3分の1以内である必要があります。2信号カウンタの場合、分解能は指定した
最大値を216または215で割った値です。

開始エッジ 時間およびパルス測定時の開始エッジ。設定された測定モード によって決まります。
停止エッジ 時間およびパルス測定時の停止エッジ。設定された測定モード によって決まります。
入力範囲 この設定は、特定のインクリメンタルカウンタに対してのみ使用できます。詳細については、デバイスのマニュア

ルでそれぞれのインクリメンタルカウンタの資料を参照してください。
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パラメータ 説明
信号形状 この設定は、特定のインクリメンタルカウンタに対してのみ使用できます。詳細については、デバイスのマニュア

ルでそれぞれのインクリメンタルカウンタの資料を参照してください。
スイッチングレベル ここでは、HIGHレベルと解釈される電圧の下限値を設定します。
ヒステリシス ヒステリシスを設定すると、ノイズの多い信号の場合は重複インパルスがカウントされなくなります。この2つの

設定は、信号レベルを以下のように導出するために使用されます。
HIGH = 信号 > (スイッチングレベル + ヒステリシス/2)
LOW = 信号 < (スイッチングレベル - ヒステリシス/2)

単位 測定値の単位。設定された測定モードによって決まります。
スケーリングオフセット ここには、オフセットを入力できます。

ローパスフィルタに関する注
ローパスフィルタは適切な方法で設定してください(「フィルタリング」 を参照)。[ローパス]を設定すると、信号
のピークによって重複カウントが生じることはなくなります。
有用な信号の周波数が設定したローパス周波数を下回らないようにしてください。そうしないと、有用な信号
がフィルタリングされて平滑になります。

5.6.3.6.1  測定モード - 概要
参考

測定モードの詳細は、「Information and Tips」の「インクリメンタルエンコーダ」 またはそれぞれのデバイスマ
ニュアルで説明されています。

原則として、どのタイプの測定が実行されるのかは、測定モードの設定によって決まります。
イベントカウントから導出される数量: 時間測定から得られる数量: 複合測定
· イベント
· 距離(差動)
· 角度(差動)
· 距離(絶対)
· 角度(絶対)

· 時間
· パルス時間(位相差)

· 周波数
· 速度
· RPM

イベントカウント

イベント
サンプリング間隔内のイベント数

距離(差動)
1つのサンプリング間隔内で移動した経路。このために、1メートルあたりのパルス数を入力する必要があり
ます。絶対距離は直接測定できませんが、imcOnlineFAMOSで算出する必要があります。

角度(差動)
1つのサンプリング間隔内で移動した角度。このために、1回転当たりのパルス数を入力する必要がありま
す。絶対角度は、imcOnlineFAMOSで計算するか、角度(絶対)モードによって決定することができま
す。
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角度(絶対)
絶対角度。差動角度測定は、絶対角度に変換されます。ゼロインパルスを考慮することにより(ゼロイン
パルスのないカウンタは選択しないでください)、絶対角度の位置が決定され、示されます。ただし、測定
開始時、角度の値は0°であるとみなされます。

時間測定

時間
2つの信号エッジ間の時間が設定されます。このために、測定の開始と停止のための設定オプションが表
示されます。これらにはさまざまな種類があります。
正のエッジ > 負のエッジ: &uarr; > &darr;
負のエッジ > 正のエッジ: &darr; > &uarr;
正のエッジ > 正のエッジ: &uarr; > &uarr;
組み合わせ負のエッジ > 負のエッジ: &darr; > &darr;は許容されません。

パルス時間
サンプリング間隔内での信号エッジの時点が返されます。たとえば、角速度のパルス信号のプロットを決
定する場合に、この情報が使用される特定のimcOnlineFAMOS関数は、OtrEncoderPulsesToRpm
です。

注
[パルス時間] モードは、サンプリング間隔によって決まります。一部のアンプでは、適切なサンプリング間
隔(1ms以下または100µs以下)が設定されている場合のみに項目が表示されます(デバイスのマニュア
ルを参照)。

複合測定

周波数
2つの連続するパルスの時間は、周波数に変換されます。以前に周波数が乗算または除算されている
場合、これをスケーリング値に反映することができます。周波数は常に符号なしであるため、周波数用の
2信号エンコーダはありません。

速度
パルスのシーケンスはm/sに変換されます。このため、1メートルあたりのパルス量を入力する必要がありま
す。

RPM
パルスのシーケンスは、1分あたりの回転数に変換されます。このため、1回転あたりのパルス量を入力する
必要があります。

5.6.3.7  Video
ビデオデバイスが接続されている場合にのみ有効になります。

参 考

詳細については、マニュアル「Video」 を参照してください。1183



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

159デバイスの構成 - Setupページ

5.6.3.8  フィルタリング
アンプは、信号がさらにシステムで処理される前にその信号をフィルタリングすることができます。Butterworthまた
はBessel特性を備えた6次フィルタは、ハイパス、ローパス、およびバンドパスフィルタリングを実行します。

フィルタの設定例 バンドパス( : )
ここでは、選択したチャンネルのフィルタ特性とフィルタタイプを選択できます。遮断周波数2は、バンドパスフィル
タに対してのみ設定できます。
遮断周波数によって選択するフィルタタイプのほかに、アンチエイリアスフィルタ(AAF)もあります。これは、サンプリン
グ定理の要件に適合するように遮断周波数が設定されるローパスフィルタです。そのため、サンプリング周波数
の1/2を上回る周波数成分は抑制されます。
デフォルトの設定は、Butterworth特性を備えたAAFです。

参考
フィルタリング手法の詳細については、デバイスのマニュアルを参照してください。

5.6.3.9  サンプリングと事前処理

サンプリングと事前処理
設定が利用できるかどうかとその選択内容は、チャンネルタイプによって異なります。
パラメータ 説明
サンプリングレート
サンプリング周波数 サンプリングレートの設定。

サンプリングレート = 1/サンプリング時間
アクティブチャンネルは、デバイスごとに最大2つの異なるサンプリング時間/レートを使用できます。
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パラメータ 説明
サンプルカウント 測定ごとの測定値の数量。測定期間を無制限にする場合は[未定義]を選択します。

サンプルカウントが入力されている場合、結果の測定期間はそれに応じて補正されます。測定期間は、サン
プルカウント×[サンプリング時間]によって求められます。

期間 測定の期間。測定期間を無制限にする場合は[未定義]を選択(または「0」を入力)します。
測定期間が入力されている場合、結果のサンプルカウントはそれに応じて補正されます。サンプルカウント
は、[期間]/[サンプリング時間]によって指定されます。

関数 測定値の簡易な処理imcOnlineFAMOSの対応する関数とは異なり、ここではデータのセグメントの移
動処理は設定できません。
チャンネルタイプに応じたさまざまな関数:
· 算術平均
· 最小
· 最大
· RMS
· 最小-最大(最小と最大が交互に返されます)
· 低減
低減: デジタル入力のデータ低減:
信号の変更が適用された時点にのみ、新しい測定値が記録されます。各データキャプチャの時間は、その
後のデータ処理のために、測定データと共にタイムスタンプとして記録されます。
したがって、ポートは[測定モード]: [サンプリング]に設定する必要があります。
データ低減によってキャプチャできるのはポート全体のみです。個別のビットは常にそのポートに依存します。
個別のビットの状態が変更されると、即座にポートがサンプリングされ、タイムスタンプが設定されます。

ポイント 関数が実行されるデータポイント(測定値)の数(低減は考慮に入れません)。ポイント数は低減係数と同じ
です。

結果のサンプリングレート 設定されたサンプリングレート/時間とポイント数からの結果の値のカウント
結果のサンプリングレート = サンプリングレート/ポイント

結果のサンプリング時間 設定されたサンプリングレート/時間とポイント数からの結果の値のカウント
結果のサンプリング時間 = サンプリング時間×ポイント数

測定モード 以下の測定タイプの基本設定:[デジタル入力]:
· [ビット入力]: ポートは現在の状態を示します。
· [サンプリング]: ポートは継続的にデータをキャプチャします。これらのデジタルチャンネルは、アナログチャン
ネルと同じ方法で表示できます。
変更はポートと対応するビットに適用されます。

データタイプ 測定結果の分解能:
· 16ビット整数
· Float (24ビットモード) (32ビットFloat (24ビット仮数))
このオプションを使用できるかどうかはデバイスによって異なります。
24ビット分解能によるサンプルは、2倍のデータ量になります。24ビット分解能の場合は、メモリ要件 の
増大に注意し、各デバイスのユーザマニュアルに記載されている技術仕様に従ってください。16ビットモードで
は、グループ7 以降に属するデバイスの場合、EtherCATを通じて達成可能な最大合計サンプリングレー
トは2000kHzです。
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フィールドバスチャンネルの設定
これらのチャンネルのデータは、特殊なフィールドバスインターフェースを通じてキャプチャされます。必要な定義
は、フィールドバスアシスタントを使用して行われます。フィールドバスチャンネルは、トリガマシンにも含まれていま
す。
チャンネルタイプ 説明
フィールドバス:
アナログ入力

フィールドバスチャンネルは、CANバスなどのフィールドバスに接続されたセンサによって取得されたデータ
を搬送します。

フィールドバス:
デジタル入力/出力

フィールドバスチャンネルは、フィールドバスに接続されたセンサによって取得されたデジタルデータを搬送
します。

チャンネルの表というチャンネルリストでフィールドバスチャンネルを選択した場合は(デバイスがそれに応じて設定
されていると仮定して)、設定の必要な追加パラメータが表示されます。
パラメータ 説明
X軸 · サンプリングレート: [サンプリング時間]の設定は、前に説明したように[期間]または[サンプルカウン

ト]および[サンプリングレート/時間]設定に関連します。
· [タイムスタンプ]: データ取得は、フィールドバス内の外部非同期サンプリングによって処理されます。
データポイントの対応する時間座標は、その後の処理のためタイムスタンプとしてデータとともに渡され
ます。この場合、パラメータ[サンプルカウント]および[サンプリングレート/時間]は無関係です。

期間 X軸のパラメータが[タイムスタンプ]に設定されると、測定の時間は[期間]の設定のみに依存します。
割り当て データを表示変数にさらに割り当てることができます(アナログフィールドバス入力の場合のみ)。

5.6.3.10  データ転送
参考

この章では、チャンネル信号データの保存の概要について説明します。すべての機能の詳細については、本マ
ニュアルの
「Setup - Advanced Device Functions」の「保存オプションおよびディレクトリ構造」 に記載されています。549
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[PCへ転送]
測定されたデータをPCに転送するためのダイアログには、次の2つの領域があります。
領域 説明
測定データの表示と計算 測定データの一次保存。たとえば、[Panel]ページの表示とその後の処理用。
データの保存 試験設定フォルダへの測定されたデータの保存。データ構造は、[保存] の下のデバイス設定で設

定されます。

それぞれの領域は別ーに設定されます。

注
間隔または測定により、各チャンネルに対してファイルが1つずつ作成され、ここにそれぞれの測定ファイルが
保存されます。

[使用可能なイベント]/[保存されるイベント]
この設定では、全てのトリガイベントを保存するか、最後のトリガイベントのみを保存するかを定義します。
全てのイベントを保存する場合、結果的にイベントベースのデータセットになります。測定データをPCに保存する
場合は、各イベントを別ーのファイルに保存できます(「デバイスの設定/保存」 を参照)。
[循環バッファ時間]
ここでは、最大時間セグメントの長さを設定します。時間は秒単位で入力します。特定フォーマットで入力する
こともできます。この場合は、数値の後ろに以下のいずれかの接尾辞を付けます。

s 秒
min 分
h 時間
d 日

例
「3 min」= 3分、「2 h」= 2時間
0を入力すると、循環バッファ動作が無効になり、全てのデータが保存されます。

警告
· 保存期間を無制限(0)に設定すると、カーブウィンドウで無制限の量のRAMが使用されます。
· この設定は、長期にわたる測定には全く適していません。

139
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5.6.3.11  ヒストグラム/レインフロー
適切な関数を使用してimcOnlineFAMOSで生成された特定の仮想チャンネルに対してのみ表示可能。
ここでは、デフォルトを設定できます。これらは、それぞれの仮想チャンネル(ヒストグラムまたはレインフロー)のデー
タの表示および保存に影響を及ぼします。

パラメータ 説明
ヒストグラム表示の更新間
隔

カウント関数から導出されるデータを更新する時間間隔

ヒストグラム保存間隔 カウント関数から導出されるデータを保存する時間間隔

5.6.3.12  その他のパラメータ
その他のパラメータを使用できます。これらのパラメータはチャンネルの表内に既に表示されているか、手動で追
加することができます。

カテゴリ: チャンネル
パラメータ 説明
コネクタ コネクタ[ePlugInName]

この数値は変数の固定IDを返します(「[03] IN04」)。この構成は次のとおりです。
· [i]: モジュールのアドレス (主に物理的入力および出力の場合のみ)
· xyz: チャンネルタイプの略語 (INはアナログチャンネル、MINはモニタ: アナログチャンネルなど)
· j: アドレスを使用できない場合、それぞれのモジュール内またはチャンネルタイプ全体での連番。

例:
[03] IN04: アナログ入力、アドレス「03」での4番目の入力
V005: 番号5の付いた仮想チャンネル
[00] DO01Bit05: ポート「01」、アドレス「00」でのデジタル出力(ビット)5番目のビット
[02] MCIN02: モニタ: インクリメンタルカウンタ入力、アドレス「02」での2番目の入力
PV007: 番号7の付いたプロセスベクトル変数

列挙されるチャンネル番号 「チャンネル番号」を参照してください。
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パラメータ 説明
チャンネル番号 列挙されるチャンネル番号[eEnumeratedChannelNumber]

モジュールアドレスを除く、「コネクタ」列に相当します。モジュールアドレスは、表示に含まれないため、そのカ
ウントは、各モジュールに対して個別にではなく、すべてのモジュールに対して実行されます。
列: 「コネクタ」は、一部のデバイス(imc SPARTAN、imc CRCなど)のフロントパネル上の連番に対応していま
せん。
例:
「コネクタ」以上、「列挙されるチャンネル番号」以下

[01]
IN01

[01]
IN02

[01]
IN03

[01]
IN04

[01]
IN05

[01]
IN06

[01]
IN07

[01]
IN08

[02]
IN01

[02]
IN02

[02]
IN03

[02]
IN04

[02]
IN05

[02]
IN06

[02]
IN07

[02]
IN08

[03]
IN01

[03]
IN02

IN00
1

IN00
2

IN00
3

IN00
4

IN00
5

IN00
6

IN00
7

IN00
8

IN00
9

IN01
0

IN01
1

IN01
2

IN01
3

IN01
4

IN01
5

IN01
6

IN01
7

IN01
8

カテゴリ: モジュール
パラメータ 説明
ブリッジ供給 ブリッジ供給(オン/オフ) [eBridgeSupplyOnOffAction]

一部のアンプでは、電源のオン/オフを切り替えることができます。電源電圧は、ブリッジ供給またはセンサ供
給用に使用できます。

カテゴリ: その他
パラメータ 説明
現在の値 現在の値[CurrentValueDisplay]

現在の測定値(関連するプロセスベクトル変数の値)を表示します。値は、測定の初期化(ダウンロード)後に
使用可能になります。さらに、色分けは、値が置かれている測定範囲の領域を示しています。
値が表示されない場合、使用可能なプロセスベクトル変数がないか、または測定がまだ初期化されていませ
ん。
値がグレー表示されている場合、初期化以降、チャンネル設定が変更されています。

5.6.4  チャンネルバランス
[チャンネルバランス]ページでは、さまざまなタイプの調整と較正を実行し、構成に関する情報を取得できま
す。
目的とするページを表示するために、左下にタブの列があります。
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バランス · Tare
· ブリッジ
· 配線のクエリ
· リセット(チャージ)

シャント較正 · シャント較正
スケーリング/補償 · 2ポイントスケーリング

· ケーブル補償

5.6.4.1  バランス - テアとブリッジ
バランス
このページでは特に、実行されるアンプチャンネルのテアおよびブリッジのバランスを有効にします。

調整を行うには、最初に、チャンネルを選択し、右側にあるボタンを使用して[バランス]列で目的のアクションを
選択します。

選択後にボタンをクリックして初めて、調整が開始されます。
バランス 説明
ブリッジ 選択された全てのブリッジチャンネルについて物理的なブリッジバランスを実行します。バランスでは、測定信

号を歪ませるオフセットを除去することができます。オフセットは、入力範囲の倍数になる可能性があります。
ブリッジバランスでは、選択した入力範囲が維持されます。ブリッジバランスは、複数のチャンネルでアンプごと
に同時に実行されますが、アンプ内では順次に実行されます。

テア テア機能を使用すると、歪みのオフセットは数学的に測定チャンネルの信号から削除されるため、入力範囲
がシフトします。センサを含む連続測定が考慮されます。

メーカによる較正 メーカによる較正では、選択した全てのチャンネルが元のimc工場較正設定にリセットされます。

165
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注
· 入力範囲または測定モード(電圧 - 電流 - 歪みゲージ)に対する変更が行われると、以前に実行さ
れた調整またはテアがリセットされます。

· ただし、Yスケーリングを変更しても、バランスまたはテアには影響しません。
[オフセット] に関する注意事項に従ってください。

· 結果は試験設定と一緒に保存されます。以前の結果は、新しい調整またはメーカによる較正が実行され
た場合のみに削除されます。

質問: 測定の実行中にもバランスを実行できるのか
回答: はい。ファームウェアバージョン2.8R7以降では、テアまたは測定が実行されるブリッジのバランスを実行
できます。測定を停止する必要はありません。

質問: どの時点がバランスOKなのか
回答: バランスOKとは、バランスまたはテアが正常に実行されたことを意味します。テアでは、それに応じて
入力範囲が適合されており、プロシージャが完了します。正常なバランスは、残りのオフセットが保証許容
範囲内になると実現されます。
同様に、様ーなエラーメッセージが返される可能性があります。

· 接続されたブリッジが不安定。つまり、最初に見つかったアンバランスは、解消されるのではなく別のア
ンバランスに取って代わります。

· 接続されたブリッジの最初のアンバランスが高すぎる。最初のアンバランスをどれだけ補正できるのか
は、アンプタイプ(UNI-8、BR-4など)と入力範囲によって異なり、対応する仕様書に記載されていま
す。

バランスは、アンプボードによって別個に実行されます。アンプボードは、コマンドを受信し、そのアンプボード
に接続されている信号でバランスを実行します。バランス値は、測定値(BR4またはDCB4ではDAC設定、
Uni8および同様のシステムでは24ビットADC値)に基づいて計算されます。その後、この値を使用して新しい
測定が行われます。これにより、以前に計算された値が確認されますが、DAC制御バランスではプロセスが
さらに繰り返されます。

配線のクエリ
この機能を使用すると、SENSEラインの測定が行われ、回路構成が結果データから導き出されます。その場合、
ハードウェアは、SENSEラインなしの回路が関係しているかどうかや、ブリッジが偶然接続されていないのか、ある
いは正しく接続されていないのかどうかを識別できません。そのため、この機能は、回路を検出することではなく、
回路がハードウェアによって正しく認識されたかどうかを確認することを目的としています。

注
クォータブリッジでは、ハードウェアは5線測定と6線測定を区別できません。

電荷のリセット
チャージアンプ(カップリング =「チャージ/DC」)や、ピーク評価を伴うオーディオアンプ(フィルタタイプ =「ピーク」)の場
合は、定期的にリセットを実行する必要があります。
[リセット]列では、選択されたアンプチャンネルでこの機能がサポートされている場合、[実行]ボタンが有効になり
ます。このボタンを使用すると、手動でチャンネルがリセットされます。

155
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5.6.4.2  シャント較正
このページでは、アンプチャンネルのシャント較正を有効にできます。

シャント較正を実行すると、シャント(並列に接続されたレジスタ)により、指定した時間にわたってブリッジのバラ
ンスが崩れます。使用可能なシャントは、関係するアンプのタイプによって異なります。
シャント較正は、測定の実行中にいつでも行うことができます。
設定される持続期間は、最小持続期間です。持続期間はもっと長くなりますが、システムの負荷によって異な
ります。

注
シャント較正は、単なる機能テストとみなされます。シャントはデバイス内にあるため、結果は使用しているリー
ドの抵抗によってゆがめられます。一方で、SENSEラインなしのケーブル補償ではこのことが生かされます。測定
された偏差は、ケーブル抵抗の計算に使用されます。

5.6.4.3  スケーリング/補償
このページでは、2ポイントスケーリング およびSENSEラインなしのケーブル補償 を実行できます。168 169
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5.6.4.3.1  2ポイントスケーリング
2ポイントスケーリングでは、2つの定義済みポイントの間で入力範囲をリニア化することができます。
2ポイントスケーリングを行うには、最初に、チャンネルを選択し、右側にあるボタンを使用して[スケーリング]列で
[2ポイントスケーリング]を選択します。

[ポイント1/2]列では、それぞれの目標値を設定します。ポイント1とポイント2を連続して記録します。

プロシージャの状態は[ステータス]列に示されます。
ポイント1とポイント2を正常に指定したら、実際のスケーリングを実行する必要があります。このためには、[スケー
リング]列のボタンをクリックします。

注
· 2ポイント較正後にブリッジバランスまたはブリッジゼロ調整を実行した場合、適用されている全てのオフセット
はキャンセルされますが、2ポイント間の傾きはそのまま残ります。

· これらのポイントは、入力範囲の1%以上分離されている必要があります。技術的理由のために小さい入力
範囲で調整を実行する必要がある場合、大きな入力範囲に戻すときに、前の2ポイントスケーリングが拒否
されるために問題が生じます。この場合は、ダイアログ[範囲とスケーリング] ページの[チャンネル](アナログ
またはデジタル)で2ポイントスケーリングを用いる必要があります。詳細につていは、FAQ を参照してくださ
い。

2ポイントスケーリングのリセット
2ポイントスケーリングをリセットするには、[スケーリング]列の右側にある[2ポイントスケーリングのリセット]ボタンを
使用します。その後、[ポイント1/2]列内の結果は表示されなくなります。このボタンをクリックするだけで、2ポイン
トスケーリングが削除されます。
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5.6.4.3.2  センス構成なしのケーブル補償
ブリッジ抵抗が分かっている場合は、SENSEラインが接続されていなくてもケーブル抵抗を決定することができま
す。そのために、シャント較正が実行されます。ケーブル抵抗の決定には、予期されるアンバランスからの偏差が
使用されます。
ケーブル補償を実行するには、[スケーリング]列の右側にある[ケーブル補償をリセット]ボタンを選択します。

さらに必要であれば、ブリッジ抵抗を設定します。
補償を開始するには、[スケーリング]列のボタンをクリックします。
ケーブル補償の実行後に、見つかった線路抵抗値がケーブル補償値列内に表示されます。

注
· 測定結果の精度に関しては、SENSEラインを備えたブリッジ回路の方がSENSEラインなしのケーブル補償より
も常に優位です。

· ケーブル補償では、計測工学の一般的な経験則が適用されます。つまり、予期される最大入力値が入力
範囲の上位3分の1に達するように入力範囲を選択します。そうしないと、ケーブル補償は正確に機能しま
せん。

ケーブル補償のリセット
ケーブル補償をリセットするには、[スケーリング]列の右側にある[ケーブル補償をリセット]ボタンを選択します。こ
のボタンを一度押すだけで、ケーブル補償は削除されます。

5.6.4.4  ディスプレイとimcOnlineFAMOSによるバランスまたはシャント較正
デバイスソフトウェアによる操作のほかに、以下の方法でバランスまたはシャント較正を行うこともできます。

· 調整/シャント較正 にリンクされているimc Displayのボタンを使用する
· imcOnlineFAMOS関数DisplaySetButton (ボタンがこの関数にリンクされている 場合、調整/
シャント較正を実行する)を使用する

5.6.5  トリガの設定
複雑なトリガマシンが測定デバイスに実装されます。設定オプションについて、以下に簡単に説明します。

参照
この章では、トリガチャンネルの信号データの概要を簡単に説明します。複雑なトリガマシンの詳細な説明に
ついては、マニュアル
『Setup - Advanced Device Functions』の「Trigger and Events」 を参照してください。
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多くの測定は、特定のイベントが発生した場合のみ開始されるようにします。たとえば、どのようなタイミングで測
定を実行するかがあらかじめわかっている場合は、この方法で測定します。例として、重量の大きいトラックが橋
を渡るときの橋の振動の測定があります。このような場合、振動振幅は乗用車に対する応答より大きくなるた
め、重量の大きいトラックが橋を渡ったときに生じる特定の振動振幅に基づいて測定をトリガすることが可能で
す。 
継続的に測定チャンネルを監視し、特定イベントに対するデータのみをキャプチャすることができます。そのために
使用するのがトリガです。トリガを使用すると、特定イベントの発生に基づいて、チャンネルを開始および停止で
きます。
信号で特定のイベントが発生した(たとえば、特定レベルを超えた -> 正のエッジ)直後に、関連付けられたイベン
トチャンネルの値が1になり、この状態が特定の時間に渡って強制的に維持されます。それと同時に、イベントに
リンクされたトリガがリリースされ、関連付けられたアクションが実行されます。

イベントによるトリガのリリースとアクションの開始
例 正の傾き: 

ダイアログの[トリガ]ページで、関連する設定が行われます。

トリガ ダイアログページ[ ]
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ソースとイベント
ここでは、トリガをリリースするためのチャンネル(ソース)と条件(イベント)を設定します。
ボタン()をクリックすると、ソースの選択ダイアログが表示されます。  

チャンネルの選択
左側に選択可能なチャンネル、右側にイベントセットが表示されます。チャンネルを選択するには、チャンネル名
の先頭にあるチェックボックスをクリックします。イベントを構成するには、イベントの項目をクリックします。イベント
設定用のメニューが開きます。

イベントの設定
選択できるイベントタイプには、レベルと範囲があります。特定のイベントが次に選択されます。

イベントタイプ: レベル
イベント 説明
正の傾き 監視対象のチャンネルが下から上に向かってしきい値を超えると、イベントがトリガされます。
負の傾き 監視対象のチャンネルが上から下に向かってしきい値を超えると、イベントがトリガされます。
信号>レベル 監視対象のチャンネルの信号がしきい値を超えると、その直後にイベントがトリガされます。
信号<レベル 監視対象のチャンネルの信号がしきい値を下回ると、その直後にイベントがトリガされます。
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イベントタイプ: [範囲]
イベント 説明
入力範囲 監視対象のチャンネルの信号が範囲の上限または下限から範囲に入ると、イベントがトリガされます。
出力範囲 監視対象のチャンネルの信号が範囲の上限または下限から範囲を外れると、イベントがトリガされま

す。
範囲内 監視対象のチャンネルの信号が範囲内にある間、イベントがトリガされます。
範囲外 監視対象のチャンネルの信号が範囲外にある間、イベントがトリガされます。

イベントの存続時間
イベントがほんの短い間しか続かない場合は、このオプションを使用して、期間をイベント停止時間まで意図的
に延長できます。

プロパティ
複数のイベントを同じトリガに関連付けることができます。ここで、リンクのタイプを設定できます。4つのリンクタイプ
が利用できます。
トリガがリリースされます…

AND …全てのイベントの値が同時に1になる場合のみ
OR …1つのイベントの値が1になるとすぐに
条件付きAND …特定の数のイベントの値が同時に(イベントカウント)1の場合
1トリガ …測定の開始時そのため、イベントを割り当てることはできません。Trigger_48は、デフォルトでは[1トリ

ガ]です。測定が他のトリガに割り当てられていない全てのチャンネルを自動的に開始します。

ターゲット、アクション開始、終了、プリトリガ
ここでは、チャンネルを指定します(ターゲット)。ここで指定したチャンネルは特定のトリガのリリースに応じて測定
または停止されます。
ボタン()をクリックすると、ソースの選択ダイアログが表示されます。  

ターゲットの設定
パラメータ 説明
トリガ開始アクション 集合イベントがtrueになる場合に実行されるアクション
トリガ終了アクション 集合イベントがfalseになる場合に実行されるアクション
プリトリガ プリトリガは、トリガ発動時点までのデータ記録期間を定義します。
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注記
· プリトリガ時間の設定によって信号の履歴全体を確認するには、少なくともトリガイベント前のプリトリガ
時間と同じ程度の時間までには測定を開始する必要があります。

· プリトリガが定義されているチャンネルは、定義済みのトリガに割り当てられています。このようなトリガの
割り当てのないチャンネル、つまり測定開始時に直接開始するチャンネルは、象徴的で特別なトリガ
「Trigger_48」に割り当てられます。あるチャンネルのトリガ割り当てを削除するのは、チャンネルを
「Trigger_48」に割り当てるのと同じことですが、この場合、プリトリガは自動的に削除されます。

5.6.6  TEDS - Sensors
Setupプラグインの[TEDS]ページで、TEDSからセンサ情報を使用してチャンネルを設定し、それらの情報をTEDSに
書き込むことができます。

注: ページが利用できません。
デフォルトで、このページは表示されません。このページを表示するには、「Additional Pages」 の章の指示
に従ってください。

このページは、チャンネルの表と1つのダイアログの2つの領域に分かれています(これらの操作および構成について
は、「表形式の表示」 と「ダイアログ」 を参照)。

TEDSとは
デバイスソフトウェアでは、センサのスペックシートデータをセンサTEDSから読み出して、その情報をチャンネルの構
成に利用することができます。
センサTEDSはシリアルROMです。センサTEDSは、デジタル信号ライン(1ワイヤPROM)を介してアンプチャンネルに
接続されます。各センサTEDSには一意のROM-ID(「センサID」、「シリコンシリアルナンバー」)があります。センサ
TEDSには、センサに関する追加情報を含めることもできます。電気的な消去と再書き込みが可能なセンサ
TEDSは、「センサEEPROM」と呼ばれます。
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注
一部のアンプでは、TC-TEDSがサポートされています(詳細については各デバイスのマニュアルを参照)。
· したがって、アンプはTC-TEDSアダプタを備えている必要があります。標準DSUBプラグの代わりに、タイプK用の

SMMI熱電対を接続することができます。
· 適切なSMMI熱電対プラグ(TC-TEDS)を使用することにより、熱電対のセンサ情報をインポートすることができ
ます。

imcSENSORSおよび[センサ]ツールウィンドウ
センサ情報を構成するには次の2つの方法があります。
· imcSENSORS 製品の使用
· imcSTUDIOツールウィンドウ[センサ](制限あり)の使用
このトピックの詳細については、[センサ]ツールウィンドウのセクションを参照してください。[センサ] ツールウィンド
ウ。

参考
データベース自体の詳細については、imcSENSORSのユーザマニュアルを参照してください。

以下では、imcSTUDIOへの記録済みセンサデータのインポートについて説明します。

5.6.6.1  センサ情報の読み込みと情報のリセット
センサ情報の読み込み

前提条件:
· imcSTUDIOはデバイスに接続されている必要があります。
· アンプとimcSTUDIOは接続されているTEDSをサポートしている必要があります。
Setupページ: [TEDS]を開きます。

センサ情報の読み込み
· TEDSが接続されている、目的のチャンネルを選択します(TEDSが各チャンネルに接続されている場合、複数の
チャンネルを選択できます)。

· リストから[センサ情報の読み込み]を選択します。
· ボタンをクリックします。
センサ情報が読み込まれ、チャンネルを設定するために使用されます。センサ情報のインポートと適用によって結
果的に生じた変更は、[センサ] ツールウィンドウに表示されます。

注: インポートしたセンサ情報の保存
インポートしてチャンネルにリンクしたセンサ情報は、試験設定と共に保存されます。試験設定を後で転送
しても(たとえば、別のPCにコピーしても)、このセンサ情報は失われません。
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チャンネルのセンサ情報をリセット
· Setupページ: [TEDS]を開きます。
· 目的のチャンネルを選択します(複数選択可)。
· リストから次の項目を選択します。チャンネルのセンサ情報をリセット
· ボタンをクリックします。

センサ情報が削除されます。

注: 構成はそのまま残ります。
チャンネル構成はインポート前の状態にリセットされません。現在の構成は、センサ情報なしでは設定できない
パラメータが設定されない限り、そのままに残ります。この場合、デフォルト値が復元されます。

5.6.6.2  センサとチャンネルのリンク
[接続されているセンサ] の下の[センサ] ツールウィンドウには、選択したセンサの技術仕様の詳細リストが表
示されます。ただし、これらのセンサデータをここで編集することはできません。

5.6.6.3  サポートされているセンサのリスト(TEDS/imcSENSORS)
実装されているセンサ情報(TEDSまたはimcSENSORS)
加速度計 ICP型(電流型)に基づく。ACカップリングで測定された電圧
ブリッジ 共通ブリッジ、ブリッジセンサ(力などのセンサ)、歪みゲージなし 
LVDT LVDTセンサ、差動コイル。AC電圧が供給される。
マイクロフォン アンプ内蔵型のマイクロフォン
[PT100] Pt100と関連熱抵抗(Pt1000など)
歪みゲージ 歪みゲージブリッジ 
熱電対 熱電対
電圧 汎用電圧センサ
アンプ コンディショナ、電圧出力付きアンプ
電位差 たとえば、ハーフブリッジ構成で操作される電位差センサ

サポートされていないセンサ情報(TEDSまたはimcSENSORS)
エンコーダ インクリメンタルエンコーダ
デジタル入力 測定デバイスのデジタル入力(スイッチをクエリするための入力など)
アクタデジタル 測定デバイスのデジタル出力(スイッチング/制御用のリレーなど)
Current アンペア数出力(0..20mA、4..20mAなど)を備えたセンサ
抵抗 通常は電流型の抵抗器。抵抗を導出するために、この抵抗器の電圧降下が測定されます。多くの場合、

抵抗はもう1つの物理量に比例します。
サーミスタ サーミスタ、非リニア特性カーブを有する抵抗温度計
圧電 圧電(加速/力/音響)、チャージアンプが必要
電圧出力 アナログ電圧出力
電流出力 アナログ電流出力
パルス出力 PWM (パルス幅変調器)などのパルス出力
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5.6.6.4  センサへのセンサ情報の書き込み
チャンネルにリンクされているセンサ情報は、チャンネルに接続されているセンサTEDSに書き込むことができます。

注
センサへの書き込みは、ダイアログのページ[TEDS]内からしか実行できません。これは、センサ情報(つまり、デー
タベースimcSENSORSに表示される情報)だけが書き込み可能であることを明確に示しています。ただし、
imcSTUDIOで行われたチャンネルプロパティへの変更は、センサTEDSに書き込まれません。これは、
imcSTUDIOで編集できるセンサ情報にも適用されます。センサに書き込みできる唯一のデータは、
imcSTUDIOを使用して後で変更されるデータではなく、[センサ]ツールウィンドウに表示されるデータです。
· 例: センサデータベースまたはセンサTEDSを使用して、入力範囲が±5Vに設定されました。その後、で入力範
囲が±2Vに変更されたとします。この設定は、[センサ]ツールウィンドウでは採用されません。センサTEDSで
は、以前にインポートした値±5Vがそのまま残ります。

チャンネルの設定をTEDSに書き込む、目的とするチャンネルを選択します(TEDSが各チャンネルに接続されている
場合、複数のチャンネルを選択できます)。
· リスト: [センサ情報の書き込み]から選択します。
· ボタンをクリックします。
センサTEDSがパスワードで保護されている場合は、パスワードを入力する必要があります。
ここでは、パスワードを編集することもできます。

パスワード保護に関する注
· 1ワイヤ技術では、センサEPROMにはハードウェアのパスワード保護または書き込み保護はありません。
· imc独自のフォーマット(TEDSフォーマット(imcフォーマット))を使用して、全てのimcアプリケーションはソフトウェ
アのパスワード保護を設定します。つまり、正しいパスワードの入力時のみ、TEDSへの情報の書き込みが続
行されます。パスワードは32ビット整数です。

5.6.7  追加のページ
デフォルトでは、利用可能なSetupページの選択肢のみが表示されます。あらかじめ設定されたページを追加で
表示するか、自分で作成*することができます。
特に、以下のページが利用可能です。
· TEDS
· HiL + Applicationモジュール
· ...
* この機能が使用できるかどうかは、ユーザ個ーの製品ライセンスによって異なります。技術仕様シートを参照してください。

ページの表示
ユーザインターフェースにページを追加するには、以下を実行します。
· ページタブ上、またはページタブ右側の空き領域上でコンテキストメニューを開きます。
· [完全なレイアウトを挿入]の下で、対応するページ項目をクリックします。
その結果、選択位置の右側にページが挿入されます。

注意: ビューの保存
ビュー([Setupを挿入]ページ"など)への変更は、次回のプログラム起動時に参照できるように、ビューとともに保
存する必要があります。
マニュアル『imcSTUDIO (general)』の章「Views」 を参照してください。
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5.6.7.1  HiL + Applicationモジュール
imcHiLは、imc測定システムのHardware-in-the-Loop拡張であり、MATLAB/Simulink (c)をベースにしていま
す。

参考
詳細については、imcHiLのマニュアルを参照してください。

5.7  メタデータと追加の列
この章では、メタデータと追加の列の使用方法について説明します。 

5.7.1  メタデータアシスタント
メタデータアシスタントを使用すれば、保存済みの測定値に加えて、Setupのメタデータを保存できます。あるい
は、チャンネルファイルに直接保存することもできます。
リボン ビュー
[エクストラ] > [メタデータアシスタント] 全て

 

メタデータアシスタント標準ビュー( )
測定値のデータを保存するには、エクスポート対象のSetupページ]列で対象のSetupページを選択します。ま
た、測定の開始前または終了後にページを表示することもできます。この場合は、[開始前に表示]列または
[終了後に表示]列で、表示するSetupページに対応するチェックボックスを選択します。
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質問: メタデータはどのような方法でどこに保存されますか?
回答: メタデータは*.csvファイルとして保存されます。この目的で、測定と並行してMetaフォルダが実験フォル
ダ内に作成されます。各測定フォルダに、関連するcsvファイルへのリンクが作成されます。
測定データを含めて実験をエクスポートする場合、メタデータも含まれます。

質問: メタデータはデバイスにも保存できますか?
回答: 測定値とともに保存されるメタデータは、PCにのみ保存できます。チャンネルファイルに保存されている
メタデータは、デバイスに格納されているファイルにも保存されます。
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注意: 測定結果の保存領域
ユーザ定義による測定結果の保存領域をメタデータと組み合わせて使用する場合は、「測定結果の保存領
域」 の章にあるFAQを参照してください。

Setupでのメタデータの使用
測定値とともに保存されたメタデータをPanelに表示する場合は、MEASUREMENT.SQLというプレースホルダ
を使用します。

例: 「コメント(開始)」のクエリ(測定値とともに保存されたもの)
測定デバイスの入力チャンネルを1つ有効にし、PCに保存します。次に、メタデータアシスタントを開き、測
定開始前にエクスポートおよび表示するページを[測定前の注釈]で設定します。
次に、測定を実行します。測定が開始すると、設定したページがダイアログとして表示されます。[コメント
(開始)]ボックスにテキストを入力し、[閉じる]でダイアログを閉じます。測定を実行し、数秒後に停止しま
す。
DataBrowserに移動し、保存済みの測定値を選択します。そうすると、測定番号1番が付与されます。
保存されたコメントは以下のようにクエリできます。
· Widget: Automotive、Industrial、Designerのいずれかのグループのテキストボックスを作成します。テキ
ストボックスのプロパティを開きます。[テキスト]プロパティを開き、CTRL+Spaceを押してプレースホルダの選
択に移動します。プレースホルダとしてMEASUREMENTを選択します。表示されるアシスタントで、以下
の設定を行います。

象徴的な測定番号 番を持つ測定の「コメント開始 」のクエリ1 ( )
· DataBrowser: DataBrowserでコンテキストメニューを開き、[メタデータ列を追加]を選択します。リス
トから、[コメント(開始)]を選択します。DataBrowserに列が表示されます。それぞれに対応するコンテ
ンツが測定行に表示されます。
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利用可能なSetupページ
デフォルトでは、[ドキュメント]、[実験]、[測定前の注釈]、[測定後の注釈]のSetupページがメタデータアシ
スタントで利用できます。

質問: 追加のSetupページを利用できますか?
回答: はい(imcSTUDIOの開発者のみ)。
Setupページをアシスタントに表示できるかどうかは、各Setupページのプロパティで制御します。
Setupを開きます。[レイアウトリポジトリ]ツールウィンドウで、対象のSetupページを選択し、プロパティを開
きます(コンテキストメニューまたはF4キーを使用)。[メタデータテンプレート]プロパティが表示されます。
Setupページをメタデータアシスタントで利用できるようにするには、チェックボックスを選択し、[プロパティ]ウィ
ンドウを閉じます。
[レイアウトリポジトリ]ツールウィンドウが表示されない場合は、[ビュー] > [ツールウィンドウ]または[エクス
トラ] > [ツールウィンドウ]のメニュー項目を選択します。

質問: 利用可能なSetupページを変更できますか?
回答: はい(imcSTUDIO Professional以上の場合)。 
この場合、Setupで対象のページを開きます。対象のページ([測定前の注釈]など)がない場合は、ドラッグ
アンドドロップ操作で[レイアウトリポジトリ]ツールウィンドウから他のページに追加できます。[レイアウトリ
ポジトリ]ツールウィンドウが表示されない場合は、[ビュー] > [ツールウィンドウ]または[エクストラ] > [ツー
ルウィンドウ]のメニュー項目を選択します。
次に、ページを任意に変更します。このトピックの詳細については、「操作」 のセクションを参照してくだ
さい。
ページの変更が完了したら、Setupページのタイトル上でコンテキストメニューを開き、[完全なレイアウトと
して保存]を選択します。既存のページを上書きするには、提示された名前を確認します。この変更はプ
ロジェクト全体に影響しますので、ご注意ください。imcSTUDIOの開発者のみ: 新しい名前でページ
を使用する場合は、新しい名前を入力します。この場合、保存後にもプロパティ[メタデータテンプレート]
を設定する必要があります(前述のFAQを参照)。その後、ビューを保存します。
これで、メタデータアシスタントを開くと、変更されたページが利用できるようになります。技術的な理由か
ら、必ずページはまず変更してから、アシスタントで選択します。そうしない場合は、古いエディションが
使用されます。

5.7.1.1  エキスパートビュー
エキスパートビューを使用するには、アシスタント下部の[エキスパートビュー]の横にあるチェックボックスを選択し
ます。[全般]タブに加えて、メタデータ設定用に3つのタブが表示されます。

列選択
ここでは、測定に関するメタデータを保存対象として個別に設定できます。
[全般]タブでは、1つのSetupページに属する全ての情報を測定値とともに保存できます。この選択内容は[列
選択]ページで絞り込むことができます。Setupページに関する全ての情報(列)が一覧で表示され、必要に応じ
て個別に選択/選択解除できます。一部の情報のみが必要な場合は、完全なページを選択解除してから、
必要な情報の項目のみを個別に選択するようお勧めします。
保存の方法も、前述の[全般]タブの場合と同様です。違いは、選択した項目の情報のみが保存され利用可
能となる点です。
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チャンネル内のメタデータ
このタブには、さまざまなデータが表示され、その中からチャンネルファイルに直接保存可能なデータを選択でき
ます。その結果、個別のcsvファイルは作成されません。複数のチャンネルがある場合、これらの項目の情報は
全てのファイルに保存されます。 

注記
データは、開いているファイルにのみ書き込まれます。つまり、測定の終了後または停止後にデータの書
き込みはできません。

保存されたデータをチャンネルファイルからエクスポートする場合は、以下の操作を実行します。
· Widgets: プレースホルダ<VARS["myChannel"].PROPS["myMetadata"]>を使用して、チャンネルファイルに
保存されたメタデータをクエリできます。

· imcFAMOS: Run imcFAMOS sequence コマンドを使用します。UserPropText? (テキスト用)または
UserPropValue? (数値用)のコマンドを使用します。

· DataBrowser: 保存されたメタデータは、DataBrowser内に列として追加できます。この場合、
DataBrowser内にコンテキストメニューを開き、[メタデータ列を追加]を選択します。リストで、対象のメタデー
タの内部名を選択します。各チャンネル行に、対象の列がメタデータとともに表示されます。DataBrowser
の列は[ビュー]に属しています。imcSTUDIOの次回起動時用に設定を保持するには、終了する前に[ビュ
ー]または[エクストラ]メニューでビューを保存します。
リボン ビュー
[ビュー] > [ビューを保存] () 完全

[エクストラ] > [ビューを保存] () 標準、コンパクト

注記
測定値とともに保存されるメタデータ(タブ: [全般]および[列選択])は別のファイルに保存されます。これら
のメタデータ(WidgetまたはDataBrowser)にアクセスするには、ユーザインターフェースでの名前(コメント
(開始)など)を使用する必要があります。
チャンネルファイルに保存されているメタデータをクエリするには、メタデータの内部名が必要です。このト
ピックについては、次のFAQボックスである「内部名を見つけるには?」を参照してください。

質問: メタデータの内部名を見つけるには?
回答: メタデータを含む保存されたチャンネルを、フリーフローティングカーブウィンドウに開きます
(DataBrowser内でチャンネルをダブルクリック)。次に、メニュー項目の[構成] > [より多くのチャンネル]を
選択します。[チャンネル情報]タブにジャンプします。[ユーザ定義プロパティ]という見出しの下に、利用可
能な保存済みメタデータが内部名とともに表示されます。
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例: チャンネルの「コメント(開始)」のクエリ
コメント(開始)をチャンネルファイルに保存するよう設定([その他]タブの[チャンネル]にある[メタデータ]の
下で[コメント(開始)]を選択)してあり、この構成ですでに測定が1回以上実行されている場合は、保存
済みのコメントを以下の手順でクエリできます。
· Widget: Automotive、Industrial、Designerのいずれかのグループのテキストボックスを作成します。テキ
ストボックスのプロパティを開きます。[テキスト]プロパティで、以下を入力します(入力補助を使用して全
てのエントリを作成することはできません。この場合は、手動でテキストを入力します)。 

象徴的な測定番号 番を持つ測定の「コメント開始 」のクエリ1 ( )
· imcFAMOS: Run imcFAMOS sequence コマンドでチャンネルを転送します。imcFAMOSコマン
ドとして、commentStart = UserPropText?(Channel_001, "AnnotationStart")を入力します。変数
commentStartは、imcSTUDIOに戻すことによって継続して使用することができます。測定番号1番に
属するチャンネルを常に使用するには、転送ダイアログで、設定をimcFAMOS
Source=Measurement#1にします。

· DataBrowser: DataBrowserでコンテキストメニューを開き、[メタデータ列を追加]を選択します。
AnnotationStartリストから選択します。DataBrowserに列が表示されます。チャンネルに属する行に、
関連するコンテンツが表示されます。

イベントの構成
このタブは、現在のユーザが[メタデータアシスタント: イベントの構成]のアクセス権を持っている場合にのみ表
示されます。デフォルト(アクセス権に対する変更が行われていない場合)では、imc Developersグループに属す
るユーザのみがこの機能を利用できます。
ここでは、追加のコマンド をデバイスの開始と停止に関連付けることができます。
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5.7.2  他の列
列の作成/編集は、製品バージョンのimcSTUDIO PRO でのみサポートされています。
[他の列]には、測定結果の操作とドキュメント化を幅広い方法で強化および調整するためのコントロールが用
意されています。
タイプ 説明
結合列 1つの列で複数のパラメータを結合、操作、および表示できます。
メタデータ列 希望する情報やドキュメント(サードパーティアプリケーション関連を含む)を表示できます。
パラメータセット列 列に固定パラメータセット(複数の設定の組み合わせ)を保存して、ボタンを1回クリックするだけで設定できま

す。
パラメータセットインポー
ト列

事前定義された包括的なパラメータセットファイル(*.csv)をドロップダウンリストからロードできます。

他の列は、2つの手順で定義します。まず、他の列のタイプを選択して、タイトル、記述名などの特定の基本プ
ロパティを設定します。次に、結合列とパラメータセット列の場合は該当する列を選択し、メタデータ列の場
合はデータタイプまたはデータソース(ファイル)を選択します。

コレクションエディタによる列の作成
他の列を作成するには、列ヘッダのコンテキストメニューを開いて、[テーブルオプション] > [テーブル記述 [<名
前>]] > [他の列の編集]を選択します。

列ヘッダのコンテキストメニューの他の列の編集[ ]
テーブルヘッダのコンテキストメニューにもあり

この機能は、すべてのSetupページ([ドキュメント](ここではテーブルなし)、[デバイス]、[チャンネル]など)で使用で
きます。
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コレクションエディタが開きます。

コレクションエディタ例( )
· 左側のドロップダウンで、他の列のタイプを選択します。
· [挿入]をクリックすると、列がリストに登録されます。
· [プロパティ]ウィンドウで、列の外観/機能を設定します。
詳細な例については、「結合列」 または「パラメータセット列」 の章を参照してください。

コレクションエディタでの列の並べ替え/削除

項目を並べ替えるには、「上向き/下向き」矢印アイコン(  /  )を使用します。項目を削除するには、[X]
アイコン(  )を使用します。

コレクションエディタ並べ替えの例( )
結合列のパラメータのリスト

詳細な例については、「結合列」 の章を参照してください。

185 193
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共通プロパティ
一部のプロパティは、全ての他の列によって共有されます。

プロパティ 説明

[タイトル]
テーブルに表示されるときの列タイトル。このタイトルは、選択した言語に個別に設定できます。言語設
定に応じて、対応するタイトルが表示されます。タイトルが空の場合、英語バージョンが使われます。
特殊文字とスペースを使用できます。列名にコンマを使用するのは避ける必要があります。

[書き込み保護] この列では、列の内容を編集できません。定義と共に入力されたデフォルト値が使われます。

[表示] このオプションが選択されている場合、列は定義されますが、表示できません。たとえば、さまざまな列を
事前に定義して、後でそれらを個別に表示/選択する場合する場合に意味をなします。

[ID]
このIDは、プログラム内で列を一意に識別するために使われます。デフォルトでは、タイトルがIDとして使
われます。このIDがすでに使われている場合は、区別するためのサフィックス("_1"、"_2"、...)が自動的
に追加されます。
特殊文字("_"を除く)とスペースは使用できません。

列の保存
他の列の構成は、それぞれのテーブル記述に保存されます。テーブル記述は、プロジェクトと共に保存され
ます。これは、他の列の定義は、そのプロジェクトの全ての試験設定で使用できることを意味します。

5.7.2.1  結合列
結合列は、1つの列で複数のパラメータを結合します。
これは、たとえば、測定が頻繁に実行され、特定のパラメータセットを測定のたびに事前設定する必要がある場
合に使用できます。その場合、この列にパラメータを設定すれば、それ以降はさまざまな列/インデックスカードを
開く必要がありません。

結合列
列の例[I-C-F]
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構成
パラメータを構成するには、テーブルセル(複数のセルを同時に選択することもできます。「テーブル形式」 > 「選
択」 の章を参照)でパラメータをクリックします。パラメータ構成用のコントロールが表示され、端にレンチアイコ
ン(  )が表示されます。

複数のセルが選択された結合列
列の例[I-C-F]

上図のカップリングを、たとえば[DC]から[ハーフブリッジ]に変更する場合、この変更は、選択されている全ての
セルに適用されます。結合列を開く前に、セルのカップリングが全て異なる値だった場合、カップリングの入力ボッ
クスには不等号記号(  )が表示されます。
結合列を閉じるには、レンチアイコン(  )をもう一度クリックします。

プロパティ
共有プロパティについては、「他の列」 を参照してください。
タイプ 説明
[結合されているパラメー
タ]

この列で設定するパラメータのリスト。

[値の表示] セルの表示フォーマット。結合列に属する値は常に順序どおりに連続してリストされます。以下のオプショ
ンを使用して、フォーマットを変更できます。
· Default: 結合列の値のみを表示します。
例: Channel_001; Active

· SimpleFormat: 選択されているパラメータの表示/非表示を切り替えることができます。
区切り文字または追加テキストを自由に定義できます。

· DependentFormat: 1つのパラメータのステータスに従って、選択されているパラメータの表示/非表
示を切り替えることができます。
区切り文字または追加テキストを自由に定義できます。

· ShortCaption: それぞれの値の前にショートフォーマットのパラメータ名を表示します。
例: Name: Channel_001; Status: Active

· LongCaption: それぞれの値の前にロングフォーマットのパラメータ名を表示します。
例: Channel name: Channel_001; Channel status: Active
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タイプ 説明
[キャプションで無効な列
を非表示にする]

セルで、無効な列のスペースを省略します。たとえば、[フィルタタイプ]、[フィルタ遮断周波数1]、[フィル
タ遮断周波数2]が結合されている列で
パラメータ値が「Low pass, 20 kHz」の場合:
非表示がオン: Low pass; 20 kHz
非表示がオフ: Low pass; 20 kHz;

またはパラメータ値が「AAF」の場合:
非表示がオン: AAF
非表示がオフ: AAF; ;

[表示フォーマット] 表示フォーマットを使用して、セルで表示するパラメータを設定できます。
たとえば、以下の4つのパラメータがある場合:

0: [フィルタタイプ]
1: [フィルタ特性]
2: [フィルタ遮断周波数1]
3: [フィルタ遮断周波数2]

[表示フォーマット]: {0} - {2} - {3}
表示例: Band pass - 10 Hz - 1 kHz

他のテキストや区切り文字も使用できます。
[表示フォーマット]: Fi lter: {0} > {2} > {3}
表示例: Fi lter: Band pass > 10 Hz > 1 kHz

使用できるのは、値の表示のタイプがSimpleFormatの場合のみです。
[表示フォーマットパラメー
タ]
および
[変数表示フォーマット]

変数表示フォーマットは、パラメータの値に従って定義します。
例として[サンプリングとフィルタリング]で説明します。ここでは、測定期間を表示するのは、その値が
「Undefined」以外に設定されている場合のみとします。
この列には、以下の7つのパラメータがあります。

0: [サンプリングレート]
1: [期間]
2: [フィルタ特性]
3: [フィルタタイプ]
4: ...

[表示フォーマットパラメータ]: [期間]
[変数表示フォーマット] プロパティ

0: "{0} - {3}" ParameterValue: 0
PrintoutFormat: {0} - {3}

: "{0} - {3} - {1}" ParameterValue:
PrintoutFormat: {0} - {3} - {1}

パラメータ = 0 ([期間] = Undefined)
0番目と3番目の値を区切り文字「-」で接続して、「100 Hz - Low pass」のように表示します。

パラメータ = 10 s ([期間] = 10 s)
0番目と3番目の値を区切り文字「-」で接続して、「100 Hz - Low pass - 10 s」のように表示しま
す。

この方法で、他の表示フォーマットも定義できます。
使用できるのは、値の表示のタイプがDependentFormatの場合のみです。

[埋め込み] パラメータの編集を、別ウィンドウではなく、セルで直接実行できます。[トリガ]ページの結合列[プロパ
ティ]はその例です。
この機能を使用するには、全てのパラメータが表示されるように行の高さを変更する必要があります
(imcSTUDIO Developerでのみ使用可能)。

[この列が空の場合は無
効にする]

選択されている列が空の場合(空のメタデータ列など)、その結合列に属するパラメータを表示または編
集することができません。ビューを削除するには、Backspaceキーをクリックします。
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結合列の例
前の章(「他の列」 )の説明に従って、コレクションエディタを起動します。

結合列の作成
例( )

1) ドロップダウンリストで項目[結合列]を選択して、[挿入]をクリックします。これにより、[タイトル]が空の結合
列が作成されます。
2) 入力ボックス[タイトル]に希望するタイトル(例: 「I-C-F」)を入力し、Enterキーを押します(上図参照)。この入
力値は、自動的に[ID]の一意な値として使われます。IDとして特殊文字("_"を除く)とスペースは使用できない
ことに注意してください。この例では、「-」が全て削除されています。

パラメータ(列)の追加
3) [プロパティ]ウィンドウの行[結合するパラメータ]をクリックして、三点リーダボタン(  )をクリックします。
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これにより、コレクションエディタの別ウィンドウが開きます。ここで、結合する列/パラメータを設定します。

コレクションエディタの別ウィンドウで入力範囲列を追加[ ]
4) [挿入]をクリックします。別ウィンドウが開いて、使用可能な全てのパラメータのリストが表示されます。
5) リストから必要なパラメータ(この例では[入力範囲]、[カップリング]、および[フィルタタイプ])を選択します。

並べ替え

項目を並べ替えるには、「上向き/下向き」矢印アイコン(  /  )を使用します。
[入力範囲]、[カップリング]、[フィルタタイプ]の順序を下図のように並べ替えます。

結合されたパラメータのリスト
並べ替え後( )
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[OK]をクリックして、別ウィンドウを閉じます。最初のウィンドウに、構成した列[I-C-F]および3つの列が結合された
ことを示す「(3 columns)」が表示されます。

コレクションエディタの最初のウィンドウに表示される結合列 と「 」[I-C-F] (3 columns)
[OK]をクリックして、ウィンドウを閉じます。これで、チャンネルリストに新しい列が追加されます。この列では、3つ
のパラメータをまとめて表示および構成できます。
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5.7.2.2  メタデータ列
メタデータ列には、任意の情報またはドキュメントを表示できます。画像(試験装置に試験対象を設置する方
法を示す画像など)、日時、説明文など、同様のものを任意に表示できます。
メタデータは、測定後など、いつでも入力/編集できます。メタデータの自然な使い方として、テスト/検査のド
キュメントがあります。[画像]と[ドキュメント]以外のタイプのメタデータの内容は、試験設定と共に保存されま
す。タイプが[画像]と[ドキュメント]の場合、試験設定と共にファイルの内容を保存するか、リンクのみを保存する
かを選択できます。

メタデータ列の例

メタデータのタイプ

以下のタイプを利用できます。
タイプ 説明
[単一行テキスト] 列に単一行のテキストを表示します。テキストを入力するには、列をクリックします。
[複数行テキスト] 列に複数行のテキストを表示します。テキスト全体を読み込むか、または編集するには、セルをクリックし

ます。
[画像] ファイルから画像(グラフィック)を読み込んで表示します。セルでは、画像がプレビューとして最小化される

か、関連付けられているアイコンがプレースホルダとして表示されます。画像を原寸大で表示するには、
セルをクリックします(上図の画像を参照)。

[ドキュメント] 任意のタイプのドキュメントを表示します。セルでは、関連付けられているアイコンがプレースホルダとして
表示されます。PDFなどの一部のドキュメントタイプや一部のグラフィックは、セルをクリックすると、直接表
示できます。
ドキュメントを関連付けられているデフォルトプログラムで開くには、[開く]ボタンをクリックします。

[リストのテキスト] テキストのリストから選択したリストを表示します。リストの別のテキストを選択するには、セルをクリックしま
す。列定義([テキストリスト]プロパティ)を作成するときに、このリストを作成します。

[日付] 日付フォーマットのコントロールを表示します。日付を入力するには、セルをクリックします。レンチアイコン
(  )をクリックして、日付を選択します。

[時間] 時間フォーマット(時:分:秒)のコントロールを表示します。時間を入力するには、セルをクリックします。
[論理値] チェックボックス形式(  /  )で論理値を表示します。これにより、任意の2進状態「true/false」

(「on/off」、「Error/OK」)を記号化できます。状態を変更するには、チェックボックスをクリックします。
[ディレクトリ] ディレクトリへのリンクを表示します。フォルダ選択ダイアログを起動するには、レンチアイコン(  )をクリッ

クします。
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プロパティ
共有プロパティについては、「他の列」 を参照してください。
タイプ 説明
[テキストリスト] 選択可能なテキストのリスト。リストを編集するには、三点リーダボタン(  )をクリックします。

使用できるのは、タイプが[リストのテキスト]の場合のみです。
[プレースホルダの表示] onの場合、プレビューではなく、ファイルタイプに対応するアイコンが表示されます。

offの場合、内容のプレビューが表示されます。
· [画像]タイプの場合、画像を最小化して表示します。
· [複数行テキスト]の場合、最初の行を表示します。
使用できるのは、タイプが[画像]、[複数行テキスト]、および[ドキュメント](この場合は常にon)の場
合のみです。

[保存タイプ] 外部ファイルの統合/リンク方法を決定します。
· [試験設定内]: ファイルは試験設定に組み込まれます。したがって、列から元のファイルへのリンクは
存在しません。元のファイルが変更されても、変更は無視されます。ただし、これにより、試験設定で
常に元のファイルを表示できることが保証されます。

· [リンク]: ファイルへのリンクのみが列に保存されます。ファイルが維持されることを確認してください。
· [リンクおよび試験設定内]: ファイルは試験設定ファイルに組み込まれ、さらにリンクが存在します。
ファイルが存在する限り、リンクを使用して開くことができます。ファイルが存在しなくなってからは、組
み込まれているファイルが使われます。

ファイルが試験設定内に保存されている場合、試験設定ファイルのサイズはそれに合わせて大きくなり
ます。サイズの大きいファイルの場合は、できる限りリンクを使用するべきです。
使用できるのは、タイプが[画像]と[ドキュメント]の場合のみです。

[デフォルト値] 何らかの値が入力されるまで表示される値。
使用できるのは、タイプが[単一行テキスト]の場合のみです。

[入力フォーマット] 数値入力の入力フォーマット。
· 0: 必須
· #: オプション
· 小数点記号: 小数点を表すピリオド「.」(小数点を表すコンマ「,」は使用しないでください)
入力フォーマットが空の場合は、任意のテキストを入力できます。入力フォーマットを使用する場合、指
定したフォーマットに従った数値のみ入力できます。
使用できるのは、タイプが[単一行テキスト]の場合のみです。
例: 000.0##

001.2
123.4
123456.789

例: 0.00
1.23
123.45
0.12

[必須フィールド] SetupページがPanelページにダイアログとして埋め込まれている場合のみ必須です。このフィールドに
値が入力されている場合のみ、ダイアログを閉じることができます。
例については、コマンド[Panelページをダイアログとして表示] の説明を参照してください。

[最近使用した値の表
示]

アクティブな場合、列で最近入力した値のリストを開くことができます。リストの各項目を選択して使用
することができます。
使用できるのは、タイプが[単一行テキスト]の場合のみです。

[最近使用した値] 最近使用した値のリストを表示および編集します。
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5.7.2.3  パラメータセット列
パラメータセット列を使用すると、複数の設定と永続的な設定値を結合したパラメータセットを生成できま
す。パラメータセットが事前定義されている場合、エンドユーザが実行する必要があるのは、希望する測定に対
応するパラメータセットを選択することのみです。この場合、ユーザは、測定ハードウェア全体とその設定オプション
一式について知る必要がありません。

列の作成
· パラメータセット列を作成します([タイトル]、[ID])。
· パラメータセットで結合する列(パラメータ)を設定します。
· パラメータセット列の定義はこれで終了です。

パラメータの作成/保存
· 次に、個ーのパラメータを適宜設定します。
· パラメータセット列をクリックして、[- 新規パラメータセット -]を選択します。

例 チャンネルステータス 、保存デバイス 、および保存 のパラメータを結合するパラメータセット列: [ ] [ ( )] [ (PC)]

· パラメータセットに名前を付けます。
パラメータセット列に関連付けられている全ての列設定値がパラメータに保存されます。
上の例では、選択した列で新規パラメータセットを作成した場合、以下の設定値が保存されます。
· [チャンネルステータス]: [アクティブ]
· [保存(デバイス)]: true
· [保存(PC)]: true
この列の場合、適切な名前として、たとえば「Active, storage PC and device」と付けることができます。
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パラメータセットの選択
リストからパラメータセットを選択すると、パラメータセット列に関連付けられている全ての列に、保存されている設
定値が入力されます。

この例では、Channel_005に対してパラメータセット[Active, storage PC and device]を選択すると、以下の設定
値が入力されます。
· [チャンネルステータス]: [アクティブ]
· [保存(デバイス)]: true
· [保存(PC)]: true
これらの設定値が入力されるのは、事前にそのように定義されている(「パラメータの作成/保存」を参照)からで
す。
パラメータセット列に他の列が関連付けられていない限り、他の全てのパラメータは変更されないままです。

パラメータセットの名前変更/削除
パラメータセットの名前を変更するか、削除するには、セルで選択リストを開いて、その項目のコンテキストメニュ
ーを開きます。
次に、[パラメータセットの名前変更]または[パラメータセットの削除]を選択します。

プロパティ
共有プロパティについては、「他の列」 を参照してください。
タイプ 説明
[結合されているパラメー
タ]

この列で設定できるパラメータのリスト。

[必須フィールド] SetupページがPanelページにダイアログとして埋め込まれている場合のみ必須です。このフィールドに
値が入力されている場合のみ、ダイアログを閉じることができます。
例については、コマンド[Panelページをダイアログとして表示] の説明を参照してください。
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パラメータセット列の例
「他の列」 の章の説明に従って、コレクションエディタを起動します。

パラメータセット列の作成
例( )

1) ドロップダウンリストで項目[パラメータセット]を選択して、[挿入]をクリックします。これにより、[タイトル]が空
のパラメータセット列が作成されます。
2) 入力ボックス[タイトル]に希望するタイトル(例: 「Filter Parameter」)を入力し、Enterキーを押します(上図
参照)。この入力値は、自動的に[ID]の一意な値として使われます。IDとして特殊文字("_"を除く)とスペースは
使用できないことに注意してください。この例では、「 」が全て削除されています。代わりに「_」を使用できます。

パラメータ(列)の追加
3) [プロパティ]ウィンドウの行[結合するパラメータ]をクリックして、三点リーダボタン(  )をクリックします。
これにより、コレクションエディタの別ウィンドウが開きます。ここで、結合する列/パラメータを設定します。

コレクションエディタの別ウィンドウで フィルタ特性列を追加[ ]
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4) [挿入]をクリックします。別ウィンドウが開いて、使用可能な全てのパラメータのリストが表示されます。
5) リストから必要なパラメータ(この例では[フィルタ特性]、[フィルタ遮断周波数1]、[フィルタ遮断周波数2]、
および[フィルタタイプ])を選択します。

並べ替え

項目を並べ替えるには、「上向き/下向き」矢印アイコン(  /  )を使用します。
[フィルタ特性]、[フィルタ遮断周波数1]、[フィルタ遮断周波数2]、および[フィルタタイプ]の順序を下図のように
並べ替えます。

結合されたパラメータのリスト
並べ替え後( )

並べ替えが重要な理由
並べ替えによってパラメータの設定順序が決まります。
たとえば、[フィルタ遮断周波数2]列に値を割り当てられるのは、この列が「アクティブ」な場合、すなわち、た
とえばBandpassの場合のように、使用するフィルタタイプでこの列が必要な場合のみです。
その結果、それぞれの依存関係で必要な順序でパラメータ値を設定する必要があります。フィルタタイプ
は、遮断周波数より先に設定する必要があります。

[OK]をクリックして、別ウィンドウを閉じます。最初のウィンドウに、構成した列[Filter Parameter]および4つの列
が結合されたことを示す「(4 columns)」が表示されます。

コレクションエディタの最初のウィンドウに表示されるパラメータセット列 と「 」[Filter Parameter] (4 columns)
[OK]をクリックして、ウィンドウを閉じます。これで、チャンネルリストに新しい列が追加されます。この列では、4つ
の列のパラメータを保存およびロードできます。
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5.7.2.4  パラメータセットインポート列
「パラメータセットインポート列」を使用すると、さまざまな設定を簡単にロードできます。特定の項目を選択する
ことで、関連付けられている保存されているパラメータセットが自動的に選択されます。

操作手法およびパラメータセット列との違い
パラメータセット列 には、列が関連付けられています。しかし、パラメータセットインポート列は、コマンド
Parameter set import のように動作します。パラメータセットがインポートされて、それに属する全ての設定が
実行されます。
ファイルに存在しないパラメータは、その値が維持されます。

パラメータセットインポート列の例
ある試験ステーションでは、2つのエンジンタイプのテストを日常的に実行しています。それぞれのタイプに、指定
(メタデータ)とチャンネル設定が異なる3つのテストプロシージャがあります。
これらの6つの「測定状態」のそれぞれに対して、パラメータセット(*.csv)を1つ生成します。以下にサンプルファイ
ルを示します。
会社名 試験対象番号 試験部品番号 試験ステーションの写真 ヒント
My company X1 X1_123 .\Picture1.png speed test 1

チャンネル名 保存(PC) サンプリング周波数 期間
Channel_001 True 1 ms 40 s

これらのファイルは、以下のようにフォルダに保存されています。
Engine types
+---X1
| | speed test 1.csv
| |
| +---speed test 1.data
| | \---DevSetup
| | Picture1.png
| |
| | speed test 2.csv
| |
| +---speed test 2.data
| | \---DevSetup
| | Picture2.png
| |
| | low.csv
| |
| \---low.data
| \---DevSetup
| Picture3.png
|
+---X2
 | speed test 3.csv
 |
 | speed test 5.csv
 |
 | low 3.csv
 |
 \---low 3.data
 \---DevSetup
 Picture4.png
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エンジンタイプのX1とX2は、csvファイルが置かれているフォルダです。csvファイルと一緒に、名前が同じで拡張子
が"*.data"であるフォルダが存在して、他のファイルが置かれる場合があります。これらのファイルは、リンクされてい
るメタデータ(画像など)として使用できます。
Setupページでは、このフォルダ構造に従って以下の2つの列が設定されています。
· 最初の列: 最上位フォルダレベル: この例では、ここで エンジンタイプ(フォルダ名[X1]または[X2])を選択できま
す。

· 最後の列: ファイルレベル: この例では、ここで試験プロシージャ(既存のcsvファイルの名前)を選択できます。

最初の列で項目を選択すると、最後の列の内容は、存在するcsvファイルに従って変化します。
最後の列で項目を選択すると、そのcsvファイルがインポートされます。

プロパティ
共有プロパティについては、「他の列」 を参照してください。
タイプ 説明
[ImportRoot] 最上位フォルダレベルへのパス。
[列キャプション] オプションのリスト: 列のタイトルを指定します。

· 指定しない場合、[Parameter Set Level 1]、[Parameter Set Level 2]、[Parameter Set
Level 3]などのデフォルト名が列に割り当てられます。

· 指定した場合、事前定義された名前が列に付けられます。[Engine type]と[Test run]の例を参照
してください。

リストを編集するには、三点リーダボタン(  )をクリックします。

注意
· 複数のサブフォルダを使用することもできます。追加するサブフォルダごとに、列が作成されます。ただし、csv
ファイルは最下位レベルにのみインポートされます。

· パラメータセットインポートは、[マッピング: 名前によるインポートマッピング]を使用します。チャンネルパラメ
ータをインポートする場合、チャンネルの名前とcsvファイルの名前は一致する必要があります。

· パラメータセットインポートは、複数のテーブル記述にわたってインポートを実行します。これは、csvファイル
で、複数のSetupページに存在するパラメータを指定できることを意味します。上の例では、以下のページの
パラメータが使われています。

· [ドキュメント](テーブル記述: [試験設定]) 
· [アナログチャンネル](テーブル記述: [アナログチャンネル]、[デジタルチャンネル]、[チャンネル]など)
· 列タイプは、Setupページの[ドキュメント]または[試験設定]にのみ存在します。

5.7.3  テーブル記述と完全なレイアウト
テーブル記述には、さまざまな列が含まれます。これらの列に基づいて、個ーのSetupページが作成されます。こ
のためには、1つまたは複数のテーブル記述に属する任意の列を選択し、並べ替えます。新たに作成されたペー
ジは、完全なレイアウトで保存できる(imcSTUDIO Professionalの時点)ため、メタデータのエクスポートなどに
利用できます。完全なレイアウトでは、どの列がどのように表示されるかという情報のみが保存されます。
列の値がテーブル記述に関連付けられているため、確実に全てのSetupページの値が同時に更新されます。
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例
[チャンネル名]列は、[アナログチャンネル]ページと[チャンネルバランス]ページの両方で使用されます。ここで、こ
のいずれかのページでチャンネル名を変更すると、もう一方のページのチャンネル名も自動的に更新されます。
これは、その変更の影響する列は同じ列であり、ただ2つの異なるページに表示されているだけだからです。

テーブル記述と完全なレイアウト

5.8  インフォメーションおよびヒント
5.8.1  インクリメンタルエンコーダ
の4つのインクリメンタルエンコーダチャンネルは、時間または周波数ベースの信号を測定するためのものです。ア
ナログチャンネルおよびデジタル入力とは異なり、各チャンネルは選択された固定レートでサンプリングされませ
ん。その代わり、スロープ(遷移)間の時間間隔またはデジタル信号のパルス数が測定されます。
使用されるカウンタ(4つのチャンネルに対して個ーに設定されます)は、(比較可能な条件下で)サンプリング手
順の能力をはるかに超えた最大31ns (32MHz)の時間分解能に達します。ユーザが設定する必要のあるサンプ
リングレートは、システムがデジタルカウンタの結果またはカウンタから派生した数量の値を評価する実際のレート
です。

5.8.1.1  信号および条件

5.8.1.1.1  モード
各種モードは、以下の測定タイプで構成されます。
イベントカウント 時間 組み合わせ測定
· イベント
· 距離(差分)
· 角度(差分)
· 距離(絶対)
· 角度(絶対)

· 時間
· パルス時間 

· 周波数
· 速度
· RPM
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イベントカウント
以下の変数は、イベントカウントから導出されます。
· イベント
· 距離(差分)
· 角度(差分)
· 距離(絶対)
· 角度(絶対)
1つのサンプリング間隔内で発生するイベントの数がカウントされます。イベントカウンタは、サンプリング間隔内で
センサパルスをカウントします。イベントは、ユーザ定義のしきい値を超える測定信号内の正のエッジです。

時間測定
時間の排他的測定は、以下の時間として実行されます。
· 時間 (2つの連続する信号エッジの時間)
· パルス時間 (1つのサンプリリング間隔の始まりから次の信号エッジまでの時間)
サンプリング間隔内に発生するほかのパルスは、これらの測定タイプでは評価されません。

時間

パルス時間
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組み合わせモード
周波数と、派生的な数量であるRPMおよび速度は、イベントカウントと時間測定の組み合わせに基づいて
決定されます。つまり、サンプリング間隔中は、発生するイベントの数と、最初のイベントから最後のイベントまで
の時間間隔が測定されます。
· 周波数
· 速度
· RPM

周波数は、カウントされたイベントの数を、その間隔で最初に完了したイベントと最後に完了したイベントの時
間間隔で除算して決定されます。正のエッジが後続の正のエッジに引き継がれると、イベントは完了します。
周波数は、30mHz < f < 450kHzの範囲内でなければなりません。測定中に最大周波数を超えた場合、実
際の測定値ではなく、入力範囲終了値が返されます。
派生的な数量の変位および角度測定には次の設定があります。 
· 1信号エンコーダと2信号エンコーダ の選択
· 「ゼロインパルス」 ありまたはなしの測定の開始
· パルスの数(単位あたり)
測定結果の周波数分解能は、選択した入力範囲によって決まります。

入力範囲と対応する周波数分解能
入力範囲 周波数分解能 入力範囲 周波数分解能

450kHz 15.2588Hz 3kHz 119.2mHz
200kHz 7.6294Hz 1.5kHz 59.6mHz
100kHz 3.8417Hz 750Hz 29.8mHz
50kHz 1.907Hz 450Hz 14.9mHz
25kHz 0.9537Hz 200Hz 7.45mHz

12.5kHz 0.4768Hz 100Hz 3.73mHz
7kHz 0.2384Hz 50Hz 1.86mHz

CANバス上でのスケーリングは、この式によって得られます。

分解能 = クロック/ 220+i
i= 上の表のインデックス、450kHzの場合は1、200kHzの場合は2、200Hzの場合は12など
クロック = 32.000.000Hz
式は、発振器および実行された整数計算から得られたものです。
分解能は、CANバスメッセージに表示される周波数分解能です。
計算した分解能から: 実際の範囲 = 32767×分解能。
注意: i=1の場合、450kHz以上の範囲になります。これはコンパレータの上限を超えています。したがって、
450kHz以上にすることは安全ではありません
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例:
仮に、公称(四捨五入された)範囲が200Hzだとすると、i=12になります。
分解能 = 32000000 / 232 = 0.00745Hz
実際の範囲 = 32767×0.00745 = 244.13Hz
自身の測定タスクで必要になる範囲が分かっている場合は、四捨五入された範囲の代わりに、実際の範囲を
使用しても構いません。
また、RPMまたは速度の入力範囲と分解能は、設定したエンコーダパルスの数によって決まります。パルスの数
が分かっている場合、RPMと速度の値は、以下の式に従い、上の表を使用して容易に計算できます。
RPM:
 入力範囲 = ([Hz単位の周波数入力範囲]×60 / [1回転当たりのエンコーダパルス]) RPM単位
 分解能 = ([Hz単位の周波数分解能]×60 / [1回転当たりのエンコーダパルス]) RPM単位
欠けた信号パルスに応じた挙動
一連の信号パルスの速度が下がり、パルスなしの状態で1つのサンプリング間隔が経過した場合、そのサンプリン
グ間隔に対する計算は実行できません。この場合、回転速度が単純に低下し、減衰信号の推移が推定され
ます。この「推定された」測定値は、前のサンプリング間隔から判断される値よりも、実際の値に近くなります。こ
の手法は、実地に有効性が証明されています。

注
極端な場合、たとえば突然の停電などの場合、センサはそれ以降パルスを返しません。このため、アルゴリズム
は減衰曲線を生成します。つまり、実際に測定対象がもう動いていない場合でも、値は0以上になります。

5.8.1.1.2  測定プロシージャ
差動測定プロシージャ
イベントカウンティング、イベント、距離、および角度((差動)という注釈によって示されます)から導出される数
量は、「差動」測定です。測定される数量は、前回のサンプリング間隔(正、または二重トラックの場合は負)、
あるいは新しく発生したイベント(常に正)の変位または角度それぞれの変化です。
たとえば、変位合計を得たい場合、Online FAMOS関数を使用した差動測定の積分により計算する必要が
あります。
累積測定
イベントカウンティング、距離、および角度((絶対)という注釈によって示されます)から導出される数量は、「累
積」測定です。累積測定で、返される値はすべての変位または角度の変化、または発生したすべてのイベント
の合計です。

5.8.1.1.3  スケーリング
最大値は、[入力範囲]の下に入力する必要があります(モードによって最大周波数など)。この最大値は、計
算処理のスケーリング係数を決定し、使用可能な数値形式である16ビットで表現される範囲になります。測
定モード(測定される量)によって、これは入力範囲の単位として、または対応する最大パルスレートを単位とし
て宣言されます。
測定分解能を最大限にするために、この値を適切な方法で設定することをお勧めします。
スケーリングは、センサのパルスレートとその対応する物理単位(感度)の間の関係を示すセンサ仕様です。これ
は、たとえば流量計の回転数を対応する量に変換するために、目的とする物理量と共にセンサの変換係数を
入力する場所でもあります。
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下の表に、さまざまな測定タイプの単位の概要を示します。太字の草書体の文字は、(固定)初期量を示し、
その後に(編集可能な)デフォルトの物理単位が続きます。
測定量 (センサ)スケーリング 範囲 最大
直線運動 パルス / m m m / s
角度 パルス / U U U / min
速度 パルス / m m / s m / s
RPM パルス / U U / min U / min
イベント パルス / パルス 1パルス Hz
周波数 Hz / Hz Hz Hz
時間 s / s s s
パルス時間 Hz/コード Hz Hz

5.8.1.1.4  コンパレータコンディショニング
インクリメンタルエンコーダの特殊なプロパティは、特殊な信号品質を要求します。検出器またはカウンタにより
提供される非常に高い分解能は、短いインパルスでもキャプチャし、評価できることを意味します。このようなイン
パルスは、サンプリングに基づく測定方法(DI16モデルのデジタル入力など)では検出できないことがあります(また
は、ほとんど検出できません)。したがって、デジタル信号は、不安定な読み取り値が生じないように、はっきりした
エッジになっている必要があります。不要波のインパルスまたは接点バウンスは、RPM信号などの膨大なピークの
ようなアーチファクトを引き起こすことがあります。
誘導の原理または光電リレーで動作する単純なセンサは、多くの場合、しきい値条件に従って評価する必要
のある、無条件のアナログ信号を放射します。この他に、長いケーブル、不正な基準電圧、接地ループ、または
干渉が原因で、条件付きのエンコーダ信号(TTLレベルなど)でも問題が発生することがあります。imcインクリメン
タルエンコーダチャンネルは、特殊な3段階のコンディショニングユニットのお陰でこれらの問題を防ぐことができま
す。
まず、高いインピーダンスの差動アンプ(± 10V範囲、100 kΩ)が挙げられます。これにより、長いケーブルを介する
場合でもセンサからの信頼性の高い取得、およびコモンモード干渉と接地ループの効果的な抑制が可能になり
ます。次に、(設定可能な)平滑化フィルタは、測定状況に適合した追加の干渉の緩和を可能にします。最
後に、調整可能なしきい値とヒステリシスを利用するコンパレータは、デジタル検出器としての機能を果たしま
す。(調整可能な)ヒステリシスは干渉を緩和するためにも役立ちます。

アナログ信号がしきい値VREF + VHYST/2を超えた場合、デジタル信号の状態が変化し(-: 0 -> 1)、同時に、
VHYSTの大きさによって0に戻るために信号がそれを下回る必要のある、しきい値が低くなります。したがって、1か
ら0への次の状態遷移のためのしきい値は、VREF – VHYST/2です。ヒステリシスの大きさは、インパルスが記録さ
れることなく、(信号ノイズや干渉を原因として)信号が変動できる範囲の幅を表します。
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範囲:
· VREF (しきい値) = -10V ..+10V
· VHYST (ヒステリシス) = +100mV...+4V
· ローパスフィルタ: なし、20kHz、2kHz、200Hz

5.8.1.1.5  1信号/2信号
1信号カウンタは、単純なパルスシーケンスを返します。これにより、パルスカウントとパルス間の時間を設定でき
ます。ただし、インクリメンタルカウンタの回転方向は設定できません。
2信号エンコーダは、90°オフセットで2つのパルスシーケンスを返します。パルス周波数と共に、回転方向は正ま
たは負として示すこともできます。2信号カウンタによる測定は、[測定モード]コンボボックス内で目的とする操作
形式と一緒に選択されます。

5.8.1.1.6  ゼロパルス(インデックス)
セロインパルスは、エンコーダチャンネルのカウンタメカニズムを開始します。つまり、測定された値は、インデック
スチャンネルでイベントが発生した場合にのみ記録されます。ゼロインパルスなしの測定を選択すると、測定の
準備直後に測定が開始されます。

注
· システムでゼロパルスが考慮されるのは、測定の準備後になります。測定の再開はリセットを引き起
こしません。

· ゼロパルスが現れなかった場合、INC4は測定を開始しません。この場合、チャンネルはゼロのみを返します。
· インデックスチャンネルはモジュールの4つのチャンネルすべてに適用されるだけになります。 

5.8.1.2  モード(イベントカウント)
イベント
イベントカウンタは、単一の時間間隔中(差動イベントカウンティング)に発生するセンサパルス。この間隔は、ユ
ーザが設定したサンプリング時間に対応します。最大イベント周波数は約500kHzです。

イベントは、ユーザが設定したしきい値を超える測定信号内の正のエッジです。
派生的な数量の変位および角度測定には次の設定があります。
· 1信号エンコーダと2信号エンコーダ の選択
· 「ゼロインパルス」 ありまたはなしの測定の開始
· パルスの数(単位あたり)

距離

距離(差動)
1つのサンプリング間隔内で移動した経路。このために、1メートルあたりのパルス数を入力する必要があります。
距離(絶対)
絶対距離。差動距離測定は、絶対距離に変換されます。ゼロインパルスを考慮することにより(ゼロインパルス
のないカウンタは選択しないでください)、絶対距離の位置が決定され、示されます。ただし、測定開始時、距
離の値は0°であるとみなされます。
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角度

角度(差動)
1つのサンプリング間隔内で移動した角度。このために、1回転当たりのパルス数を入力する必要があります。絶
対角度は、imcOnlineFAMOSで計算されるか、角度(絶対)モードによって決定されます。
角度(絶対)
絶対角度。差動角度測定は、絶対角度に変換されます。ゼロインパルスを考慮することにより(ゼロインパルス
のないカウンタは選択しないでください)、絶対角度の位置が決定され、示されます。ただし、測定開始時、角
度の値は0°であるとみなされます。

5.8.1.3  モード(時間測定)
時間測定
時間測定モードでは、時間間隔が測定されるエッジ条件を定義できます。
次の組み合わせが可能です。

正のエッジ > 負のエッジ: (&uarr; > &darr;)
負のエッジ > 正のエッジ: (&darr; > &uarr;)
正のエッジ > 正のエッジ: (&uarr; > &uarr;)

組み合わせ負のエッジ > 負のエッジ: (&darr; > &darr;)は許 容 さ れ ま せ ん 。

測定結果の高い時間分解能を保証するために、測定に対して適切なスケーリングを設定する必要がありま
す。入力範囲は、選択した開始エッジと停止エッジの間に測定できる、最大時間間隔を指定します。信号
エッジ間の時間は、選択した入力範囲を超えることはできません。測定中に最大時間間隔を超えた場
合、実際の測定値ではなく、入力範囲終了値が返されます。

入力範囲 時間分解能 入力範囲 時間分解能
1ms 31.25ns 250ms 8µs
2ms 62.50ns 500ms 16µs
4ms 125ns 1s 32µs
8ms 250ns 2s 64µs

16ms 500ns 4s 128µs
30ms 1µs 8s 256µs
60ms 2µs 16s 512µs

120ms 4µs 30s 1024ms

LSB(最下位ビット)の値に対応した時間分解能。
サンプリング間隔中に(開始エッジまたは停止エッジが見つからなかったために)時間測定ができなかった場合、時
間測定が完了するまで、最後の有効な戻り値が返され続けます。有効な戻り値がない場合、ゼロが返されま
す。単一のサンプリング間隔中に(複数の開始エッジと停止エッジが原因で)2つ以上の時間測定が完了した場
合、最後の時間測定が返されます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

206 Setup -デバイス構成

上の図は、時間読み取り値が取られた測定信号について説明しています。それぞれの読み取りは、信号の正
のエッジで開始し、負のエッジで停止します。「上」矢印は、システムが結果を返す時間を示しています。この場
合に返される値はT1 (2回)、T2 (2回)、およびT3です。

パルス時間
サンプリング間隔内にエッジが置かれる時点が決定されます。この情報は、imcOnlineFAMOSの一部の関数
で必要になります。たとえば、OtrEncoderPulsesToRpmパルス信号から、RPMの推移を確認する場合に必要
になります。
測定変数パルス時間は、特殊なアプリケーション(特に、オーダトラッキング解析)のみに関連する位相ベースの
データを指します。これは以降のオンライン計算に必要になります。最後に検出された(非同期)パルスと、カウン
タ読み取り値がサンプリングされて評価された(同期)サンプリング時間の間の時間を表します。この変数に関連
付けられる単位は、コードと呼ばれます。

注
パルス時間モードはサンプリングレートによって決まります。ENC-4タイプについては、サンプリングレートが1ms以
下の場合にのみ項目が表示されます。HRENC-4の場合、サンプリングレートは100µs以下でなければなりませ
ん。

PWM
パルス幅変調器(PWM)は、技術的変数(電流など)が2つの値の間で切り替わる変調タイプです。この過程で、
デューティサイクル比は一定の周波数で変調されます。PWMは、パルス幅変調(PDM)とも呼ばれます。
この変調タイプの好例として、暖房のスイッチのオンとオフを継続的に切り替えるために使用されるスイッチが挙げ
られます。オン時間のオフ時間に対する比率が高くなればなるほど、平均加熱電力も高くなります。
PWMの測定は、直接デバイスソフトウェアを使って実行できません。ただし、周波数が分かっている場合、以下
の設定を行い、時間測定によって間接的にこの測定を実行できます。
その比率は、継続期間にわたる高い(信号)レベルの期間です。
高い(信号)レベルの期間は、正の(信号)エッジから負のエッジまでの時間測定によって取得されます。
継続期間は、把握しておく必要のある周波数の逆数になります。
PWM= tパルス/t継続期間×100%またはtパルス×f×100% 

例:
f= 50Hz、パルス期間 = 10ms
スケーリング: tパルス* f * 100%/ s = 5000%/s
10msの場合: 0.01s×5000%/s= 50%
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これは[スケーリング]を通じて直接入力できます。

時間モードでの 測定の設定PWM

5.8.1.4  モード(組み合わせ測定)
周波数
周波数は、組み合わせ測定 を使用して測定されます。以前に周波数が乗算または除算されている場合、
これをスケーリング値に反映することができます。周波数は常に符号なしであるため、周波数用の2信号エンコー
ダはありません。
速度
パルスのシーケンスは、組み合わせ測定 を使用してm/sに変換されます。このため、1メートルあたりのパルス
数を入力する必要があります。 
RPM
パルスのシーケンスは、組み合わせ測定 を使用して1分あたりの回転数に変換されます。このため、1回転当
たりのパルス数を入力する必要があります。
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5.8.2  パラメータセット
パラメータセットとは?
パラメータセットとは、さまざまな目的で使用可能なパラメータのグループです。たとえば、デバイスやチャンネル
構成の設定に使用するパラメータなどです。メタデータや変数値のパラメータもあります。

例
例: チャンネル構成

チャンネル名 保存(PC) サンプリング周波数 期間 ...
Channel_001 True 1ms 40s ...
Channel_002 True 100ms 10s ...

例: メタデータ

会社名 試験対象番号 試験部品番号 試験ステーションの写
真

ヒント

自分の会社 X1 X1_123 .\Picture1.png speed test 1

例: 変数値

名前 カテゴリ 値 Typ ...
DisplayVar_01 DisplayVar 1 System.Single ...
DisplayVar_02 DisplayVar 10 System.Single ...
DisplayVar_03 DisplayVar 777 System.Single ...

パラメータはファイルにエクスポートできます。このファイルの読み書きには、ほとんどの場合、テキストエディタまたは
Excel (各種データタイプが利用可能です。「エクスポートフォーマット」を参照してください)を使用します。この方
法で、パラメータは後から戻って編集およびインポートすることができます。編集時には、「パラメータセットの編
集」 に記載の注意事項を確認してください。

パラメータセットを使用して何ができますか?

ファイルのコンテンツによるデバイス構成およびチャンネル構成のパラメータ化
この手段によって、さまざまな方法でファイルのインポートおよび測定デバイスの構成が可能です。複数のパラメ
ータセットを保存し、各測定の開始前にその中から特定のものをインポートできます(要件によります)。したがっ
て、測定デバイスおよびチャンネルの構成を常に正しく適応させることができます。測定時に毎回手動で編集す
る必要はありません。
ファイルのコンテンツによる変数値の初期化
デバイス構成をパラメータ化できるのと同様に、変数値の初期化も可能です。ファイルには変数の値が含まれて
いますが、この値はいつでもインポートできます。
実験に関するドキュメントとして構成をファイルに保存
測定データまたは実験の文書化の目的で、デバイス/チャンネル構成または現在の変数値のパラメータセットを
保存できます。これらは、imcSTUDIOを起動しなくても表示できます。インストールの必要さえありません。追加
可能なドキュメントはレポートです。多様な構成で個ーのレポートを作成できます。
実験または測定に関するメタデータ
実験または測定に関するメタデータを保存できます。実験に関するメタデータは選択した実験に対応するプロ
ジェクトダイアログに表示され、測定に関するメタデータは測定に対応するDataBrowserに表示されます。これ
らのメタデータによってフィルタリングと並び替えを実行できます。
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パラメータセットを構成するものは何ですか?

テキストと数値
たとえば、デバイスおよびチャンネルの構成(デバイス名、チャンネル名、ターミナル、カップリング、サンプリングレー
ト...)、メタデータ(メモ、電子メールアドレス、日付)、テキストおよび数値などがあります。
パス
たとえば、プロジェクトのドキュメントに関する情報や写真などのメタデータがあります。
写真やドキュメントを含むパラメータセットを作成すると、エクストラフォルダに保存されます。フォルダ名は「.data」
という拡張子の付いたファイル名に対応しています。パス情報はファイルへの参照関係を表します。エクスポート
時は、パスが解決され、ファイルをインポートできます。

ファイルフォーマット
さまざまなフォーマットが利用できます。各フォーマットには一定の利点があり、アプリケーションに応じて選択する
必要があります。

パラメータセットファイル(*.csv)および水平パラメータセットファイル(*.csv)
タブ区切りのテキストファイルです。Excelでの読み取りが容易です。
パラメータセットファイル(*.txt)
1行のみのテキストを持つメタデータに特に適しています(Setupページのドキュメントの場合など)。テキストエディタ
での読み取りが容易です。
XMLファイル(*.xml)
インポートに関する拡張情報が含まれます。そのため、ターゲットテーブル、言語、データプールが常に正しく認識
されます。

パラメータセットのエクスポート手段

コマンド: Export parameters
コマンド「Export parameters」を使用することによって、前もって調整した設定に従い、任意のタイミングでパラメ
ータを自動的にエクスポートできます。
事前のエクスポート構成として、「全てのチャンネルをエクスポート」(有効なチャンネルの変数値)または「全ての
チャンネルおよび設定をエクスポート」(有効なチャンネルの変数値、全てのアナログチャンネルのチャンネル設定)
などが利用できます。あるいは、エクスポート対象の変数値および設定を手動で選択することもできます。
リボン: [プロジェクト] > [インポート/エクスポート] > [エクスポート] > [パラメータセットのエクスポート]
コマンド「Export parameters」に相当します。ただし、事前に作成した構成がない、ダイアログを閉じるときにエ
クスポートが実行される、といった制限があります。
リボン: [Setup-構成] > [構成のエクスポート]
この機能では、さまざまなエクスポートオプションが利用できます。ほとんどの選択オプションでは、現在開いている
Setupページにあるテーブルのパラメータ(行および列の内容)のみがエクスポートされます。テーブルは、いわゆるテ
ーブル記述 に関連付けられています。テーブル記述では、存在するパラメータ(チャンネル名、チャンネルステー
タス、...)を設定します。存在する可能性のある全てのパラメータが、テーブルに表示されるわけではありません。こ
のような理由から、エクスポートオプションが豊富にあるため、表示されているパラメータだけでなく、選択したもの
や非表示のパラメータでさえもエクスポートできます。
選択 説明
現在のページにあるテーブ
ルの全ての列

テーブル記述で定義されているパラメータが全てエクスポートされます。

現在のページで表示されて
いる列

テーブルに表示されているパラメータが全てエクスポートされます。
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選択 説明
現在のページで選択されて
いる列

全てのチャンネル/変数に選択されているパラメータが全てエクスポートされます。

現在のページで選択されて
いる列および行

選択したチャンネル/変数でのみ選択されているパラメータが全てエクスポートされます。

バランス設定 バランス設定は、Setupページの選択に関係なくエクスポートされます。
注意: 必要なバランス値が全てxml表記のファイルに記録されます(エクスポートがxmlフォー
マットでない場合でも)。

バランス値は特定のチャンネル設定に関連付けられており、インポート時にこれらの設定が事前
に復元される場合にのみ適用されます。たとえば、測定範囲を変更した場合に、バランス設定の
手順が新たに必要になります。
このような理由から、各測定範囲の同じファイルにバランス設定をエクスポートすることなどが可能
です。
例: Channel_001を10Vの測定範囲でバランス設定し、その結果をBalance.en.csvファイ
ルにエクスポートします。次に、5Vの測定範囲でもう一つのバランス設定を実行し、その結果
もBalance.en.csvファイルにエクスポートします。このファイルは上書きされませんが、両方の
バランス設定値が含まれます。
注意: 上書きされるのは、エクスポートファイルに測定範囲がすでに存在する場合のみです。

インポート時に、測定範囲の設定に従って適切なバランス設定がインポートされます。
列の手動選択 任意の列を選択するためのダイアログが表示されます。このダイアログでは、エクスポートするパラ

メータを全て選択します。
選択したパラメータが全てエクスポートされます。

パラメータセットのインポート手段

コマンド: Import parameters
コマンド「Import parameters」を使用することによって、前もって調整した設定に従い、任意のタイミングでパラメ
ータを自動的にインポートできます。変数の値や設定のインポート元ファイルを選択することもできます。
リボン: [プロジェクト] > [インポート/エクスポート] > [インポート] > [パラメータセットのインポート]
コマンド「Import parameters」に相当します。ただし、ダイアログを閉じるときにインポートが実行されるといった
制限があります。
リボン: [Setup-構成] > [構成のインポート]
コマンド「Import parameter set」に相当します。ただし、ダイアログを閉じるときにインポートが実行されるといっ
た制限があります。開いているSetupページに関係なく、全てがインポートされます。
パラメータセットインポート列
「パラメータセットインポート列」を使用すれば、各種設定をすばやくロードできます。Setupテーブル内のエントリ
を選択すると、関連付けられている保存済みのパラメータセット(*.csv)がロードされます。「追加の列」 の「パ
ラメータセットインポート列」 も参照してください。

注意: 変数のインポート
変数値をインポートする場合は、コマンド「Import parameter」ではなく、コマンド「Import variables」を使
用する必要があります。このコマンドは、変数値専用です。
コマンド「Import parameter」を使用すると、デバイスの制御に意図しない変更が発生する可能性があり
ます。
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注意: 正しいターゲットを見つける方法
パラメータセットはテーブル形式で保存されます。事前に保存されたパラメータセットをインポートするときは、
通常、以下のルールが適用されます。
· ターゲットテーブル: ターゲットテーブル(テーブル記述)として、最も多くの列のあるテーブルが使用されま
す。列は表示名に基づいて検出されます。列に使用される表示名の長短は問題になりません。

· 言語: ほとんどの場合、ファイル名には言語インジケータの略語が使われます。これにより、異なる言語
のパラメータセットもインポートできます(ソース言語がインストールされている場合のみ)。略語がない場合
は、最も一致するタイトルの言語がソース言語として使用されます。

· デバイス/チャンネル構成またはデータプール(変数値): データポイントは、少なくとも[名前]列および
[値]列がパラメータセットテーブルにあるとすぐに、ターゲットとみなされます。

· ターゲット行: インポートするパラメータのターゲット行は、対応する要素の名前に基づいて検出されます
(「インポートおよびエクスポート用のマッピング」 を参照)。

· ターゲットテーブルに1行しか存在しない場合(実験の記述など)は、常に1行がパラメータセットテーブルか
らインポートされます。
ファイルフォーマットとしてXMLが選択されている場合、追加のパラメータがエクスポートに含まれます。そのた
め、ターゲットテーブル、言語、データプールは常に正しく認識されます。

212
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インポートおよびエクスポート用のマッピング

マッピング: インポート
ここでは、インポートする対象に応じてパラメータを選択できます。パラメータが正しいチャンネルに割り当てられる
よう、割り当て目的で1つ以上のパラメータを使用する必要があります。

Selection Description
Import mapping by
name

For all  parameters (all  table descriptions), the settings are imported. The assignment
is made on the according to the name.
This means: All  parameters belonging to a source-row (from the parameter set) are
imported to a row in the target, if the parameter Name is identical in both the source
and the target.

Special case: If the parameter set contains the columns: Name and Channel name
with different names:
In this case, the column Name is sti l l  used for the assignment, but the column
Channel name for setting the new name! Then it is possible to adapt the name by
means of the name assignment. But this means that the parameter set can no
longer be used since the previous name then no longer exists.
By this method it would be possible, for example, to initialize the channel names.
Then assign the new names of the parameters using a second parameter set.

Import of channels
according to
connector and device
serial number

For all  channels/variables (parameters of the table description: Channels), the
settings are imported. The assignment is made according to the connector designation
and the device serial number.
Note: When using multiple devices, this selection is preferable to "Import of
channels according to connector", since each connector designation is unique
within a device.
Disadvantage: it is not possible to assign parameters to other devices this way. If
necessary, edit the parameters beforehand, in order to adapt the serial number to
the target device.

Import of channels
according to
connector

For all  channels/variables (parameters of the table description: Channels), the
settings are imported. The assignment is made according to the connector
designation.
Note: When using multiple devices, the connector designation is not always
unique; the same one could appear in every device. Use this setting only when
using only one device.

... Select a user-defined mapping. See Mapping - Modifications of the default behavior
.

割り当て: エクスポート
ここでは、エクスポート対象を選択できます。

Selection Description
Export all  channels All variables having the channel type: "analog inputs" are exported.
Export all  channels
and settings

All content of the table description: "analog channels" is exported and all  variables
having the channel type: "analog inputs" are exported.

... Select a user-defined mapping. See Mapping - Modifications of the default behavior
.

214
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パラメータセットの編集

テキストエディタ(Notepad、Notepad++、...)を使用した編集:
ここでは、既知の制限はありません。
Excelによるcsvファイルの編集
ファイルをExcelにロードします。その方法としては、ファイルをダブルクリックするか、Excelのメニューを使用します。
Excelのテキスト変換ウィザードが表示される場合は、区切り文字として「タブ位置」を選択します。
Excelで変更を加えた後にファイルを保存するときに、以下のメッセージが表示されます。
「Unicodeテキストと互換性のない機能が含まれている可能性あります。この形式でブックを保存しますか?」
· [はい]で確定
Excelを閉じると、別のメッセージが表示されます。
「変更を保存しますか?」
· [保存しない]を選択
区切り文字「;」で自動的に保存されるため、以下のフォーマットは適切ではありません。
· CSV (区切り文字) (*.csv)
· CSV (Macintosh) (*csv)
· CSV (MS-DOS) (*.csv)
既知の問題:
· 別の設定を行い、それに伴う単位を指定しないかぎり、小数点のある数はExcelによって自動的に日付として
解釈され、それに応じて変換されます。この場合、セルのフォーマットを[テキスト]に設定します。あるいは、エン
トリを作成するときに、小数点を表すコンマを区切り文字として使用します。

OpenOfficeまたはLibreOfficeによるcsvファイルの編集
ファイルをロードします。その方法としては、ファイルをダブルクリックするか、プログラムのメニューを使用します。[テ
キストインポートアシスタント]が表示されたら、区切り文字/区切り文字のオプションに「タブ」を選択します。
変更を加えたファイルを保存すると、データ保存フォーマットを要求するメッセージが表示されます。
· [現在のフォーマットを維持]をクリックします。
既知の問題:
· 文字「'」は編集プロセスにおいて内部文字として使用され、セルの先頭にある場合は削除されます。それ以
外の場合、この文字には「フィート」や「分角」を表す単位としての意味があります。

· 別の設定を行い、それに伴う単位を指定しないかぎり、小数点のある数は自動的に日付として解釈され、そ
れに応じて変換されます。この場合、セルのフォーマットを[テキスト]に設定します。あるいは、エントリを作成す
るときに、小数点を表すコンマを区切り文字として使用します。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

214 Setup -デバイス構成

5.8.2.1  マッピング - デフォルトの挙動の修正
高度な注意事項

この章では、インポートおよびエクスポート機構に関する高度な情報を提供します。ほとんどの場合、この章は
読み飛ばしても問題ありません。

警告
以下の記述は、インポートおよびエクスポートのデフォルトの挙動の修正に関するものです。ほとんどのアプリケ
ーションでは、既存のマッピングファイルが適切です。
既存のマッピングファイルは変更せず、新しい割り当てを作成する程度にしてください。

マッピングでは、インポートとエクスポートを管理する方法(たとえば、インポートするパターンデータの種類に従う
など)を決定します。この章では、マッピングの例をいくつか示します。このパターンに従って、自分のマッピングファ
イルを定義して、要件に対応するインポートとエクスポートを設計することができます。
定義したそれぞれの割り当ては、xmlファイルに保存されます。
パラメータセットコマンド用にあらかじめ作成したマッピングファイルが、インストール後に以下のパス(インストール、
あるいはバージョンによる)で特定されます。
shell:common appdata\imc\imc STUDIO\Applications\_1\Extensions\Parameterset
使用される割り当てファイルは、各インポートまたはエクスポートフォルダにあります。元のファイルを変更しない
でください! そこに自分のファイルを保存すると、インポートまたはエクスポートに使用可能になります。

インポートのシナリオ
テーブルの特定の行のみをインポートする場合や、名前以外の基準に従ってパラメータをインポートする場合。

エクスポートのシナリオ
たとえば、全てのチャンネルをエクスポートする場合、そのチャンネルを選択し、チャンネルの名前がわかっている必
要があります。ただし、構成の変更や新しいチャンネルの追加があったら、すぐにエクスポートリストを修正する必
要があります。エクスポートのマッピングルールのおかげで、使用されるチャンネルの数および名前に関係なく、全
てのチャンネルをエクスポートできます。あるいは逆に、1つのタイプに属する変数のみをエクスポートすることもでき
ます。

マッピングルールの定義
このマッピングルールは「.mapping.xml」という拡張子のXMLファイルに保存されます。このファイルはUTF-8でエ
ンコードする必要があるので、ご注意ください。あらゆる場合に、マッピングルールを使用するための言語を指
定する必要もあります。
このようなファイルでは、任意のマッピングルール、マッピングルールの名前および説明を指定できます。
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インポートの導入例(説明付き)
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 こ こ に 、名 前 を指 定 可 能
 </caption>
 <description>
 こ こ に 、 この マ ッ ピ ン グ ル ー ル の説 明 を指 定 で き ます 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 こ こ で 、 パ ラ メー タセ ッ ト の ど の テー ブル に あ る ど の行 を イ ン ポ ー ト す るか を定 義 し ま す 。
</source>
 <target>
 こ こ で 、 ソー ス行 の デ ー タを マ ッ ピ ン グ す る行 と列 を定 義 し ま す 。
</target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>

マッピングルールの言語
割り当てを可能にするために、インポートするファイルの言語およびマッピングファイルのソフトウェアの言語が利用
可能でなければなりません。現在使用中のソフトウェア言語のパラメータがいくつか利用不可になった場合は、
フォールバック言語として英語を使用する必要があります。
各言語に個別のlanguageblockブロックを作成します。

例: languageblock-block
<import>
 <languageblock language="de">
 <caption>
 ...
</caption>
 ...
</languageblock>
 <languageblock language="en">
 ...
</languageblock>
 <languageblock language="fr">
 ...
</languageblock>
 <languageblock language="ja">
 ...
</languageblock>
 <languageblock language="zh-CN">
 ...
</languageblock>
 <languageblock language="zh-TW">
 ...
</languageblock>
 ...
</import>
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インポート時の構文例:
構文<source> 説明
SELECT * FROM Channels テーブル記述Channelsに割り当てることのできる全ての行が、ソース

ファイルからのインポートに使用されます。
デバイスパラメータ、および他のテーブル記述のパラメータはインポートさ
れません。

SELECT * 全ての行がソースファイルからのインポートに使用されます。
SELECT * FROM Channels WHERE Name =
'My_TemplateChannel_Bridge'

ソースファイルから、全ての行がインポートに使用されます。 
1. テーブル記述Channelsに割り当てることができたもの
2. NameパラメータにMy_TemplateChannel_Bridgeが指定され
ているもの

構文<target> 説明
SELECT * WHERE Name = source.Name ソースとターゲットでパラメータNameの値が同じ場合は、ソース行の全

てのパラメータが、ターゲット内の行にインポートされます。
SELECT * WHERE Connector =
source.Connector

ソースとターゲットでパラメータConnectorの値が同じ場合は、ソース
行の全てのパラメータが、ターゲット内の行にインポートされます。

SELECT * WHERE Connector =
source.Connector AND Device SN =
source.Device SN

以下の場合に、ソース行の全てのパラメータがターゲット内の行にイン
ポートされます。
1. ソースとターゲットでパラメータConnectorの値が同じ場合
2. ソースとターゲットでパラメータDevice SNの値が同じ場合

SELECT *\Name,Channel name WHERE Coupling
= 'Full bridge'

ターゲットでパラメータCouplingの値がFull bridgeの場合は、ソース
行の全てのパラメータが、ターゲット内の行にインポートされます。
パラメータNameとChannel nameが無視され、ターゲット内に設定さ
れません。

例: インポート1: チャンネル - 名前でマッピングをインポート
テーブル記述Channelsに割り当てることのできる全ての行が、ソースファイルからのインポートに使用されます。
ソース行と同じNameのターゲットテーブル内の行に、パラメータセット内の各行がマッピングされます。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 チ ャ ン ネ ル  - 名 前 で マ ッ ピ ン グ を イ ン ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 チ ャ ン ネ ル テー ブル の チ ャ ン ネ ル を名 前 で並 べ替 え
 </description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT * FROM Channels
 </source>
 <target>
 SELECT * WHERE Name = source.Name
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>
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例: インポート2: 名前でマッピングをインポート
例1と同様です。
ソースファイルにある全ての行が、テーブル記述Channelsだけではなくインポートにも使用されます。
ターゲット行と同じNameのターゲットテーブル内の行に、パラメータセット内の各行がマッピングされます。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 名 前 で マ ッ ピ ン グ を イ ン ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 全 て の パ ラ メー タが名 前 に従 って 割 り当 て られ ま す 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT *
 </source>
 <target>
 SELECT * WHERE Name = source.Name
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>

例: インポート3: コネクタに従ってチャンネルをインポート
ファイル: ConnectorAssignment_one_Device.mapping.xml
ソースファイルから、全ての行がインポートに使用されます。
全てのチャンネルの設定がインポートされます。割り当てはコネクタの名称に基づいて実行されます。ソース行と
同じコネクタ名のターゲットテーブル内の行に、パラメータセット内の各行がマッピングされます。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 コネ ク タ に従 って チ ャ ン ネ ル を イ ン ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 デ バ イ スの各 チ ャ ン ネ ル の設 定 が イ ン ポ ー ト され ま す 。割 り当 て は コネ ク タの 名 称 に基 づ い て 実 行 され
ま す 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT *
 </source>
 <target>
 SELECT * WHERE Connector = source.Connector
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>
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例: インポート4: コネクタおよびデバイスのシリアル番号に従ってチャンネルをインポート
ファイル: ConnectorAssignment.mapping.xml
ソースファイルにある全ての行がインポートに使用されます。
全てのチャンネルの設定がインポートされます。割り当てはコネクタの名称とデバイスのシリアル番号に基づいて
実行されます。パラメータセット内の各行は、ソース行と同じコネクタ名およびシリアル番号のターゲットテーブ
ル内の行にマッピングされます。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 コネ ク タお よ び デ バ イ スの シ リ アル番 号 に従 って チ ャ ン ネ ル を イ ン ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 デ バ イ スの各 チ ャ ン ネ ル の設 定 が イ ン ポ ー ト され ま す 。割 り当 て は コネ ク タの 名 称 とデ バ イ スの シ リ アル
番 号 に基 づ い て 実 行 され ま す 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT *
 </source>
 <target>
 SELECT * WHERE Connector = source.Connector AND Device SN = source.Device SN
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

219インフォメーションおよびヒント

例: インポート5
このマッピングルールは2つの部分から構成されています。まず、チャンネルテーブル用にインポートされ、
「My_TemplateChannel_Bridge」という名前がロードされているパラメータセットの行です。次に、この行は
「Full bridge」がカップリングとして設定されたターゲットテーブル内の全ての行にマッピングされます。
第2段階は、チャンネルテーブル用にインポートされ、「My_TemplateChannel_DC」という名前がロードされてい
るパラメータセットの行です。次に、この行は「DC」がカップリングとして設定されたターゲットテーブル内の全ての
行にマッピングされます。 
どちらの場合も、名前とチャンネル名はターゲットに設定されません。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 ア ナ ロ グ チ ャ ン ネ ル の初 期 化
 </caption>
 <description>
 全 て の ア ナ ロ グ チ ャ ン ネ ル に基 本 構 成 を作 成 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT * FROM Channels WHERE Name = 'My_TemplateChannel_Bridge'
 </source>
 <target>
 SELECT *\Name,Channel name WHERE Coupling = 'Full bridge'
 </target>
 </mapping>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT * FROM Channels WHERE Name = 'My_TemplateChannel_DC'
 </source>
 <target>
 SELECT *\Name,Channel name WHERE Coupling = 'DC'
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>
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インポート5の例のサンプルファイル
例: csvファイル

名前 チャンネルステータス 測定モード カップリング 入力範囲
My_TemplateChannel_Bridge アクティブ 電圧 Full bridge ±100 "mV/V"
My_TemplateChannel_DC アクティブ 電圧 DC ±5V
My_Channel_without_effect アクティブ 電圧 Quarter bridge ±10 "mV/V"

例: インポート前のチャンネル構成

名前 チャンネルステータス 測定モード カップリング 入力範囲
Channel_001 パッシブ 電圧 DC ±1V
Channel_002 パッシブ 電圧 DC ±1V
Channel_003 パッシブ 電圧 DC ±1V
Channel_004 パッシブ 電圧 Quarter bridge ±1000 "mV/V"
Channel_005 パッシブ 電圧 Quarter bridge ±1000 "mV/V"
Channel_006 パッシブ 電圧 Full bridge ±1000 "mV/V"
Channel_007 パッシブ 電圧 Full bridge ±1000 "mV/V"
Channel_008 パッシブ 電圧 Full bridge ±1000 "mV/V"

例: インポート後のチャンネル構成

名前 チャンネルステータス 測定モード カップリング 入力範囲
Channel_001 アクティブ 電圧 DC ±5V
Channel_002 アクティブ 電圧 DC ±5V
Channel_003 アクティブ 電圧 DC ±5V
Channel_004 パッシブ 電圧 Quarter bridge ±1000 "mV/V"
Channel_005 パッシブ 電圧 Quarter bridge ±1000 "mV/V"
Channel_006 アクティブ 電圧 Full bridge ±100 "mV/V"
Channel_007 アクティブ 電圧 Full bridge ±100 "mV/V"
Channel_008 アクティブ 電圧 Full bridge ±100 "mV/V"
名前は無視されます。カップリング「Quarter bridge」がターゲットの割り当てルールにないため、
「Channel_004」および「Channel_005」といったチャンネルはそのまま残ります。
ソース行「My_Channel_without_effect」も割り当てルールになく、ソースとして使用されません。
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エクスポート時の構文例:
構文<source> 説明
SELECT * WHERE Caption = 'analog inputs' テーブル記述の全ての内容や、チャンネルタイプ「analog inputs」の

全ての変数がエクスポートされます。
この場合、「analog inputs」という名前のテーブル記述はありません。
ただし、「analog inputs」というチャンネルタイプの変数はあります。

SELECT * WHERE Caption = 'analog inputs'
OR Caption = 'analog channels'

テーブル記述の全ての内容や、チャンネルタイプ「analog inputs」また
は「analog channels」の全ての変数がエクスポートされます。
この場合、「analog channels」という名前のテーブル記述はありま
す。
また、「analog inputs」というチャンネルタイプの変数もあります。

SELECT * WHERE Caption = 'analog channels' テーブル記述の全ての内容や、チャンネルタイプ「analog channels」
の全ての変数がエクスポートされます。
この場合、「analog channels」という名前のテーブル記述はありま
す。
ただし、「analog channels」というチャンネルタイプの変数はありませ
ん。

構文<target> 説明
SELECT * 必須の指定

例: エクスポート1: 全てのチャンネルをエクスポート
チャンネルタイプ「analog inputs」の全ての変数がエクスポートされます。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 全 て の チ ャ ン ネ ル を エ ク ス ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 全 て の有 効 な チ ャ ン ネ ル の デ ー タを エ ク ス ポ ー ト し ま す 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT * WHERE Caption = 'analog inputs'
 </source>
 <target>
 SELECT *
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>
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例: エクスポート2: 全てのチャンネルおよび設定をエクスポート
テーブル記述「analog channels」の全ての内容がエクスポートされ、チャンネルタイプ「analog inputs」の全て
の変数がエクスポートされます。
名前「analog inputs」と「analog channels」のみが区別されます。この2つの名前は、エクスポートに使用され
る場合、一意でなければなりません。
<import>
 <languageblock language="en">
 <caption>
 全 て の チ ャ ン ネ ル お よ び設 定 を エ ク ス ポ ー ト
 </caption>
 <description>
 全 て の有 効 な チ ャ ン ネ ル の デ ー タ と設 定 を エ ク ス ポ ー ト し ま す 。
</description>
 
 <mapping>
 <source>
 SELECT * WHERE Caption = 'analog channels' OR Caption = 'analog inputs'
 </source>
 <target>
 SELECT *
 </target>
 </mapping>
 </languageblock>
</import>

5.8.3  列挙子クラス
列挙子クラスでは、「オブジェクトグループ」(アナログチャンネル、表示変数、デバイスなど)への関連付けを定義
します。
たとえば、デフォルト値のターゲットを正しく設定するには、[デフォルト値] で適切な選択を行うことが重要で
す。
列挙子クラス 内部記述名 説明
[試験設定] eExperiment 試験設定メタデータ
[デバイス] eDevice デバイス設定
[モジュール] eModule アンプパラメータ
[ビット] eSubChannel DI/DOビット(Mon-DIビットを含む)、仮想ビット、イーサネットビット、フィー

ルドバスビット(MFBDIO)、PV変数(DIポート、アナログチャンネル、増分カ
ウンターチャンネル、またはフィールドバスチャンネル)

[チャンネル] eChannel アナログチャンネル、DIOポート、他のPV変数、仮想チャンネル、表示変数
など

[トリガ] eTrigger トリガ設定(トリガ名、トリガリンク、イベント番号、トリガ、トリガカウント)
[パラメータ] eParameter AppModブロックパラメータ(パラメータ値のみ設定可能)
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5.8.4  他のデバイスへの実験の転送
完全な実験を他のデバイスへ転送できます。その過程において、可能な設定も全て転送されます。転送は特
定のデバイスモジュールをターゲットにできますが、この目的では、希望する割り当てを作成する場合にソフトウェ
アアシスタントが役立ちます。
アシスタントを開くには、複数の方法があります。

1.完全な実験の転送
· [プロジェクト]メニューのリボンを開き、[インポート/エクスポート]を選択します。
· [インポート]オプションを選択し、続けてリスト項目の[他のデバイスへ実験を転送]を選択します。
· 希望する実験を選択します。
· アシスタントが開きます。
2.開いている実験でデバイスの切り替え
· 実験を開きます。
· Setupページの[デバイス]に移動します。
· 転送するデバイスを選択します(列: 選択)。
· 以下のダイアログが表示されます。[転送]ボタンを使用して設定を転送します。
· 次の手順で、まだ実験の一部ではないデバイスを検索できます。それ以外の場合、この手順は省略します。
· アシスタントが開きます。
3.デバイスとの接続を設定できない場合
· デバイスとの接続を設定できない場合は、別のデバイスを使用できます。この目的に対応するダイアログが表
示されます。

· この接続失敗時の置き換えは、デバイス設定の転送コマンドで自動化することも可能です。自動化は、置き
換えるデバイスの構成とモデルが同じ場合にのみお勧めします。
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別のデバイスへの転送
例 デバイスタイプが異なる場合: 

実験に属する全てのデバイスが、画面左側にリスト表示されます(選択解除された場合は1つのデバイスのみが
表示されます)。右側はターゲットデバイスのリストです。ここには、初期状態では何も表示されないため、構成
が必要です。
各デバイス項目の下には、デバイスごとの「モジュール」およびコンポーネント全てがリスト表示されます。このリスト
の内容は、デバイスのハードウェア構成によって異なります。
ターゲットデバイスを設定するには、ソースデバイスが表示されている行を選択し、その行の右側の列にあるドロッ
プダウンリストからデバイスを選択します。デバイスを選択するとすぐに、そのデバイスが解析されます。アシスタント
によって作成された割り当てが提示されます(上記の例を参照)。
デバイスのモデルとハードウェア構成が同じであれば、デフォルトの設定を使用できます。実験を別の種類のデバ
イスに転送する場合は、提示された設定を検証します。

色:
緑色: モジュールの全ての設定を転送できます。
黄色: モジュールの一部の設定が転送されません。たとえば、アンプのタイプが異なる場合などがあります。
ソースモジュールで必要な構成がターゲットモジュールで使用できるかどうか、確認してください。たとえば、一般
的なアンプでは温度アンプの設定をいくつか使用できます。
赤色: この割り当ては選択しないでください。
適用される設定:
基本的に全ての設定が適用されますが、キャリブレーション値(テア、ブリッジバランス、2ポイントスケーリン
グ、...)は例外です。適用できない設定は無視され、転送後にログブックに一覧で記録されます。
また、チャンネル名が取り込まれます。
複数のデバイスが実験に使用されている場合は、先頭にデバイス名の付く名前がチャンネルに自動的に割り当
てられます。これらのチャンネルのうち名前が変更されなかったものがある場合、その名前は転送後もそのままに
なります。チャンネル名に含まれるデバイス名に、新しいデバイスの名前は反映されません。
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解析の自動化
ターゲットデバイスを選択すると、解析が開始します。その結果、割り当てが提示されます。ダイアログを開くとす
ぐに全てのデバイスで解析が自動的に開始するよう、設定できます。このためには、このボタン()をクリックします。 

ボタンをクリックすると、システムに登録されている全てのデバイスが解析されます。この手順が終了したら、デバイ
スを選択できます。
利点: ドロップダウンリストで、どのデバイスが転送に適しているかがすぐにわかります。
欠点: 既知のデバイスが全て解析されます。デバイスの数によっては、相当な時間がかかります。

5.8.5  imcDEVICES試験設定のインポート
imcDEVICES試験設定一式をimcSTUDIOに転送できます。このプロセスでは、転送可能な全ての設定が転
送されます。
· [プロジェクト]メニューリボンを開いて、コマンド[インポート/エクスポート]を選択します。
· オプション[インポート]を選択し、次にリスト項目[imcDEVICES試験設定のインポート]を選択します。
· 希望する試験設定を選択します。
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質問: imcSTUDIOには、imcDEVICESと違って、デバイス変数のデフォルト値が存在しません。これは
どんな方法で処理するのが最も効果的ですか?
回答: imcDEVICES試験設定をデフォルト値と共にインポートすると、対応する通知ダイアログが表示されま
す。デフォルト値は、変数の現在値として一時的に適用されます。
現在値は、試験設定と一緒には保存されません。
· 方法1:
コマンド[変数のエクスポート]と[変数のインポート]を使用します。
プロシージャにとって重要な変数をエクスポートします。このエクスポートファイルを、対応する場所に自動的に
インポートできます。
エクスポートを実行するには、コマンド[変数のエクスポート]を使用します。
インポートを実行するには、たとえばPanelページのボタンまたはSequencerでコマンドシーケンス[変数のイン
ポート]+[メニューアクションの実行: 開始(測定の開始)]を使用します。

· 方法2:
コマンド[変数の設定]を使用します。この場合、値は残念ながら自動的には登録されません。コマンドを手
動で構成します。
変数を設定するには、たとえばPanelページのボタンまたはSequencerでコマンドシーケンス[変数の設定]+[メ
ニューアクションの実行: 開始(測定の開始)]を使用します。

質問: imcDEVICESからフリーフローティングカーブウィンドウをimcSTUDIOのPanelページに移動するに
はどうすればいいですか?
回答: imcDEVICES試験設定では、フリーフローティングカーブウィンドウ を使用して、測定データを表示し
ます。カーブウィンドウをimcSTUDIOにインポートするときにその構成が失われないように、カーブウィンドウは
imcSTUDIOでも表示されます。これらのカーブウィンドウの構成を保存して、Panelページでカーブウィンドウに
構成をロードすることができます。こうすることで、構成をimcSTUDIOでも利用できます。

質問: imcSTUDIOで[オートリピートモード]の設定を行うにはどうすればいいですか?
回答: imcSTUDIOには、imcDEVICESで使用していた意味での[オートリピートモード]は存在しません。かわ
りに、Sequencerを使用して測定の再開を繰り返すか、または測定は完了しないけれどもトリガが繰り返し再
起動するようにトリガマシンを変更してしてください。

質問: アクション[アクティブなチャンネルをバランス]はどこで使用できますか?
回答: 全てのアクティブなチャンネルを調整するには、以下の構成でコマンド[デバイスアクションの実行]を使用
します。
列挙子クラス: チャンネル
アクション列: バランスアクション
アクション: 現在選択中(これによりimcDEVICESの機能が構成されます)
フィルタタイプ: 全ての行(パッシブなチャンネルは無視されます)
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既知の問題
循環バッファの内容が正しくインポートされません(imcDEVICESバージョン2.7x - (2011年2月3日より前
のビルド))。
imcDEVICESバージョン2.7x(ビルド日付が2011年2月3日より前)で作成された試験設定から循環バッファメモ
リセットが正しくインポートされません。
全てのチャンネルで、データ保存用循環バッファメモリが1分に設定されます。
解決法: このimcSTUDIOバージョンと一緒にインストールしたimcDEVICESバージョンで該当する試験設定
を開いて、もう一度保存します。
インポート後にデバイス構成が失われます(imcDEVICESバージョン2.6x以前)。
imcDEVICESバージョン2.6x以前に属する試験設定には、まだデバイス記述ファイル(*.umi)が含まれていませ
ん。しかし、インポートメカニズムにはこのファイルが必要です。
解決法1: インポートする前に、該当するumiファイルを試験設定フォルダにコピーします。
解決法2: このimcSTUDIOバージョンと一緒にインストールしたimcDEVICESバージョンで該当する試験設定
を開いて、新しい名前を付けてもう一度保存します。新しく作成した試験設定をインポートします。

5.9  チュートリアル
この章では、Setupプラグインを使用する例をいくつか示します。例では、Panel プラグインのWidgets を使
用しますが、インストールには含まれていない可能性があります(製品構成によって異なります)。
· 単純な測定 - 最初のステップ
· 測定データを後で保存
· 測定データの事前定義による保存
· 単純なトリガ
· 単純なトリガ - 拡張
· 人工正弦波
· トリガ測定
· 熱電対の測定
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5.9.1  単純な測定 - 最初のステップ
課題:
試験設定を設定します。アナログチャンネルの測定を開始して、測定結果をPanelページに表示します。この例
では、鋸歯状電圧±2V、ベース周波数1Hzの信号を作動させます。別の信号を使用する場合は、使用する
チャンネルをそれに合わせて設定する必要があります。

学習目標:
· 試験設定の作成
· 単純なデバイス操作
使用する要素:
· [デバイスの検索]
· [デバイス選択]
· [接続]
· [チャンネルの設定]
· [現在の測定データを保存]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
プロシージャ:
imcSTUDIOをインストールします。インストールの詳細については、「Setting Up」 の章を参照してください。
信号発生器をデバイスのChannel_001に接続します。デバイスに信号を接続する方法(端子など)については、
デバイスのマニュアルを参照してください。
「起動」 の章の説明に従って、imcSTUDIOを起動します。

20

36
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5.9.1.1  Setup - 設定
始めに、測定デバイスを選択して構成します。
· プラグインSetupを開きます。
· [デバイス]タブ に移動します。
システムで以前使用して既知になっているデバイスが表示されます。imcSTUDIOを初めてインストールした直
後は、このリストは空です。
デバイスを選択します。

· If the device desired does not appear in the list, then perform a device search  ( ) (Ribbon
Home (or Setup-Control) > Search for Devices). Subsequently, the list will display all devices
found.

· Click on the Checkbox-symbol ( ) in order to select the device.

Selecting a device
The device is now known and selected, and is available each time imcSTUDIO is started.

チャンネルの構成
次に、使用するチャンネルを構成します。

· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。これは、デフォルトでは[アクティブ]に設
定されています。設定を行うには、それぞれのボックスをクリックして、項目を変更します。

129



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

230 Setup -デバイス構成

発生器からの入力信号に従って、Channel_001を設定します。この例の設定を以下に示します。
パラメータ 値 ダイアログ([標準]ビュー) ダイアログ([完全]ビュー)
[モード] [電圧] [測定モード] [測定モード]
[カップリング] [DC] [測定モード] [測定モード]
[入力範囲] ±2.5 V [測定モード] [範囲とスケーリング]
[タイプ] [AAF] [サンプリングとフィルタリング] [フィルタリング]
[サンプリングレート] 100 Hz [サンプリングとフィルタリング] [サンプリングと事前処理]
[期間] 10 s [サンプリングとフィルタリング] [サンプリングと事前処理]

図 ダイアログでの測定チャンネルの構成1: 
· To apply the changes, click on the button Process configuration  ( ) (Ribbon Home (or Setup-

Control) > Process).
By this means, the device settings are available to other plug-ins.

5.9.1.2  Panel - 設定/測定の開始
測定値を表示するには、Panelページを作成します。
· プラグインPanelを開きます。
プラグインPanelの構成については、マニュアルの「Panel」 を参照してください。
編集は、設計モードでのみ実行できます(新しいWidgetsの追加、プロパティの変更など)。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).
DataBrowserに関する注意

Panelには、さまざまなツールウィンドウが用意されています。 DataBrowserでは、この後に示す図のように、
デバイスのチャンネルを表示できます。Setupを変更した後は、コマンド[プロセス構成] を使用して、このリス
トを更新する必要があります。
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· DataBrowserツールウィンドウを開いて、アナログ入力Channel_001を選択します。
· ドラッグアンドドロップを使用して、ページまでドラッグします。
アナログチャンネルのデータタイプに適したWidgetsがリストされたメニューが表示されます。
· いずれかのWidgetsを選択します。この例では、標準カーブウィンドウが選択されています。

カーブウィンドウドキュメント
このWidgetは、見慣れたカーブウィンドウであり、他のimcソフトウェアパッケージでも使われています。このトピッ
クの詳細については、「カーブウィンドウ」 を参照してください。

図 アナログチャンネルを ページにドラッグ2: Panel
さまざまなWidgetsが用意されています。この例の画像(図2)は、実際の構成とは異なる可能性があります。
選択したWidgetがPanelページに表示され、アナログ入力Channel_001とリンクされます(変数のリンクの詳細に
ついては、「Panel」 > 「Variable Linkage」 を参照)。
Widgetが選択されている間は、中央に十字( )が表示されます。これを使用して、Widgetを移動したり、そこ
で(右クリックにより)コンテキストメニューを開いたりできます。

· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

測定の開始
· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).
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· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

図 カーブウィンドウ3: 
10秒後に測定は自動的に終了します。測定を複数回開始したり、関連付けられているボタン( )(リボンの[ホ
ーム](または[Setup/Panel-制御]) > [停止])を使用して途中で停止したりできます。
カーブウィンドウでは、さまざまな方法でデータを分析できます。

試験設定の保存
この操作により、最初の試験設定が終了します。試験設定を保存するには、以下の操作を行います。
· [名前を付けて保存]ボタン( )(リボンの[ホーム](または[プロジェクト]) > [名前を付けて保存])をクリックしま
す。

· 試験設定を「First Steps」という名前で保存します。
測定データの保存
この例では、データは永続的に保存されたわけではありません。この時点ではハードドライブ上に存在していませ
んが、後で保存できます(「測定データを後で保存」 を参照)。さらに、測定の前に、チャンネルごとの永続的
データ保存を個別に有効にすることができます(「測定データの事前定義による保存」 を参照)。

注意: 永続的データ保存
· チャンネルごとのデータ保存が有効な場合、測定データは自動的に保存されます。測定が完了するごとに
対応するフォルダがDataBrowserに作成されます。

· データ保存を有効にすることで、測定データが一切失われないことが保証されます。その後、不要になった測
定データは、いつでも削除できます。
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5.9.2  測定データを後で保存
課題:
測定を実行して、後で測定データをハードドライブに保存します。

学習目標:
· 後でデータを保存する機能の使い方
使用する要素:
· [現在の測定データを保存]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
プロシージャ:
チュートリアル「単純な測定 - 最初のステップ」 の試験設定「First Steps」をロードするか、または現在測定を
実行中である場合はそれを停止( )します。
試験設定をロードするには、以下の操作を行います。
· [開く]ボタン( )(リボンの[開始](または[プロジェクト]) > [開く])をクリックします。
· 試験設定[First Steps]を選択し、ダイアログで[開く]をクリックして確定します。
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5.9.2.1  Panel - 測定の開始
Panelページを開いて、測定を実行します。

測定の開始
· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).

· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

図 カーブウィンドウ4: 
10秒後に測定は自動的に終了します。

5.9.2.2  測定データを後で保存
この例では、データは永続的に保存されたわけではありません。データはハードドライブ上に存在しませんが、過
去にさかのぼって保存できます。
· [現在の測定データを保存]ボタン( )(リボンの[プロジェクト](または簡易ビューの場合は[ホーム]) > [現在
の測定データを保存])をクリックします。

· アクションが特に構成されていなければ、フォルダ名の入力を求めるプロンプトが表示されます。提示されるデ
フォルト値は、現在のタイムスタンプです。[OK]をクリックして、ダイアログを閉じます。

図 ダイアログ 現在の測定データを保存5: : [ ]

129
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それ以降は、この試験設定に属する全てのチャンネル(アナログチャンネル、仮想チャンネルなど)が、ハードドライ
ブに保存されます。DataBrowserには、フォルダ名に対応するフォルダが表示されます。このフォルダには、保存
済み測定データが存在します。保存済み測定データは、Panelでロードおよび表示できます。

図 保存済み測定データ例6: ( )
[現在の測定データを保存]を使用して保存する測定データは、常に試験設定フォルダに存在します。自由に
選択可能なフォルダに保存するには、[名前を付けて現在の測定データを保存]ボタン([プロジェクト]リボン)を
使用します。この方法で保存する測定データは、<TERM_DATAPOOL%>には記録されません。したがって、そこ
には表示できないことに注意してください。

制約
· この方法で個々の値を保存することはできません。これには、表示変数などが含まれます。
· この機能では、DataBrowserの[現在の測定]に表示される変数のみが保存されることに注意してくださ
い。通常、これらの変数では循環バッファメモリが有効になっているため、測定開始以降の全ての結果を
利用できるわけではありません。
したがって、デバイス変数の場合、データ転送設定 を適用可能です。保存タイプ[測定データの表示、
計算]が使用されます。

参考
[現在の測定データを保存]の機能の詳細については、マニュアルの「Setup - Advanced Device Functions」
> 「StorageOptionsandDirectoryStructure」 > 「意図的なデータ保存または測定後の保存」 を参照
してください。
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5.9.3  測定データの事前定義による保存
課題:
測定の実行中に測定データが保存されるように、測定デバイスを構成します。その後で、測定を実行します。

学習目標:
· 測定中の測定データの保存
使用する要素:
· [チャンネルの設定]: [データ転送]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
プロシージャ:
試験設定[First Steps]をロードするか、または現在測定を実行中である場合はそれを停止( )します。
現在の試験設定を新しい名前「First Steps with data saving」で保存します。
· これを行うには、[名前を付けて保存]ボタン( )(リボンの[ホーム](または[プロジェクト]) > [名前を付けて保
存])をクリックします。

5.9.3.1  Setup - 設定
アクティブな測定チャンネルの測定データの保存を有効にします。
· プラグインSetupを開きます。
· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。
アナログ入力Channel_001で、測定データのPCへの保存を有効にします。
パラメータ 値 ダイアログ([標準]ビュー) ダイアログ([完全]ビュー)
[データの保存(PC)] チェックボックスを選択

(true)
[データ転送] [データ転送]

注意
[データ転送]ページに[データの保存]オプションが2か所表示されます。1か所はデバイスへの測定データの保
存を有効にする場所、もう1か所はPCへの測定データの保存を有効にする場所です。必要なデータ保存のタ
イプを有効にしていることを確認してください。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

237チュートリアル

図 ダイアログによる測定データの保存の有効化7: 
· To apply the changes, click on the button Process configuration  ( ) (Ribbon Home (or Setup-

Control) > Process).
By this means, the device settings are available to other plug-ins.

5.9.3.2  Panel - 測定の開始
Panelページを開いて、測定を実行します。

測定の開始
· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).

· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

図 カーブウィンドウ8: 
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10秒後に測定は自動的に終了します。
測定が終了すると、それぞれの測定は、試験設定フォルダの下の固有のサブフォルダに保存されます。このフォ
ルダには、それぞれの測定の開始タイムスタンプに従って名前が付けられます。
保存済み測定は、DataBrowserに表示されます。

図 保存済み測定データ例9: ( )

注意: 永続的データ保存
· チャンネルごとのデータ保存が有効な場合、測定データは自動的に保存されます。測定が完了するごとに
対応するフォルダがDataBrowserに作成されます。

· データ保存を有効にすることで、測定データが一切失われないことが保証されます。その後、不要になった測
定データは、いつでも削除できます。

参考
データ保存の有効化の詳細については、「データ転送 」の章を参照してください。161
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5.9.4  単純なトリガ
課題:
アナログチャンネルの測定を表示します。インタラクティブにこのチャンネルの測定を開始および停止するために、
Panelページのスイッチを使用します。

学習目標:
· 試験設定の作成
· 単純なデバイス操作
· トリガの使用
使用する要素:
· [デバイスへの接続]
· [チャンネルの設定]
· [トリガ]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
プロシージャ:
まずimcSTUDIOを起動します。

5.9.4.1  Setup - 設定
まず、測定デバイスを構成して、変数に適切な名前を付けます。
· プラグインSetupを開きます。

· [デバイス]タブ に移動します。
デバイスを選択します。

· If the device desired does not appear in the list, then perform a device search ( ) (Ribbon
Home (or Setup-Control) > Search for Devices). Subsequently, the list will display all devices
found.

· Click on the Checkbox-symbol ( ) in order to select the device.

Selecting a device
The device is now known and selected, and is available each time imcSTUDIO is started.
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チャンネルの構成

· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。これは、デフォルトでは[アクティブ]に設
定されています。
· 時間無制限の測定を設定するには、[サンプリングとフィルタリング]列の[期間]行で値[未定義]を選択しま
す(ポップダウン記号 を使用)。

図 時間無制限の測定10:  

· [変数]タブ に移動します。
· [チャンネルタイプ: 仮想ビット]の下で[Virt_Bit01]をクリックして、その名前を「Switch_position」に変更しま
す。必要に応じて、図11に示すように、コメント(「Measurement to display/stop」)を入力できます。

図 チャンネルタイプ仮想ビット11: [ ]
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トリガの定義

· [トリガ]タブ に移動します。
· ソースとして仮想ビットSwitch_positionを定義するには、[ソースとイベント]列のプラス記号( )をク
リックします。

· Switch_positionを選択します(図12を参照)。

図 トリガソース12: 

· [プロパティ]列で[反復カウント]を[無制限]に設定して、トリガを複数回リリースできるようにします。
· ターゲットとして、[Channel_001]を指定します。
測定は、Switch_position = 1のときに開始し、Switch_position = 0のときに停止します。これを実現するには、
[アクション開始]と[終了]を図13に示すように設定します。
パラメータ 値
トリガ開始アクション start
トリガ終了アクション stop

図 トリガの設定13: 

· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).
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5.9.4.2  Panel - 設定/測定の開始
ここで、Panelページを作成できます。
· プラグインPanelを開きます。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

スイッチ
· DataBrowserから[Switch_position]([チャンネルタイプ: 仮想ビット]の下)をPanelページにドラッグできま
す。

· マウスボタンを離すと(ドラッグアンドドロップ手法)、コンテキストメニューが表示されます。このコンテキストメニュ
ーから[スイッチ]を選択します。

図 仮想ビットを ページにドラッグ14: Panel
現在は、さまざまなWidgetsが用意されています。下図は1つの例を示しているだけであり、実際に使用可能な
Widgetsに一致していない可能性があります。
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これで、Panelページのスイッチが、デバイスの「Switch_position」という名前の仮想ビットにリンクされます。スイッ
チを使用して、インタラクティブに仮想ビットのオンとオフを切り替えることができます。
Widgetのプロパティ[テキスト]を使用して、スイッチに「Trigger start」などのラベルを付けることができます。これを
行うには、「十字線」( )の上でコンテキストメニューを開き(選択されているWidget内)、項目[プロパティ]を選
択します。

他のWidgets
製品構成によっては、他にも使用可能なWidgetsがあります。単純なスイッチのかわりに、たとえば見出し
[Automotive]の下でロッカースイッチを選択できます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

244 Setup -デバイス構成

カーブウィンドウ
スイッチをPanelページに配置したら、次はカーブウィンドウを作成します。
· DataBrowserからアナログチャンネル[Channel_001]をPanelページにドラッグします。
· マウスボタンを離すと、コンテキストメニューが表示されるので、項目[標準]を選択します。これにより、標準カー
ブウィンドウが作成されます。

図 アナログチャンネルを ページにドラッグ15: Panel
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図 例 つの で完成した ページ16: : 2 Widgets Panel
Widgetが選択されている間は、中央に十字( )が表示されます。これを使用して、Widgetを移動したり、そこ
で(右クリックにより)コンテキストメニューを開いたりできます。

· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

測定の開始、ボタンのクリック、停止
· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

Channel_001は、仮想ビットSwitch_positionによってトリガされます。これは、スイッチをクリックすると、
Channel_001のデータキャプチャが開始/停止することを意味します。
· スイッチを複数回クリックします。
試験設定の保存
この操作により、試験設定が終了します。試験設定を保存するには、以下の操作を行います。

· Stop the measurement ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Stop).
· [名前を付けて保存]ボタン( )(リボンの[ホーム](または[プロジェクト]) > [名前を付けて保存])をクリックしま
す。

· 試験設定を「Simple Triggering」という名前で保存します。
参考

測定のステータスを示すテキストをPanelページに表示する方法については、上記の試験設定の拡張である
「単純なトリガ - 拡張」 を参照してください。
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5.9.5  単純なトリガ - 拡張
課題:
Panelページのテキストボックスには、測定の状態(Switch_position に対応)が表示されます。状態には、[実
行中]と[停止]があります。

学習目標:
· Panelページでの測 定 のステータスの観 察。

使用する要素:
· [ゾーン]
使用する他のプラグイン:
· imcSTUDIO Panel

前提条件:
· これは試 験 設 定 単 純 な ト リガ の拡 張なので、この試 験 設 定 が存在する必要があります。
· 試 験 設 定 単 純 な ト リガ と同じ条件が適用されます。

プロシージャ:
まずimcSTUDIOを起動します。
· 試 験 設 定 [Simple Triggering]をロードするか、または現在 測 定 を実行中である場合はそれを停止 ( )しま
す。

· 現在 の試 験 設 定 を新しい名前 「Simple Triggering - Enhanced」で保存します。
· これを行うには、 [名 前 を 付 け て 保 存 ]ボタン( )(リボンの [ホーム](また は [プロジェクト ]) > [名 前 を付 けて 保

存 ])をクリックします。

5.9.5.1  Panel - 設定/測定の開始
· プラグインPanelを開きます。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

· Widgetの[リストボックス]をPanelページにドラッグします。
· Widgetsツールウィンドウの[標準]グループ > [リストボックス]
[リストボックス]は、Widgetの[プロパティ]で構成します。これを行うには、「十字線」( )の上でコンテキストメ
ニューを開き(選択されているWidget内)、項目[プロパティ]を選択します。
· プロパティ[変数]で仮想ビット[Switch_position] を選択します。
これで、スイッチとリストボックスの間にリンクが確立しました。スイッチをクリックすると、リストボックスに該当するステ
ータスが表示されます。
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状態の設定と適用(ゾーン)
表示する状態を適用します。この目的のために、一部のWidgetsには、プロパティ[ゾーン]があります。
· 記号  をクリックします(図17を参照)。

図 選択ボックスに定義されている状態ゾーン17: ( )
これで、ダイアログウィンドウでゾーンを定義できるようになりました。測定が取り得る状態には、[停止]と[実行
中]の2つがあります。
· 必要なゾーンは2つのみなので、2つのゾーン以外を全て削除します。
· 図18に示すように、ゾーンを入力します(この例では色に意味はありません)。

図 ゾーン18: [ ]

· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).
· 次に、Panelページでスイッチをクリックします。
スイッチの位置に応じて、リストボックスが変化します([実行中]、[停止])。
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これで、この拡張の目標が達成されました。

保存
これでこの例が完成したので、それを保存できます。この試験設定はすでに新しい名前を付けて保存しているの
で、変更を保存するだけで十分です。

· Stop the measurement ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Stop).
· [保存]ボタン( )(リボンの[ホーム](または[プロジェクト]) > [保存])をクリックします。

5.9.6  人工正弦波
課題:
人工正弦波imcOnlineFAMOSを生成し、Panelページに表示します。Widgetsで周波数と振幅を調整でき
るようにします。

学習目標:
· imcOnlineFAMOSの使い方
· Panelからの制御
使用する要素:
· デバイスとの接続
· [チャンネルの設定]
· [imcOnlineFAMOS]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
プロシージャ:
まずimcSTUDIOを起動します。

5.9.6.1  Setup - 設定
まず、測定デバイスを構成して、使用する変数に適切な名前を付けます。
· プラグインSetupを開きます。

· [デバイス]タブ に移動します。
デバイスを選択します。
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チャンネルの構成

· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。チャンネルのパラメータ構成で以下の値
を設定します。
パラメータ 値
[名前] [クロック]
[ステータス] [アクティブ]
[モード] [電圧]
[カップリング] [DC]
[入力範囲] ± 5 V
[サンプリングレート] 1 kHz
[期間] [未定義]

· [変数]タブ  に移動します。
· [チャンネルタイプ: 表示変数]の下で、以下の変数の名前を変更します。
· DisplayVar_01 > Amplitude
· DisplayVar_02 > Frequency

imcOnlineFAMOS

· imcOnlineFAMOS( )(リボンの[ホーム](または[Setup-構成]) > [Online FAMOS])を開きます。
· imcOnlineFAMOSエディタで以下のソースコードを入力します。
t = integral(Clock * 0 + 1)
Oscillation = Amplitude * Sin(6.283185 * Frequency * t)

説明
式「Clock * 0 + 1」は、測定開始後に単位パルスシーケンスu[n]を生
成します。
チャンネルのサンプリング周波数は1kHzなので、パルスシーケンスは1秒
あたり1000個の値で構成されます。単位パルスを積分することによっ
て、傾き1の直線が得られます。したがって、時間「t」は線形に増加し
ます。

パルスシーケンス

正弦波の一般形状: x(t)=A*sin(u*t) with u=2*Pi*f=6.283185*f
ここで、この信号は離散的でもあり、1秒あたり1000個の値が存在することに注意してください。分解能を変更す
るために必要なのは、チャンネルのサンプリング周波数を変更することのみです。
定義した仮想チャンネルであるtとOscillationは、この代入により自動的に生成されます。

· [構文チェック]  を選択して、imcOnlineFAMOS を終了します。
· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).
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5.9.6.2  Panel - 設定/測定の開始
ここで、Panelページを作成できます。
· プラグインPanelを開きます。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

DataBrowserツールウィンドウで、imcOnlineFAMOSで作成した仮想チャンネル[Oscillation]を見つける必
要があります。

· DataBrowserツールウィンドウから変数[仮想チャンネル] > [Oscillation]をPanelページにドラッグします。
· Widget選択リストで、[標準](カーブウィンドウ)を選択します。
変数のFrequencyとAmplitudeの値を変更するために、適切なWidgetsを使用してこれらをPanelページに表示
します。

· 変数[表示変数] > [Amplitude]をPanelページにドラッグします。
· Widget選択リストで、[標準]グループ > [エディタボックス(単一行)]を選択しま
す。

· Widgetの[ラベル]をPanelページにドラッグします。
· Widgetsツールウィンドウの[標準]グループ > [レポート] > [ラベル]
[テキスト]を変更するために、ラベルの[プロパティ]を開きます。
· [テキスト]ボックスで「Amplitude」と入力します。
変数Frequencyも同じ方法で表示します。

測定の開始、結果の確認
· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).
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· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).
· AmplitudeとFrequencyを変更して、カーブウィンドウが変化する様子を観察します(図19を参照)。

図19: Sinus

保存
これでこの例が完成したので、それを保存できます。

· Stop the measurement ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Stop).
· 試験設定を保存( )して、「Artificial Sine」という名前を付けます。
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5.9.7  トリガ測定
課題:
アナログチャンネルの入力信号がしきい値5Vを超えた場合、5ms間だけ測定します。測定デバイスのアナログ入
力に、関数発生器を使用するなどして、調整可能な振幅の信号を適用します。

学習目標:
· トリガの使用
· 予想される入力信号に合わせたチャンネルの設定
使用する要素:
· [デバイスとの接続]
· [チャンネルの設定]
· [モニタチャンネル]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· アナログチャンネルを備えたimc測定デバイス
· 関数発生器または他の信号ソース
プロシージャ:
関数発生器の設定: たとえば、周波数1kHz、初期振幅2Vの正弦関数を設定します。
次に、imcSTUDIOを起動します。

5.9.7.1  Setup - 設定
始めに、測定デバイスを構成します。
· プラグインSetupを開きます。

· [デバイス]タブ に移動します。
デバイスを選択します。

チャンネルの構成

· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。チャンネルのパラメータ構成で以下の値
を設定します。
パラメータ 値
[ステータス] [アクティブ]
[モード] [電圧]
[カップリング] [DC]
[入力範囲] ± 5 V
[サンプリングレート] 100 kHz
[期間] 5 ms
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[チャンネルタイプ: モニタ: アナログ入力]の下で[Mon_Chan_001]を選択します。チャンネルのパラメータ構成
で以下の値を設定します。
パラメータ 値
[ステータス] [アクティブ]
[サンプリングレート] 10 kHz
[期間] [未定義]

注意
モニタチャンネルのサンプリングレートは、アナログ入力のサンプリングレートより小さい値にのみ設定できます。

トリガの定義

· [トリガ]タブ に移動します。
[ソースとイベント]列で、ソースとして「Channel_001」を、イベントとして以下の情報を、それぞれ設定します。
パラメータ 値
[イベントタイプ] [しきい値]
[イベント] [信号 > しきい値]
[イベントしきい値] 3 V

単一イベントのみを使用するので、[プロパティ]列で[結合]を[OR]に設定します。
[ターゲット、アクション開始、終了、プリトリガ]列でターゲットにも「Channel_001」を設定します。これは、この
チャンネルをトリガイベントと測定チャンネルの両方の目的で使用するからです。
パラメータ 値
[アクション開始] [開始]
[終了] -
[プリトリガ] 0 s

図 トリガの設定20: 

· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).

5.9.7.2  Panel - 設定/測定の開始
ここで、Panelページを作成できます。
· プラグインPanelを開きます。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

Channel_001を表示するカーブウィンドウを作成します。
· DataBrowserツールウィンドウから変数[アナログ入力] > [Channel_001]をPanelページにドラッグします。
· Widget選択リストで、[標準](カーブウィンドウ)を選択します。
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カーブウィンドウのプロパティ

波形の追加
カーブウィンドウでは、複数のチャンネルを表示できます。
· カーブウィンドウの上(中央の十字( )以外の場所)でマウス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[構成]を選択し、その後でコマンド[波形の追加...]を選択しま
す。
表示されるダイアログで、他のチャンネルを選択できます。選択したチャンネルは、同じカーブウィンドウに表示さ
れます。
選択に利用できる全てのデータセットが、右側のリスト([利用可能な波形])に表示されます。カーブウィンドウ
にすでに表示されているデータセットは、左側のリスト([軸リスト])に表示されます。
· [利用可能な波形]から[Mon_Chan_001](図21を参照)を[軸リスト]ボックスにドラッグします。

図 カーブウィンドウに表示する波形21: 
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· 2つのチャンネルを別ーのY軸に表示するには、座標系記号( )をクリックします。
· 次に、チャンネル[Mon_Chan_001]を選択します。これで、座標系が1つ割り当てられます。

設定を適用するには、[OK]ボタンをクリックします。

軸の調整
前述の2つのチャンネルはトリガ時間が異なりますが、デフォルトでは両方が同じカーブウィンドウのx = 0の位置に
上下に並んで表示されます。したがって、この例では、トリガされたチャンネル「Channel_001」が後に開始された
としても、それぞれのチャンネルがx = 0から開始します。
2つのチャンネルの時間座標を同期するには、x軸のスケールを調整する必要があります。
· カーブウィンドウの上(中央の十字( )以外の場所)でマウス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[構成]を選択し、その後でコマンド[軸...]を選択します。
表示されるダイアログで、カーブウィンドウの軸を調整できます。
· x軸の設定を表示するには、左側のリスト([軸リスト])から軸[x1]を選択します。
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次に、以下の値を設定します。
パラメータ 値
[スケール] [日付/時間: 絶対]

図 カーブウィンドウの軸の設定22: 
設定を適用するには、[OK]ボタンをクリックします。

参考
· カーブウィンドウのコンテキストメニューから、カーブウィンドウの使用に関する詳細なヘルプにアクセスできま
す。

· imcSTUDIOのヘルプからもドキュメントにアクセスできます。
「Panel」 > 「Special Widgets」 > 「Curve Window」

測定の開始、結果の確認
· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

· たとえば、入力Channel_001に振幅3V未満の正弦波信号を適用します。
· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

· しばらくしてから、振幅を3Vより大きい値に変更します。
振幅が3Vを超えるとすぐに、Channel_001が5msの間記録されます。Mon_Chan_001は、測定開始時にすでに
データを記録しています。

784
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· Stop the measurement ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Stop).
データを調査するには、カーブウィンドウの正しい場所にズームインする必要があります。
· コンテキストメニュー項目[編集] > [ズーム]を使用します。

図 トリガイベントが発生した後にのみチャンネルの信号の測定を開始23: 

保存
これでこの例が完成したので、それを保存できます。
· 試験設定を保存( )して、「Triggered measurement」という名前を付けます。
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5.9.8  熱電対の測定
課題:
温度を熱電対で測定します。

学習目標:
· チャンネルの拡張設定
使用する要素:
· [チャンネルの設定]
· [センサとスケーリング]
· [データの前処理]
使用する他のプラグイン:
· Panel
前提条件:
· 温度測定アンプを備えたimc測定デバイス
· タイプKの熱電対 
· 熱電対をimc測定デバイスに接続する適切なコネクタ
プロシージャ:
熱電対をimc測定デバイスのChannel_001に接続します。
次に、imcSTUDIOを起動します。

5.9.8.1  Setup - 設定
始めに、測定デバイスを構成します。
· プラグインSetupを開きます。

· [デバイス]タブ に移動します。
デバイスを選択します。
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チャンネルの構成

· [アナログチャンネル]タブ に移動します。
[チャンネルタイプ: アナログ入力]の下で[Channel_001]を選択します。チャンネルのパラメータ構成で以下の値
を設定します。
パラメータ 値 ダイアログ([標準]ビュー) ダイアログ([完全]ビュー)
[名前] Thermocouple [チャンネル定義] [チャンネル定義]
[ステータス] Aktive [チャンネル定義] [チャンネル定義]
[モード] [電圧] [測定モード] [測定モード]
[カップリング] [DC] [測定モード] [測定モード]
[補正] [タイプK] [測定モード] [測定モード]
[入力範囲] -270..500 ℃ [測定モード]

[範囲とスケーリング]
[測定モード]
[範囲とスケーリング]

[フィルタタイプ] [AAF] [サンプリングとフィルタリング] [フィルタリング]
[サンプリングレート] 1 kHz [サンプリングとフィルタリング] [サンプリングと事前処理]
[期間] [未定義] [サンプリングとフィルタリング] [サンプリングと事前処理]
[関数] [算術平均] - [サンプリングと事前処理]
[ポイント] 50 - [サンプリングと事前処理]

補正によって、入力範囲と単位は自動的に調整されます。
サンプリングされた50個のポイントの算術平均により、生成されるサンプリングレートは20Hzになります。これ
は、50個のポイントのグループがそれぞれ1つのポイントに集約されるからです。

· To transfer the current settings to the device, click on the button Download  ( ) (Ribbon
Home (or Setup/Panel-Control) > Download).

5.9.8.2  Panel - 設定/測定の開始
ここで、Panelページを作成できます。
· プラグインPanelを開きます。

· Activate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).

Thermocoupleを表示するカーブウィンドウを作成します。
· DataBrowserツールウィンドウから変数[アナログ入力] > [Thermocouple]をPanelページにドラッグします。
· Widget選択リストで、[標準](カーブウィンドウ)を選択します。

カーブウィンドウのプロパティ

軸の調整
軸の設定を調整します。
· カーブウィンドウの上(中央の十字( )以外の場所)でマウス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[構成]を選択し、その後でコマンド[軸...]を選択します。
表示されるダイアログで、カーブウィンドウの軸を調整できます。
· y軸の設定を表示するには、左側のリスト([軸リスト])から軸[y1]を選択します。
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次に、以下の値を設定します。
パラメータ 値
[スケール] [リニア]
[範囲選択] [固定範囲: 最小、最大]:
[最小[℃ ]] 0
[最大[℃ ]] 40
[ティック選択] [固定距離のティック]
[ティック距離[℃ ]] 5

図 軸の設定24: y
設定を適用するには、[OK]ボタンをクリックします。
· カーブウィンドウのコンテキストメニュー項目[構成] > [グリッド]を使用して、グリッドを表示します。
· テキストボックスを挿入して、テキスト「Measurement Thermocouple」を入力し、フォントサイズとWidgetサ
イズを調整します。
· Deactivate the Design mode ( ) (Ribbon Panel-Design (or for a simplified view: Home) > Design
Mode).
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測定の開始、結果の確認
· Start the measurement  ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Start).

図25は、温度信号の経過表示の例を示します。

図 温度をプロットしたカーブウィンドウ25: 

保存
これでこの例が完成したので、それを保存できます。

· Stop the measurement ( ) (Ribbon Home (or Setup/Panel-Control) > Stop).
· 試験設定を保存( )して、「Thermocouple measurement」という名前を付けます。

5.10  最新の変更点
Rev. 3.3の修正とバグ修正
章 修正
Timestart 全てのデバイスを同時に起動する場合の前提条件について、詳細に説明しました。
デフォルト値 新規
列挙子クラス 新規
センサ 全面的に見直しました。
チュートリアル データ保存の例
ディスクスタート オートリピートモードに関する説明を追加しました。
その他のパラメータ ブリッジ供給(オン/オフ) [eBridgeSupplyOnOffAction]
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Rev. 3.1の修正とバグ修正
章 修正
ダウンロードと再構成 FAQを補足しました。
パラメータセット および
Mapping

新規

メタデータと追加の列 新規

Rev. 3.0の修正とバグ修正
章 修正
モジュールプロパティ CRFXモジュールの操作 - モジュールの削除と交換
imc CRONOSflexモジュー
ル

モジュール式デバイス(CRFXなど)に関する情報と特性について追加しました。

インクリメンタルエンコーダ 測定モードの詳細について説明しました(デバイスのマニュアルより抜粋)。

Transferring an
experiment to other
devices

他のデバイスで試験設定を開始する方法について説明しました。

他の列 列タイプ: パラメータセットインポート列について説明しました。
全ての補助ファイルのパラメータと設定について説明しました。
新しい例の作成と既存の例の見直しを行いました。

Sampling &
Preprocessing

ファイルタイプ(24ビット)を追加しました。

補助ファイル 補助ファイル(特性カーブ、メッセージングファイル)の管理
Storage 保存間隔カウントに関する注意: プログラムにロードされている測定は削除されません。
ディスクスタート構成の作
成

umeファイルの名前をumsファイルに変更する必要はありません。オートスタートを使用するディスクスタ
ート構成を作成すると、umsファイルが自動的に生成されます。

Channel definition 名前の最大文字数に関する注意を追加しました。
Sensor Database -
imcSENSORS

新規

TEDS - Sensors 更新および補足しました。
Additional Pages 既存のSetupページを挿入する方法に関する説明を更新しました。
チュートリアル 更新および補足しました。
ファームウェア 異なるファームウェアバージョン間の互換性および複数のファームウェアバージョンの同時使用に関する

説明を追加しました。
Balance - Tare and
Bridge

注意を見直して、測定実行中でもテア/ブリッジのバランスを実行できることを示しました。

Other parameters
(Configuring Channels
and Variables)

以下の他のパラメータについて説明しました。
· コネクタ
· 列挙されたチャンネル番号
· 現在値

トリガの設定 チャンネルからトリガ割り当てが削除されたときのプリトリガ設定の自動削除に関する注意を追加しまし
た。

ダウンロードと再構成 複数の「書き込みプログラム」がそれぞれ独自の値を初期化(ダウンロード)中に変数に書き込もうとした
場合にどうなるかに関する注意を補足しました。

imcDEVICES試験設定
のインポート

新規
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章 バグ修正
ディスクスタート構成の作
成

ディスクスタート試験設定では試験設定が未知であっても任意のPCが実行中の測定に接続できると
いう説明を削除しました。

Rev. 2.2の修正とバグ修正
章 修正
Configuring Channels
and Variables

チャンネル設定ページがチャンネルと変数に分割されました。

Configuring Channels
and Variables
および
トリガの設定

[トリガイベント]ダイアログが削除され、[説明]は[設定]ページの[トリガ]に移動されました。

リボン リボンを部分的に見直しました。
ドキュメント(試験設定の説
明)

[試験設定]ページの名前が[ドキュメント]ページに変更されました。
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6  Setup - デバイスへの接続
imc測定デバイスとPCを接続する方法は複数あります。ほとんどの場合、LAN(ローカルエリアネットワーク、イ
ーサネット)経由の接続 が実装されています。PCと測定デバイスを接続する最も速い方法については、
「LAN経由で接続するための4つの手順」 を参照してください。
ただし、ほかにも以下の接続タイプがあります。
· モデム (PPP経由のTCP/IP)
· WLAN
· ラジオモデム (GSM、携帯電話ネットワーク)
· ヌルモデム (シリアルインターフェース)
これらについては、別の章である「デバイス接続用の特殊なオプション」 を参照してください。
デバイスは、TCP/IPプロトコルを排他的に使用します。このプロトコルを使用するには、ローカルネットワークの設
定と調整が必要になる場合があります。そのために、ネットワーク管理者のサポートが必要になる場合がありま
す。

注意

· LAN、ワイヤレスLAN、モデムなどのTCP/IP接続を複数使用する場合は、「複数のTCP/IP接続を使用する
コンピュータ」 の注意事項を守ってください。

6.1  LAN経由の接続
LAN経由で接続するには、以下の2つのオプションがあります。
1. ネットワークスイッチ、ハブなどを経由して、測定デバイスを既存のネットワークに接続します。
2. 測定デバイスをPC上のネットワークアダプタに直接接続(ポイントツーポイント)します。
LANでは、1番目のオプションが実装されているのが普通です。両方のオプションで、必要なケーブルは異なりま
す! 最新のPCとネットワークスイッチは、通常はAuto-MDI(X)自動クロスオーバー認識を装備しているので、複数
の異なるケーブルを用意する必要はありません。

1. 既存のネットワークへの接続:
· CB-UTP-3など、非クロスUTPケーブルが必要です。
· 測定デバイスのLANジャックをスイッチに接続します。ハブまたはスイッチを使用する場合のみ複数のデバイスを
実行できます。

2. PCへの直接接続(ポイントツーポイント):
· AUTO-MDI(X)クロスオーバー検出を装備している古いPCを使用している場合、特殊な「クロス」UTPケーブル

(CB-UTPX-3などのカテゴリ5、RJ45コネクタ)が必要です。
· 測定デバイスのLANコネクタをPCのLANジャックに直接接続します。
推奨されるネットワーク構成:
転送帯域幅を最大化するために、可能であれば、常に最新のネットワーク機器を使用してください。現在の標
準(2014年)は、100BASE-T (ファストイーサネット100MBit/s)または1000BASE-T (ギガビットイーサネット)です。ギ
ガビットイーサネットネットワーク機器(スイッチ)には下位互換性があるので、imcデバイスは100MBitファストイー
サネットで動作可能です。
スイッチからPCまたはデバイスまでのケーブル長は100m未満である必要があります。シールド付きケーブルを使用
してください。長さが100mを超える場合は、別のHUBを挿入する必要があります。システムを既存のネットワーク
に統合する場合は、最低限のデータレートが保証可能であることを確認する必要があります。確認できない場
合は、ネットワークブリッジを使用する必要があります。
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6.2  LANを通じた4段階での接続
最も一般的なケースについて以下に説明します。PCとデバイスはケーブルまたはスイッチを使って接続されます。
デバイスのIPアドレスは、PCのアドレス範囲内で設定する必要があります。その後、デバイスをPCと接続できま
す。接続が以前に設定されている場合、ソフトウェアはデバイスのハードウェア構成を認識しています。この場
合、試験設定は、デバイスへの接続なしに準備することはできません。

プロシージャ1: PCのIPアドレスの確認
測定デバイスの構成を開始するために、お使いのコンピュータのIPアドレスを確認する必要があります(以下の
スクリーンショットと文章はMS Windows 10に関するものです)。これを行う方法は数通りあります。お持ちの管理
者権限によっては、お使いのPC上で一部の方法を実行できない場合があります。この場合、信用できる管理
者/ITサービスに問い合わせる必要があります。
IPアドレスを確認する前に、測定デバイスをPCと接続し、アクティブ化します。
構成ダイアログを開くには、次のいずれかの方法を使用します。

· Windowsのコントロールパネルを開き、「ネットワーク接続の表示」を検索します。
· [ネットワーク接続の表示]を選択します。

· WINDOWSキー + R [Win-R]キーの組み合わせを使用して、Windowsの入力ボックスを開きます。
· エディットボックスに次のコマンドを入力します。
control netconnections

[ネットワーク接続]ウィンドウが表示されます。お使いのネットワーク接続の項目上でマウスを右クリックし、コンテ
キストメニューでもう一度[プロパティ]項目を選択します。その後、[接続プロパティ]ウィンドウが表示されます。
インターネットプロトコルバージョン4 (TCP/IP4)のバージョン4を選択し、[プロパティ]をクリックします。これで、現
在の設定が表示されます。コンピュータのIPアドレス(3)およびサブネットマスク(4)を書き留めてください。

インターネットプロトコルの選択(TCP/IP) の設定TCP/IP
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警告
同じネットワークカードが使用される場合、会社のネットワークに後から問題が生じる可能性があるため、設定
を変更する際は注意してください。このことについて信頼できる管理者/ITサービスに相談してください。

注: [IPアドレスを自動的に取得する] (DHCP)
[IPアドレスを自動的に取得する] (DHCP)が選択されている場合、IPアドレスは表示されません。この場合、コ
マンドプロンプト/コマンドラインを使用して現在のIPアドレスを確認する必要があります。
ただし、自動的に取得されたIPアドレスは、次回オペレーティングシステムが起動されたときに変更される場合
があります。

コマンドラインを使用したIPアドレスの確認
WINDOWSキー + R [Win-R]キーの組み合わせを使用して、Windowsの入力ボックスを開きます。cmdと入
力し、Returnキーを押して確定します。その後表示されるコマンドラインウィンドウで、ipconfigと入力しま
す。
これで、目的のネットワーク接続のIPアドレスを確認できます。

「 」コマンドの結果ipconfig
この場合、PCはIP 192.168.10.2とサブネットマスク255.255.255.0を使用しています。このため、測定デバイス
は、最後のブロック内のPCとは異なる数字にする必要があります。

示されている例では、固定IP 192.168.10.2およびサブネットマスク255.255.255.0が選択されています。測定デバ
イスには、192.168.10.で始まり、0、2、または255を含まない数字が適しています。可能であれば、特別な意味
があるため、0と255は使用すべきではありません。また、2はコンピュータの番号であるため、測定デバイスには適
しません。

プロシージャ2: 測定デバイスの接続
測定デバイスを直接お使いのPCに接続する場合、状況によっては「クロス」ネットワークケーブルを使用する
必要があります。測定デバイスがネットワークハブまたは、スイッチ、パッチボックスを通じてネットワークに接続さ
れている場合、クロス以外のネットワークケーブルを使用します。最新のPCおよびネットワークスイッチは電子
的に切り替えることができます。このため、どちらのケーブルでも使用できます。
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プロシージャ3: IP構成

imcSTUDIOを起動します。[デバイスインターフェース] ( )ボタンをクリックすると、デバイスのIPアドレスを構
成するダイアログが開きます。
リボン ビュー
[Setup-構成] > [デバイスインターフェース] ( ) 完全

現在表示されているビューにこのボタンがないとき、新しいデバイスを検出できなかった場合にデバイスの検索後
に、このダイアログを開くこともできます。その後、不適切に設定されたネットワークインターフェースによってデバイ
スを検索するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。[はい]をクリックして、このメッセージボックスを閉じます。
ダイアログが起動すると、ネットワーク内のすべてのデバイスが自動的に検索されます。ツリーダイヤグラムにすべ
ての使用可能なデバイスが示されます。[現在到達不能]グループ内にデバイスが表示されている場合、LAN
設定を行う必要があります。[測定準備完了]グループ内にデバイスが表示されている場合、現在の設定を保
持するか、表示することができます。
デバイスを選択します。

見つかった測定デバイスと アドレスの表示IP
構成タイプ: [DHCP]が使用されている場合、DHCPサーバからIPアドレスが自動的に取得されます。デバイスと
PCがクロスケーブルで直接接続されている場合、DHCPを無効にする必要があります。DHCPを通じて設定値を
取得できない場合、代替値が使用されます。これらは接続のエラー(異なるネットワーク、同じIPアドレスなど)
の原因となることがあります。
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DHCPを使用しない場合、IPアドレスを手動で設定する必要があります。デバイスのIPアドレスとPCのIPアドレス
は一致している必要があります。つまり、ネットワークマスクのデバイスを表す部分のみが異なる状態になります
(例を参照)。

IP設定の例 PC デバイス
IPアドレス  10.0.0.34  10.0.0.45
ネットワークマスク 255.255.255.0 255.255.255.0

変更を適用するために、[適用]ボタンをクリックします。デバイスが再起動するまで待ち、ダイアログを閉じます。

注: モデムまたはPCMCIAカードを通じた接続
デバイスへの接続がモデムまたはPCMCIAカードを通じて確立されている場合、imcDEVICESインターフェース
構成プログラムを[詳細な構成]ボタンをクリックして起動します。
詳細な説明は、「Setup - Connect the device」の章の「デバイス接続用の特殊なオプション」 を参照してく
ださい。

プロシージャ4: デバイスの試験設定への統合
これで、デバイスをimcSTUDIO試験設定に追加する準備ができました。 
デバイスがシステムで認識されていない場合は、まずデバイス検索 を実行します。メニューボタン[デバイスの
検索] ( )を使用します。
希望するデバイスを選択します。目的のデバイスの[選択]チェックボックスをクリックすると、それを試験設定内で
使用する準備ができます(「デバイス検索 - 既知と選択」 を参照)。

試験設定用に複数のデバイスを選択することもできます。
これで、デバイスは既知になります。次のプログラムの開始後に、そのデバイスが選択可能になります。詳細につ
いては、プラグインSetup のマニュアルを参照してください。
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6.3  デバイス接続用の特殊なオプション
デバイスを接続するための別の方法を、以下に示します。その他の特殊なケースについては、「LAN接続」セク
ションを参照してください。

6.3.1  デバイスとTCP/IP
以下のプロシージャに従って作業を行う必要がありますが、最初に全体を通して読み、どのような作業が必要か
確認してから作業を開始してください。

一般的な準備
TCP/IPを使用するimcデバイスでは、従来型のネットワークインターフェース(LAN)をサポートしています。
LANインターフェースを持つデバイスの場合、次のパラメータを正しく設定する必要があります。
· IPアドレス
· サブネットマスク
· DNSサーバアドレス(オプション)
· ドメイン(オプション)
· ルータアドレス(オプション)

ネットワークにDHCPサーバが接続されている場合、デバイスのスイッチをオ
ンにした時点で、これらのデータが自動的に取得されます。ただし、ネット
ワーク管理者が、DHCPサーバとDNSサーバに必要な設定を行っている
必要があります。このような環境の場合は、このセクションの残りの部分を
とばし、「PCの構成」 まで進んでください。

管理者への注意
· 当社では、IPアドレスをデバイスへ固定割り当てし、無制限のリース時間を設定することをお勧めしていま
す。また、デバイスのホスト名は変更できません。このホスト名は、"imcDev__99030143"のようにプリフィックス
とデバイスのシリアルナンバーで構成されています。
PPPインターフェースを持つデバイスの場合は、以下のパラメータを設定してもよいでしょう。

· ローカルおよびリモートのIPアドレス
· モデムまたはケーブルに対するシリアルインターフェースのボーレートおよびプロトコル
· DNSサーバアドレス(オプション) 
· ユーザ名とパスワード(オプション)
· 接続および接続解除用のスクリプト(オプション)

DHCPサーバがない場合は、以下に示すプロシージャにより、必要なデバイス設定を行わなければなりません。そ
の場合、使用するデバイスユニットに対して管理者からIPアドレスを割り当ててもらう必要があり、割り当てられた
アドレスを記録しておく必要があります。DNSサーバがある場合、管理者はDNSサーバ上でそのデバイスユニット
を登録する必要があります。その場合、DNSサーバに登録されたネットワークドメインのIPアドレスと名前も記録し
ておく必要があります。
また、デバイスが動作するサブネットを調べ、対応するサブネットマスクを記録する必要があります。デバイスユニッ
トが使用するルータのIPアドレスも必要になります。
上記の全ての情報を収集したら、次のセクションに進むことができます。
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6.3.1.1  PCの構成
TCP/IPデバイスを使用するには、PCにTCP/IPプロトコルをインストールし、TCP/IPに対応させる必要があります。
ここでは、ご使用のPCでTCP/IPがすでに正しく設定されているものとして説明を進めます。設定が完了していな
い場合は、ネットワークカードのマニュアルやWindowsのヘルプテキストの説明に従い、PCにTCP/IPをインストール
してください。
PCが既存のネットワーク上にある場合は、PCのIPアドレスを変更しないでください。その場合は、測定デバイスの
構成を調整するだけにしてください。「PPPを使用するデバイスとTCP/IP」 の章には、お使いのPCでPPPデバイ
スを実行するための準備に関するヒントが記載されています。

ファイアウォールとポート
PCでファイアウォールが設定されている場合は、使用するポートにソフトウェアからアクセスできることを確認する必
要があります。その方法として最も簡単なのは、imcSTUDIO内からプログラムを有効にするという方法です。
使用するポートは、以下のとおりです。
· UDP 1200
· TCP 1200～1202
例(Windows XPの場合):
1.Windowsの[スタート]ボタンをクリックして、[コントロール パネル]を開きます。[セキュリティ センター]を選択しま
す。
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2.[Windows ファイアウォール]を選択し、[例外]タブを表示します。
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3.[プログラムの追加]ボタンをクリックします。

4.imcDEVICESおよびimcSTUDIOで始まるプログラムを見つけ、[OK]をクリックします。

[OK]をクリックして、ダイアログを閉じます。
注

また、ポートを有効にすることもできます。その場合は、UDPおよびTCP用の各ポートを指定する必要がありま
す。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

273デバイス接続用の特殊なオプション

6.3.1.2  様々なネットワーク環境におけるTCP/IPデバイスの使用
PCと測定デバイスを両方とも1つのネットワーク(企業ネットワークなど)内で稼動できなければならない場合もあり
ます(モバイルアプリケーションの場合はポイントツーポイント接続を使用)。どちらの設定でも有用かつ信頼性の
高いオペレーションを可能にするには、以下のように処理します。
比較的大規模なネットワークでは、ネットワークのPCのIPアドレスが通常、自動的に割り当てられます
(Windows XPの場合の例: [ネットワーク設定] > [インターネットプロトコル(TCP/IP)] > [プロパティ] > [IPアドレスの
自動取得])。そのため、ネットワークにはDHCP(Dynamic Host Configuration Protocol: ダイナミックホスト構成
プロトコル)サーバが付属しています。
そのようなネットワーク(PC～ネットワーク間に物理的接続(イーサネットケーブル)が存在)内のPCでWindowsオペ
レーティングシステムを起動すると、PCに適切なIPアドレスが自動的に割り当てられ、サブネットマスクの値が設定
されます。測定デバイスは、デバイスのDHCPの使用が有効な場合、同じ方法で適切なIPアドレスとサブネットマ
スクを取得することができます。そのため、DHCPサーバが存在するネットワーク内では、アドレスの競合がなく、
ネットワーク内でのデバイスの検出に関する問題点も発生しません。
同じPCをこのようなネットワーク環境の外部(DHCPサーバが存在しない車載環境など)で起動すると、IPアドレス
の割り当てはAPIPAプロトコル(自動プライベートIPア ドレス指定)に従って実行されます。そのような場合、IPアド
レスはWindowsオペレーティングシステムにより、IPアドレスの予約済み範囲(169.254.0.1～169.254.255.254)か
ら割り当てられます。169.254.255.254)。サブネットマスクは、255.255.0.0という値に設定されます。「AutoIP」
も参照してください。
この場合、測定デバイスではデバイス内で設定されているIPアドレスを使用します。APIPAで予約されている範
囲のアドレスをIPアドレスとしてデバイス内で選択し、サブネットマスクを値255.255.0.0(デバイスでのDHCPの使用
は有効なまま)に設定しても、企業ネットワーク内のPC～デバイス間で問題なく接続を設定することができます。

注
· PCで実際に使用されるIPアドレスとサブネットマスクの値は、「(MSDOSの)入力プロンプト」に以下のコマンドラ
インを入力すれば特定することができます。

Windows 2000/XP/Vista/7 ipconfig /all
· デバイスのIPアドレスをAPIPAの予約済み範囲内で設定する場合、利用可能なDHCPサーバがないのであ
れば、PCに割り当て済みのIPアドレスをまずチェックする必要があります。そのためには、PCの電源を切り、
ネットワークから切断する必要があります。PCの電源を入れた後、現在使用中のIPアドレスを前述の操作に
より特定します。そのIPアドレスは、書き留めておく必要があります。

· どのデバイスにも、独自のIPアドレスが割り当てられます。これは、APIPAの予約済み範囲内のIPアドレスの
割り当てについても同じです。これにより、DHCPサーバがないネットワーク内でもアドレスの競合が回避されま
す。

· 基本的に、デバイス～ネットワーク間の物理的接続(イーサネットケーブル)は、IPアドレスの自動割り当てが
実行されるように、デバイスがアクティブ化される前に設定する必要があります。IPアドレスの自動参照に失
敗すると、設定済みのIPアドレスはその時点からデバイスがディアクティベートされるまで、有効な状態のままと
なります。ただし、このアドレスは一般的に、ネットワーク内で使用されるIPアドレスとして不適切であり、アド
レスが競合したり、ネットワーク内でデバイスの検出が失敗したりする原因となる可能性があります。
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6.3.1.2.1  複数のTCP/IP接続を使用するコンピュータ
PCシステムで複数のTCP/IPインターフェースを設定している場合、それぞれのインターフェースに異なるサブネット
を登録する必要があります。同じサブネットを設定していると、競合が発生する可能性があります。複数のTCP/
IPインターフェースを設定する理由として、次のようなことが挙げられます。
· 2枚のネットワークボードを使用することにより、企業ネットワークへの接続と測定デバイスへの接続を分離する
ため。

· モデム(PPP)経由で測定デバイスに接続することがあるため。
· Bluetooth接続を追加しているため。
アドレスの設定は、たとえば次のようになります。

測定デバイス 企業用ルータ ネットワークボード1 ネットワークボード2
IPアドレス 192.168.1.3 192.168.0.1 192.168.1.26 192.168.0.13
サブネットマスク 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0 255.255.255.0

この例の場合、PCはネットワークボード1を介してデバイスと通信し、ボード2を介して企業ネットワークと通信しま
す。

6.3.1.2.2  DHCPとAPIPA
ここで示す設定は、PCではなくimcデバイスに適用されます。
· DHCPを使用: (ダイナミックホスト構成プロトコル)デバイスは、自らの設定をDHCPサーバから取得しようとしま
す。DHCPサーバが利用できないと、固定の設定が使用されます。これは、Windows PCの代替構成に対応
しています。

· DHCP ClientID: IP割り当て用に特殊なDHCPクライアントIDがDHCPサーバに必要な場合は、DHCPクライアン
トIDを入力することができます。何も入力しないと、MACアドレス が使用されます。DHCPサーバによって、
特定の範囲から測定デバイスにIPが割り当てられるとします。そのような場合は、「MeasDev 1」などを入力す
ることができます。

· DHCPホスト名: DHCPホスト名を介したデバイスへのアクセスを管理者が有効にしている場合は、DHCPホスト
名をここに入力します。そうでない場合、このボックスは空のままにします。

· Auto-IP (DHCP + APIPA): (自動プライベートIPアドレス指定) [DHCPを使用]は、このオプションと共に自動的
に有効になります。DHCPサーバに到達できない場合、該当アドレスの固定の設定は使用されません。その代
わり、該当デバイスでは乱数ジェネレータを使用し、169.254.1.0～169.254.254.255の範囲のアドレスを取得
します。生成されたアドレスは、その後、使用可能か否かがテストされます。別のデバイスで既に使用されてい
る場合は、使用されていないアドレスが見つかるまで、検索が繰り返し実行されます。

注
PCのネットワークインターフェースが[IPアドレスの自動取得](DHCPなど)に設定されている場合は、ネットワーク
接続がいったん切れた後、復旧する(ファームウェア更新中のデバイスインターフェースの再起動など)と、ポイン
トツーポイント接続で問題が発生します。
そのような場合は、PCのネットワークインターフェースが(恒久的に有効なIPアドレスを使用して)完全に再開さ
れるまで、デバイス接続の復旧が遅延します。
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6.3.2  LAN経由のデバイス接続
imcSTUDIOには多様なインターフェース構成オプションがあります。

プログラム 説明
デバイスインターフェース デバイスのLAN構成を変更するための簡易なガイド付きインターフェースが提供されます。

簡易な構成では不十分な場合は、ダイアログ[インターフェース-構成] を通じて高度なアシスタントを起
動できます。
以下に、ダイアログを通じて構成できる接続タイプとできない接続タイプを示します。

可能 不可能
LAN経由のデバイス接続 モデム経由のデバイス接続(PPPを使用したTCP/IP)
WLAN経由のデバイス接続

IP構成のみ
WLAN経由のデバイス接続
速度、暗号化などの詳細な構成。ただし、[インターフェー
ス-構成] を使用してあらかじめ構成する必要あり。

インターフェース-構成 [インターフェース-構成]は、新しいマザーボード(イーサネットインターフェースにLEDが2つ)を持つimcデバイス
を設定するためのものです。新しいデバイスのモデム(PPP)またはPCMCIAの設定は、[インターフェース-構
成]でしか実行することができません。2003年7月までに製造されたデバイスでは、[インターフェース-構成]が
サポートされていません。

TCP/IP-Config TCP/IP-Configは、2003年7月までに製造された旧デバイスを設定するためのものです。これらのデバイス
は、imcSTUDIOでサポートされていません。代わりにimcDEVICESを使用してください。TCP/IP-Config
のドキュメントは、imcDEVICESのドキュメントに含まれています。

6.3.2.1  LAN構成
ダイアログ[デバイスインターフェース]および[インターフェース-構成]を使用すると、デバイスに対する接続を確
立できるかどうかを判断することができます。デバイスのネットワークシステムを見直し、その設定をローカルネットワ
ークに適合させることができます。
全ての項目の妥当性がチェックされるので、不適切な入力を防ぐことができます。それでも、構成を行うには、シ
ステムに関する専門知識が必要であり、ネットワーク管理者のサポートが必要になる場合があります。

準備:
デバイスをLANに接続し(LAN経由の接続 )、デバイスのスイッチをオンにします。

注: デバイスが見つからない
· 以下に説明されている方法でデバイスが検出されない場合は、ご使用のPCとデバイスがネットワークに正しく
接続されており、アクティブになっているかを確認してください。

· それでもデバイスが正常に検出されない場合は、PCに対する直接接続(LAN経由の接続 )を設定しま
す。ファイアウォールとポート の設定によりデバイスに対するネットワーク接続が抑止されていないことも確
認する必要があります。

注: DHCP
DHCP(ダイナミックホスト構成プロトコル)と適切なサーバを併用すると、デバイスにIPアドレスを動的に割り当て
ることができます(「DHCPとAPIPA」 を参照)。
デバイスは、DHCPに設定されて出荷されます。DHCPサーバがネットワーク内でアクティブになっている場
合、手作業による設定は不要です。疑問点がある場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

警告: 無効なIPアドレス
既存ネットワーク内のデバイスに適した有効かつ利用可能なIPアドレスを設定するには、ネットワーク管理者に
必ずお問い合わせください。ネットワーク内の別のデバイスで既に使用されているIPアドレスを設定すると、ネッ
トワーク内のいずれかのデバイスが利用不能になります。
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デバイスインターフェースによるLAN構成

imcSTUDIOを起動します。[デバイスインターフェース]( )ボタンをクリックして、デバイスIPアドレスを構成す
るためのダイアログを開きます。
リボン ビュー
[Setup-構成] > [デバイスインターフェース] ( ) 完全

現在表示されているビューにこのボタンがないとき、新しいデバイスを検出できなかった場合にデバイスの検索後
に、このダイアログを開くこともできます。その後、不適切に設定されたネットワークインターフェースによってデバイ
スを検索するかどうかを尋ねるプロンプトが表示されます。[はい]をクリックして、このメッセージボックスを閉じます。
ダイアログが起動すると、ネットワーク内のすべてのデバイスが自動的に検索されます。ツリーダイヤグラムにすべ
ての使用可能なデバイスが示されます。[現在到達不能]グループ内にデバイスが表示されている場合、LAN
設定を行う必要があります。[測定準備完了]グループ内にデバイスが表示されている場合、現在の設定を保
持するか、表示することができます。
デバイスを選択します。

見つかった測定デバイスと アドレスの表示IP
右側部分は、4つの領域に分割されています。
領域 説明
デバイス情報 デバイスの識別情報がリストされます。
[現在のPC構成] デバイスが見つかったPCアダプタの現在の構成がリストされます。
[現在のデバイス構成] デバイスアダプタの現在の構成がリストされます。
[新しいデバイス構成] ここで、デバイスインターフェース構成を変更できます。
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[構成の修正候補によるサポート]
このダイアログは、インターフェースの構成に関するサポートを提供します。デバイスの構成がPCに対して適切で
ない場合、適切な構成を見つけたり、修正候補を確認したりできます。修正候補には「緑色」の陰影が付きま
す。
修正候補は厳密に確認してください。修正候補を使用するには、まず、そのIPアドレスが有効で使用
可能なIPアドレスであることを確認してください。
PC構成に応じて、次に空いているIPアドレスが修正候補として提示されます。空いているIPアドレスが、現在オ
フになっているデバイスによって占有されている可能性があります。多くの場合、提案される構成は「ポイントツー
ポイント接続」に使用できます(この場合はネットワーク内に他のデバイスがないため)。
適切な修正候補がない:
場合によっては、IPアドレスが提案されないことがあります。IT側の都合で、ソフトウェアで全てのIPアドレスにわた
る検索を実行できないために、少数のIPアドレスのみがチェックされます。チェックされた全てのアドレスが占有され
ている場合、結果は返されません。デバイスが再度選択されると、他のアドレスに対して新しい検索が開始され
ます。
アドレスが提案されない場合、それ以上の検索は実行せずに、手動で適切なアドレスを入力することをお勧め
します。
プロシージャ
· デバイスを選択します。
· 設定を確認し、適切な変更を行います。
· 測定デバイスに対する変更を書き込むには、[適用]ボタンをクリックします。[適用]
構成がデバイスに書き込まれると、ウォームスタートが実行され、新しい設定が有効になります。この処理には少
し時間がかかります。

詳細構成
一部のネットワークでは、ダイアログを通じた構成では不十分です。たとえば、WLANを通じたデバイス接続を有
効にすることはできますが、ダイアログでは構成できません。デバイス接続をモデム経由で確立することはできませ
ん(PPPを使用したTCP/IP)。この場合は、[詳細構成]ボタンをクリックします。ダイアログ[インターフェース-構
成]が開きます。デバイスインターフェースを構成するための指示に従います。

[インターフェース-構成]によるLAN構成

プロシージャ
· imcDEVICESインターフェース-構成プログラムを起動します。
このプログラムは、imcSTUDIOまたはスタートメニューを通じて起動できます。

imcSTUDIOの使用:
· imcSTUDIOを起動します。[デバイスインターフェース]ボタン( ) (リボンの[Setup-構成] > [デバイスインタ

ーフェース])を使用して、デバイスのIPアドレスを構成するダイアログを開きます。
· 次に、[詳細構成]ボタンをクリックします。
スタートメニューの場合:
· プログラムimcDEVICESインターフェース-構成を[imc]プログラムグループから起動します。
左側にPCというラベルの付いたツリーがあり、その下にTCP/IPを使用するネットワークアダプタごとに項目が1つあり
ます。ここには通常、ご使用のPCの名前またはIPアドレスが表示されます。各項目は、ドメイン名または関連す
るアダプタのIPアドレスから構成されます。これには、ダイヤルアップネットワークのアダプタが含まれます。
· ネットワークアダプタの項目をダブルクリックして、自動検索を開始します。ネットワークとその接続デバイス数に
よって、時間が少しかかる場合もあります。
処理が終わると、アダプタ下で利用可能なデバイスが全て、ツリーダイヤグラムに表示されます。
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· デバイスの名前をダブルクリックした後、LAN項目をクリックします。測定デバイスの現在の構成(下図参照)が
表示されます。

注: 非アクティブな項目
全ての項目が非アクティブになっている場合、または項目がまったく表示されていない場合は、PCが正しく設定
されていません。その場合は、プログラムを終了し、全てのネットワーク設定を確認してください。その後、構成
を繰り返してください。

TCP/IPの構成
· ツリーダイヤグラムのLANをクリックし、ネットワーク設定を実行します。
· 右側の領域にIP設定を入力します。
[現在の状態]: デバイスアダプタの現在の構成がリスト表示されます。
[IP設定]: ここで、デバイスインターフェース構成を変更できます。
このようにして、全ての測定デバイスの設定を変更できます。
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[変更を承認]
構成内容は、[確定]ボタンをクリックした場合にだけ、各測定デバイスに書き込まれます。
· 構成後に、もう一度デバイスを選択して、概要に戻ります。

· [適用する設定]グループで、変更が適用されるデバイスアダプタを選択します。
· 測定デバイスに対する変更を書き込むために、[適用]ボタンをクリックします。[適用]ボタンをクリックします。
構成がデバイスに書き込まれると、ウォームスタートが実行され、新しい設定が有効になります。この処理には少
し時間がかかります。
変更の無効化
全ての変更を無効にするには、[インターフェース-構成]を終了し、「全ての変更を無効にしますか?」というプロン
プトに「はい」と応答するだけです。このプロンプトに「いいえ」と応答した場合、ダイアログの右側で設定した項
目はそのまま残ります。ただし、それらの項目は、[確定]ボタンをクリックした場合にのみ適用されます。
現在の設定のエクスポート
文書作成のために、デバイス内の現在適用可能なインターフェース設定をCFGファイルにエクスポートできます。
インポートはできません。自動的にデバイスフォルダが宛先になり、提示されるファイル名は接尾辞が付けられた
デバイスの名前になります。

注
· 確定後、[インターフェース-構成]を使用すると、ネットワーククラスに共通でないフォーマットをサブネットマスク
に持たせることができます。
例: 192で始まるネットワークは、いわゆるクラスCのネットワークです。そのようなネットワークは常に、
255.255.255.Xというフォーマットのサブネットを使用します。特殊な状況では、フォーマットを255.255.X.Xに変
更する必要があります。
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6.3.2.2  ルータ経由のTCP/IP、PPP
ネットワークが構造化されている場合(ネットワークがルータ、インターネットなどによって構成されている場合)は、
imcデバイスをネットワーク検索によって統合することができませんでした。しかし、現在では、IPアドレスやドメイン
名(DNS名)の知識があれば、デバイスを統合し、[デバイス]の表 に入力し、接続を確立します。
このためには、IPアドレスまたはDNS名によるデバイス検索を実行します。
リボン ビュー
[Setup-制御] > [IP/DNSによるデバイスの検索]( ) 完全

以下のように操作します。
1. [IP/DNSによるデバイスの検索]ダイアログを開きます。

2. IPアドレスまたはDNS名を入力します。
3. [OK]ボタンをクリックすると、接続の確立が試行されます。接続の確立に成功すると、デバイスがシステムに
統合されます。

注
ダイヤルアップネットワーク経由でPCに接続するデバイスを定義するにはまず、ダイヤルアップ接続を設定する必
要があります。

139
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6.3.3  WLAN経由のデバイス接続
このオプションは、グループ2 以降のデバイス専用であり、[インターフェース-構成]を使用してのみ設定できま
す。

パラメータ 説明
ネットワークタイプ アクセスポイントを使用しない場合は「アドホック」、使用する場合は「管理下」に設定します。
[ネットワークセルID] これは、アクセスポイント(4桁の16進文字)の選択に必要です。
[ネットワーク名] デバイスの統合先ネットワークの名前。この名前は、互いに通信する全てのデバイスおよびPCで同一でなけ

ればなりません(最大32文字)。
チャンネル デュアルバンドWLANでは、1～13、および37以上のチャンネルを選択することができます。国内の全ての規

制を順守してください。たとえば、米国の場合は、チャンネル12および13を使用することができません。
速度 [自動]の意味は、統合WLANカードによって異なります。[11Mbit/s最大]の場合、システムはデータを

11Mbitで転送しようとします。ただし、接続があまりに不良の場合は、転送レートが自動的に低減します。
[11Mbit/s 固定]に設定すると、転送レートが自動的に調節されなくなります。

[暗号キー] この暗号キーは、全ての参加デバイスで同じにする必要があります。コンボボックスで設定した正確な数の文
字を入力する必要があります。104ビットの設定は、PCの多くのドライバでは128ビットと呼ばれます。

注
· 速度に最大値が設定されている場合、接続品質が悪いと、速度が自動的に調整されます。速度が頻繁
に調整されると、データがオーバーフローする可能性があります。そのような場合は、最大速度を落とします。

· デバイスでは、WLAN接続～LAN接続間でのデータ交換をサポートしていません。WLANに対する不正アク
セスが発生しても、LAN経由でデバイスがアクセスされる危険性はありません。

· グループ4以降のデバイスの場合、伝送速度は最大54Mbit/sです。前提条件は、システムの試運転が
2012年の夏以降に実施されていること、および使用するオペレーティングソフトウェアのバージョンがimc
Devices 2.7 R3 SP13またはimc STUDIO 4.0であることです。
注意: これらのデバイスの場合、旧バージョンのソフトウェアを使用してWLAN機能を正しく設定することはで
きません。

· グループ4以降(SN19xxxx)のデバイスの場合、転送速度は最大300Mbit/sです。したがって、転送速度は
[自動]に設定する必要があります。さらに、ネットワークタイプ[管理下]を有効にできますが、暗号キー
「WPA2-PSK CCMP/AES (8-63 Zeichen)」を選択してください。別の暗号化キーを選択すると、802.11n標準
に従って速度は54Mbit/sまで低下します。

83
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6.3.3.1  WLAN接続のセットアップ方法
統合無線LAN経由のPC - 統合無線LAN経由のデバイス

統合無線 経由の直接接続LAN
WLAN接続を使用すると、作業を大幅に簡略化することができます。ただし、WLANの接続が不良であると、作
業が非常に妨げられ、多くの場合、データがオーバーフローするおそれがあります。そのため、この方法は、安定し
た接続を保証できる場合にのみ使用してください。WLANとデバイスの直接統合以外に、WLANを使用した効
率的なデータ転送はその他のオプションでも実現できます。

アクセスポイント経由のPC - 統合無線LAN経由のデバイス

アクセスポイント経由の 統合無線 経由のデバイスPC - LAN
PCをアクセスポイントと接続します。この接続は、ケーブルまたは安定したWLAN接続によって行います。強力な
アンテナに十分な電源を提供できるような方法でアクセスポイントを選択します。

アクセスポイント経由のPC - アクセスポイント経由のデバイス

アクセスポイント経由の とデバイスPC
このオプションは、特に長距離の、問題点の多い空間にまたがる無線伝送に適しています。
距離が30mを超える場合は、両端でアクセスポイントを使用するようお勧めします。つまり、適切なアクセスポイ
ントの選択により電源を保証可能な、強力な指向性アンテナを使用することができます。
アクセスポイントとPCまたはデバイス間の接続は、ケーブルまたは安定したWLAN接続によって行います。
この場合、PCおよび測定デバイスからのインターフェースは、通常のLAN接続 のように構成します。ケーブル
は、無線接続に交換し、アクセスポイントによって管理します。これらの構成は、各機器のマニュアルに従って実
行する必要があります。
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6.3.3.2  アドホック無線LANとWindows 8 / 8.1
問題: Windows 8 /8.1以降には、アドホック接続はありません。
解決法: cmdを使用して、デバイスが確実に接続できるアクセスポイントを設定します。
· インターフェース-構成の[PCMCIA]の下で、これらのWLAN設定を作成します。
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· 管理者権限でcmdを呼び出します。ネットワークとパスワードを設定します。例を次に示します。 
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="SVT-NET2" key="0123456789"
netsh wlan start hostednetwork

これで、追加の接続が使用可能になり、

デバイスにアクセスできるようになります。IP設定で、デバイスの適切なアドレスを設定します。ここでは、たとえば
192.168.0.111にします。 
デバイスをデバイス検索で検出し、通常の方法で接続できるようになります。

注
コンピュータの再起動後は、この接続は使用できなくなります。上記の2行をバッチファイルに書き込むこともでき
ます。その後、これらのコマンドラインは管理者権限で実行する必要があります。これにより、接続設定が復元
されます。タスクとしての手順に関する以下の説明も参照してください。
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バッチファイルの作成とタスクスケジューラを通じた実行

バッチファイルの作成
次の2行を含むテキストファイルの作成

netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="AP_name " key="Password"
 netsh wlan start hostednetwork

例:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="SVT-NET2" key="0123456789"
 netsh wlan start hostednetwork

このファイルに「MyAP」などの名前と「.bat」という拡張子を付けます。
タスクスケジューラを使用したファイルの呼び出し
タスクスケジューラを起動します。
WINDOWSキー + Rを押し、Taskschd.mscと入力します。
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[タスクの作成]の使用
[全般]
「My_imcDEVICES_Wifi」などの名前を付けます。
[ユーザーがログオンしているかどうかにかかわらず実行する]を有効にし、[最上位の特権で実行する]を有効にし
ます。[構成:]の[Windows 8.1]を選択します。
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トリガ
[新規…]
[タスクの開始:]の[スタートアップ時]および[有効]を選択します。
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[操作]
[新規…]、[操作:][プログラムの開始]を選択し、バッチファイルを追加します。

[条件]および[設定]
全ての設定が無効になります。 



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

289デバイス接続用の特殊なオプション

6.3.4  モデム経由のデバイス接続(PPPを使用したTCP/IP)
PPP接続とは
PPPとは、ポイントツーポイントプロトコルの略語です。名前のとおり、このプロトコルは、任意の数の加入者がイー
サネットバス経由で互いに接続するイーサネット接続と異なり、2位置(1台のクライアントと1台のサーバ)間の接
続になります。クライアントでは常に、特定のサーバとの接続を設定し、そのサーバを登録します。サーバはクライ
アントの権限をチェックし、ネットワーク通信に参加する上で必要な全ての情報をクライアントに転送します。この
後、両者はネットワークインターフェースを構成し、両者間で接続が確立されることになります。PPPプロトコル
は、この予備的なプロシージャを管理するもので、実際の通信は処理しません。PPPプロトコルは両者間の一種
の「トンネル」として機能し、TCP/IPなどの実際のネットワーク通信プロトコルをパッケージングします。
TCP/IPベースのネットワークの場合、それぞれの加入者は、個別のIPアドレスで区別されます。厳密には、アドレ
スはPCやデバイスに割り当てられるのではなく、ネットワークインターフェースに割り当てられます。つまり、PCに2本
のイーサネット接続があれば、2つのIPアドレスを割り当てられるということになります。
IPアドレスは、イーサネットインターフェースのみでなく、IPプロトコルに従ってデータを転送できるネットワークインタ
ーフェースにも割り当てることができます。この意味では、Windowsのダイヤルアップネットワーク(PPPオプションをオ
ンにしたもの)でさえIPインターフェースになります。
このようなポイントツーポイント接続は、物理的にはシリアル接続になります。最も単純なケースでは、2台のPPP
加入者デバイスがヌルモデムケーブルで接続されますが、ほとんどの場合はモデムを介しての接続になります。

注
以上をまとめると、PPPはTCP/IPを組み合わせて使用することで、2台のPC/デバイスまたはネットワークをシリア
ルモデム回線経由で接続します。PPP接続は、ネットワークの加入者にとって透過的です。PPP接続は、ダイ
ヤルアップネットワークの1つのプロパティになります。

6.3.4.1  PPP経由の接続
PPP経由の接続の場合、デバイスでは、イーサネット接続に加え、シリアルインターフェースが必要になります。こ
のシリアルインターフェースは、モデムに接続することができます。この場合、測定デバイスがPPPサーバで、コントロ
ールPCがPPPクライアントになります。つまり、PCの側がデバイスを呼び出して接続を確立します。TCP/IPは、ネッ
トワークデータ転送プロトコルとして使用されます。
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6.3.4.2  PPPサーバとしてのデバイスの構成
測定デバイスは、PPPサーバとして構成することができます。
· グループ1 のデバイスを設定する場合は、TCP/IP Configという補足プログラムを使用します。
· グループ2 以降(2003年8月以降に製造)のデバイスを設定する場合は、補足プログラム[インターフェース-
構成]を使用します。

TCP/IP-Configによるデバイスの構成
PPP構成の場合、デバイスはイーサネット経由でPCと接続する必要があります。TCPIP-Configプログラムを起動
し、ネットワーク検索を実行します。
ダイアログの右側に、検出された全てのデバイスがリストされます。PPPオプションを持つデバイスを選択すると、
[PPPの設定]ボタンが使用可能になります。このボタンをクリックするとダイアログが表示され、imcユニットをPPPサ
ーバとして動作させる上で必要な全てのPPP設定を行うことができます。

PPPパラメータを設定するには、メインダイアログの[PPPの設定]ボタンをクリックします。
関連情報の詳細については、「TCP/IPデバイ
スのモデム構成」 の章を参照してください。
[OK]ボタンをクリックすると、PPPの設定がデバ
イスに書き込まれます。設定は、表示されるプ
ロンプトで確定した場合に限り、デバイスに登
録されます。このプロセスには数秒かかります。
「ネットワーク設定の適用中です」というメッセー
ジが[プロパティ]ボタンの隣に表示され、それが
消えると、デバイスの構成は正常に終了してい
ます。
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[インターフェース-構成]によるデバイスの構成
PPP構成の場合、デバイスはイーサネット経由でPCと接続する必要があります。[インターフェース-構成]プログラ
ムを起動します。ツリーダイヤグラムの左側でデバイスを選択します。デバイスの項目を展開し、[モデム]サブ項
目をクリックします。
デバイスをPPPサーバとして動作させる上で必要な全てのPPP設定は、画面右側のコントロールパネルで行いま
す。関連情報の詳細については、本章の「TCP/IPデバイスのモデム構成」 セクションを参照してください。

設定をimc測定デバイスに書き込むには、左側のデバイスの項目をクリックし、右側の[確定 ]ボタンをクリックしま
す。最初に、ボタンの上のボックスに表示されている設定を適用するかどうかチェックし、必要に応じてオンまたは
オフに設定します。
構成がユニットに書き込まれると、デバイスが再起動され、新しい設定が有効になります。このプロセスには約1
～2分かかります。「設定が適用されました」というメッセージが[メッセージ]ボックスに表示されると、デバイスの構
成が終了しているため、次のプロシージャに進むことができます。

292



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

292 Setup - Connect the device

6.3.4.3  TCP/IPデバイスのモデム構成(PPP)
IPアドレス: WindowsではデバイスにIPアドレスを割り当てることができないため、IPアドレスを[ローカルIPアドレス
(デバイス)]ボックスに入力する必要があります。 2番目の[リモートIPアドレス(PC)]ボックスは、「0.0.0.0」のままにし
ておくこともできます。この場合は、ダイヤルアップネットワークの設定により、呼び出し側(PC)にIPアドレスを割り当
てなければなりません。このIPアドレスは、デバイスに割り当てられたアドレスと同じサブネットに入れなければなり
ません。「複数のTCP/IP接続を使用するコンピュータ」 の注意事項も参照してください。
DNSサーバ: PCとユニットが直接接続されている場合は必要ありません。

6.3.4.3.1  [インターフェース-構成]による構成

 

[最 大 パ ケ ッ ト サ イ ズ ]: このオプションを使用すると、悪条件の場合に最大
パケットサイズを縮小し、データスループットを改善することができます。デフォ
ルト値1500を縮小するのは、CRCエラーが多数発生し、電話の接続状況が
非常に悪い場合だけにしてください。CRCエラーは、Windowsのバージョンに
よって異なりますが、ダイヤルアップ接続の状態またはシステムモニタで確認で
きます。

[セ キ ュ リ テ ィ]ボックスでは、モデム接続設定用のパスワードを設定できます。チェックボックスをクリックすると、対
応するオプションが有効になり、パスワードの使用方法が設定されます。これ以降は、モデム接続を設定するとき
にパスワードが要求されるようになります。

· [ダイヤルインが常に有効]を設定すると、パスワード保護がオフになります。この場合、電話番号を知っている
ユーザであれば、パスワードを入力できるかどうかにかかわらず誰でもダイヤルインすることができます。 

· プレーンパスワードを設定すると、PAPが使用されます。このプロトコルの場合、パスワードはプレーンテキストで
転送されます。このため、傍受される可能性があります。傍受されたパスワードが使用されると、デバイスへの
不正なダイヤルインが行われる可能性があります。

· エンコードされたパスワードを設定すると、CHAPが使用されます。このプロトコルの場合、パスワードを類推でき
るような情報が転送されません。パスワードプロンプトに対して許可ユーザが入力したデータを侵入者が検出
した場合でも、パスワードを盗むことはできません。それぞれのパスワードプロンプトでは、元のパスワードからまっ
たく異なるデータを生成して送信します。

· PAPとCHAPの両方をオンにすることもできます。
· パスワードには最大32文字を設定することができます。
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[モデムの構成]: ここで設定するPPPインターフェースの[ボーレート]とスクリプトにより、設定または切断プロセス
が制御されます。
PPPインターフェースはシリアル接続によって設定しますが、その最大ボーレートは115200ボーです。シリアルインタ
ーフェースのフローコントロールは、ハードウェアプロトコルによってのみ行われます。これらの設定は、両方の加入
者で同じでなければなりません。

2つの初期化スクリプトは、「コマンド-応答ペア」の集まりで構成されています。ただしその場合、最初のプロシー
ジャとしてモデムの応答を待たなければなりません。通常、最初のプロシージャではコマンドを送信する必要があ
るため、空の引用符を使用してコマンドが送信されないことを示します。その後、“ATZ”などのコマンドで始まる次
のペアを記述し、さらに“OK”などの一致する応答を続けます。
· [初期化スクリプト]では、最大128文字のスクリプトを指定することができます。このスクリプトの目的は、モデム
の基本的な初期化を行うことです。モデムで特殊な初期化が必要な場合、この時点で適切なコマンドを入
力する必要があります。コンボボックスには、一例としてすでに最適なスクリプトが入力されており、通常であれ
ばこのスクリプトをそのまま使用することができます。GSMモデムの場合、PINのみを入力する必要があります。

· [コールバック用の初期化スクリプト]は通常変更しません。このボックスには、最大64文字を入力することがで
きます。コールバック機能を使用すると、最初にデバイスを呼び出した後、そのデバイスが発信元に電話をかけ
直すようになります。 
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· [FAXセンシング用の初期化文字列]は、最大64文字の単一のAT文字列です。したがって、他のコントロール
のスクリプトとは異なります。このボックスでは、モデムをFAXモードに設定するための特殊なATコマンドを入力し
ます。ほとんどの場合、このスクリプトを変更する必要はありません。

· [呼び出しが受け入れられるまでのベルの回数]: 数値を設定すると、ユーザが受話器を取り、回線をデバイス
および  通話に使用できます。
ヌルモデム接続を使用する場合は、[ヌルモデム]コントロールのチェックボックスをオンにするだけで済みます。そう
でない場合は、モデムのタイプを選択します。その場合は、テキスト行の末尾にある小さな矢印を右クリックし、
選択肢を展開します(GSMの場合は、XXXXをピンに置き換えます)。
COMポート: PPPインターフェースはシリアル接続で実現されます。この目的のために、最後のダイアログページ
[COMポート ]が用意されています。
ここで行う設定は、ボーレートとプロトコルです。設定可能な最大ボーレートは115200ボーです。ただし、2003年
8月以前に製造されたデバイス(イーサネットインターフェースにLEDがないもの)の場合は、57600ボーです。シリア
ルインターフェースは、ハードウェアプロトコルまたはソフトウェアプロトコルによって機能します。ただし、2003年8月
以降に製造されたデバイスの場合は、ハードウェアプロトコルのみで機能します。これらの設定は、モデムとデバイ
スで同じにする必要があります。
デフォルト値:

ボーレート 最大115200ボー/57600ボー
プロトコル: Hardware

ハードウェアフローコントロールを使用する場合、これらの回線にケーブルを接続する必要があります。これは必ず
しもヌルモデムケーブルである必要はありません。
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6.3.4.4  PPPクライアントとしてのPCの構成
Windows PCをPPPクライアントとして使用するには、次の条件に合致している必要があります。
· モデムがPCに接続している
· Windowsがインストールされている
· Windowsでダイヤルアップネットワークがインストールされている

ヌルモデムケーブルを使用して、デバイスとPCの間で(モデムを介さない)直接接続を設定する場合、この「ヌルモ
デム」の取り付けも必要になります。この場合のインストールオプションは、たとえばWindows XPの場
合、"Communication cable between two computers"になります。ただし、全てのWindowsオペレーティング
システムでこのようなインストール方法がデフォルトになっているわけではありません。Linuxなどの異なるオペレー
ティングシステムで動作するルータの場合は、ヌルモデムケーブルを介した接続を設定することができます。
モデムのインストールおよびダイヤルアップネットワークについては、モデムのドキュメントおよびMicrosoft Windows
のマニュアルを参照してください。以下のセクションでは、簡単な説明のほか、推奨される一般的なプロシージャ
のみを紹介します。
ここで、新しい接続を作成します。デバイスのモデムの電話番号を入力します。その後、ダイヤルアップネットワー
クのプロパティを編集できます。次の図は推奨されるデフォルト構成を示しており、このような構成であれば常に
正常に動作するはずです。ただし、IPアドレスに関してはユーザの必要性に合わせて入力する必要があります。
このダイアログはWindows 98のものです。他のバージョンのWindowsの場合、ダイアログは多少異なりますが、
動作は同様です。
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構成についての補足事項:

· プロトコル: TCP/IPのみを選択します。他の全てのプロトコルを選択解除します。
· IPアドレス: 上記の方法では、デバイスがPPPサーバとして構成され、PCのPPPインターフェースに固定アドレス
が設定されます。このため、ダイヤルアップネットワークをローカルPCのTCP/IPネットワークインターフェースとして
識別する、曖昧さのないアドレスを指定する必要があります。コンピュータにイーサネットアダプタが搭載されて
いる場合、このIPアドレスを同じサブネットに入れることはできません。

· ネームサーバ: PCとユニットが直接モデム接続されている場合は必要ありません。
· 標準のゲートウェイ: デバイスがインターネットプロバイダでもルータでもないため、オフにする必要があります。
オフにしないと、関連するPCでネットワークが動作しなくなる危険性があります。

· 圧縮
· LCP拡張: 当測定デバイスではサポートされていません。
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6.3.4.5  ヌルモデムケーブルの作成
デバイスをヌルモデム接続経由で操作する場合、適切なケーブルが必要になります。このセクションでは、適切
なケーブルのピン構成を紹介します。ユニットの接続先がハードウェアハンドシェーク(RTS、CTS)をサポートしてい
るかどうかにより、ピン構成が異なります。

ハードウェアハンドシェークをサポートするヌルモデム
ハードウェアハンドシェークをサポートするヌルモデムケーブルの場合、ケーブルは次のような構成にする必要があ
ります。

PCの制御ライン、データ端末作動可能(DTR)が、PPP接続を待つようデバイスに指示します。このラインがPCに
よって正しく制御されていない場合、ユニットのDTRシグナルを代用することができます。
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ハードウェアハンドシェークをサポートしないヌルモデム
ハードウェアハンドシェークをサポートしないヌルモデム接続の場合、3線接続が適しています。デバイスがPPP接
続できるようにするには、デバイス側で、DSR(データセットレディ)およびDCD(データキャリア検出)をDTR(データ端
末作動可能)ラインと接続する必要があります。これについては、端子プラグ内で接続できるほか、スイッチを介
して接続することもできます。

グループ1のデバイスに関する注意
これらのラインを常時接続にすると、imcユニットは常にPPP接続に対応することになり、イーサネット
インターフェースがオフになってしまいます。そのため、イーサネット経由でデバイスにアクセスする場合は、
DSR、DCD、DTR間の接続を切断する必要があります。

6.3.4.6  PPP接続の確立/切断
PPP接続の確立
すでに説明したように、PPP接続は実際には加入者にとって透過的です。つまり、imcSTUDIOで稼動するソフ
トウェアでPPP接続が参照されることはありません。つまり、接続されているかぎり、通常のTCP/IPタイプの接続と
同様になります。そのため、最初にWindowsでPPP接続を設定しないと、imcSTUDIOで稼動するソフトウェア
を起動することができません。
PPP接続を確立するには、[ダイヤルアップネットワーク]で、デバイスにリンクされているアイコンを選択します。これ
については、前のセクション で設定方法を説明しました。
接続が正常に確立したら、imcSTUDIOで稼動するソフトウェアでTCP/IP接続を使用できる状態になります。こ
の段階で、稼動するソフトウェアを起動できる状態になり、通常のTCP/IPの方法でネットワーク検索を実行でき
るようになります。ネットワーク検索が終わるとユニットがハードウェアのリストに表示され、選択できる状態になり
ます。

注
PPP接続を介してデバイスを使用するには、最初に[ダイヤルアップネットワーク]で接続を設定してからソフトウェ
アを起動する必要があります。

PPP接続の切断
最初に、ソフトウェアレベル(リボン: [ホーム] > [切断])でデバイスを切断します。この状態でのみ、[ダイヤルアップ
ネットワーク]で[切断]を選択してモデム接続を終了することができます。デバイスはスタンバイの状態に戻ります。
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6.3.4.7  TCP/IP(PPP)を使用したラジオモデムの試運転
グループ2以降のデバイスについては、「デバイスの概要」 で説明されています。

Falcom A1、A2D-1、A2D-2

前提条件:
1. モデムを9600ボーに設定(工場設定)
2. ハイパーターミナル接続設定: 9600、8ビット、パリティなし、1ストップビット、プロトコルなし
3. ハイパーターミナル接続設定: 115200、8ビット、パリティなし、1ストップビット、プロトコルなし
モデムの準備:
1. シリアルケーブルでモデムとPCを接続します。
2. ハイパーターミナル接続を9600ボーで開始します。
3. "at"と入力してEnterキーを押します。モデムからの応答が"OK"と出なければなりません。
4. "at+ipr=115200"と入力してEnterキーを押し、転送速度を115200ボーに変更します。モデムからの応答
が"OK"と出なければなりません。

5. ハイパーターミナル接続を115200ボーで開始します。
6. "at&f"、Enterキー、"at&s0"、Enterキー、"at+ipr=115200"、Enterキー、"at&w"、Enterキーの順に入力し
ます。Enterキーを押すたびに、モデムからの応答が"OK"と出なければなりません。

デバイスの準備:
[インターフェース-構成]プログラムを使用して、デバイスの設定を次のように変更します。
1. IPアドレスを、PCのダイヤルアップ項目と同じになるよう設定します。
2. 初期化スクリプトでは、GSMモデムのコンボボックス項目を選択します。
3. コマンド"AT+CPIN=XXXX”のXXXXは、SIMカードのPINに置き換えます。SIMカードにPINが不要な場合
は、"AT+CPIN=XXXX O AT OK”を削除してください。

4. ボーレートは、115200に設定します。

WaveCom Fastrack

前提条件:
1. モデムを115200ボーに設定(工場設定)
2. ハイパーターミナル接続設定: 115200、8ビット、パリティなし、1ストップビット、プロトコルなし
モデムの準備:
1. シリアルケーブルでモデムとPCを接続します。
2. ハイパーターミナル接続を115200ボーで開始します。
3. "at"と入力してEnterキーを押します。モデムからの応答が"OK"と出なければなりません。
4. "at&f"、Enterキー、"at&s0"、Enterキー、"at+ipr=115200"、Enterキー、"at&w"、Enterキーの順に入力し
ます。Enterキーを押すたびに、モデムからの応答が"OK"と出なければなりません。

デバイスの準備:
[インターフェース-構成]プログラムを使用して、デバイスの設定を次のように変更します。
1. IPアドレスを、PCのダイヤルアップ項目と同じになるよう設定します。
2. 初期化スクリプトでは、GSMモデムのコンボボックス項目を選択します。
3. コマンド"AT+CPIN=XXXX”のXXXXは、SIMカードのPINに置き換えます。SIMカードにPINが不要な場合
は、"AT+CPIN=XXXX O AT OK”を削除してください。

4. ボーレートは、115200に設定します。
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6.3.4.8  測定デバイスのMACアドレスの特定
imc測定デバイスのMACアドレスを見つけるには、「入力プロンプト」(Windows XPのプログラム\アクセサリの下な
ど)を起動します。
そこで、pingおよびIPアドレスを使用し、デバイスへのアクセスを開始します。IPアドレスは、インターフェース-構成
プログラムを使用して検出できます。

pingコマンドの例:
ping 10.0.9.30

次に、以下のコマンドを入力します。
arp –a

2列目("Physical Address")に、MACアドレスが表示されます。
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6.3.4.9  PPPデバイスの設定プロシージャ
1. PCの[コントロール パネル]から[ネットワーク]を開きます。
2. TCP/IPダイヤルアップアダプタをインストールします。
3. DNSサーバがない場合は、[IPアドレス]プロパティを設定します。

a. IPアドレス 192.168.12.1 (imcなど)
b. サブネットマスク 255.255.255.0

4. DNSサーバがある場合は、DNSを構成します(通常これは設定済み)。
a. ホスト名: name、ドメイン: imc.imc-berlin.de
b. DNSサーバの検索順序: リストに「192.168.11.1」を追加
c. ドメイン: imc.imc-berlin.de

5. ダイヤルアップネットワークを作成します
a. 全般

i . 電話番号
i i . モデムの選択

1. 全般
a. COM接続の構成
b. 最高速度: 115200

2. 設定: 標準
3. オプション: 標準

b. サーバの種類(win98SE)
i. 種類: PPP
ii. オプション: TCP/IP以外全てオフ

1. TCP/IP設定
a. IPアドレスを「192.168.12.12」に設定

i i i . スクリプト: 標準
iv. マルチリンク: 標準

6. (「imc」プログラムグループから)TCPIP-Configを呼び出します。
a. 検索
b. デバイスを選択しPPP設定を呼び出します。
c. IPアドレス

i . ローカルアドレスを設定(「192.168.12.13」など)
i i . リモートIPは任意
i i i . 必要に応じてユーザ名とパスワード
iv. スクリプト

1. デフォルトのまま
2. GSM

Send ATZ\r
Pause 1
Send AT+CPIN=XXXX\r
Pause 20
Send ATS0=1 \r
Pause 1
Signal lcp open

7. ハードウェア: デフォルト: 38400、ハードウェア
8. デバイスへ書き込みます。
9. モデム接続を物理的に確立します。
10.ダイヤルアップ接続を設定します。
11.接続が確立されたら、imcソフトウェアを起動します。

a. [デバイス] > [編集]を選択します。
b. [ネットワーク設定]を選択します。
c. [TCP/IP]をクリックします。
d. ホストアドレスを有効にします(この例では「192.168.12.12」)。
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6.4  ネットワークの最適化
データオーバーフローのリスクを低減するには、高データレートのネットワークについて以下の注意事項に従う必
要があります。
1. スイッチ/ハブとPCの間のネットワークは1GBit/sでなければなりません。
2. 実際のデータレートは、チャンネル数が増加すると低下します。使用しないチャンネルは回避してください。
3. RAMバッファは、[自動]ではなく、できるだけ大きくする必要があります。「RAMバッファ時間」も参照してくださ
い。

4. 内蔵ディスクには必要なチャンネルのみ保存してください。
5. かなりの処理能力を必要とするカーブウィンドウ設定は回避してください。スクロールモードを選択してくださ
い。長時間の測定後は再ズーム機能を使用しないでください。サンプルポイントを記号に設定しないでくださ
い。バッキングのないカーブウィンドウ構成を探してみてください。

6. ウィルススキャナの推奨設定 に従ってください。ウイルススキャナは、ハードドライブに書き込まれた全てのサ
ンプルをチェックします。これは、PCとハードドライブの処理能力のほとんどを費やします。

7. PCタスクマネージャでプロセッサとネットワークの負荷をチェックしてください。

6.5  複雑なネットワーク
理論的には、あらゆるタイプのネットワークが動作します。これまでは、PCとn台のimc Devicesユニットで構成され
るネットワークのみについて検討してきました。しかし、たとえば3台のPC、2台のプリンタ、n台のimc-Devicesユ
ニットをネットワークで接続することも可能です。

モニタリング
imcSTUDIOがインストールされているPCは、マスタPCとして宣言され、測定デバイスを構成します。他のさまざま
なクライアントは、ネットワーク経由で測定デバイスにアクセスできます(例: imcSTUDIO Monitorまたは
imcLINK経由、またはimcREMOTEWebServer経由でブラウザを使用して適宜設定)。
一般的に知られているネットワーク制限は、ここでも当てはまります。特に、複数のユーザが同じファイルに同時
に書き込むことはできません。さらに、あるユーザがあるファイルに書き込みを行っているときに、ほかのユーザがその
ファイルを開くこともできません。一般的に、ファイルに当てはまる全てのネットワーク制限は、個別のデバイスユ
ニットにも当てはまります。
したがって、ソフトウェアで複数のユーザが同一デバイスを構成できないようにすることができます。
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2番目のネットワークの使用
デバイスユニットとPCの間のデータ転送での障害を防ぐため、各PCで2枚目のネットワークカードを使用すること
で、2番目のネットワークを設定することができます。この2番目のネットワークを使用して、PC間でデータを転送す
ることができます。

6.6  最新の変更点
Rev. 3.3の修正とバグ修正
章 修正
LAN経由のデバイス接続 デバイスインターフェースによるLAN構成に関する説明を追加しました。

Rev. 3.0の修正とバグ修正
章 修正
複雑なネットワーク 現在のソフトウェアバージョンに合わせてデバイスのモニタリングの説明を更新しました。
LAN経由の接続 現在のバージョンに合わせてハードウェアの説明を更新しました。
LAN経由で接続するための
4つの手順

新しく統合されたユーザインターフェースであるデバイスインターフェース構成に合わせてLAN設定の構成
方法の説明を更新しました。
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7  Setup - 高度なデバイス関数
ここでは、プラグインSetupのデバイス機能について説明します。

概要
· Fieldbusses
· TriggerandEvents
· StorageOptionsandDirectoryStructure
· DeviceHardDisk, removabledrive
· Synchronization
· imcDisplayEditor
· imcMessaging
· FTPによる構成
· imcREMOTEWebServer
· imcOnlineFAMOS
· Miscellaneous
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7.1  デバイスの概要
imcSTUDIOは、ローカルエリアネットワーク(LAN)などを通じて、imc測定デバイスと接続します。LANなどを通じ
て使用するには通常、デバイスを準備する必要があります(「Setup - Connect the device」 を参照)。
本マニュアルで説明されている一部の機能は、特定のデバイスモデルにのみ付属しています。関連するデバイス
グループは、本マニュアルの該当する箇所で示されています。次の表には、imcSTUDIOで使用できるグループが
示されています。

— 使用不可 • 標準 ο オプション
CRFX imc CRONOSflex CRC imc CRONOScompact CRPL imc CRONOS-PL

デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s CF 2 PCMCIA ハードド

ライブ
データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ2: SN12XXXX
imc CRPL -2、-3、
-4、-8、-13、-16
imc CRSL-2、-4

TCP/IP 100 — • ο 14
16

(2007年
以降、32)

400
モジュール式システム
製造日で識別

(2003年夏以降)
グループ3: SN12XXXX

imc C1
imc C-SERIES TCP/IP 100 — • — 14 32 400

グループ4: SN13XXXX
imc BUSDAQ
imc BUSDAQflex TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 フィールドバスデータロガー

imc SPARTAN TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム

グループ5: SN14XXXX
imc SPARTAN-R TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム
imc CRC-400
imc CRFX-400 TCP/IP 100 • — ο 16 32 400 モジュール式システム

imc miniPOLARES TCP/IP 100 • — — 16 32 400
imc C1-N
imc C-SERIES-N TCP/IP 100 • — — 16 32 400

imc BUSDAQflex-N TCP/IP 100 • — — 16 32 400 フィールドバスデータロガー

デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s USB 2

Express
Card 2

ハードド
ライブ

データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ6: SN16XXXX

imc CRFX-2000 TCP/IP 100 • • ο 16 512

EtherCAT
経由で
2000
それ以外の
場合は

400

モジュール式システム
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デバイス

インターフェース
プロトコル/ビット/秒

サポートされているデータキャ
リア RAM

レート1

[kHz]
簡単な
説明標準 MBit/s USB 2 CFast 2 ハードド

ライブ
データ
[MB]

インター
フェース
[MB]

グループ7: SN19XXXX

imc CRC-2000G(P)
imc CRFX-2000G(P) TCP/IP 1000 • • ο 16 256

EtherCAT
経由で
2000
それ以外の
場合は

400

モジュール式システム

imc CRC-400GP TCP/IP 1000 • • ο 16 256 400 モジュール式システム

1 最大集計サンプリングレート
2 imcによる試験済みのストレージメディアを推奨

(最新のリストについてはホットラインにお問い合わせください)

グループ4～6:
これらのグループのデバイスには、オンボードデータストレージ用にCFカード、ExpressCardスロットが装備されてい
ます。これらのグループのデバイスには、オプションとして利用可能な固定ハードドライブを内部に装備できます。
グループ7:
このグループのデバイスには、オンボードデータストレージ用にCFastカードスロットが装備されています。このグルー
プのデバイスには、オプションとして利用可能な固定ハードドライブを内部に装備できます。

7.2  フィールドバス

この章では、様ーなフィールドバスとimcSTUDIOでのそれらの操作について説明します。

7.2.1  フィールドバスに関する一般注記事項
フィールドバスのチャンネル: 操作方法
アナログチャンネルは、設 定 ページ

各フィールドバス、フィールドバスAssistantに相当するダイアログが存在します。ある程度、これらのダイアログを
使用すると、フィールドバスチャンネルの「デジタル信号調整」を設定することができます。アンプのチャンネルと同
様に、フィールドバスAssistant内で定義されたチャンネルも[構成]および[ストレージ]ダイアログで使用できます。
ユーザに対しては、追加のアナログ入力としてこれらが表示されます。
したがって、フィールドバスAssistantを使用して、メッセージからどのようにチャンネルを抽出するのかを最初に定
義する必要があります。フィールドバスのチャンネルが作成されたら、ストレージおよび記録の設定をデジタルチャ
ンネルの[セットアップ]ページで指定できます。また、フィールドバスのチャンネルは、imcOnlineFAMOSおよび
imcInlineFAMOS内でも使用できます。

7.2.1.1  フィールドバスのチャンネル: アナログのチャンネルとの同期
アナログデータとフィールドバスのチャンネルの並列記録が可能です。
フィールドバスについては、一般的に、送信している加入者においていつAD変換が発生したのかを厳密に判断
することは可能ではありません。結果として発生する時間オフセットは考慮されません。
メッセージの受信の時間は、100µsの最小不確定性とともにデバイスに登録されています。これは、メッセージの
受信が完了する時間です。さらに、様ーなパイプラインにより(ADコンバータ、時間オフセット補正、トリガ計
算)、一般的には、判断する時間において1サンプリング期間の時間不確定性が存在します。大部分のフィー
ルドバスでは、これが2サンプリング期間にもなります。
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アナログデータ記録のチャンネルおよびフィールドバスのチャンネルのクロックが比較される場合、発生する可能性
がある最大時間オフセットDtmaxは、以下のようになります。

Dtmax = max ( 100µs, 2 * max (tsamp-analog, tsamp-FB) ) + tFB-delay

max(a,b) 2つの値のうち、大きい値を返す関数
tsamp-analog アナログチャンネルで使用されるサンプリング期間

tsamp-FB フィールドバスチャンネルで使用されるサンプリング期間

tFB-delay フィールドバスセンサー内のA/D変換とフィールドバスにおける実際の伝送との間の最大遅延

例
CANチャンネルは2ms (サンプリングレート = 500Hz)ごとにサンプリングされ、アナログチャンネルは1ms (サンプリン
グレート = 1000Hz)ごとにサンプリングされます。フィールドバスの最大遅延は3msです。
Dtmax = 2 * 2ms + 3ms = 7ms

7.2.1.2  サンプリングおよびタイムスタンプ付けに関する一般注記事項
フィールドバスを使用して記録される各チャンネルは、2つの異なる方法で保存できます。
· 固定レートを使用したサンプル
· 各サンプルのタイムスタンプ

7.2.1.2.1  サンプリングを使用したデータ記録
フィールドバスのメッセージは、多少不規則な間隔で到着します。すなわち、一定のサンプリングレートではこれら
をキャプチャできません。しかしながら、多くの場合、規則的な時間間隔でデータを記録することが望まれます。
実際に、多くのフィールドバスセンサーは、規則的な間隔でメッセージを送信しようとします。この実行に失敗す
る場合であっても、このような状況であると仮定することが許容される場合がほとんどです。
たとえば、多くの処理アルゴリズム(デジタルフィルタ、FFTなど)では、等距離データが必要です。

imcSTUDIOは、次のアルゴリズムを使用してフィール
ドバスのチャンネルを等距離でサンプリングします。指
定したサンプリング間隔が経過しても新しいメッセー
ジが到着していない場合、直前の値が現在の値に
コピーされます。
したがって、この結果として発生するデータは、一連
の振幅から構成されているため、タイムスタンプを使
用して保存されたデータよりもコンパクトです。時間
座標は、データヘッダに保存された開始時間および
サンプリング期間から判断できます。
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この方法では、次のように重要な結果となります。
· どのメッセージも受信されていない限り、フィールドバスのチャンネルはゼロで満たされます。これは、最初のフィ
ールドバスのメッセージが受信される前に、トリガされていない測定の開始時でのみ発生します。測定が停止
され、再度初期化が行われずに再起動する場合、通常、使用中の以前のメッセージが存在します。一般
的に、200ms以下ごとにメッセージが送信されている際はゼロが作成されません。最初のゼロが不要な場合、
トリガされた測定の実行が推奨されます。トリガされた測定を開始すると、システムは準備を整え、指定され
たトリガ条件(メッセージ値¹ 0)が発生するまで待機します。

· センサーが送信する間隔よりもサンプリングレートが著しく急速に設定される場合、連続するデータポイントに
同じ値が含まれている不必要に多くのデータを取得するため、メモリと演算のリソースが無駄になります。セン
サーがデータを送信する間隔よりもサンプリングレートが著しく遅い場合、低密度なサンプリングはデータの値を
失います。

· できる限りメッセージ送信の間隔に一致するサンプリング間隔を選択することが推奨されます。
· センサーが送信しなくなった場合、受信された最後の値が現在のサンプリング値としてチャンネルに入力されま
す。
等距離サンプリングを使用する状況
· センサーが多少規則的なレートで送信する場合。サンプリングはデータを保存する最もコンパクトな方法であ
り、それを表示する最も高速な方法です。 

· これがimcOnlineFAMOSを使用して処理される場合。
カーブウィンドウでの表示に関する注記
タイムスタンプ付きデータを同じフィールドバスチャンネルからの等距離でサンプリングされた結果と比較する際、等
距離でサンプリングされたデータはタイムスタンプ付きデータではなく、以前のサンプリング周波数と関連付けられ
ているかのように表示されます。これは、すでに説明したシステムの機能原理と矛盾しているように思われます。
実際には、等距離チャンネルがサンプリング間隔の最後で測定された値を採用しますが、その場合であっても、
これをその間隔の最初に配置します。以下に示した例では、チャンネルのメッセージがタイムスタンプを使用して
記録されています(赤色: タイムスタンプ)。メッセージは、100msごとに送信されます。同じチャンネルが1Hzの固定
サンプリングレートで追加的にサンプリングされます。ダイアグラムが示すように、両方のチャンネルは0sで開始して
います。1Hzチャンネルの最初の値は、最初のサンプリング間隔内の最後のメッセージに相当します。したがって、
チャンネルはスケジュールを先行して実行されているかのように表示されます。
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値が間隔の最後ではなく最初に配置されている理由
等距離サンプリングでは、時間において1つのサンプリング間隔に等しい不確定性が常に存在します。技術的
な理由により、物理的にキャプチャされた値がアナログ入力フィルタ、デジタル化、およびフィールドバスへの転送
処理によって遅延するため、少なくとも近似の補償を適用することが望まれます。 

7.2.1.2.2  タイムスタンプを使用したデータ記録
タイムスタンプ付けのモードでは、データ値がその受信時にのみ作成されます。タイムスタンプは、測定された各値
に割り当てられます。このタイムスタンプは、チャンネルデータを含んでいるメッセージの受信時間を示します。タイ
ムスタンプには、6バイトが必要です。これは、長時間の測定であっても、時間に対する高分解能を実現するた
めに必要です。したがって、単一のタイムスタンプ付きサンプルは、固定サンプリングレートを使用したサンプルより
も6バイト多くのメモリが必要です。
タイムスタンプ付けを使用する状況
· メッセージの厳密な受信時間を認識する必要がある場合。
· センサーが非常に不規則な間隔でメッセージを送信し、等距離サンプリングがデータの量における不必要な
増加につながる場合。
タイムスタンプのデータ取得の不利な点
· タイムスタンプ付けのモードで記録されたフィールドバスのチャンネルは、imcOnlineFAMOSで処理で
きません!

· 間隔に従ったタイムスタンプ付きフィールドバスチャンネルのPCへの保存はサポートされません! その代わ
りとして、データを間隔に従って内部ハードドライブに保存できます。 

· チャンネルが大量のデータを送信する場合、メモリ要件を考慮する必要があります。特に、デバイスの循環
バッファメモリには、等距離測定と比較し、同じバッファ時間に対してより多くのメモリが必要です。 

7.2.1.2.2.1
 タイムスタンプ付きチャンネルのバッファ時間、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間
の設定
バッファ時間、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間は、

例
実際のサンプルレートであるSrea lは1200サンプル/秒です。
対象のバッファ時間であるtrea lは1分です。

ttoset =trea l  * Srea l  / Sassumed

=60秒 * (1200サンプル/秒) / (100サンプル/秒)
=[720s]
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7.2.1.2.2.2
 タイムスタンプ付きテキストチャンネル(タイムスタンプ付きASCII、「TSA」)のバッファ時間
、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間の設定
タイムスタンプ付きテキストチャンネル(TSAチャンネル)は、特に様ーなフィールドバスのメッセージプロトコルに使用
されます。このようなチャンネル内のサンプルは、タイムスタンプおよび任意の長さのテキストまたはペイロードバイ
ト、さらにはTSAフォーマットに固有の複数のバイトから構成されます。これらのチャンネルのバッファ時間、循環
バッファ時間、およびプリトリガ時間は、ダイアログ[構成]および[ストレージ]内で時間の長さとして指定されます。
プログラムは、1秒あたり100サンプルの平均サンプリングレートであるSassumedを推定しますが、この場合、各サン
プルに対して、1サンプルあたり20バイトのLassumedのサイズが推定されます。これらの20バイトは、フィールドバスの
メッセージプロトコルにおける、およそ1つのサンプル(または項目)のサイズに相当します。これらの推定値は、指定
されたバッファ時間をバイト単位でのバッファサイズにプログラムが変換できるようにするために必要です。
設定するバッファ時間、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間のttosetを判断するためには、実際の平均デー
タレートであるDreal の計算が必要です。このデータレートは、2つの推定値に依存します。

Dreal = Sreal * (Lreal + 12バイト/サンプル)

Dreal 実際の平均データレート(バイト/秒)
Sreal 実際の平均サンプルレート(サンプル/秒)
Lreal 1サンプルあたりの実際の平均ペイロードバイト数(バイト/サンプル)

ユーザが実際の平均データレートであるDrealを認識している場合は、設定する時間を次の式に従って計算でき
ます。

ttoset = treal * Dreal / Dassumed

ttoset バッファ時間、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間(秒)

treal 対象となる実際のバッファ時間、循環バッファ時間、およびプリトリガ時間(秒)

Dassumed プログラムによって推定される平均データレート(バイト/秒)
Dassumed = Sassumed * Lassumed
= 100サンプル/秒 * 20バイト/サンプル
= 2000バイト/秒

Dreal 実際の平均データレート(バイト/秒)
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例
チャンネルはTSAチャンネルです。
実際の平均データレートであるSrealは150サンプル/秒です。
平均で、1サンプルあたり48ペイロードバイトが含まれています。Lreal = 48バイト/サンプル

Dreal =Sreal * (Lreal + 12バイト/サンプル)

=150サンプル/秒 * (48バイト/サンプル + 12バイト/サンプル)
=9000バイト/秒

対象のバッファ時間であるtrealは1分です。

ttoset =treal * Dreal / Dassumed

=60秒 * (9000バイト/サンプル) / (2000バイト/秒)
=[279s]

7.2.2  ARINCバスインターフェース
はじめに - ARINCバスとは
ARINCバスは、主に民間航空機で使用されているフィールドバスです。ARINCバスで送信される全てのデータ
は、32ビット長のワードで構成されます。以下は、ARINC 429の一般的なデータ図です。

MSB LSB LSB MSB
32
P

31 30
SSM

29 ..........................................11
データ

10 9
SDI

8 ...................................1
ラベル

ラベルはMSB(最上位ビット)から転送されます。これに対し、データビットの転送はLSB(最下位ビット)から開始さ
れます。ラベルは1～255の値で、そのほとんどがAERONAUTICAL RADIO, INCの仕様で定義されており、一部は
将来使用するために予約されています。
要望に応じて、imcデバイスにARINC 429フィールドバスインターフェースを搭載することが可能です(データシート
を参照)。これにより、アナログ測定データと並行して、ARINCバス上のデータを記録および処理することが可能に
なります。また、ARINCアシスタントを利用すると、全てのチャンネルを短時間で簡単にARINCバスに設定すること
ができます。
ARINCインターフェースには、以下のパフォーマンス特性があります。
· 8個のレシーバチャンネル。
· バイナリ(BNR)および10進コード化データ(BCD)、ディスクリートデータ(DSC)をキャプチャ可能。実際、単一の

ARINCワード内でこれらの3つのデータタイプを一緒に使用できます。
· 4個の送信チャンネル(プロセスベクトル変数を介して)。
この章は、imcSTUDIOでのアナログおよびデジタルチャンネルの構成に関する知識のあるユーザを対象としてい
ます。

注
固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィール
ドバスの一般的な注意事項に従ってください。

307 309 306
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7.2.2.1  ARINCバスアシスタント
imcデバイスでARINCデータチャンネルのデータを記録するには、ARINCデータワードを定義する必要があります。
この作業は、ARINCバスアシスタントを使用して行います。このプロシージャを完了してアシスタントを閉じると、追
加の測定チャンネルがimcSTUDIOに表示されます。このチャンネルは、アナログチャンネルやデジタルチャンネルと
同様に使用できます。すなわち、たとえば、imcOnlineFAMOSでこのチャンネルに対して数学演算を適用し
たり、ほかのアナログチャンネルと連動するトリガへのチャンネルの応答を記録したりできます。イーサネットアシスタ
ントでは、イーサネット固有の設定だけが行われます。測定期間やトリガリンクなど測定に関するその他全ての
指定は、通常のアナログまたはデジタル測定チャンネルに適用される場合と同じように扱われます。

ARINCバスの原理
基盤となるARINCバスの原理を再確認することで、アシスタントの動作について理解を深めることができます。
CANバスでは、1つのバスに複数の送信デバイスを接続可能で、ユーザがCANメッセージの形式を柔軟に指定で
きるのに対し、ARINC信号チャンネルの構成は、中央機関(AERONAUTICAL RADIO社)が設定します。すなわ
ち、ARINC信号のフォーマットと解釈は、通常、その信号のラベル番号と機器IDに従って明確に決められていま
す。この理由から、測定するARINC信号のフォーマットは1度のみ定義すれば、測定プロシージャで利用可能な
オプションのリストに記録されます。

7.2.2.2  アシスタントの起動
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [ARINCアシスタント]リボンを使用
します。
アシスタントが起動すると、以下のダイアログが表示されます。

アシスタントARINC
ARINCアシスタントのメインウィンドウは、以下の2つの領域にわかれています。
· 左側の[構成] には、デバイスとそれを設定するチャンネルのリストが表示されます。
· 右側の[設定]には、選択されているRxチャンネルに割り当てられた定義済みのARINC信号のリストが表示さ
れます。

328
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アシスタントのメインウィンドウ例ARINC ( )
このダイアログの[構成]で各ARINC信号に対して行う定義は、別の構成ファイル(.idbフォーマット)に保存され、
関連付けられた試験から独立して存在します。この構成ファイルは、定義されている全てのARINC信号が各
チャンネルへの割り当てとともに保存される一種のデータベースとして考えることができます。そのため、1個の
ARINC構成ファイルをロードしてアシスタントを終了すれば、ARINCバスでの試験を構成できます。これにより、定
義されている全てのARINC信号がimcSTUDIOオペレーティングソフトウェアにチャンネルとして表示されます。ま
た、imcOnlineFAMOSでこれらを表示したりさらに処理したりすることが可能です。

7.2.2.3  ARINC構成ファイル
全てのARINC信号定義は構成ファイル(.idbフォーマット)に保存されます。この構成ファイルを中央データベースと
して使用し、このデータベースに任意の試験をロードし、このデータベースでARINC信号を自由に削除、コピー、
または移動することが可能です。
このように、信号定義は試験から独立して存在します。原則として、いつでも簡単に、既存の構成ファイルを基
に構成ファイルを作成し、各試験に合わせて調整することができます。
imcSTUDIO 4.0R1(2013年4月)以降、*.idb2フォーマットも使用できるようになりました。このフォーマットを使用
すると、パリティビットおよびSSMが追加で保存されます。

7.2.2.3.1  新しい構成ファイルの作成
新しい構成ファイルを作成するには、ツールバー内のボタン  をクリックするか、[ファイル] > [新規]メニュー項目
を選択します。

7.2.2.3.2  構成ファイルのロード
既存の構成ファイルを開くには、ツールバーの該当するボタン  をクリックするか、メニュー項目[ファイル] > [開
く]をクリックします。このファイルのデフォルト拡張子は*.idbです。ユーザ独自の既存のARINC信号データベースを
インポートするために、*.csvファイルをロードすることも可能です。
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注
· プロトコルチャンネルがアクティブ化されている場合([設定] > プロトコルチャンネル)、そのチャンネルがチャンネ
ルリストに表示されます。

· 新しいIDBファイルをロードすると、プロトコルチャンネルがチャンネルリストから消えますが、これらのチャンネルは
バス設定ではアクティブなままになります。

· ARINC構成の再ロード後、これらのプロトコルチャンネルをディアクティベートして再アクティブ化する必要があり
ます。保存などの設定は失われるため、やり直す必要があります。

7.2.2.3.3  構成ファイルを(名前を付けて)保存する
構成ファイルを保存するには、ツールバーの該当するボタン  メニュー項目[ファイル] > [保存]をクリックします。
開いている構成ファイルを別の名前で保存するか、別のディレクトリに保存する場合は、メニュー項目[ファイル] >
[名前を付けて保存]を使用します。これにより表示されるWindowsのファイルダイアログで、名前(拡張子なし)
を入力する必要があります。拡張子*.idbは自動的に付けられます。

7.2.2.3.4  レシーバチャンネル(Rx) - ARINCラベルの作成
新しいARINC信号(以下、「ARINCラベル」)は、構成ファイルでのみ作成でき、imcSTUDIO: [Setup]で直接作
成することはできません。
· ARINCラベルを作成するには、まず既存の構成ファイルを開くか新しい構成ファイルを作成します。
· 次に、左側の[構成]で、ARINC信号を受信するRxチャンネルを選択します。
· 次に、ツールバー内の  ボタンをクリックするか、[構成] > [新規ラベル]メニュー項目を選択します。
以下のダイアログが表示されます。 

新規ラベル[ ]
このダイアログの左側に、機器ID (16進値)とラベル番号(8進値)を入力します。これらの項目に対する正しい
項目は、ARINC仕様シートに記載されています。
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例として、以下のデータが示されています。
LABEL 103
EQPT.ID (HEX) 003
PARAMETER NAME Selected Airspeed
DATA TYP BNR
UNITS Knots
RANGE (SCALE) 512
SIG DIG 11
RESOL 0.25
MINIMUM TRANSIT INTERVAL (ms) 100
MAXIMUM TRANSIT INTERVAL (ms) 200
MAXIMUM TRANSPORT DELAY (ms)
上記の例で作成される項目のラベル番号は103、機器IDは003です。項目が作成されたら、[詳細>>]ボタンをク
リックして、ARINCラベルの構成ダイアログに進みます。
ダイアログの右側では、ARINCバスでコード化するデータのデータタイプを選択します。選択可能なデータタイプの
オプションは、バイナリコード化を指定する[BNR]、BCDコード化データを指定する[BCD]、およびディスクリートデー
タを指定する[DSC]です。[次へ>>]をクリックすると、次のダイアログが表示されます。このダイアログで行う設定
は、選択したデータタイプによって異なります。それぞれのデータタイプの定義方法については、以降の各セクショ
ンで説明します。

7.2.2.3.4.1  BNRデータワードの構成
ダイアログは、テーマごとに灰色の枠で囲まれたグループで構成されています。 
[データワード]グループには、ARINCデータワードの構造に関する全ての設定が含まれています。現在設定して
いるワード構造は、緑色の水平バーで視覚的に表されます。 
[スケーリング]グループには、rawデータから最終的な測定値を計算するために必要な設定がまとめられていま
す。 
[転送]グループでは、ARINCデータワードの転送に有効なタイミング規則に関する設定を行います。
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以下に、各コントロールについて説明します。

データワードBNR

[デザイン]:
64文字長の任意の文字列(引用符は使用できません)。指定した記述名はラベルに割り当てられ、アシスタント
のインターフェースに表示されます。
また、チャンネルのコメントとしてimcSTUDIOに保持されます。これは、ARINC仕様シートの附属書2の
「PARAMETER NAME」に相当し、必ず指定する必要があります。
[データワード]
[パリティビット]、[SSM]、および[符号]チェックボックスにより、最大MSB位置が拡張または制限されます。
[パリティビット]:
· このボックスを選択した場合、最大MSB位置として31を選択できます。
· このボックスを選択せず、[SSM]および[符号]ボックスも選択しない場合、データワードの最大MSB位置として

32を選択できます。
[SSM]:
· このボックスを選択しない場合、[パリティビット]ボックスの選択状況に応じて、最大MSB位置として31または

32を設定できます。
· このボックスを選択した場合、設定可能な最大MSB位置は28です。
[符号]:
· このオプションをアクティブにした場合、符号が評価されます。アクティブにしない場合は符号が無視されます。
· 一般に、正の値範囲のみを指定した場合は、このオプションを「オフ」のままにすることをお勧めします。
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[SDIビット]:
このトグルを使用して、SDIビットをラベルに含めるかどうかを定義できます。
SDIアドレスの設定はこのコントロールではなく、[転送]グループで行います。このトグルでは、SDIを含めるかどうか
を設定できます。
[MSB位置]:
最上位ビットのビット位置。BNRデータワードの一般的なMSB位置はビット28です。
[LSB位置]:
最下位ビットのビット位置。MSB位置からLSB位置までのビット数が有効ビット数です。
この固有値は、ARINC仕様シートの附属書2の「SIG DIG」列に記載されています。
[スケーリング]
[最大]:
測定データの最大値。rawデータの最大値はこの値にマップされます。
[最小]:
測定データの最小値。rawデータの最小値はこの値にマップされます。
一般に、符号付きの値では、入力範囲は対称になり、[最小] = -[最大]となります。
値の符号のボックスを選択した場合、最小値は自動的には調整されないため、最小値が正しいかどうかを確
認する必要があります。
[オフセット]:
このボックスの値は自動的に計算されます。 
· [符号]を選択した場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = ([最大] + [最小]) / 2
· [符号]を選択しない場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = [最小]
[分解能]:
このボックスの値は自動的に計算されます。ARINC仕様の附属書2の「RESOL」列に一致しているか確認できま
す。
· 分解能は以下の式で計算されます。RESOL = ([最大] - [最小]) / 2^(SIGDIG + S)
[単位]:
信号の単位。ARINC仕様シートの附属書2の「UNITS」列に相当します。
転送
[最大間隔]:
測定値を転送してから次の測定値を転送するまでの最大時間。
· この時間が経過すると、測定値が欠如していることを示すゼロが転送されます。
· この間隔が不明な場合または重要でない場合は、0を入力します。これにより、測定値の欠如が記録されな
くなります。
[失敗値]:
2つの測定値間で許容される最大時間が経過した場合に転送される値。
[SDI]:
必要に応じて、ARINCアシスタントで各チャンネルのSDIビットを変更できます。これを行うには、コンボボックスをク
リックしてSDIアドレスを選択します。

7.2.2.3.4.2  BCDデータワードの構成
ダイアログは、テーマごとに灰色の枠で囲まれたグループで構成されています。 
[データワード]グループには、ARINCデータワードの構造に関する全ての設定が含まれています。現在設定して
いるワード構造は、緑色の水平バーで視覚的に表されます。 
[スケーリング]グループには、rawデータから最終的な測定値を計算するために必要な設定がまとめられていま
す。 
[転送]グループでは、ARINCデータワードの転送に有効なタイミング規則に関する設定を行います。
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以下に、各コントロールについて説明します。

データワードBCD

[デザイン]:
64文字長の任意の文字列(引用符は使用できません)。指定した記述名はラベルに割り当てられ、アシスタント
のインターフェースに表示されます。
また、チャンネルのコメントとしてimcSTUDIOに保持されます。これは、ARINC仕様シートの附属書2の
「PARAMETER NAME」に相当し、必ず指定する必要があります。
データワード
[符号]:
· このオプションをアクティブにした場合、符号が評価されます。アクティブにしない場合は符号が無視されます。
· 一般に、正の値範囲のみを指定した場合は、このオプションを「オフ」のままにすることをお勧めします。
· データが時間フォーマットで存在する場合は、符号を考慮することができません。
[SDIビット]:
このトグルを使用して、SDIビットをラベルに含めるかどうかを定義できます。
SDIアドレスの設定はこのコントロールではなく、[転送]グループで行います。このトグルでは、SDIを含めるかどうか
を設定できます。
[桁数]:
有効BCD桁数。
· この値は、ARINC仕様の附属書2の「SIG DIG」に相当します。
· 指定可能な最大数は、設定されている数値フォーマットとSDIビットによって異なります。
例: 10進表記では、SDIが存在する場合に指定可能な最大桁数は5桁です。SDIビットがオフになっている場合
(上記を参照)、最大6桁を指定できます。一部のラベルではこの機能が使用されます。
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[数値フォーマット]:
数値フォーマットです。以下の3つのフォーマットから選択できます。
[10進値]:
· 数値は、通常の固定小数点数値として解釈されます。これはデフォルト設定です。
[角度]:
· 最初の3桁が度、次の2桁が分として解釈されます。
· すなわち、最小桁数は5桁です。
· SDIビットが存在しない場合は、6桁を指定することもできます。この場合、第6桁は分の小数部として解釈さ
れます。
[時間]:
· 最初の2桁は時間(0～24)、次の2桁は分(0～60)として解釈されます。
· すなわち、最小桁数は4桁です。
· 5桁を指定することも可能です。この場合、第5桁は分の小数部として解釈されます。
スケーリング
[最大]:
測定データの最大値。rawデータの最大値はこの値にマップされます。
[最大]は、[分解能]、[桁数]、および[オフセット]から自動的に計算されます。
[最小]:
測定データの最小値。rawデータの最小値はこの値にマップされます。
一般に、符号付きの値では、入力範囲は対称になり、[最小] = -[最大]となります。
値の符号のボックスを選択した場合、[最小]は自動的に調整されます。
[オフセット]:
 この値は自由に選択できます。 
· [符号]を選択した場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = ([最大] + [最小]) / 2
· [符号]を選択しない場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = [最小]
[分解能]:
最下位桁の大きさ。この値は、ARINC仕様の附属書2の「RESOL」に相当します。
入力範囲([最大]および[最小])は、指定した桁数および分解能から自動的に計算されます。
[単位]:
信号の単位。ARINC仕様シートの附属書2の「UNITS」列に相当します。
転送
[最大間隔]:
測定値を転送してから次の測定値を転送するまでの最大時間。
· この時間が経過すると、測定値が欠如していることを示すゼロが転送されます。
· この間隔が不明な場合または重要でない場合は、0を入力します。これにより、測定値の欠如が記録されな
くなります。
[失敗値]:
2つの測定値間で許容される最大時間が経過した場合に転送される値。
[SDI]:
必要に応じて、ARINCアシスタントで各チャンネルのSDIビットを変更できます。これを行うには、コンボボックスをク
リックしてSDIアドレスを選択します。
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7.2.2.3.4.3  ディスクリート(DSC)データワードの構成
ダイアログは、テーマごとに灰色の枠で囲まれたグループで構成されています。
[データワード]グループには、ARINCデータワードの構造に関する全ての設定が含まれています。現在設定して
いるワード構造は、緑色の水平バーで視覚的に表されます。
データ搬送部の各ビットは個別に設定できます。これを行うには、[ビット番号 ]コントロールで特定のビットを選
択します(緑色のバーで、該当するビットのイメージが点滅します)。
[デジタルビット]グループでは、ビットを操作できます。
[転送]グループでは、ARINCデータワードの転送に有効なタイミング規則に関する設定を行います。
以下に、各コントロールについて説明します。

データワードDSC

[デザイン]:
64文字長の任意の文字列(引用符は使用できません)。指定した記述名はラベルに割り当てられ、アシスタント
のインターフェースに表示されます。
また、チャンネルのコメントとしてimcSTUDIOに保持されます。
データワード
[SDIビット]:
このトグルを使用して、SDIビットをラベルに含めるかどうかを定義できます。
SDIアドレスの設定はこのコントロールではなく、[転送 ]グループで行います。このトグルでは、SDIを含めるかどうか
を設定できます。
SDIビットを使用しない場合、ビット9とビット10をデータビットとして使用できます。
[ビット番号]:
ARINCデータワードのデータ搬送部のいずれかのビットを選択します。選択したビットに応じて、[デジタルビット]グ
ループのコントロールの内容が更新されます。
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[ビットのアクティブ状態]:
[ビット番号]で選択したビットをアクティブ状態に切り替えます。ビットは、アクティブな場合のみ受信可能です。
ビットをアクティブにすると、緑色のバーに、そのビットのイメージが緑色に塗りつぶされて表示されます。
非アクティブ状態のビットは、灰色の背景上に緑色の網掛けで表示されます。
[ビット記述名]:
ここには、ビットのわかりやすい名前を入力してください。たとえば、IRSディスクリートラベル270 04のビット15は
「Atti tude Invalid」です。ビットの「記述名」とチャンネルの記述名との関係については、後に説明します。
転送
[最大間隔]:
測定値を転送してから次の測定値を転送するまでの最大時間。
· この時間が経過すると、測定値が欠如していることを示すゼロが転送されます。
· この間隔が不明な場合または重要でない場合は、0を入力します。これにより、測定値の欠如が記録されな
くなります。
[失敗値]:
2つの測定値間で許容される最大時間が経過した場合に転送される値。
[SDI]:
必要に応じて、ARINCアシスタントで各チャンネルのSDIビットを変更できます。これを行うには、コンボボックスをク
リックしてSDIアドレスを選択します。

7.2.2.3.4.4  構成の混在
ARINC規格では、ラベルの上位ビットでBNRデータワードを伝送でき、ディスクリート信号は残りのビットに割り当
てられます。反対に、ディスクリートラベルの数ビットを調整してバイナリ値をコード化することも可能です。

条件:
どちらの場合も同様の不規則性を伴い、単一のラベルに対して複数のコード化定義を行う必要があります
(BNRについて1つ、DSCについて1つ)。
アシスタントを使用すれば、単一のラベルに対して任意数の定義を設定することができます。データタイプ(BNR、
BCD、またはDSC)を気にする必要もありません。
この場合は、後で参照しやすいように、[デザイン]コントロールでわかりやすい名前を指定することをお勧めしま
す。
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7.2.2.3.5  トランスミッタチャンネル(Tx) - ARINCラベルの作成
4つのTxチャンネルのうちいずれかを選択し、スピーカ記号の付いたボタンをクリックして、新しいトランスミッタ
チャンネルを作成します。
このボタンを使用して、既存のチャンネルのプロパティを変更します。

新規ラベル[ ]
左側に、機器ID (16進値)とラベル番号(8進値)を入力します。正しい項目は、ARINC仕様で確認できます。
送信用に指定可能なデータタイプは、バイナリコード化を表す[BNR]のみです。

7.2.2.3.5.1  BNRデータワードの構成
[信号名]リスト(右側)には、測定デバイスから送信可能な全てのデータが表示されます。
[データワード]グループには、ARINCデータワードの構造に影響する全ての設定がまとめられています。現在の構
成は、緑色のバーのグラフィックで示されます。 
左側のテーブルには、送信するメッセージに追加可能な全てのデータが表示されます。
[位置]グループでは、データタイプとそのビット長を考慮します。
[スケーリング]グループには、rawデータから最終的な測定値を計算するために必要な設定が表示されます。
[転送]グループでは、転送されるARINCデータワードのタイミングに関する設定を行えます。 
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以下に、各コントロールについて説明します。

データワードの定義ARINC

[デザイン]:
64文字長の任意の文字列(引用符は使用できません)。指定した記述名はラベルに割り当てられ、アシスタント
のインターフェースに表示されます。
また、チャンネルのコメントとしてimcSTUDIOに保持されます。これは、ARINC仕様シートの附属書2の
「PARAMETER NAME」に相当し、必ず指定する必要があります。
データワード
[パリティビット]:
パリティビットは、ラベルの内容に基づいて自動的に設定されるため、このコントロールは使用不可になります。
[SSM]:
· このボックスを選択しない場合、[パリティビット]ボックスの選択状況に応じて、最大MSB位置として31または

32を設定できます。
· このボックスを選択した場合、設定可能な最大MSB位置は28です。
[符号]:
· このボックスを選択すると、符号が転送されます。選択しない場合、符号は無視されます。
· 一般に、ARINCラベルに対して正の値範囲のみを指定した場合は、このオプションを選択しないでください。
· このスイッチを設定すると、最大MSB位置が28に制限されます。
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[SDIビット]: 
このトグルを使用して、SDIビットをラベルと共に転送するかどうかを定義できます。
SDIアドレスの設定はこのコントロールではなく、[転送]グループで行います。このトグルでは、SDIを含めるかどうか
を設定できます。
SDIビットがアクティブ化されていない場合、この位置に変数を入力できます。
[SDI]:
必要に応じて、ARINCアシスタントで各チャンネルのSDIビットを変更できます。これを行うには、コンボボックスをク
リックしてSDIアドレスを選択します。
[位置]
[位置]ボックスでは、送信される変数をラベルのデータ部にどのように位置するかを定義します。[データワード]領
域で[SSM]、[符号]、および[SDI]を選択した場合、データ部のうち最大19ビットを使用できます。これらの関連
オプションを選択しない場合は、最大23ビットを使用できます。
送信される変数(ソースデータワード)は、様ーなデータフォーマットを取ります。そのため、プロセスベクトル変数に
は、符号付きまたは符号なしの8、16、または32ビットIntegerの他、32ビットFloatのデータフォーマットを使用で
きます。
· 表示変数のデータタイプは、常に32ビットFloatです。
· DIOポートは、1つの16ビット長のワードで構成されます。
· ビットは、1つの1ビットで構成されます。
[MSBソース]:
· ソースデータワードのサイズが使用可能なデータ部より小さい場合、MSBビットはソースデータワードのサイ
ズとして設定され、変更できません。これは、データタイプが32ビットFloatの場合も同様です。

· ソースデータワードのサイズの方が大きい場合は、ここでソースデータワードのどのペイロードデータをターゲットデ
ータワードに位置するかを設定できます。この場合、[MSBソース]には、評価対象となる最上位ビットを指定
します。
[LSBソース]:
· ソースデータワードのサイズが使用可能なデータ部より小さい場合、LSBビットは1に設定されます。これは、
データタイプが32ビットFloatの場合も同様です。

· ソースデータワードのサイズの方が大きい場合は、ここでソースデータワードのどのペイロードデータをターゲットデ
ータワードに位置するかを設定できます。この場合、[MSBソース]には、評価対象となる最下位ビットを指定
します。
[MSBターゲット]:
· ソースデータワードのデータタイプがIntegerの場合、ペイロードデータ部のマスクされたビットはターゲットに直接
コピーされます。MSBビットターゲットは、ターゲットデータワードの最上位ビットを示します。
[LSBターゲット]:
· ソースデータワードのデータタイプがIntegerの場合、ペイロードデータ部のマスクされたビットはターゲットに直接
コピーされます。LSBビットターゲットは、ターゲットデータワードの最下位ビットを示します。
アシスタントでは、ソースがIntegerの場合に、ソースとターゲットのビット数を一致させることができます。
ソースデータワードのデータタイプがFloatの場合は、そのデータワードをIntegerに位置する必要があります。
Integerのビット数は、ターゲットデータワードの上位ビットおよび下位ビットによって決まります。係数とオフセット、
または最大と最小により、マップ時のFloat数値のスケーリングを変更することができます。以下の規則が適用さ
れます。
結果 = ソースワード値 * 係数 + オフセット。
[符号]:
送信される複数の変数をラベルのデータ部にコピーできます。これらの変数を重複させることはできません。
[データワード]領域で[符号]オプションを選択した場合、どの変数によって符号を決定するかを定義する必要が
あります。符号ビットは、変数が負の場合は設定され、ゼロ以上の場合は設定されません。
[データワード]で[符号]オプションを選択しない場合も、符号付きのラベルを生成できます。これを行うには、符
号(最上位ビット)がビット29にくるようにソースデータワードを構成します。
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以下の図は、ソースワードがどのようにデータ部にコピーされるかを示しています。

データ宛先へのソースワードのコピー

スケーリング
[最大]:
測定データの最大値。rawデータの最大値はこの値にマップされます。
[最小]:
測定データの最小値。rawデータの最小値はこの値にマップされます。
一般に、符号付きの値では、入力範囲は対称になり、[最小] = -[最大]となります。
値の符号のボックスを選択した場合、最小値は自動的には調整されないため、最小値が正しいかどうかを確
認する必要があります。
[オフセット]:
このボックスは自動的に計算されます。 
· [符号]を選択した場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = ([最大] + [最小]) / 2
· [符号]を選択しない場合、オフセットは以下のように計算されます。オフセット = [最小]
[分解能]:
このボックスの値は自動的に計算されます。ARINC仕様の附属書2の「RESOL」列に一致しているか確認できま
す。分解能は以下の式で計算されます。RESOL = ([最大] - [最小]) / 2^( SIGDIG + S)
[単位]:
信号の単位。ARINC仕様シートの附属書2の「UNITS」列に相当します。
[転送]
出力レートと送信条件を定義します。この条件は、トリガマシンにおけるトリガイベントに似ていますが、イベント
変数が1つのみであるという違いがあります。複数の変数をANDまたはOR演算子で結合して組み合わせた条件
は、imcOnlineFAMOSでのみ定義できます。
送信はホールドオフ時間 (秒単位)の影響を受け、値0は「無限の期間」を表します。
[出力レート]:
出力のサイクル時間。ボーレートの設定が適切な場合、500µs～1hです。
[イベント変数]:
送信は、ここに入力した変数が、[イベント]に指定する条件を満たした場合のみ実行されます。
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[イベント]:
· デジタルイベント変数の場合: 信号の変化: 0 -> 1または1 -> 0、信号 = 1または0。
· アナログイベント変数の場合: 信号 <または> レベル、正または負の傾き

7.2.2.3.6  構成ファイルリスト - 設定
ARINC構成ファイルリストには、目的のチャンネルに対する定義が自動的に表示されます。このリストの外観は
以下の図のとおりです。

構成リストARINC
全ての定義は、該当する列ヘッダをクリックすることにより、希望する順序で並び替えできます。
  各アイコンは、それぞれ1つのチャンネル定義を表します。アイコンの後ろに、定義されているラベルの名前、
記述名などが表示されます。

7.2.2.3.7  ラベル定義の編集
既存のラベル定義を編集するには、行を選択してからメニュー項目[構成] > [ラベルのプロパティ]を選択します。

ラベルのプロパティの入力
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または、マウスで右クリックしてコンテキストメニューを開き、構成ダイアログの項目を選択します。

コンテキストメニューでラベルのプロパティを開く
これにより、データワードの編集ダイアログが表示されます。

注
伝送順序は、コメントによって決まります。ラベルは、コメントのアルファベット順に処理されます。

7.2.2.3.8  ラベル定義の切り取り、コピー、貼り付け、削除
ラベル定義を切り取り、コピー、貼り付け、または削除するには、最初に項目を選択する必要があります。次
に、該当するツールバーボタン、[編集]メニュー、またはコンテキストメニュー項目を選択して、選択したラベル定
義の切り取り、コピー、貼り付け、または削除を行います。

7.2.2.3.9  ラベル定義の検索と選択
マウスの右クリックにより表示されるコンテキストメニューには、[検索と選択]機能の項目もあります。この機能を
使用すると、ラベル定義を直接検索できます。
[検索]機能を使用するには、[編集]メニューから選択するか、Ctrl+Fキーを押します。

ラベル定義の検索
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また、共通のプロパティを持つ複数のラベルを同時に検索することも可能です。これを行うには、二重矢印ボタン
をクリックすると表示される領域で[列内のみ ]機能をアクティブ化します。

特定の列での検索

7.2.2.4  [構成]
以降のセクションでは、アシスタントのインターフェースの左側にある[構成]について説明します。この領域で行っ
た全ての設定は、imcSTUDIOで試験設定の構成として保存されます。最も単純な設定では、アシスタントを
起動した状態で、構成ファイルで定義されているチャンネル(ラベル定義)を入力します。アシスタントを閉じると、
このチャンネルがimcSTUDIOに登録されます。より複雑な設定では、アシスタントを閉じる前に、SDIビットおよび
ARINCバスの通信速度を設定する必要があります。これを行うには、以降に説明するプロシージャに従います。

7.2.2.4.1  構成リスト
ここには、imc測定デバイスとそのARINCインターフェースが全て表示されます。以下の図に例を示します。

構成リスト

  アイコンは測定デバイスを表し、その横にデバイス名が表示されます。
測定デバイスのアイコンと線で結ばれたアイコンは、デバイスのARINC接続を
表します。
これらのアイコンには、「Rx」(レシーバ)の文字と番号が付けられます。
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7.2.2.4.2  チャンネルパラメータの変更
チャンネル名、サンプリングレート、測定期間などのチャンネルパラメータは、アナログチャンネルと同じ方法で変更
します。
アシスタントで設定した全てのチャンネルは、フィールドバスチャンネルとしてもリスト表示されます。

7.2.2.4.3  ARINCバスの通信速度の設定
ARINCバスは、[低速](12kbit/s)または[高速](100kbit/s)、あるいは[全て高速]または[全て低速]に設定で
きます。バスハードウェアを設定するためのダイアログを呼び出すには、メニュー項目[構成] > [バス設定]を選択
するか、以下の操作を実行します。

1. ボタンをクリックします。
2.該当する行の[ビットレート ]列をクリックします。表示されるコンボボックスで、関連付けるバスの通信速度を選
択できます。

バスの通信速度の設定

全てのバスの通信速度を同じ値に設定する場合、[全て高
速]または[全て低速]オプションを選択できます。
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特定のプロトコルチャンネルの記録

ノードに対して[有効]オプションを選択して、そのノードのデー
タトラフィック全体を記録することもできます。これにより、記
録チャンネルにノードと同じ名前が割り当てられます。全ての
ノードを記録するか、どのノードも記録しない場合は、[全て
有効]または[全て無効]を選択できます。
プロトコルチャンネルは、imcFAMOSプログラムなどによるデ
ータトラフィックのオフライン解析に使用できます。

注
プロトコルチャンネルをアクティブ化すると、そのチャンネルがチャンネルリストに示されます。
その後、IDBインターフェースから新しいIDBチャンネルをインポートすると、プロトコルチャンネルはチャンネルリスト
から消えますが、バス設定ではアクティブ化されたままになります。
ARINC構成を新たにインポートしたら、必ず、これらのプロトコルチャンネルをディアクティベートしてから再度アク
ティブ化する必要があります。これにより、新たなチャンネルを作成した場合と同じ結果が得られます(プロパ
ティ、ストレージオプションなどの設定)。
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7.2.2.5  IDB構成ファイルの仕様
7.2.2.5.1  ARINC BNRパラメータ

Integer ラベル 210
Integer 機器ID 7
Integer 複数「ラベル」に対するサブインデックス 0
String パラメータ名 "_278B345A10"
String パラメータに関するコメント "RAM AIR INLET TMP"
Integer 予約済み 0
Integer ドロップアウト値を設定するための時間遅延 0
Integer 予約済み 0
Integer ARINCフォーマット(0=BNR、1=BCD、2= DSC) 0
Integer バス番号(0～7) (8チャンネルカードを使用可能な場合) 0
Integer 予約済み、バスのボーレート(0 - 低、1 - 高) 1
Integer SDI設定: (4=0 00、0=1 01、1=2 10、2=3 11) 4
Float ARINC最大ワード範囲 1000.0
Float ARINC最小ワード範囲 -1000.0
Float 分解能 0.03
Integer 使用ビット数 19
Integer MSB 29
Integer SDIビットのアクティブ状態(0: 非アクティブ、1: アクティブ) 1
Integer ビット符号(0=なし、1=あり) 1
String 単位 DEG

例:
210 7 0 "_278B345A10" "RAW AIR INLET TMP" 0 0 0 0 0 1 4 1000 -1000 0.003 19 29 1 1 DEG 
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7.2.2.5.2  ARINC BCDパラメータ
Integer ラベル 210
Integer 機器ID 7
Integer 複数「ラベル」に対するサブインデックス 0
String パラメータ名 "_278B345A10"
String パラメータに関するコメント "RAM AIR INLET TMP"
Integer 予約済み 0
Integer ドロップアウト値を設定するための時間遅延 0
Integer 予約済み 0
Integer ARINCフォーマット(0=BNR、1=BCD、2=DSC) 1
Integer バス番号(0～7) (8チャンネルカードを使用可能な場合) 0
Integer 予約済み、バスのボーレート(0 - 低、1 - 高) 1
Integer SDI設定: (4->0 00、0->1 01、1->2 10、2->3 11) 4
Float ARINC最大ワード範囲 1000.0
Float ARINC最小ワード範囲 -1000.0
Float 分解能 0.03
Integer ビット設定(5=11; 29、4-=5;29、3=19;29、2=23;29、1=27;29)

桁数
3

Integer MSB 29
Integer SDIビットのアクティブ状態(0: 非アクティブ、1: アクティブ) 1
Integer ビット符号(0=なし、1=あり) 1
Integer BCDタイプ: ( 0=10進値、1=時間、2=角度) 1
String 単位 DEG

BNR との違い

例:
210 7 0 "_278B345A10" "RAW AIR INLET TMP" 0 0 0 1 0 1 4 1000 -1000 0.003 3 29 1 1 1 DEG 

331
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7.2.2.5.3  ARINC DSCパラメータ
Integer ラベル 210
Integer 機器ID 7
Integer 複数「ラベル」に対するサブインデックス 0
String ARINCラベル名 Label_210_Rx_00
String ARINCラベル名に関するコメント Label_210_Rx_00
Integer 予約済み 0
Integer ドロップアウト値を設定するための時間遅延 0
Integer 予約済み 0
Integer ARINCフォーマット(0=BNR、1=BCD、2=DSC) 2
Integer バス番号(0～7) (8チャンネルカードを使用可能な場合) 0
Integer 予約済み、バスのボーレート(0 - 低、1 - 高) 1
Integer SDI設定: (4=0 00、0=1 01、1=2 10、2=3 11) 4
Integer ビットマスク、32ビット長のワード全体に適用 8000
Integer ビット数 1
Integer MSB 20
Integer SDIビットのアクティブ状態(0: 非アクティブ、1: アクティブ) 1
String ビット名 “-279C111B0000”
String ビットに関するコメント "FALSE VENTO A1"

例:
210 7 0 "_ Label_210_Rx_00" " Label_210_Rx_00 " 0 0 0 2 0 1 4 8000 0 1 20 1 DEG "_ 279C111B000“ “FALSE
VENTIL A1” 

7.2.3  AFDXバスインターフェース
はじめに - AFDXバスとは
AFDX: Avionics Full Duplex Switched Ethernet: アビオニクス全二重交換イーサネット
ARINC-664標準は、IEEE 802.3に基づく、AFDXの基本要素を使用します。主な要素はAFDX終端システム、
AFDXスイッチ、およびAFDXリンクで構成されるため、AFDXはバスシステムというよりむしろある種のネットワークで
す。
終端システムは、ソースと宛先の間の一方向の接続を定義する、いわゆる仮想リンク(VL)を通じて通信します。
また、各仮想リンクは特定のバンド幅を持つため、AFDX上のデータ転送レートのモニタリングはこれらの仮想リン
グに基づいて行われます。
AFDX上のフレームは基本的に、Macアドレス、IP、UDPなどのネットワークデータおよびデータペイロードで構成さ
れます。このペイロードは、最大1472個の8ビット文字になります。ただし、1471個の8ビット文字のみが実際のペ
イロードとして使用されます。残りの8ビット文字は、シーケンス番号(SN)用に必要になります。
ペイロードデータ自体は、関数ステータス(FS)および関連するデータセットで構成されます。関数ステータスでは、
関連するデータセットのプロパティが説明されます。これらのプロパティと追加のAFDX項目は、AFDXアシスタント
内で定義できます。

注
また、制御原理 および固定サンプリングレート またはタイムスタンプ としてのサンプリングレートについ
て、ファイルのバスに関する全般的な注意事項に従ってください。

306 307 309
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7.2.3.1  AFDXアシスタント
imc測定機器を使用してAFDXチャンネルを記録するには、まず、キャプチャされるAFDXデータワードを定義しま
す。このタスクは、AFDXアシスタントによって処理されます。
このプロシージャを完了してアシスタントを閉じると、追加の測定チャンネルがimcSTUDIOで使用可能になりま
す。このチャンネルは、アナログチャンネルやデジタルチャンネルと同様の方法で使用できます。つまり、これらの
チャンネルは、imcOnlineFAMOSなどで操作されたり、アナログチャンネルと共にトリガにリンクされ、それに応じ
て記録されたりする可能性があります。
このため、AFDXバスに固有の設定だけはAFDXアシスタントを使用して行う必要があります。測定期間やトリガリ
ンクなど、他の全てのプロパティは、通常のアナログまたはデジタル測定チャンネルで機能する場合と全く同じよう
に扱われます。

7.2.3.2  アシスタントの起動
imcSTUDIOからアシスタントを起動するには、[Setup-構成] > [AFDXアシスタント]のメニューリボンをクリックしま
す。
起動後、アシスタントには以下のダイアログが表示されます。

アシスタントAFDX
AFDXアシスタントのメインウィンドウには以下の2つのタイルがあります。
· [構成]という見出しの下にある左側のタイルには、それに属するデバイスおよびレシーバチャンネルがリストされ
ます。

· [設定]という見出しの下にある右側のタイルには、現在選択され、定義されているコネクタチャンネルに属する
AFDXチャンネルがリストされます。
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アシスタントのメインウィンドウ例AFDX ( )
[設定]の下で行われたそれぞれのAFDXチャンネルの定義は、特定の試験設定から独立して存在する、専用
の構成ファイル(.xmlフォーマット)に保存されます。この構成ファイルは、一種のデータベースとみなすことができ、
全ての定義済みAFDXチャンネルとそれぞれのチャンネルの割り当てを含みます。そのため、AFDXバスによる試験
設定を構成するには、1個のAFDX構成ファイルをロードしてアシスタントを終了するだけで済みます。これにより、
定義されている全てのAFDXチャンネルがimcSTUDIOオペレーティングソフトウェアにチャンネルとして表示されま
す。また、imcOnlineFAMOSでこれらを表示したりさらに処理したりすることが可能です。 

7.2.3.3  AFDX構成ファイル
AFDXチャンネル定義は全て構成ファイルに保存されます。この構成ファイルは、中央データベースとして使用でき
ます。このファイルは試験設定ごとにロードされ、チャンネルは任意で削除、コピー、または移動することができま
す。このように、信号定義は特定の試験設定から独立して存在します。この原則に基づいて、いつでも新しい
試験設定のカスタム構成を、既存の構成ファイルから素早く生成できます。

7.2.3.3.1  新しい構成ファイルの作成
新しい構成ファイルを作成するには、ツールバー内のボタン  をクリックするか、[ファイル] > [新規]メニュー項目
を選択します。
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7.2.3.3.2  構成ファイルのロード
既存の構成ファイルをロードするには、ツールバー内のボタン  をクリックするか、[ファイル] > [ロード...]メニュー
項目を選択します。デフォルトでは、ファイルの拡張子は*.xmlになります。また、独自の個人用AFDXチャンネル
データベースをインポートするために*.csvファイルをロードすることもできます。

構成ファイルのロード

7.2.3.3.3  構成ファイルの保存(名前を付けて保存...)
構成ファイルを保存するには、ツールバー内のボタン  をクリックするか、[ファイル] > [保存]メニュー項目を選
択します。
ロードされた構成ファイルを別の名前または別のパスで保存する場合、メニュー項目[ファイル] > [名前を付けて
保存...]を使用します。Windowsの「ファイル」ダイアログでは、拡張子を付けずにファイルの名前を入力してくだ
さい。拡張子*.xmlは自動的に追加されます。

7.2.3.3.4  新しいAFDXチャンネルの作成
新しいAFDXチャンネルは、構成ファイルでのみ作成可能であり、imcSTUDIO: [Setup]で直接作成することはで
きません。
· 新しいAFDXチャンネルを作成するには、既存の構成ファイルをロードするか、または新しい構成ファイルを作
成します。

· 次に、ダイアログの左側の[構成]で、AFDXチャンネルが受信されるコネクタチャンネルを選択します。
· 次に、ツールバー内の  ボタンをクリックするか、[構成] > [新規チャンネル]メニュー項目を選択します。
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以下のダイアログが表示されます。

チャンネルの作成AFDX
ダイアログは5つの領域に分かれています。上の領域では、新規に作成したチャンネルのチャンネル名と追加の
記述名を入力できます。
[設定] 、[データワード] 、[関数ステータス] 、および[スケーリング] 領域について詳しくは以下に説明
します。

[名前]:
長さが最大255文字の任意の文字列。imcSTUDIOにおけるチャンネル名に影響する一般的な制限が適用さ
れます。名前はこのチャンネルに割り当てられ、アシスタントインターフェースに表示されます。また、この名前は
imcSTUDIOでもチャンネル名として使用されます。
[デザイン]: 
任意の文字を含められる、長さが最大255文字の任意の文字列。記述名はこのチャンネルに割り当てられ、ア
シスタントインターフェースに表示されます。また、チャンネルのコメントとしてimcSTUDIO内で記述されます。

338 339 340 340
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7.2.3.3.4.1  設定

設定[ ]

[仮想リンク]:
ここには、ソースから宛先への一方向の接続を定義する、仮想リンクを入力できます。 
[ソース]と[ターゲット]:
MACアドレス:
ここには、ネットワーク内のソース/ターゲットのMACアドレスを指定します。MACアドレスは、ネットワーク内の一意
のIDとして機能し、仮想リンクと併用してより詳細なモニタリングを可能にします。MACアドレスは、サイズが48ビッ
トであり、16進フォーマットで入力されます。
[IPアドレス]:
ここには、ネットワーク内のソース/ターゲットのIPアドレスを指定します。IPアドレスは、ネットワーク内の加入者の
アドレス指定に役立ちます。
[IPアドレスマスク]:
ここには、対応するIPアドレスが置かれている、ソース/ターゲットのIPアドレスマスクを入力します。IPアドレスマスク
は、ソース/ターゲットが置かれているネットワークを示します。
[ポート]:
ここにはソース/ターゲットのポートを入力します。
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7.2.3.3.4.2  データワード
データワードでは128ビットを使用できます。データは常に、4バイトのサイズの関数とステータスの一式で送信され
ます。ダイアログには常に4バイトしか表示されません。未使用のビットは、ダイアログでは陰影のボックスで表され
ます。一方、使用されるビットは、文字が入力されたボックスで表されます。データワードに使用できる数値フォー
マットは、デジタル、符号付き整数、および実数です。

データワード

[数値フォーマット]:
使用可能なオプションは[デジタル]、[符号付き整数]、および[Real]です。どの数値フォーマットでも、スタート
バイトは選択可能です。
[スタートバイト]:
単一行テキストボックスで、必要なスタートバイトを選択できます。メッセージサイズの制限のため、最大1496個
の値のみをスタートバイトに使用できます。
[Start-Bit]:
スタートビットは[デジタル]および[符号付き整数]数値フォーマットの場合にのみ選択できます。スタートビットは
32以下にする必要があります。
[ビットカウント]:
数値フォーマット[符号付き整数]では、ビットカウントも選択できます。スタートビットとビットカウントの合計が使
用可能なビット数である32よりも多い場合は、ビットボックスの塗り潰しの色が緑から赤に変わります。この場
合、設定はAFDXアシスタントにより承認されません。

ビットカウント
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7.2.3.3.4.3  関数ステータス

関数ステータス

[バイト位置]:
ここでは、対応する関数ステータスのバイト位置を設定できます。関数ステータスのバイト位置は、関連するデー
タパッケージを処理することに注意してください。メッセージサイズに関する制限のために、バイト位置は1500以
下にする必要があります。
[値]:
ここでは、[データなし]、[通常操作]、および[機能テスト]の3つの関数ステータスから選択できます。また、使
用可能な8ビットに対応する255以下の値を入力できます。

7.2.3.3.4.4  スケーリング

スケーリング

[LSB値]:
LSB値では、実際の値に乗算される係数が指定されます。整数値と共に、1.02e+3や1.02e-02などの指数表現
の値を入力することもできます。
[単位]:
測定の信号の単位。
[Yオフセット]:
ここでは、LSB値と併用して最終的な結果を生成するオフセットを指定できます。結果 = 値 × LSB値 + オフセット
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7.2.3.3.5  構成ファイルリスト - 設定
AFDX構成ファイルリストが、必要なコネクタチャンネルに対するAFDXチャンネルでいっぱいになった場合、リストは
以下の例のように表示されます。

構成ファイルリスト
全てのAFDXチャンネルは、対応する列をクリックすることで任意に並べ替えることができます。
[全て]  アイコンはチャンネルの定義を表します。アイコンの後ろに、定義されているAFDXチャンネルの名前、
記述名などが表示されます。

7.2.3.3.6  AFDXチャンネルの編集
既存のAFDXチャンネルを編集するには、行を選択してからメニュー項目[構成] > [プロパティチャンネル]を選択し
ます。

メニューを通じた チャンネルのプロパティAFDX
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または、対応する行を右クリックすることにより[構成]ダイアログを開きます。

コンテキストメニューを通じたプロパティ
AFDXチャンネルを設定するダイアログについては、上記を参照してください。

7.2.3.3.7  AFDXチャンネルの切り取り、コピー、貼り付け、削除
AFDXチャンネルを切り取り、コピー、貼り付け、または削除するには、最初に項目を選択する必要があります。
ツールバー内の該当するボタンをクリックするか、選択した状態で右クリックすることにより、AFDXチャンネルを編
集するための項目である[切り取り]、[コピー]、[貼り付け]、または[削除]のいずれかを選択できます。

7.2.3.3.8  AFDXチャンネルの検索と選択
コンテキストメニュー(マウスの右クリックによりアクセスされます)では、[検索と選択...]機能の項目も提供されま
す。これを使用して、特定のAFDXチャンネルを直接検索できます。
メニュー項目[編集]を選択するか、Ctrl+Fキーを押すと、[検索]機能を使用できます。

チャンネルの検索AFDX
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また、共通のプロパティを持つ複数のチャンネル定義を選択することも可能です。これを行うには、二重矢印ボタ
ンをクリックしてアクセスする[列内のみ]機能を選択します。

特定の列での検索

7.2.3.4  [構成]
アシスタントの左側部分([構成])で設定される内容は全てimcSTUDIO試験設定の構成内に保存されるた
め、次のセクションではこの左側部分について説明します。最も単純な状況では、アシスタントの起動後に
AFDXチャンネルが構成ファイルから追加されます。アシスタントを閉じると、このチャンネルがimcSTUDIOに取り
込まれます。これがどのように行なわれるのかは、次に説明します。

7.2.3.4.1  構成リスト
(空の)構成リストには、全てのimcデバイスとAFDXインターフェースがリストされます。下の図に例を示します。

構成リスト

  アイコンはそれぞれ測定デバイスを表し、それらの後に、それぞれのデバ
イス名があります。
線で結合されているアイコンは、AFDXチャンネルを表しており、順次に番号
が付けられます。
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7.2.3.4.2  チャンネルパラメータの編集
チャンネル名、サンプリング時間、測定期間などのチャンネルパラメータは、アナログチャンネルと同じ方法で編集
します。
アシスタントで構成された全てのチャンネルは、フィールドバス入力と共に表示されます。

7.2.3.4.3  検索フィルタの定義
検索フィルタを開始するには、[接続]リストのコンテキストメニューを開き、[検索フィルタを定義]を選択します。
このフィルタは、ワイルドカードベースの検索による特定のグループに属するチャンネルの表示と編集をサポートし
ています。

検索フィルタの呼び出し
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[検索]ポップダウンリストからプロパティを選択し、その上にあるボックスで、検索する値を選択します。

検索フィルタの使用

7.2.4  CANバスインターフェース
CANバスとは
imc測定デバイスでは、オプションでCANバスインターフェースを利用できます。基本データフォーマットを使用する
CANバスセンサが完全にサポートされるため、CANバス経由およびアナログ/デジタル入力経由でほぼ同時に測
定を行うことができます。
CAN (コントローラエリアネットワーク)バスは、全てのモジュールを2線式回線で接続するシリアル伝送ラインです。
信号の反射を防ぐため、ケーブルの末端にはターミネータを接続します。モジュールホルダは、CiA規格(CiAドラフ
ト規格102バージョン2.0、産業用CAN物理レイヤ)に基づくCANバス動作に適合しています。
CANバスには複数のセンサとデバイスを接続でき、たとえば、これらのデバイスからバス上に測定値を定期的に出
力できます。全てのデバイスおよびセンサは、データをメッセージとしてバスに送信します。1つのメッセージで最大
8バイトのデータを送信できます。全てのメッセージには一意のIDが割り当てられます。メッセージでは、チャンネル
名や単位などの信号の識別情報は送信されませんが、通常、これらの情報はデータベースに記録されるため、
それを手がかりにメッセージのIDに基づいてメッセージのデータのコード化方式を知ることができます。
全てのCANモジュールは、ノードとしてCANバスに接続されます。

バスCAN
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7.2.4.1  インフォメーション
7.2.4.1.1  オーダ情報
当社の標準製品パッケージは、2つの高速CANバス(ISO 11898に準拠)で構成されています。また、低速モデル
(ISO 11519-2)も用意しています。1つまたは2つの低速バスをご希望の場合は、注文書にその旨を「CAN1 = ISO
11898, CAN2 = ISO 11519-2」のように記載してください。 

7.2.4.1.2  参考
· CiA®ドラフト案102バージョン2.0: CAN物理レイヤ
· CAN Controller Area Network, Wolfhard Lawrenz, Hüthig Verlage, 1994 Heidelberg
· ISO/DIS 11898 (ISO 11519-2) (バスドライバ)
· ISO/OSI参照モデル

7.2.4.1.3  バスの機能
CANバスインターフェースには、以下の機能があります。
· ISO/DIS 11898に準拠したCANトランシーバの隔離
· ソフトウェアによるボーレートの調整
· CANバスでの標準ID: 11ビットID(0～2047)
· CANバスでの拡張ID: 29ビットID(0～536870911)

注
固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィール
ドバスの一般的な注意事項に従ってください。

7.2.4.2  デバイスへの接続
7.2.4.2.1  CANポートのピン構成
デバイスにはCANノードごとに1対の端子が搭載されており、以下のように構成されています。

DSUBピン 信号 説明 使用状況
1 nc 予約済み 不使用
2 CAN_L 基本低バスライン 接続
3 CAN_GND CANアース 接続
4 nc 予約済み 不使用
5 nc オプションCANシールド 不使用
6 CAN_GND オプションCANアース 接続
7 CAN_H 基本高バスライン 接続
8 nc 予約済み(エラーライン) 不使用
9 nc オプション電源7～13V 非接続

307 309 306
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7.2.4.2.2  CAN配線(Yアダプタ)
Yアダプタによるデバイスの接続
モジュールの接続端子が1つのみの場合、その端子は9ピンのD-SUBソケットになっています。このようなモジュール
は、外部Yアダプタを使用して接続する必要があります。

アダプタによるデバイスの接続Y

1Mbit/sのCANデータ転送レートを確保するには、Yアダプタを経由する経路の長さを30cm未 満に保つ必要が
あります。通常、デバイス内の配線はすでに30cmあるため、外部Yアダプタを使用する場合は、コネクタに直接
接続する必要があります。
この場合、ほかのセンサがYアダプタで接続されているかどうかは関係ありません。図に示されている接続は一例
に過ぎません。

7.2.4.2.3  ターミネータの接続
CiA規格に準拠した124Ωのターミネータを使用します。
ターミネータは、ピン2とピン7の間に接続します。
ターミネータはバスの両端に設置する必要があります。それ以上のターミネータを使用することはできません。
CANバスインターフェースでは、ソフトウェアにより制御されるデバイス内でバスを終端させることができます。「デバ
イスのターミネータ」 を参照してください。

7.2.4.2.4  接続とアクティブ化
最初に、CANバスの配線を全て行い、測定デバイスに接続する必要があります。必ずこの作業を行ってから、デ
バイスをアクティブ化してください。動作中にCANコネクタを抜かないでください。

安全性に関する注意
一般に、動作中にCANプラグを抜いても問題はありません。その後、プラグを差し込むと、デバイスのCANコント
ローラがリセットされます。これに続いてデバイスが再開し、CANバスデータが収集されます。ただし、この種の動
作は仕様に含まれていません。正常に動作しても、保証されません。たとえば、再接続により静電放電が生
じて電圧が許容値を超え、回 路 が 誤 作 動 す る 可 能 性 が あ り ま す。また、作業員が数千ボルトの電圧に感
電するおそれがあります。

注意!
静電放電の結果、デバイスが損傷する可能性があります。一般に、適切な動作を確保するには、デバイスの
電源をいったん切ってから入れなおす必要があります。

360



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

348 Setup - Advanced Device Functions

7.2.4.3  技術仕様
7.2.4.3.1  CAN転送レート
信号リード線が長くなるほど、信頼できる最大転送レートは低下します。また、実現可能なデータレートはバス
タイミングに左右され、バスタイミングはハードウェア構成およびソフトウェアバージョンによって決まります。

インターフェースが搭載されたデバイスのデータレートCAN2
この図は、CAN2インターフェースが搭載されたデバイスの転送レートを示しています。imc-USBモジュール、imc
CANSASモジュール、および旧式のCANインターフェースカードの転送レートは、各デバイスのマニュアルの技術仕
様に示されています。

ライン長[m] データレート[kBit/s] 注:
imcデバイスには、バスとの電気絶縁が組み込まれていま
す。電気絶縁が組み込まれていないデバイスでは、最大
ライン長が多少長くなり、1000kBit/sで40m、500kBit/sで
100mになります。

25 1000
85 500

200 250
500 50

1000 20

正味データレート
反対に、正味データレートは、パッケージサイズと、標準フレームまたは拡張フレームのどちらが使用されているか
によって決まります。たとえば、各CANSASメッセージが8バイトチャンクに最適な状態でパッケージされ、標準フレ
ームが使用され、このノードに接続されている参加デバイスがほかにない場合、データレートは576.6kBit/sに達
し、合計で36kSamples/sになります。以下の表は、1MBit/sの場合の正味データレートです。

データ長 正味データレート
標準フレーム 拡張フレーム

0 - -
1 72.1kBit/s 61.1kBit/s
2 144.1kBit/s 122.1kBit/s
3 216.2kBit/s 183.2kBit/s
4 288.3kBit/s 244.3kBit/s
5 360.4kBit/s 305.3kBit/s
6 432.4kBit/s 366.4kBit/s
7 504.5kBit/s 427.5kBit/s
8 576.6kBit/s 488.5kBit/s
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7.2.4.3.2  CANノードの数
CANバスでは多数のノードを使用できます。使用可能なノード数は、ライン長、ノード数、およびケーブルの断面
積によって異なります。

ライン長 ノード数/ケーブルの断面積
32 64 100

100m 0.25mm² 0.25mm² 0.25mm²
250m 0.34mm² 0.5mm² 0.5mm²
500m 0.75mm² 0.75mm² 1.0mm²

7.2.4.3.3  imcSTUDIOの仕様
· 最大1Mbit/sのボーレート。
· 独立した複数のCANノード(ポート)。 
· アナログチャンネル、仮想チャンネル、CANチャンネルを含む、最大512個のチャンネル。
· CANチャンネルの合計サンプリングレート: 通常は最大15000サンプル/sで、データタイプ、チャンネル数、および
処理速度に大きく左右されます。アナログ合計サンプリングレートは影響を受けません。CANチャンネルトリガ
は、ユニットのマザーボードでアナログチャンネルトリガとともに計算されます。これは、CANチャンネルの最大合
計サンプリングレートに影響を与えることがあります。

7.2.4.3.4  CANセンサを接続するために知っておくべきこと
全てのCANバスセンサは、特定のデータ構造を使用してCANバス上でメッセージを伝送します。メッセージが理
解されるためには、一定の構造を使用し、以下のパラメータ(値は例)を1つのパラメータに含める必要がありま
す。
サポート情報
ボーレート: 500kbit/s
ID: 455
長さ: 5バイト
反復レート: 10ms単位

通常、様ーなメッセージの内容はテーブル形式で示されます。ここでは、以下の一般的なCANアプリケーションを
取り上げます。
信号名 バイト ビット 値の範囲 変換
速度 1 0～7 0～255 50*値
ステータス 2 4 0～1 ---
コンプレッサON 2 5 0～1 --
クラッチモーメント仕様 3 0～7 -128～127 *20、N-m単位
ブレーキモーメント 4 0～7 0～255 *0.39
ABSインジケータ 5 0 0～1 --

注
· imcSTUDIOソフトウェアでは、各バイトに0～7の番号が付けられ、8バイトメッセージの場合は、バイト0が最
初のバイト、バイト7が最後のバイトになります。また、各バイトでは、ビット0がLSB、ビット7がMSBになりま
す。テーブル(上記のようなもの)によっては、ビットとバイトのインデックスが1～8で示されるものもあります。この
場合は、これらの値から1を引く必要があります。

· 固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィー
ルドバスの一般的な注意事項に従ってください。

307 309 306
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7.2.4.3.5  CANプロトコルのサポート
サポートされるもの
· レイヤモデルのレイヤ1およびレイヤ2のみ
· 単一のIDで一意に識別でき、IDごとに1つのサンプルを持つチャンネル
· CANバスを介して伝送または測定の命令を出す必要のあるセンサ
· デバイスのデータ受信
· デバイスのデータ送信
· 以下のようなデータ構造:
IDにより、チャンネルデータおよびデータフォーマットが保持されているバイトが指定されます。アナログセンサデータ
およびバイナリ信号(0または1のみ)を読み取ることができます。

例
以下の表に、サポートされるアプリケーションのタイプを示します。
信号名 バイト ビット 値の範囲 変換
速度 1 0～7 (符号なし) 0～255 50*値
ステータス 2 4 0～1 ---
コンプレッサON 2 5 0～1 --

サポートされないもの
· 端末チャンネル
· 100バイトエラープロトコルの記録と解析
· 測定デバイスによるCANバス上のほかのデバイスの制御
· 複雑な条件の考慮
· CANバスの遅延補償
· 複数のプロトコル
· より上位のプロトコル
CANチャンネルで利用できる主なimcSTUDIO機能
· imcOnlineFAMOSを使用したオンライン処理(トランジショナルレコーディングを含む)
· 処理のためのアナログデータとCANデータの混合
· デバイスの内蔵ハードドライブやPCのハードドライブへのデータ保存 
· ユニットのトリガマシンへの完全アクセス
· スタンドアローンユニット(PCへの接続なし)としてのデバイスの使用 
· 各種オプション: ラジオクロックモジュール
· ハンドヘルドディスプレイ端末
· モデムモジュール
· CANバスからのバイナリ信号に対応
· 複数の測定デバイスのネットワーク接続 
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デバイスでCANバスチャンネルを作成する方法
CANバスには、複数のセンサとデバイスを接続できます。各センサおよびデバイスは、ID付きのデータを一定のク
ロックレートでCANバスに伝送します。このIDは、データの発信元と意味を示し、各IDには8バイトのデータパケッ
トが付加されます。

 
フォーマット
メッセージから、個ーのビットまたはバイトを読み取ることができます。
· 通常、これらのデータは固有の測定値または測定条件です。
· サポートされる数値フォーマット: 1ビット、1～8バイト、符号付き/符号なし整数、実数、Intelまたは

Motorolaバイトオーダ
· 整数値は物理的な数量に変換できます。
タイムスタンプ方式
タイムスタンプを使用することにより、CANバスメッセージの正確な転送時間を記録できます。
· このデータは保存および表示が可能です。
· データを一定間隔でサンプリングし続け、デジタルフィルタリングやFFTの計算などに使用することもできます。
CANエラー処理
バスクライアント、各クライアントセンサ、バスライン自体で障害が起きる可能性があります。
· 完全なエラー処理構成です。
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7.2.4.3.6  ECUコントロールユニットプロトコル
デバイスソフトウェアには、(モータ)コントロールユニット(ECU)および特殊なコントロールユニットプロトコルのための
関数が付属しています。これらの関数を使用すると、内部コントロールユニット値をクエリして記録したり、特殊
なコントロールユニット値を開始したりできます。
モータコントロールユニットは、CANバスを介して接続します。内部コントロールユニット値のクエリ機能を利用す
るには、特殊なプロトコルに適合している必要があります。

システム要件
ハードウェア
· 一般的なデバイス制御関数を備え、有効にする全てのプロトコルに適合したCANモジュール(CAN2)搭載デ
バイス、または

· グループ4 以降のデバイス
ソフトウェア
· 特殊なimcOnlineFAMOS関数を使用する場合は、デバイスでimcOnlineFAMOSを有効にする必要が
あります。
サポートECUプロトコルについては、こちら を参照してください。

メッセージのプロパティECU
内部コントロールユニット値をキャプチャするには、CANバスアシスタントを使用して、コントロールユニットと取得
する値(チャンネル)を設定する必要があります。
コントロールユニットコマンドの戻り値を解析する場合、または特殊なコントロールユニット関数を実行する場合
は、imcOnlineFAMOSプログラム内でコントロールコマンドを使用して特殊関数を使用する必要があります。
構成については、「CANバスアシスタントのコントロールユニット」 を参照してください。

83
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基本関数
Keyword Protocol 2000とISOトランスポートプロトコル
アドレスモードNormalおよびNormalFixedでKeyword Protocol 2000のサブセットが使用されます。
10h
13h
14h
17h
18h
20h
21h
22h
23h
27h
2Eh
31h
33h
38h
3Ah
3Bh
3Dh
3Eh

StartDiagnosticSession
ReadDiagnosticTroubleCodes
ClearDiagnosticInformation
ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes
ReadDTCsByStatus
StopDiagnosticSession
ReadDataByLocalIdentifier
ReadDataByCommonIdentifier
ReadDataByAddress
SecurityAccess
WriteDataByCommonIdentifier
StartRoutineByLocalIdentifier
RequestRoutineResultsByLocalIdentifier
StartRoutineByAddress
RequestRoutineResultsByAddress
WriteDataByLocalIdentifier
WriteDataByAddress (最大2バイトデータ)
TesterPresent

Keyword Protocol 2000とVW TP 2.0 (ISO 14230-3)
13h
14h
17h
21h
22h
23h
27h
2Eh
31h
33h
38h
3Ah
3Bh
3Dh

ReadDiagnosticTroubleCodes
ClearDiagnosticInformation
ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes
ReadDataByLocalIdentifier
ReadDataByCommonIdentifier
ReadDataByAddress
SecurityAccess
WriteDataByCommonIdentifier
StartRoutineByLocalIdentifier
RequestRoutineResultsByLocalIdentifier
StartRoutineByAddress
RequestRoutineResultsByAddress
WriteDataByLocalIdentifier
WriteDataByAddress (最大2バイトデータ)

CCP
01h
03h
02h
04h
07h
0Fh
12h
13h
14h
15h
16h

CONNECT
DNLOAD
SET_MTA
UPLOAD
DISCONNECT
SHORT_UP
GET_SEED
UNLOCK
GET_DAQ_SIZE
SET_DAQ_PTR
WRITE_DAQ
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XCP
D3h
D4h
D5h
D6h
E0h
E1h
E2h
E3h
F0h
F4h
F5h
F6h
F7h
F8h
FEh
FFh

ALLOC_ODT_ENTRY
ALLOC_ODT
ALLOC_DAQ
FREE_DAQ
SET_DAQ_LIST_MODE
WRITE_DAQ
SET_DAQ_PTR
 CLEAR_DAQ_LIST
DNLOAD
SHORT_UPLOAD
UPLOAD
SET_MTA
UNLOCK
GET_SEED
DISCONNECT
CONNECT

CANの診断(ISO 15765)
10h
12h
14h
17h
21h
22h
23h
27h
2Ch
31h
3Bh
3Eh

StartDiagnosticSession
ReadFreezeFrameData
ClearDiagnosticInformation
ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes
ReadDataByLocalIdentifier
ReadDataByIdentifier
ReadMemoryByAddress
SecurityAccess
DynamicallyDefineLocalIdentifier
StartRoutineByLocalIdentifier
WriteDataByLocalIdentifier
TesterPresent

規格
Keyword Protocol 2000とISOトランスポートプロトコル
· Keyword Protocol 2000: ISO 14230-3
· ISOトランスポートプロトコル: ISO 15762-2
オプションとアドオン
ほかのプロトコルはオプションです。
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7.2.4.4  CANチャンネルのデータフォーマット
CANチャンネルの記録には、以下のデータフォーマットを使用できます。

CANバスフォーマット サンプリングによる記録 タイムスタンプ方式による記録
符号なし/符号付き整数:
1～16ビット

2バイト整数 2バイト整数 + 6バイトタイムスタンプ

符号なし/符号付き整数:
17～32ビット

4バイト実数 4バイト実数 + 6バイトタイムスタンプ

実数: 4、8バイト 4バイト実数 4バイト実数 + 6バイトタイムスタンプ
1～16ビットトラック付きデジタルポート コンパクト16ビット対応2バイトワード コンパクト16ビット対応2バイトワード + 6バイトタイム

スタンプ

この表からわかるように、フォーマットによってメモリ要件が異なります。必要なメモリ量と測定値の精度を予測す
るときは、このメモリ要件を知っておくことが重要になります。

例
8ビットの数値で構成されるメッセージを送信するCANセンサがあるとします。この数値はそのまま測定値として
解釈され、等間隔サンプリングされます(すなわち、タイムスタンプは付けられません)。この場合、各値について2
バイトの整数が保存されます。

7.2.4.5  センサの初期化
多くのCANセンサは、電源投入後に初期化する必要があります。通常、初期化は1つ以上のメッセージにより
実行されます。
デバイスでは、定義済みの一連のメッセージをCANバスに送信することができます。初期化シーケンスは、構成
の完了後、測定の最初に一度のみ実行されます。一般に、測定を再開した場合(停止してから再度開始した
場合)、センサは再初期化されません。ただし、構成を変更して測定を再開した場合は例外です。
これは、オートスタート測定の場合も同様で、初期化は一連のメッセージによって実行されます。ハンドシェーク
(センサからの確認)が必要な場合は、タイムアウトを使用できます。多くのセンサでは、戻りメッセージを送信する
ことでハンドシェークが実行されます。この場合、ユニットはセンサの応答を待ってから次のメッセージを送信しま
す。
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初期化ダイアログ
初期化シーケンスを定義するには、[編集] > [センサの初期化]メニュー項目を選択します。

センサの初期化
初期化の際、メッセージがセンサに送信されます。そのメッセージが受信されたことを確認するよう指定することも
できます。ダイアログのリストには、初期化シーケンス全体が表示されます。

[ノード]:
使用するノード(ポート)を指定します。
[コメント]:
初期化シーケンスの説明などの情報(最大200文字)。
[ID] ([送信]):
初期化シーケンスで使用するメッセージのID。使用可能な値は、標準フォーマットの場合は0～2031 (0H～
7efH)、拡張フォーマットの場合は0～536870911 (0H～1fffffffH)です。IDは常に16進フォーマットで表示されま
すが、入力時には16進値または10進値を使用できます。16進フォーマットで入力する場合は、Hやhを付けて
指定する必要があります(2ahなど)。
[バイト数] ([送信]):
メッセージに使用するバイト数を指定します。0～8バイトを指定できます。
[バイト0]～[バイト7] ([送信]):
初期化シーケンスの各バイトの内容。指定可能な値の範囲は、0～255 (10進値)または0H～ffH (16進値)で
す。値は常に16進フォーマットで表示されますが、入力時には16進値または10進値を使用できます。16進フォ
ーマットで入力する場合は、Hやhを付けて指定する必要があります(2ahなど)。
[ID] ([確認]):
初期化シーケンスが実行されたことを示すためにセンサからデバイスに返される確認(ハンドシェーク)メッセージの
ID。ユニットは、このメッセージを待ってから、リスト内の次の初期化シーケンスに進みます。
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[タイムアウト] ([確認]):
デバイスは、タイムアウト制限に達するまで確認メッセージを待ちます。この時間内に確認メッセージが届かな
かった場合、リスト内の次の初期化シーケンスが実行されます。この場合、センサは初期化されません。指定可
能な値の範囲は1～1000msです。

7.2.4.6  CANバスアシスタント
CANバスアシスタントでは、ノード、メッセージ、チャンネルを定義できます。リボン[ホーム](または[Setup-構成]) >
[CAN]を使用してアシスタントを起動します。

バスアシスタントCAN
CAN構成のCANノード、メッセージ、チャンネルがあわせて表示されます。これらのデータは、再利用するために
ASCII構成ファイル(*.CBA)として保存できます。このCBAファイル用に専用のフォルダを作成しておくことをお勧め
します。CBAファイルの各行には、コードワードとそれに対応する値が保持されます。必要に応じて、Windowsの
メモ帳などのテキストエディタを使用して値を直接編集することも可能です。一般に、ビットマップに関する情報
は変更しないことをお勧めします。これらのプロパティを編集する場合は、必ずCANバスアシスタントを使用してく
ださい。
CANバスアシスタントには、変更を確定するための[OK]ボタンがなく、全ての変更は直接適用されます。無効な
値はステータスバーに赤で表示されます。また、構成チェック を実行することもできます。  

注
変更を修正せずにアシスタントを終了することもできますが、その場合はCANチャンネルが作成されません。
CANチャンネルを作成する場合は、構成を修正してからアシスタントを終了する必要があります。

381
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7.2.4.6.1  クイックチュートリアル
クイックチュートリアルでは、単一のCANチャンネルに対して単純なCANバス構成を作成する方法を説明しま
す。このチュートリアルを完了すると、さらに複雑な構成も作成できるようになります。

プロシージャ1: CANアシスタントの起動
リボン[ホーム] (または[設定-構成]) > [CAN]を選択してアシスタントを起動します。初回起動時には、ノードが1
つのみ表示されます。 
プロシージャ2: ノードの定義
ノード名をプロジェクトに適した名前に変更します。ドロップダウンリストからボーレートを指定します。ノードのフォ
ーマット(標準または拡張フォーマット)を選択します。
プロシージャ3: メッセージの作成
次に、メッセージを定義する必要があります。ノードを選択し、メッセージアイコンをクリックします。ノードの下にメッ
セージオブジェクトが追加されます。
プロシージャ4: メッセージの構成
メッセージ名をプロジェクトに適した名前に変更します。メッセージにIDを割り当てます(標準フォーマットの場合は
0～2031、拡張フォーマットの場合は0～536870911)。
プロシージャ5: チャンネルの作成
次に、チャンネルを定義する必要があります。メッセージを選択し、チャンネルアイコンをクリックします。ノードの下
にチャンネルオブジェクトが追加されます。
プロシージャ6: チャンネルの構成
チャンネル名をプロジェクトに適した名前に変更し、ドロップダウンリストからチャンネルの数値フォーマットを指定し
ます。
プロシージャ7: 構成のチェック
チェックマークボタンをクリックして構成チェックを実行します。チェックの結果はステータスバーに表示されます。
プロシージャ8: アシスタントの終了
CANバスアシスタントを終了すると、CANインターフェースを介した測定時に、作成したCAN構成を使用できるよ
うになります。定義したCANチャンネルがソフトウェアインターフェースに表示されます。

7.2.4.6.2  CAN構成の編集
様ーなCANオブジェクトのプロパティは、ドロップダウンリストとテキストボックスを使用して構成します。リストで複
数のオブジェクトを選択すると、そのオブジェクトのプロパティを一度に変更できます。当然ながら、この操作は、選
択したオブジェクトのタイプが同じ場合のみ可能です。リストを右クリックするとコンテキストメニューが開き、特定タ
イプの全てのオブジェクト(ノード、メッセージ、チャンネルなど)を選択できます。

注
プロパティに対して行った変更はすぐに適用されます。設定(チャンネル名など)が不正であっても適用されてしま
います。エラーがある場合は、リストの下部にあるステータスバーに表示されます。
変更や新しい設定を適用するために[OK]ボタンをクリックする必要はありません。ただし、不要な変更を取り消
すための[キャンセル]ボタンもありません。

一般に、新しいオブジェクトのプロパティは1つずつ定義することをお勧めします。また、複数の同様のオブジェクト
の設定を一度に変更することもできますが、一意でなければならないプロパティ(チャンネル名など)はグレー表示
されます。
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7.2.4.6.3  ノード
7.2.4.6.3.1  定義

ノードの定義

[名前]:
各ノードの一意の名前(最大65文字)。新しいノードのデフォルト名は「Node_」+インデックス(001など)です。複
数のデバイスを使用する場合は、名前に_jが付きます(jはデバイスのインデックス番号)。全ての名前は、ほかの
全てのデバイスチャンネル名と同様に、imcFAMOS変数構文に適合している必要があります。
[コメント]:
このテキストはノード名に付随し、一般にノードの詳しい説明を付加するために使用されます。このフィールドの
最大長は255文字です。
[ボーレート]:
ボーレートでは、ビットがシリアルバスで転送される速度を指定します。特定のCANバスに接続している全てのモ
ジュールは、同じボーレートを使用する必要があります。ドロップダウンリストから、5～10Mbit/sの範囲のボーレー
トを選択します。デフォルト値は125kbit/sです。
[フォーマット]:

フォーマット 標準または拡張[ ]: [ ] [ ]

[標準]、[拡張]、または[拡張+]のいずれかを選択します。[標準]と[拡
張]の違いは、標準フォーマットのID長が11ビット(0～2031のIDを使用可
能)であるのに対し、拡張フォーマットのID長は29ビット(0～536870911の
IDを使用可能)であることです。拡張フォーマットでは、連続するIDの間
隔を大きくすることができるため、構成を大幅に変更しなくてもシステムを
拡張できるようになります。

[拡張+]フォーマットでは、標準および拡張IDを受信できますが、送信時には拡張フォーマットのみが使用されま
す。
[接続]:
このパラメータでは、どのノードをどのポートに割り当てるかを定義します。一般に、ノード1はCAN 1、ノード2は
CAN 2に割り当てますが、その他のノードは、整合性を保つためにどのポートにも割り当てず、CAN構成から削
除する必要があります。
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[デバイスのターミネータ]:
CANバスインターフェースCAN2が搭載されたデバイスは、ソフトウェアによって内部のターミネータレジスタを切り替
えることができます。このようなデバイスをCANラインの一方の端に接続した場合、外部Yケーブルにターミネータを
接続する必要はありません。

正しい終端

警告
CANバスがすでに正しく終端されている場合は、このオプションを使用できません。

不正な終端

このオプションが必要になることはほとんどありません。バスで障害が生じている場合、ここで各ノードの調整を行
うことができます。

[傾きの検出(ソフト同期)、タイムウィンドウの幅]
バスへの全ての参加デバイスは同一の基本クロックレートを使用することになりますが、各モジュールは独自に水
晶を備えているため、位相差が生じる可能性があります。全ての参加デバイスの位相を合わせるために(ハード
ウェア同期)、メッセージの最初のエッジが使用されます。メッセージ内のエッジを使用することで、以降メッセージ
内で生じる位相差を補正することができます。位相を合わせるために、どの値によってビットを短縮または延長
するかは、タイムウィンドウの幅によって決まります。
このオプションを使用すると、エッジが期待されるタイムウィンドウを変更できます。
[ビットあたりのサンプル数]
バスが定常状態に達している場合、レシーバはサンプリングによってレベルを読み取り、ビットが1または0のどちら
かを判断します。バスで障害が生じている場合、その障害がサンプルとして拾われる可能性があります。このオプ
ションでは、サンプル数を3まで増加させることができます。サンプルによって示されるレベルにばらつきがある場合、
もっとも多いレベルがバスレベルとして採用されます。 
[ビット時間におけるサンプリング位置]
ここでは、ビット時間における位置を変更できます。デフォルトでは、50%に設定されます。リード線が長い場合、
インパルスは一定の遅延後にのみ到達します。このオプションでは、この遅延を補正するために、サンプリング周
波数を後方にずらすことができます。この設定は、合計時間のパーセント値で指定します。 

注
· 多くの場合、バス上の障害は、サ ン プ リ ン グ 周 波 数 の 位 置を後方にずらすことにより補正できます。
· 一般に、障害は、ケーブルが長いことが原因で発生します。このように長いラインでは、ローパス効果によって
電圧レベルが迅速に変化しなくなります。極端な場合、ビット時間の中央(50%)で正しいレベルに確実に
到達していない可能性があります。
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7.2.4.6.3.2  同期化
imc CANSASなど、接続されているCANモジュールを同期するために、測定システムはCAN-1プロトコルでメッセー
ジを送信することができます。このような場合、測定システムはマスタとして機能します。imc CANSASモジュールが
適切に構成されていれば、imc CANSASモジュールはそれ自体をこのメッセージに同期させます。 

ノードの同期
CAN-1プロトコルメッセージは、マスタとして動作しているデバイスから1秒のクロックレートで送信されます。スレー
ブとして動作しているimc CANSASモジュールは、このCANメッセージを受信し、モジュール自体をそのメッセージに
同期させます。使用されるメッセージでは、CAN-1プロトコルに準拠したフォーマットが使用されます。その他の
imc CANSASモジュールもCAN-1マスタとして動作することができます。測定データをキャプチャするデバイスをCAN-
1マスタとして使用することをお勧めします。 

条件
· 全てのデバイス(すなわち、マスタと全てのスレーブ)が同じCANバスラインに接続されていること。
· デバイス間にゲートウェイやルータが接続されていないこと。CAN-1プロトコルでは、非常に高い精度を実現す
るために特殊な考慮が行われます。

· imc BUSDAQ (グループ4 )の場合: imc測定デバイスがスリープ/再開モードで動作していないこと。 

7.2.4.6.3.3  検証

ノードの検証
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「有効な」ログチャンネルを使用すると、ノードに属する全てのメッセージはimcSTUDIOでロギングされます。この
ために、入力ボックス内のテキストがimcSTUDIOでチャンネル名として使用されます。メッセージIDとデータバイト
が記録されます。 
[ログチャンネルから全てのチャンネルを抽出]を使用すると、データストリームをimc STUDIO内の個ーのチャンネル
としてバスデコーダでアンパックできます。
CANメッセージをロギングするためのグローバルチャンネルは、ASCIIタイムスタンプデータフォーマットで指定すること
もできます。デフォルトでは、imcSTUDIOにより、このグローバルチャンネルがCAN_Messages_S(i)_N(j) (iはス
ロットインデックス(1～8)、jはノードインデックス(1、2))という名前で作成されます。複数のスロットやノードのメッセ
ージをロギングするように設定している場合は、それと同数のグローバルチャンネルが作成されます。
カーブウィンドウのコンテキストメニュー(右クリックして表示)で[テーブル..]メニュー項目を選択すると、imc DEVICES
のCANメッセージにテキストフォーマットを設定できます。このテーブルの行の左側にはメッセージID、右側にはメッ
セージのデータバイト数が示されます。値は16進フォーマットで表示されます。
メッセージログチャンネルは、MDFファイルとしてデバイスディスクに保存できます。「保存オプション」 も参照して
ください。

肯定応答メッセージの伝送を無効にします。通常、メッセージが正常に受信されたことを確認するために、CAN
コントローラからこのパッケージが送信されます。

[J1939のサポート]をアクティブ化します。「メッセージ: 検証」 も参照してください。

注

このオプションは、IDが[拡張フォーマット2.0B]または[拡張+]に設定されている場合のみ使用できます。

また、J1939のDMサービスを設定することもできます。

診断メッセージ(DM)

552
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エラーコードは、imcSTUDIOによりタイムスタンプASCIIチャンネルとしてキャプチャされます。このチャンネルをカーブ
ウィンドウに表示するには、[構成] > [ビュー]メニューで[テーブル]項目を選択します。ここで、[テキストフォーマッ
ト]を[16進値]に設定します。

エラーコードフォーマットの構造は以下のとおりです。
バ イ ト : 1: フォーマット指定子
ログ項 目 の最初のバイトはフォーマットを指定します。
· ach = ASCII (VIN)
· d1h = DM1メッセージと、同じ構造を持つその他のメッセージ(DM1、DM2、DM6、DM12、DM23、DM28)
· d0h = 「消去」コマンドの記録 (DM3、DM11)
· d2h = 2進値 (DM19、DM20)
· dfh = エラー用 (現在は不使用 )
バ イ ト : 2: フォーマット指定子d1h、d2h、およびd0h用
DM番号、パターン : DM# (#は1、2、6、 ...)
· 1 = DM1
· 2 = DM2
· 6 = DM6
· その他
バ イ ト : 3: フォーマット指定子d1h、d2h、およびd0h用
ソース
バ イ ト : 4: フォーマット指定子d0h用
ターゲット
バ イ ト : 4以 降 : フォーマット指定子d1hおよびd2h用
J1939に基づく

DM1および同様のメッセージの例:
バ イ ト : 1
ビット8～ 7 誤作動インジケータランプのステータス

ビット6～ 5 赤の停止ランプのステータス

ビット4～ 3 アンバーの警告ランプのステータス

ビット2～ 1 保護ランプのステータス

バ イ ト : 2
ビット8～ 7 誤作動インジケータランプ点滅

ビット6～ 5 赤の停止ランプ点滅

ビット4～ 3 アンバーの警告ランプ点滅

ビット2～ 1 保護ランプ点滅

バ イ ト : 3
ビット8～ 1 SPN、SPNの最下位8ビット(ビット8が最上位)

バ イ ト : 4
ビット8～ 1 SPN、SPNの第2バイト(ビット8が最上位)

バ イ ト : 5
ビット8～ 6 SPN、最上位 3ビット (ビット8が最上位)
ビット5～ 1 FMI (ビット5が最上位)

バ イ ト : 6
ビット8 SPN変換方法

ビット7～ 1 発生カウント
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注

発生カウントを使用できない場合は、全て1 (値127に相当)に設定してください。

例1: この例では、故障診断コードが複数ある場合のメッセージフォーマットを示します。
各文字の意味 :
· a=ランプのステータス
· b=SPN
· c=FMI
· d=CMおよびOC
メッセージ形式 : a,b,c,d,b,c,d,b,c,d,b,c,d....など

フォーマット指定子ach = ASCIIの場合
バ イ ト : 2: PGNの上位バイト
バ イ ト : 3: PGNの下位バイト
バ イ ト : 4: ソース
以 降 のバ イ ト : J1939規格に基づく内容 (ASCII文字列 )

略語:
CM SPN変換方法(SPN Conversion Method)
DM1 診断メッセージ1 アクティブな故障診断コード
DM2 診断メッセージ2 以前アクティブだった故障診断コード
DM3 診断メッセージ3 以前アクティブだったDTCの診断データの消去/リセット
DM6 診断メッセージ6 排出関連の保留DTC
DM11 診断メッセージ11 アクティブなDTCの診断データの消去/リセット
DM12 診断メッセージ12 排出関連のアクティブなDTC
DM19 診断メッセージ19 較正情報
DM20 診断メッセージ20 パフォーマンス比の監視
DM23 診断メッセージ23 以前アクティブだった排出関連の障害
DM28 診断メッセージ28 永続的DTC
FMI 障害モードインジケータ(Failure Mode Indicator)
MI 誤作動インジケータ(Malfunction Indicator)
MIL 誤作動インジケータランプ(Malfunction Indicator Lamp)
OC 発生カウント(Occurrence Count)
PG パラメータグループ(Parameter Group)
PGN パラメータグループ番号(Parameter Group Number)
PID パラメータID(Parameter Identifier) (SAE J1587またはSAE J1979)
SPN サスペクトパラメータ番号(Suspect Parameter Number)

[IBCノードアドレスモード]オプションは、拡張フォーマットのノードに使用できます。
このオプションが選択されていると、メッセージの受信と評価時にチャンネルビット、ソースビット、Lifesignビット、お
よび電報CRCビットが無視(マスク)されます。

このオプションを選択すると、CANコントローラにより、サンプル間隔内に送信されたエラーフレーム数を記録するた
めのチャンネルが新たに作成されます。名前は、[チャンネル名]編集フィールドで定義できます。
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前提条件
この機能は、新しい imc BUSDAQ、グループ4 に対してのみ使用できます。デバイスのマニュアルに記載されて
いるプロシージャに従って、リモート接続を介してデバイスを設 定する必要があります。

説明
Wake On CANを使用すると、CANバスのアクティビティに基づくスリープモード機能を利用できます。CANノードに
データが到着すると、デバイスはその直後に測 定 を開始します。バスのアクティビティがない状態で一定時間 (指
定可能 )が経過すると、デバイスはスリープモードに戻ります。
システムは、測 定デバイスへの電力供給またはこれらのデバイスのアクティブ化を、接続されているCANバスとは
別に行うことで、必要以上に早いタイミングでデータキャプチャが開始されたり、これによって不要な電力が消費
されるのを防ぎます。
前提条件として、前述の方法で、ハードウェア駆動 のスリープモードを有効にするようにリモート接続を適切に設
定する必要があります。
· Wake On CANを使用しない場合、オペレーティングプログラムで追加の準備を行わな くてもスリープモードを利
用できます。

· Wake On CANは補足機能かつ条件であり、CANアシスタントでアクティブ化する必要があります。

のアクティブ化Wake on CAN

[Wake on CANのサポート]:
CANエレメントツリー図でノードを選 択すると、 [検証 ]ページに [Wake On CANのサポート ]オプションが表 示されま
す。表 示されない場合は、デバイスのハードウェアがこの機能用に設 定されていないことを示します。  

[測定値がないならばデバイスをディアクティベート]:
ここに入力した期間内にデータが到着しないと、スリープモードがアクティブ化されます。1ms～ 14h (50400s)の範
囲の期間を指定できます。
各ノードは個別に調整できます。
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各CANチャンネルまたはECUチャンネルに対してモニタチャンネルを作成することができますモニタチャンネルを作成
するには、ノードの[検証]ページで[モニタチャンネル]オプションまたは[ECUモニタチャンネル]オプションをアクティブ
化します。 

[デザイン]:
モニタチャンネルには、名前拡張子が適用されます。これは、[デザイン]ボックスで自由に定義することができま
す。

チャンネルまたは チャンネルのモニタチャンネルのアクティブ化CAN ECU

注
この方法では、ノードの全てのCANチャンネルまたはECUチャンネルに対してモニタチャンネルが作成されます。
個ーのCANチャンネルに対してモニタチャンネルを作成する場合は、前述の方法 に従って操作を行いま
す。

7.2.4.6.3.4  BLOB - バスデコーダによるデコード
CANノードに関連付けられた全てのデータをログチャンネルとして完全にキャプチャできます。これは、デバイスイン
スタンスごとに512チャンネルという制限を回避する方法です。
imcFAMOSで個ーのチャンネルに分離すると共に、この処理をimcSTUDIOのバスデコーダによってあらかじめ
実行できます。
このためには、CANアシスタントで以下の設定を行います。
· 全てのメッセージをロギングする ログチャンネル。
· ノードのページ[検証]で、[ログチャンネルから全てのチャンネルを抽出]オプションを有効にする必要があります。
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· バスデコーダでログチャンネルから抽出するCANチャンネルは、[検証]ページで「バスデコーダによる
imcSTUDIOでの抽出」に設定する必要があります。
全てのチャンネルを選択するには、メニュー項目[編集] > [チャンネルの選択] > [全ての受信チャン
ネルを選択]を使用します。

· その後、ログチャンネルがimcSTUDIO内に抽出される場合、全てのCANチャンネルがバスデコーダで強調表
示されます。

· ログチャンネルがimcFAMOS内に抽出されると、(特に強調表示されているものだけでなく)全てのCANチャン
ネルがimcFAMOSで表示されます。 

7.2.4.6.4  メッセージ
7.2.4.6.4.1  定義

メッセージの受信

[名前]:
各メッセージの一意の名前(最大65文字)。新しいメッセージのデフォルト名は「Message_」+インデックス(001な
ど)です。複数のデバイスを使用する場合は、名前に_jが付きます(jはデバイスのインデックス番号)。全ての名前
は、ほかの全てのデバイスチャンネル名と同様に、imcFAMOS変数構文に適合している必要があります。
[コメント]:
このテキストはメッセージ名に付随し、一般にメッセージの詳しい説明を付加するために使用されます。このフィー
ルドの最大長は255文字です。
[デバイス受信メッセージ]/[デバイス送信メッセージ]:
メッセージにチャンネルがない場合のみ、メッセージを送信から受信、または受信から送信に変更できます。
[ID]:
CANバス上で送受信される各メッセージには、データの発信元と意味を示すID(ID)が保持されます。1つのノード
内で2つのメッセージに同じIDを割り当てることはできません。IDでは、メッセージの優先順位も示されます。優先
順位についても、2つのメッセージに同じ値を割り当てることはできません。2つのメッセージを同時に送信しようとし
た場合、ID値が小さい方のメッセージが先に送信されます。指定可能な値は、0～2031 (標準IDフォーマットの
場合)または0～536870911 (拡張IDフォーマットの場合)です。
IDは16進値で指定することもできます。その場合は、2ACHやe4hのように、16進値に「h」または「H」を付けま
す。
[全てのメッセージ]に設定すると、現在のノードの全てのメッセージに関する情報がロギングされます。この目的の
ために、フォーマットが[ログチャンネル]のチャンネルのみをメッセージに割り当てることができます(ログチャンネルの
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設定方法については、後の説明を参照)。または、[メッセージログ]コントロールを[CANバスメッセージのロギング]
に設定することもできます。この場合、ノードの全てのメッセージがデータタイプとあわせてロギングされます。 
[バイト数]:
ここでは、メッセージのバイト数を0～8バイトで指定できます。メッセージの一部のバイトのみを送信することはで
きませんが、バイト内の全てのビットを占有する必要はありません。
[クロック]:
CANバスでは、メッセージが一定のレートで送信されます。ここで指定するクロックは目標値であり、実際は必ず
しもこの値にはなりません。クロックはセンサのプロパティで、0.001～100000msの範囲で指定できます。作成され
るCANチャンネルのサンプリングレートは、ここで指定するクロック値によって決まります。
[トランスミッタ名]:
トランスミッタ名は、送信側センサを表します。この名前はほかの目的には使用されないため、一意の名前にす
る必要はありません。
[メッセージログ]:
全てのノードのチャンネルをロギングする場合は、[検証] タブのあるページ上でログチャンネルを有効にしま
す。 
個ーのメッセージをロギングする場合、[メッセージログ]で[CANバスメッセージのロギング]を選択します。
imcSTUDIOでは、ノードのメッセージがロギングされるグローバルチャンネルが自動的に作成されます。それぞれ
のIDによって目的のメッセージを選択します。
メッセージIDを[全てのメッセージ]に設定している場合、[検証] タブのあるページ上と同様にログチャンネルを
取得します。 

メッセージの送信
CANアシスタントでは、メッセージおよびチャンネルの公式フレームワークを作成することができます。メッセージは、
imcOnlineFAMOSまたはプロセスベクトル変数(CAN2のみ)を使用して設定できます。後のセクションを参照
してください。

[名前]、[コメント]、[ID]、[バイト数]:
メッセージを受信する場合と同じです。
[受信メッセージ]/[送信メッセージ]:
メッセージにチャンネルがない場合のみ、メッセージを送信から受信、または受信から送信に変更できます。
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[クロック]:
CANバスでは、メッセージが一定のレートで送信されます。[クロック]の値は、メッセージの伝送間隔を示し、1ms
以上にする必要があります。ここで設定する値は、imcOnlineFAMOSで、Formulaアシスタントの周期伝送
に対するクロックレートのデフォルト設定になります。
[レシーバ]:
レシーバ名は、受信側センサを表します。この名前はほかの目的には使用されないため、一意の名前にする必
要はありません。
[代替値]:
imcOnlineFAMOSを使用してメッセージを伝送するときに、最新データがない場合や特定のメッセージバイト
が埋まっていない場合に、代替値がデータバイトとして使用されます。

注
ノード が[拡張]または[拡張+]フォーマットに設定されている場合、メッセージを拡張フォーマットまたは標準
フォーマットとして送信できます。 

CANアシスタントでは、メッセージおよびチャンネルの公式フレームワークを作成することができます。また、
imcOnlineFAMOSを使用すると、このフレームワークをデータで埋めて伝送できます。チャンネルや個ーの値
は、CANアシスタントで設定したフォーマットで伝送されます。CANメッセージの受信については、メッセージごと
に、データタイプ、スタートビット、スタートバイト、ビット数などでチャンネルが定義されます。
imcOnlineFAMOSはこれらのデータを使用して、各メッセージの伝送関数を生成します。この関数により、た
とえば、imcOnlineFAMOSの仮想チャンネルが、CANアシスタントで定義したチャンネルに割り当てられ、指定
されたデータフォーマットで送信されます。
メッセージの送信の例については、「CANメッセージの送信」 を参照してください。
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チャンネル、プロセスベクトル変数、および表示変数は、CANアシスタントから直接割り当てることができます。メッ
セージを送信モードに設定すると、送信チャンネル名のリストが表示されます。チャンネルをダブルクリックするかド
ラッグアンドドロップして送信メッセージに割り当てます。imcOnlineFAMOSでは、これ以上の設定は必要あり
ません。 
この機能を使用するには、インターフェースCAN2が必要です。

を介したプロセスベクトル変数の送信CAN

注
· コピーできるのはメッセージのみです。個ーの送信チャンネルをコピーすることはできません。
· メッセージの送信時に受信デバイスが(まだ)存在しない場合、CANメッセージが失われたことを示すエラーメッ
セージが表示されることがあります。 

7.2.4.6.4.2  有効性
J1939を使用するには、[検証]ページの[CANノード ]コントロールで[J1939の サ ポ ー ト ]をアクティブ化する必要があ
ります。 これにより、[検証 ]ページにメッセージの設定オプションが表示されます。

メッセージの検証ページに表示される の設定[ ] J1939
メッセージのソースアドレスと優先順位の両方を考慮することも無視することもできます。J1939では、デフォルトで
ソースアドレスと優先順位が無視されます。ソースアドレスは拡張IDの下位8ビット、優先順位は上位3ビットに
保持されます。
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[無視(デフォルト)]を選択すると、該当するビットがマスクアウトされます。
J1939では、拡張メッセージIDは以下のように構成されます。
ID_Extended = Source-Address + ProgramGroupNumber * 28 + Priority * 226

標準IDの場合は、以下のようになります。
ID_Standard = PGN-number + Priority * 28

DBCファイルからインポートすると、J1939メッセージが8バイトを超える可能性があります。imcDevicesバージョン
2.7R2より、このようなメッセージはいくつかのメッセージで許容されます。
インポートにより、優先順位およびソースアドレスの明示的な指定が返されない場合は、DBCファイルのメッセー
ジIDから抽出されます。DBCファイルのメッセージIDの適切なビットと組み合わせることにより、CANアシスタントで
メッセージIDが生成されます。

ここでは、CANメッセージの受信時にセンサの応答が遅延する場合を考慮することができます。通過時間の差は
補正することができます。

7.2.4.6.4.3  同期化

メッセージの同期
このノードでは同期がアクティブ化されています。このノードでは、imc CANSASに接続された、CAN-1プロトコルを
理解できないほかのデバイスを使用することができます。この場合、同期の監視を行わなくても、これらのデバイ
スのメッセージを記録できるようにする必要があります。このようなメッセージに対して[記録の同期]を選択した場
合、期待されるクロックレートでメッセージが到達しないと、そのたびにエラーメッセージが表示されます。
組み込みのimc CANSASソフトウェアはimc CANSASモジュールの作用範囲を認識しているため、そのメッセージ
は自動的に適宜プリセットされます。たとえば、imc CANSASソフトウェアでimc CANSASモジュールをCAN-1スレー
ブとして設定すると、そのメッセージはCANアシスタントで自動的に[記録の同期]に設定されます。
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7.2.4.6.5  チャンネル
7.2.4.6.5.1  定義
アナログ信号は、CANセンサによって一定のビット数でデジタル化されます。数値フォーマットは、[符号付き整
数]、[符号なし整数または実数]、[デジタル(1ビット)]に設定できます。 

アナログチャンネルの定義

[名前]、[コメント]:
Message を参照してください。
[数値フォーマット]:
データは、符号付き整数、符号なし整数、実数、デジタル(1ビット)フォーマットで送受信できます。16ビットのオ
プション(以下を参照)は、受信モードでのみ使用できます。

注
メーカによっては 、使用 している数値フォーマット を CANテーブルに明記していない場合が あ り ま す 。
たとえば、バイト1とバイト2がガイダンスアングルで、この値に0.0639をかけることで実際の角度値が算出されるこ
とを示すテーブルがあるとします。この場合、ほかの情報が与えられていなければ、試行錯誤以外に数値フォー
マットを判定する確実な方法はありません。このような状況では、imcホットラインは何のサポートもすることがで
きません。ただし、フォーマットを判定する暗黙的な手がかりが存在することもあります。
例:
· 範囲の最小値が0で最大値がffff (16進値)の場合、常に0から始まる符号なし整数が使用されています。
· また、範囲が7fff = -700°Cと8000 (16進値) = +700°Cで与えられている場合、符号付き整数が2の補数の形
式で使用されています。0 (16進値)は、正の整数と負の整数の中間になります。
数値フォーマットを判定するもっとも確実な方法は、範囲全体に渡ってセンサを実行することです。
選択した数値フォーマットが正しければ、測定カーブは連続したものになります。数値フォーマットが正しくない
場合、上半分と下半分が入れ替わり、カーブは不連続になります。つまり、不連続なカーブは、使用されてい
る数値フォーマットが間違っていることを示します。

[スタートバイト]:
スタートバイトは、チャンネルビットが実際に始まるメッセージバイトの位置です。メッセージ内で複数のチャンネル
をオーバーラップさせることもできます。すなわち、2つのチャンネルがメッセージ内で同じスタートバイトを共有するこ
とが可能です。
[Start-Bit]:
スタートビットは、スタートバイト内での数値の開始位置を示します。
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[ビット数]:
チャンネルで使用されるビット数です。残りのビットは、バイトインデックスの増加方向に続きます。符号付き整
数および符号なし整数の場合は、1～32ビットを使用できます。実数は、32 (浮動小数)～64 (倍精度)の範
囲にできます。
[バイトオーダ]:
これは、CANモジュールが使用するビットオーダで、IntelフォーマットまたはMotorolaフォーマットのいずれかになり
ます。
· Intelフォーマット
CANバスアシスタントでは、Intel数値が以下のように解釈されます。スタートビットはLSBで、以降のビットはビット
値の増加方向に続きます。メッセージのバイトグラフィックでは、これは左方向になります。LSBのバイトインデック
スは、MSBより低くなります。
例: スタートバイト = 5、スタートビット = 3、ビット数 = 18

ビット7 ビット6 ビット5 ビット4 ビット3 ビット2 ビット1 ビット0
バイト5 X X X X LSB
バイト6 X X X X X X X X
バイト7 MSB X X X X

· Motorolaフォーマット
CANバスアシスタントでは、Motorola数値が以下のように解釈されます。スタートビットはMSBで、以降のビット
はビット値の減少方向に続きます。メッセージのバイトグラフィックでは、これは右方向になります。LSBのバイトイ
ンデックスは、MSBより高くなります。
例: スタートバイト = 5、スタートビット = 3、ビット数 = 18

ビット7 ビット6 ビット5 ビット4 ビット3 ビット2 ビット1 ビット0
バイト5 MSB X X X
バイト6 X X X X X X X X
バイト7 X X X X X LSB

IntelまたはMotorolaバイトオーダの判定に関する注意
· メーカから提供されるCANテーブルには、使用バイトオーダがIntelフォーマットかMotorolaフォーマット
かが必ずしも示されているわけではありません。場合によっては、バイトオーダを間接的に判定することも
できます。通常、1つのメッセージ内では、いずれか一方のみが使用されます。

· 例: 2バイトのデータパケット、メッセージのバイト3がLOW、メッセージのバイト4がHIGH
HIGHバイトにMSBがあるためIntelバイトオーダです。

· 例: データがバイト0および1に保持され、バイト1の最下位7ビットが占有されています。
データがバイト0および1に保持され、バイト1の最下位7ビットが占有されています。この場合、LSBが小さいイ
ンデックスのバイトにあるため、Intelフォーマットが使用されています。

[単位]:
チャンネルの物理単位を最大24文字で指定します。単位は、カーブウィンドウのY軸など、チャンネルを表示する
ときに使用されます。単位を指定するときは、プリフィックスを付けないでください。使用できる単位には、m、s、
kg、N、m/sなどがあります。プリフィックス(n-、µ-、M-など)やSI単位以外の単位(インチ、ポンドなど)を使用する
必要がある場合は、必ずこれらを引用符で囲んでください("インチ"など)。
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[スケーリング]:
ここでは、物理値をどのようにCANバス整数に変換するかを定義します。
変換方法は、以下の図に示す4つのオプションから選択できます。

[スケーリング]のオプション

Y = 物理的な測定値
X = CANバスの整数値

· [係数、Y = 係数×X]
受信: 受信信号(X)に対して以下の式が適用されます。
Y = 係数×X
送信: 送信される物理値(Y)に対して、整数値が以下のように計算されます。
X = Y / 係数
· [係数とオフセット、Y = 係数×X + オフセット]
受信: 受信信号(X)に対して、以下の式が適用されます。
Y = 係数×X + オフセット
送信: 送信される物理値(Y)に対して、整数値が以下のように計算されます。
X = (Y - オフセット)/係数
· [2位置の指定、(X1, Y1)、(X2, Y2)]
X1: 1つ目の点のx座標Y1: 1つ目の点のy座標
X2: 2つ目の点のx座標Y2: 2つ目の点のy座標
· [最大と最小]
指定した数値フォーマットの指定したビット数の下限値がこの最小値になります(たとえば、符号付き整数、8
ビット、範囲0～255の場合、最小値は0、最大値は255)。

[数値フォーマット]を[デジタル、16ビット]に設定します(CANバスメッセージの受信時のみの設定)。

デジタルチャンネルの定義
デジタルCANチャンネルは、imcSTUDIOのデジタル16ビットポートと似ており、独立した16のビットまたは1ワード
で構成されます。当然ながら、各ビットは2進値で、0か1のいずれかになります。ワード内の各ビットを実際に使
用する必要はありません。16ビットポート全体には、それに含まれる各ビットと同様に名前が適用されます。これ
らの名前は、トリガやimcOnlineFAMOSなど、ソフトウェアのほかのコンポーネントで使用するときに用いられま
す。
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[名前]、[コメント]:「メッセージ」 を参照してください。
[数値フォーマット]: 16ビットに設定する必要があります。
[バイト]: メッセージのどのバイトにデジタルビットを配置するかを定義します。
[ビット]: 選択したバイト内でのビット位置。
[ビット名]、[ビットコメント]: 「メッセージ」 を参照してください。

数値フォーマットを[特殊フォーマット: ログチャンネル]に設定します(CANバスメッセージの受信時のみ可能)。同
時に、影響を受けるメッセージを[全てのメッセージ]に設定する必要があります。

ログチャンネルの定義
これにより、このノードの全てのメッセージに関する情報がロギングされます。メッセージIDまたはデータバイト数もロ
ギングできます。デフォルトフォーマット(11ビットのメッセージID)では、メッセージIDが直接ロギングされます。拡張
フォーマット(29ビットのメッセージID)では、メッセージIDのHighワードとLowワードを個別にのみロギングできます。
この場合、LowワードとHighワードを組み合わせて各IDを設定する必要があります。
[内容]: [メッセージID (拡張フォーマットの場合はLowワード)]、[メッセージIDのHighワード(拡張フォーマットの場
合のみ)]、または[データバイト数]

7.2.4.6.5.2  検証
システムがCANバスメッセージを受信するように設定されている場合、以下のダイアログが表示されます。

ログチャンネル 抽出可
能

デバイスの
設定

 
imcFAMOS
などを使用

imcSTUDIO
を使用 コメント

アクティブ 可能 不可能 CANチャンネルでの通常のデータ取得デフォルト: アクティブ
パッシブ 可能 不可能 CANチャンネルでの通常のデータ取得デフォルト: パッシブ
不可能 可能 不可能 imcFAMOSなどを使用してオフラインで抽出されたチャンネル。
不可能 不可能 可能 imcSTUDIOのバスデコーダを使用して抽出されたチャンネル。

アクティブ 不可能 不可能 CANチャンネルでの通常のデータ取得ログチャンネルへのデータ
転送なし。
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チャンネルが[デバイス]チャンネルリスト内にある場合、そのチャンネルの記録を有効  または無効  にすること
ができます。たとえば、チャンネルはフィールドバスチャンネルとして設定内に表示されます。 
大規模なCAN構成(*.DBCなど)は、デバイスが管理できるチャンネルの最大数を上回ることがあります。この場
合、チャンネルステータス[デバイス内で設定されていない]を使用して、特定のチャンネルをデバイスから除外する
ことができます。  その後、これらは設定内内に表示されません。その代わりに、「無効」チャンネルに属するデー
タは、測定後に抽出することができます。このためには、ログチャンネルを関連付けられたノードに対して有効に
する必要があります。こちら を参照してください。 
imc STUDIOでは、測定の実行中にログチャンネルからチャンネルを抽出することもできます。この処理はimc
STUDIOのバスデコーダを使用して行います。抽出するチャンネルは、チャンネルステータス  [デバイス内で設定
されていない]を使用してバスデコーダに登録する必要があります。

別のチャンネルに基づく検証
現在のチャンネルが同じメッセージ内の別のチャンネルに依存する場合、[別のチャンネルに基づく検証]オプショ
ンを選択します。
現在のチャンネルの依存先チャンネルはモードチャンネルと呼ばれます。モードチャンネルは、同じCANメッセージ
に含まれ、16ビット未満の符号なし整数値フォーマットを使用している必要があります。左側のドロップダウンリス
トには、有効なモードチャンネルが全て表示されます。
モードチャンネルでは、以下の2つの条件も満たされていなければなりません。
· チャンネルがそのチャンネル自体に依存していないこと
· モードチャンネルが別のモードチャンネルに依存していないこと
現在のチャンネルの値は、モードチャンネルの条件(CAN_001 £ 5など)が満たされている場合のみ有効になりま
す。それ以外の場合、測定デバイスは、メッセージを受信していない場合と同じように動作します。比較値は、
モードチャンネルの「アナログ」範囲を使用して実数フォーマットで入力します。符号なし整数値を入力しないで
ください。

7.2.4.6.5.3  エラー処理ダイアログ
システムがCANバスメッセージを受信するように設定されている場合、以下のダイアログが表示されます。

エラー処理

このダイアログでは、無効な測定値および
タイムアウトエラーに対するエラー処理を定
義できます。無効な測定値が検出された
場合、または一定の時間が経過しても以
降のメッセージがデバイスに到着しなかった
場合、エラー処理を実行することができま
す。この機能を有効にするには、[エラー処
理]ボックスを選択し、[無効な測定値]、
[タイムアウト]オプションを適宜選択しま
す。
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[無効な測定値]:
アナログチャンネルの比較値を、表示範囲を使用して実数値フォーマットで入力します。ドロップダウンリストから
比較演算子を選択します。
2進値の10進相当値を使用して、デジタルCANチャンネル(ポート)の比較値を入力します。すなわち、ビットなし
を0とし、HIGHのビットごとに2ビットインデックスを加算します。たとえば、最初のビットと3番目のビット(ビット0とビット2)
がHIGHで、その他全てのビットがLOWの場合、10進相当値は0 + 20 + 22 = 5となります。この比較条件が満たさ
れない場合、エラー処理が実行されます(以下を参照)。
[タイムアウト]:
ここでは、タイムアウト制限を定義します。センサはこの時間内にメッセージを送信する必要があります。多くのセ
ンサは一定の間隔でメッセージを送信するため、このオプションは、これらのセンサの監視に役立ちます。
[エラー処理]:
このボックスは、上記のいずれかのオプションを選択すると表示されます。ドロップダウンリストから、以下のエラー
処理オプションのいずれかを選択します。
· [このメッセージのチャンネルを無視する]
· [最後のチャンネル値]
· [代替値]
エラー処理機能の動作は、チャンネルのサンプリングが連続的に行われるか、タイムスタンプ方式が使用されるか
によって多少異なります。
エラー修正 連続的なサンプリングの場合

の結果
タイムスタンプ方式の場合の結果

[このメッセージのチャンネルを無
視する]

[最後のチャンネル値]の場合と
同じ。

システムは、メッセージをまったく受信しなかった場合と同じように動作
します。すなわち、タイムスタンプが付けられたサンプルは作成されませ
ん。

[最後のチャンネル値] 有効なサンプルが到着するま
で、サンプリング間隔ごとに最後
の有効なチャンネル値が生成さ
れます。

[タイムアウトエラー]: 最後の有効なチャンネル値を使用して新しいサン
プルが生成され、タイムアウト制限時のタイムスタンプが付けられます。
[無効な値]: 最後の有効なチャンネル値を使用してサンプルが生成さ
れ、メッセージのタイムスタンプが付けられます。

[代替値] 有効なサンプルが到着するま
で、サンプリング間隔ごとに代替
値が生成されます。

[タイムアウトエラー]: 代替値を使用して新しいサンプルが生成され、タ
イムアウト制限時のタイムスタンプが付けられます。
[無効な値]: 代替値を使用してサンプルが生成され、メッセージのタイ
ムスタンプが付けられます。

[エラー修正なし] [最後のチャンネル値]の場合と
同じ。

[このメッセージのチャンネルを無視する]の場合と同じ。

注
· エラー処理のための代用値の入力範囲
代用値がCANチャンネルの入力範囲外になる場合があります。

· 16ビット以下のチャンネルには、16ビットの入力範囲を持つ代用値を使用できます。例: 8ビットのCANチャン
ネルの場合、最大16ビットの代用値が許容されます。

· 16ビットを超えるチャンネルと32ビット以下のチャンネルには、32ビットの入力範囲を持つ代用値を使用でき
ます。例: 24ビットのCANチャンネルの場合、最大32ビットの代用値が許容されます。

· 結果的に、次の例外があります。正確に16ビットのチャンネルまたは32ビットチャンネルでは、同じ入力範囲
を持つ代用値のみが許容されます。
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7.2.4.6.6  メニュー
7.2.4.6.6.1  ファイルメニュー
[リスタート] (Ctrl + N):
ノード、メッセージ、チャンネルのリストを消去します。単一のノードがデフォルト設定で作成されます。

 [ロード...](Ctrl + O):
完全なCAN構成をロードします。CBAファイルのフォルダからCBAファイルを選択するためのダイアログが表示され
ます。選択したデバイス(デバイスにスロットが複数ある場合は選択したスロット)に対する現在のCAN構成が、
選択したCBAファイルの構成で完全に置き換わります。このとき、最初に現在の構成が削除されてから、新しい
構成がCBAファイルからロードされます。

 [保存] (Ctrl + S):
現在のCANバス構成を*.CBAファイルとして保存します。この構成がまだ保存されていない場合は、[名 前 を付
けて 保 存 ...]ダイアログが表示されます。
[名前を付けて保存...]: 
CAN構成を新しいファイル名で保存します。
[Import...] 
選択したノードのCAN構成をロードします。PCにDBCオプションがインストールされているか、デバイスでECU (A2L)
の準備ができている場合は、CANバスアシスタントフォーマットCBA以外にDBCもサポートされます。
· DBC
CANデータベース(*.DBC)をインポートするには、拡張モジュール「Import CAN-Database (*.DBC)」を購入してイ
ンストールする必要があります。DBCファイルは、Vector Informatik GmbH社のCANdb (Ó Vector Informatik
GmbH)プログラムを使用して作成できます。CANdbは、CANalyzer (Ó Vector Informatik GmbH)のCANシステ
ムデータベースを管理するためのプログラムです。このプログラムでは、CANdbプログラムのバージョン3.03～3.20で
作成されたDBCファイルがサポートされます。これらのバージョンのCANdbは、CANalyzerのバージョン2.0a～3.0に
付属しています。
多くの場合、DBCファイルには、単一のCANノードを介して送信される全てのチャンネルが保持されます。このよう
なチャンネルをインポートするときに、試験に関連したターゲットチャンネルをフィルタリングするオプションを利用で
きます。
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インポートフィルタDBC
J1939 規格に準拠します。
· CBA
CBAファイルをロードする場合と同様に、選択したデバイス(デバイスに複数のスロットがある場合は選択したス
ロット)の現在のCAN構成がCANデータベースのデータに完全に置き換わります。すなわち、現在のCAN構成は
削除され、CANデータベース(DBCファイル)がインポートされます。CANアシスタントでは、ノードがデフォルトで追加
されます。これは、CANデータベースには、ボーレートなどのimcSTUDIOノードデータが保持されていないためで
す。現在の構成にすでにノードが含まれている場合、ノードはそのまま残され、DBCファイルのロード後もそのプロ
パティは維持されます。ただし、ノードの設定の再チェックが必要です。
· ECU (A2L)
Import CAN-Database (*.DBC) およびECU (A2L)のユーザの場合は、完全な構成をロードする場合と同じに
なります。また、ECUのインポート時に、(ノードに加えて)1つのECUを選択できます。これにより、そのECUは置換さ
れます。ECUの名前とファイル内の名前が異なっている場合、置換を確認するメッセージボックスが表示されま
す。
[エクスポート...]:
[エクスポート]では、特定ノードの送信可能なメッセージをDBCファイルとして保存できます。

 [終了]:
CANバスアシスタントを終了します。CANバスアシスタントは、終了前に全ての設定を自動的にチェックし、エラー
があればそれについて通知します。この場合、ユーザはCANバスアシスタントを終了するかどうかを選択できます。
終了しない場合、CANバスアシスタントにエラーが表示されるため、エラーを容易に修正することができます。注:
エラーを修正せずにCANバスアシスタントを終了した場合、CANチャンネルは作成されません。
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注
現時点では、1000個を超えるチャンネルを直接インポートすることはできません。このようなインポートファイルに
含まれるチャンネルを使用するには、不要なチャンネルをシステムに対してブロックする必要があります。インポー
トファイルをロードして、「チャンネル: [検証]」 ページに進み、不要なチャンネルに[システムに適用しない]ス
テータスを割り当ててください。  

7.2.4.6.6.2  編集メニュー
 [切り取り] (Ctrl + X):

選択した行を切り取って、Windowsのクリップボードにコピーします。メッセージを切り取った場合、そのメッセージ
に含まれる全てのチャンネルもコピーされます。ノードを切り取った場合は、そのノードに含まれるメッセージとチャン
ネルが全てコピーされます。クリップボードにコピーされた行はリストから削除されます。 

 [コピー]を選択してチャンネルをコピーします。
選択した行をWindowsのクリップボードにコピーします。[切り取り]機能とは異なり、選択した行はクリップボード
にコピーされるだけです。

 [貼り付け] (Ctrl + V):
クリップボードにコピーされている行を現在の構成に貼り付けます。
[削除] (Ctrl + Del):
選択した行を構成から削除します。注: メッセージを削除すると、そのメッセージに含まれる全てのチャンネルも削
除されます。ノードを削除した場合は、そのノードに含まれるメッセージとチャンネルが全てコピーされます。
[検索]:
[検索]ダイアログを使用して、チャンネル、メッセージ、ノードの名前などで検索できます。

アシスタントの検索ダイアログCAN [ ]
[全ての行を選択]: 現在の構成に含まれる全てのノード、メッセージ、チャンネルを選択します。この機能では、
リスト全体を簡単に切り取りまたはコピーできます。
[全てのノードを選択]: 現在の構成に含まれる全てのノードを選択します。全てのノードの設定を同時に調整
したり、全てのノードで同じ設定や異なる設定を調べたりする場合に便利です。
[全てのメッセージを選択]: 現在の構成に含まれる全てのメッセージを選択します。
[全てのチャンネルを選択]: 現在の構成に含まれる全てのチャンネルを選択します。
[メッセージを表示]: この表示モードでは、ノードとメッセージのみが表示されます。
[チャンネルを表示]: この表示モードでは、全てのノード、メッセージ、チャンネル、つまり構成全体が表示されま
す。
[並び替え]: メッセージを以下の基準で並べ替えることができます。
· メッセージの名前順
· メッセージのID順
· チャンネルの名前順
· チャンネルのスタートビット順
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[記号のインポート]:
このダイアログでは、選択したノード、メッセージ、チャンネルに別のアイコンを指定できます。[デフォルト記号]は、
CANバスアシスタントでノード、メッセージ、チャンネルに対して使用される標準アイコンです。ダイアログを終了し
て選択したアイコンを使用するには、[OK]をクリックします。
[センサの初期化...]:
詳細な説明 を参照してください。
[適用]:
現在の設定をすぐに適用し、設定が正しいかチェックします。設定が不正な場合、ステータスバーにその旨を示
すメッセージが表示されます。CANバスアシスタントのほとんどの設定は自動的またはダイアログの終了時に適用
されるため、このメニューオプションが必要になることはほとんどありません。

 [完全チェック]:
構成はできる限り頻繁にチェックすることをお勧めします。エラーが見つかった場合、ステータスバーにそのエラーが
示され、不正なフィールド(1つまたは複数)がハイライト表示されます。そのため、不正な設定や問題のある設定
を簡単に修正できます。

7.2.4.6.6.3  [挿入]メニュー
 [ノード]:

新しいノードを構成リストに挿入します。1行選択されている場合は、ノードが単純に挿入されます。ノードが選
択されている場合は、そのノードの上に新しいノードが挿入されます。メッセージまたはチャンネルが選択されてい
る場合は、それに続く次のノードの上に新しいノードが挿入され、ほかにノードがなければリストの末尾に追加さ
れます。
最初のノードは常にCANポート1に割り当てられ、2番目のノードはCANポート2に割り当てられます。ほかのノー
ドをこれらのポートに割り当てることはできません。ノードを3個以上作成した場合、そのノードは一時的にのみ使
用でき、CANバスアシスタントを終了する前に削除する必要があります。削除しないと、構成が「不正」になり、
CANチャンネルは作成されません。

 [メッセージ]:
新しいメッセージを構成リストに挿入します。1行選択されている場合は、メッセージが単純に挿入されます。ノ
ードが選択されている場合は、既存のメッセージの下に新しいメッセージが作成されます。メッセージが選択され
ている場合は、そのメッセージの上に新しいメッセージが挿入されます。チャンネルが選択されている場合は、その
チャンネルが属するメッセージの下に新しいメッセージが挿入されます。
デフォルトでは、作成されるメッセージは、常に受信メッセージになります。「メッセージの受信」 も参照してくだ
さい。

 [送信可能なメッセージ]: 
新しいメッセージを送信チャンネルに挿入します。「メッセージの送信」 も参照してください。

 [チャンネル]:
新しいチャンネルを構成リストに挿入します。1行選択されている場合は、チャンネルが単純に挿入されます。ノ
ードが選択されている場合は、新しいチャンネルとともにメッセージが作成されます。新しいメッセージは、既存の
メッセージの下に作成されます。メッセージが選択されている場合は、そのメッセージ内の他の既存チャンネルの
下に新しいチャンネルが挿入されます。チャンネルが選択されている場合は、そのチャンネルの下に新しいチャン
ネルが挿入されます。
デフォルトでは、作成されるチャンネルは、常にアナログチャンネルになります。
[ECU]:
コントロールユニットのプロパティ と取得する値が表示されます。その項目は、ECUのサポート準備ができている
デバイスでのみ有効になります。
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7.2.4.6.6.4  その他メニュー
[オプション]

オプション ダイアログ[ ]

[変更されたメッセージクロックレート]:
· [サンプリング間隔として各チャンネルに適用する]オプションをアクティブにした場合、imcSTUDIOソフトウェアの
フィールドバスチャンネルのサンプリングレートが自動的に設定されます。
例: CANデータベースをインポートします。フィールドバスチャンネルの詳細設定をCANアシスタントで行います。
[ベース]ページに表示されるサンプリングレートは、最初は関連するチャンネルのメッセージレートに合わせて設
定されていますが、ユーザは、[ベース]ページで、そのクロックレートと異なる値に設定することができます。その
後、CANアシスタントに戻ってデータベースを再ロードするか、メッセージクロックレートを直接変更すると、[サン
プリング間隔として各チャンネルに適用する]オプションがアクティブになっていれば、[ベース]ページのサンプリング
レートはメッセージレートと同じ値に設定されます。このオプションがアクティブでない場合、[ベース]ページで以
前設定されていたサンプリングレートがそのまま使用されます。
[CANデータベース(*.DBC)のインポート]:
· imcSTUDIOでは、重複したチャンネル名を使用できません。重複した名前のCAN構成をロードする場合、
以下の方法があります。 

· [保持]: 名前は登録されますが、構成を適用することはできません。アシスタントに重複した名前がハイライト
表示されるため、ユーザは手動で編集する必要があります。

· [同意しない]: 重複したチャンネルには障害のマークが付けられ、管理において無視されます。 
· [メッセージIDを追加/メッセージ名を追加]: 重複した名前にメッセージIDまたはメッセージ名が付加され、一意
の名前になります。 

· [無効なプロパティが設定されているチャンネル]: [同意しない]を選択した場合、不正なプロパティ(無効なビッ
トカウント、無効なスタートビット、無効な文字を含むチャンネル名など)を持つチャンネルは管理対象として
登録されません。そのため、チェック時にエラーが検出されても通知されません。ただし、CANアシスタントの表
示では、それに応じたマークがチャンネルに付けられます。チャンネルは、必要に応じて再アクティブ化できま
す。

· [名前拡張子のためのダイアログを呼び出す]: このオプションを選択した場合、DBCファイルをインポートすると
きに、ファイル選択後に名前拡張子のダイアログが表示されます。このダイアログでは、デバイスの複数のノー
ド(スロット)に同じDBCファイルをインポートし、一意のファイル名を付けることができます。
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· [CAN送信者として指定されたデバイスをインポート]: 送信デバイスのマークが付けられたデバイス名のメッセー
ジは、送信メッセージとして読み取られます。
[A2Lファイルのインポート]:
· [CURVEおよびVAL_BLKタイプの特性カーブをVALUEタイプに置き換える]詳細については、こちら を参照し
てください。
ARRAY_SIZE >0の測定ベクトルを測定ベクトルエレメントで置き換えます。

7.2.4.6.7  フィールドバスチャンネルの構成/処理
アナログ入力
CANバスアシスタントを使用して作成したチャンネルは、[アナログチャンネル] > [フィールドバス: アナログ入力]
の下のチャンネルリストに表示され、詳細を設定できるようになっています。
デジタルI/O
CANバスアシスタントを使用して作成したデジタルチャンネルは、[デジタルチャンネル] > [フィールドバス: デジタ
ル入力/出力]の下のチャンネルリストに表示されます。

7.2.4.6.7.1  設定
チャンネルリストでフィールドバスチャンネルを選択すると(デバイスでこれが許可されていることが前提)、追加の設
定オプションが表示されます。

[X軸]:
· [サンプリング間隔]: サンプリングに関する指定を、通常はサンプリング値およびサンプリングレート/サンプリン
グ時間という点で入力します。

· [タイムスタンプ]: データキャプチャが、フィールドバス内で外部非同期サンプリングによって処理されます。各時
点は、それぞれのデータポイントにタイムスタンプが付けられた状態で転送され、以降の処理に使用されます。
サンプリング値およびサンプリングレート/サンプリング時間は、この場合は使用しません。
[期間]:
[X軸]を[タイムスタンプ]に設定した場合、測定のサイズをサンプリング値やサンプリングレート/サンプリング時間と
いうよりは、むしろ時間間隔という点で入力します。
· [未定義]: 測定は、明示的な停止命令が発行されるまで継続されます。
· [期間]: チャンネルごとに一定期間が設定されます。
[割り当て]:
· [なし]: フィールドバスチャンネルデータは、どのターゲットにも割り当てられません。
· 表示変数の選択: フィールドバスチャンネルデータは、結果として選択したターゲットに割り当てられます。

7.2.4.6.7.2  CANバスメッセージのロギングのためのグローバルチャンネル
これらのチャンネルは、CANバスに接続されている該当センサからデータを収集するために使用されます。データ
は、特殊なCANバスインターフェースを介してキャプチャされます。必要な定義は、CANバスアシスタントを使用し
て行うことができます。これらのチャンネルでは、CANメッセージのIDおよびデータバイトがロギングされます。チャンネ
ルは、ASCIIタイムスタンプフォーマットで表記されます。測定期間は調整可能です。
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7.2.4.6.7.3  モニタチャンネルの作成
imcSTUDIOでは、全てのCANチャンネルまたはECUチャンネルに対してモニタチャンネルを作成することができま
す。詳細についてはこちらを参照してください。

単一のCANチャンネルに対するモニタチャンネルの作成:
トリガされるフィールドバスチャンネルは、トリガイベントの発生前には表示されません。そのため、アナログチャンネ
ルには、元のチャンネルのトリガから独立して開始可能なモニタチャンネルがあります。これらのモニタチャンネル
は、フィールドバスでは提供されません。
ただし、間接的な方法で同じチャンネルを2回使用することが可能です。
すなわち、アシスタントを使用して、チャンネルのメッセージ内に、まったく同じ設定で異なる名前を持つ追加チャ
ンネルを作成します。これにより、このチャンネルをトリガなしでキャプチャできるようになります。
[コピー]を選択してチャンネルをコピーします。

個々のフィールドバスモニタチャンネルの作成 コピー: 
[貼り付け]を選択して貼り付けます。

個々のフィールドバスモニタチャンネルの作成 貼り付け: 

注
CAN-1により同期されるモジュールによって作成されたモニタチャンネルでは、より低いサンプリングレートでサンプ
リングすることはできません。
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7.2.4.7  アプリケーションの例
7.2.4.7.1  CANメッセージの送信
この例では、CANインターフェースを備えたimc測定デバイスが必要になります。

7.2.4.7.1.1  CANを介したブリッジモジュールのバランス
歪みゲージ測定を行うときは、CANSASブリッジモジュールを使用します。このブリッジは、休止状態のときにリモー
トでバランスされます。
Bridge2モジュールは、バランスとシャント較正のためにCANメッセージを受信できるようになっています。ただし、対
応するデバイスでは、CANSAS構成ソフトウェアを使用して、あらかじめそのための準備をしておく必要がありま
す。詳細については、CANSASのマニュアルを参照してください。以下の例では、ID200のメッセージで数値10 (16
進値)が送信されるたびにバランスが行われるように設定しています。

CANバスアシスタントの設定:
メッセージ「SetBridge_429」を作成します。名前は任意ですが、接尾辞「_429」を付けることで、モジュールをシ
リアルナンバーで識別できるようにしています。このメッセージには、Bridge2で受信用として設定したIDを指定す
る必要があります。デフォルト値は200です。 
CAN_Bridge1チャンネルでは、歪みゲージ信号を測定します。これにより、測定中にブリッジをバランスすると、オ
フセットがどの程度解消されるかを観察できます。 

バランスコマンドを送信するためのメッセージの作成
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チャンネル「CAN_003」も作成します。このチャンネルでは数値10 (16進値)を送信するため、そのために8ビットを
予約します。 

バランスコマンドのためのチャンネル
バランス処理は、コマンドで実行します。これを行うために、構成で名前を変更した仮想ビットを使用します。
[DIODAC]ダイアログでもこのビットを簡単に設定できますが、この方法については後で説明します。ボタンでデジ
タル入力ビットを設定して使用することもできます。

imcOnlineFAMOS:
CANバスアシスタントでメッセージが作成されると、その場合に限りimcOnlineFAMOSの[メッセージ送信、ノー
ドN…]に新しい項目が表示されます。ここには、SendMessage_で始まりその後にメッセージ名が続く関数が表
示されます。この例では、SendMessage_SetBridge_429が表示されています。この関数は、周期的、条件別、
永続的(コントロールコマンドを使用する場合)の3つの異なる方法でメッセージを送信できます。
ここでは、動作タイプ[条件付き]を選択し、条件としてVirt_Bit01仮想ビットを選択しています。送信する数値
は10 (16進値)で、Bridge2では、この数値を受信するとバランスが開始されます。
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の コマンドimcOnlineFAMOS SendMessage
歪みゲージと、バランスのための仮想ビットにリンクされたプッシュボタンのあるPanelページを作成しました。測定を
開始します。最初はブリッジのバランスが崩れています。プッシュボタンを使用して仮想バランスビットを設定しま
す。
ブリッジのバランスがとられます。

ブリッジのバランスがとられ、 を表示0mV/V  

7.2.4.7.1.2  CANを介したブリッジモジュールでのシャント較正の開始
「CANを介したブリッジモジュールのバランス」 の操作を行います。ただし、この場合は、送信する16進コードを
20 (16進値)にします。

385
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7.2.4.7.1.3  DACモジュールへの波形の出力
次に、値の周期出力の例を示します。この例では、ランプが生成されます。出力されるデータセットは、特性カー
ブの形でロードされます。Charact関数を使用してランプを出力値に変換し、この値をメッセージとしてDACモジュ
ールに送信します。

CANアシスタントの設定: メッセージ

送信メッセージとチャンネルの作成

[チャンネル]:

送信チャンネルにはデータのフォーマットを構成します。以降、データは により転送されます。imcOnlineFAMOS
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imcOnlineFAMOS内のテキストは以下のようになります。

でのデータの転送imcOnlineFAMOS

重要な注意
· ランプの長さとデータレートは、出力されるデータセットと同じでなければなりません。
· この例では、rampの前にアンダーバー「_」が付けられています。これにより、ランプが信号プロセッサ内に補助
変数として保持され、カーブウィンドウに表示されなくなります。

· 出力するデータセットは、[オプション]メニューの[フォルダ]で指定したフォルダになければなりません。
· 出力されるデータセットは、imcFAMOSフォーマットで表記する必要があります。このデータセットは、

imcFAMOSで作成できる他、記録済みの測定値からデータをコピーすることもできます。
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7.2.4.7.2  センサの初期化とデータの要求
多くのセンサは周期的に動作しないため、「開始」させる必要があります。このために、初期化IDの他、初期化
のために送信される数値などの情報が必要になります。どちらの情報もセンサの説明書に記載されています。
初期化シーケンスを作成するには、CANアシスタントを開きます。CANアシスタントが開いたら、メニュー項目[編
集] > [センサの初期化] を選択します。
たとえば、センサ初期化コードを以下のように入力します。

センサの初期化の例
センサがデータ要求を必要とする場合、センサにメッセージを送信する必要があります。メッセージのIDと内容は
センサのマニュアルに記載されています。
CANアシスタントでメッセージを作成し、それを送信モードにする必要があります。

送信メッセージの作成

355
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imcOnlineFAMOSで、SendMessage関数を選択し、データ要求を周期的に行うか状態遷移に応じて行う
かを指定します。

のレートで周期的に送信する例10ms

イベントに応じて要求を行う例

ダイアログなどによる仮想ビットに応答して要求を行う例[DIODAC]
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7.2.4.7.3  CANアナライザとしてのimcSTUDIOの設定
全てのメッセージを包括的にロギングすることも可能です。これを行うには、CANアシスタントで、全てのIDを受信
するメッセージを作成する必要があります。また、[メッセージログ]で[CANバスメッセージのロギング]を設定する必
要があります。

ログメッセージの作成
この時点でチャンネルが作成され、ツリー図の[フィールドバス - 入力]の下にこのチャンネルの項目が表示されま
す。
このチャンネルをカーブウィンドウにテーブル形式で表示します。メニュー項目[オプション] > [日付/絶対時間の表
示]を選択します。
テーブルを右クリックし、[テーブル...]を選択します。 [テキストフォーマット]で[imc DEVICES、CANメッセージ]を選
択します。
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アナライザとしての メッセージの表示CAN CAN

7.2.4.8  CANバスアシスタントのコントロールユニット(ECU)
CANバスアシスタントを使用して、コントロールユニットのプロパティと取得する値を選択します。この作業は、コン
トロールユニットが記述されたファイルのインポートにより行うこともできます。または、1つずつ設定することも可能
です。
要件については、こちら を参照してください。

7.2.4.8.1  新しいコントロールユニットの設定
まず、CANノードに新しいECUを割り当てます。次に、コントロールユニットと使用プロトコルに応じてECUのプロパ
ティを設定する必要があります。コントロールユニットのプロパティを表示するには、[挿入 ] > [ECU] メニューを
選択します。

コントロールユニットのプロパティの表示

352
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のプロパティECU
新しいECUに、キャプチャする値を表すチャンネルを割り当てることができます。これを行うために、新しいチャンネ
ルグループを作成します。

チャンネルグループの作成
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新しいチャンネルグループには、新しいチャンネルが自動的に作成されます。

チャンネルECU
ECUのチャンネルは、チャンネルグループ内に配置されます。チャンネルグループによって、ECUの値のアドレス方法
が決まります。様ーなアドレスモードを使用してECUの値をアドレスする場合は、複数のチャンネルグループを使
用します。
チャンネルを整理するために、チャンネルグループを使用することもできます。ECUのアドレスのいずれかが、それぞ
れ解釈が異なる複数のビットなど、複数の値の組み合わせを返す場合、これらの値を1つのチャンネルグループ
にまとめることができます。
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複数ビットの組み合わせ
通常、ECUアドレスに割り当てられたオブジェクト(チャンネル)は、固定サイズ(バイト数)になります。このようなオブ
ジェクトの値をキャプチャするには、クエリ時に適切な量を使用する必要があります。これを行うには、オブジェクト
の全ての値を定義します。余分のチャンネルは全てパッシブとして構成します。または、オブジェクトの最上位バ
イトに少なくとも1つのチャンネルを定義し、キャプチャを行わない場合はそれをパッシブとして構成します。
使用するECUによりサポートされるプロトコルで可能であれば、チャンネルのインポート/エクスポート用およびルー
チンの開始用のチャンネルグループを作成することもできます。
この場合、ルーチンごとに別ーのチャンネルグループを作成し、そのチャンネルグループでルーチンのパラメータを定
義します。
作成したチャンネルは、チャンネルテーブルに表示されます。

7.2.4.8.2  imcOnlineFAMOSのコントロールユニット
特殊関数によるコントロールユニットの制御は、imcOnlineFAMOSでコントロールコマンドを使用してのみ
行うことができます。
コントロールユニットに対するコマンドの戻り値を評価するには、特殊なコントロールコマンド
OnECUCmdReturn_*を使用する必要があります(*はコントロールユニットの記述名(ECU_01など))。
OnECUCmdReturn_* (Return, ECUCmd, CmdID ) 
結果: 戻り値
戻り値は以下の2つの部分から成ります。
kt * 256 + k
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kt = 0: 通信エラー
k = 0: エラーなし。コマンドは正常に発行され、肯定応答が返されました。
k = 1: タイムアウト。コントロールデバイスが時間内に応答を返しませんでした。
k = 2: シーケンスエラー。ECUの応答が正しいシーケンスで受信されませんでした。
k = 3: コマンドバッファオーバーフロー。バッファ可能なコマンド(関数呼び出し)は、ECUあたり20個のみです。
kt = 1: プロトコルエラー
ECUがエラーコードkでコマンドに応答しました。
kt = 2: 戻りステータス
コントロールユニットが、戻りステータスkで正常に実行できなかった関数の終了をアナウンスしました。
ECUCmd: コマンドのID
コマンドのIDは以下の3つの部分から成ります。
b * 64 * 1024 + i * 256 + c
b: コントロールデバイスが割り当てられているバスノード 

b = 0: CANバスアシスタントの最初のノード
b = 1: 2番目のノード

i: ECUのインデックス
i = 0: バスノードに割り当てられた最初のECU

c: プロトコル固有のコマンドコード
CmdID: コマンドのIDまたはアドレス
この他、コントロールユニット用の特殊関数があります。

のコントロールユニットimcOnlineFAMOS
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7.2.4.8.3  KWP2000 (CAN上)
このプロトコルについて、一般に以下の項目を設定する必要があります。
· [テスタID]: このIDを使用してメッセージがECUに送信されます。
· [ECU ID]: このIDを持つECUから応答メッセージが返されることを期待します。
· 値、または目的とする関数の開始。
· [セキュリティアクセスの使用]、[ログインキー]: 目的とするECU関数がシード/キーで保護されている場合、[セ
キュリティアクセスの使用]を[はい]に設定し、[ログインキー]にECUのキーを入力する必要があります。1つの永
続的なシード/キーのペアのみがサポートされます。キーは[ログインキー]プロパティに指定する必要があります。

· [RequestRoutineResultsを使用しますか?]: システムが、特定のプロトコルを持つ長期のルーチンの結果を待
機する場合は、[はい]を入力します。

· ランダムなシード値を使用するコントロールユニットの場合、対応するキー値を生成するためのアルゴリズムが
デバイスに保存されます。各アルゴリズムについて、以下のスキームに従ってファイルを作成する必要がありま
す。
"name.architecture.so"(全て小文字)
name: ユーザが自由に定義できます。
architecture: ファイルを実行可能なプラットフォームを指定します。
現在までの全てのプラットフォーム(グループ4以降のデバイス 、MBus、ABus)の場合は「arma」。
so: Linux環境で、動的にロード可能なライブラリに使用される一般的なファイル拡張子。
このファイルは、ディレクトリ「C:\Users\Public\Documents\imc\SeedKey」に保存する必要があります。imc
DEVICESバージョン2.8R6以降は、インストールフォルダ内に作成されるサブフォルダ「SeedKey」内のファイルを
予期します。
[セキュリティアクセスの使用]プロパティでは、[いいえ]、[固定キー]、および全てのファイル名の選択肢も提供さ
れます。ファイルを選択した場合、構成内での準備時にそのファイルが転送されます。シード-キーアルゴリズム
は、XCPを除く全てのECUプロトコルに対して設定できます。

· imc DEVICES 2.8R6以降の場合、「.skb」ファイルも「SeedKey」でサポートされます。このファイルタイプの場合、
KeyIsSeedPlusOneを[セキュリティアクセスの使用]プロパティの設定として選択する必要があります。
その他のパラメータ
· [DiagnosticTroubleCodesのチャンネル名]: 要求されたDTCが書き込まれるチャンネルの一意の名前。
· [StartDiagnosticSession]: ここでは、ECUが理解可能な診断セッションのバイトシーケンスを入力します。目
的とする要件を満たした診断セッションを選択する必要があります。これは、値をエクスポートし、目的とする
関数を開始することを意味します。

· [読み取り/書き込みメモリのアドレスバイト]: KWP2000では、デフォルトで、3バイトで構成されるアドレスが使
用されます。

83

; Executed during measurement
; By setting the virtual bit Virt_Bit01,
; a function with the ID= 0x68 in the control unit is started.
OnTriggerMeasure(Trigger_48)

 if Virt_Bit01 = 1
 Virt_Bit01 = 0
 ECURoutine_ECU_001( 0x68, 9, 1)

 End
End
; Execute when receiving an answer
OnECUCmdReturn_ECU_001( OECR_Return, OECR_ECUCmd, OECR_ProcCmd )
; Checking the answer of the function with ID = 0x68 

 If OECR_Return = 0 AND OECR_ProcCmd = 0x68
 ECUReadTroubleCodes_ECU_001( )

 End
End
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· [Tester present]: テスト担当者が存在していることをECUに通知するメッセージの対処方法。
· [送信しない]: メッセージは送信されません。
· [必要に応じて送信]: [TesterPresentサイクル]の期間にほかのメッセージがECUに送信されなかった場合のみ
送信されます。

· [常に送信]: メッセージは、ほかのメッセージに関係なく、[TesterPresentサイクル]の間隔で常に送信されま
す。

· [開始時から常に送信]: [TesterPresentサイクル]の期間が経過するまで待たずに、開始時にメッセージがす
ぐに送信されます。

· [標準タイムアウト]: ECUは、この期間(秒単位)内に応答を返す必要があります。
· [拡張タイムアウト]: ECUは、[標準タイムアウト]の期間内に完了できなかった、開始された全てのルーチンをこ
の期間(秒単位)内に完了する必要があります。

· [TesterPresentサイクル]: 測定デバイスがライフサインメッセージをECUに送信するサイクル。
· [StartDiagnosticSession]: 第2バイトにより「診断セッション」を定義します。このプロパティはECU固有です。
· [ログインキー]: [セキュリティアクセスの使用]を[はい]に設定した場合、シード/キープロシージャのためのキーを
ここに入力します。

· [ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus]: 第2バイトは、クエリ対象ステータスです。第3および第4バイトは、
クエリ対象DTCグループのHighバイトとLowバイトです。

· [ClearDiagnosticInformation]、[ReadDiagnosticTroubleCodes]、
[ReadStatusOfDiagnosticTroubleCodes]: 第2および第3バイトは、DTCグループのHighバイトとLowバイトで
す。

· [P3タイムアウト]
ECUのための特殊なimcOnlineFAMOS関数:
ECUStartSession_* StartDiagnosticSessionサービスを実行します。
ECUStopSession_* StartDiagnosticSessionサービスを実行します。
ECUReadTroubleCodes_* DTCのリストをインポートして、DTCのチャンネルに入力します(DTC_Messages_1など)。 
ECUSend_* ECUオブジェクトにエクスポートするか、ルーチンを開始します。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

400 Setup - Advanced Device Functions

KWP2000プロトコル(CAN上)を使用するTCUの例
新しいECUを追加したら、プロトコルを選択してIDを構成します。

コントロールユニットの の設定ID
StartDiagosticSessionの値はデフォルト設定のままにします。
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ここで、[名前]が「TCU_Systemvoltage」、[共通ID]が0x19C1の最初のチャンネルを構成します。これは、係数
0.01の16ビットの符号なし整数です。

チャンネルの構成
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imcOnlineFAMOSからECUルーチンを開始できるようにするには、CANバスアシスタントでルーチンを設定する
必要があります。これを行うために、まず新しいチャンネルグループを作成します。

チャンネルグループの作成
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チャンネルグループのチャンネル
新しいチャンネルグループの[目的]を[Routine]、[ローカルID]を68hに構成します。

ローカル の設定ID
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次に、パラメータに名前を付け、ビット数を8ビットに構成します。

パラメータを ビットに設定8
これで、CANバスアシスタントでの構成は完了です。
次に、仮想ビット1が設定された場合に、ECUのRoutine_68がパラメータ9から開始するように
imcOnlineFAMOSを構成します。ルーチンの構成が正常に完了したら、DTCをインポートします。
; Initialization before the first measurement
OnInitAll
End

; continuous running
OnAlways
End

; run at start of measurement
OnTriggerStart(Trigger_48)
End

; run during measurement
OnTriggerMeasure(Trigger_48)

if  Virt_Bit01    = 1 
Virt_Bit01    = 0      
ECUSend_Routine　68( 9 ) 

End

End
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; run at end of measurement
OnTriggerEnd(Trigger_48)
End

; run in response to command
OnECUCmdReturn_ECU_001( OECR_Return, OECR_ECUCmd, OECR_CmdID )

End
注

· キャプチャするチャンネルの値をECUから1つずつクエリする場合、チャンネルに構成されているサンプリング間隔
が使用されます。ほかのCANチャンネルについても、サンプリング間隔を100µs以上の値に設定できます。一
般に、ECUは長い応答時間を必要とします(通常は30ms)。そのため、ECUの能力を超える短いサンプリング
間隔を設定するのは合理的ではありません。

· 通常、ECUは一度に1つのコマンドのみを実行します。ECUの値をキャプチャする場合、時間のかかるECU関
数が開始されていると、値をクエリできません。そのため、この関数が終了するまで、ECUの値を表示するチャ
ンネルが新しい値を受信できず、構成に応じて最後の既知の値またはダミー値を表示します。

· KWP2000 (CAN上)では、[ログインキー]を指定した場合、ECUがすでに有効になっていれば、そのキーはシー
ド00h 00hに対する応答でも送信されます。

7.2.4.8.3.1  KWP2000 for TP2.0
特に記載がない場合、「KWP2000」で説明しているプロパティの説明がそのまま適用されます。
[ソースアドレス]: 動的チャンネル構造のソースアドレス。デフォルト値は、テスタを表す0です。
[ターゲットアドレス]: 動的チャンネル構造のターゲットアドレス。デフォルト値は、モータECUを表す1です。
[動的構成]: 動的チャンネル構造を使用するか、代わりに永続的なIDを使用するかを指定します。

7.2.4.8.3.2  CANの診断
CANの診断には、KWP2000に関するものと同じ注意事項が適用されますが、以下の違いがあります。
· ReadFreezeFrameDataサービスがサポートされます。
· DynamicallyDefineLocalIDサービスがサポートされます。
· RequestRoutineResultsByLocalIdサービスはサポートされません。
DynamicallyDefineLocalID
· 規格に準拠しているECUでは、[動的に定義されたリスト]のプロパティを以下のように設定できます。
· [定義メッセージの長さ]: 使用可能な最大長を自動的に使用する場合は-1。この長さがECUの要件で制限
される場合は、この値を設定します。

· [データ長の定義]: 使用可能な最大ブロック長を自動的に使用する場合は-1。ブロック長がECUの要件で制
限される場合は、この値を設定します。

· [リストのネスト]: リストを個別に使用できない場合、ここで[はい]を設定します。これにより、インポート時にリス
トが1つのみクエリされるようになります。ただし、定義のために以前のリストを使用することは可能です。

· [ローカルIDと共通IDの使用]: 定義のために全てのIDタイプを使用可能な場合、ここで[はい]を設定します。
アドレスのみを使用可能な場合は、[いいえ]を設定します。

· [動的リストの削除]: 新たに定義を行う前に動的リストを削除する必要がある場合、ここで[はい]を設定しま
す。

 If OECR_Return = 0 AND OECR_CmdID = 0x68
 ECUReadTroubleCodes_ECU_001( )

 End
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特殊なimcOnlineFAMOS関数:
ECUStartSession_* StartDiagnosticSessionサービスを実行します。
ECUReadStatusOfDTC_* サービス17hによりDTCのリストをインポートして、DTCのチャンネルに登録します

(DTC_Messages_1など)。
ECUClearDiagInformation_* DTCのリストを削除します。
ECUReadFreezeFrameData_* 「故障診断コード」に関連付けられた特定のFreezeFrame番号のデータをインポートしま

す。
ECUSend_* ECUオブジェクトに書き込むか、ルーチンを開始します。

注
DiagOnCANプロトコルにおいて、1または2長さバイトの3バイトおよび4バイトアドレスがサポートされます。

7.2.4.8.4  OBD-2
OBD-2により、標準ECUチャンネルを読み取ることができます。ECUプロトコルOBD-2は、SAE J1979規格(09.2010)
に従って実装されます。
· imcOnlineFAMOSには、OBD-2用に、コントロールユニットに保存された診断情報を削 除する

ECUClearDiagInformation_*関数があります。
注

· OBD-2プロトコルを使用するには、このプロトコルに関する知識が必要です。

全般的な注意事項
OBD-2 (OnBoardDiagnostik: オンボード診断)は、車輌の制御計測器およびセンサデータに素早くアクセスする
ための標準制御メカニズムです。新しい車輌には、このインターフェースを装備することが義務付けられています。
OnBoardDiagnostikでは、車輌の動作中に発生したエラーも監視、保存され、特定のセンサデータは障害状
態として記録されます。
これらのデータはフリーズフレームと呼ばれ、非常に効果的なトラブルシューティングおよび診断を可能にします。
必要な情報は車輌メーカに提供する必要がありますが、このメカニズムにより、車輌データを読み出し、診断に
使用することができます。
信号接続端子は、フードやトランクの中ではなく車内にあります。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

407Fieldbusses

アシスタントでの設定
ODB-2チャンネルを選択するには、構成にECU を追加します。チャンネルを追加する前に、以下のように、プ
ロトコルタイプをODB-2に設定します。

プロトコルECU : [OBD-2]
このプロトコルタイプでは、設定する必要のあるECUパラメータは数個のみです。たとえば、ログインコマンドやセ
キュリティ、動的リストはありません。

393
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ECUチャンネルを選択するための永続的なPIDが設定されています。メッセージとチャンネルを作成し、該当する
チャンネルをPIDリストから選択します。

チャンネルの選択OBD-2
PIDは、チャンネル名、チャンネルの説明、またはPIDで並び替えすることも可能です。
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PIDを選択すると、そのPIDの[名前]、[スケーリング]、[単位]、[コメント]、[スタートバイト]、[ビット数]、および[測
定範囲]が自動的に設定されます。

チャンネルのプロパティOBD-2

7.2.4.8.5  CCP
このプロトコルについて、一般に以下の項目を設定する必要があります。
· [CRO-ID] (テスタ ID): このIDを使用してメッセージがECUに送信されます。
· [DTO-ID] (ECU ID): ECUからの応答メッセージにはこのIDが含まれていることが期待されます。
· [ステーションアドレス]: 複数のECUが同じ IDを使用している場合、ステーションアドレスによりECUを区別するこ
とができます。

· [セキュリティアクセスの使用 ]、 [ログインキー]: 目 的とするECU関数がシード/キーで保護されている場合、 [セ
キュリティアクセスの使用 ]を [はい ]に指定し、 [ログインキー]に送信チャンネル(ECUへのエクスポート )またはDAQ-
listのキーを指定する必要があります。  

· [DAQ-list]: ECUがDAQ-listをサポートしている場合、DAQ-listを使用することにより、ECUおよびCANバスの負
荷を軽減できます。

その他のパラメータ
· [DAQ-listはバイトだけですか?]: DAQ-listにおいてバイト単位での定義のみが可能な場合は、 ”はい ”を入力す
る必要があります。この場合、16ビット幅の値に対して2つの項 目 を使用する必要があります。

· [バイトオーダ ]: デフォルトで使用するバイトシーケンス。
· [Mode channel name]: DAQ-listを使用するために必要な追加チャンネルの一意の名前。
· [SHORT_UP付き?]: ECUがSHORT_UPコマンドを理解できる場合、このコマンドで簡単にデータをクエリできま
す。

· [START_STOP_ALL付き?]: ECUがSTART_STOP_ALLコマンドを理解できる場合、全てのDAQ-listを一緒に
開始することができます。

· [ECUは同じ IDを使用しますか?]: 複数のECUが同じ IDを使用している場合、ECUにアクセスするたびに、その
ECUに指定された ステーションアドレスを使用して接続し、その後切断する必要があります。

· [標準タイムアウト ]: ECUは、この期間 (秒単位 )内に応答を返す必要があります。
· [送信チャンネルのLogInKey]: [セキュリティアクセスの使用 ]を [はい ]に設 定した場合、書き込みアクセスを有効
にするためのキーをここに入力します。

· [DAQ-listのLogInKey]: [セキュリティアクセスの使用 ]を [はい ]に設 定した場合、DAQ-listを有効にするためのキ
ーをここに入力します。
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· [イベント ]: DAQ-listを使用するには、まず関連付けるイベントを定義する必要があります。ECUイベントは、特
定 のDAQ-listを送信する周期的プロンプトです。イベントは、タイマや、たとえばクランクシャフトのRPM値により
トリガできます。 imcSTUDIOで処理できるのは、時間ドメインイベントのみです。

· [イベントのプロパティ]: [名前 ]: イベントの記述名。
· [ID]: ECUが使用する ID。一般に、ゼロから始まり、イベント数より1小さい数値で終わります。使用しない項 目
には、 -1を入力します。

· [基本クロック]: 2つの連続するイベント間の最小期間。
· [接続を自 動設定しますか?]: [はい]または[いいえ ]。

DAQ-list
DAQ-listを使用するには、ECUの「イベント」を定義する必要があります。これらのイベントが、ECUで利用可能な
サンプリング間隔になります。「イベント」は、任意の名前、イベントID、およびイベントの基本クロックレートで定
義されます。
DAQ-listを定義するには、以下の項目を指定する必要があります。
· [リスト番号 ]: ECUが使用する ID。通常は、ゼロから始まり、DAQ-list数より1小さい数値で終わります。使用し
ない項 目には、 -1を入力します。

· [イベント ]: DAQ-listをトリガ可能なイベントを指定します。 [変数 ]を設 定すると、DAQ-listを任意のイベントでト
リガできます。DAQ-listを特定 のイベントでのみトリガする場合は、そのイベントの名前を指定する必要があり
ます。

· [CAN-ID]: メッセージの送信時に使用可能な ID。DTO-IDの場合は -1を指定します。DAQ-listでDTO-ID以外の
IDを使用できる場合は、未使用のIDを設 定できます。多数のDAQ-listがある場合は、それぞれ異なる永続的
な IDを設 定する必要があります。

· [MAX_ODT]: DAQ-listあたりのテーブル(オブジェクト記述子テーブル)の最大数。
· [MAX_ODT_ENTRY]: テーブル(ODT)に登録可能な項 目数。
· [最初のPID]: このDAQ-listの最初のODTのPID。このPIDは、関連付けられた ODTを識別するために使用され
ます。以降の各ODTには、1ずつ加算した PIDが使用されます。最初のDAQ-listについては0、2番目 のDAQ-
listについては最初のDAQ-listの [MAX_ODT]、というように自 動 的に最初のPIDを割り当てる場合は、 -1を指定
します。

· [リダクションしますか?]: 基本クロックレートを細分する必要がある場合は、 [はい ]にします。これにより、メッセー
ジはn個のイベントごとに送信されるようになります。ECUのチャンネルは、サンプリング間隔に従ってDAQ-listに
構成され、サンプリング間隔がもっとも短いチャンネルが最初に使用されます。DAQ-listにチャンネルが入りきら
ない場合、残りのチャンネルはポーリングされます(各サンプリング時に直接読み取られます)。

特殊なimcOnlineFAMOS関数:
ECUSend_* ECUオブジェクトに書き込みます。
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例

1.DAQ-listがないか使用されない場合
全てのDAQ-listに対して、パラメータ番号を -1に設 定します。

2.1つのDAQ-list
Number: 0
Event: Variable
CAN-ID: -1
MAX_ODT: 10
MAX_ODT_ENTRY: 7
First PID: -1
With reduction? No

3.2つのDAQ-listがあり、それぞれが固定イベント、特殊な[最初のPID]、および異なるサイズを持つ場
合
Number: 1
Event: 0
CAN-ID: -1
MAX_ODT: 12
MAX_ODT_ENTRY: 7
First PID: 0
With reduction? No

Number: 0
Event: 1
CAN-ID: -1
MAX_ODT: 8
MAX_ODT_ENTRY: 7
First PID: 16
With reduction? No

7.2.4.8.6  XCP
XCPには、CCPに対するものと同じ注意事項が適用されますが、以下の違いがあります。
· XCPにはステーションアドレスがありませ ん。
· [動的DAQ-lists]: 必要に応じてECUによりDAQ-listを作成できる場合、ここで [はい ]を入力します。

その他のパラメータ
· [バイトのアラインメント ]: ODTの定義時に従うアラインメント。
· XCP規格に準拠したメッセージがサポートされます(ショートフォーマット : 必要なバイトのみが送信されます)。ま

た 、8バイトに拡 張されたメッセージがサポートされます。

7.2.4.8.7  GMLAN
ECUプロトコルであるGMLANは、KWP2000A2Lファイルのインポートが可能です。
GMLANプロトコルは、GMW 3110バージョン1.5仕様(04.02.2004)に従って実装されています。

動的リストでは、さらに以下のコマンドがサポートされます。
DynamicallyDefineMessage: PIDリストをDPIDに割り当てます。
DefinePIDByAddress: 一意のPIDを (チャンネル)アドレスに割り当てます。
ReadDataByPacketIdentifier: DPIDリストを定義します。
動的リストを使用する場合は、[動的に定義されたリスト] �グループのパラメータを適宜設定する必要があります。
ModeChannelName: 動 的リストでは、追加のチャンネルが必要になります(CCPなどの内部用 )。
Addressbytes: 2バイト、3バイト、および4バイトアドレスがサポートされます。
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サポートされるimcOnlineFAMOS関数:
ECUStartSession_*
ECUStopSession_*

7.2.4.8.8  UDS
ECUプロトコルUDSは、imcSTUDIO 3.1以降でサポートされています。
UDSプロトコルはKWP2000プロトコルに似ており、ISO 14229-1規格(04.2007)に従って実装されます。

動的リストに対して追加サポートされるコマンド:
DynamicallyDefineDataID: アドレス(チャンネル)を一意のPIDに割り当てます。
ReadDataByPeriodicIdentifier: PIDリストを、指定されたサンプリングレートのいずれかに割り当てます。
動 的リストを使用する場合、 [動的に定義された リスト ]グループでパラメータを適宜設 定する必要があります。動
的リストを使用すると、バスの負荷を最小限に抑えながら、バス上で複数のチャンネルをできるだけ迅速に伝送
することができます。
ModeChannelName: 動 的リストでは、内部用に追加のチャンネルが必要になります。
AddressBytes: 2バイト、3バイト、および4バイトアドレスがサポートされます。

imcOnlineFAMOSでサポートされる関数:
ECUStartSession_*: StartDiagnosticSessionサービスを実行します。
ECUStopSession_*: StopDiagnosticSessionサービスを実行します。
ECUClearDiagInformation_*: 診断情報のリストを削 除します。
ECUSend_*: ECUオブジェクトに書き込むか、ルーチンを開始します。

7.2.4.8.9  A2L: CURVEとVAL_BLK
ECUプロトコルCCPおよびXCP用に、A2LファイルのCURVEおよびVAL_BLKタイプの特性カーブをインポートすること
ができます。
[CURVEおよびVAL_BLKタイプの特性カーブをVALUEタイプに置き換える]オプション([その他] > [オプション] メ
ニュー項目を参照)を選択すると、これらの両タイプの特性カーブが全てVALUEタイプの特性カーブに置き換わり
ます。この場合、元の特性カーブに含まれていた値と同じ数だけこのタイプの特性カーブが生成されます。また、
imcOnlineFAMOSに、選択したVALUEタイプの各特性カーブに対して1つずつwrite関数が生成されます。
このオプションを選択しない場合、CURVEまたはVAL_BLKタイプの各特性カーブに対して、追加の[ベクトル長:]
ダイアログ要素を持つチャンネルが作成され、この要素のみのエクスポートが可能になります。また、
imcOnlineFAMOSに、各特性カーブに対して1つずつwrite関数が自動的に生成され、特性カーブの呼び
出し時にはベクトルインデックスを指定する必要があります。このように、imcOnlineFAMOSには、特性カーブ
ごとに1つずつwrite関数が存在します。

例: imcOnlineFAMOS:
; run during the measurement
OnTriggerMeasure(Trigger_48)

if IsV02 > 0
 ECUSend_CCP_struct_gen_　　vector_02　( 54.5, 1) ; Index: 1,2 
ECUSend_CCP_struct_gen_　　vector_02　( 58.5, 2)
IsV02 = 0

end
end

382
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7.2.4.8.10  共通プロパティ
[ECU名]、[ECUコメント]:
任意に指定可能なECUの記述名と、ECUに関するコメント。ECUの設定をA2Lファイルからインポートした場合
は、[ECU名]を変更しないでください。変更したA2Lファイルを再度インポートするときは、変更のみを登録、また
は追加チャンネルも登録することができます。
[プロトコル]:
使用プロトコルによって特定のプロパティが決まるため、このプロパティは最初に設定してください。ECUとの通信に
使用するプロトコルを選択します。ECUに対してチャンネルグループが作成されると、その直後からプロトコルを変
更できなくなります。
[エラーメッセージを自動出力しますか?]:
この設定を[はい]にすると、エラーメッセージが自動的にエラーメッセージチャンネルに出力されます。[いいえ]にし
た場合、OnECUCmdReturnで発生したエラーをimcOnlineFAMOSで評価できます。
[エラーの後に接続しますか?]:
[はい]に設定すると、プロトコルタイムアウトが生じた場合、または測定データを含むメッセージが過剰に遅延した
場合に、システムは新たに接続を確立しようとします。
[エラーメッセージのチャンネル名]:
エラーメッセージチャンネルの一意の名前。
[プロトコルパラメータ]:
[プロトコルパラメータ]では、選択したプロトコルのコマンドコードを定義します。通常は、この設定を変更する必
要はありません。編集またはチェックが必要な設定については、プロトコル固有のプロパティとともに説明します。
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7.2.5  EtherCATインターフェース
フィールドバスモジュールEtherCATスレーブインターフェース(imc ECAT-Slave-IF)では、imc CRONOSflexおよびimc
CRONOScompactデバイスをEtherCATフィールドバスを備えた自動化システムに統合できます。
このインターフェースを通じて、外部のEtherCATマスタによって操作されるスレーブモジュールとして、完全なimc
CRONOSデバイスがEtherCATフィールドバスに統合されます。
このため、imc測定デバイスからのデータをEtherCATシステムを通じて使用できるようになり、デバイスを他のシステ
ム環境に統合できます。

注
EtherCAT-Slave-IFをimc CRONOSflexベースユニット(imc EtherCATマスタ)と間違わないようにしてくださ
い。CRONOSflexベースユニットは、imc CRONOSflex モジュールの接続を可能にします。imc
CRONOSflexは分散型測定システムです。このシステムでは、EtherCATフィールドバスはimcアンプとimc基準デ
バイスの間の転送媒体として使用されます。そのような用途では、接続されたEtherCATバスは内部imcバスと
して表示され、EtherCATモジュールだけがそのバスに接続されます。

[構成]:
· 構成については、専用のソフトウェアアシスタントが提供されています。
· 信号ソースとして、imcデバイスのプロセスベクトルが使用されます。つまり、プロセスベクトル変数によってあらわ
される測定チャンネルと仮想チャンネルは、EtherCATを通じて外部の加入者とシステムが使用できます。その
データは、準備の直後にトリガリリースとは無関係に使用可能かつ有効になります。

· このインターフェースを通じて、プロセスベクトル変数(PV変数)の読み取りと書き込みを行うことができます。読
み取りと書き込みは周期的または不規則に行われる可能性があります。

· 周期的データは、フィールドバスとimc測定システムの起動後、周期的に転送されます。
· 不規則なデータは、imcシステムでサポートされているCoE(CANopen over EtherCAT)プロトコルを使用して、
EtherCATマスタによって散発的に取得できます。

· imc測定システムの構成とパラメータ化は、デバイスソフトウェアimc STUDIOを使用して容易に実行されます。
imc STUDIOを使用すると、「EtherCAT-Slave-Information」ドキュメント(ESI)を作成したり、XMLフォーマットで
エクスポートしたりできます。これはEtherCATマスタのシステム構成という目的に適うものです。

· または、CoEプロトコルを通じたimcシステムのパラメータ化も行うことができます。

7.2.5.1  EtherCAT一般
EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology)
EtherCATは、イーサネットベースのフィールドバスです。EtherCATは高性能のリアルタイム機能を特徴としている
ため、従来のフィールドバスシステムが実現できなかったオープンループおよびクローズドループ制御メカニズムを可
能にします。EtherCATでは、マスタスレーブ通信システムの原理を使用しています。この場合のマスタは、ネットワ
ークカードを備えた通常の市販PCです。スレーブは、ハードウェアレベルでデータ交換を可能にするインターフェー
スとして特殊なEtherCATハードウェアを使用します。これにより、インターフェースプログラムを使ってプロトコルの処
理時間が大幅に節減されます。

150
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CoE (CANopen over EtherCAT)
プロセスデータをマップして、各バス加入者への通信チャンネルを設定するために、EtherCATは通信プロファイル
CANopen (コントローラエリアネットワーク)を使用します。通信チャンネルを使用することにより、周期的なリアルタ
イム処理が必要に応じて構成され、データの非周期的転送が可能になります。CANopenプロトコルを用いた
通信の原理となるのは、CANopenオブジェクトディレクトリです。このディレクトリは、全てのバス加入者に存在し
ます。オブジェクトディレクトリ内の各オブジェクトは、いわゆるCANopenオブジェクトインデックス(UINT16値)によっ
て一意に定義されます。EtherCAT規格では、CANopen規格の使用はCANopen over EtherCAT (CoE)と呼ば
れます。CoEによる通信がスレーブでサポートされていない場合、データマッピングはESIドキュメントに保存されま
す。

データマップ
EtherCATプロトコルでは、EtherCATマスタとEtherCATスレーブの間のデータ交換は、いわゆるSync-Manager経
由で行われます。Sync-Managerは、EtherCATスレーブハードウェア内で特定の長さの記憶領域を定義します。
マスタは、この記憶領域から周期的にデータの読み取り/書き込みを行うことができます。転送されるSync-
Managerのプロセスデータの構造とサイズを位置するために、EtherCATスレーブのCANopenオブジェクトディレクト
リにはSyncMオブジェクト(SMオブジェクト)が含まれています。このオブジェクトは、プロセスデータオブジェクト(PDO)
を個ーのSyncManagerに割り当てます。SMオブジェクトとPDOは、一緒にプロセスデータマッピングを生成しま
す。 
SyncManagerオブジェクトには、UINT16配列の構造があります。SMオブジェクト内の各項目は、PDOインデック
スに対応します。PDOには、UINT32配列の構造があります。各PDO項目は、オブジェクトディレクトリ内のオブ
ジェクトのサブオブジェクトを参照します。項目は、オブジェクトのインデックス、サブオブジェクトのサブインデックス、
およびビット長で構成されます。
例: Sync Manger3 (0x1c13)、2つのPDO(0x1A00、0x1A01)、2つのデータオブジェクト(0x2000、0x2001)、サブオ
ブジェクト1-3、データ長16ビット
<0x1c13>

< 0x1A00>
<0x20000110>(0x2000;1,16)
<0x20000210>(0x2000;2,16)
<0x20000310>(0x2000;3,16)

< 0x1A00/>
< 0x1A01>

<0x20000110>(0x2000;1,16)
<0x20000210>(0x2000;2,16)
<0x20000310>(0x2000;3,16)

< 0x1A01/>
<0x1c13/>

7.2.5.2  前提条件
imcECAT-IFの操作には、CRC/ECAT-Slaveモジュールが必要です。
モジュールはimc CRONOScompactとimc CRONOS-PLによってサポートされています。
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7.2.5.3  EtherCATインターフェースの構成
フィールドバスモジュールの構成は、デバイスソフトウェアに付属しているimcECAT-IFアシスタントを利用して実行
されます。ユーザは、このアシスタントを使用して、imcデバイス上のどのPVVがimcECAT-IFのCANopenオブジェク
トディレクトリにマップされるのかを設定します。また、アシスタントは、周期的データ転送のデータマッピング(CoE
マッピング)を定義する機能も提供します。
以下の2つの構成例が可能です。

バリアント1:
完全なマッピングは定義されません。EtherCATマスタはCoE経由でマッピングを実行します。
アシスタントで実行される構成作業: 
· PVVの定義 
· CoEプロセスデータオブジェクト(PDO)の定義
EtherCATマスタの構成作業(CoE経由): 
· PDOコンテンツの定義
· Sync-Manager内容の定義(CoEを参照) 
バリアント2:
完全なマッピングが定義されます(CoE通信は不要)。 
アシスタントで実行される構成作業: 
· PVVの定義 
· CoEプロセスデータオブジェクト(PDO)の定義
· PDOコンテンツの定義
· Sync-Manager内容の定義(CoEを参照) 
アシスタントで作成されたデータマッピングは、マスタによってCoE経由でインポートしたり、マッピングで補完された
ESIドキュメントを使ってマスタにエクスポートしたりすることができます。アシスタントを使用して、このデバイス固有
のESIドキュメントを作成できます。対応するimcECAT-Slave-IFへのデバイス固有ESIドキュメントの割り当ては、
デバイスのベンダーID、製品コード、およびシリアルナンバーに基づいてEtherCATマスタが決定できます。

7.2.5.4  CANopenオブジェクトディレクトリ
オブジェクトディレクトリに含まれているCANopenオブジェクトは、2つの関数グループに分けることができます。最初
のグループには、CANopen規格またはEtherCAT規格によって関数、CANopenインデックス、および名前が永続
的に決定されるオブジェクトが割り当てられます。2番目のグループには、imc固有のオブジェクトが全て割り当て
られます。オブジェクトが属するグループは、CANopenインデックスに基づいて確認することができます。インデック
スが0x2000～0x6000の範囲内にある全てのオブジェクトは、imc固有のCANopenオブジェクトのグループに属し
ます。
オブジェクトディレクトリの主要部分は、構成内の定義済みPVVを表すオブジェクトで構成されます。チャンネル
は、1つのデータオブジェクトと1つのパラメータオブジェクトによって完全に表されます。「オブジェクトペア」の関連付
けは、オブジェクトの名前によって決まります。imc測定チャンネルのデータオブジェクトは多くて1つのサブオブジェク
トで構成され、サブオブジェクトはPVVの瞬時値をマップします。imcパラメータオブジェクトは、複数のサブオブジェ
クトで構成されます。個ーのサブオブジェクトには、PVVのプロパティ(サンプリング間隔やスケーリングなど)が含ま
れています。各サブオブジェクトは、CoE経由でインポートすることができます。パラメータオブジェクトをPDOに割り
当てる(位置する)ことはできません。

オブジェクトディレクトリの内容
インデッ
クス

名前 アクセス 数量 機能

0x1000 デバイスタイプ RO 1 デバイスタイプに固有
0x1008 デバイス名 RO 1 デバイス名
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インデッ
クス

名前 アクセス 数量 機能

0x1009 Hardware version RO 1 デバイスのハードウェアバージョンを示します。
0x100A Software version RO デバイス内の現時点で操作可能なソフトウェアのバージョンを示

します。
0x1018 Identity RO 1 オブジェクトはベンダーID、製品コード、リビジョン番号、およびシ

リアルナンバーを示します。
0x1600
0x1601
...
0x17ff

RxPDO RW 構成によって異な
る

EtherCATスレーブによって受信されるプロセスデータを定義しま
す。

0x1A00
0x1A01
...
0x1BFF

TxPDO RW 構成によって異な
る

EtherCATスレーブによって送信されるプロセスデータを定義しま
す。

0x1C00 SM-Comm Type RW 1 個ーのSync-Managerの通信タイプを定義します。ここで、各
サブインデックスは1つのSyncManagerを表します。 
サブインデックス1 = SM 0
サブインデックス2 = SM 3
など

0x1C12 SM2-PDO-assign RW 1 Sync-Managerに割り当てられたPDOのインデックスが含まれ
ています。

0x1C13 SM3-PDO-assign RW 1 Sync-Managerに割り当てられたPDOのインデックスが含まれ
ています。

0x1C32 SM2-Parameter RW 1 Sync-Mangerの転送プロパティが含まれています。
0x1C33 SM3- Parameter RW 1 Sync-Mangerの転送プロパティが含まれています。
0x2000
0x2001
...
Ox5ffff

pv_"name"_DATA
pv_"name"_DATA
...
pv_"name"_DATA

RW デバイスタイプに
よって異なる

PVVの測定データをマップします。

0x2000
0x3002
...
Ox5ffff

pv_"name"_PARAMETER
pv_"name"_PARAMETER
...
pv_"name"_PARAMETER

RW デバイスタイプに
よって異なる

PVVのプロパティが含まれています。 

7.2.5.5  パラメータオブジェクト
imcパラメータとその関連オブジェクトは、PVVのプロパティとして表現されます。オブジェクトには、PVV(サンプリング
レートなど)に関連付けられたチャンネル、およびEtherCATインターフェースに関する転送プロパティが含まれます。
そのオブジェクト内の7つのサブオブジェクトは、(CANopen REC構造に応じて)さまざまなデータタイプを持ちます。
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パラメータオブジェクトには以下のプロパティが含まれます。 
サブインデック
ス0:

サブオブジェクト0

サブインデック
ス1:

ステータス

サブインデック
ス2:

imcソース

サブインデック
ス3:

CANopenデータタイプ

サブインデック
ス4:

係数

サブインデック
ス5:

オフセット

サブインデック
ス6:

単位

サブインデック
ス7:

サンプルレート

サブオブジェクト0
サブオブジェクト0内の値の関数およびそのデータタイプは、CANopen規格での全てのCANopenオブジェクトの固
定された定義を持ちます。サブオブジェクトの値は、いくつのサブオブジェクトがCANopenオブジェクト内に含まれて
いるのかを指定します。

ステータス
「ステータス」サブオブジェクトは、オブジェクトライブラリ内にマップされたPVVがimc DEVICESソフトウェアのデバイス
構成内に保存されるかどうかを示します。 

例
Online FAMOSソースコード内で定義されたPVVは、EtherCAT-Slave-IFのオブジェクトライブラリ内にマップされ
ます。Online FAMOSソースコードの変更によってPVV定義が削除された場合、EtherCAT-Slave-IFのオブジェク
トライブラリ内のPVVは「パッシブ」として示されます。削除されたPVVの表現がオブジェクトライブラリ内でも削除
されている場合、EtherCAT-Slave-IF構成を変更する必要があります。
データタイプ: 符号なし8
プロパティ表現タイプ: ENUM
値: 1 = アクティブ
 0 = パッシブ
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imcソース
imcソースには、リソースタイプPVVが関連付けられている情報が含まれます。この情報を使用して、たとえば、
PVVがアンプチャンネルの測定値を表わすかどうかを指定できます。 
データタイプ: UNSIGNED16
値:

6 = 未定義
7 = アンプチャンネル
8 = Online FAMOS
9 = テスト変数

10 = フィールドバスチャンネル
11 = デバイス変数
12 = デバイス変数
13 = デバイス変数
14 = テスト変数
15 = シンセサイザ
16 = ダミー
17 = 複数のソース

CANopenデータタイプ
PVVのデータタイプを含みます。データタイプはCANopenインデックスの形式で表現されます。データタイプおよび
割り当てられる(「関連付けられる」)インデックスは、CANopen規格で定義されています。 
データタイプ: UNSIGNED16
値:
0x0003 = INTEGER16
0x0004 = INTEGER32
0x0006 = UNSIGNED16
0x0007 = UNSIGNED32
0x0008 = REAL32
係数(リソースタイプアンプチャンネルおよびフィールドバスチャンネルのみに対して定義されます)
サブオブジェクトの内容は、PVVに関連付けられているチャンネルに関するものです。
データタイプ: REAL32
オフセット(リソースタイプアンプチャンネルおよびフィールドバスチャンネルのみに対して定義されます)
サブオブジェクトの内容は、PVVに関連付けられているチャンネルに関するものです。
データタイプ: REAL32
単位(リソースタイプアンプチャンネルおよびフィールドバスチャンネルのみに対して定義されます)
サブオブジェクトの内容は、PVVに関連付けられているチャンネルに関するものです。
これには、チャンネルの入力/出力時に適用される物理変数の単位が含まれます。この単位を表示する条件
は、imcデバイス構成で単位の定義の前にあることです。
データタイプ: String
単位(リソースタイプアンプチャンネルおよびフィールドバスチャンネルのみに対して定義されます)
サブオブジェクトの内容は、PVVに関連付けられているチャンネルに関するものです。
データタイプ: UNSIGNED32
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7.2.5.6  EtherCAT-IFアシスタント
EtherCATアシスタントは、試験設定を使用してXMLファイルを生成します。このファイルにより、全てのプロセスベ
クトル変数がEtherCATチャンネルとして利用可能になります。

アシスタントEtherCAT-IF
EtherCATチャンネルは、後でXMLファイルから削除できます。
最初のステップでは、pv.変数はEtherCAT出力として表示されます。imcOnlineFAMOSで作成されたプロセス
ベクトル変数は、EtherCAT入力に変換することができます。

7.2.5.6.1  プロシージャ - 構成例
構成例I (マッピングなし)
1. 全てのチャンネルの設定、imcOnlineFAMOSなどを使用して試験を作成します。
2. [編集] > [出力] または[編集] > [入力] で、imcECAT-IFのCANopenオブジェクトディレクトリ内のどの

PVVをマップするのかを定義します。
3. [編集] > [Add PDO] を使用して、マッピングに必要なPDOを定義します。PDOが特定の構造に対応して
いない場合は、[編集] > [Create PDOs  automatically]を使用して自動的にPDOを生成できます。

4. [構成] > [変更を承認] を使用して、作成した構成を保存します。
5. [ESI] > [Save device-specific ESI] では、CANopenオブジェクトディレクトリのマップが含まれているESIド
キュメントを必要に応じて保存できます。

6. アシスタントを閉じます。次の準備では、EtherCATインターフェースが構成されます。

422 422

423

423

421
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構成例II
1. 全てのチャンネルの設定、imcOnlineFAMOSなどを使用して試験を作成します。
2. [編集] > [出力] または[編集] > で、imcECAT-IFのCANopenオブジェクトディレクトリ内のどのPVVを
マップするのかを定義します。

3. [編集] > [Add PDO] を使用して、マッピングに必要なPDOを定義します。PDOが特定の構造に対応して
いない場合は、[編集] > [Create PDOs  automatically]を使用して自動的にPDOを生成できます。

4. [編集] > [マッピング] の下で、周期的データ転送のマッピング を作成します。 
5. [構成] > [変更を承認] を使用して、作成した構成を保存します。
6. [ESI] > [Save device-specific ESI] では、CANopenオブジェクトディレクトリのマップが含まれているESIド
キュメントを必要に応じて保存できます。

7. アシスタントを閉じます。次の準備では、EtherCATインターフェースが構成されます。

7.2.5.6.2  メニュー
7.2.5.6.2.1  構成
EtherCAT構成の作成と編集
EtherCATインターフェースとデータ取得チャンネルの間の接続は、チャンネル名によって確立されます。ディアクティ
ベートまたは名前変更される構成済みチャンネルは、後で使用するためにEtherCAT構成に残りますが、問題を
引き起こすことはありません。

注
いったんEtherCAT構成が作成されると、試験に加えられた変更はEtherCAT構成に反映されません。つまり、
追加のチャンネルや新しい名前を持つチャンネルは、別のプロシージャでEtherCATアシスタントで設定する必要
があります。

[新規]
このメニューを使用して新しい構成を作成します。既存の設定はリセットされます。
次に、[編集]でチャンネルを出力 または入力 として設定する必要があります。
[変更を承認]
試験内の現在のEtherCAT構成を保存します。
[インポート]
以前に保存した構成をロードします。データ取得チャンネルとEtherCATインターフェースの間の接続ではチャンネ
ル名が決定的に重要となります。既存のEtherCAT構成を使用する場合は、チャンネル名が一致することを確
認してください。
[エクスポート]
現在のEtherCAT構成を保存します。したがって、その構成は別のデバイス用にロードされる試験に使用できま
す。

7.2.5.6.2.2  編集
[新規作成] メニュー項目でEtherCATインターフェースの構成セットを準備したら、データおよびパラメータアドレ
スを使ってチャンネルを出力または入力として設定できます。
また、[Create PDOs automatically] メニュー項目を使用して完全なEtherCAT構成を生成することもできま
す。
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EtherCAT経由で出力されたデバイスチャンネルは、出力として設定する必要があります。

つまたは複数の チャンネルを選択して をクリック1 pv. [>>]

オブジェクトインデックスの設定

データ部とパラメータの両方に一意のインデックスを指定す
る必要があります。
パラメータには、単位やオフセットなどの情報が含まれてい
ます。
複数のチャンネルを選択すると、[Auto Index]オプションが
提供されます。このオプションが有効な場合は、最初の
チャンネルのアドレスを設定します。後続のチャンネルは、
自動的にインクリメントされます。
アドレスは、EtherCATの通常の数値フォーマットであるHex
で指定されます。つまり、数字の前に「0x」が付きます。数
値範囲は、0x2000～0x6000に固定されます。
[OK]をクリックすると、出力が構成され、右側にリストされま
す。

[Create PDOs automatically] で生成された出力は、[<<]ボタンを使って左側に移動させることができます。そ
の後、これらの出力は、[編集] > [入力] の下に表示され、そこで入力として設定することができます。

EtherCAT経由で書き込まれるデバイスのPV変数は、入力として構成される必要があります。

423

422
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PDOは、入力と出力が編成されるコンテナとして機能します。[Create PDOs automatically] メニュー項目は
これらも生成します。[編集] > [Add PDO]メニュー項目では、手動構成を実行できます。
送信用のPDOは出力を含んでおり、RxPDOsと呼ばれます。
受信用のPDOは入力を含んでおり、TxPDOsと呼ばれます。

[Add PDO]

インデックス0x1600とサブインデックス38を使用したRxPDO
の作成。

不要になったPDOを削除するには、このメニュー項目を使用します。

[Delete PDOs]

PDOは、自動的に生成することもできます。

423
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マッピングダイアログ
「構成例II」 セクションの説明に従って構成を作成します。
その後、マッピングを適合させることができます。

7.2.5.6.2.3  表示
[表示]メニューの項目は、エディタにおける構成の特定部分の表示に影響します。

[入力/出力]
全ての入力と出力をエディタに表示します。
[入力]
全ての入力をエディタに表示します。
[出力]
全ての出力をエディタに表示します。
[PDO]
全てのRxPDOとTxPDOをエディタに表示します。
[RxPDO]
全てのRxPDOをエディタに表示します。
[TxPDO]
全てのTxPDOをエディタに表示します。

421
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[Xml]
生成されたXML構成を表示します。

構成を として表示XML

7.2.5.6.2.4  [ESI]
EtherCATインターフェースの転送プロパティは、EtherCAT-Slave-Informationドキュメント(ESI)として転送できま
す。

[Save general ESI]
現在のEtherCAT構成を汎用EtherCAT-Slave-Information構成として保存します。
[Save device-specific ESI]
現在のEtherCAT構成を特定のデバイスに対するESI構成として保存します。
デバイス固有のESIドキュメントには、ベンダーID、製品コード、およびシリアルナンバーの情報が含まれていま
す。

7.2.6  イーサネットバスインターフェース
イーサネットバスとは
イーサネットバスは、最新型の航空機で使われており、世界的に普及しているイーサネットプロトコルTCP/IPを
使用します。メッセージプロトコルがIGH、HC、またはACRAかどうかに応じて、UDPまたはTCPが転送タイプとして
使用されます。各種メッセージプロトコルタイプは、データフォーマット、ヘッダ、およびほかのデータ処理属性がそ
れぞれ異なります。
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7.2.6.1  イーサネットアシスタント
イーサネットチャンネルは、imc測定デバイスのチャンネルとしてメッセージで定義する必要があります。これを行う
には、イーサネットアシスタントを使用します。
イーサネットチャンネルは、ほかのフィールドバスチャンネルのプロパティを備えた追加の測定チャンネルとして
imcSTUDIOに表示されます。すなわち、たとえば、imcOnlineFAMOSでこれらのチャンネルに対して数学演
算を適用したり、ほかのアナログチャンネルと連動するトリガへのチャンネルの応答を記録したりできます。 
イーサネットアシスタントでは、イーサネット固有の設定だけが行われます。測定期間やトリガリンクなど測定に
関するその他全ての指定は、通常のアナログまたはデジタル測定チャンネルに適用される場合と同じように扱わ
れます。

7.2.6.2  アシスタントの起動
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [イーサネットアシスタント]リボンを
使用します。
起動後、アシスタントには以下のダイアログが表示されます。

イーサネットアシスタント
アシスタントのメインウィンドウは、以下の2つの領域にわかれています。
· 左側の[構成]には、デバイス、レシーバチャンネル、および関連するメッセージがリストされます。
· 右側の[設定]には、現在選択されているメッセージとそれに関連する定義済みのイーサネットチャンネルがリス
トされます。
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イーサネット構成の例
この[構成]で各メッセージとチャンネルに対して行う定義は、別の構成ファイル(.xmlフォーマット)に保存され、関
連付けられた試験から独立して存在します。この構成ファイルは、一種のデータベースとみなすことができます。こ
の構成ファイルでは、全ての定義済みイーサネットチャンネルと、それぞれのメッセージへのイーサネットチャンネル
の割り当てが記録されます。したがって、イーサネットアシスタントで試験を設定するには、イーサネット構成ファイ
ル(.xmlフォーマット)をロードしてアシスタントを閉じるだけで十分です。これにより、定義されている全てのイーサ
ネットチャンネルがimcSTUDIOオペレーティングソフトウェアにチャンネルとして表示されます。また、
imcOnlineFAMOSでこれらを表示したりさらに処理したりすることが可能です。

7.2.6.3  イーサネット構成ファイル
イーサネットチャンネルとメッセージの定義は、全て構成ファイルに保存されます。この構成ファイルは、試験設定
ごとに開いてイーサネットメッセージとイーサネットチャンネルを必要に応じて削除、コピー、または移動することに
より、中央データベースとして使用できます。
このように、信号定義は試験から独立して存在します。原則として、いつでも簡単に、既存の構成ファイルを基
に構成ファイルを作成し、各試験に合わせて調整することができます。

7.2.6.3.1  新しい構成ファイルの作成
新しい構成ファイルを作成するには、ツールバー内のボタン  をクリックするか、[ファイル] > [新規]メニュー項目
を選択します。

7.2.6.3.2  構成ファイルのロード
既存の構成ファイルを開くには、ツールバーの該当するボタン  をクリックするか、メニュー項目[ファイル] > [開
く]をクリックします。このファイルのデフォルト拡張子は*.xmlです。また、既存のイーサネットチャンネルデータベー
スをインポートするために*.csvファイルをロードすることもできます。

7.2.6.3.3  構成ファイルを(名前を付けて)保存する
構成ファイルを保存するには、ツールバーの該当するボタン  メニュー項目[ファイル] > [保存]をクリックします。
開いている構成ファイルを別の名前で保存するか、別のディレクトリに保存する場合は、メニュー項目[ファイル] >
[名前を付けて保存]を使用します。これにより表示されるWindowsのファイルダイアログで、名前(拡張子なし)
を入力する必要があります。拡張子*.xmlは自動的に追加されます。
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7.2.6.3.4  新しいイーサネットチャンネルの作成
新しいイーサネットチャンネルは、構成ファイルでのみ作成可能であり、imcSTUDIO: [Setup]で直接作成するこ
とはできません。
· 新しいイーサネットチャンネルを作成するには、既存の構成ファイルをロードするか、または新しい構成ファイル
を作成します。

· 次に、左側部分で、イーサネットチャンネルが受信されるコネクタチャンネルとメッセージを選択します。
· 次に、タイトルバー内の  ボタンをクリックするか、[構成] > [新規ラベル]メニュー項目を選択します。
以下のダイアログが表示されます。 

チャンネルの設定
このダイアログは4つの部分で構成されています。上部では、新規に作成したチャンネルのチャンネル名と記述名
を入力できます。 
[データワード指定] 、[スケーリング]、 および[エラー処理] については、以下で説明します。

[名前]:
最大255文字の任意の文字列。imcSTUDIOにおけるチャンネル名の一般的な制限が適用されます。名前は
このチャンネルに割り当てられ、アシスタントインターフェースに表示されます。また、この名前はimcSTUDIOでも
チャンネル名として使用されます。
[デザイン]:
任意の文字を含む最大255文字の任意の文字列。記述名はこのチャンネルに割り当てられ、アシスタントインタ
ーフェースに表示されます。また、記述名は、imcSTUDIOでチャンネルコメントとしても保持されます。

429 430 430
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7.2.6.3.4.1  データワード
データワードで使用できるビット数は、選択した数値フォーマットによって異なります。未使用のビットは、ダイアロ
グでは陰影のボックスで表されます。使用されるビットは、文字が入力されたボックスで表されます。データワード
に使用できる数値フォーマットは、メッセージプロトコルに応じて[符号付き整数]、[符号なし整数]、[IEEE
Float]、[IEEE Double]、[BCD]、および[符号絶対値]です。

メッセージチャンネルに使用できる数値フォーマットACRA

[数値フォーマット]:
使用可能なフォーマットは、[符号付き整数]、[符号なし整数]、[IEEE Float]、[IEEE Double]、[BCD]および
[符号絶対値]です。どの数値フォーマットでも、スタートバイトは選択可能です。
[スタートバイト]:
ポップダウンリストで、必要なスタートバイトを選択できます。適用される制限により、スタートバイトは、プロトコル
IGHおよびHCでは300、メッセージプロトコルACRAでは1500を超えることはできません。
[Start-Bit]:
数値フォーマット[IEEE Float]および[IEE Double]では、スタートビットは選択できません。
[ビット数]:
数値フォーマット[符号なし整数]、[符号付き整数]、[BCD]、および [符号絶対値]では、ビット数を選択できま
す。
スタートビットとビット数の合計が使用可能なビット数よりも多い場合は、ビットボックスのマーキングの色が緑か
ら赤に変わります。この場合、イーサネットアシスタントの設定は承認されません。

不可能な設定は赤色で示される
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7.2.6.3.4.2  スケーリング

スケーリング

[LSB値]:
LSB値では、実際の値に乗算される係数が指定されます。整数値と共に、1.02e+3や1.02e-02などの指数フォ
ーマットの値を入力することもできます。
[単位]:
信号の単位。
[Yオフセット]:
ここでは、LSB値と共に最終的な結果を生成するオフセットを入力できます。結果 = 値 × LSB値 + オフセット
[発生]:
メッセージで受け入れられる値の数の定義(メッセージプロトコルACRAの場合のみ)。

7.2.6.3.4.3  エラー処理
ここでは、時間制限に違反した場合に実施されるエラー処理プロシージャを定義します。
[タイムアウト]ボックスがチェックされていない場合、エラー処理として有効な設定は、デフォルトでは[チャンネル
の最終値]です。

エラー処理

[エラー処理]:
使用可能な選択肢は、[チャンネルの最終値]、[代用値]、または[メッセージのチャンネルを無視]です。
値:
時間制限に違反した場合に記録できる代用値。
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7.2.6.3.5  構成ファイルリスト - 設定
イーサネット構成ファイルリストが、必要なコネクタチャンネルとメッセージに対するイーサネットチャンネルでいっぱい
になった場合、リストは以下のように表示されます。

構成ファイルリスト
イーサネットチャンネルは、対応する列をクリックすることで任意に並べ替えることができます。
  アイコンは、それぞれ1つのチャンネル定義を表します。アイコンの後には、イーサネットチャンネル名や説明な
どが表示されます。

7.2.6.3.6  イーサネットチャンネルの編集
既存のイーサネットチャンネルを編集するには、チャンネルを選択して[構成] > [チャンネルのプロパティ]メニュー項
目を選択するか、選択したチャンネルを右クリックします。

チャンネルプロパティを開く

7.2.6.3.7  イーサネットチャンネルの切り取り、コピー、貼り付け、削除
イーサネットチャンネルを切り取り、コピー、貼り付け、または削除するには、最初に項目を選択する必要があり
ます。次に、該当するツールバーボタン、[編集]メニュー、またはコンテキストメニュー項目を選択して、選択した
チャンネルの切り取り、コピー、貼り付け、または削除を行います。
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7.2.6.3.8  イーサネットチャンネルの検索
マウスの右クリックにより表示されるコンテキストメニューには、[検索と選択]機能の項目もあります。この機能を
使用すると、特定のイーサネットチャンネルを直接検索できます。
[検索]機能を使用するには、[編集]メニューから選択するか、Ctrl+Fキーを押します。

イーサネットチャンネルの検索
また、[列内のみ]オプションを使用すると、複数のチャンネルの共通プロパティを設定できます。このオプションにア
クセスするには、二重矢印ボタンをクリックします。

列内の検索

7.2.6.4  構成
アシスタントの左側部分([構成])で設定される内容は全てimcSTUDIO試験の構成と共に保存されるため、
次のセクションではこの左側部分について説明します。最も単純なケースでは、アシスタントの起動後にイーサ
ネットチャンネルが構成ファイルから追加されます。アシスタントを閉じると、このチャンネルはimcSTUDIOで採用
されます。これが実際にどのように行われるのかは、以下で詳しく説明します。
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7.2.6.4.1  構成リスト
(空の)構成リストには、全てのimcデバイスとイーサネットインターフェースがリストされます。下の図に例を示しま
す。

構成リスト

  アイコンは測定デバイスを表し、その横にデバイス名が表示されます。
デバイスに線でつながれているアイコンは、イーサネットコネクタチャンネルを表
しており、番号が付けられます。
重要: コネクタごとに最大500のチャンネルを管理することができます。

7.2.6.4.2  接続設定
コネクタ端子のプロパティを設定するダイアログを表示するには、構成リスト内のいずれかのコネクタ端子からコン
テキストメニューを呼び出すか、[構成] > [接続プロパティ]メニュー項目を使用します。

右クリックによる接続プロパティ[ ]
このダイアログでは、IPアドレスとコネクタ端子のサブネットマスクを設定できます。

構成IP
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7.2.6.4.3  新しいイーサネットメッセージの作成
新しいイーサネットメッセージは、構成ファイルでのみ作成可能であり、imcSTUDIO: [Setup]で直接作成するこ
とはできません。
· 新しいイーサネットメッセージを作成するには、イーサネットメッセージが受信されるコネクタチャンネルをアシスタ
ントの左側([構成])で選択します。

· 次に、 ボタンをクリックするか、[構成] > [新規メッセージ]メニュー項目を選択するか、またはコンテキストメ
ニューで対応する項目を選択します。
以下のダイアログが表示されます。

イーサネットメッセージ設定

重要な注意
コネクタチャンネルでは、同じメッセージプロトコル(IGH、HC、ARAC)のメッセージだけを定義して記録できます。

[名前]:
最大255文字の任意の文字列。imcSTUDIOにおけるチャンネル名の一般的な制限が適用されます。名前は
このチャンネルに割り当てられ、アシスタントインターフェースに表示されます。また、この名前はimcSTUDIOでも
チャンネル名として使用されます。 
[デザイン]:
任意の文字を含む最大255文字の任意の文字列。記述名はこのチャンネルに割り当てられ、アシスタントインタ
ーフェースに表示されます。また、記述名は、imcSTUDIOでチャンネルコメントとしても保持されます。 
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[設定]:
[IPアドレス]:
ここでは、ネットワーク内のメッセージ送信者のIPアドレスを指定します。IPアドレスは、ネットワーク内の加入者の
識別に役立ちます。
ポート:
ここには送信者のポートを入力します。
[ID]:
この設定は、メッセージプロトコルACRAでのみ使用できます。この設定により、特定のIDを持つメッセージだけの
受信、または全てのメッセージの受信を選択できます。
[MACアドレスレシーバ]:
メッセージプロトコルACRAでは、IPアドレスの代わりにレシーバのMACアドレスをここで指定します。

アドレスレシーバMAC
[クロック]:
メッセージプロトコルIGHおよびHCの場合、メッセージのクロックは自動的に2msまたは5msに設定され、変更する
ことはできません。クロックは、メッセージプロトコルACRAを選択した場合にのみ設定できます。クロックはイーサ
ネットの性能によって制限されます。
[レポートプロトコル]:
ここでは、メッセージプロトコルIGH、HC、ACRAの中から選択できます。
[うるう秒に対する動作]:
うるう秒の場合、32の使用可能な仮想ビットの中から選択できます。その仮想ビットは1に設定されます。この仮
想ビットを使用すると、imcSTUDIO[トリガ]ダイアログで記録チャンネルがリンクされるため、うるう秒の場合は記
録を停止し、後で再開することができます。
[タイムベース]:
タイムベースとして、デバイスまたはメッセージを使用できます。
[メッセージログ]:
この設定を有効にすると、CANバスを使用したプロトコルチャンネルとほぼ同等の新しいプロトコルチャンネルが
imcSTUDIOで作成されます。このプロトコルチャンネルは、コネクタチャンネルと同じ名前になります。このチャンネ
ルは、イーサネットアシスタントには表示されません。
[エラー処理]:
[メッセージなし]:
この時間中に測定デバイスが測定値を受信しなかった場合は、チャンネルの設定で定義されるエラー処理ルー
チンが適用されます。
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7.2.6.4.4  チャンネルパラメータの変更
チャンネル名、サンプリングレート、測定期間などのチャンネルパラメータは、アナログチャンネルと同じ方法で変更
します。
アシスタントで設定した全てのチャンネルは、フィールドバスチャンネルとしてもリスト表示されます。

7.2.6.4.5  検索フィルタの定義
構成ウィンドウのコンテキストメニューには、[検索フィルタ]ダイアログを呼び出すための項目が含まれています。
このフィルタは、ワイルドカード検索による特定のグループのチャンネルの表示と編集をサポートしています。

検索フィルタの定義[ ]
[検索]ポップダウンリストからプロパティを選択し、[検索フィルタ]ボックスで値を設定します。

検索フィルタの使用
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7.2.7  FlexRayバスインターフェース
FlexRayバスとは
FlexRayは、自動車において、高速の決定論的(送信遅延時間が保証されている)データ転送に使用される
フィールドバスシステムです。
FlexRayと接続されたimcデバイスの構成のために、imcSTUDIOではFlexRayアシスタント を提供していま
す。

7.2.7.1  定義
バス 廃止: 「クラスタ」または「チャンネル」を参照してください。
チャンネル (2つの解釈)

1. FlexRayには、クラスタごとに2つの物理チャンネルがあります(チャンネルAとチャンネルB)。チャンネルは、独立
して動作する「データバス」です。2つのチャンネルは同期して動作します。つまり、チャンネルAとBにおけるサイ
クルは、同時に始まり、同時に終了します。

2. imc固有: これはimcSTUDIOの測定チャンネルを意味します。 
クラスタ (2つの解釈)

1. FIBEXに従った解釈: フィールドバスシステムに関係する全てのノードと、それらの相互接続。
2. アシスタントでの解釈: 選択した各imc-FlexRayノードのプロパティをアクセス可能にするオーバービューウィン
ドウ内の要素。

注意: ノードとクラスタのプロパティはここで一緒に設定されます。
サイクル チャンネルのデータストリームは、サイクル単位で細分化されます。各サイクルにはサイクルID [0…63]があります。

ID 63のサイクルが送信された場合は、ID 0のサイクルが次に送信されます。したがって、期間の長さは64サイク
ルになります。
サイクル細分には、静的セグメントと動的セグメントが含まれます。この2つのセグメントでは、フレームを送受信で
きるスロットが定義されます。
[1]も参照してください。  

サイクル多重化 これにより、異なるフレームタイプを異なるサイクルの同一スロットに送信できるようになります。 
[1]も参照してください。  

フレーム 複数の信号を定義できるデータパッケージ。いつ、どこでフレームを送信または受信できるのかは、フレームトリガ
によって決定されます。特定のタイプのフレームは様ーな時点で送信するようにスケジュールされることがあるた
め、複数のフレームトリガを同じフレームに割り当てることができます。

フレームトリガ 割り当てられたフレームを、どのスロット(スロットID)と、どのサイクル(サイクルベース、繰り返しサイクル)で送受信
するのかを決定します。

キースロットID コールドスタートフレームまたは同期フレームが送信されるサイクルの静的セグメントにあるスロットのスロットID。
ノード クラスタ(バス)加入者。

· ノードは、デバイスのフィールドバス端子です。
· デバイスは複数のノードを持つことができます。
· 全てのノードを両方のチャンネルに接続する必要はありません(AまたはB、あるいはその両方)。
· 多くの場合、デバイスには1つのノードがあります。

ノードモード 全てのFlexRayノードのプロパティ。「キースロットIDとノードモードについてのFlexRay規則」も参照してください。

ノーマルモード
· コールドスタートフレームや同期フレームは送信されないため、キースロットIDを指定する必要はありません。
· 同期モード: キースロットIDを指定する必要があります。ノードは指定されたスロットに同期フレームを送信しま
す(または、送信する必要があります)。

· コールドスタートノード: キースロットIDを指定する必要があります。ノードは、指定されたスロットにコールドスタ
ートフレームを送信します(または、送信する必要があります)。

信号 反復フレーム内の特定の位置におけるビット列であり、物理的な測定量として解釈されます。
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スロット (2つの解釈)
1. imc固有: imcデバイス内のimcフィールドバスボードのベイ
2. FlexRay固有: チャンネル上の特定の時間セグメント。この時間セグメントで、関連するスロットIDを持つ特
定のフレームがクラスタ内のノードによって送信されるか、またはクラスタ内のほかのノードでこの時間セグメント
を受信できます。

スロットID 「スロット」、「サイクル」も参照してください。

7.2.7.2  参考文献および標準
[1] FlexRay - Protocol Specification V2.1.rev A』、Copyright © 2004-2005 FlexRay Consortium
[2] 『FlexRay - EPL-Specification - V2.1.rev A』、Copyright © 2004-2005 FlexRay Consortium
[3] 『FlexRay - EPL-Application Notes - V2.1.rev A』、Copyright © 2004-2005 FlexRay Consortium
[4] 『FIBEX - Field Bus Exchange Format, AE[FBX] Version 2.0』、Release Version、Association for Standardisation

of Automation and Measuring Systems、© ASAM e.V

7.2.7.3  機能/制約
· 受信したバスデータの記録
· 信号(測定チャンネル)へのバスデータの分解
· デバイスごとに最大512チャンネルの測定(全チャンネルにわたる合計: アナログ、インクリメンタルなど)
· フレームとデータの送信機能
· 同期およびコールドスタートフレームの送信機能
· コールドスタートまたは同期フレーム(キースロットフレーム)では、サイクル多重化機能なし
· FlexRay-FIBEXファイル 、バージョン2.0.1 (*.xml)のインポート機能
· FIBEXバージョン2.0.1に基づいたFlexRay-FIBEX-Plus ファイル(*.xml)のインポート
· Version 3.0.0および3.1.0FlexRay FIBEXファイル(*.xml)のインポート
· XCPマスタ
· FlexRayのA2L ファイルのインポート
· サポートされるXCP仕様
· ASAM_AE_MCD-1_XCP_BS_Protocol-Layer_V1-2-0.pdf『ASAM MCD-1 (XCP); Universal Measurement

and Calibration Protocol; Protocol Layer Specification; Version 1.2.0 Date: 2013/06/20』
· ASAM_AE_MCD-1_XCP_AS_Flexray-Transport-Layer_V1-2-0.pdf『ASAM MCD-1 (XCP on FlexRay);

Universal Measurement and Calibration Protocol; FlexRay Transport Layer; Version 1.2.0; Date:
2013/06/20』

FIBEXインポートに関する制約:
· CODING.COMPU-METHOD.CATEGORY "TEXTTABLE"、"SCALE-LINEAR"、"TAB-NOINTP"、"FORMULA"の
実装なし 

· FRAME.MULTIPLEXERS (およびFIBEX 2.0.1)とPDU.MULTIPLEXER (およびFIBEX 3.0.0、3.1.0)の実装なし
· 信号ごとの複数のCOMPU-METHOD.COMPU-INTERNAL-TO-PHYS.COMPU-SCALEの実装なし。1つの
COMPU-SCALEのみ評価されます。

· PDUおよびSIGNALにおけるUPDATE-BITの実装なし
注

固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィール
ドバスの一般的な注意事項に従ってください。
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7.2.7.4  DSUB-9のピン構成
ピン DSUB-9 ピン DSUB-9

1 未使用 6 未使用
2 BMチャンネルA 7 BPチャンネルA
3 GND 8 BPチャンネルB
4 BMチャンネルB 9 未使用
5 GND

7.2.7.5  FlexRayアシスタント
FlexRay接続(クラスタ)を設定し、フレームとチャンネル(信号)を定義するには、FlexRayアシスタントを使用しま
す。
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [FlexRayアシスタント]リボンを使用
します。

アシスタントFlexRay
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7.2.7.5.1  [オーバービューウィンドウ]
オーバービューウィンドウは上部のリストボックスです。このウィンドウでは、FlexRay構成に関連するように測定セッ
トアップが概略的に示されます。表示される内容は、試験設定と共に測定デバイス( )とその名前になります。
試験設定にFlexRay対応デバイスが1つしかない場合は、分かりやすくするために、そのデバイスは表示されませ
ん。
各測定デバイスの下には、組み込みのFlexRayモジュール(スロット) ( )とFlexRay接続(FlexRayクラスタ) ( )
が表示されます。
FlexRayクラスタごとに、あらかじめ定義されたフレーム  と共に関連する信号 (チャンネル)が表示されます。
フレームと信号の選択は、コンテキストメニューを使用して行い、反転させることもできます。

オーバービューウィンドウのコンテキストメニュー

7.2.7.5.2  プロパティウィンドウ
[プロパティ]ウィンドウは下側に表示されます。ここには、編集可能なプロパティと、オーバービューウィンドウで現在
選択されているオブジェクトの設定オプションが表示されます。複数のオブジェクトが同時に選択されている場
合、[プロパティ]ウィンドウは適切なプロパティの選択肢を表示します。
プロパティの値を変更するには、対象の値をクリックします。
プロパティに従って、ポップダウンリストまたはテキストボックスのどちらかが使用されます。

7.2.7.5.3  メインメニューの項目
ファイル

 [新規]
以前に作成したフレームとチャンネルを削除して、空のFlexRay構成を作成します。
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 選択したFlexRayクラスタのロード/インポート 
構成は、選択したクラスタのファイルからロードされます。ファイルからのFlexRay構成全体のインポートを可能にし
ます。
以下の2つのファイル拡張子がサポートされています。
· FRY: imc独自のフォーマット
· XML: FIBEX-XML (「FIBEXファイルのロード」 を参照)

  選択したFlexRayクラスタの保存 
構成は、選択したクラスタのファイルに保存されます。
FRYのみをサポートします。xml-FIBEXはサポートしません。
編集

 [コピー]、  [貼り付け]、  [切り取り]、  [削除]
これらのコマンドは、オーバービューウィンドウに表示される要素にのみ影響します。
フレーム、フレームトリガ、および信号は、コピー、削除、および貼り付けのみ行うことができます。
デバイス、スロット、およびクラスタは貼り付けできません。

 [検索]、[次を検索][F3]
オーバービューウィンドウ内で、単語または
単語の一部を検索できます。定義したフ
レーム/信号が数多くある場合は、その名
前を検索するのが合理的です。
選択した列で、意図的な検索を実行す
ることもできます。

追加
 [フレーム]

選択したクラスタにフレームを追加します。
 フレームトリガ

ここでは、選択したフレームにフレームトリガを追加できます。
 [信号]

このメニュー項目では、選択したフレームに信号を追加できます。
 [A2LファイルからのECU]

追加のECUチャンネル を追加します。
[ビュー]

 ツリーダイヤグラムを表示します。 クラスタの信号リストを表示します。
ツリーダイヤグラムと信号のリストの切り替え。
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構成
 [FlexRay構成のテスト]

行われた設定が有効かどうかをテストします。有効でない場合、オーバービューウィンドウで無効なオブジェクトに
飛ぶように移動し、ステータスバーにメッセージが表示されます。

 [ECU構成の作成]
ECUの構成を準備します。
オプション
[フォント...]
オーバービューウィンドウのフォント。
[設定...]
優先される名前割り当て: 原則として、短い名前または長い名前を使用して名前割り当てを設定するか、IDを
使用できます。全ての名前は、クラスタプロパティの構成規則 に従って構築されます。
インポート時に警告を表示するには、対応するオプションを有効にします。

オプション メニュー 設定[ ] : [ ]

7.2.7.5.4  クラスタのプロパティ
ここでは、FlexRayクラスタおよびノードのパラメータを設定できます。
クラスタパラメータは、クラスタが問題なく機能するためにクラスタ内の全てのノードで同じでなければならないパラ
メータです。ノードパラメータは、影響を受けるimcデバイスのノード(接続)にのみ関係します。このパラメータは、
必ずしもクラスタの全てのノードで同じである必要はありません。
ノードパラメータのいくつかは、特定のユーザに対する情報としてのみ提供されます。これらはほかのパラメータの
設定から自動的に導き出されるため、編集することはできません。
各パラメータの意味の説明は、本マニュアルの範囲外となります。詳細については、[1] 『FlexRay - Protocol
Specification』 を参照してください。
クラスタでは複数のフレームを作成できます。

チャンネルの名前の構成規則
チャンネル名は、以下のプレースホルダ付きの名前項目から構成できます。クラスタの{Clu}、フレーム の
{Frm}、信号 の{Sig}、およびECUチャンネル 。
例: クラスタの名前 = "FR_Cl01"、フレームの名前 "Frame01"、および信号の名前 = "Sig01"
{Clu}_abc_{Frm}_{Sig}_123から、"FR_Cl01_abc_Frame01_Sig01_123"という名前になります。
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クラスタのプロパティ

注
ヌルまたはデータフレームの記録が有効な場合は、全てのフレームがバス上で処理されるため、バス上のデータ
負荷が高い場合はパフォーマンス上の問題が生じる可能性があります。ロギングを無効にした場合は、
FlexRayアシスタントにリストされているフレームだけが処理されます。
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7.2.7.5.5  フレームのプロパティ
フレームパラメータでは、長さと方向だけを指定できます。フレーム内では、複数の信号とフレームトリガを作成で
きます。

フレームのプロパティ

[名前]
ここでは、任意のフレーム名を入力できます。入力した名前は、オーバービューウィンドウの[名前]列にも表示さ
れます。このプロパティは、簡単な説明を表します。[常にフレーム名に接頭語をつける]オプションを使用すると、
自動的にフレーム名がチャンネル名の前に付きます。
[コメント]
コメントは、フレームについて詳しく説明するためのものです。
Typ
標準、XCP事前構成済み、またはXCP実行時に構成。
[フレーム方向]
このプロパティでは、フレームが測定デバイスによって受信されて解釈されるのかどうか(入力、受信、IN)、あるい
は、このフレームが組み立てられて送信されるのかどうか(出力、送信、OUT)が決定されます。
[フレームサイズ [16ビットワード]]
このプロパティでは、フレームのデータバイト数が設定されます。この値は0から127の間でなければなりません。
[FIBEXからインポートされたか?]
フレームがFIBEXからロードされたのかどうかに関する情報。
[ECUの送信]
使用可能な場合、ECUの記述名。
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7.2.7.5.6  フレームトリガのプロパティ
いつ、どこでフレームが送受信されるのかは、フレームトリガによって決定されます。そのため、スロットID、サイクル
ベース、繰り返しサイクル、およびチャンネル割り当てがここに表示されます。
フレームとトリガが分離されているのは、関連する全ての信号を使用して新しいフレームを毎回定義(入力)する
必要なく、フレームを送受信する複数の時点を指定できるようになるからです。
[PDU位置]プロパティは、フレーム内の全信号のシフトを示します。信号は、ビット単位で指定された値だけ後
方にシフトされます。つまり、信号位置はフレームトリガごとに異なる可能性があります。

フレームトリガのプロパティ
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7.2.7.5.7  信号のプロパティ

信号のプロパティ

[名前]
チャンネルの名前を設定します。imcSTUDIOでは、この名前を使用してチャンネルが機能します。この名前は、
imcSTUDIOチャンネル名に適用される規則とフォーマットに従う必要があります。
[結果のチャンネル名]
クラスタのプロパティの構成規則 から結果として生じるチャンネル名。
[モニタチャンネルを作成するか?]
[はい]を選択すると、チャンネルのコピーが生成されます。名前は、構成規則 に従って決定されます。
[コメント]
このチャンネルに対するコメントを指定します。
[Fibexの短い名前]
FIBEXファイルに表示される、信号の短い名前を指定します。
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[データタイプ]
これにより、信号のタイプ(もっと正確に言えば、バス上のデータの解釈方法)が設定されます。以下のデータタイ
プが使用可能です。
· 符号付き整数
このデータタイプに使用できるビット幅は2～32ビットです。

· 符号なし整数
このデータタイプに使用できるビット幅は2～32ビットです。

· 浮動小数点
32ビットまたはIEEE 64ビット浮動小数点フォーマットを使用できます。

· ビット
デジタル信号としての単一ビット。
[Active/Passive-Status]
信号を非表示にすることができます。
インポートされる構成ファイルには、多くの場合何千もの信号が含まれます。imcデバイスごとに、最大990個の
フィールドバスチャンネルを登録できます。デバイスごとに512個のアクティブチャンネルという制限があります。デバイ
スに属する信号の数がこれを超える場合、測定で最も重要な信号を選択する必要があります。
[Active/Passive-Status] 注記
アクティブ 信号は、アクティブなチャンネルとして設定され、記録されます。
パッシブ 信号は、チャンネルとしてシステムに登録されていますが、パッシブに設定されています。測定されたデータは

記録されません。
[管理対象として登録され
ない]

信号はシステムに登録されていません。この信号は、アシスタント内にのみ存在しています。測定されたデー
タは記録されません。

[数値のビット幅]
このプロパティは信号の長さを設定します。データタイプに応じて、異なる最大値と最小値を入力できます。
[バイトオーダ]
Intel (LSBファースト)またはMotorola (MSBファースト)
[スタートバイト]と[Start-Bit]
この2つのプロパティは、フレーム内のどの位置で信号が始まるのかを決定します。出力信号は、フレーム内の同
じビットを占有しないことがあります。受信信号の場合、これは問題になりません。
[物理単位]
ここには、物理単位またはその略語(ボルトを表すVなど)を入力できます。できるだけSI単位を使用してくださ
い。単位接頭辞(ミリを表すmなど)を入力することはお勧めしません。代わりに、係数を適宜調整してください。
imcSTUDIOカーブウィンドウは、そのようなプリフィックスを自動的に追加して測定値に対応します。 
[係数]と[オフセット]
現在選択されている信号のデータタイプが整数(符号付き、または符号なし)の場合、[係数]および[オフセット]
の両方のプロパティが表示されます。
これらの値はリニア変換のパラメータであり、次の式によって計算されます。
着信信号 発信信号 変数の定義

y - 物理値
x - フィールドバス上の整数
f - 係数
a - オフセット
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例
着信信号は16ビットの符号なし整数です。したがって、整数の数値範囲は0 LSB～65535 LSBとなります。その
整数が表す物理量は10V～20Vの電圧です。したがって、係数は以下の式によって求められます。 

また、オフセットは以下のようになります。
a = 10 V
以下の整数がバスからインポートされたと仮定します。
x = 13483 LSB
これは次の電圧に相当します。
y = f * x + a = 12.057 V

[表示される値範囲最小]、[表示される値範囲最大]
値範囲の限界。これは、係数、オフセット、ビット幅に従って計算されます。
[マルチプレクサに依存]
この信号が依存するマルチプレクサ信号への参照。
[Handle timeout error]
この設定オプションは、任意のタイムアウトエラーのエラー処理が実行されるかどうかを判断します。
タイムアウトエラーとは、特定の期間が経過しても測定値がフィールドバスから受信されないことを意味します。エ
ラー処理を設定すると、そのようなエラーの発生に対処することができます。
[Timeout Interval [s]]
ここでは、タイムアウトエラーが発生したとみなされるまでの制限時間を設定します。
[Error handling action]
この設定では、タイムアウト制限時間が経過した場合に実行する操作が決定されます。

このために、以下のオプションが用意されています。これらのオプションの効果は、チャンネルが等間隔にサンプリン
グされるのか、あるいはタイムスタンプと共に記録されるのかによって異なります。
エラー処理 等間隔サンプリング タイムスタンプ付きサンプル
[最終値] 新しい値が到着するまで、最終有効値が返され

ます。
タイムアウト時間が経過すると、最終値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

代用値 新しい値が到着するまで、代用値が返されま
す。

タイムアウト時間が経過すると、代用値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

7.2.7.5.8  FIBEXファイルのロード
インポートできるのは、FlexRayクラスタ記述を含むFIBEXファイルのみです。ほかのバスシステムのフィールドバス記
述を含むファイルは除外されます。
複数のクラスタをFIBEXファイルに記述する場合、最初の構成はアシスタントの最初のクラスタでロードされ、2番
目の構成は2番目のクラスタでロードされます(3番目以降も同様)。
ファイル内のクラスタ構成がなくなるか、アシスタント(デバイス)内の空きクラスタがなくなると、FIBEXファイルのロー
ドが完了します。
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FIBEX-Plusファイルのインポート
FIBEX-Plusファイルのインポート時には、PDU (Protocol Data Unit: プロトコルデータユニット)位置をロードして適
用することもできます。このデータ要素によって、フレーム内の信号グループのバイト位置が決まります。データ要
素は、フレームトリガ構造内で設定されます。つまり、前の受信フレームがPDUになる可能性があります。
フレームの送信時には、フレームトリガに属している[PDU位置]プロパティは無視されます。そのため、完全なフレ
ームだけを送信できます。
信号をインポートする場合、略称、送信ECU、フレーム名、信号およびフレームコメントというプロパティが表示さ
れます。

ロード後
インポートしたFIBEXにはimc測定システムに関する情報が含まれていないため、FIBEXファイルのロード後には、
以下の問題/設定を考慮する必要があります。
· 内部ターミネータを接続すべきか?
· どのチャンネル(AまたはB、あるいはその両方)にimcデバイスが接続されているか?
· imcデバイスの接続は、「ノーマルノード」、「コールドスタートノード」、「同期ノード」のうち、どのノードとして機
能すべきか?

· デバイスが「コールドスタートノード」または「同期ノード」として機能する必要がある場合は、「キースロットID」
をさらに指定する必要があります(「キースロットIDとノードモードについてのFlexRay規則」も参照 )。
これらの設定は、各クラスタのプロパティにあります。見つけやすいように、これらの設定は太字で表示されます。

7.2.7.5.9  A2Lファイルのロード(XCPoFlexRay)
imc STUDIO 5.0R3 (2016年3月以降)で、XCP over FlexRayがサポートされています。

A2Lファイルのインポートアシスタントには、全ての使用可能な名前と関連付けられているアドレスとコメントが表
示されます。

7.2.7.5.10  キースロットIDとノードモードについてのFlexRay規則
· クラスタでは、少なくとも2つ、多くて3つのコールドスタートノードが構成されている必要があります。
· 各コールドスタートノードは、同時に同期ノードでもあります。
· 各同期ノード(したがって、各コールドスタートノード)には、一意のキースロットIDがあります。
· キースロットIDは、サイクルの静的セグメント(動的セグメントではない)にあるスロットIDです。

注
· FlexRayアシスタントは、imcデバイスに存在するFlexRayノードだけを認識します。
· 接続されたFlexRayクラスタにのみ存在するノードは、アシスタントでは認識されません。
· このため、上記の規則に従ってそれらのノードをチェックすることはできません。
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7.2.7.5.11  接続と記録のプロシージャ
一般的なプロシージャ
· imcデバイスをクラスタに接続します。そうしないと、記録/測定を行うことができません。
· できれば、バスラインの端にはimcデバイスを接続しないでください。バスラインの端に接続した場合は、接続
されたチャンネル(A、B)の内部ターミネータを有効にする必要がありますが、使用している接続ラインまたはほ
かのバス加入者ではバスがすでに終端されている可能性があるため、結果としてバス終端が過剰になることが
あります。

7.2.7.5.11.1  クラスタ全体の記録(測定)
例:
· FIBEXファイルはロードされています。
· クラスタは完全に存在します。つまり、FIBEXファイルに記述された全てのデバイスが存在し、FIBEXファイルに記
述されたとおりに接続されます。

プロシージャ:
· 「一般的なプロシージャ」 を参照してください。
· クラスタ設定で、ノードモード(クラスタの動作)を「ノーマルノード」に設定します。

7.2.7.5.11.2  コールドスタートノードが欠落しているクラスタ
例:
· FIBEXファイルはロードされています。
· クラスタは部分的にのみ存在します。(コールドスタート)ノード(デバイス)が欠落しています。 
プロシージャ:
· 「一般的なプロシージャ」 を参照してください。
· まず、欠落しているデバイスがコールドスタートノードだったかどうかを調べます。
· いくつのコールドスタートノードがまだ存在しているかを調べます。
最初は3つ存在していて、現在はまだ2つ存在している場合などが考えられます。その場合、バスは引き続き
操作可能です(「FlexRay rules for the KeySlotID and node mode」 を参照)。
コールドスタートノードがまだ2つ存在している場合:
· クラスタ設定で、ノードモード(クラスタの動作)を「ノーマルモード」に設定します。
コールドスタートノードが1つしか残っていない場合:
· クラスタ設定で、ノードモード(クラスタの動作)を「コールドスタートノード」に設定します。
· クラスタにはコールドスタートノードが欠落しているため、imcデバイスはその機能を引き受ける必要があります。
そうしないと、クラスタは起動できません(「キースロットIDとノードモードについてのFlexRay規則」 も参照)。

· コールドスタートノードにはキースロットIDが割り当てられている必要があります。
このキースロットIDのスロットでは、コールドスタートノードがコールドスタートフレームを送信します。欠落してい
るコールドスタートノードのキースロットIDが分からないと、適切なキースロットIDを選択するのが難しくなることが
あります。以前にインポートしたFibexファイルには、少なくとも全てのコールドスタートノードとキースロットIDの
記述が含まれています。

· 補助として、キースロットIDを入力しているときに、Fibexファイルで指定されたキースロットIDのリストが、関連
するコールドスタートノード名と共に表示されます。これにより、名前に基づいて、欠落しているコールドスタート
ノードを選択できるようになります。つまり、imcデバイスがそのノードに取って代わります。

· 次に、欠落しているデバイスのキースロットIDを選択します。imcデバイスは、常にこのスロットでコールドスター
トフレームを送信します。

· コールドスタートフレームが送信されるようになったので、対応する送信フレームを設定する必要があります。
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そのためには、以下の2つの可能性が考えられます。
1.このキースロットで重要な信号を送信する必要がない場合(簡単な方法)
· 新しいフレームを作成します。
· フレームの方向を[出力(送信)]に設定します。
· 新規フレームのフレームトリガに移動し、スロットIDを上記で決定したキースロットIDに設定します。
· オプション: キースロットIDと同じスロットIDを持つ受信フレーム(フレームトリガ)を全て探し、フレームトリガとそれ
に関連するフレームを削除します(検索機能: "Slot-ID=???")。理由: imcデバイスによって送信されたフレーム
は受信できません。フレームを削除すると、登録されるチャンネルが少なくなることがあります。これにより、パフォ
ーマンスは向上し、アシスタントでの明確性が実現されます。

2.このキースロットで送信される重要な信号がある場合(難しい方法)
· キースロットIDと同じスロットIDを持つ受信フレーム(フレームトリガ)を全て探し、全てのフレーム(必要な信号を
定義したフレームを除く)を削除します(検索機能: "Slot-ID=???")。

· フレームの方向を[出力(送信)]に設定します。
· キースロットフレーム内の信号ごとに、信号ソースまたは一定値を設定します。
· 注: 残念ながら、送信されるキースロットのサイクル多重化を実行することはできません。そのため、このフレー
ム用のフレームトリガは1つしかありません。また、このフレームトリガのサイクルベースはゼロ、繰り返しサイクルは
1になる可能性があります。

7.2.8  imcApplicationModule
imcApplicationModuleは、「サードパーティ」デバイスまたはシステムからの測定チャンネルを、imc
CRONOScompactおよびimc CRONOSflex システムそれぞれに標準ハードウェアインターフェースを通じて統合し
ます。
考えられるチャンネルソースの例は次のとおりです。
· 専門の複雑なセンサ
· 「サードパーティ」デバイス
· バスシステム (フィールドバスなど )
サポートされる標準インターフェースには特に次のものがあります。
· イーサネット
· シリアルインターフェース(RS-232、RS-485、RS-422)
統合されるシステムは通常、ユーザがカスタマイズしたデバイスまたはサードパーティメーカによる専用デバイスで
す。統合は、カスタムアプリケーションがプログラミングされた専用プロセッサに付属している、標準ハードウェアモ
ジュール(APPMOD)を使用して行われます。このプログラムは、委託でimcが作成するか、または専門の開発ツ
ールを支給された資格のあるパートナまたは訓練を受けたユーザが作成し、実装することもできます。
ユーザ固有のハードウェアおよびソフトウェア拡張は、デバイスソフトウェアによりサポートされます(imcDEVICES、
imcSTUDIO)。特殊なバージョンのデバイスソフトウェアは必要ありません。

特性:
· 標準システムに埋め込まれる、カプセル化されたカスタムハードウェアおよびソフトウェアソリューション
· 完全なソフトウェアサポート付きの標準システム
· 変更のない標準オペレーティングシステムによる柔軟なサポート
· 標準ハードウェアコンポーネント
· スタンドアロンの自律システム環境

参 考

アプリケーションモジュールマニュアルは、RS-232、RS-485、RS-422、およびRoaDynインターフェースなどのアプリケ
ーションモジュールの使用および開始について説明しています。
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7.2.9  imcHiL: ループ内のハードウェア
imcHiLハードウェアは、imc CRONOScompact測定システムの補足コンポーネントです。imcHiLは、単一の
compactシステム内でシミュレーション、データキャプチャ、および開ループ/閉ループコントロールの機能を統合しま
す。このコンポーネント用のハードウェア基盤は、MATLAB Simulink®モデル(Simulink Real-Timeアプリケーショ
ン)の実行用に排他的に予約されている、測定デバイスに埋め込まれたプロセッサです。
ソフトウェア側では、MATLAB Simulink®ライブラリは、imcデバイスへのインターフェースを表現するimc接続ブロッ
クで補完されます。この拡張によって、Simulinkアプリケーションを慣例に従って作成し、imcデバイスに転送でき
ます。このためのインターフェースはimcデバイスソフトウェア(imcSTUDIO)であり、他のすべてのimcコンポーネント
に接続されるimc HiL Assistantと併用されます。

ハイライト
· imcHiLは、既存のMATLAB Simulink®モデル (Simulink Real-Time)モデルを統合します。
· 試験用オブジェクトへの直接フィードバックによるアプリケーション状況のリアルタイムシミュレーション。
· 以下の測定システムに統合される専用プロセッサを提供します。
o CPU: Intel Atom
o クロック: 1.1 GHz
o メモリ: 512MB
· imcデバイスへのインターフェースを表現する拡張MATLAB Simulink®ライブラリ
· imcSTUDIOは、データ取得とimc CRONOScompact (CRC)内での信号の後続処理のためにすべての設定
および構成を有効にします。

· 調整可能なパラメータのサポート
· ターゲットシステムでは個別のMATLABライセンスは必要ありません。
前提条件
最新のデータシート(PDF)をWebサイトからダウンロードできます。このデータシートには、MATLAB / Simulinkモデ
ルの開発者(ユーザ)のPCに対する前提条件が記載されています。必要なライセンスとサポートされるMATLABバ
ージョンなどの詳細も記載されています。

参考
imcHiLデバイスマニュアルは、インターフェースの使用および開始について説明しています。

http://www.imc-berlin.com/download-center/product-downloads/imc-cronoscompact/data-sheets/
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7.2.10  J1587バスインターフェース
J1587バスとは
J1587バスはRS485シリアル接続の特殊なバリエーションで、特に貨物車両分野で配備されており、SAEによって
標準化されています。imc測定システムには、必要に応じてJ1587バスインターフェースを装備することができま
す。このインターフェースをシステムに搭載することにより、J1587バスでほかのフィールドバスシステム(CANバスなど)
やアナログ測定データと並列でデータをキャプチャできるようになります。同時に、様ーなデータをまとめてデータ処
理へまわすことができるようになります。
J1587 標準では、全てのチャンネル定義がデータベースに保存されます。
J1587アシスタント を使用すると、このデータベースを簡単に編集できるほか、データキャプチャの対象となるチャ
ンネルを選択することもできます。J1587インターフェースには次のような機能があります。
· デバイスあたり1つのJ1587バス接続。
· ほかのフィールドバスシステム(CANバスなど)との並列動作。
· データキャプチャおよび分析システムの機能における、SAE J1708/J1587標準の完全な実装。
· Jバス測定チャンネルを定義する全てのデータが、データベースであらかじめ定義されています。必要な全てのデ
ータが、アシスタントでの選択の際に使用されるようになります。これにより、エラーの少ない方法で測定を速や
かに構成できるようになります。

· 2進または(ASCII)テキスト(PID)でコード化されている全てのチャンネル、および全てのエラーコードと診断コード
をキャプチャして処理することができます(PID、SID、共通SID)。これには、要求があった場合に限りデータを送
信するチャンネルも含まれます。

· 2進コードを理解可能なメッセージテキストに変換することができます。
· 全ての測定値、エラーコード、診断コードにタイムスタンプを割り当てることができます。
この章の説明は、imcSTUDIOおよびSAE J1587標準によるアナログチャンネルとデジタルチャンネルの構成につい
て読者が熟知していることを想定しています。

注
固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィール
ドバスの一般的な注意事項に従ってください。

7.2.10.1  メッセージ
J1587プロトコルに従い、送信されるメッセージはMID (メッセージID)、PID (パラメータID)、データ、およびチェックサ
ムで構成されます。メッセージは、チェックサムを入れて、21バイト以内である必要があります。

単純メッセージ
単純メッセージには、次のように様ーな種類のものがあります。
· 1データワードのメッセージ(MID、PID、データワード、チェックサム)
· 2データワードのメッセージ(MID、PID、データワード1、データワード2、チェックサム)
· nデータワード(nはMIDおよびPIDの後に転送される)のメッセージ(MID、PID、データワード数、データワード

1、...、データワードN、チェックサム)
PIDは、1バイトまたは2バイトで構成されます。2バイトで構成されるPIDは拡張PIDと呼ばれます。1バイトPID
は255未満の値を持つPIDです。2バイトPID(拡張PID)には255を超える値があります。
受信メッセージの開始と終了を認識できるようにするため、2つの連続するメッセージの間に12ビット相当の時間
間隔が必要です。
パックメッセージ
メッセージはパックフォーマットで転送することもできます。このフォーマットは、ECUが同時に複数のPIDを転送しな
ければならない場合に使用されます。パックメッセージのフォーマットは次のように定義されています。
MID、PID 1、データワード、PID 2、データワード、.....、PID N、データワード、チェックサム

459
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7.2.10.2  メッセージの受信と評価
メッセージの終了は、12ビットのタイムアウトによって確立されます。メッセージの終了が認識されたら、メッセージ
がファームウェアによって評価されます。このプロセスの最初のプロシージャは、チェックサムをチェックすることです。
チェックサムが正しい場合、ゲイン率およびオフセットに応じて、ユーザが指定したチャンネルにデータワードが記述
されます。
パックメッセージは、関連するPIDごとに部分単位でチェックされます。チェックが終わると、PIDはデータワードとあわ
せてメッセージバッファから削除されます。
以下の条件が適用されます。
PID < 128: 1 data word
PID >= 128 and < 192: 2 data words
PID >= 192 and < 255: n data words, where n must be transmitted as the 3rd Byte
PID >= 256: 1 data word
PID >= 384 and < 448: 2 data words
PID >= 448 and < 511: n data words, where n must be transmitted as the 4th Byte

7.2.10.3  PIDクエリ
多くの(P)PIDはJバス上で継続的に転送されますが、一部の(P)PIDは送信される特定のメッセージによってクエリ
される必要があります。

7.2.10.3.1  周期的なクエリ
クエリパラメータ

[クエリ間隔]:
(P)PIDクエリの周期的な発行間隔を指定します。
[最小クエリ間隔]:
クエリされたECUが過負荷にならないようにするには、クエリの間の時間間隔の最小サイズを設定する必要があり
ます。この時間間隔が経過した場合にのみ、新しいクエリを発行できます。
[クエリの反復回数]:
クエリされたECUが応答しない場合は、最小クエリ間隔時間の経過後にクエリが再発行されます。(P)PIDクエリ
は、ユーザが指定した回数だけ、もしくはECUが応答するまで実行 されます。

ファームウェアのクエリプロシージャ
これは、imcデバイスで、Jバスを介してクエリを発行する場合のプロシージャです。
· それぞれのECUごとに、タイムベース順にクエリが行われます。
· クエリ間隔時間が同じ全ての(P)PIDは、共通のタイムベースに割り当てられます。
· クエリ間隔時間が経過すると、対応するタイムベースを持つ要求(P)PIDが転送され、反復回数に達するか、
ECUが要求PIDに応答するまでこれが繰り返されます。

· あるタイムベースのクエリが最後まで全て実行されると、次のタイムベースのクエリに移ります。
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周期的なクエリの制限

全般的な注意事項
クエリの数は、最小クエリ間隔時間と測定デバイスが転送時に処理する優先順位によって制限を受けます。
最小間隔による制限:
たとえばECUが200ミリ秒間隔でのみクエリを処理できる場合は、クエリ間隔が1秒の最大5つの独立した(P)PID、
またはクエリ間隔が200ミリ秒の1つの(P)PIDを定義することができます。クエリをこれ以上指定した場合は無視さ
れます。
異なるP(PID)がある場合でも、任意のP(PID)のクエリが行われるたびに、ユーザが定義したP(PID)クエリ反復回
数がカウントダウンされます。そのため、特定のP(PID)のクエリが、全ての回数分、反復されることはありません。
imc測定デバイスの優先順位による制限:
imcユニットが発行する、連続する2回のクエリの最小時間間隔 は、以下の要因により変動します。
· クエリメッセージを発行するときの、imc測定デバイスの優先順位
· クエリメッセージを送信する上で必要な時間
· クエリされたPIDの優先順位
· 要求されたメッセージを送信するために必要な時間
次の条件に基づいて反復レートを計算すると、以下のような結果が出ます。
imcデバイスプロパティ: 1
クエリメッセージの長さ: 5バイト
PID優先順位: 1
要求されたメッセージの長さ: 4バイト
ボーレート: 9600Bits/s
優先順位1: 2×(12+2×1)ビット÷(9600ビット/秒)
5バイト長のメッセージ: 5×10ビット÷(9600ビット/秒)
合計: 13.75ミリ秒

7.2.10.3.2  トリガに応じたクエリ
トリガイベントはクエリを発行させることもできます。そのクエリは、周期的なクエリよりも優先順位が高くなります。
このようなクエリの場合、「タイムベース」も設定しますが、クエリは適切なトリガイベントが発生した後で一度だけ
実行されます。一般に、一度だけのクエリには優先順位が割り当てられます。最低のトリガ番号を持つトリガに
割り当てられた「タイムベース」が最初に処理されることになります。

7.2.10.3.3  ECUバージョンのクエリ
ECUバージョンは、最初の測定が開始した後にクエリされます。このクエリにもタイムベースが割り当てられます。こ
のタイムベースには最上位の優先順位が割り当てられ、周期的なクエリや、トリガに応答して行われるクエリと同
じ方法で処理されます。

7.2.10.4  ECUバージョンのロギング - PID 234とPID 243
測定値を正しく解釈するには、ECUのハードウェアバージョンとソフトウェアバージョンの両方について知っておく必
要があります。そのため、測定のたびにECUのハードウェアバージョンおよびソフトウェアバージョンをクエリし、
「J1587_EcuVersion」という名前のグローバルチャンネルにロギングします。
ECUバージョンは、ASCII文字列で通信されるため、このチャンネルは、タイムスタンプ方式のASCIIチャンネルにな
ります。
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プロシージャ
測定の準備(ダウンロード)ができて測定を開始したら(「PIDクエリ」 を参照)、ECUバージョンがクエリされます。
ECUがクエリに応答する場合、受信した文字列が特定のフォーマットでグローバルチャンネルに書き込まれます。
これらの保管データは、デバイスのメモリに保存されます。
同じ測定が再び行われる場合、ECUバージョンが再度クエリされることはなく、デバイスのメモリの内容が共有され
ます。初めてバージョンがクエリされたのがどの時点であるかを知ることは重要であるため、対応する文字列のタイ
ムスタンプは変更されません。

ECUバージョンを示すためのフォーマット:
ECU バージョンは、次のフォーマットで示されます。
ECUソフトウェアバージョン: ECU名(MID) SWバージョン文字列
ECUハードウェアバージョン: ECU名(MID) HWバージョン文字列

特記事項

クエリに応答していないECU:
ECU がクエリに対して応答しない場合、バージョン文字列にテキスト“+++ No data received +++”が表示されま
す。
欠落しているECU名:
imc測定デバイスに、データベースで定義されていないMIDが含まれている場合、チャンネル内にECU名の代わり
にテキスト"UNKNOWN ECU"が表示されます。
バージョンチャンネルのメモリ不足:
デバイスのバージョンチャンネルのメモリは、(通常のチャンネルのように) FIFOで使用されず、純粋なリニア記憶領
域になります。全てのバージョン文字列を格納するだけの領域がない場合、チャンネルには、"Error!: RAM
buffer time not enough for this type of data"というテキストが入れられます。このような場合、RAMバッファ時
間を増やす必要があります。
タイムスタンプ:
バージョン文字列のタイムスタンプは変更されないため、X軸のラベルを相対時間で設定すると、カーブウィンドウ
に負のトリガ時間が表示されることがあります。ただし「絶対時間、分」という表記スタイルの場合は、そのバー
ジョンでの最初のデータ取得の時間が表示されます。
タイムスタンプとマルチイベント:
複数のイベントを持つトリガで、バージョンチャンネルがトリガターゲットとして設定されている場合、トリガの各リリ
ースに対する相対トリガ時間が、負の値になることがあります。
このような現象が生じるのは、このチャンネルの処理で使用される特殊な方法が原因です。ECUバージョンは最
初のトリガイベントの際にクエリされ、チャンネルにロギングされます。次のトリガイベントの際には新しいクエリは行
われず、すでに保管されているECUバージョンデータがチャンネルに再び 書き込まれます。このとき、絶対トリガ時
間は変更されません。それ以降のトリガリリースでは、元の絶対トリガ時間が使用されます。
[絶対時間、分]オプションが選択されている場合、全てのイベントに対して、相対時間ではなく同じ絶対開始
時間が割り当てられます。

454
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7.2.10.5  マルチセクションメッセージ - PID 192、PID 448
J1587標準では、21バイト以内のメッセージのみを送信することができます。
21バイトを超えるメッセージが転送される場合、PID 192によってこれを実行することができます。この方法の場
合、送信されるメッセージが、最大21バイトの複数の部分メッセージに分割されます。
分割されたこの部分メッセージをセクションと呼びます。
PID 192の場合、対応する(P)PIDも指定する必要があります。このとき、それぞれのセクションが順番に転送さ
れ、番号が振られていくのが理想です。こうすれば、受信側でそれぞれのセクションからメッセージ全体を再構築
することができます。プロトコルでは、現在転送されているセクションの番号とセクションの総数が、特定のバイトに
コード化されることを指定しています。
Jバスファームウェアで、受信したセクションからメッセージ全体を再構築する場合、各セクションを結合するための
中間保存場所が必要になります。
PID 192を使用すると、複数の(P)PIDを転送できるため、複数の中間保存領域が必要になります(たとえば、(P)
PID Aのセクション1が最初に受け取られ、(P)PID Bのセクション0が次に受け取られます)。これらはMIDと(P)PIDで
識別されます。
拡張PID (PID > 255)を転送するために、PID 448が用意されています。この動作方法はPID 192の場合と同じで
す。

PID 192/448を受信するプロシージャ

PID 192/448を持つ(P)PIDを受信するプロシージャ
· 中間メモリ領域が空で、PID 192が受信されていない状態です。
· セクション0を持つPID 192が受信されます。
· メモリの空き領域が検出されます。
· メッセージが、通常の(P)PIDの受信時と同じ方法で処理されます。
· メッセージが中間メモリに書き込まれます。MID、(P)PID、および受信時間も、識別のためにこのメモリに保管
されます。 

· 次のセクションを持つ、同じECUの同じ(P)PIDのPID 192が受信されます。
· 対応する中間メモリ領域が検出され、適切な処理が行われた後でセクションが追加されます。また、そのセク
ションの受信時間がレコードに記述されます。

· 最後のセクションが受信されます。
· メッセージ全体がリリースされ、処理および評価ができる状態になります。
PID 192/448を持つ複数の(P)PIDを受信するプロシージャ
このプロシージャは1つの(P)PIDを受信する場合と同じですが、セクションは異なる中間メモリ領域に異なるIDで
記録されます。
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転送エラーと制限事項

中間メモリ領域の数:
PID 192の処理では、50の中間メモリ領域を使用できます。
セクションの喪失またはセクションの順序の無視:
セクションの順序を必ず守られなければなりません。たとえば2番目のセクションの後に4番目のセクションが続く場
合、対応する中間メモリ領域が消去されます。
不完全なメッセージのセクション0がすでに中間メモリに入っていて、突然これが受信された場合、それ以前の全
ての受信データが削除され、セクション0がその場所に保管されます。
中間記憶領域数の超過:
PID 192で、セクション0を持つ新しい(P)PIDが受信され、全ての中間メモリ領域が占有された場合、最初の保
管メッセージが含まれるメモリ領域内のデータが削除され、新しい(P)PIDがその場所に保管されます。

7.2.10.6  診断チャンネル - (P)PID 194
J1587標準では、バッテリ充電容量が一定値以下になるなど、トラックのシステムの一部に障害が発生した場
合に備え、このような障害の報告のための手段として、PID 194を用意しています。
このようなメッセージには、対応する(P)PIDを識別のために入れておく必要があります。また、対応するデータワー
ドにある特定のビットの組み合わせにより、発生したエラー(タイプ)を示すこともできます。このビットの組み合わせ
では、拡張PID (PID > 255)またはそのSIDを使用するかどうかも指定することができます。
ユーザがPID 194を評価するとき、次のようなオプションがあります。
· PID 194で送信された全てのメッセージの評価 
· 特定のECUから送信されたメッセージの評価
· 特定のECUの全てのPID/SID/PPID/PSIDの評価
· 特定のECUの1つまたは複数のPID/SID/PPID/PSIDの評価
特定のオプションを選択すると、このイベントの発生に仮想ビットをリンクすることができます。

(P)PID 194の表示
受信されたデータは、選択したオプションに従って評価され、J1587_FaultCodesという名前で測定チャンネルに
記述されます。
エラーメッセージは明示的に記述されます。このテキストには以下の情報が含まれます。
· ECUの名前
· PID/PPID/SID/PSID
· PID/PPID/SID/PSIDの名前
· エラーコード
· アクティブ/非アクティブ
· エラーの発生回数
· 値としてのMID

· 以下のコードを使用したPID/PPID/SID/PSID:
PID : 0
PPID : 1
SID : 2
PSID : 3
· 値としてのPID/PPID/SID/PSID
· 値としてのデータ

明示的なエラーメッセージのサンプル:
"E-ECU, PID, Engine Load, Abnormal update rate, Active, 5 (128, 0, 92, 9, 1)"
この情報を伝達するためには、ECUの名前のほか、PID/PPID/SID/PSIDの名前もデータベースで定義しておく必
要があります。
ECUとPID/PPID/SID/PSIDの名前を表示するために、それらの名前はファームウェアによってメモリに保持され、診
断メッセージの受信時にはそこからアクセスされます。
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共通SID/PSID
J1587標準では、SIDと共通SIDが区別されています。150を超える値のSIDはSIDと呼ばれています。これらのSID
は全てのECUで同じ名前になりますが、150未満の値を持つSIDはそれぞれのECUで名前が異なります。
ファームウェアでは両者の違いが認識されるため、異なるネームバッファへアクセスすることになります。

エラーコードによる仮想ビットの設定
特定のエラーが仮想ビットにリンクされている場合は、エラーによってトリガできるように、このビットが0から1に設定
されます。このビットがセットされると、ファームウェアはこれをリセットしません。

データベースの定義の喪失

ECU名の喪失:
imc測定デバイスに、データベースで定義されていないMIDが含まれている場合、チャンネル内にPID/PPID/SID/
PSID名の代わりにテキスト"UNKNOWN ECU"が表示されます。
PID/PPID/SID/PSID名の喪失:
デバイスに、データベースで定義されていないPID/PPID/SID/PSIDが含まれている場合、チャンネル内にECU名の
代わりにテキスト"UNKNOWN PID/PPID/SID/PSID"が表示されます。

7.2.10.7  J1587バスアシスタント
Jバスインターフェースの構成は、アシスタントを使用して行います。
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [J1587アシスタント]リボンを使用し
ます。

注
この項目は、選択したデバイスにJバス接続が装備されている場合に限りメニューに表示されます。
· 最初にアシスタントを起動するとき、または新しい試験設定を作成するときは、アシスタントは空の状態になっ
ています。最初にJバスデータ定義をデータベースからインポートする必要があります。

· アシスタントでは、全てのJバスデータをスロットおよびデバイス単位で管理します。すでに説明したように、測定
システムでは、複数のフィールドバス接続(スロット)を同時に装備することができます。また、試験設定は複数
のJバスデバイスを伴うことがあります。つまり、現在の試験設定に複数のJバスが存在する場合は、アシスタン
トのツールバーにあるデバイス選択ボックスがアクセス可能になります。ユーザは、このリストボックスを使用する
ことで、必要なJバスインターフェース(スロット)を選択することができます。アシスタントの動作環境もそれに応じ
て調整されます。アシスタントでは、選択されているスロットの設定のみが変更されます。

· スロットが1つしかない場合はデバイス選択ボックスがグレー表示になり、アクセスできなくなります。
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7.2.10.7.1  データベースのインポート
アシスタントへのデータベースのインポートを開始するには、[ファイル]->[DBを開く]メニュー項目を選択します。す
でに開いている構成がある場合は、この操作によってアシスタントから削除されます。

注
複数のJバスインターフェース(スロット)がある場合、データベースは、現在選択されているスロットでのみインポー
トされます。

メニュー項目をクリックすると、データベースファイルを選択するためのファイル選択ダイアログが表示されます。デー
タベースファイルを開くと、そのデータベースで全てのECUが検索され、選択リストが作成されます。これは、単一の
MIDを持つ異なるメーカの複数のECUがデータベースに含まれている可能性があるためです。
リストは、下図のような選択ダイアログに表示されます。

データベースのインポート
それぞれのECUは、MID番号とMIDタイプで区別されます(異なるECUのメーカなどでも同じMIDを持つことがありま
す)。見つかった全てのMIDがダイアログの左側に表示されます。リストの左端にあるチェックボックスをクリックする
と、インポート対象のMIDを選択または選択解除することができます。選択したMIDのタイプは、リストの右側に
表示されます。
単一のMID番号に対して複数のMIDタイプがデータベースで定義されている場合は、ダイアログ内の対応する項
目をクリックすることで、選択用のリストボックスを開くことができます。

タイプMID
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注
MIDタイプを選択するためのリストボックスは、単一のMID番号に対して複数のMIDタイプが定義されており、左
側の対応するチェックボックスにチェックマークが付いている場合にのみ、ダイアログの右側の列で対応する行を
クリックすると表示されます。

[単位]
ダイアログの右下には[単位]ボタンがあり、これをクリックすると別のダイアログが表示されます。

または 単位SI US
ここでの選択肢は、SI単位とUS単位です。この選択は、データベースからインポートされる全ての単位と倍率に
適用されます。データベースからのインポートが終わった後で変更することはできません。[OK]ボタンをクリックする
と設定が保存され、ダイアログが閉じます。
MID選択ダイアログで[OK]ボタンをクリックすると、データベースがインポートされます。

注
[OK]をクリックすると、現在の構成と、そこに含まれる全てのチャンネルが削除されます。[キャンセル]をクリックす
ると既存の構成には影響しません。

7.2.10.7.2  メインウィンドウ
データベースからのインポートを行うと、アシスタントのウィンドウの左側のリストに全ての項目が表示されます。

アシスタントJ1587
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アシスタントには、測定チャンネルの設定に必要な全ての情報が表示されます。ビットおよびバイトを正確に設
定する必要はなく、記録対象の特定のチャンネルまたはエラーコードのみを選択します。アシスタントを閉じると、
必要な全ての測定チャンネルがシステム内に作成されます。

7.2.10.7.3  Jバス、imcSTUDIOチャンネル、データフォーマット
Jバスで搬送されるデータには、様ーなフォーマットのものがあります。たとえば、2進システムでコード化された数値
データ、ASCIIでコード化されたテキストデータ、2進デジタル(ビットマップ)データ、診断メッセージおよびエラーメッセ
ージなどがあります。定期的に転送されるデータや単発的に転送されるデータのほか、要求があった場合に限っ
て転送されるデータもあります。
一方、imcユニットでは、2進またはASCIIでコード化されたデータを処理することができます。2進データは、等間
隔サンプリングまたはタイムスタンプ方式で記録でき、ASCIIチャンネルは原則的にタイムスタンプ方式で記録され
ます。
また、一般的にPIDのデータ範囲はimcSTUDIOの測定チャンネルに割り当てることができます。以下の説明で
は、「測定チャンネル」という用語はPIDデータ範囲を表すために使用しています。PIDによっては、次のような例
外があります。
· バージョン番号: ECUのハードウェアバージョンおよびソフトウェアバージョンは、それぞれPID 234およびPID 243
を介して転送されます。これらのバージョン番号では、デバイスごとに余分の測定チャン ネル
J1587_ECU_Versionsが1 つ作成されます。これらのバージョンは、imcSTUDIOで測定の開始時に 要求する
ことができます。

· エラーコードおよび診断コード: PID 194では、特殊な診断コードとエラーコードが転送されます(PID、SID、共
通SID)。これらのメッセージは、様ーなソースから送られてきますが、データレートが低速であるほか、全てのエラ
ーコードおよび診断コード(PID 194)は独自の測定チャンネルJ1587_FaultCodesに記録されます。読み取りが
簡単になるよう、このチャンネルはASCIIでコード化 されます。つまり、全てのメッセージは、可能な限りプレーン
テキストに変換されます。

· ビットマップPID: 多くのPIDには、2進ビットマップでコード化されたメッセージが含まれています(個別のデータ、
ステータスメッセージ)。ビットマップデータは、共通のASCIIコード化チャンネルJ1587_Protocolで、最適な状態
でコード化することができます。これにより、チャンネルの総数を減らすことができます。
上記の3つの測定チャンネルについてはグローバルチャンネルとしてさらに詳細に説明しますが、インポートするとき
に、アシスタントによってそれぞれのデバイス単位で自動的に作成されます。全てのグローバルチャンネルはASCII
でコード化されます。この設定は変更できません。 
一般的に測定データは、対応するデータフォーマットで保存することができます。また、2進データはASCIIに変換
して、ASCIIチャンネルに保管することができます。逆に、ASCIIを2進データに変換することはできません。

7.2.10.7.4  リスト
アシスタントのウィンドウの左側にはディレクトリツリー形式のリストがあり、全てのチャンネルとエラーコードを選択で
きるようになっています。このリストで項目の1つをクリックすると、対応する設定ダイアログがウィンドウの右側に表
示されます。設定ダイアログでは、記録するPIDまたはエラーコードを選択することができます。記録対象として設
定されたチャンネルまたはエラーコードには、リスト項目の横に緑色のチェックマークが付けられます。いったん有効
にしたチャンネルを選択解除すると、赤い十字マークが付けられます。
リストは常に2つのセクションで構成されています。上のセクションには[全てのチャンネル]というタイトルが付いて
おり、全ての測定チャンネルが表示されます。下の[エラーコード]セクションには、全てのエラーメッセージおよび
診断メッセージが表示されます。
リストボックスを右クリックするとコンテキストメニューが表示され、このメニューにより2つのセクション間を簡単に移
動することができます。
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7.2.10.7.5  測定チャンネル(PID)
リスト内のチャンネルは、次のパターンで並べられます。
MID xxx
 |---- PID xxx
 | |----- チャンネル1
 | |----- チャンネル2
 |---- PID xxx
 |---- PID xxx
 ...

ツリー構造では、チャンネルは常にPIDの下にあります。つまり、チャンネルは常に特定のPIDに割り当てられること
になります。PIDに複数のチャンネルがある場合、PIDのリストにプラス記号が付けられます。この記号をクリックす
ると、そのPIDのツリー構造を展開することができます。このような状況は、通常、ビットマップPIDとの接続で発生
します。PIDをクリックすると、PIDのプロパティが表示されます。PIDプロパティダイアログは空にしておくこともできま
す。チャンネルの項目をクリックすると、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。
PIDを展開できない場合、そのPIDには1つのチャンネルしか定義できません。この場合、PIDをクリックすると設定
ダイアログが呼び出され、PIDとチャンネルのプロパティが一緒に表示されます。

7.2.10.7.5.1  PID測定チャンネルの選択
PID、またはその下にあるチャンネルの1つをクリックすると、アシスタントウィンドウの右側にチェックボックスが表示さ
れます。このチェックボックスを設定することで、対応するチャンネルのデータキャプチャを有効または無効にすること
ができます。

チャンネルの選択PID
[チャンネルの記録]オプションが有効になっている場合、リストのチャンネルの項目の横に緑色のチェックマークが
表示されます。また、右側にチャンネルプロパティダイアログが表示されます(下の図を参照)。これは、チャンネル
の記録が有効になっていることを意味します。 
アシスタントを閉じると、imcSTUDIOで関連するチャンネルが自動的に設定されます。その前に、PID プロパティ
およびチャンネルプロパティで特定の設定を行うことができます(詳細は以下を参照)。
作成された新しいチャンネルの名前は、MID名、PID名、ビットマップ名を適宜組み合わせて作成されます。これ
らは、デフォルト名に過ぎないため、imcSTUDIOの通常のチャンネル名とまったく同じ方法で変更することができ
ます。 サンプリングレートや測定期間など、ほかのチャンネルプロパティもここで変更することができます。
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チャンネルオプション
PIDプロパティダイアログやチャンネルプロパティダイアログは、特定のPIDタイプおよびチャンネルタイプに合わせて調
整されます。そのため、ダイアログの外観は、それぞれのタイプごとに大幅に変動します。ただし、どのプロパティも3
つのカテゴリで構成されており、それぞれダイアログコントロールのグループごとにフレームで囲まれ、異なるカテゴリ
であることを示しています。チャンネルオプション 、要求オプション 、およびビットマップオプション 。

7.2.10.7.5.2  チャンネルオプション
ここでは、特定のチャンネルプロパティを変更できます。

チャンネルオプション

[チャンネルの記録]:
このチェックボックスでは、関連するJバスチャンネルを記録するかどうかを指定できます。
[データフォーマット]:
測定チャンネルのタイプとフォーマットを設定します。通常は、以下の3つの選択肢があります。
[測定データをバイナリで記録]:
データが独自の2進測定チャンネルに記録されます。要求で当該PIDが送信された場合、測定チャンネルがタイ
ムスタンプチャンネルとして設定されます。ASCIIフォーマットのJバスデータは、2進フォーマットで記録することはでき
ません。このオプションが選択されている場合は、エラーメッセージが表示されます。
[測定データをテキストで記録]:
データが独自のASCIIチャンネルに記録されます。Jバスデータが2進フォーマットの場合、テキストに変換されます。
当該チャンネルがビットマップの場合、テキストがそのコードに割り当てられます。
[測定データをグローバルチャンネルのテキストとして記録]:
これらのJバスデータでは独立したチャンネルが作成されず、データは共通の(グローバル)チャンネル
J1587_Protocol (ASCIIフォーマット)に記録されま す。Jバスチャンネルを区別するため、それぞれの測定値の前
に、MID名、PID名、ビットマップ名が適宜付けられます。Jバスデータが2進フォーマットの場合、テキストに変換さ
れます。当該チャンネルがビットマップの場合、テキストがそのコードに割り当てられます。この設定は、ビットマップ
PIDに適しています。

464 465 465
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[コメント:]
チャンネルに対するオプションのコメント。チャンネルのコメントは測定データと一緒に保存され、imcFAMOSなど
の評価プログラムを使用して表示することができます。
[タイムアウト]:
データストリームギャップのモニタを有効にします。(ユーザが指定した長さの)時間間隔内に新しい測定値が到
着しなかった場合、チャンネルに代用値(以下を参照)が記述されます。[なし]を選択すると、ギャップモニタが無
効になります。
[代用値]:
このダイアログコントロールは、[タイムアウト]時間間隔を指定した場合に限りアクセス可能になります。ここでは、
ドロップアウトの際にチャンネルに記述される代用値を指定することができます。単位はデータベースで定義され
ているため、指定する必要はありません。

7.2.10.7.5.3  要求オプション
要求オプションは、特定のPIDに限って使用されるPIDプロパティです。これらのPIDは、「要求」があった場合にの
みデータを転送します。1つのチャンネルでのみ送信されるPIDの場合、要求オプションはチャンネルプロパティダイ
アログで示されます。その目的は、どの場合でも同じです。

要求オプション
要求には2種類の動作モードがあります。1つは要求が1回のイベントでトリガされる動作モードで、もう1つは要
求が測定デバイスによって一定間隔で定期的に転送される動作モードです。
どちらのモードを使用するかは、リストボックスで選択します。

[トリガ開始後に1回]:
この動作モードでは、データキャプチャチャンネルが開始すると要求が転送されますが、それ以降は転送されませ
ん。測定チャンネルを新しく開始すると、新しい要求をトリガすることができます
[指定された時間]:
要求が、設定されている反復間隔で周期的に転送されます。この間隔には、バスの負荷と対比して、あまりに
小さすぎる値を設定することはできません。試行が何度も失敗すると、要求は削除されます。ファームウェアのド
キュメントで、クエリに関するセクションを参照してください。

7.2.10.7.5.4  ビットマップオプション
一部のPIDは、ビットマップタイプのデータを搬送できます。この場合、チャンネルプロパティダイアログはオプションの
グループによって拡張されます(下図を参照)。

ビットマップオプション
ビットマップチャンネルは、一般に多数のビット(コード)としてコード化される個別のデータ(ステータスメッセージ)を
保持します。これらのコードは、imc測定デバイスによって 仮想ビットにリンクすることができます。仮想ビットは、
たとえばトリガがリリースされるようなイベントビットにすることもできます。こうすると、Jバスに特 定のビットマップコー
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ドが発生した場合、imcSTUDIOでイベントがトリガされます。ビットマップコードと仮想ビットとのリンクは、[オプ
ション]ボックスの2つのリストボックスを使用して設定します。

[仮想ビット]:
デバイスの32の仮想ビットのリストが名前でリストされます。仮想ビットを選択すると、その仮想ビットはこのオプ
ションボックスでコードと接続されます。コードが検出されると仮想ビットが1に設定され、コードが受信されなくなる
と0 に設定されます。仮想ビットの名前は、imcSTUDIO: [Setup]で設定できます。
[コード]:
仮想ビットとリンクするコードをここで選択します。

注
仮想ビットは、imcSTUDIOシステム全体にわたって(たとえば、トリガやimcOnlineFAMOSなどで)使用でき
ます。J1587アシスタントでは、ビットマップコードおよびエラーコードを発信するときに使用することができます。た
だし、仮想ビットを割り当てるときは混乱を引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。このことか
ら、J1587アシスタントでは複数の仮想ビットの割り当てをサポートしていません。

7.2.10.7.6  障害コード
ここで言う障害コードは、PID 194を介して転送される診断メッセージを指しています。そのため、PID 194はチャン
ネル内にリストされません。
障害コードの場合も、測定チャンネルと同じ階層構造で並べられます。また、特定のMIDに割り当てられない一
般的な障害コード(SID 151～SID 255)もあります(ここでは共通SIDと呼びます)。
障害コードを設定すると、ツリー構造の下位にある全ての障害コードに適用されます。[全ての障害コード]が
選択されている場合、全ての障害コードが記録対象になります。これは、リスト内に緑色のチェックマークが付く
ことで示されます。このような理由から、下位の障害コードには独自のプロパティダイアログがありません。
ある障害コードが選択解除された場合、下位にある全ての障害コードもリセットされます。

障害コード
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7.2.10.7.6.1  障害コードのプロパティ
エラーコードのプロパティダイアログは、常に同じ外観になります。設定は、現在選択しているエラーコードと、ツリ
ー構造の下位にあるエラーコードに適用されます。たとえば下の図では、MID 128の全てのSIDが記録されます。

エラーコードの記録
障害コードは、imcSTUDIOで仮想ビットにことができます。仮想ビットは、トリガをリリースするイベントビットと見
なすことができます。そのため、Jバスで特定の障害コードが出現したときに、imcSTUDIOでイベントをトリガする
ことができます。

[障害コードの記録]:
選択した障害コードの記録の有効/無効を切り換えます。
[仮想ビット]:
ここでは、デバイスの全ての仮想ビットが名前でリストされます。コードが検出されると仮想ビットが1に設定されま
す。
仮想ビットの名前は、imcSTUDIO: [Setup]で設定できます。

7.2.10.7.6.2  基本オプション
Jバスには、「要求」があった場合にのみデータを転送するPIDがあります。これらの要求は、デバイスからJバスで送
信する必要があります。このため、測定デバイスが通常のJバス加入者として動作しなければならないことから、
MIDなどが必要になります。これらの基本オプションは、アシスタントの[その他]>[オプション]メニュー項目からアク
セスするダイアログで設定することができます。

基本オプション

[デバイスMID]:
デバイスがJバス加入者として動作するためのMIDを指定します。このMID番号(1～255)は、このバスのほかの
MIDと衝突しないものである必要があります。システムは、要求の形式でバスにデータを送信するようになります。
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[リクエストのリトライ数]:
要求されたPIDが指定されている要求間隔内にデータを返さなかった場合、ここで設定した反復回数だけ試行
が行われ、それでも成功しない場合、PIDの要求が破棄されます。つまり、ECUが(反復回数)×(要求間隔)秒
以内に応答しない場合、このチャンネルの記録が停止します。
[リクエストの優先順位]:
デバイスから要求として送信されるPID 128のメッセージ優先順位。『SAE J1708』の4.2.1.1を参照してください。こ
のボックスは、デフォルトで書き込み禁止に設定されています。この設定を変更するには、パスワードを入力する
必要があります。
[リクエストの優先順位の変更]:
リクエストの優先順位は通常書き込み保護されているため、パスワードを入力しなければ変更できません。
[ECUバージョンの記録]:
上記のセクションを参照してください。

7.2.10.7.6.3  ECUバージョンの記録
ECUバージョンのクエリ(PID 234、PID 243)は測定を開始すると自動的に実行されますが、デフォルトでアクティブ
になっています。バージョン用として、J1587_ECU_Versionsという独立した測定チャンネルがあります。
J1587_ECU_Versionsが1 つ作成されます。このグローバルチャンネルは、データベースがインポートされるときに
J1587アシスタントによって自動的に作成されます。バージョンのクエリが行われないようにする場合、2つの方法が
あります。
1. チャンネルJ1587_ECU_Versionsを「パッシブ」に設定します。この設定はプラグインの[Setup]で行います。
2. J1587アシスタントのオプションダイアログには[CUバージョンの記録]という特殊なチェックボックスがあります。オ
プションダイアログにアクセスするには、[その他] > [オプション]メニュー項目を選択します。

7.2.11  LINバスインターフェース
LINバスとは
· 低速のオープンループおよびクローズドループ制御(空調、パワーウィンドウ、外部ミラーなど)用の手頃な自動
車バス

· シングルワイヤバス(リターンラインは車両(シャーシ))
· データ転送速度: 1kBit/s～20kBit/s
· マスタスレーブアクセス制御
· マスタデバイスは、転送されるフレームについてスレーブデバイスを順次にポーリングします。
· CANバスに関連しているため、手頃なゲートウェイ
· CANと同様にフレームIDを使用 
· 1フレームで最大8データバイトを転送できます。

注
固定サンプリングレートを用いる場合 とタイムスタンプを用いる場合の 操作方法 については、フィール
ドバスの一般的な注意事項に従ってください。

参考文献および標準
LIN仕様リビジョン1.3および2.0、2.1
『LIN-Bus』、Andreas Grzemba、Hans-Christian von der Wense、Franzis Verlag、2005、Poing
 (ドイツ語の書籍)
ISO / OSI参照モデル

307 309 306
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7.2.11.1  DSUB-9のピン構成
デバイスのLIN端子は9ピンのD-Subプラグ(オス)です。したがって、この端子にはメス端子を備えたケーブルが必
要です。

DSUBピン 信号 説明
1 NC
2 NC
3 LIN_GND LIN接地
4 NC
5 NC
6 LIN_GND オプションのLIN接地
7 LIN_INPUT/OUTPUT LINバスライン
8 NC
9 NC

注
このピン配列はCANバスのピン配列と似ているため、すでに用意されているCANバスケーブルをLINバスに使用
することもできます。ただし、CANモジュールとLINモジュールを1つのノードに一緒に接続することはできません。

7.2.11.2  LIN接続および回路
CANバスとは異なり、ターミネータは必要ありません。

接続LIN
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バスの回路と絶縁LIN
この図は、LINバス接続がどのように配線されるのかを示しています。LINトランシーバは、外部に至る2つの信号
線(LIN_GNDとLIN_INPUT/OUTPUT)を備えており、残りのimc測定デバイスから電気的に絶縁されます(LIN技
術仕様を参照)。

警告
LINバスの電位レベルとimc測定デバイスの電位レベルのずれがこの絶縁耐圧よりも大きい場合は、LINバスを
接続しないでください。

プルアップ抵抗:
この図は2つのプルアップ抵抗を示しています。LIN仕様に従い、LINマスタデバイスは1kΩのプルアップ抵抗、LINス
レーブデバイスは30kΩのプルアップ抵抗を備えている必要があります。imcのLINデバイスは構成に従ってマスタと
スレーブを交替することができるため、マスタのプルアップ抵抗は切り替え可能です。
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7.2.11.3  LINバス上のデータ転送

バス上のフレームの構造LIN
フレームは、LINバス上のデータ転送の基本要素です。フレームを見ると、LINバス上のデータ転送の仕組みがよく
わかります。
LINバスは、マスタスレーブ方式でデータを転送します。各LINバスにはマスタが1つのみ存在し、全てのスレーブか
ら転送される全てのフレームを取得します。マスタは、フレームヘッダを生成します。フレームヘッダには、転送され
るフレームを決定するフレームIDが含まれます。
バスに接続されているスレーブは、このフレームヘッダを受信します。通常、特定のスレーブは、独自の対応する
スレーブ応答をこのフレームヘッダに追加します。スレーブ応答は、1～8データバイトと1つの最終チェックサムで構
成されます。
マスタは、いつヘッダを生成するのかをフレームの転送時に決定します。したがって、スレーブは独立して 送信を
行うことはできません。

注
チェックサムは、2つの異なる方法のいずれかで計算できます。その計算では、バージョン2.xはProtected ID(フレ
ームID)をチェックサムに組み込みますが、バージョン1.3はその処理を行いません。

7.2.11.4  応用例と操作オプション
ロギング(モニタリング)
imc測定デバイスでは、ユーザは既存のLINバスをモニタすることができます。つまり、LINバスによって送信される
全てのフレームを生データとして記録したり、興味深い信号をこれらのフレームから抽出したりすることができます。
信号とログは、測定チャンネルとしてシステムで設定されるため、測定後に分析することができます。
このプロセスでは、転送されたデータは変更されません。デバイスは、LINバスに対して受動的に動作します。
このような応用では、モニタされるLINバスにマスタがある必要があります。マスタがないと、データ転送を行うことが
できません。

例
プロトタイプの車のドアで実行された測定に関してデータ交換を分析すると仮定します。マスタと全てのスレーブ
アクチュエータおよびセンサが用意されており、それらの機能が妨げられることはありません。
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スレーブ
imc測定デバイスが提供するもう1つのオプションは、スレーブの役割を果たすことです。imc測定デバイスは、要
求されたフレームの送信によって応答します。応答は、様ーなデータフォーマットの定数や変数で構成できま
す。関係する変数は、表示変数と仮想ビットです。これらは、Online FAMOSなどで計算できます。

例
プロトタイプの車のドアで実行された測定に関してデータ交換を分析すると仮定します。マスタといくつかのスレ
ーブアクチュエータやスレーブセンサが用意されています。LINバスシステムを実行できるようにするには、欠けてい
るスレーブのいくつかのフレームを置き換える必要があります。imc測定システムは、このタスクを実行できます。

マスタ
もう1つの可能性は、欠けているマスタに取って代わることです。imc測定システム自体は、送信されるフレームの
フレームヘッダを生成することによって、設定された時間間隔でデータの送信をスレーブに促します。

例
適切なマスタがない状態でスレーブのデータトラフィックをモニタすると仮定します。スレーブを実行できるようにす
るには、スレーブが応答できるバス上で特定のフレームヘッダを生成する必要があります。imc測定システムは、
このタスクを実行できます。

組み合わせ
imc測定システムは、上記3つのシナリオの任意の組み合わせに対応することができます。したがって、LINマスタ
操作は、同時ロギングおよび同時スレーブシミュレーションと共に実行できます。
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7.2.11.5  LINアシスタント
LINバスアシスタントでは、LINバス端子の設定とフレームおよびチャンネル(信号)の定義を行います。
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [LINアシスタント]リボンを使用しま
す。

バスアシスタントLIN

LINバスアシスタントの簡単な説明
· LINアシスタントはimcSTUDIOソフトウェアの一部であり、このソフトウェアがないと操作できません。
· LINアシスタントでは、送受信するデータの構成を簡単に設定できます。
· 受信データが書き込まれるimcSTUDIO内の測定チャンネルの設定。

7.2.11.5.1  LINアシスタントのプロパティ
· LINスレーブおよびLINマスタとして同時に機能(マスタは制限されます「LINアシスタントの制限事項」 を参
照)。

· フレームの構成と信号の構成
· 送受信可能なデータタイプ:
· 個別のビット 
· 2～32ビットの符号なし整数
· 2～32ビットの符号付き整数
· IEEE 754: 2進浮動小数点演算の標準に従った32ビットおよび64ビットの浮動小数点(実数)
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· 係数とオフセットを使用した受信LINバスデータ(整数)の変換(リニア変換)。浮動小数点数を変換することは
できません。

· 係数とオフセットを使用した、バスに書き込まれる前の送信データ(整数)の変換(リニア変換)。浮動小数点
数を変換することはできません。

· 送信可能なデータ:
· LINアシスタントに保存された一定値
· マスタ要求時に表示変数または仮想ビットとして保存される値。これらの変数はOnline FAMOSで計算され、
この変数に書き込まれます。ディスプレイが接続されている場合は、それを利用して表示変数に値を直接入
力することもできます。

· 異なる試験設定間でのLINバス構成の交換:ハードドライブ上の*.LCFファイルとしての構成の保存とロード
· *.LDFファイルのインポートが可能(全てのLDF機能がサポートされているわけではありません)
· マウスなしで構成を作成可能(キーボードのみ使用)
· バスプロトコルが可能: 全てのフレームとそのIDおよびデータバイトが100µsの時間分解能でリストされます。
· LINノードを備えている試験設定内の全ての測定デバイスが、LINボードおよびコネクタと同時に表示されま
す。

· フレームごとにコメントの入力が可能 
· フレーム内の信号位置の視覚的表示(CANアシスタントと同様)
· 構成設定の実現可能性のチェック(重複して割り当てられたフレームIDがないこと、フレーム内に無効な信号
位置がないことなど)

· エラー処理
· タイムアウトエラー > 代用値の挿入が可能

7.2.11.5.2  LINアシスタントの制限事項
不完全なLIN 1.3変換のみ
· ノードは定義できず、フレーム内の信号のみ定義可能 
· 診断信号は定義不可
· 診断フレームは定義不可
· イベントトリガフレームは定義不可
· マスタとしての通常操作用にスケジュールテーブルを自由に定義することはできません。フレームポーリングシー
ケンスは、構成済みのフレームから自動的に作成されます。
不完全なLIN 2.0、2.1変換のみ
· ノードは定義できず、フレーム内の信号のみ定義可能 
· 診断信号は定義不可
· 診断フレームは定義不可
· イベントトリガフレームは定義不可
スレーブとしての動作時:
· AssignNAD、AssignFrameIDなどの受け入れ、またはそれらに対する応答は不可
マスタとしての動作時:
· AssignNAD、AssignFrameIDなどで開始する場合、接続された全てのノードの自動構成は不可
· 通常操作用にスケジュールテーブルを自由に定義することは不可。フレームポーリングシーケンスは、構成済
みのフレームから自動的に作成されます。

· 診断スケジュールテーブルなし
· 構成スケジュールテーブルなし
· スリープスケジュールテーブルなし
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7.2.11.5.3  [オーバービューウィンドウ]
オーバービューウィンドウは、ダイアログの上部のウィンドウです。このウィンドウでは、LIN構成に関連するように測
定セットアップの構造が概略的に表示されます。試験設定に接続されている測定デバイス( )とその名前が表
示されます。LIN対応デバイスが試験設定に1つしかない場合は、そのデバイス用の追加のアイコンは表示されま
せん。
取り付けられているLINモジュール( ) (スロット)は、それらのモジュールの2つのLIN接続( ) (LINバス、LINノー
ド)と共に各測定デバイスの下に表示されます。
各LINバスでは、定義済みのフレーム( )とそれに関連する信号( ) (チャンネル)が表示されます。

7.2.11.5.4  プロパティウィンドウ
[プロパティ]ウィンドウは下側に表示されます。ここには、編集可能なプロパティと、オーバービューウィンドウで現在
選択されているオブジェクトの設定オプションが表示されます。複数のオブジェクトが同時に選択されている場
合、[プロパティ]ウィンドウは適切なプロパティの選択肢を表示します。
プロパティの値を変更するには、対象の値をクリックします。
プロパティに従って、ポップダウンリストまたはテキストボックスのどちらかが使用されます。

7.2.11.5.5  メインメニューの項目
 新規

以前に作成したフレームとチャンネルを削除して、空のLIN構成を作成します。
 ロード

ファイルからのLIN構成全体のインポートを可能にします。
そのファイルの拡張子は*.LCFです。ファイルはASCIIフォーマットで書き込まれ、テキストエディタで表示することが
できます。ただし、これらのファイルを手動で編集することはお勧めしません。
2つ目のファイルの拡張子は*.LDFです。このファイルフォーマットは、LINコンソーシアムによって定義されています。
リビジョン2.0と2.1がサポートされています。LDFファイルでは、1つのLINバスだけが記述されます。その後、LDFファ
イルがロードされるたびに、システム全体内の最初のLINバスがこの記述の対象となります。ほかのLINバスは全て
削除されます。LINアシスタントはLDFファイルに必要な全ての機能とプロパティをサポートしていないため、サポー
トされている機能とプロパティだけがロードされます。
以下のデータはロードされませんが、無視されます。
· ノード(破棄されたフレームへのノードの割り当て)
· Node_attributes (LINバージョン1.3または2.0、2.1のみロードされ、対応するフレームが使用されます)
· Node_composition
· 信号のinit_valueとpublished_By
· バイト配列は個ーのバイト信号に変換されます。
· Diagnostic_signals
· Diagnostic_frames
· Signal_goups
· dynamic_frames
· Sporadic_frames
· Event_triggered_frames
· schedule_tables
· signal_encoding_typesでは、1つのphysical_valueのみロード可能であり、logical_values、bcd_values、

ascii-valuesをロードすることはできません。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

476 Setup - Advanced Device Functions

[LINバスのロード]
LCFまたはLDFファイルからのLINバス(ノード)のインポートを可能にします。これを行うには、ロードするLINバスを選
択して、[ファイル] > [LINバスのロード]メニュー項目をクリックします。ファイルのロードを促すプロンプトが表示さ
れ、選択したLINバスがファイルのデータで満たされます。

注
LCFファイルの場合は、指定したファイルで見つかった最初のLINバスが置換に使用されます。

 [名前を付けて保存]
完全なLIN構成をLCFファイルに保存します(「ロード…」を参照)。

7.2.11.5.6  その他のメニュー
[編集]メニュー
見慣れたWindowsクリップボードコマンドがあります。

 [コピー]、  [貼り付け]、  [切り取り]、  [削除]

[追加]メニュー

 フレームの追加
フレームを追加するには、オーバービューウィンドウで以下のいずれかを選択します。
· LINバス 、
· 既存のフレーム  または
· 既存の信号 、
[追加] > [フレーム]をクリックします。選択したLINバスのもとで、既存の全てのフレームの下に新しいフレームが
設定されます。

 信号の追加
信号を追加するには、オーバービューウィンドウで以下のいずれかを選択し、
· 既存のフレーム  または
· 既存の信号
[追加] > [信号]をクリックします。選択したLINバスのもとで、既存の全ての信号の下に新しい信号が設定され
ます。

[オプション]メニュー

 LIN構成のテスト
このコマンドを実行すると、エラーがないかどうかLIN構成全体がチェックされます。エラーは、赤の字体でステータス
バーに書き込まれます。ほとんどの場合、オーバービューウィンドウでは、すぐにデバッグできるように、不完全なオ
ブジェクトにフォーカスが移動します。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

477Fieldbusses

7.2.11.5.7  LINバス(接続)プロパティ

バスプロパティLIN

デフォルトのプロパティ
[名前]: ここでは、LINバスの任意の名前を入力できます。この名前はオーバービューウィンドウの[名前]列に表
示されます。このプロパティは、簡単な説明の提供を目的としています。
[コメント]:コメントプロパティには、LINバスの詳細説明を含めることができます。
[ボーレート]: このプロパティでは、LINバスのビット転送速度が指定されます。あらかじめ定義された標準値を含
むポップダウンリストがありますが、任意の値を入力することもできます。LIN仕様に従って、1000～20000ビット/
秒のボーレートが許可されます。
マスタの設定
[マスタタイプ]: ここでは、imc測定デバイスをLINバス上のマスタにするかどうかを設定できます。マスタモードを設
定した場合は、測定の準備ができ次第、imc測定デバイスは、ユーザが設定した間隔で、LINバスで定義され
た全てのフレームをポーリングします。「応用例と操作オプション」 を参照してください。
[マスタタイプ]が[マスタ]に設定されている場合にのみ、次のパラメータが表示されます。

[1ポーリングサイクルの時間[ms]]

ポーリングサイクル時間TCyを設定すると、定義された全てのフレームのポーリングにかかる時間が決まります。ここ
では、ポーリングするフレームの数をnと呼びます。サイクル時間は、等しい大きさのn個の時間チャンク(ここでは、
フレームスロット時間と呼びます)で構成されます。各フレームスロットでは、正確に1つのフレームが転送されま
す。全てのフレームが同じサイズではないため、1フレームの転送後には、様ーな長さの休止が発生します。
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最も長いフレームに必要な転送時間TFMaxによって、最小フレームスロット時間TFSMinが決まります。フレーム数
nを考慮すると、最小サイクル時間TCyMinは以下の式で求めることができます。
ここで、

1フレームの転送時間TFは、以下の式で計算されます。

変数と数値:
1.4 LIN仕様に従った安全率
34ビット フレームヘッダには約34ビット時間が必要 

バイトあたり10ビット(8ビット + スタートビットおよびストップビット)

nDataBytes フレームで転送されるデータバイト数[バイト]
1バイト チェックサム用に必要な1バイト
vBit LINバスのボーレート[ビット/秒]

この式を変換すると、フレーム転送時間の公式を得ることができます。

単位量は上記のように示す必要があります。

[情報: 最速のポーリングサイクル[ms]]このテーブル行は、現時点で可能な最小ポーリング間隔を示します。
この時間間隔は、フレームを追加または削除すると変わります。また、最長フレームのバイト数を変更した場合
も、この時間間隔が変わります([ポーリングサイクル時間[ms]]を参照)。
[バス上の全てのフレームを記録する]: これを[はい]に設定すると、ログチャンネルが作成されます。ログチャン
ネルは、受信時のチェックサムが正しい限り、LINバス上の全てのメッセージを記録します。どのスレーブも応答し
ないフレームヘッダをLINバスで受信した場合は、対応するフレームIDを決定できるように、このフレームヘッダもプ
ロトコルに入力されます。 
スリープ/ウェイクアップコマンド表示変数: LINアシスタントで選択された表示変数を使用して、スリープモード
またはウェイクアップモードを有効にできます。ここでのスリープ/ウェイクアップモードはLINバスに関するものであるこ
とに注意してください。imc BUSDAQユニットのスリープ/レジューム機能と混同しないでください。スリープ/ウェイク
アップモードを変更するために、16ビットワードが表示変数に書き込まれます。1つのLINインターフェース(ポート)の
みがアドレス指定される場合、このコマンドが適用されると、表示変数の値が0に戻されます。
16ビットワードの構造:
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4ビ ット  ステータス 4ビ ット  スロット 4ビ ット  ポート 4 Bit コマンド
ビットフィールドの説明:
ビット 定義
0 -3 コマンド。使用可能な値:

0 - 機能なし
1 - スリープ
2 - ウェイクアップ
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4 - ステータスクエリ(個ーのポートに対してのみ可能。スロットは15にできません)
5 -ステータス応答

4 -7 ポート。使用可能な値:
0 - 機能なし
1 -ポート1(スロットとして選択されるLINバスカード(n)のLINインターフェース1)
2 -ポート2(スロットとして選択されるLINバスカード(n)のLINインターフェース2)
15 スロットとして選択されるLINバスカード(n)の全てのポート) 

8 -11 スロット。アドレス指定されるLINフィールドバスカードのフィールドバススロットを指定
0 - 機能なし
1 - スロット1
…
N - スロットN
…
8 -スロット8
15 - LINフィールドバスカードを備えたデバイス内の全てのスロット

12 -15 ステータス。ポートのステータスを返します。使用可能な値:
0 - 機能なし
1 - ポートはスリープモードに入ります。
2 - ポートはスリープモードになっています。
3 - ポートは動作モードになっています。

[ウェイクアップブレークの期間(µs)]: 250µs～9000µs
ウェイクアップブレークの期間をマイクロ秒単位で指定します。このブレークは、LINウェイクアップ時にマスタまたはス
レーブによって送信されます。ウェイクアップブレークの送信は、特定の値をスリープ/ウェイクアップコマンド表示変
数に書き込むことによって可能になります。
マスタブレークの期間(ビット時間): 13～15ビット
マスタ要求のブレークの期間を指定します。[単位]: ビット時間(LIN仕様パッケージ改訂2.1のセクション2.3.1.1
「Break Field」も参照)。
マスタブレークデリミタの期間(ビット時間): 1～3ビット
マスタ要求のブレークデリミタの期間をビット時間単位で指定します(LIN仕様パッケージ改訂2.1のセクション
2.3.1.1「Break Field」も参照)。

可能な組み合わせ
ブレーク= 13BT ブレーク= 14BT ブレーク= 15BT

デリミタ= 1BT x
デリミタ= 3BT x x x

[Channel name for the log]
このプロパティでは、ログチャンネルの名前が設定されます。
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7.2.11.5.8  フレーム(メッセージ)プロパティ

フレームプロパティ

[名前]
ここでは、任意のフレーム名を入力できます。入力した名前は、オーバービューウィンドウの[名前]列にも表示さ
れます。このプロパティは、簡単な説明を表します。
[コメント]
コメントは、フレームについて詳しく説明するためのものです。
[フレームID]
フレームIDは、0～63の整数です。フレームIDは、受信フレームのグループで1回のみ、出力フレームのグループで1
回のみ表示できます。ただし、同じフレームIDを異なるLINバスで定義することもできます。10進数または16進数
("0x"を前に付けた場合)を入力する必要があります。IDは、常に10進フォーマットの数字として表示されます。 
[フレームサイズ]
このプロパティでは、フレームのデータバイト数が設定されます。この値は0から8の間でなければなりません。LIN
V1.3が適用され、この仕様に従って[フレームID]と[フレームサイズ]を相互に独立して選択することができます。

注
· LINバス経由でフレーム用に実際に受信されるバイトよりも多くのバイトが受信フレームの定義で設定されて
いる場合、欠落しているバイトはフレームの最後にゼロで埋められます。

· LINバス経由でフレーム用に実際に受信されるバイトよりも少ないバイトが受信フレームの定義で設定されて
いる場合、余分なバイトは無視されます。

[フレーム方向]
このプロパティでは、フレームが測定デバイスによって受信されて解釈されるのかどうか(入力、受信、IN)、あるい
は、このフレームが組み立てられて送信されるのかどうか(出力、送信、OUT)が決定されます。
[チェックサムバージョン]
フレームを送受信する場合は、このプロパティを使用してチェックサム計算のタイプを設定できます。LINLIN V1.3
に従ってチェックサムを計算する場合は、値を[LIN 1.3]に設定します。LIN仕様V2.0/2.1に従って計算する場合
は、この値を[LIN-2.0]に設定します。
受信フレームの場合は、値を[両方]に設定できます。選択したフレームのIDを持つフレームを受信した場合、そ
のフレームが有効として認識されるためには、LINLIN V1.3またはLIN仕様V2.0に従ったチェックサム規則に準拠し
ている必要があります。デフォルトの設定として、このモードは互換性モードとも呼ばれます。
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7.2.11.5.9  信号(チャンネル)プロパティ

信号プロパティ

[名前]
チャンネルの名前を設定します。imcSTUDIOでは、この名前を使用してチャンネルが機能します。この名前は、
imcSTUDIOチャンネル名に適用される規則とフォーマットに従う必要があります。
[コメント]
このチャンネルに対するコメントを指定します。
[データタイプ]
これにより、信号のタイプ(もっと正確に言えば、バス上のデータの解釈方法)が設定されます。以下のデータタイ
プが使用可能です。
· 符号付き整数
このデータタイプに使用できるビット幅は2～32ビットです。

· 符号なし整数
このデータタイプに使用できるビット幅は2～32ビットです。

· 浮動小数点
32ビットまたはIEEE 64ビット浮動小数点フォーマットを使用できます。

· ビット
デジタル信号としての単一ビット。
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[スタートバイト]と[Start-Bit]
この2つのプロパティは、フレーム内のどの位置で信号が始まるのかを決定します。
信号の位置決めを単純化するために、信号位置はCANアシスタントと同じように表示されま
す。このディスプレイは、オーバービューウィンドウで信号を選択するたびに表示され、フレームと
そのフレームの個別バイトを示します。個別バイトにはビットが含まれます。
暗い青色で表示されるビットは、現在選択されている信号が使用しているビットを表します。
明るい青色で表示されるビットは、フレームに属するほかの信号がすでに使用しているビットを
表します。
フレームの終端と部分的に重なるように信号を構成した場合、その信号は赤色でディスプレイ
に表示されます。
出力信号は、フレーム内の同じビットを占有しないことがあります。受信信号の場合、これは
問題になりません。

[数値のビット幅]
このプロパティは信号の長さを設定します。データタイプに応じて、異なる最大値と最小値を入力できます。
[バイトオーダ]
LIN仕様に従い、LINバスではINTELバイトオーダに準拠しているデータだけを送信する必要があります。そのた
め、このプロパティは変更不可能であり、ユーザへの情報提供だけを目的としています。
[物理単位]
ここには、物理単位またはその略語(ボルトを表すVなど)を入力できます。できるだけSI単位を使用してくださ
い。単位接頭辞(ミリを表すmなど)を入力することはお勧めしません。代わりに、係数を適宜調整してください。
imcSTUDIOカーブウィンドウは、そのようなプリフィックスを自動的に追加して測定値に対応します。 
[係数]と[オフセット]
現在選択されている信号のデータタイプが整数(符号付き、または符号なし)の場合、[係数]および[オフセット]
の両方のプロパティが表示されます。
これらの値はリニア変換のパラメータであり、次の式によって計算されます。
着信信号 発信信号 変数の定義

y - 物理値
x - フィールドバス上の整数
f - 係数
a - オフセット
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例
着信信号は16ビットの符号なし整数です。したがって、整数の数値範囲は0 LSB～65535 LSBとなります。その
整数が表す物理量は10V～20Vの電圧です。したがって、係数は以下の式によって求められます。 

また、オフセットは以下のようになります。
a = 10 V
以下の整数がバスからインポートされたと仮定します。
x = 13483 LSB
これは次の電圧に相当します。
y = f * x + a = 12.057 V

[タイムアウト設定]
この設定オプションでは、タイムアウトエラーのエラー処理を実行するかどうかを決定します。
タイムアウトエラーとは、特定の期間が経過しても測定値がLINバスから受信されないことを意味します。エラー
処理を設定すると、そのようなエラーの発生に対処することができます。
[Timeout Interval [s]]
ここでは、タイムアウトエラーが発生したとみなされるまでの制限時間を設定します。
[Error handling action]
この設定では、タイムアウト制限時間が経過した場合に実行する操作が決定されます。

このために、以下のオプションが用意されています。これらのオプションの効果は、チャンネルが等間隔にサンプリン
グされるのか、あるいはタイムスタンプと共に記録されるのかによって異なります。
エラー処理 等間隔サンプリング タイムスタンプ付きサンプル
[最終値] 新しい値が到着するまで、最終有効値が返され

ます。
タイムアウト時間が経過すると、最終値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

代用値 新しい値が到着するまで、代用値が返されま
す。

タイムアウト時間が経過すると、代用値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

[代用値]
ここでは、代用値を定義できます。この値は、それぞれのエラー処理プロシージャに使用されます。この設定コン
トロールは、[Error handling action]が[代用値の挿入 ]に設定されている場合にのみ表示(有効化)されま
す。
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7.2.11.5.9.1  ビットデータタイプの特殊なプロパティ

ビットデータタイプの特殊なプロパティ

[16ビットポートの名前]
入力信号のデータタイプをビットに設定した場合は、この編集可能なプロパティが表示されます。これは、個別
ビットが振り分けられるデジタル16ビットポートの名前です。このデータタイプでは、データ削減のために16の個別
ビットが一つにまとめられます。トリガマシンでは、ポート全体を一度にトリガすることしかできません。
設定を変更するには、編集可能なドロップダウンリストボックスを使用
します。このLINバス用に定義した全てのビットポートがリストに表示さ
れます。
ここでは、様ーな操作を行うことができます。
· 選択したビットがあるビットポートの名前を変更する
このビット信号に割り当てられた16ビットポートの名前は、新しい名前を入力することで変更できます。その場
合、ビットポートの名前は、そのビットポートに含まれている全ての信号で変更されます。
· 選択したビットを別の既存のビットポートに割り当てる
リストに表示されているビットポートを選択すると、このビットポート内の選択済みビットが移動されます。対象と
なるビットポートがすでに一杯になっている場合は、エラー通知が赤でステータスバーに表示されます。
· 選択したビットを新しいビットポートに割り当てる
[新規…]リスト項目を選択すると、選択済みのビットが新しいビットポートに移動されます。それらのビットの名前
は自動的に生成されますが、このプロパティを再度クリックすることで変更できます。

注
空のビットポートは自動的に削除されます。その場合、imcSTUDIOSetupで行った設定も一緒に削除されま
す。つまり、直後に同じ名前の新しいビットポートを作成しても、サンプリングレート、タイムスタンプ、トリガなど
の設定はLINアシスタントを終了する前に失われます。
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7.2.11.5.9.2  送信用の特殊なプロパティ

[送信される信号の信号ソース]
送信されるフレーム内で信号を定義した場合、信号ソースはこのプロパティによって設定されます。
データタイプに応じて、異なるオプションが用意されています。
データタイプ 使用可能な選択肢
整数
浮動小数点数

信号が作成された測定デバイスの全ての表示変数、および一定値

ビット 信号が作成された測定デバイスの全ての仮想ビット、および一定値

マスタは、特定のフレームヘッダを使用して、データが送信される時点を決定します。送信される値は、フレーム
ヘッダの受信時に表示変数や仮想ビットから抽出され、一定値と結合されてフレームになります。その後、デー
タバイトはフレームヘッダに追加され、それらの値と一緒に送信されます。
スレーブは独立して送信を行うことができないため、CAN_Send (…)などのimcOnlineFAMOSコマンドは、この
バスでは実用的ではありません。

注
整数を送信する場合、その整数は係数とオフセットを使用して処理されてから送信されます。そのため、表示
変数の値は、物理単位で表されることが予期されています。

[一定値]
[送信される信号の信号ソース]プロパティで[一定値]を選択した場合は、このプロパティが表示されます。送
信する一定値は、ここに入力できます。

注
整数を送信する場合、その整数は係数とオフセットを使用して処理されてから送信されます。そのため、一定
値は、物理単位で表されることが予期されています。

7.2.11.5.10  LIN電源管理コマンド
表示変数を使用したスリープ/ウェイクアップコマンドの発行

概要
ここで説明されている機能は、LIN仕様「LIN仕様パッケージ改訂2.1」の「2.6 NETWORK MANAGEMENT」セク
ションに関連したものです。このセクションでは「ウェイクアップ」と「スリープへの移行」の機能が定義されています。 
LINアシスタントで選択された表示変数を使用して、スリープモードまたはウェイクアップモードを有効にできます。
この機能は、imc LINインターフェース(ポート)がLINマスタとして設定されている場合にのみ使用できます。スリー
プ/ウェイクアップモードを変更するために、16ビットワードが表示変数に書き込まれます。1つのLINインターフェー
ス(ポート)のみがアドレス指定される場合、このコマンドが適用されると、表示変数の値が0に戻されます。
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コマンドの実行
表示変数は周期的にポーリングされます。その値が0以外になった直後に、コマンドが実行されます。このために
は、[マスタタイプ]を[マスタ]に設定し、表示変数を選択するだけで済みます。表示変数の値の割り当ては、たと
えばOnline FAMOSを使用するか、imc DEVICESの[入力/出力]ダイアログを使用するか、またはimc STUDIOで
変数を設定することによって行います。 

16ビットワードの構造
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4ビ ット  ステータス 4ビ ット  スロット 4ビ ット  ポート 4 Bit コマンド

ビットフィールドの説明:
ビット 定義
0 -3 コマンド

使用可能な値:
0 - 機能なし
1 - スリープ
2 - ウェイクアップ
4 - ステータスクエリ(個ーのポートに対してのみ可能。スロットは15にできません)
5 -ステータス応答

4 -7 [ポート]
使用可能な値:

0 - 機能なし
1 -ポート1(スロットとして選択されるLINバスカード(n)のLINインターフェース1)
2 -ポート2(スロットとして選択されるLINバスカード(n)のLINインターフェース2)
15- スロットとして選択されるLINバスカード(n)の全てのポート 
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ビット 定義
8 -11 スロット

アドレス指定されるLINフィールドバスカードのフィールドバススロットを指定します。他のフィールドバスがカウントされます。
使用可能な値:

0 - 機能なし
1 - スロット1
…
N - スロットN
…
8 -スロット8
15 - LINフィールドバスカードを備えたデバイス内の全てのスロット

12 -15 ステータス
ポートのステータスを返します。
使用可能な値:

0 - 機能なし
1 - ポートはスリープモードに入ります。
2 - ポートはスリープモードになっています。
3 - ポートは動作モードになっています。

例
画像に示されている例のコマンドは、次のようになります。
0x0211: スリープ
0x0212: ウェイクアップ

7.2.12  MVB-バスのインターフェース
MVBバスとは
MVBは「Multipurpose Vehicle Bus: 多目的車両バス」の略語です。このバスは、列車車両のシリアル通信バ
スです。コントロールデバイスを相互に、さらには単純なセンサおよびアクチュエータに相互接続します。 
MVBは、国際電気標準会議(IEC)およびドイツ工業規格(DIN)に適合しています。こちら も参照してくださ
い。

7.2.12.1  定義
用語 説明
MVB Multipurpose Vehicle Bus(多目的車両バス)
Controller(コントローラ) コントローラは厳密に1つのMVBに接続できます。現在まで、1つのMVBインターフェースあたり1つのコントローラ

が取り付けられています。
Frame(フレーム) 単一データブロック内における一部の個別信号の値の集合。また、フレームにはそれが含むデータ(信号)に関

する推論を可能にするフレームID(フレームID)も含まれています。
多くの場合、フレームはメッセージとも呼ばれます。

FrameID(フレームID) フレームID。これは(4ビットの)Fコードと(12ビットの)ポートアドレスに細分化された16ビット値です。[1]『DIN EN
61375-3-1』も参照。

F-Code(Fコード) フレームのタイプを説明します。16の異なる(4ビットの)値が存在する可能性があります。たとえば、フレームの
長さはプロセスデータフレームのFコードにエンコーディングされます。[1]『DIN EN 61375-3-1』も参照。

Port Address(ポートア
ドレス)

これはフレームIDの下位12ビットです。ただし、これらの12ビットはFコードが0～4の場合、ポートアドレスにすぎ
ません。そうではない場合、これらのビットは他を意味します。

488
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用語 説明
Process data-
Frames(プロセスデータ
フレーム)

Fコードが0～4のフレーム。フレームの「ペイロード」が個ーの信号間で分割されます。[1]『DIN EN
61375-3-1』も参照。

"Special-
Frames" (「特殊フレー
ム」)

これらはFコードが5～15のフレームです(マスタシップ転送フレーム、一般イベントフレーム、メッセージデータフレ
ーム、グループイベントフレーム、およびデバイスステータスフレーム)。[1]『DIN EN 61375-3-1』も参照。

Field-bus card(フィー
ルドバスカード)

これはimcデバイスに取り付け可能なimc製回路基板です。このカードは関連付けられたフィールドバスを接
続する機能を備えています。

Channel(チャンネル) チャンネルはシステムに登録されている信号に割り当てられます。チャンネルはバス経由で受信された個ーの信
号値の時系列です。

Signal(信号) 信号はフレームの一部です。

7.2.12.2  参考文献および標準
[1] DIN EN 61375-3-1: 『Elektronische Betriebsmittel für Bahnen - Zug-Kommunikations-Netzwerk -Teil  3-1: MVB -

Multipurpose Vehicle Bus』(IEC 9/1276/CDV:2009)
英語版: FprEN 61375-3-1:2009

国際文書IEC 9/1276/CDV:2009『Electronic Railway Equipment - Train Communication Network - Part 3-1:
MVB - Multipurpose Vehicle Bus』の公式英語原稿(調査におけるドラフト)がこの設計ドラフトで変更されずに採用されまし
た。

7.2.12.3  必要条件
ハードウェア:
MVBバスインターフェースを備えたimcデバイス。
ソフトウェア:
システム要件については、弊社フィールドバス接続オプションのデータシートに記載されています。
[パスワード]:
通常必要ありません。お客様固有のファイルをインポートする場合にのみ、パスワード保護 を使用できます。
ご不明点は当社ホットライン にお尋ねください。

7.2.12.4  機能および制限
· バスからのプロセスデータフレームのロギング(すなわちFコード0～4が含まれたフレーム)。
· 信号内に受信されたプロセスデータフレームの分解(測定チャンネル)。
· Fコード5～15が含まれた「特殊フレーム」を受信しない。したがって、マスタシップ転送フレーム、一般イベントフ
レーム、メッセージデータフレーム、グループイベントフレーム、またはデバイスステータスフレームが受信されない。

· フレームおよびデータの送信なしが可能。
· 向けにカスタマイズされたバス構成ファイル(*.xml)のインポート
· 1つのデバイスあたり最大512個の信号の測定が可能(ほかの全てのチャンネルを含む)。
· 1つのMVBインターフェースあたりの集計サンプリングレートは、約40000サンプル/秒である。

495
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7.2.12.5  MVBの概要
Multifunction Vehicle Bus (MVB: 多機能車両バス)は、「多目的」フィールドバスであり、鉄道車両内部で使
用します。このフィールドバスは、1990年代に診断システムとして開発されました。
MVBは、プログラム可能なシステム同士を連結し、簡易型センサへの直接的な接続を提供します。これは、標
準の『Electric Traction Equipment - Train Communication Network』、第1部～第3部に記載されている標準
IEC、TC9、WG 22に準拠しています。
複数のバスノードを1つのケーブルに接続できるため、これは本当の意味でのデータバスです。どの時点において
も、これらのノードの1つのみがデータを伝送できます。次に、これらのデータはほかの全てのノードによって受信さ
れます。データは、二重通信方式を使用して、総転送速度1.5MBit/sで伝送されます。ケーブル上の信号レベ
ルは、RS485レベルです。
伝送媒体には、次のように種類が異なる3つがあります。
· EMD (Electrical Middle Distance bus: 電気中距離バス): トランスデューサを用いたバスインターフェースの絶
縁付きツイストペアケーブル。

· ESD (Electrical Short Distance bus: 電気短距離バス): 追加の非絶縁基線付き、あるいは光カプラによって
絶縁されたツイストペアケーブル。光カプラの制限付き入力電圧範囲により、光カプラのコンポーネントの基線
をブリッジングするための補償線が必要です。

· OGF (Optical Glass Fibre: 光学グラスファイバ): ファイバグラスケーブル。いわゆるスターカプラを使用したポイン
トツーポイント接続。
EMDは最も簡素化されたバスです。
事実上、1995年ごろからのSiemens社およびAEG/ABB/Adtranz/Bombardierの各製造業者による全ての鉄
道車両は、フィールドバスとしてMVBを備えています。このような場合、MVBはガイダンスエンジニアリングの最も
重要なコンポーネントを接続します。これには、駆動制御、列車防護、乗員空間インジケータ、中央制御ユ
ニット、分散入出力、自動ドア制御、空調、補助コンバータなどがあります。
MVBの役割は、その「プロセスデータ」として列車の自動化(時間または速度など)のために制御および状態のコ
マンドを送信することであり、実時間においてこれらは短くても、そのタイミングは絶対的にクリティカルです(典型
的なサイクルは16～512ms)。また、これは診断メッセージなどの送信にも使用されます。

要件および機能
鉄道車両は、電子機器に困難な条件を提示します。このため、MVBバスは、通常のコンピュータシステムのバ
スには装備されない特性を備えています。
· 強力な磁場に対する保護 
· 拡張された動作温度範囲
· コントローラ、ケーブル、およびセンサのための高度な機械的安定性
· ケーブルが短い場合には銅ケーブルが使用され、長い場合には光ファイバが使用されます。銅ケーブルの場
合、同じケーブルで電源を供給できます。

· 冗長性のあるレイアウトおよび配線
· MVBは、媒体に依存しない信号伝送をマンチェスタ符号化を用いて使用します。
· バスの管理についてはは、トークンフレームを用いて、様ーな位置から切り替えることができます。
· 周期的に、あるいは散発的にデータを送信できます。
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プロパティの概要
プロパティ 特性
伝送媒体 銅: ツイストペア、RS485 光学ケーブル 
トポグラフィ バス スター
ケーブルの長さ 30m、最大32個の加入者 2000m
冗長性 重複: 両方のケーブルでメッセージが送信され、1つのケーブルでのみ受信されます。マスタの交代に

よる冗長性 
総データ速度 1.5MBit/s
反応時間 一般的に4µs、最大43µs
アドレス空間 4095の物理デバイス、4095のロジカルポート、メッセージのための8ビットの局アドレス
フレームサイズ 16、32、64、128、および256ビット
アクセス制御 中央マスタ。制御は異なるマスタ間で交換できます。
操作モード プロセスデータの場合は周期的、調停を使用したメッセージデータの場合は散発的

7.2.12.5.1  MVBトポロジ

はシステム一式に対し、 ボーレートを使用します。MVB 1
セグメントはリピータを経由して接続されます。

7.2.12.5.2  接続およびアクティベーション
· MVB-バスは、完全に配線された状況でのみ測定デバイスに接続できます。
· この作業を行った後にのみ、デバイスをアクティブ化できます。
· 動作中にMVBコネクタを抜かないでください。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

491Fieldbusses

7.2.12.6  配線およびピン構成
7.2.12.6.1  EMDの配線

2本の差動リードペアを介したバスのための、冗長性のある伝送を提供する、重複した相互接続が含まれた
EMD (電気中距離)です。
· 最大32個のデバイスを接続できますが、最大距離は200 mになります。
· 使用されるケーブルは、標準の120Ωケーブルです。
· 信号は、2つのD-Sub9端子を用いて接続されます。

の バスの配線EMD MVB
シールドはデバイスケースに直接接続されます。可能であれば、ケースを接地することが推奨されます。
内部的に、バスは接続されたデバイスから電気的に絶縁されています。

接続の内部配線EMD
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7.2.12.6.2  ESDの配線
ESD (Electrical Short Distance: 電気短距離) RS485は、ガルバニック絶縁を使用しないで接続をセットアップし
ます。別のタイプであるESD+は、ガルバニック絶縁を備えて出荷され、imc社から入手できます。
· 最大32個のデバイスを接続できますが、最大距離は20mになります。
· 標準の120Ωケーブルリードが使用されます。
· ケーブルは、D-Sub9端子を介して接続されます。

の バスの配線ESD MVB
シールドはデバイスシャーシに直接接続されていますが、可能であればこれを接地することが推奨されます。
内部的に、バスは接続されたデバイスからガルバニック絶縁されています。

ガルバニック絶縁を使用した デバイスESD+
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7.2.12.6.3  EMDのピン構成 - DSUB-9
二重使用のEMD接続です。標準のD-Sub9端子が使用されます。

D-Subピン 信号 説明 終端端子としての使用
1 A1.Data_P データラインA 6へのジャンパ
2 A1.Data_N データラインA 7へのジャンパ
3 NC 未接続
4 B1.Data_P データラインB 8へのジャンパ
5 B1.Data_N データラインB 9へのジャンパ
6 ターミネータA 内部 1へのジャンパ
7 ターミネータA 内部 2へのジャンパ
8 ターミネータB 内部 4へのジャンパ
9 ターミネータB 内部 5へのジャンパ

接続の内部配線EMD
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7.2.12.6.4  ESDのピン構成 - DSUB-9
ESD接続部。標準のD-Sub9端子が使用されます。

D-Subピン 信号 説明 終端
1 A. Data_P データリードA

、Rm= 143Ω Ru= Rd= 383Ω

2 A. Data_N データリードA

3 NC 未接続

4 B. Data_P データリードB

5 B. Data_N データリードB

6 A.Bus_GND 接地A 

7 B.Bus_GND 接地B

8 [A.Bus_5V] 5V電源A

9 [B.Bus_5V] 5V電源B

の 接続ESD DSUB
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7.2.12.7  MVB-Assistant
MVB-Assistantは、imcデバイスのMVB端末に対して設定を行う機能を提供します。これには、受信されるフレ
ームおよびチャンネル(信号)の定義が含まれます。
試験における全てのコントローラの全MVB構成、あるいは1つのコントローラの構成のみであっても、ファイル
(*.mvbaf)に保存/ロードできます。
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [MVB-Assistant]リボンを使用しま
す。

パスワード
さらに、コントローラの構成をカスタマイズされたファイルからインポートできます。お客様固有のフォーマットのインポ
ートを可能にするには、それぞれのお客様によって異なるパスワードが必要です。その場合、パスワード は、ア
シスタントの初回呼び出し時に要求されます。

パスワードの入力

488
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7.2.12.7.1  [オーバービューウィンドウ]

アシスタントの上側には、概要が表示されます。このウィンドウでは、MVB構成に関連するように測定セットアップ
の構造が概略的に表示されます。試験設定に接続されている測定デバイス( )とその名前が表示されます。
取り付けられているMVBインターフェース( ) (スロット)は、それらに付属する各MVBコントローラ( )と共に各
測定デバイスの下に表示されます。
各MVBクラスタでは、定義済みのフレーム( )とそれに関連する信号( ) (チャンネル)が表示されます。

7.2.12.7.2  プロパティウィンドウ
[プロパティ]ウィンドウは下側に表示されます。ここには、編集可能なプロパティと、オーバービューウィンドウで現在
選択されているオブジェクトの設定オプションが表示されます。複数のオブジェクトが同時に選択されている場
合、[プロパティ]ウィンドウは適切なプロパティの選択肢を表示します。
プロパティの値を変更するには、対象の値をクリックします。
プロパティに従って、ポップダウンリストまたはテキストボックスのどちらかが使用されます。

7.2.12.7.3  メニュー
7.2.12.7.3.1  ファイル

 [New]
以前に作成したフレームと信号を削除して、空のMVB構成を作成します。

 [Load All]
試験における全てのデバイスおよびMVBコントローラの全MVB構成がファイルからロードされます。このファイル拡
張子は、MVBAF (*.mvbaf)、つまり「MVB-Assistantファイル」です。
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 [Save All As]
これは「全てをロード...」に対応するものです。試験における全てのデバイスおよびMVBコントローラの全MVB構
成がファイルに書き込まれます。このファイル拡張子は、MVBAF (*.mvbaf)、つまり「MVB-Assistantファイル」で
す。
[Load/import the selected controller…]
現在選択されているコントローラの構成をファイルからインポートします。試験におけるほかのコントローラは影響
されません。
次のファイルフォーマットを選択できます。
ファイルフォーマット 注記
MVB-Assistantファイル
(*.mvbaf)

ファイルに複数のコントローラ構成が含まれている場合(これらが[Save All  As...]コマンドを用いて生成された
場合)、現在選択されているコントローラにファイルの最初のコントローラがロードされます。ファイルのほかのコ
ントローラは無視されます。

[Save the selected controller…]
MVB-Assistantファイル(*.mvbaf)フォーマットで選択されたコントローラをファイルに保存します。この方法によっ
て、後で異なるコントローラに構成をロードすることが可能です。

7.2.12.7.3.2  編集
 [削除]

選択した項目を削除します。
 [Add new frame]

選択したクラスタにフレームを追加します。
 [Add new signal]

このメニュー項目を使用すると、選択したフレームに信号を追加できます。
 [検索]

オーバービューウィンドウ内で、単語または単語の一部を検索できます。数多くのフレームまたは信号が定義され
ている場合、名前によって検索すると便利です。
[次を検索]
入力されたテキストの次のインスタンスを検索します。
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 [フィルタ]

論理式の条件が満たされる場合、信号はメインウィンドウの3つのダイアグラム内に表示されます。

7.2.12.7.3.3  その他
 [構成のテスト]

設定が構成された状態で有効であるかどうかを確認します。有効でない場合は、[概要]ウィンドウ内で不具合
のあるオブジェクトまでカーソルが移動し、ステータスバーにメッセージが掲示されます。 
[設定]

その他 設定[ ] > [ ]
[Show warnings while importing files]
オプション[Show warnings while importing files] がアクティブな場合、カスタマイズされたファイルをインポートす
ると、検出された問題を示すメッセージのリストが表示されます。

トレースモニタimc
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7.2.12.7.3.4  ツリーダイアグラムコンテキストメニュー
ツリー上でマウスを右クリックすると、コンテキストメニューが呼び出されます。ここにリストされたコマンドの一部は、
ほかのメニューでも使用できます。このため、ここでは固有のメニュー項目のみを説明します。

[Expand all frames]
ツリー内の全てのフレームを開きます。
[Collapse all frames]
ツリー内の全てのフレームを閉じます。
[Select all subordinate controllers]
現在選択されている測定デバイスに属する全てのコントローラを選択します。
[Select all subordinate frames]
現在選択されている測定デバイスに属する全てのコントローラを選択します。
[Select all subordinate signals]
現在選択されている測定デバイス、コントローラ、あるいはフレームに関してのみであっても、それに属する全ての
信号を選択します。

7.2.12.7.4  コントローラのプロパティ

コントローラのプロパティ

[Name]
自由に定義できるコントローラの名前です。
[Comment]
コントローラに関するコメント
[Construction rule for names of log channels and signal channels]
チャンネル名は、以下のプレースホルダ付きの名前項目から構成できます。{CTRL}はコントローラ、[FRM}はフレ
ーム 、および{SIG}は信号 です。プレースホルダは必ず大文字にする必要があります。
例: コントローラの名前 = "MVB01"、フレームの名前 "Frame01"、および信号の名前 = "Sig01"
{CTRL}_abc_{FRM}_{SIG}_123から、"MVB01_abc_Frame01_Sig01_123"という名前になります。

500 501
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構成および受信された全てのデータのロギング

バスログの例

このコントローラのFコード0～4を使用して、構成および受
信された全てのフレームのバスログの記録を可能にしま
す。
このログでは、フレームのペイロードデータが記録されるだけ
ではなく、受信された時間とポートアドレスも記録されま
す。

[Channel name for the log]
自由に定義できるバスログチャンネルのチャンネル名です。
結果として生じるログチャンネルの名前: ログ名は構成規則によって生成されます。

7.2.12.7.5  フレームのプロパティ

フレームのプロパティ

[Name]
自由に定義できるフレームの名前です。
[Comment]
これはフレームに関するコメントを保存するためのテキストボックスです。
[Port address]
ポートアドレスはバス上のフレームを特定します。これには0～4095の値を設定できます。
[Length [bits]]
これはフレームの長さをビットで指定します。16、32、64、128、および256の値が可能です。
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[Cycle time]
これは、このポートアドレスを持つ連続した2つのフレームの間における計画された時間間隔です。この値は、イン
ポートされるファイルから読み取られます。この値は、このフレームのチャンネルの1つが初めて登録される場合に使
用されます。この場合、チャンネルのサンプル時間を計算するために使用されますが、これはここで指定されたサ
イクル時間よりも常に少ないか、等しい必要があります。
例: サイクル時間は64msです。この場合、システムは次に低いサンプリングレートとして50msを設定します。

7.2.12.7.6  信号のプロパティ

信号のプロパティ

[Name]
自由に定義できる信号の名前です。
[結果のチャンネル名]: コントローラのプロパティの構成規則 から結果として生じるチャンネル名。
[Comment]
これは信号に関するコメントを保存するためのテキストボックスです。コメントには、最大255文字を使用できま
す。これは、登録されているチャンネルに表示されるコメントと同じコメントです。
[Active/Passive-Status]
信号を非表示にすることができます。
インポートされる構成ファイルには、多くの場合何千もの信号が含まれます。imcデバイスごとに、最大990個の
フィールドバスチャンネルを登録できます。デバイスごとに512個のアクティブチャンネルという制限があります。デバイ
スに属する信号の数がこれを超える場合、測定で最も重要な信号を選択する必要があります。
[Active/Passive-Status] 注記
アクティブ 信号は、アクティブなチャンネルとして設定され、記録されます。
パッシブ 信号は、チャンネルとしてシステムに登録されていますが、パッシブに設定されています。測定されたデータは

記録されません。
[管理対象として登録され
ない]

信号はシステムに登録されていません。この信号は、アシスタント内にのみ存在しています。測定されたデー
タは記録されません。
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[データタイ プ ]

データタイプは、信号のバイナリエンコーディングを決定します。
[データタイプ] 注記
[SINT] 符号付き整数であり、2の補数の負数
[UINT] 符号なし整数
[BOOL] 単一ビット

このデータタイプが設定される場合、もう1つの信号プロパティ(16ビットポートチャンネルの名前)を設定する必
要があります。

[FLOAT] 『IEEE 754 (ANSI/IEEE Std 754-1985; IEC-60559:1989 - International version)』に準拠した32
ビット浮動小数点数

[Start-Bit]
現在の信号の開始前にフレーム内部でビットオフセットを指定します。
[Bit size]
スタートビットからいくつのビットが信号に属するのかを指定します。このプロパティに設定可能な値の範囲は、デ
ータタイプによって異なります。
[データタイプ] [Bit size]に設定可能な値の範囲
[SINT]、[UINT] 最小2ビット、最大32ビット
[BOOL] 1ビットのみのため、プロパティは使用できません。
[FLOAT] 常に32ビット

[物理単位]
ここには、物理単位またはその略語(ボルトを表すVなど)を入力できます。できるだけSI単位を使用してくださ
い。単位接頭辞(ミリを表すmなど)を入力することはお勧めしません。代わりに、係数を適宜調整してください。
imcSTUDIOカーブウィンドウは、そのようなプリフィックスを自動的に追加して測定値に対応します。 
[係数]と[オフセット]
現在選択されている信号のデータタイプが整数(符号付き、または符号なし)の場合、[係数]および[オフセット]
の両方のプロパティが表示されます。
これらの値はリニア変換のパラメータであり、次の式によって計算されます。
着信信号 発信信号 変数の定義

y - 物理値
x - フィールドバス上の整数
f - 係数
a - オフセット

例
着信信号は16ビットの符号なし整数です。したがって、整数の数値範囲は0 LSB～65535 LSBとなります。その
整数が表す物理量は10V～20Vの電圧です。したがって、係数は以下の式によって求められます。 

また、オフセットは以下のようになります。
a = 10 V
以下の整数がバスからインポートされたと仮定します。
x = 13483 LSB
これは次の電圧に相当します。
y = f * x + a = 12.057 V
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[Handle timeout error]
この設定オプションは、任意のタイムアウトエラーのエラー処理が実行されるかどうかを判断します。
タイムアウトエラーとは、特定の期間が経過しても測定値がフィールドバスから受信されないことを意味します。エ
ラー処理を設定すると、そのようなエラーの発生に対処することができます。
[Timeout Interval [s]]
ここでは、タイムアウトエラーが発生したとみなされるまでの制限時間を設定します。
[Error handling action]
この設定では、タイムアウト制限時間が経過した場合に実行する操作が決定されます。

このために、以下のオプションが用意されています。これらのオプションの効果は、チャンネルが等間隔にサンプリン
グされるのか、あるいはタイムスタンプと共に記録されるのかによって異なります。
エラー処理 等間隔サンプリング タイムスタンプ付きサンプル
[最終値] 新しい値が到着するまで、最終有効値が返され

ます。
タイムアウト時間が経過すると、最終値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

代用値 新しい値が到着するまで、代用値が返されま
す。

タイムアウト時間が経過すると、代用値を使用して新し
いサンプルが生成されます。

[代用値]
ここでは、代用値を定義できます。この値は、それぞれのエラー処理プロシージャに使用されます。この設定コン
トロールは、[Error handling action]が[代用値の挿入 ]に設定されている場合にのみ表示(有効化)されま
す。
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7.2.13  PROFIBUSのインターフェース
PROFIBUS Configurator を使用すると、imcSTUDIOでアシスタントの構成を作成できます。
PROFIBUS Assistant を使用して、imcデバイスのフィールドバスインターフェースを適宜セットアップします。

注
PROFIBUS Configuratorおよびアシスタントは、本マニュアルの発行時において、英語では使用できません。

7.2.13.1  PROFIBUS Configurator
残念ながら、PROFIBUS構成の交換については、世界基準がありません。
ただし、標準化されたモジュールの説明であるGSD (General Station Description)ファイルは存在します。GSD
ファイルには、PROFIBUS加入者のプロパティを特徴づける、いわゆる基本デバイスデータが含まれています。
imcPROFIBUS Configuratorは、GSDファイルを提示するモジュールを構成内で結合します。
結果として生成される構成は、PROFIBUS ConfiguratorからCSVフォーマットでエクスポートされてから、
imcSTUDIOにPROFIBUS Assistantによって再インポートされます。

インストール
このプログラムは、パッケージのほかの部分とともに自動的にインストールされません。これは、imcSTUDIOインス
トールメディアの内のProducts\imc DEVICES\Tools\imcPROFIBUSConfiguratorフォルダに収録されています。
セットアップを開始し、表示される指示に従います。プログラムをハードドライブの任意の場所にインストールでき
ます。

7.2.13.1.1  初回起動
ソフトウェアを起動すると、GSDフォルダを選択するように求められます。このフォルダには、構成するシステムの
GSDファイルが含まれています。あるいは、GSDフォルダにはご使用のシステムのGSDファイルの全コレクションを含
めることができるため、ライブラリとして機能します。
必要に応じて、このようなフォルダをご使用のPCに作成し、モジュールのファイルをそこにコピーします。

フォルダの選択GSD

504
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7.2.13.1.2  メインウィンドウ
メインメニューは2つの部分から構成されています。
· [パート1]は、バス構造を図示します。この要素のいずれかの上で右クリックすると、それに属する編集可能な
オプションが開きます。たとえば、要素のプロパティや下位要素の追加などです。

· [パート2]は、それぞれの要素のプロパティを表示しますが、変更は許可されません。

のメインウィンドウPROFIBUS Configurator

[ファイル]メニュー
[開く:]以前にXMLフォーマットで保存された構成をロードします。
[構成の保存:]XMLファイルとして構成を保存します。
[エクスポート:]CSVファイルとして構成をエクスポートします。このフォーマット
では、続いてPROFIBUS Assistantに構成がインポート されます。
GSD Verzeichnis wählenGSD (General Station Description) ファイルを
選択します。

[Profibus]メニュー
[マスタの追加:]マスタを選択する ためのダイアログを開きます。
[スレーブの追加:]モジュールを選択する ためのダイアログを開きます。
[モニタの設定:]バスモニタ の[設定]ダイアログ。

510

504

506

506

510
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7.2.13.1.3  マスタ/スレーブの追加
メニュー項目[Profibus] > [マスタの追加]および[スレーブの追加]のそれぞれによって、設定ダイアログが表示され
ます。
ダイアログでは、GSDフォルダ内に配置された全てのマスタまたはスレーブのモジュールが一覧で表示されます。
GSDフォルダが設定されていないか、 GSDファイルが含まれていない場合、リストは空のままになります。
対象のシステムをクリックしてから、[次へ]をクリックします。次のウィンドウでは、名前やPROFIBUSアドレスなど、
任意のプロパティを設定できます。[Import]ボタンを使用して、追加のGSDファイルを追加できます。

注
GSDフォルダ内にGSDファイルが配置された要素のみが一覧で表示されることに注意してください。

マスタの構成
新しいマスタを追加する場合、必ずしもGSDファイルが必要になるわけではありません。ソフトウェアは、GSDファイ
ルなしで機能できるフリーのマスタを認識します。

マスタの構成 
[次へ>]をクリックして、名前およびIDを設定します。

マスタ の設定ID

505
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スレーブの構成

要素の追加
接続端子を選択して、[次へ>]をクリックします。

のアドレスおよび記述名をここに設定します。Profibus
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これで、入力されたモジュールがメインウィンドウに表示されるようになりました。

 内のモジュールProfibus Assistant

モジュラのスレーブでは、それらの構成を手動で入力する必要があります。このコンセプトでは、通常、バス端子
がPROFIBUS-スレーブの加入者として存在していることを前提としています。これらは、様ーな入力または出力
の端子を備えています。
マスタまたはスレーブの上で右クリックすると、コンテキストメニュー[プロパティ]が開き、IDおよび名前を直接編集で
きます。

個ーの要素のプロパティを個別に変更するには、[Module bearbeiten]を選択します。
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モジュールを設定するためのダイアログが表示されます。

[追加]ボタンを使用して、対象のモジュールを追加します。ボタン[Nach oben]および[Nach unten]を使用して
順序を変更します。

注
実際の順序に従ってモジュールの順序を変更することが必須であることに注意してください。
選択されたモジュールには、自動的に名前が付けられます。この名前付けはユーザが変更でき、後で
imcSTUDIOのチャンネル名に反映されます。
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7.2.13.1.4  モニタの設定
メニュー項目[Profibus]/[モニタの設定]を使用して、名前、ボーレート、および最高位アドレスを設定できます。
ここで設定されるボーレートおよび名前は、PROFIBUS Assistantの接続設定 に表示されます。

モニタの設定

[ボーレート]:
1秒あたりのビットによる転送速度です。バスによって使用されるボーレートは、デバイスによって使用されるボーレ
ートに一致する必要があります。一致しない場合、バスに干渉が発生し、データを読み取ることができません。
[名前:]
それぞれのPROFIBUSポートの記述名です。これは主に、複数のPROFIBUSモニタの接続を区別することを目的
としています。
[最高位アドレス:]
最高位アドレスは、バス内における可能な限り最高の加入者アドレスを意味します。通常、これは126に設定さ
れています。より少ない加入者の場合、最高位アドレスを減少させることができます。最高位アドレスにアクセス
しようとすると、エラーメッセージが表示されます。減少には利点がないため、この項目を126のままにしておくことが
推奨されます。

7.2.13.2  imcSTUDIOへの構成の転送
PROFIBUS Configuratorによってご使用のシステムをモデル化したら、その構成をimcSTUDIO試験設定に追加
します。
これを実行するには、次の操作を行います。
1. メインのPROFIBUS Configuratorのウィンドウで、メニュー項目[ファイル] >

[Export]を選択します。
2. 任意の場所にファイルを保存します。
3. imcSTUDIOを起動します。
4. PROFIBUS Assistant を起動します。
5. 上記のプロシージャ2で保存されたファイルを開きます。

エクスポート

512
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構成のロード

7.2.13.3  PROFIBUS Assistant
アシスタントを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、[Setup-構成] > [Profibus-Assistant]リボンを使用
します。

PROFIBUS Assistant
[ファイル]メニュー: ここには、CSVフォーマットで構成を開いたり保存したりするための、一般的な項目が表示さ
れます。
[編集]メニュー: コピーおよび貼り付けとともに、リストの項目の検索および選択の機能がここに用意されていま
す。
[構成]メニューには、PROFIBUSの構成を作成するための機能が含まれています。機能については、以降で説
明します。
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7.2.13.3.1  接続設定

接続設定
接続の名前、記述名、およびビットレートです。imcPROFIBUS-Configuratorに作成された設定 が、ここに
自動的に表示されます。

7.2.13.3.2  メッセージの設定
PROFIBUS Configurator で作成された構成ファイルには、システム内で使用可能な全てのメッセージの定義
がすでに含まれています。

メッセージの設定
メッセージの生データの全てを表示する場合は、[メッセージログ]コントロールを[メッセージの設定]で有効にしま
す。これで、プロトコルチャンネルはimcSTUDIO内で個別のチャンネルとして使用できるようになります。

510

504
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7.2.13.3.3  imcSTUDIOのチャンネルの設定

Profibus Assistant
メッセージは左側に表示されます。実際には、メッセージは、記録されたデータストリームから抽出された
PROFIBUS電信です。これらは、そのアドレスデータ(ソース/ターゲットアドレス)によって特定されます。
各メッセージには、複数のチャンネルが含まれており、これらは右側に表示されます。それぞれのチャンネルを右ク
リックすると、チャンネルのコンテキストメニューが開きます。このメニューには、項目[チャンネルのプロパティ...]が含
まれています。このメニュー項目をクリックすると、以下の設定ダイアログにアクセスします。
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チャンネルの設定
このダイアログを使用して、チャンネルのデータのスケールを設定し、ユニットに名前を付けます。また、スタートビッ
トおよびストップビットの値の項目を変更することで、個ーのビットに対してチャンネルからフィルタも適用します。こ
のプロシージャは、バイナリデータに対して特に敏感です。
対象のチャンネルの全てに対してパラメータ化を行ったら、PROFIBUS Assistantを終了します。これで、パラメータ
化を行ったチャンネルは、imcSTUDIOにおいて通常の方法で使用できるようになります。

[名前]:
imcSTUDIOのチャンネル名。変数名に関する通常の制約が適用されます(特殊文字なし、1番目の文字は
数字不可、スペースなしなど)。
[デザイン]:
コメントとしてimcSTUDIOに表示される追加の説明です。最大256文字のほかには制約がありません。
[データワード:]
名前によって一意に特定されるメッセージです。
· [数値フォーマット:]符号付きまたは符号なし整数、32/64ビットまたはデジタル。
· [スタートビット:]0から開始される、チャンネルの1番目のビットの位置です。
· [ビットの量:]リストから選択するか、あるいは直接数値を入力します。
[Profibus:]
DPV0またはDPV1プロトコルです。DPV1の場合、[スロット]および[インデックス]の項目にアクセスできます。
[スケーリング:]
係数、オフセット、単位の入力です。結果の値 = データワードの数値×係数 + オフセット [単位]
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[エラー処理:]
タイムアウトが有効になっている場合にのみ考慮されます。
· [この値から測定値なし:]欠落した値がエラーとして見なされてから経過した時間です。
· [エラー処理:]数値としての最終値、代替値、あるいは、メッセージを無視します。
· [値:][エラー処理]の設定が[代替値]の場合は、これがその値です。

7.2.14  RoaDynインターフェース
RoaDyn®インターフェースは、Kistler社のホイール力トランスデューサシステムRoaDyn® 2000とimc CRONOS測定
デバイスをつなぐインターフェースです。互換性があるKistlerユニットバージョンは、DSP-Type_ VC33を搭載する
4.01a、4.01b、cです。
RoaDyn®システム(3倍の力とトルク、角度、角速度、温度、電源電圧)のメインチャネルと併せて、すべてのサー
ビスチャンネル(単力源コンポーネント、エラーなど)を別途利用できます。

7.2.14.1  RoaDynシステムとは
RoaDyn®内蔵電子機器システム2000は、RoaDyn®ホイール力トランスデューサに接続するためのラックベースの
一連のデバイスです。
ホイール力トランスデューサは、耐久強度テストや、動的な路面牽引力の車載測定に対して主に使用されま
す。典型的な例として、パフォーマンスプロファイル、摩擦係数、空気抵抗の測定などがあります。テストドライブ
設定でRoaDyn® 2000システムとRoaDyn®ホイール力トランスデューサとを連携すると、エンジンおよびパワートレイ
ン両方のパフォーマンスが明確になります。
imc測定デバイスの強化機能であるimc Online FAMOSは、測定結果の分析や評価を目的とした各種リアル
タイム機能を豊富に備えています。imc Online FAMOSクラスカウンティングキットには、耐久強度の計算に使用
する機能があります。imc Online FAMOSでは、着信した測定データを結果にすばやく変換し、PCを使用せず
にこのデータを直接測定デバイスで実行できます。複数のチャンネルにわたる同期の場合、imc Online FAMOS
では、着信データに対して比較や他の数学演算を実行して統計をコンパイルできます。RoaDyn®の構成設定
は、遠隔制御で行うことができます。システムの操作に関する注意事項については、製造業者のドキュメントを
参照してください。

7.2.14.2  必要条件
ハードウェア
· RoaDynインターフェース、CRFX/RoaDynなど
信号の相互接続
· RoaDyn® 2000のBNC端子クロックおよびトリガ(CLKおよびTRG) は、アプリケーションモジュールの同じ名前の

BNC端子にそれぞれ接続します。
· CRFX/RoaDynアプリケーションモジュールのネットワークジャック(RoaDyn)は、RoaDyn®の内蔵電子機器

System 2000のイーサネットインターフェース(ETH)に接続します。
注記

信号の接続は慎重に確認してください。アプリケーションモジュールのイーサネットソケットを、imc測定デバイス
の標準端子(LAN)やEtherCAT OUTと間違えないでください。
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RoaDyn®アプリケーションのアシスタント
RoaDyn®アプリケーション「AppRoaDyn2000」は、バージョン3.0 R4以降のimc STUDIOおよびファームウェアバー
ジョン2.7R3 SP6以降でサポートされます。これ以前のimcソフトウェアバージョンを使用しないでください! 
目的のアプリケーションのアシスタントを開く方法
はじめに、事前構成されたセットアップページを別途追加する必要があります。必要なページをユーザインター
フェースに追加するには、ページタブまたは右側の何もない領域でコンテキストメニューを開きます。[レイアウト一
覧の挿入]のリストで[HIL +アプリケーションモジュール]ページ項目を選択します。

その結果、選択した場所の右側にページが挿入されます。

ここで、APPMOD構成をロードできます。ModulConfig-AppKistler.appmod.zipファイルを選択してください。こ
のファイルは、アプリケーションを含み、使用するデータキャリアの..\Products\imc DEVICES\Tools\imcAppMod
\Applicationsフォルダにあります。

これで、[構成の編集]ボタンをクリックしてアシスタントを開くことができます。

7.2.14.3  構成モード
AppRoaDyn2000アプリケーションの構成モードでは、RoaDyn®ホイール力トランスデューサの以下の設定を行うこ
とができます。
サンプリング間隔
ネットワーク構成
ホイール信号チャンネルの選択
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RoaDyn® 2000のこのピン構成は、構成モードの場合のみ設定できます。

個ーのホイールのホイール信号チャンネルが列単位で並べられています。 
LF: 左前方ホイール、RF: 右前方ホイール、
LR: 左後方ホイール、RR: 右後方ホイール
チャンネル名は、RoaDyn® 2000の記述名に従い、割り当てられます。表示されたダイアログで(上記を参照)、
各ホイール力トランスデューサに対するX方向の力を選択します。チャンネルは、フィールドバスチャンネルとして表
示され、トリガやimc Online FAMOSの計算などの目的で使用できます。
現時点では、どのチャンネルの設定としても以下のサンプリング間隔を使用できます。1ms (1kHz), 
2ms (500Hz)、5ms (200Hz)、10ms (100Hz)、20ms (50Hz) 

注意
測定時のサンプリング間隔を変更すると、不具合が生じます。

ネットワークを構成する場合、アプリケーションモジュールのIPアドレスとRoaDyn® 2000のIPアドレスを入力してくだ
さい。

注記
[構成]ダイアログ(上記を参照)では、アプリケーションモジュールのIPアドレスを入力する必要があるボックスの上
にimc測定デバイスが表示されます。

IPアドレスの他に、アプリケーションモジュールのネットワークマスク(255.255.255.0など)を入力してください。
RoaDyn® System 2000のIPアドレスは、アプリケーション「AppRoaDyn2000」を使用して変更することはできませ
ん。このアドレスは、事前に構成されており、RoaDyn®の遠隔制御によってインポートできます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

518 Setup - Advanced Device Functions

注記
アプリケーションモジュールとRoaDyn® System 2000は、同じネットマスクに異なるIPアドレスで配置してください。

個別のハブチャンネルにアクセスするなど特殊なタスクの場合(ホイール力トランスデューサを点検する場合)、
AppRaoDyn2000 Assistantに対してエキスパートモードを有効にすることができます。 

構成モードに戻るには、[構成]を選択します。

注意
エキスパートモードを一度選択したら、サンプリング間隔を変更しないでください。

7.2.14.4  構成プロシージャとシミュレーションモードの編集
モジュールパラメータ[操作モード]を3つの値で構成できます。このモジュールパラメータは、値0で事前に構成され
ています。また、この値は、有効なモジュールパラメータが見つかるかどうかに関係なく使用されます。
0 RoaDyn 2000デバイスが見つかった場合、RoaDyn 2000デバイスの発生する可能性のある構成エラー

が測定準備中に通知されます。
RoaDyn 2000デバイスが見つからなかった場合、シミュレーションモードが有効になり、代替値(「0.0」)が
チャンネルにコミットされます。

1 このモードでは、RoaDyn 2000デバイスに関する構成の問題が測定準備中に通知されることはありま
せん。RoaDyn 2000デバイスに関する最初の構成の問題が生じると、シミュレーションモードが有効に
なります。

2 RoaDyn 2000デバイスに関する構成の問題と通信の問題がそれぞれ生じた場合、
測定準備が中止します。

シミュレーションモードが有効になると、エラーが通知されずに構成サイクルが終了します。測定が開始すると、シ
ミュレーションモードが有効になることが、アプリケーション固有のエラーコード#15 (-5447)で通知されます。

7.2.14.5  トラブルシューティング
測定プロシージャで表示される可能性のあるメッセージ
Kistler社のSystem 2000に影響を与える以下のエラーが生じた場合、エラーメッセージが表示される可能性があ
ります。

(-)5408 構成の順序が正しくありません;
—> Assistantを使用して構成を確認してください。

(-)5410 RoaDyn® 2000を初期化できません;
—> RoaDyn® 2000のネットワーク設定と構成を確認してください。
RoaDyn® 2000を再起動してください。

(-)5434 STOPメッセージに関する通信問題が発生しました;
RoaDyn® 2000の測定の実行を中止できません。
—> RoaDyn® 2000のネットワーク設定と構成を確認してください。 

(-)5435(3) 内部のソフトウェア問題が発生しました。
—>デバイスをオフにしてから、もう一度オンにしてください。
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(-)5436(4) HELLOメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn® 2000は通信の試行に応答していません
(HELLOメッセージに対する応答がありません)
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5437(5) GETMACメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn 2000のMACアドレスのクエリに失敗しました。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5438(6) AUTOメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn® 2000でチャンネル設定を有効にできません。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5439(7) DCCメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn® 2000でチャンネルの選択が処理されていません。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5440(8) AUTOメッセージに関する通信問題が発生しました(DCCメッセージの準備後):
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5441(9) SetModeメッセージに関する通信問題が発生しました。
RoaDyn® 2000で測定モードを設定できません。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5442(10) SetSampleRateメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn® 2000でサンプリングレートを設定できません。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5443(11) SetClockメッセージに関する通信問題が発生しました: 
RoaDyn® 2000でクロック設定が適用されませんでした。 
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5444(12) SetClockメッセージに関する通信問題が発生しました:
RoaDyn® 2000でクロック設定クエリが承認されませんでした。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、RoaDyn® 2000をオフにしてから、もう一度オンにしてください。

(-)5445(13) クロックモードの設定に関する問題が発生しました。 
RoaDyn® 2000でクロック設定が承認されませんでした。
—> RoaDyn® 2000の構成を確認して、トリガラインとクロックラインを確認してください。

(-)5446(14)
測定準備中に、RoaDyn® 2000デバイスがチャンネルのポーリングに応答しなかったか、エラーが報告されました。
多くの場合、RoaDyn® 2000の操作端末が基本画面になっていないことが原因です。最初にこの問題を解決
し、15秒以上待機してから測定準備をもう一度行ってください。

(-)5447(15) RoaDyn® 2000デバイスが正しく構成されませんでした。アプリケーションはシミュレータモードであり、構成済みの
サンプルレートの値「0」が代わりに報告されます。
注意: このメッセージは、測定を初期化して初めて生成されます。

7.2.15  SPIバスインターフェース
SPIバスとは
SPI (Serial Peripheral Interface: シリアルペリフェラルインターフェース)は、同期するシリアルデータバスのバスシス
テムです。これを使用して、マスタスレーブ原理に従い、デジタル回路が接続されます。
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SPIモジュールのファームウェアは、コマンドリストを処理する際、FPGAでサポートされます。たとえば、MOSI信号ラ
インのフレームに関するチップ選択の構成や正しいビットシーケンスの生成があります。センサから生じるMISOフレ
ームは、キャプチャされてタイムスタンプが付けられ、IDと併せてログチャンネルに書き込まれます。各SPIでのチップ
選択ごとに1つのログチャンネルが生成されます。複数のセンサを同じSPIインターフェースの異なるチップ選択に
よってアドレス指定する場合、センサにつき1つのログチャンネルが生成されます。注目すべきは、センサが多く存
在してクロックレートが高い場合でも、ログチャンネルに対する定格最大データレートを長期で保証できるように
優れたパフォーマンスを実現する点です。

参考
ハードウェアの説明と端子のピン配列については、使用するSPI専用のドキュメントに記載されています。これら
の仕様は、デバイスマニュアルの今後のエディションで修正される予定です。

必要な設定
· ハードウェアパラメータ
· コネクタに対するSPIラインの割り当て(どの信号がどのピンに割り当てられるか?)
· SPIクロック
· ECLKクロックレート
· SPI通信の極性と位相の調整性
· ボードでの信号調整設定、高信号レベルとスイッチなど
· フレーム内とフレーム外の通信
· 周波数カウンタ(WDGI入力時の測定周波数)のチャンネル名とサンプル間隔(100ms～1s)、SPIにつき1つの
周波数カウンタが可能。

· 内部VDDAを指定してVDDDDをさらに1つ指定する場合の表示変数との連携。複数のSPIインターフェースに
対して同じ表示変数を使用できます。

· 4つのアナログチャンネルとそのチャンネル指定に共通のサンプリング間隔(100ms～1s)
· フレームの定義
· MOSIおよびMISOに基づくフレームがペアで定義されます。
· ビット幅(8～128ビット) MOSIおよびMISO

注記
BusDecoderは、プラグインDataProcessingで開きます。 BusDecoderの詳細は、現在作成中です。 

7.2.15.1  用語の定義
用語 説明
BusDecoder BusDecoderは、データログチャンネルの選択後すぐに作成されるチャンネルを示します。

7.2.15.2  必要条件
ハードウェア:
SPIバスインターフェースを搭載するimcデバイス
ソフトウェア:
システム要件については、弊社フィールドバス接続オプションのデータシートに記載されています。
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7.2.15.3  SPI Assistant
構成を作成する目的で、SPI Assistantには、試験設定に含まれるすべてのSPIインターフェースが表示されま
す。これらの個別のベースユニットは、Assistantをナビゲーションして選択します。

Assistantは、多数のパラメータを明確に表示して編集できるように、テーブル単位の構造になっています。
Assistantには、現在編集中のフレームの構造がグラフィック表示されます。
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7.2.15.3.1  表示変数によるマスタ送信リストの有効化と無効化
概要
SPI Assistantでは、各SPIインターフェースで表示変数を選択できます。この表示変数を使用して、すでに構成
されているマスタ送信リストの有効化と無効化を切り替えることができます。

測定の実行中に、これらの表示変数に有効化/無効化コマンドを書き込むことができます。この書き込みを行う
ために、16ビットワードが表示変数に書き込まれます。SPIシステムによるコマンドの採用が成功すると、表示変
数の値がゼロにリセットされます。

16ビットワードの構造:
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

4ビットポート 4ビットコマンド 8ビットリストインデックス
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ビットフィールドの説明
ビット 説明
0 -7 リストインデックス

リストのインデックスを指定します。最初のリストのインデックスは0です。
有効な値: 1～16、またはすべてのリストの場合は0

8 -11 [コマンド]
コマンドを指定します。有効な値:

0 機能なし
1 [開始/初期化後すぐに実行モード] (オフ/1回/周期) (コマンド5と同様) *に指定されているように、マスタ送信リストを
有効にします。

2 マスタ送信リストを無効にします(コマンド6と同様) *。
3 マスタ送信リストを1回有効にします。
4 マスタ送信リストを周期的に有効にします。
5

[開始/初期化後すぐに実行モード] (オフ/1回/周期) (コマンド1と同様) *
に指定されているように、マスタ送信リストを有効にします。

6 指定内容を無効にします(コマンド2と同様) *。
7 [実行モードプリセット1] (オフ/1回/周期)

に指定されているように、マスタ送信リストを有効にします。
8 [実行モードプリセット2] (オフ/1回/周期)

に指定されているように、マスタ送信リストを有効にします。
9 [実行モードプリセット3] (オフ/1回/周期)

に指定されているように、マスタ送信リストを有効にします。
10 [実行モードプリセット4] (オフ/1回/周期)

に指定されているように、マスタ送信リストを有効にします。
12 -15 [ポート]

SPIインターフェースのインデックスを指定します。有効な値: 1-2、またはすべてのポートの場合は15
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注
SPI Assistantでは、マスタ送信リストごとに最大4つのプリセットを構成できます。コマンド7～10を使用して、これ
らのプリセットの間を往復できます。毎回苦労して行うリストからリストへの切り替えを1つのコマンドで置き換える
ことができます。これにより、imc Online FAMOSのプログラムが縮小され、SPI Assistantの構成の影響を受けなく
なります。

センサに関して電圧VDDDまたはVDDA (あるいはその両方)もOnline FAMOSで制御する場合、すべてのマスタ
送信リストの開始時に実行モードをオフに設定すると合理的です。それ以外の場合、たとえ電圧供給が有効
でない場合や、センサが依然として起動している場合、SPIデータがセンサに送信されます。

16ビットコマンド一覧の例
例 [コマンド] 従来
すべてのポートですべてのリストをオフ: 0xF200または0xF600 0xF600のみ
初期化と同様に、すべてのポートですべてのリストをオフ
(ダウンロード): 0xF100または0xF500 0xF500のみ
初期化と同様に、ポート1でリスト1をオン
(ダウンロード): 0x1101または0x1501 0x1101のみ
初期化と同様に、ポート2でリスト1をオン
(ダウンロード): 0x2101または0x2601 0x2101のみ
ポート2でリスト1を周期的にオン: [0x2401] [0x2401]
プリセット4に対してすべてのポートですべてのリストを切り替え: [0xFA00]
プリセット1に対してポート2でリスト5を切り替え: [0x2705]
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7.2.15.3.2  チップ選択設定
信号出力(MOSIに対する一定出力)
ここで、送信するMOSIフレームを構成できます。たとえば、「SEN」= 1、「SQ_3_4」= 2のようになります。この選択
した値により、フレームが一意に特定されます。 
· 開始ビット
· ビット幅
· MSBファースト/ラスト
· デフォルト値またはIDの場合: 参照値
このようなデフォルト値は、各フレームに対して複数定義できます。個ーのデフォルト値が重複することはありませ
ん。

7.2.15.3.3  SPI Assistantエラー処理
ログの開始/停止: imcSTUDIOは、測定の開始/停止のログを記録します。
イーサネット接続の切断: imcSTUDIOは、デバイスに対するイーサネット接続が引き続き失われていないかど
うかに関するログを記録します。
信号のエラー:
チェックサムとパリティは、別ーのチャンネルとしてログが記録されません。代わりに、共通のエラーチャンネルに結
合されます。アプリケーションの特殊な目的では、チェックサムとパリティの内容を分析に使用できるようにする必
要がある場合、どちらも正常な信号のようにフレームから別途抽出されます。
センサが予想どおりに反応しない場合、CRCエラーの場合と同様にNO_DATAエラーが報告されます。このエラー
は、ビットの特定の組み合わせがセンサの反応に存在しない場合に認識されます。

7.2.15.3.4  特殊機能
ほぼ同じセンサが数多くある状況で、複数の異なるセンサを柔軟に接続しながら、通常の編集を便利に行うた
めの特別な対応策があります。
· 多くの信号/フレームの複数選択
· 信号/フレームの指定に対するフィルタ
· 名前の付番に関するプレースホルダ。同様のセンサが多数ある場合にチャンネル名が連番のみで区別される
状況で、チャンネル名をすばやく割り当てることができます。
例: フレームRD_SENSOR_DATAのSMB460の場合、チャンネル1に名前RD_SENSOR_DATA_CH1_#を割り当て
ます。 Assistantですべてのセンサに対する複数選択を使用して、名前RD_SENSOR_DATA_CH1_1、
RD_SENSOR_DATA_CH1_2、RD_SENSOR_DATA_CH1_3を取得します。

· 各チャンネルのSPIタイムアウト
定義した時間間隔(Timeout-time)内でSPIデータ(MISO/MOSIフレーム)をこれ以上受信しない場合、チャン
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ネルの値は、事前に設定されたエラーの代用値に自動でジャンプできます。たとえば、チャンネルが無効になる
と、タイムアウトが発生します。

7.2.16  XCPoEバスインターフェース
XCPの仕様に関する文書では、改善され、一般化されたCCPのバージョンが説明されています。一般化されたプ
ロトコル定義は、プロトコルファミリの標準として機能し、「XCP」(Universal Measurement and Calibration
Protocol: 汎用測定/較正プロトコル)と呼ばれます。
「X」は、プロトコルファミリのメンバ(「XCP on CAN」、「XCP on TCP/IP」、「XCP on UDP/IP」、「XCP on USB」など)
によって使用される「様ーな」トランスポート層を一般化します。
本マニュアルを進める前に、少なくとも以下に挙げた技術文献 に目を通しておくことが推奨されます。本マ
ニュアルは、この分野に関するある程度の知識を備えた読者を想定しています。
「XCP on Ethernet」はASAMで定義された標準とは言い切れないため、「XCP on Ethernet」という用語は「XCP
on TCP/IP」と「XCP on UDP/IP」の結合を意味すると見なしてください。
imc測定デバイスは、「XCP on TCP/IP」または「XCP on UDP/IP」のどちらも実装できます。この選択は、アシスタ
ントを使用して変更できます。

7.2.16.1  定義
XCP CCPから派生しており、「X」は異なるトランスポート層を意味します(「XCP on CAN」、「XCP on TCP/IP」、

「XCP on UDP/IP」)。
CCP Can Calibration Protocol (CAN較正プロトコル)
XCPoE XCP on Ethernet (Ethernet上のXCP)

7.2.16.2  参考文献および標準
[1] 『XCP -Part 1- Overview』; Ver.1.0; ASAM e.V.
[2] 『XCP -Part 2- Protocol Layer Specification』Ver.1.0; ASAM e.V.
[3] 『XCP -Part 3- Transport Layer Specification XCP on Ethernet (TCP_IP and UDP_IP)』; Ver.1.0; ASAM e.V.
[4] 『XCP -Part 4- Interface Specification』; Ver.1.0; ASAM e.V.
[5] 『XCP -Part 5- Example Communication Sequences』; Ver.1.0; ASAM e.V.
[6] 『Interface ASAP2 Detailed Specification』; 『Applications Systems Standardization Working Group』; 『Interface

Specifications』; 『Interface 2』; Ver.1.40 of 03/31/2000

7.2.16.3  必要条件
ハードウェア:
· XCPoEインターフェーススレーブ(imcチャンネルをXCP経由で送信するため)
· XCPoEインターフェースマスタ(imcデバイスを使用してXCPを受信するため)

7.2.16.4  XCPoEスレーブ
imcデバイスによってキャプチャされ、XCPoE経由で送信されるチャンネルを送信します。

526
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7.2.16.4.1  A2Lファイルの動的な作成
通常、各XCPデバイスには、デバイスにアドレスをどのように割り当てるのか、XCP経由でどのデータをクエリできる
のか、データはどのように解釈されるのかについて規定する、A2Lファイルが含まれています。
·
·
·
チャンネルの個数およびその係数やオフセットなどの設定は、imcでの試験設定の間で大きく異なる可能性があ
るため、A2Lファイルはデータが確定してからのみ生成されます。
これは、試験設定の準備が整った場合の状況です。準備の処理において、試験設定内のXCPoE対応デバイ
スにつき1つのA2LファイルがXCPoE-Assistantで指定されたストレージ場所に書き込まれます。
XCPレシーバは、ここからファイルを取得できます。

7.2.16.4.2  XCP on Ethernet Assistant - スレーブ
Assistantを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、リボン[Setup-構成] > [XCPoEスレーブ]を使用しま
す。
続いて、[XPCoE Assistant]が開きます。

XCPoE Assistant

[デバイスの設定]
複数のデバイスが試験設定内に存在する場合のデバイスの選択です。
[XCP on Ethernetの有効化] 
このチェックボックスを使用すると、次回の準備プロシージャにおいてXCPoEを有効/無効にできます。
たとえば、接続されたネットワーク内に設定されたIPアドレスを別のデバイスに割り当てる場合、XCPoEを無効に
する必要があります。これは、XCPoEが無効になると、デバイスが使用している可能性があるIPアドレスが使用の
ためにリリースされるからです。
また、XCPoEが無効になると、準備の処理中にA2Lファイルが書き込まれません。

注記
XCPoEがimc測定デバイスに有効になっている場合、次のタイプのチャンネルにはXCPoE経由でクエリすることが
できません。 
· TimeStampASCIIのチャンネル (フィールドバスのログなど)
· imcOnlineFAMOSで生成されるチャンネル 
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[IPアドレス]と[IPサブネットマスク]
ここでは、XCPoEに対してデバイスが使用するIPアドレスとIPサブネットマスクが設定されます。
[プロトコル]
このリストボックスコントロールは、「XCP on TCP/IP」または「XCP on UDP/IP」のどちらが使用されるのかを決定し
ます。
[ポート]
プロトコルの設定に従って、デバイスにアドレスを割り当てるために経由するTCPポートまたはUDPポートが設定さ
れます。
[ストレージの場所および*.A2Lファイルのファイル名]
準備の処理の間にA2Lファイルが生成されるため、このファイルのストレージの場所をここで設定することが可能で
す。 
Button: [自動]
このボタンは、ストレージの場所を現在の試験設定フォルダに戻し、A2Lファイルの名前をA2Lファイルの拡張子
付きでデバイスの名前に戻します。
Button: 検索
A2Lファイルの異なるストレージの場所および異なる名前の選択を有効にします。

7.2.16.5  XCPoEマスタ
XCP経由のフィールドバスチャンネルのキャプチャ

7.2.16.5.1  XCP on Ethernet Assistant -マスタ
Assistantを起動するには、imcSTUDIOソフトウェア内で、リボン[Setup-構成] > [XCPoEマスタ]を使用します。
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7.2.16.5.2  A2Lファイルのロード
[ファイル] -> [Import]を選択してA2Lファイルを選択します。フィルタを使用して、対象のチャンネルを検索しま
す。チャンネルを右側に移動して選択します。

チャンネルの選択
ECUブランチがすでに存在する場合、追加のダイアログがまず表示されます。

別の がすでに構成されている場合のインポートのダイアログECU
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7.2.16.5.3  ノードの設定
ノードでは、IPアドレスおよびサブネットマスクを設定します。

の設定 ノードXCPoE : 

7.2.16.5.4  ECUの設定
ECUブランチを選択すると、ECUの設定に関する編集可能なテーブルが表示されます。

の設定ECU
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7.2.16.5.5  チャンネルの設定

チャンネルの設定

7.2.17  GPS
GPSチャンネル
全てのGPS信号をフィールドバスチャンネルとして直接使用できます。

7.3  トリガおよびイベント

この章では、imc測定デバイスで提供される様ーなトリガオプションの処理について詳しく説明します。
多くの測定は、特定のイベントが発生した場合のみ開始されるようにします。たとえば、どのようなタイミングで測
定を実行するかがあらかじめわかっている場合は、この方法で測定します。
例として、重量の大きいトラックが橋を渡るときの橋の振動の測定があります。このような場合、振動振幅は乗
用車に対する応答より大きくなるため、重量の大きいトラックが橋を渡ったときに生じる特定の振動振幅に基づ
いて測定をトリガすることが可能です。
継続的に測定チャンネルを監視し、特定イベントに対するデータのみをキャプチャすることができます。そのために
使用するのがトリガです。トリガを使用すると、特定イベントの発生に基づいて、チャンネルを開始および停止で
きます。
信号で特定のイベントが発生した(たとえば、特定レベルを超えた -> 正のエッジ)直後に、関連付けられたイベン
トチャンネルの値が1になり、この状態が特定の時間に渡って強制的に維持されます。それと同時に、イベントに
リンクされたトリガがリリースされ、関連付けられたアクションが実行されます。
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以下に2つの例を紹介します。

イベントによるトリガのリリースとアクションの開始
例 正の傾き: 
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イベントによるトリガのリリースとアクションの開始
例 信号 しきい値:  > 

7.3.1  概要
まず、 トリガを使用しない 測定について説明します。その後、imcデバイスのトリガマシン について記載し
ています。

· トリガによる測定の開始と停止および重要事項(「イベント」 を参照)
· 反復測定の特性(「複数トリガ(マルチショット動作)」 を参照)
· 仮想チャンネルによるトリガ(「imcOnlineFAMOSの仮想チャンネル」 を参照)
· imcOnlineFAMOSでのトリガの使用(「オンライントリガ」 を参照)
· 低レートのバックグラウンド測定とフォアグラウンドでの高レートのトリガ測定の並行実行(「例: 「バックグラウン
ド測定」 を参照)

· イベント駆動のデジタル出力の設定(「例: 「イベント駆動のデジタル出力の設定」 を参照)
· 測定プロシージャ

7.3.1.1  トリガを使用しない測定
トリガを使用しない測定を開始するには、[開始]ボタン( )を使用します。このような測定を行うために設定は
必要ありません。このボタンをクリックすると、データの記録がすぐに開始されます。測定が完結するまでの期間
は、測定期間が最も長いチャンネルによって決まります。この測定が未定義の場合、測定を終了するには、[停
止]ボタン( )を使用します。

注意
1トリガを使用することにより、測定を内部で直接開始することができます。トリガを何も定義していない場合
も、[トリガ]ダイアログで1トリガとして「Trigger_48」が既に有効になっています。このトピックの詳細について
は、「トリガマシン」 の説明を参照してください。
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7.3.2  トリガマシン
測定デバイスに実装されている複合トリガマシンを使用すると、複雑な割り当てを行うことができます。
トリガマシンには以下の特性があります。
· トリガマシンを使用すると、最大48個のトリガを個別にリリース可能
· CRONOSflexモジュールでは、コンディショナにつき最大8個のトリガイベントを計算できます。
· イベントに応じて、個ーのチャンネルを開始および停止可能
· デジタル入力によりトリガを制御可能
· イベントによりデジタル出力を設定可能
· 仮想ビットを内部リンクに使用可能
· イベントをANDまたはOR演算子で結合可能
· トリガマシンはリアルタイムで動作

トリガマシンの構造

7.3.2.1  定義
· イベントとは、測定信号の、定義された推移または状態を指します。2進単位の情報として表されるため、

trueまたはfalseのいずれかの値を取ります。イベントは、アナログ変数またはデジタル変数により生成できま
す。

· アクションには、データキャプチャの開始または停止、デジタル出力の設定などがあります。
· トリガは、定義されている集合イベントを指し、それに対してアクションが実行されます。
· 存続時間は、人為的にイベントを延長する手法です。
· プリトリガは、イベントに至る信号の推移を記録する役割を担います。
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7.3.2.2  イベント
各入力チャンネル(アナログ、増分カウンター、フィールドバス)および各デジタル入力(ビット)に基づいて、イベント
を計算することができます。また、複数のイベントを結合して集合イベントを形成することも可能です。集合イベ
ントの計算を以下の概略図に示します。

イベントの計算
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アナログ変数によるイベントの計算
前処理(特性カーブによる補正、スケーリング、RMSの平均化や形成)後、アナログ信号の物理値がイベント計
算に入力され、その結果に基づき、設定されているイベントタイプに従ってイベントが発生したかどうかが判断さ
れます。
この定義は、Setupプラグインの[トリガ]ページで行います。

例 信号が ～ の範囲内にある場合にイベントが発生: 25 30 °C

リストから1つ以上のチャンネルを選択し、イベントタイプを設定します。

7.3.2.3  [イベントタイプ]: [レベル]
最も単純で一般的なイベントタイプはしきい値です。[存続時間] ボックスに、条件が満たされなくなったとき
にイベントの有効状態を維持する時間を指定します。
以下のイベントおよびしきい値を選択できます。

イベントタイプ「レベル」に対して利用可能
な選択肢

538
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イベント 説明
正の傾き 監視対象のチャンネルの信号がより低いレベルからしきい値を超えた場合、イベントが発生します。理論的

には、このイベントが起こるのは瞬間的ですが、実際には、1サンプリング間隔に渡って続きます。 
イベント自体が非常に短くても、トリガをリリースすることができます。すなわち、この方法でデジタル出力を設
定することも可能です。この場合、[存続時間] の使用が役立つことが多くなります。

負の傾き 監視対象のチャンネルの信号がより高いレベルからしきい値を下回った場合、イベントが発生します。[正の
傾き]と同様ですが、方向が逆です。

信号>レベル 監視対象のチャンネルの信号レベルがしきい値を上回ると、その直後にイベントが発生します。これは、信
号の推移に応じて瞬間的な場合と長期間に渡る場合があります。

信号<レベル 監視対象のチャンネルの信号レベルがしきい値を上回ると、その直後にイベントが発生します。[信号 > レベ
ル]と同様ですが、方向が逆です。

7.3.2.4  [イベントタイプ]: [範囲]
イベントを有効として定義する振幅範囲を設定します。この範囲は、下限および上限により定義します。[存続
時間] ボックスに、条件が満たされなくなったときにイベントの有効状態を維持する時間を指定します。
以下のイベントおよび上限/下限を選択できます。
イベント 説明
入力範囲 監視対象のチャンネルが範囲の上限または下限から範囲に入った場合にイベントが発生するように定義しま

す。理論的には、このイベントが起こるのは瞬間的ですが、実際には、少なくとも1サンプリング間隔の期間に
渡って続きます。 
イベント自体が非常に短くても、トリガをリリースすることができます。すなわち、この方法でデジタル出力を設
定することも可能です。この場合、[存続時間] の使用が役立つことが多くなります。

出力範囲 監視対象のチャンネルの信号が範囲の上限または下限から範囲を外れた場合に、イベントがトリガされま
す。[入力範囲]と同様ですが、方向が逆です。

範囲内 監視対象のチャンネルの信号が範囲内にある間は、イベントが有効になります。これは、信号の推移に応じ
て瞬間的な場合と長期間に渡る場合があります。

範囲外 監視対象のチャンネルの信号が範囲外にある間は、イベントが有効になります。[範囲内]と同様ですが、方
向が逆です。

7.3.2.5  デジタル信号および仮想ビットによるイベント
デジタル信号は、デバイスのデジタル入力または仮想ビットとして着信します。32ビットの仮想ビット(全体で1つ
の32ビットレジスタになる)は、デジタル入力と同様に読み取ることもできます。
ビットにはイベントタイプはありません。[存続時間] ボックスに、条件が満たされなくなったときにイベントの有
効状態を維持する時間を指定します。
以下のイベントを選択できます。
イベント 説明
[Signal = 1] 監視対象のビットの値が1の場合にイベントが発生するように定義します。これは、測定信号の推移に応じ

て、瞬間的な場合と非常に長期間に渡る場合があります。
[Signal = 0] 監視対象のビットの値が0の場合にイベントが発生するように定義します。[Signal = 0]の逆です。
[信号変化: 1 -> 0 監視対象のビットの値が1から0に変化した場合にイベントが発生するように定義します。理論的には、このイ

ベントが起こるのは瞬間的ですが、実際には、少なくとも1サンプリング間隔の期間に渡って続きます。 
イベント自体が非常に短くても、トリガをリリースすることができます。すなわち、この方法でデジタル出力を設
定することも可能です。この場合、[存続時間] の使用が役立つことが多くなります。

信号の変化: 0 -> 1 監視対象のビットの値が0から1に変化した場合にイベントが発生するように定義します。[信号変化: 1 ->
0]の逆です。
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注
技術的な理由から、トリガの計算は、最も低速なチャンネルの2サンプリング間隔後にのみ行われます。たとえ
ば、最も低速のチャンネルのサンプリングレートが1Hzの場合、ビット値の変化は2秒後に考慮されます。

7.3.2.6  [存続時間]: イベントの人為的延長
有効な状態が短時間しか続かないイベント(信号エッジ、レベル交差)に対し、[存続時間]に0を超える値を定
義することによりイベントを人為的に延長することが必要になる場合が多ーあります。

存続時間の設定

注意
· 全てのイベントが[存続時間]の期間だけ延長されます。この方法により、非常に期間の短いイベントを、定
義した期間に渡って維持することができます。

· チャンネルに関連付けられたイベントの最大存続時間は、2^15 *イベントチャンネルのサンプリング間隔にな
ります。例: サンプリングレート= 1kHz、最大存続時間= 32627 * 1ms = 32.627秒

· 仮想ビットでは、システム内で最も高いサンプリングレートが使用されます。例: Channel_01 = 10kHz、
Channel_02 = 500Hz、最大存続時間= 32627 * 100µs = 3.27秒

· デジタル入力の動作は、別のサンプリングレートで記録されるかどうかを問わず、仮想ビットと同様になりま
す。

例
信号遷移が非常に短い時間であっても、デジタル出力はかなり長時間に渡って有効になります。接続された
LEDは瞬間的に光る代わりに、特定期間に渡って点灯したままになります。

例
測定を、信号エッジの検出直後ではなく、あらかじめ定義された遅延後に開始するようにプログラムすることが
可能です。これを行うには、たとえば、信号エッジが検出されたら存続時間後にビットを設定し、その後ビットを
戻すようにします。後の仮想ビットの1から0への遷移は、別のイベントとして、測定開始をトリガするために使
用します。
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7.3.2.7  集合イベント
複数のトリガを論理式で結合することができます。そのために、以下の5種類の演算子を使用できます。
· [AND]: 全てのイベントが同時にtrueの場合、集合イベントがtrueになり、指定されたアクションが実行されま
す。
そのため、2つの信号エッジイベントをANDで結合するのは賢明ではありません。これは、適切な ホールドオフ
時間 によってイベントの時間が人為的に長くなった場合を除き、2つの信号にエッジが同時刻にある可能
性がないためです。

· [OR]: いずれかのイベントがtrueになると、その直後に集合イベントがtrueになり、関連付けられたアクションが
実行されます。

· [条件付きAND]: 特定数のイベント([反復カウント])が同時にtrueになると、集合イベントがtrueになり、関
連付けられたアクションが実行されます。

· [1トリガ]: 測定の開始時にアクションが実行されます。そのため、トリガイベントを割り当てることはできません。
Trigger_48は、デフォルトでは[1トリガ]です。すなわち、測定が他のトリガに支配されない全てのチャンネルを
自動的に開始します。

· [パッシブ]: パッシブ(無効)トリガは、パッシブ(無効)トリガは使用されなくなりました。このトリガでは、チャンネル
を他の目的で入力できるように、関連付けられた全てのアクションが自動的に削除されます。

Setupプラグインでイベントを結合するための論理演算を設定するには、[トリガ]ページの[プロパティ]列を使用
します。
集合を変更するには、[プロパティ]列の選択リストを開き、目的の集合を選択します。

イベントの結合

7.3.2.8  アクションとターゲット
様ーな方法でトリガされる多様なアクションを、ターゲットとして設定することができます。
たとえば、データ記録の開始アクションが設定されたトリガは、以下のように様ーな方法でトリガすることができ
ます。
· 集合イベントがtrue
· imcSTUDIOのユーザインターフェースの使用
· imcOnlineFRAMEまたはimcOnlineFAMOSの使用
ビットの設定およびデータ記録の停止アクションが設定されたトリガは、以下の方法でのみリリースできます。
· 集合イベントがtrue/false
アクション: データ記録の開始
データの記録は、トリガが配備され、トリガの最大反復カウントに達していない場合のみ開始できます。
トリガは、測定の開始時に配備されます。トリガが配備されると、トリガをリリースできるようになります。
データの記録中、トリガは「リリース」状態になります。
その後、たとえば設定されている測定期間が終了した結果として、トリガの全てのターゲットチャンネルのデータ
記録が完了すると、トリガは再配備されます。トリガの最大反復カウントに達していなければ、トリガを再度リリ
ースできます。
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アクション: ビットの設定
集合イベントの状態が遷移するたびに、ビットを1または0に設定できます。集合イベントには、デジタル出力およ
び仮想ビットを含めることができます。基本的に、仮想ビットは、ランダムに読み書き可能な32ビットレジスタで
す。物理的な端子を持たず、情報交換および状態停止の目的にのみ使用されます。

注
[ビットの設定]アクションは、設定されている[回数]またはトリガの配備状態に左右されません。このアクション
は、関連付けられている集合イベントが発生すると、必ず実行されます。

アクションとターゲットの定義
Setupプラグインでターゲットおよびアクションを設定する場合、[トリガ]ページの[ターゲット]、[アクション開始]、
[終了]、[プリトリガ]列で
ターゲットを指定します。たとえば、関連付けられたトリガがリリースされたときに測定または停止するチャンネルを
定義します。

ターゲットとアクションの定義
  ボタンをクリックすると、ターゲットを選択するためのダイアログが表示されます。
ターゲットを選択するには、選択ボックスをクリックします。
アクションを定義するには、右側の領域をマウスの左ボタンでクリックします。

アクションの設定
以下のアクションを実行するように定義できます。
· トリガ開始アクション 集合イベントがtrueの場合に実行されるアクション
· トリガ終了アクション 集合イベントがfalseの場合に実行されるアクション
· プリトリガ 「プリトリガ」 を参照してください。544
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データ取得チャンネルに指定可能なターゲット
· [アクション開始]: [開始] 
[終了]: -
トリガが配備され、集合イベントがtrueの場合、データ記録が開始されます。
· [アクション開始]: [停止] 
[終了]: -
集合イベントがtrueの場合、データ記録が停止します。
· [アクション開始]: [開始]
[終了]: [停止]

 [アクション開始]: [開始]と同様です。また、集合イベントがfalseの場合、データ記録が停止します。すなわち、
チャンネルの信号は、集合イベントがtrueの間のみ記録されます。
1つのチャンネルは1つのトリガでのみ開始/停止できます。2つのアクションは、2つの異なるトリガまたは同じトリガ
によって実行することができます。

デジタルビットに指定可能なターゲット
· [アクション開始]: [Begin = 1]
[終了]: -
集合イベントがtrueの場合、ビットは1に設定されます。
· [アクション開始] : -
[終了]: [End = 1]
集合イベントがfalseの場合、ビットは0に設定されます。
· [アクション開始] : [Begin = 0]
[終了]: -
集合イベントがtrueの場合、ビットは0に設定されます。
· [アクション開始]: -
[終了]: [End = 0]
集合イベントがfalseの場合、ビットは1に設定されます。
· [アクション開始]: [Begin = 1]
[終了]: [End = 0]

[アクション開始]と同様: [Begin = 1]また、集合イベントがfalseの場合、ビットは0に設定されます。すなわち、集
合イベントがtrueの間のみ、ビットは1に設定されます。
· [アクション開始]: [Begin = 0]
[終了]: [End = 1]

[アクション開始]と同様: [Begin = 0]また、集合イベントがfalseの場合、ビットは1に設定されます。すなわち、集
合イベントがtrueの間のみ、ビットは0に設定されます。
1つのビットは、1つのトリガでのみ1/0に設定できます。2つのアクションは、2つの異なるトリガまたは同じトリガに
よって実行することができます。

注
· デジタルビットの場合、アクションは1度のみ実行されます。その後、ビットは変更されません。後で、PCまたは 

imcOnlineFAMOSなどにより仮想ビットを再定義できます。デジタル出力についても同様です。
· デジタルビットに影響するアクションは、トリガの装備状態には左右されません。すなわち、測定信号の推移
とは関係なく開始することができます。
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7.3.2.9  複数トリガ(マルチショット動作)
1つの測定で、個ーのトリガを複数回リリースすることができます。
Setupプラグインの[回数]の設定は、[トリガ]ページの[プロパティ]列で行います。

カウントの設定
以下のプロパティを使用します。[回数]プロパティでは、トリガのリリース回数を指定できます。通常、このカウント
は1に設定します。また、必要に応じて任意のカウントを指定したり、[無制限]に設定することもできます。
これにより、指定したトリガのリリース回数に達するまで、データ記録が終了するたびにトリガが再配備されます。
必要となるトリガのリリース回数が正確にわからない場合は、トリガのリリース回数を[無制限]に設定します。

注
· トリガのリリース回数を[無制限]に設定した場合、測定は自動的には終了しません。[停止]ボタンをクリック
して初めて測定が終了します。 

· [回数]に設定できるトリガのリリース回数は、最大32767です。これより大きい数値を指定すると、自動的に
[無制限]に変更されます。

· [ビットの設定]アクションは、設定されている[回数]またはトリガの配備状態に左右されません。このアクショ
ンは、関連付けられている集合イベントが発生すると、必ず実行されます。

· プリトリガ に関する備考に注意してください。

データの保存時には、特定の測定に属する全てのデータが共通のフォルダに書き込まれます。これは、複数のト
リガリリースを使用するチャンネルについても同様です。これらのチャンネルは、複数のイベントで構成される1個の
ファイルに保存することも、個ーのファイルに保存することもできます(を参照してください。マニュアルの「デバイスの
構成」>「保存」 を参照)。
複数トリガを使用すると、特に、複数のトリガリリースのデータを簡単に視覚的に比較できるという利点が得られ
ます。

544

139
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以下のように、カーブウィンドウで個ーのイベントを比較できます。

同じチャンネルの複数のイベントが表示されたカーブウィンドウ
このような結果を得るには、カーブウィンドウを適切に設定する必要があります。メニュー項目[構成] > [イベン
ト、セグメント、期間...]を選択します。[イベント]ページで、表示するイベント数を選択できます。
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7.3.2.10  プリトリガ
トリガに対して記録される全てのチャンネルの信号について、トリガイベントに至るまでの信号の推移を記録する
ことも可能です。プリトリガでは、トリガ発動時点までの記録期間を定義します。トリガ発動時点の相対時刻が
0として定義されるため、プリトリガの時刻値は0未満になります。
Setupプラグインでのプリトリガの設定は、[トリガ]ページの[ターゲット]、[アクション開始]、[終了]、[プリトリ
ガ]列で行います。

注意
· プリトリガが定義されているチャンネルは、定義済みのトリガに割り当てられています。このようなトリガの割り
当てのないチャンネル、つまり測定開始時に直接開始するチャンネルは、象徴的で特別なトリガTrigger_48
に割り当てられます。あるチャンネルのトリガ割り当てを削除するのは、チャンネルを「Trigger_48」に割り当て
るのと同じことですが、この場合、プリトリガは自動的に削除されます。

· プリトリガ領域を含む信号のプロットを表示するには、最初の測定(準備後)を、少なくともトリガイベントより
プリトリガ時間分だけ前に開始する必要があります。2番目の測定については、最初の測定の停止後にプリ
トリガが埋められます。
特にトリガ処理が繰り返される場合、前のトリガイベントが完了してから、プリトリガが埋まることに注意してく
ださい。プリトリガ時間は、設定されている測定期間に考慮されます。プリトリガが完全に埋まっていない
場合、全体的な測定期間はその分だけ短くなります。
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例
測定期間の設定: 10秒、プリトリガ時間: 2秒
トリガ後の測定期間 = (10-2)秒 = 8秒
トリガが1秒後にリリースされた場合: データキャプチャ期間 = 1秒 + 8秒 = 9秒
· 例: 全体のサンプル数が8192個、そのうちプリトリガのサンプル数が1024個の場合のFFT:
サンプリングレート500Hz ->測定期間= 4.1秒、プリトリガ時間: 512ms

3番目のイベントでは、プリトリガを完全に埋める十分な時間がなかったため、7195サンプルのみがキャプチャさ
れています。FFTの計算には8192サンプルが必要なため、このイベントについてスペクトルを計算することはできま
せん。

7.3.3  トリガマシンおよびimcOnlineFAMOS
7.3.3.1  imcOnlineFAMOSの仮想チャンネル

imcOnlineFAMOSにより生成される仮想チャンネルをトリガマシンのイベントとして直接使用することはできま
せん。代わりに、imcOnlineFAMOS関数を使用して、仮想チャンネルでイベントをチェックすることができます。
これにより、いずれかの仮想ビットが切り替わり、その仮想ビットをトリガマシンで評価できるようになります。

値が を超えると仮想ビット が設定されるimcOnlineFAMOS: RMS 230V 01

値を超えた場合に のトリガを により間接的に発動RMS Channel_02 Virt_Bit01   
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注意
仮想ビットは、トリガマシンおよびimcOnlineFAMOSの両方で設定することができます。これによって生じる
混乱を避けるため、imcOnlineFAMOSで設定したビットは、トリガマシンのターゲット側で使用しないでくださ
い。

7.3.3.2  オンライントリガ
コントロールコマンド を使用するimcOnlineFAMOSでは、トリガの特定の状態に反応して目的のアクション
を有効にします。OnTriggerStart、OnTriggerMeasure、OnTriggerEnd)を使用すると、トリガの特定の状態に
応じて目的のアクションを実行することができます。

注
これは、[アクション開始]: [開始]

トリガのコントロールコマンドは、以下のように動作します。
· トリガリリース時に、コントロールコマンドOnTriggerStartの内容が1度実行されます。
· トリガがリリースされている間、コントロールコマンドOnTriggerMeasureの内容が連続的に実行されます。
· トリガの完了時に、コントロールコマンドOnTriggerEndの内容が1度実行されます。
測定期間が異なる複数のチャンネルが同じトリガに割り当てられている場合、期間が最も長い測定の終了時
にトリガが完了します。
· 一般に、1つのトリガの全ての物理チャンネルには同じ測定期間を設定することをお勧めします。

7.3.4  トリガイベント前の表示
トリガされるチャンネルは、トリガがリリースされるまでカーブウィンドウに表示されません。測定が開始されると、そ
の直後からデータはデバイスを通過しますが、そのデータを確認することはできません。そのため、センサーが切断
されるか障害になった場合、トリガがリリースされない理由を特定できません。
このような問題に対処するために、モニタチャンネルが用意されています。モニタチャンネルは、アクティブチャンネル
からサンプリングされます。元のチャンネルより速いレートでサンプリングすることはできませんが、これらのモニタチャ
ンネルに対して異なるトリガ条件を定義したり、トリガ条件を定義しないことも可能です。これにより、これらの
チャンネルを元のチャンネルのトリガ前に確認することができます。
多くのフィールドバスチャンネルには、モニタチャンネルがありませんが、ただし、テクニック を使用してモニタチャン
ネルを作成できます(CAN AssistantでのCANモニタチャンネルの作成)。

7.3.5  測定プロセス
imcSTUDIOでは、測定は[開始]ボタンを押したとき(または、オートスタートモードが有効な場合はデバイスが起
動したとき)に開始されます。次に、全てのトリガが配備されます。トリガを使用しないチャンネルは1トリガ、
Trigger_48に割り当てられ、即座にデータの記録が開始されます。imcSTUDIOは、指定された全ての成分測
定が完了すると、自動的に測定を完結します。また、測定は、トリガに実行すべき未処理の反復カウントがな
く、全ての部分測定が完了した時点で終了します。
[停止]ボタンをクリックすることにより、指定された時間に達する前に測定を完結させることもできます。
ハードドライブに記録および保存された全ての測定データは、共通のフォルダに配置されます。このフォルダには、
同じ測定に属する全てのデータが入ります。新しい測定が開始されると、その測定用に新しいフォルダが作成さ
れます。

685

384
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7.3.6  例
7.3.6.1  バックグラウンド測定
同じデバイスで2つの測定タスクを並行して実行するとします。たとえば、特定の機器の各起動および各制動プ
ロシージャを高分解能で記録する場合、このような測定の記録には、通常、長い休止期間が生じます。一
方、温度やエンジンのRPMなど、連続的に測定する必要のある信号があり、そのデータには休止期間やギャッ
プは生じません。
この場合、高いサンプリングレートで行うフォアグラウンドでのトリガ測定と、低いサンプリングレートで行う、トリガを
使用しないバックグラウンド測定を使用します。
Setupプラグインの[トリガ]ページで、フォアグラウンド測定チャンネルのトリガ設定を適宜設定します。
また、[回数]を[無制限]に設定します。

フォアグラウンド測定に対するトリガ設定
Setupプラグインの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで、バックグラウンド測定チャンネルの測定期間を[未定
義]に設定します。この場合、[停止]ボタンを使用して測定を手動で終了する必要があります。
これらの設定を使用すると、測定中にトリガを何度でも連続してリリースすることができます。測定が完結するた
びに、トリガは自動的に再配備されます。
測定自体は、バックグラウンド測定を[停止]ボタンで停止するまで継続されます。
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7.3.6.2  イベント制御デジタル出力
信号が指定許容範囲内にある期間に、デジタル出力を1に設定します。
Setupプラグインの[トリガ]ページで、チャンネルのトリガイベントを適宜設定します。

イベントの設定
信号が指定範囲25～30°Cにあるときにイベントが発生するように定義します。
次にトリガを設定します。

ビット出力のトリガ設定
ソースとして、イベントの発生元チャンネル(この例ではTemp_01)を選択します。
ターゲットとして、設定する目的のデジタル出力(この例ではDOUT002_Bit01)を選択します。[アクション開始]
を[Begin = 1]、[終了]を[End = 0]に設定します。
測定の実行中にチャンネルTemp_01の信号が設定範囲内になると、デジタル出力ビットの値がhighになりま
す。
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7.4  ストレージオプションおよびディレクトリ構造
この章では、imcSTUDIOで測定データを保存するための様ーなオプションについて説明します。

データストリーム
測定を開始すると、測定デバイスによりデータストリームが生成されます。
どの測定においても、このデータストリームを失うことなく処理し、観察し、保存することが目標となります。
· データストリームは、まずデバイスのRAMバッファメモリ に書き込まれます。
· このRAMバッファは信号プロセッサ (「DSP」 )によって読み取られます。
· 試 験 設 定で imcOnlineFAMOS プログラムを使用している場合、データストリームはこの時点で読み取ら
れ、処理されます。

· 閉ループコントロールアプリケーションの場合は、既にこの時点でデータストリームに割り込むことができます([PC
へ転送 ] の選 択解除 )。

· このプロシージャの後に、必要に応じて、データをデバイス自体に保存するか、または制御PCに伝送して保存
できます。

· データをPCに転送するかどうか、また保存できるかどうかは、チャンネルごとに個別に設 定できます。
· チャンネルを保存するには、必ず、チャンネルおよびデバイスの両方に対して適切なオプションを設 定する必要

があります。

デバイスによる保存
デバイスでは、測定データを内蔵 ストレージメディア またはネットワークコンピュータ (ネットワーク共有)に保
存できます。利用できるオプションは、デバイスのモデルと構成によって異なります。
デバイスによるデータ保存により、切断モードやオートスタートモード など、制御PCを使用せずに接続なしで
独立した操作が有効になります。

PCでのデータの保存と表示
データストリームは、接続(通常はLAN)を介して制御PCに転送されます([PCへ転送] )。デフォルトでは、この
オプションは有効になっています。
データは、カーブウィンドウやPanelプラグイン(具体的にはカーブウィンドウ)を使用して表示できます
(imcSTUDIO Panel のドキュメントを参照)。
また、転送された測定データをPCに保存することもできます。
デフォルトでは、データはPCの循環バッファに保存されます。循環バッファを使用すると、PCの使用可能なワーキ
ングメモリがデータストリームによって完全に枯渇するのを防ぐことができます。

PCおよびデバイスによるデータ保存
デフォルトでは、データ保存は無効になっています。多様なデータ保存オプションがあります。
· 名前/フォーマット
· 循環バッファメモリ
· 使用可能なイベント
· インターバル保存

· フォルダのネーミング
· トリガイベントを別々のファイルに保存
· 保存場所
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7.4.1  保存オプション - 概要
チャンネルの保存オプションの設定を行うには、ダイアログで[アナログ/デジタルチャンネル]ページの[データ転
送]ダイアログを使用します。

蓄積された測定データは一時的にデバイスに保存され、その後、表示、解析、または保存のためにPCに転送さ
れます。データを保存するには、ユーザプログラムで特定の設定を行う必要があります。再起動後のデフォルト設
定は[PCへ転送]です。.
imcSTUDIOの[データ転送]ダイアログにある以下の保存オプションが用意されています。
1. オンライン処理のみ(PCへの転送やPCでの表示を行わない)
2. 内蔵ストレージメディア(デバイスドライブ)に保存
3. PCへのデータの表示と計算(循環バッファ1を使用または不使用)
4. PCのハードドライブに保存(循環バッファ1を使用または不使用)
上記の項目2～4は自由に組み合わせることができます。全ての保存オプションは、各チャンネルに対して個別
に設定できます。
1 循環バッファ: データは、指定された時間に渡ってPCのメモリに保存され、その後削除されます(ファーストイン、ファーストアウト)。

[PCへ転送]:
· このボックスを選択すると、データはPCに伝送されます。PCでデータを表示、計算、保存する場合の前提条件
です。

· [オンライン処理のみ]: このボックスを選択しない場合、データはPCに転送されません。データは、
imcOnlineFAMOSによるデバイスでの処理または表示にのみ使用できます。測定データは、カーブウィンド
ウまたはツールウィンドウDataBrowser
[データの保存]:
· PCに保存 : 設定されたフォルダ構造 に従う、PCハードドライブへの測定データの保存
· デバイスハードドライブに保存 : 設定されたフォルダ構造 に従う、デバイスハードドライブへの測定デー
タの保存このオプションを使用するチャンネルは、デバイスの内蔵ドライブに現在の試験設定名で記録されま
す。
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7.4.1.1  その他のオプション
[自動ファイル名]:
ボックスにチェックマークが付いている場合、imcSTUDIOはファイル名を作成します。
· PCとデバイス: チャンネル名はファイル名として使用されます。
PC上の循環バッファメモリ:
指定された時間に渡り、データはPCに保持されます。このオプションを使用すると、測定開始からの必要メモリ量
がわかります。
· 循環バッファメモリは、Panelページでの表示および計算用またはデータ保存用に個別に設定できます。
· このオプションは、PCでデータの観察のみを行いたい場合や、PCドライブに長期測定に十分な容量がない場
合に役立ちます。観察期間および設定された循環バッファ期間内に取得されたごく最近のデータのみが保存
または表示されます。

· 時間は秒単位で入力します。特定フォーマットで入力することもできます。この場合は、数値の後ろに以下の
いずれかの接尾辞を付けます。

s 秒
min 分
h 時間
d 日
例: 「3 min」= 3分、「2 h」= 2時間
0を入力すると、循環バッファ動作が無効になり、全てのデータが保存されます。

注
· 表示用および計算用の測定データは、必ず循環バッファモードで処理する必要があります。
· 循環バッファメモリ内のデータが少なすぎる場合、その原因の1つは、測定データのオーバーフローです。
連続的に信号を記録する場合とは異なり、循環バッファでは、データオーバーフローの発生後に正しいタイミ
ングでデータを表示および記録できるため、オーバーフローは通知されません。循環バッファメモリのバッファ期
間が1時間の場合、前日にデータオーバーフローが発生したかどうかは問題になりません。ただし、現在のデ
ータが正しいタイミングで表示されるということは、オーバーフロー前のデータが削除されているということです。こ
の場合、測定期間がバッファ期間より長くても、循環バッファメモリはいっぱいになりません。

[使用可能なイベント]/[保存されるイベント]:
この設定では、全てのトリガイベントを保存するか、最後のトリガイベントのみを保存するかを定義します。
· 全てのイベントを保存する場合、結果的にイベントベースのデータセットになります。測定データをPCに保存す
る場合は、各イベントを別ーのファイルに保存できます(「個別のファイルにトリガイベントを保存する」 を参
照)。

· 全てのイベントに対して表示および計算を有効にすると、たとえば、1つのカーブウィンドウに全てのイベントを
表示することができます。

注
この量を設定できるのは、各チャンネルに循環バッファメモリが設定されていない場合、すなわち[無制限]に設
定されている場合のみです。

[ファイルフォーマット]:
保存される測定データのフォーマット(「データファイルフォーマット」 を参照)。
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7.4.1.2  データ保存なしでのデータ表示
データ保存は、システム設定または読み取り試行などの設定では必要ありません。[PCへ転送]を使用すると、
データを保存せずに表示することができます。

7.4.1.3  データファイルフォーマット
デフォルトでは、測定データはimcFAMOSファイルフォーマットで保存されます。
ファイルフォーマットの選択リストで、希望するファイルフォーマットを設定することができます。
· imcFAMOS
· CANAlyse-MDF
imcFAMOS
imcFAMOSファイルフォーマットは、以下のファイルフォーマットに基づきます。
各チャンネルは、拡張子*.RAWの別ーのファイルに保存されます。RAWはrawデータを表し、測定デバイスから
返された元データであることを意味します。
測定データの各ファイルのヘッダには、imcDEVICESの完全なバージョン情報が保持されます。imcSTUDIO、
imc POLARES、imc WAVE、およびimc COMプログラムのバージョン情報が測定データと一緒に渡されるため、そ
れぞれのファイルヘッダにも反映されます。デバイスへの保存時には、デバイスのシリアルナンバーが追加で記録
されます。

[参考]
このファイルフォーマットの詳細については、マニュアル
imcSharedComponents.pdf >「ファイルアシスタント」>「File Format」を参照してください。
このマニュアルには、imcFAMOSおよびimcSTUDIOを一緒に使用するモジュールに関する説明があります。

デバイスにより保存される測定データは、imcFAMOS (5.0リビジョン8以上)で直接読み取ることができます。

注意
imc測定データをEXCELの表またはASCIIファイルに変換する方法については、ImcFrmtCvrtプログラム
(imcDEVICESのインストールCDのTools内 )を参照するか、コマンドFormat Converter を使用します。

7.4.1.3.1  CANAlyser-MDFフォーマットのCANプロトコルデータ
CANメッセージのログは、imcFAMOSフォーマットまたはCANAlyse-MDFファイルフォーマットで保存できます。
このオプションは、デバイスに対してのみ使用できます。
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注意
· 測定可能な最長期間は11時間55分49.67秒です。
· このフォーマットは、CANアシスタントの[メッセージログ]コントロールでメッセージが[CANバスメッセージのロギン
グ]に設定されている場合のみ使用できます。

7.4.2  デバイスでのデータ処理と保存
内蔵ストレージメディアへの保存
測定データをデバイスに直接保存することができます。これを行うには、適切なデータストレージメディアが必要で
す(「内部ストレージメディア」 を参照)。
デバイスによるデータ保存により、切断モードやオートスタートモード など、制御PCを使用せずに接続なしで
独立した操作が有効になります。

デフォルトでは、デバイスによる保存は無効になっています。データ保存を有効にするには、[データの保存]ボッ
クスを選択します。
チャンネルは、設定されているフォルダ構造 に従い、現在の試験設定名で内部デバイスドライブに保存され
ます。

保存場所
デバイスによるデータ保存には、以下の4つのオプションがあります。
· デバイスシャーシに組み込まれたハードドライブに保存
· デバイスが無効のときにのみ交換可能な(ホットプラグ非対応)リムーバブルデータキャリアに保存
· 動作中に交換可能な(ホットプラグ対応)リムーバブルデータキャリアに保存
· ネットワークコンピュータ(ネットワーク対応)に保存
どのオプションを使用できるかは、デバイスハードウェアの構成とタイプによって異なります。
保存場所を設定するには、Setupプラグインの[デバイス]ページの[保存]ダイアログを開きます

7.4.2.1  RAMバッファ期間
RAMバッファ期間とは、各チャンネル用に予約される時間間隔で、データはこの期間に渡って測定デバイスの
RAMに保存されます。この時間間隔が長いほど、PCと測定デバイスの接続が遮断された場合にデータオーバー
フローが発生する可能性は低くなります。 
たとえば、PCへの接続障害によりデータをPCに転送できなくなった場合、設定されたRAMバッファ期間が経過す
ると、データオーバーフローが発生します。非常に複雑なオンラインプログラムを使用する場合は、この時間間隔
の設定を調整すると役立ちます。また、測定の実行中に内蔵ストレージメディアを交換する場合(ホットプラグ)も
同様です。
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例
アクティブチャンネルのデータに10秒のRAMバッファ期間が割り当てられているとします。PCがEthernetインター
フェースから10秒間データを取得しないと、バッファがオーバーフローします。すなわち、PCに転送されるはずのデ
ータが失われ、「データオーバーフロー」メッセージが表示されます。そのため、バッファ期間を十分に大きい値に
設定することをお勧めします。
チャンネルのRAMバッファ量は、サンプリングレートとバッファ期間をかけることにより計算されます。たとえば、推
奨されるRAMバッファ期間に渡ってチャンネルを5kHzでサンプリングする場合、10秒間で5000×10 = 50,000サン
プル分のバッファ量が使用されます。測定の準備中、特に、全てのチャンネルの要件を満たすことのできる十分
な空き容量がRAMにあるかどうかがシステムでチェックされます。準備中にエラーメッセージが表示された場合
は、アクティブチャンネルの数を減らすか、PCに保存しないチャンネルなど個ーのチャンネルのバッファ期間を短く
してください。

また、「Time stamping」 の章(CANバスインターフェース)で、タイムスタンプ付きCANデータを含むRAMバッファ
期間に関する注意事項に留意してください。

7.4.2.1.1  内蔵(リムーバブル)ストレージメディアのデータオーバーフロー
PCへのデータ転送は、データを内蔵ストレージメディアに書き込む場合と同じプロシージャによって実行されます。
そのため、PCとの通信が中断すると、関与しているチャンネルがそのPCに転送されるかどうかに関わらず、内蔵デ
ータストレージでデータオーバーフローが生じる可能性があります。
接続の問題が予測される場合は、以下の設定を行うことをお勧めします。
ケース1: 約50%の合計サンプリングレート(200kHz)の場合、データオーバーフローを防ぐには、チャンネルあたり10s
のRAMバッファ期間で十分です。
ケース2: 最大合計サンプリングレート(400kHz)の場合、オートスタートモードで測定を実行することをお勧めしま
す。

7.4.2.1.2  RAMバッファ期間と同期
以下の3つのいずれかの方法を使用することで、電流信号とそれに関連する電圧信号からの電力の計算などの
ために、複数のチャンネルの記録を完全に同期させることができます。
1. チャンネルに対し、同じサンプリング間隔と同じRAMバッファ期間を数学的に組み合わせるように選択し
ます。これらのチャンネルを同じトリガに割り当てます。

2. ダウンロードの準備を実行します。ダウンロードの準備を繰り返すには、 リボンの[設定-制御] > [再構成]
を選択します。

3. バッファ量が65,536未満になるようにRAMバッファ期間を選択します。例: サンプリングレートが20kHzの場
合、RAMバッファ期間は65,536/20,000 = 3.3秒になります。提示される値の横にある入力ボックスに、キーボ
ードを使用してこの値を入力できます。非常に高いサンプリングレートでは、データオーバーフローを防ぐため
に、測定システムをオートスタートモードで実行することが必要になる場合があります。上記の「内蔵(リムーバ
ブル)ハードドライブのデータオーバーフロー」 を参照してください。

これらのどのオプションも実装しない場合、チャンネル間で時間オフセットが生じることがあります。その原因は以
下のとおりです。
1つのチャンネルのRAMバッファで使用可能なアドレスは2^16 = 65,536個です。これは、最大65,536サンプル分の
RAMバッファ量に対して、各サンプルを個ーにアドレスできるということです。サンプリングレート×バッファ期間の値
がこれより大きい場合、RAMバッファはブロックで構成されます。
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例
サンプリングレート10kHz×バッファ期間10秒の場合、サンプル数は100,000個になり、これは65,536を超えていま
す。この場合、RAMバッファを、それぞれ2サンプルから成る50,000個のブロックで設定する必要があり、アドレス
時の許容サンプル数がブロックサイズ-1 (この例では1サンプル)になります。
まれに、この許容サンプル数により、2つのチャンネル間で時間オフセットが生じることがあります。この場合に生じ
る可能性のある時間オフセットは、0～(ブロックサイズ-1)サンプルの範囲になります。

7.4.2.2  データ転送
PCへの内部データの転送については、「デバイスハードディスク、リムーバブルドライブ」 の章で説明されていま
す。

7.4.3  PCでのデータ処理と保存
[PCへ転送]オプションがアクティブ化されている
場合、測定データはPCに転送されます。
測定中、データをハードドライブに保存しなが
ら、PCで表示することもできます。

測定データの表示と計算:
測定データは自動的には保存されませんが、 Panelプラグインに表示し、計算に使用することができます。
データの保存:
PCへのデータ保存をアクティブ化するには、[データの保存]のボックスを選択します。
保存場所:
測定ファイルは、試験設定と一緒に永続的なフォルダ構造に保存されます。
測定の完了後、このように保存されたデータをプラグインPanelまたはimcFAMOSで表示します。

注意
測定データは、試験設定と一緒に保存されます。選択したドライブに、試験設定と予測される測定データに
十分な量の空きメモリがあることを確認してください。

[参考]
· 測定データの表示および保存のためのオプションについては、チャンネルの「保存オプション - 概要」 に記
載されています。

· 保存済み測定データの表示については、「保存済み測定データの表示」 の章に記載されています。
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7.4.3.1  はじめに(PCへのデータ保存)
試験設定により、imcSTUDIOで実行される全ての測定プロシージャのフレームワークが定義されます。試験設
定は、デバイスの選択やチャンネルのパラメータ化など、プラグインimcSTUDIO Setupに関する全ての設定のレ
コードで構成されます。試験設定は、PCハードドライブ上のimcSTUDIOデータベースに保存されます。

定義
試験設定: 試験設定には、測定を復元するための全ての情報が保持されます。
測 定 : 各試験設定では、複数の「測定」を実行できます。すなわち、特定の構成が設定されている場合、その
構成を使用して複数の測定を連続して行うことができます。
· 測定の名前は、連続番号にするか、日時を使用します(「データ保存とディレクトリ 構造」 を参照)。

7.4.3.2  ツリー構造
データの保存時には、以下のディレクトリ構造が使用されます。

測定結果を保存するためのフォルダ構造については、「データ保存とディレクトリ構造」 の章を参照してくださ
い。
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7.4.3.3  PCの保存および表示オプションの概要
--- = オプションを無視
0/1 = 無効/有効

SL = セグメント長(FFTまたは同様のものの長さ)
MS = 行列サイズ
HS = ヒストグラムサイズ

アナログまたはデジタルチャンネル、あるいはその他の等間隔サンプリングチャンネルまたはタイムスタンプ
方式のチャンネル(データ低減チャンネルなど)
· 表示および計算(測定データの保存ありまたはなし)

トリガ 循環バッファ 使用可能なイベント
複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て

不使用 0 --- ---
1 任意(6) ---

使用 0 --- 最後/全て(5)
1 任意(6、7) 最後(1)

· 測定データの保存あり
トリガ 循環バッファ /[保存されるイベン

ト]
保存間隔

複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て 保存間隔 保存間隔カウント

不使用 0 --- --- 任意(6) 1～nまたは全て
1 任意(6) --- 任意(6) 1～nまたは全て

使用
0 --- 最後/全て 測定の終了 1～nまたは全て

間隔(3) ---
1 任意(6、7) 最後(1) 測定の終了 1～nまたは全て

--- (8) ---

FFTまたは同様の仮想チャンネル
· 表示および計算(測定データの保存ありまたはなし)

トリガ 循環バッファ 使用可能なイベント
複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て

不使用 0 --- ---
1 n*SL ---

使用 0 --- 最後/全て(5)
1 n*SL 最後(1)

· 測定データの保存あり
トリガ 循環バッファ /[保存されるイベン

ト]
保存間隔

複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て 保存間隔 保存間隔カウント

不使用 0 --- --- 任意(6) 1～nまたは全て
1 n*SL --- 任意(6) 1～nまたは全て

使用
0 --- 最後/全て 測定の終了 1～nまたは全て

間隔(3) ---
1 n*SL 最後(1) 測定の終了 1～nまたは全て

--- (8) ---
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行列またはヒストグラム
· 表示および計算(測定データの保存ありまたはなし)

トリガ 循環バッファ 使用可能なイベント
複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て

不使用 --- --- ---

使用
0 --- 最後/全て(5)
1 MSまたはHS 最後(1)

· 測定データの保存あり
トリガ 循環バッファ /[保存されるイベン

ト]
保存間隔

複数トリガの
使用

循環バッファ 時間 最後または全て 保存間隔 保存間隔カウント

不使用 --- --- ---
測定の終了 1～nまたは全て
間隔(3) ---

使用
0 --- 最後/全て

測定の終了 1～nまたは全て
間隔(3、4) ---

1 MSまたはHS 最後(1)
測定の終了 1～nまたは全て

--- (8) ---

(1) 複数トリガを使用するチャンネルの場合、循環バッファには最後のトリガのみが保存されます。循環バッファ
は、複数トリガによる測定には適用されません。
[最後また は 全 てのショット ]オプションは、[1つのト リガイベントのサイズの循環バッファ ]オプションが簡略化さ
れたものです。

(2) 保存により、全てのトリガイベントが使用可能になり、表示できるようになります。カーブウィンドウでは、全
て/最後/一部のイベントの表示モードを使用できます。

(3) 複数トリガを使用するチャンネル、行列、およびヒストグラムには、1回の測定中に複数の保存間隔を使
用することはできません。全てのデータは、設定された最初のフォルダに保存され、ファイルは終了時に終
結します。
PCで、トリガされたチャンネルを循環バッファに保存し、保存間隔を使用する場合、最後のイベントのみが
保存されます。

(4) ヒストグラムおよび行列は、チャンネルに設定された保存間隔で、作成される最初のフォルダに保存されま
す。

(5) 無限のトリガを使用するチャンネルのデフォルト設定は、[最後のイベントの表示]です。これにより、長期の
測定中にメモリがオーバーフローするのを防ぐことができます。ユーザは、全てのイベントを表示するように切
り替えることもできます。「表示」は主に「記憶されていることを取り出す」ことであり、[全て表示]と[最後のイ
ベントの表示]を切り替えることによって変わるのは表示だけです。この切り替えは、測定中に必要なだけ
行えます。ただし、測定全体を通してチャンネルの設定は固定されます。カーブウィンドウの設定に関係な
く、最後/全てのイベントのみを使用できます。

(6) 循環バッファの長さおよび保存間隔の数は、使用PCの保存オプションのフレームワーク内で「任意」の値を
取ることができます。最小保存サイズは2データサンプルです。

(7) バッファメモリサイズは、チャンネルのトリガ長に制限されます。1つのトリガにおけるデータ量は制限されてい
るため、それより多いメモリ領域は無駄になります。

(8) 循環バッファに保存されるチャンネルでは、インターバル保存は無視されます。
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7.4.4  保存間隔
保存間隔 - その目的
特定の時間間隔が経過すると、実行中のデータセットが終結し、新しいファイルが作成されます。
· 保存間隔の数を指定します。この数と保存間隔の期間をかけた値が最大メモリ深度になります。この間隔の
数を超えると、最も古い保存間隔の記録が削除されます。

· この設定は、デバイスの全てのチャンネルに対して有効です。
たとえば、測定の実行中に停電が発生した場合、ファイルが正しく終結している保証はないため、最後に記録
された試験を評価できなくなります。保存間隔を設定することにより、システム障害によって生じる可能性のある
最大のデータ損失を定義します。

インターバルデータ保存の有効化
インターバルデータ保存を有効にするには、Setupプラグインの[デバイス]ページの[保存]ダイアログを開きます。

インターバル保存によるデータ保存は、デバイスおよびPCに対して別ーに設定することができます。
· ダイアログの左側には、「デバイスへのデータ保存」 の設定が表示されます。各デバイスに対して個別にイ
ンターバル保存を設定することができます。

· 右側には、PCへの保存に関する設定があります。ここで設定する保存間隔は全てのデバイスに適用されま
す。

· インターバル保存の設定は、個々のチャンネルに自動的には適用されません。
注

· インターバル保存を有効にしても、個ーのチャンネルで保存が有効になるわけではありません。
· 必要なチャンネルに対して、PCまたはデバイスへのデータ保存を追加で有効にする 必要があります。

保存間隔/保存間隔カウント

これらの2つのパラメータを使用することで、データ量とファイル数を制限できます。これにより、測定が長期に渡る
場合でも、使用可能なメモリの枯渇を防ぐことができます。
保存間隔の期間: この時間が経過すると、次の保存間隔期間用に新しいファイルが作成されます。
間隔の数: [最後のx間隔を保存]では、目的とする間隔の数を設定します。保存間隔がこの数に達すると、最
も古い間隔が削除されます(循環バッファ)。
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保存間隔カウントと間隔をかけた値により、測定完了後に使用可能な測定期間が決まります。
例:
保存間隔が5分、保存間隔カウントが12、測定期間が24時間に設定されているとします。
この場合、1日(24時間)後には、最大5分の間隔で構成される、少なくとも最後の60分間の測定結果を利用
できます。

注意と制限
· 測定が完了すると、通常、設定した間隔より1間隔分多いデータが得られます。
· この保存オプションは、トリガカウントが1 (1回の測定中にマルチショットのトリガが実行されない)のチャンネ
ルに対してのみ使用できます。

· タイムスタンプを使用するCANチャンネルのインターバル保存は、デバイス内蔵ハードドライブへの保存で
のみサポートされ、PCへの保存ではサポートされません。

· 以下のデータタイプについては、ファイルが1つのみ保存されます。このファイルは最初の間隔のフォルダに保
存されます(準備段階で警告メッセージが表示されます)。

· FFT、行列、ヒストグラムなど、セグメント化されたデータ
· マルチショットのトリガが設定されたイベントチャンネル
· CANメッセージまたはレコードイベントによるTimeStampASCII (TSA)データ

重要な注記
· インターバル保存を有効にすると、指定した数の間隔を除く全てのフォルダが削除されます。
· ダウンロードの準備をするか、または新しい測定を開始すると、既存の測定値の数が保存間隔の数
まで減少します。

· 間隔の数を減少させた場合も、同じことが起こります。
· 「YYYY-MM-DD hh-mm-ss*」形式で構成されたフォルダは全て削除されます。

7.4.4.1  デバイス内蔵ストレージメディアへの保存間隔
グループ2 以上のデバイスの場合:

· [保存間隔]および[保存間隔カウント]の設定を使用して、保存領域を定義します。
· 指定した間隔数に達する前に使用可能な領域がなくなってしまった場合、デバイスは循環バッファ動作
に切り替わります。たとえば、間隔数が30で、ストレージメディアの領域が十分にない場合、これより少ない
間隔数で循環バッファ動作が実行されます。
· ループにより、現在の試験設定フォルダに少なくとも4個の測定フォルダが存在するかどうかがテストされ
ます。

· その後、最も古いフォルダが削除され、空きメモリ量が十分になったかどうかがチェックされます。
· 十分でない場合は、この処理が繰り返されます。
· 十分なメモリが使用可能になると、データの記録が続行されます。
· 残っている測定フォルダが3個以下の場合、ストレージメディアへのデータ記録が停止し、「ディスクがいっ
ぱいです」というエラーメッセージが表示されます。

循環バッファ動作が機能しない状況
1.ストレージメディアが既にいっぱいのときに、新しい試験設定を作成しようとした場合。
2.測定の長さが無限で、保存間隔が設定されていない場合。
3.現在の試験設定に割り当てられたストレージメディアのメモリが小さすぎるため、少なくとも4個のフォルダ
が保存される前にいっぱいになる場合。これは、必要なメモリ量がフォルダごとに異なる場合も同様です。
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最低4個のフォルダが必要な理由
1. リング動作には、同じ試験設定に属する古いフォルダによって占有されていたストレージメディアメモリ
またはまだ空きのあるストレージメディアメモリのみが使用されます。
原則として、別の試験設定に属するデータは削除されません。

2. 読み取り可能なデータが保持された、閉じたフォルダが少なくとも2個常時存在している必要がありま
す。

3. これには、データが保持されていない可能性のある現在のフォルダは含まれません。削除後に有効な
フォルダが少なくとも2個存在する必要があるとすれば、削除前の時点で3個のフォルダが存在してい
なければなりません。したがって、削除を実行するには、現在のフォルダと合わせて4個のフォルダが必
要ということになります。

注
· 保存間隔あたりのサンプル数は、特にデータスループットが大きい場合に、変化する可能性があります。ただ
し、サンプルが失われることはありません。

· 間隔が完結したことは、ファイルDirClosed によって示されます。

7.4.4.2  間隔の標準化
PCおよびデバイス上の間隔のフォルダを標準化するために、最初の間隔は次の間隔の開始に合わせて打ち切
られます。 

例
· 測定を8:55:03に開始し、保存間隔が10分に設定されているとします。
· この場合、最初の間隔は、次の間隔が10分の倍数で始まるように9:00:00に終了します。以降、13:10:00、

13:20:00のように10分刻みで間隔が開始されます。 
· 1つの間隔中にチャンネルがトリガされなかった場合、その間隔のフォルダは空のままになり、次の間隔のフォ
ルダ作成時に削除されます。

7.4.5  ネットワークへのデータ保存

保存ダイアログ[ ]  
ネットワーク保存

デバイスによる保存では、保存先とし
てネットワークドライブを指定することも
できます。
すなわち、デバイスは測定データを単
独でネットワークに保存でき、PCでのプ
ログラムの実行は必要ありません。
ただし、デバイスでネットワークへのデー
タ保存がサポートされている必要があり
ます。サポートされていない場合、この
オプションは使用できません(グループ4
以上のデバイス)。
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データはデバイスには保存されず、中央のデータコレクタに保存されます。
保存先として、LINUX、WIN2000、Windows XP/Vista/7/8など、CIFS (Common Internet File System)を使
用するシステムを指定できます。
ネットワークドライブへのデータ保存を設定するには、 Setupプラグインの[デバイス]ページの[保存]ダイアログを開
きます。

PCへのデータ保存との基本的な違い:
· PCに保存する場合と異なり、 試験設定をネットワークドライブに保存する必要はありません。 測定データを試
験設定と一緒にimcSTUDIOデータベースに保存する必要はありません。

· 測定結果は、DataBrowserに保存済みの測定値として表示されません。
· 技術的には、PCへのデータ保存とデバイス/ネットワークドライブへのデータ保存には、さらに以下のような違い
があります。

· PCへのデータ保存では、データ保存はオペレーティングプログラムによって処理されます。
· ネットワークドライブへのデータ保存は、測定デバイスによって管理されます。
すなわち、測定中にオペレーティングソフトウェアを実行する必要がなくなります。

利点:
· 測定中にオペレーティングプログラムを実行する必要がありません。
· そのため、ネットワークを介したPCへのデータ保存は、オートスタートモードおよびスリープ/再開モード(imc

BUSDAQ )でも機能するようになっています。
· 試験設定の保存場所に関係なく、データが中央に保存されます。
· 測定後に内蔵ドライブを中央のデータ保存領域にコピーする必要がありません。
前提条件:
· グループ4以上 のデバイス
· 書き込み許可のあるネットワークドライブの共有
· セキュアなネットワーク
· LINUX、WIN2000、Windows XP/Vista/7/8など、CIFS (Common Internet File System)を使用するシステム

7.4.5.1  設定

保存ダイアログ[ ]
ネットワーク保存の設定

保存先PCのIPアドレスと共
有フォルダ名を使用してネッ
トワークドライブを指定しま
す。
ネットワーク保存パスは、
UNC表記(\\サーバー\共有
フォルダ\)で指定する必要
があります。

指定したユーザ名とパスワードによるネットワーク保存パスへの書き込みアクセス(「共有」アクセス許可)が可能な
ことを確認してください。ターゲットシステムをパスワードで保護していない場合は、このフィールドをブランクのままに
します(現時点では、これはWIN2000およびWindows XP/Vista/7ではサポートされません)。
計測器により、ネットワークドライブ上に、デバイス名と試験設定名で構成されるデータ用のサブフォルダが作成
されます。
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[待機時間[秒]]には、測定の準備時にネットワークドライブをマウントするために使用可能な最大時間を指定
します。 

例
選択したネットワークパス: \\MyServer\means
デバイス名: [imcCronosPL_123368]
保存されている試験設定名: [Test1]
測定開始後に測定結果が保存されるパス:
\\MyServer\means\imcCronosPL_123368\Test1

注
保存先PCを使用できない場合、システムによりWINSOCKエラーが報告されます。これにより、デバイスは約5分
間無効になります。その間は、再起動によってのみこの状態を解消することができます。

7.4.6  データ保存とディレクトリ構造
測定結果の保存先フォルダ構造を変更するには、Setupプラグインの[デバイス]ページの[保存]ダイアログを開
きます。
このダイアログでは、測定データをデバイスまたはPCに保存するためのオプションを設定します。フォルダのネーミン
グ方法およびフォルダの場所を定義できます。また、測定データの保存間隔を設定することも可能です。

注
· 測定データの取得時にデータオーバーフローが発生し、サンプリング間隔より大きいデータギャップが生じた場
合は、新しいファイルが作成され、欠落データ用の空ファイルは作成されません。

· 上記の場合より小さいデータオーバーフローが発生した場合は、すでにファイルに保存されているデータが上
書きされ、オーバーフロー後に保存されたデータのみが残ります。これらのデータには正しいタイムスタンプが設
定されます。

· 間隔または測定により、各チャンネルに対してファイルが1つずつ作成され、その中にそれぞれの測定ファイル
が保存されます。
このファイルのサイズが2GBに達すると、新しいファイルを含む新しい測定フォルダが自動的に作成されます。
このフォルダには最初のフォルダと同じ名前が付けられますが、 2014-08-05 14-30-00 (1).002のように接尾辞
002が付けられます。
この新しいファイルのサイズも2GBに達すると、接尾辞002の付いた新しいファイルが再度作成されます。

7.4.6.1  測定データフォルダのネーミング
デフォルトでは、フォルダには日時を含む名前が付けられます。また、通し番号を付けることもできます。また、トリ
ガイベントごとに別ーのフォルダ を作成することもできます。
[データパスネーミング]パラメータを使用して、測定データのフォルダ構造を設定します。

[タイムスタンプ - 日時(測定番号)]
パス名は、開始時刻を基に構成されます。
\2011-06-12 17-01-30 (1) \Channel_001.raw

\Channel_002.raw
\Channel_003.raw
\---.raw

\2011/06/16 14-01-30 (2) \---.raw
\開始時刻(測定番号) \ファイル名.raw
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[連続番号]
\00000001 \Channel_001.raw

\Channel_002.raw
\Channel_003.raw
\---.raw

\00000002 \---.raw
\番号 \ファイル名.raw

PCおよびデバイスへの同時保存に関する注意
デバイスとPCの両方への同時データ保存を選択する場合、対応する2つの測定データフォルダに同じ名前を付
ける方法が有効です。
これを行うには、[データパスネーミング]で[タイムスタンプ - 日時(測定番号)]を選択します。
[データパスネーミング]のオプション[連続番号]では、ずれが生じる可能性があります。連続して付番することに
より、既存の測定データフォルダが反映されます。たとえば、一部の測定がPCから削除された場合、以降の測
定のネーミングにずれが生じます。

7.4.6.2  [個別のファイルにトリガイベントを保存する]
[個別のファイルにトリガイベントを保存する]オプションでは、システムによるトリガイベント発生時のデータ保
存動作を設定できます。
無効 有効
全てのトリガイベントが同じファイルに保存されます。 発生する各トリガイベントが新しいファイルに保存されます。
· 複数のトリガイベントを保存する場合([保存オプション] > [その他
のオプション] を参照) 、イベントベースのデータセットが生成さ
れます。

· 最後のイベントのみを保存する場合、以前のトリガイベントは削
除されます。

· 各トリガイベントに対して別ーのフォルダが生成され、そこに関連
するトリガチャンネルデータが保存されます。

· 測定の実行中は、既に完了しているイベントのデータにアクセス
できます。

各トリガイベントを別ーのフォルダに保存する:
\2011-06-12 17-01-30 (1) \Trigger_48_0001\Channel_001.raw

\Trigger_01_0001\Channel_002.raw
\Trigger_01_0002\Channel_002.raw

---
\Trigger_02_0001\Channel_003.raw

\2011/06/16 14-01-30 (2) \Trigger_48_0001\---.raw
\開始時刻 (測定番号) \トリガ名_トリガ番号\ファイル名.raw
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この設定を有効にすると、測定データのフォルダ構造は以下のようになります。

注意と制限
· [1トリガ]の組み合わせによるすべてのトリガは、常にTrigger_48のフォルダに保存されます。これらには個別
のフォルダは割り当てられません。

警告
· このオプションを使用する際は、細心の注意が必要です。トリガ条件の選択が不適切な場合、短時間でハ
ードドライブがトリガフォルダでいっぱいになる可能性があります。

· システムがデータへのアクセスに必要とする時間は、フォルダ数とともに増加します。そのため、合計1000個の
トリガフォルダが作成されると、新しい測定データフォルダが作成されます。

7.4.6.3  補助ファイル: DirClosedとimcSyslog.txt
測定システムでは、測定データに加え、2つのシステムファイルが作成されます。

7.4.6.3.1  DirClosed
測定データフォルダが完全に完結すると、その直後にデバイスハードドライブにDirClosedファイルが作成されま
す。このファイルは空ファイルです。このファイルが存在すると、測定データへのアクセスが可能になり、imc LINKま
たは個人的に作成した転送プログラムで、コピーおよび削除を確実に行えるようになります。

7.4.6.3.2  imcSyslog
PCに接続されていない状態で動作しているデバイスは、エラーを報告することができません。たとえば、オンライン
処理中やデータの保存中にデータオーバーフロー が発生した場合、この情報をデバイスに保存する必要があ
ります。
このような情報は、それぞれの測定データフォルダにあるimcSyslog.txtファイルに保存されます。この時点では、
発生したデータオーバーフローに関する重要な情報のみが記録されます。これにより、失われたサンプルを除き、
測定データを再構築することができます。

ファイルの名前
DeviceXXXXXX.syslog。XXXXXXはデバイスのシリアルナンバーを表します。たとえば、Device120345.syslogのよう
な名前になります。

正常に機能しているときのファイルの構造
imcSyslog Version 1.0
imc Devices 2.8R3 SP6 (8.4.2013)
Nothing to report!
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データオーバーフローが発生した場合のファイルの構造
imcSyslog Version 1.0
2010-12-21 11:08:06.929190 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:206
L#:1253
2010-12-21 11:08:08.147645 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:1459
L#:1800
2010-12-21 11:08:11.029787 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:3259
L#:1113
2010-12-21 11:08:16.071192 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:6918
L#:1304
2010-12-21 11:08:22.906673 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:10111
L#:1054
2010-12-21 11:08:24.630697 M#:Data overflow on disk! F#:V006_G01.raw E#:1 FE#:0 O#:11186
L#:1100
Log closed!
この構造は、修復プログラムが情報の読み取りおよび処理を行えるように設計されています。
2010-12-21
11:08:06.929190

M#
:

Data overflow on
disk! 

F#: [V006_G01.ra
w] 

E#: 1 FE#:0  O#
:

206  L#:1253

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.イベントの日時:  2010-12-21 11:08:06.929190など
2.メッセージテキストのID。M#:
3.英語テキストでのレポート。例: Data overflow on disk!
4.ファイル名のID。F#:
5.オーバーフローが発生したファイルの名前。例: V006_G01.raw
6.絶対イベント番号のID。E#:
7.データオーバーフローが発生したイベントの絶対番号。例: 1 (測定開始以降にこのチャンネルで最初に行われ
たトリガリリース)
8.相対イベント番号のID。FE#:
9.影響を受けたファイルでのイベントに関する、イベントの相対番号。例: 0 (このファイルでの最初のイベント)、1
(このファイルでの2番目のイベント)...
10.オフセットを表すID。O#:
11.ファイル内のオーバーフローのオフセット(16ビットワード)。例: 206

-1 -> オーバーフローが最後の間隔のファイルとこのファイルとの間で発生
12.データオーバーフローの長さを表すID。L#:
13.データオーバーフローの長さ(16ビットワード)。例: 1253

7.4.6.4  不完全な測定ファイル
測定プロセスの間は、書き込み中の測定ファイルは不完全な状態にあり、削除することもコピーすることもできま
せん。[保存間隔]または[個別のファイルにトリガイベントを保存する]オプションを使用すると、測定中であっても
データにアクセスできるようになります。ただし、これが可能なのは、完了したイベントのデータのみです。現在の間
隔またはトリガイベントには、前述の制限が適用されます。

注意
全てのファイルが完結すると、システムにより、追加ファイルDirClosed が作成されます。このファイルが作成さ
れた直後から、測定データに確実にアクセスできるようになります。
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7.4.7  保存 - Miscellaneous
7.4.7.1  測定データのメモリ要件
内蔵ストレージメディアへの測定データの保存について、以下の点に注意してください。
· 測定中に使用可能なメモリが枯渇しても、測定は続行されます(場合によっては、表示とPCハードディスクへ
の追加保存が行われます)。
特定の長さの測定に必要なメモリ量を推定するには、まず各種のデータタイプを区別する必要があります。アナ
ログ とデジタル、低減データと等間隔データの区別のほかに、ト リ ガ を 使 用 し な い 測 定 とト リ ガ 測 定の区別
もあります。また、使用ストレージメディアのク ラ ス タ サ イ ズも影響します。

データタイプ:
· アナログデータには、サンプルあたり16ビットが必要です(またはのデータタイプFloatの場合はサンプルあたり4バ
イト)。(使用するデバイスで、データタイプFloatをサポートするかどうかは、それぞれのデバイスマニュアルに記載
されています)。

· デジタルデータには、16ビットポートあたり16ビット必要です。
· imcOnlineFAMOSの仮想チャンネルには、サンプルあたり32ビット必要です。
· トランジショナルレコーディングを使用してデータを低減したチャンネルの場合も同じです。
· 仮想波形のメモリ要件を推定する際は、使用される機能を考慮する必要があります。たとえば、1000個の読
み取り値の単純なRMS値の場合、データ量はその係数分だけ低減されます。
トリガ:
· トリガイベントごとにファイルヘッダが保存され、これによって保存データ(imcFAMOSファイルフォーマット)に関
する追加情報が提供されます。

· このヘッダのサイズは設定によって決まります(たとえば、最初のイベントのヘッダ: 1536バイト、以降のイベントの
ヘッダ: 512バイト)。

注
· 計算によって求められるメモリ要件は、必要な最小メモリ領域です。
· ハードドライブ上の各ファイルに対して、FAT (ファイルアロケーションテーブル)に一連の項目があり、これによっ
て、そのファイルにより占有されるクラスタ、すなわちディスク上でのファイル内容の物理的位置が決定されま
す。

· そこに保持されるフォルダ、サブフォルダ、およびファイルは個別に管理され、少なくとも1つのクラスタを占有し
ます。

7.4.7.1.1  データタイプ
データタイプ メモリ要件 コメント
アナログチャンネル 2(4)バイト/サンプル* データタイプfloatの場合は4バイト
デジタルチャンネル
(16ビットDIOポート) 2バイト/サンプル*

仮想チャンネル(imcOnlineFAMOSでの
計算データ) 4バイト/サンプル*

トランジショナルレコーディングにより低減され
たアナログチャンネル 4バイト/保存サンプル* imcOnlineFAMOS関数にも依存

トランジショナルレコーディングにより低減され
たデジタルチャンネル 4バイト/保存サンプル* 2バイト/保存サンプル + 時間情報に2バイト

* + トリガイベント用のファイルヘッダ(サイズは可変)
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7.4.7.1.2  クラスタサイズ
FAT16フォーマットのストレージメディアでは、クラスタサイズはストレージメディアのサイズによって決まります。クラス
タが小さい方が、ファイルの末尾で部分的に空のクラスタによって無駄になる領域が少ないため、メモリ領域が効
率的に使用されることは明らかです。
これに対し、PCハードディスク(WIN98など)では、クラスタサイズが4kで一定のFAT32フォーマットが使用されま
す。

クラスタサイズ(FAT16) 最大論理ドライブサイズ
2k = 2048バイト = 4セクタ 128MB
4k = 4096バイト = 8セクタ 256MB

8k = 8192バイト = 16セクタ 512MB

DOSでは、ドライブの初期化時にクラスタサイズができる限り小さくなるように構成されます。たとえば、500MBのパ
ーティションを初期化すると、8Kのクラスタが生成され、170MBのメディアでは4Kのクラスタ、340MBのメディアでは
8Kのクラスタが生成されます。

7.4.7.1.3  例
例1

· アナログチャンネルを複数のトリガイベントにより記録します。各イベントは2000個のサンプルで構成され、合
計100個のイベントを記録します。

· データを任意に圧縮できると仮定した「単純な」計算では、以下の結果になります。
アナログチャンネル: 2バイト/サンプル
100イベント×2000サンプル×2バイト= 100×2000×2バイト 400 000バイト
最初のファイルヘッダ: 1×1536バイト* + 1536バイト
以降の各ファイルヘッダ: 99×512バイト* + 50 688バイト
ディレクトリ割り当て情報に1クラスタ、そこでファイル割り当て情報に32バイト + 32バイト
データサイズ(これをコンパクトに保存することは不可) = 452 256バイト*
* トリガイベント用のファイルヘッダ(サイズは可変)
· 実際には、データを任意の圧縮度でパッケージすることはできないため、ストレージメディアのクラスタ構造を考
慮する必要があります。この場合、個ーの測定(トリガ解放、イベント)の保存は新しいクラスタで開始されま
す。

· 以上より、340MBのハードドライブの例では、実際には以下の結果になります。
最初のイベント:
1536バイト(ヘッダ) + 4000バイト(サンプル) = 5536バイト => 2×4KB 8KB
以降のイベント:
512バイト(ヘッダ) + 4000バイト(サンプル) = 4512バイト => 2×4KB => 99×8KB 792KB
FAT内のディレクトリおよびファイルの割り当て情報(1クラスタ) 8KB
実際のメモリ要件 = 808KB*
* トリガイベント用のファイルヘッダ(サイズは可変)
この結果から、この例のファイルに必要な領域は、実際のデータ量のほぼ2倍になることがわかります。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

569StorageOptionsandDirectoryStructure

例2
測定データを複数のトリガイベントとして記録せずにで記録する場合、測定ごとにフォルダが作成されます
(340MBのハードドライブ)。合計で、それぞれ2000サンプルで構成される100回の測定を実行します。
各測定:
1536バイト+ 4000バイト = 5536バイト => 2×4KB => 100×8KB 800 KB
FAT内のディレクトリおよびファイルの割り当て情報(1クラスタ)
=> 100×8KB 800 KB
実際のメモリ要件 = 1600KB*

例3
この例では、複数のトリガイベントにより3個のアナログチャンネルを記録します。各イベントは2000個のサンプル
で構成され、合計100個のイベントを記録します。チャンネルのうち2個は内蔵ストレージメディアにそのまま保存
し、残りはオンラインでフィルタリングしてから(imcOnlineFAMOS)保存します(フィルタリングした結果のみを保
存)。データは、パーティション化されていない340MBのハードドライブ(クラスタサイズ8KB)に保存します。
2バイトの2個のアナログチャンネル + 4バイトの1個の仮想チャンネル
最初のイベント:
1536バイト* + 1×2000×2バイト = 5.5KB => 8KB
1536バイト* + 1×2000×2バイト = 5.5KB => 8KB
1536バイト* + 1×2000×4バイト = 9,5 KB => 16 KB

8KB
8KB

16 KB
以降のイベント:
512バイト* + 1×2000×2バイト = 4.5KB => 8KB => 99×8KB
512バイト* + 1×2000×2バイト = 4.5KB => 8KB => 99×8KB
512バイト* + 1×2000×4バイト = 8,5 KB => 16 KB => 99×16 KB

792 KB
792 KB

1584 KB
ディレクトリおよび3個のファイルの割り当て情報に1クラスタ 8KB
実際のメモリ要件: = 3208 KB*
* トリガイベント用のファイルヘッダ(サイズは可変)

7.4.8  データストレージの制御
7.4.8.1  意図的なデータ保存または測定後の保存
オプションの自動データ保存に加え、現在PCにあるデータ(現在の測定)を測定中または測定後に意図的に保
存することも可能です。
現在の測定データの意図的な保存は、新しい測定が準備または開始されるまでのみ行えます。
測定データをこの方法で保存するには、メニュー項目[プロジェクト] > [名前を付けて現在の測定データを保存]
を選択します。

制約
· この方法で個々の値を保存することはできません。これには、表示変数などが含まれます。
· この機能では、DataBrowserの[現在の測定]に表示される変数のみが保存されることに注意してくださ
い。通常、これらの変数では循環バッファメモリが有効になっているため、測定開始以降の全ての結
果を利用できるわけではありません。 
そのため、デバイス変数には[データ転送設定] が適しています。保存タイプ[測定データの表示、計算]が
使用されます。
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現在の測定データを保存
デフォルトでは、測定データはデータベースに保存されます。測定データの自動保存が有効になっている場合、
データ保存の結果と意図的な保存の結果が相互に並べて配置されます。
このボタンをクリックすると、ダイアログが表示され、ここでフォルダ名を入力できます。フォルダが自動的に作成さ
れ、その時点で利用可能な全ての測定結果が保存されます。

名前を付けて現在の測定データを保存
このボタンをクリックすると、フォルダ選択ダイアログが表示され、保存先フォルダを選択できます。このフォルダに
は、その時点で利用可能な測定結果が保存されます。

オプション
[オプション] では、データ保存の動作を設定することができます。
· [フォルダ名]/[パス]
ここでは、変数を保存するフォルダ名を指定したりパスを入力したりできます。パスを変化させることができるよう
に、SYSTEM.TIMEなどのプレースホルダを使用することをお勧めします。使用しない場合、結果は常に上書きさ
れます。この方法では、フォルダパスにメタデータを組み込むこともできます。
· [ダイアログの表示]
フォルダ名/パスを入力するためのダイアログを無効にすることができます。無効にするには、[フォルダ名]/[パス]に
フォルダ/パスが指定されている必要があります。
· ファイルフォーマットごとに1つのファイルに保存(1つのファイルにすべてを保存)
このオプションを有効にすると、すべての変数が1つ(マルチチャンネル)のファイルに保存されます。ファイル名を指
定できます。ファイルに対してファイルフォーマットを指定する必要はありません。ただし、ファイル名を指定しない
場合、すべての変数はdata.datファイルに自動的に保存されます。さらに、ファイルフォーマットごとに別ーのファ
イルが作成されます。
このオプションを有効にしない場合、各変数が別ーのファイルに保存されます。
· 確認のプロンプトなしで既存ファイルを上書き
このオプションを有効にすると、目的のフォルダ内にある名前が同じファイルは、確認のプロンプトが表示されずに
上書きされます。このオプションは、自動ルーチンに役立ちます。
· [マッピング命令]
必要に応じて、独自のマッピング命令(これに従ってチャンネルタイプの選択が決定する)を提供することができま
す。

7.4.8.2  データ保存の中断と再開
デバイスおよびPCハードドライブへのデータ保存を制御することができます。
現在のフォルダを完結させることができます。これにより、全てのチャンネルデータのデータ記録が停止します。ま
た、停止した全てのチャンネルのデータ記録を再開することができます。
データ保存の中断/再開は、いくつかの方法で行うことができます。
· [デバイス]メニューを開き、[データ保存の中断]または[データ保存の再開]項目をクリックします。
·    Setupプラグインのツールバーでボタンまたはをクリックします。 
· コマンドの使用: [メニューアクションの実行]  > [デバイス] > [中断] ([データ保存の中断])または[再開]
([データ保存の再開])

注意
データ保存は、既にアクティブ化されている場合のみ制御できます。
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7.4.8.3  ユーザ定義の測定保存領域
データ保存が有効になっている場合、通常、測定結果は試験設定フォルダ内のデータベースに保存されます。
特定のデータ保存設定に従って、試験設定フォルダ内にディレクトリ構造 が確立されます。
独自のデータ保存構造を定義することもできます。構造を定義するための設定は、[オプション] > [プロジェクト管
理] > [測定結果の保存領域] で行うことができます。
(たとえばプレースホルダを使用して)試験設定内で測定フォルダを変更した場合も、保存されている全ての測定
結果がDataBrowserに表示されます。測定結果は、ハードドライブ上の様ーな場所に保存されます。
DataBrowserには、これらの測定結果が全て一緒に表示されます。

警告
· これらの設定を変更すると、たとえば[データパスネーミング] ([連続番号])など、一部のデータ保存設定が使
用されなくなる場合があります。設定はプレースホルダと組み合わせて使用することが可能ですが、必ずしも
そうする必要はありません。

· この構造の外観を定義します。これにより、測定結果を常に同じフォルダに保存することも可能です。この場
合、データの上書きを防ぐために、接尾辞が自動的に付けられます。

· データ保存ドライブに対する読み書き可能権限を持っていることを確認してください。

用語の定義

測定結果保存パス
· デフォルトでは、これは試験設定パスになります。全ての測定結果が保存されるフォルダを指します(指定され
た測定フォルダの構造に従います)。
測定フォルダ構造
· 測定結果の保存フォルダが作成される構造を指します。たとえば、この構造には、[データパスネーミング]の設
定([連続番号]など)に従ってフォルダが設定されます。

プレビュー
· プレビューでは、現在の設定で、測定結果がどこに保存されるかを示す例を確認できます。プレビューは確認
のための機能であるため、[データパスネーミング]の特定の設定が反映されない場合があります(連続番号の
代わりにタイムスタンプが表示されるなど)。

ユーザ定義の測定結果保存パスの使用
デフォルト設定: <EXPERIMENT.PATH>
· 試験設定パスを返します。全ての測定結果は試験設定と一緒に保存されます。
別のフォルダを指定した場合、全ての測定結果はこの新しいフォルダに保存され、試験設定パスに従わなくなり
ます。

測定結果保存パスの例

例1
C:\Measurement\<EXPERIMENT.NAME>\Results

· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0001は、たとえば次のように保存されます。
C:\Measurement\Experiment_0001\Results\2013-01-01 08-00-00 (1)
C:\Measurement\Experiment_0001\Results\2013-01-01 09-00-00 (2)
C:\Measurement\Experiment_0001\Results\2013-01-01 10-00-00 (3)
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例2
C:\Measurement\<EXPERIMENT.NAME>

· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0002は、たとえば次のように保存されます。
C:\Measurement\Experiment_0002\2013-01-02 08-00-00 (1)
C:\Measurement\Experiment_0002\2013-01-02 09-00-00 (2)
C:\Measurement\Experiment_0002\2013-01-02 10-00-00 (3)

例3
<EXPERIMENT.PATH>\Results

データベースをc:\DB\に移動した場合

· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0003は、たとえば次のように保存されます。
C:\DB\StandardProject\Experiment_0003\Results\2013-01-03 08-00-00 (1)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0003\Results\2013-01-03 09-00-00 (2)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0003\Results\2013-01-03 10-00-00 (3)

ユーザ定義の測定フォルダ構造の使用
デフォルト設定: \<STORAGE.FOLDERNAME>\ 
· 試験設定のデータ保存設定を返します(例: [連続番号]などの[データパスネーミング])。
別のフォルダ構造を指定すると、指定したフォルダ構造に従って全ての測定結果が保存されます。

測定フォルダ構造に役立つプレースホルダ:
· <STORAGE.FOLDERNAME> 
データ保存設定からフォルダを生成します(2013-01-01 08-00-00 (1)など)。
インターバル保存を有効にした場合などは、測定中に結果が変更される場合があります。このプレースホルダを
使用すると、各測定結果に独自のフォルダを割り当てることができます。
· <STORAGE.MEASUREMENT> 
測定の開始日時を返します(2013-01-01 08-00-00など)。測定が終了するまで、結果は変更されません。このプ
レースホルダを使用すると、たとえば、各測定に独自の永続的なフォルダを割り当てることができます。
· <VARS.VALUE> 
変数の値を返します。このプレースホルダを独自のカウンターとして、またはパスのモジュールシリアルナンバーを表
すメタデータとして使用することができます。
· <SETUP.SQL> 
Setupページのセルの値を返します。このプレースホルダは、たとえば、パスのモジュールシリアルナンバーを表すメタ
データとして使用することができます。
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測定フォルダ構造の例
どの例でも、測定にユーザ定義のデータ保存フォルダを使用していません。すなわち、試験設定フォルダが使用
されます。
また、全ての例で使用しているデータベースは、パスc:\DB\に移動されています。

例1
\Results\<STORAGE.FOLDERNAME>\

· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0004は、たとえば次のように保存されます。
C:\DB\StandardProject\Experiment_0004\Results\2013-01-01 08-00-00 (1)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0004\Results\2013-01-01 09-00-00 (2)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0004\Results\2013-01-01 10-00-00 (3)

· DataBrowserには、結果が次のように表示されます。 
Results\2013-01-01 08-00-00 (1)
Results\2013-01-01 09-00-00 (2)
Results\2013-01-01 10-00-00 (3)

例2
<STORAGE.MEASUREMENT>\<STORAGE.FOLDERNAME>\

インターバル保存(1分)が有効になっています。3間隔ごとに測定が停止します。
· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0005は、たとえば次のように保存されます。
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-00-00 (1)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-01-00 (1)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-02-00 (1)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-00-00 (2)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-01-00 (2)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-02-00 (2)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-00-00 (3)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-01-00 (3)
C:\DB\StandardProject\Experiment_0005\2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-02-00 (3)

· DataBrowserには、結果が次のように表示されます。 
2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-00-00 (1)
2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-01-00 (1)
2013-01-02 08-00-00\2013-01-02 08-02-00 (1)
2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-00-00 (2)
2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-01-00 (2)
2013-01-05 08-00-00\2013-01-05 08-02-00 (2)
2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-00-00 (3)
2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-01-00 (3)
2013-01-10 08-00-00\2013-01-10 08-02-00 (3)
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例3
\Object <SETUP.SQL("SELECT TestPartNo FROM Project")>\Measurement
<VARS["Measurement_No"].VALUE("0")>\

SETUPプレースホルダは、[Test part number]列の内容を返します。
VARSプレースホルダは、Measurement_No変数の内容を返します。
注意: ユーザは、[Setup]列にデータがあり、測定ごとに自動的に増加する値が変数に保持されていることを確
認する必要があります。
· 試験設定に対する測定結果: Experiment_0006は、たとえば次のように保存されます。
C:\DB\StandardProject\Experiment_0006\Object 12\Measurement 1
C:\DB\StandardProject\Experiment_0006\Object 12\Measurement 2
C:\DB\StandardProject\Experiment_0006\Object 12\Measurement 3
C:\DB\StandardProject\Experiment_0006\Object 13\Measurement 1
C:\DB\StandardProject\Experiment_0006\Object 14\Measurement 1

· DataBrowserには、結果が次のように表示されます。
Object 12\Measurement 1
Object 12\Measurement 2
Object 12\Measurement 3
Object 13\Measurement 1
Object 14\Measurement 1

なぜ<SYSTEM.*>プレースホルダを使用しないのか
回答: ここでは、<SYSTEM.*>プレースホルダの代わりに<STORAGE.*>プレースホルダを使用する必要があります。
<STORAGE.*>プレースホルダは、一度解決されると、全てのデバイスに適用されます。一方、<SYSTEM.*>プレー
スホルダは、そのたびに新たに解決されます。すなわち、デバイスごとに繰り返し解決されるため、デバイスごとに
異なるフォルダが使用される可能性があります。

測定の開始時に表示されるメタデータに対する変更(メタデータアシスタントを使用)がパスに影響しな
いのはなぜか
回答: 測定データフォルダは、[開始]ボタンをクリックした時点で決定されます。測定が開始される直前に、メタ
データを入力するためのダイアログが表示されますが、この時点でパスは既に決定しています。
その結果、この方法で行った変更を適切なときに使用できず、処理することができません。代わりに、たとえば
[Setupをダイアログとして表示]コマンドを使用したり、Setupページで列を直接変更したりできます。その後、測
定を開始します。
この処理は、Panelボタンにリンクされたコマンドを使用して自動的に実行することもできます。

基になる試験設定が異なるにも関わらず以前の測定結果が削除される
回答: インターバル保存を有効にした場合、ターゲットフォルダに保存された測定結果がどの試験設定を基に
しているかは問題になりません。
データが指定量に達すると、古い測定結果が削除されます。
これは、複数のPCで同じ測定データフォルダと同じ試験設定名を使用している場合も起こる可能性がありま
す。

7.4.8.4  imcOnlineFAMOS関数CloseSaveInterval()
imcOnlineFAMOSが制御コマンドに設定されている場合、systemグループにCloseSaveInterval()関数があ
ります。このコマンドは、測定データの現在のフォルダを終結し、次のフォルダを作成します。この関数は、デバイス
の負荷に応じて一定の遅延後に実行されます。
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7.4.9  保存済み測定データの表示
imcSTUDIOでは、Panelを使用して測定の実行中に測定データを表示できます。また、PCに保存されている
測定データを表示したり( DataBrowserツールウィンドウを使用)、デバイスドライブに転送したりすることができ
ます(DataBrowser経由のコマンド[変数のロード]/[変数のインポート]  を使用)。

7.5 デバイス、ハードディスク、リムーバブルドライブ

この章では、imc測定機器の内部データキャリアの詳細と、imcSTUDIOを使用してそれらを操作する方法につ
いて説明します。

7.5.1  内部ストレージメディア
測定データを保存できるように、どのデバイスでも内部ストレージメディアをサポートしています。デバイスタイプに
よって異なりますが、このストレージメディアは、リムーバブルドライブ(PCMCIA-HD、PCMCIAフラッシュカード、CFカ
ード、ExpressCardなど)でもUSBストレージメディアでもかまいません。カード-バスインターフェースは、推奨されて
いません。ハードドライブを装備できるデバイスもあります(「デバイスの概要」 を参照)。
内部ストレージメディアは、imcSTUDIOを使用したデータ取得専用です。もちろん、リムーバブルストレージメディ
アを後で購入することもできます。ハードドライブは、リムーバブルドライブではありません。デバイスと共にご注文
になり、設置はimcのみが実施することができます。

注
imcSTUDIOの機能は、モデルと製造日によって異なります。全てのデバイスタイプのリストと各プロパティについ
ては、「デバイスの概要」 にリストが示されています。

ストレージメディアのスワップ
LEDボタン を押すと、ユーザがストレージメディアを取り外そうとしていることがシステムに通知されます。その後、
デバイスはストレージメディアへのアクセスを停止します。予告なしにドライブを取り外そうとすると、障害のあるクラ
スタが発生するおそれがあります。また、測定の実行中にストレージメディアを取り外そうとすると、波形が不完全
になるおそれがあります。そのため、ストレージメディアのスワップを実行する際は常に、以下のように操作してくだ
さい。
1. LEDボタンを押します。
2. LEDボタンが点滅したら、ストレージメディアを取り外します。
3. 新しいデータキャリアを装着します。デバイスが新しいドライブの認識に成功したことが、短い点滅によって通
知されます。

ストレージメディアにアクセスする際のエラー
エラーの原因として、以下のものも考えられます。
· データレートが高すぎるため、ストレージメディアが追随できず、データオーバーフローが発生する。
· ストレージメディアが満杯である。
デバイスは、このLEDボタンを点滅させて、エラーを通知します。その後の応答は、デバイスがPCに接続されている
か否かによって異なります。
· PCが接続されていない場合、たとえば自動セルフスタート機能付きの場合は、ボ タ ンが点灯 します。測定を

PCなしで実施する場合は、試験設定の終了時、この点を常にチェックしてください。
· PCが測定機器に接続されている場合は、imcSTUDIOから、Logbookのメッセージでエラーが通知され、LED
ボタンのスイッチがオフになります。一時的なデータオーバーフローは、Logbookに表示されるだけです。それは、
LEDが後でリセットされるためです。データオーバーフローが何度も発生する場合は、LEDが再度アクティブ化さ
れ、該当するメッセージがPCに記録されます。その結果、LEDが断続的に点滅 します。
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ホットプラグ(測定中のストレージメディアの交換)
ストレージメディアは、測定中に交換することができます。そのため、PCも事実上の制限もなしに、測定を実施す
ることができます。imcOnlineFAMOSを使用して、利用可能なメモリの量をチェックすることだけが必要です。
そのためには、グループSystemに属す関数DiskFreeSpace()を使用します。残りの量が最低量を下回ったら、た
とえばLEDを設定したり、デジタル出力またはポケベルをアクティブ化したりできます。残りのスペースの読み取り値
を表示変数によって出力し、残りのメモリが減少している様子をデバイス上に表示するという便利なソリューショ
ンもあります。
測定の実施中にストレージメディアをスワップしながら、データは測定機器の内部メモリに格納されます。指定さ
れているRAMバッファ期間中に該当プロセスを完了すれば、これはデータ消失なしに確実に機能します(「RAM
バッファ時間」 セクションを参照)。スワップの期間中だけバッファリングを実施するのではなく、スワップが完了し
たら、バッファリングされたデータも新しいディスクに転送する必要があります。

ストレージメディアのスワップ
1. 重要 ! 測定機器からストレージメディアを取り外す前に、データ消失とストレージメディアに対する損傷を回
避するために、まずLEDボタンを押してプロシージャをシステムに通知します。すると、LEDボタンが緑色で点灯
します。

2. デバイスをストレージメディアから取り外す準備ができたら、LEDボタンが点滅 しま す。 
3. 満杯状態のストレージメディアを取り外します。
4. ストレージメディアを挿入する際、通知は不要です。 

注
デバイスにもPCMCIAスロットが装備されている場合、ホットプラグ機能はコンパクトフラッシュカード(CF)で利用
することができません。CFカードを交換するには、デバイスをディアクティベートする必要があります。そうしないと、
データキャリアが破損するおそれがあります。 

7.5.1.1  LEDボタン/押しボタン
ストレージメディアスロットのLEDボタンには、複数の用途があります。

スロットPCMCIA
コンパクトフラッシュスロット、ExpressCard、またはUSBを持つデバイスの場合は、機能が押しボタンとLEDに分か
れます。

コンパクトフラッシュスロット

7.5.1.2  メモリボリューム
16GBより大きなストレージメディアは、グループ2以降で可能ですが(「デバイスの概要」 を参照)、ストレージメ
ディアの使用に関する注意事項を参照してください 。
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7.5.1.3  CFカード(コンパクトフラッシュ)
グループ2および3 のデバイスの場合:
· PCMCIAスロット内のCFカード: デバイスは原則的に、PCMCIAアダプタ内のCFカード用に設計されています。
ただし、CFカードのメーカ数が多いため、正しく機能することが保証されていないメーカもあります。不明な場
合は、imcホットラインにお問い合わせください。

· 内部IDEポートのCFカード: PCMCIAスロットがWLAN接続に既に使用されている場合は、CFアダプタ(SL
836)を使用して、CFフラッシュカードを内部IDEポートに接続することができます。
ただし、このオプションには、以下のような制約があります。

· CFカードがCFアダプタ内にあると、ホットプラグ 機能が利用できません。測定を停止するだけでは不十分
です。CFカードを交換するには、デバイスをディアクティベートする必要があります。

· PIOモード4をサポートするCFカードのみが、CFアダプタ内で機能します。これらのCFカード(2004年夏時点)
は、いわゆる"J"コントローラ(SimpleTech SLCFxxxJとSanDisk SDCFB-xxxまたはSDCFBI-xxx(-40～85°C用))で
動作します。以前のバージョンのSimpleTech SLCFxxxHでは、これをサポートしていません。MW-DMAもサポー
トされているので、SanDisk SDCFB-xxxを使用するよう推奨します。

· データ消失を防ぐため、PIOモード4をサポートしていないCFカードは、以降では認識も表示もされません。
· このカードは、IDEハードドライブとして、ソフトウェアインターフェースに表示されます。
グループ4～6 のデバイスの場合:
このデバイスグループでは、ストレージメディア用のCFカードのみを使用します。

7.5.1.4  USBストレージメディア
USBを装備したデバイスについて(「デバイスの概要」 を参照)。この端子には、メモリスティックまたは外部ハー
ドドライブを接続することができます。

備考:
· セットするストレージメディアユニットは常に1つにしてください。グループ6 に属するデバイスには、USB
端子2つとExpressCard用のスロットが1つ装備されています。ただし、該当デバイスでは、データストレージメ
ディアを1つしか使用することができません。使用されるデバイスはアクティブ化時にシステムによって決定され、メ
ディア間の優先順位は固定されていません。そのため、測定に使用しないデバイスは、デバイスのスイッチをオ
ンにする前に削除します。

· USBによって、ホットプラグ 機能が利用できます。データキャリアのスワップに十分な時間が利用できることを
確認してください。システムに対する登録解除および再登録に必要な時間は、該当するデータキャリアおよび
チャンネルの数によって決まります。目安として、構成が簡単な場合も含め、30s以上とするよう推奨します。

7.5.1.5  ExpressCard
ExpressCardスロットを装備したデバイスについて(「デバイスの概要」 を参照)。

備考:
· 接続 さ れ ているUSBスト レージメデ ィア を全 て取 り外 しま す 。グループ6 に属するデバイスには、USB端
子 2つとExpressCard用のスロットが1つ装備されています。ただし、該当デバイスでは、データストレージメディア
を1つしか使用することができませ ん。使用されるデバイスはアクティブ化時にシステムによって決定され、メディア
間の優先順位は固定されていませ ん。そのため、測 定に使用しないデバイスは、デバイスのスイッチをオンにす
る前に削 除します。

· ExpressCardsによって、ホ ッ ト プ ラ グ 機能が利用できます。
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7.5.1.6  CFast
CFastスロットとデバイスの接続(「「デバイスの概要」 を参照)。

備考:
· 接続 さ れ ているUSBスト レージメデ ィア を取 り外 しま す 。該当デバイスでは、データストレージメディアを1つし
か使用することができませ ん。使用されるデバイスはアクティブ化時にシステムによって決定され、メディア間の優
先順位は固定されていませ ん。そのため、測 定に使用しないデバイスは、デバイスのスイッチをオンにする前に
削 除します。

· CFastカードによって、ホ ッ ト プ ラ グ 機能を利用できます。

7.5.2  データ転送
グループ2以降のデバイスの場合は、Microsoftエクスプローラを使用します。

a) 接続されているPCを使用したデータの収集
通常のプロシージャ。データボリュームが小さい場合は、これが最速の方法です。
· エクスプローラを使用し、内部ストレージメディアからデータをコピーします。
· ストレージメディアを消去します。
· 必要に応じて、Scandiskを実行します。
モデムを使用したデータの収集
リモートデータの収集。データボリュームが相応に大きいと、長い時間がかかる可能性があります。
· a)のように、モデム経由の接続のみです。
c) 切断されているデバイスのストレージメディアからのデータの収集(オートスタート下での測定)(「ホットプ
ラグ」 を参照)。
長期間に渡るリモートオペレーションなど。別のimc測定機器を使用して( a))、またはPC内で( d))データをコピー
します。

d) PCのカードリーダを使用して、ストレージメディアをコピーします。
高速転送による大きなデータボリュームに適しています。
1. ストレージメディアをPCスロットに装着します。
2. Microsoftエクスプローラを使用して、ストレージメディアのデータをコピーします。
3. ストレージメディアを消去します。
4. 必要に応じて、Scandiskを実行します。
5. ストレージメディアをimcデバイスに戻して装着します。

警告
力を入れないで、デバイスのストレージメディアの装着または取り外しを実施します。 

注
インターバル保存に関するヒント: 測定中にシステムの電源が停電になると考えると、ストレージメディアのデー
タファイルが正常に終了することを保証することはできません。そのような場合は、最後の測定データを記録でき
なくなるおそれがあります。インターバルでの保存は、このようなリスクを減らす方法です(「保存間隔」 の章を
参照)。
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7.5.2.1  シェル拡張
グループ2 以降のデバイスの場合:

オペレーティングソフトウェアをインストールする際、「Windowsエクスプロー
ラ拡張機能」オプションがアクティブ化されていると、デバイスのリムーバブル
ドライブやハードドライブに保存されている測定データのファイルのコピー、
表示、または削除を実行することができます。その実行方法は、
Windowsでなじみ深い方法です。 
この機能は、デバイスソフトウェアとは無関係です。また、ツリーダイヤグラ
ムでのデバイスの選択も、オペレーティングソフトウェア内のデバイスリストと
無関係です。
デバイスのストレージメディアにアクセスするには、まずデバイスをツリーダイ
ヤグラムに追加する必要があります(「デバイスの追加」 を参照)。次
に、デバイスの項目をダブルクリックします。すると、ハードドライブおよびリム
ーバブルディスク用の2つのブランチが追加表示されます。この段階で、これ
ら両方のストレージメディアは、コンピュータのほかのパーティションと同様に
操作することができます。

注
バージョン2.7以下のimcDEVICESの場合: デフォルトの64ビット版のWindows XP x64エクスプローラでは、imc
シェル拡張が動作しません。そのため、32ビット版"\windows\syswow64\explorer.exe /separate"を起動す
る必要があります。内部ドライブへの直接アクセスは、FTP によってのみ可能です。

デバイスの追加([新規])
imcSTUDIOソフトウェアで接続済みのデバイスが、エクスプローラにリスト表示されない場合もあります。一方の
デバイスからデータをコピーしながら、他方のデバイスで測定を実行することもできます。
· imc Systemsの「デバイス」をクリックし、該当項目をハイライトします。
· 近く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の[追加]を選択します。
[デバイスインターフェースの追加]ダイアログが表示されます。

デバイスインターフェースの追加[ ]
このコンピュータにデバイスをまだ1つも追加していない場合は、ネットワーク検索を実行すると、[ネットワーク設
定]ボタンでも開くことができるダイアログが自動的に呼び出されます。
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または デバイスの選択TCP/IP NetBEUI

測定機器を使用するプロトコルをアクティブ化し、
[OK]をクリックして確定します。

注
imcSTUDIOでは、TCP/IPプロトコルを使用するデバイスしかサポートしていません。ここでは、NetBEUIプロトコ
ルを使用するデバイスも見つかります。

[デバイスインターフェースの追加]ダイアログで、[ネットワーク検索]ボタンを押すと、PCのアドレス空間内の全デバ
イスが検索されます。その後、測定機器がリスト内に表示されます。

利用可能なデバイス
目的の測定機器を選択し、[OK]をクリックして選択内容を確定します。すると、該当する測定機器が利用可
能になります。
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7.5.2.2  FTPアクセス
グループ2 以降のデバイスの場合:
FTP経由でデバイスの内部データにアクセスすることも、データ転送を実行することもできます。また、FTPによりデ
バイスの構成を変更することも、構成を変更してデバイスを再起動し測定を実行することもできます。デバイスソ
フトウェアを使用してデバイスを直接接続できないようなドライブのテストにも利用できます。ディスクスタート/オー
トスタート機能が適用され、強化されています。そのため、デバイスは通常、オートスタート用に構成されていま
す。アクティブ化すると、構成が読み込まれ、測定とデータ伝送が自動的に開始されます。
エクスプローラを起動し、ftp://とデバイスのIPアドレスを入力します。

注
· 一般に、読み取り専用のオペレーションです。FTPを使用してファイルを削除するには、ftp://とIPアドレスの
間にimc@を追加します。
例: ftp://imc@10.0.10.219
· さらに、FTP経由でのアクセスを保護するためにパスワードを割り当てることができます。このパスワードは[デバ
イスプロパティ] に入力されます。

警告
FTPクライアント経由でデバイス内のストレージメディアにアクセスする際は、以下の制限があります。
· FTPクライアントによってアクセスされるフォルダを，デバイスで削除することはできません。
· 測定中にストレージメディアを交換すること(ホットプラグ)はできません。
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7.5.3  パーティションとファイルシステム
FAT16/FAT32に関する基本事項
データストレージメディアを使用する前に、フォーマットし、場合によってはパーティション化する必要があります。
ファイルシステムFAT16(最大2GB)およびFAT32が選択可能です。
· グループ1に属するデバイス(imcSTUDIOではサポートされません)では、ファイルシステムFAT16でしかストレー
ジメディアを使用することができません。

· グループ2以降のデバイスでは、FAT16もFAT32もサポートされています。
定期的なフォーマッティングを推奨

あらゆる機会を捉えてストレージメディアをフォーマットしてください。このようにして、損傷したメディアを時間内に
認識し、必要に応じて修復します。損傷したファイルシステムにより、データが失われたり、測定システム
が正しく起動しなかったりすることがあります。
データの損失を避けるために、まず、必要な全てのデータを保存してください。

さまざまな種類のデバイスでのストレージメディアの使用
グループ1のデバイス(imcSTUDIOではサポートされません):
· ストレージメディアがグループ1のデバイスと別のグループのデバイスで交互に使用される場合、メディアはそれ
に応じて再フォーマットされる必要があります(ファイルシステムFAT16 <-> FAT32)。

· 全てのグループに対してファイルシステムFAT16が使用される場合でも、フォーマッティングは必要です。メディア
がグループ1のデバイスで使用された場合、その後、グループ2以降のデバイスでは正しくサポートされません。
グループ2以降の他のデバイス: 既知の制限事項はありません。ただし、変更時には、データ損失の予防措
置としてフォーマッティングすることをお勧めします。

補注
· 各アプリケーションに適したファイルシステムを選択するには、「データレート」 および「データオーバーフロー
の回避」 に関する注意事項に従ってください。

· 利用可能なデータキャリアボリュームに関する制限事項は、現在ありません。
· 最大ファイルサイズは2 GBです。この制限を信号が超える場合は、インターバル保存 を使用します。

ファイルシステムに関する一般的制限事項
各ファイルシステムに関する一般的な制限に注意してください。このトピックに関する情報は、このほかに、マイ
クロソフトのホームページのヘルプおよびサポートエリアで提供されています。

7.5.3.1  フォーマッティング
フォーマッティングは、WindowsオペレーティングシステムによりPCのハードドライブ内で直接実行することもできま
すし、エクスプローラシェルを使用してデバイス内で実行することもできます。imcでは、デバイス内でのフォーマッ
ティングを推奨します。Windowsによるフォーマッティングに比べ、高速チャンネルの場合はデータの書き込みレ
ートが高くなります。

584

584

559



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

583DeviceHardDisk, removabledrive

デバイス内でのフォーマッティング(推奨)
デバイス内でフォーマッティングを実行するには、「imc Systems」に
あるMicrosoftエクスプローラの測定機器のアイコンをクリックします。
次に、データキャリアの項目を右クリックし、[エキストラ]ページに移動し
ます。全データが保存済みであることを確認し、フォーマッティング用のボ
タンをクリックします。

以下のルールに従い、デバイスがフォーマッティングを実行します。
ドライブサイズ クラスタサイズ ファイルシステム
128MB以下
256MB以下

4GB以下
4GB以上

2kB
4kB
8kB

16kB

FAT16
FAT16
FAT32
FAT32

注
データが内部に保存される試験設定が準備されていても、内部データストレージのフォーマッティングは許可さ
れていません。

Windowsエクスプローラを使用したフォーマッティング
Windowsエクスプローラのメニュー項目[フォーマット...]を使用し
たフォーマッティングの場合は、データキャリアの項目をマウスで右
クリックします。Windows XP/Vistaでは、コントロール[ファイルシス
テム]で「FAT32」または「FAT」(「FAT16」を表す)を選択できます。
ファイルシステム「FAT32」は、32 MBより大きなメディア用です。こ
れより小さなメディアを「FAT32」にフォーマッティングすることはでき
ません。FAT32の場合、ドライブサイズが8GB以下であると、
Windowsにより4kByteのクラスタが生成されますが、これは高速
の書き込みレートに適していません。

7.5.3.2  考えられる問題点
以前説明した制限事項により、以下の問題点が発生する可能性があります。
· フォルダの数が増えると、 データ消失を回避できないために保存プロセスが低速になる。
· WindowsによりストレージメディアがFAT32にフォーマッティングされている場合、数個の高速チャンネルにより高
い合計サンプリングレートが生成されると、データオーバーフローが発生するおそれがある。

· デバイス内でストレージメディアがフォーマッティングされている場合、非常に多数の低速チャンネルにより高い
合計サンプリングレートが生成されると、データオーバーフローが発生するおそれがある。

7.5.4  保管メディアの使用に関する注記
7.5.4.1  データオーバーフロー
内部データメディアでデータオーバーフローが発生した場合、消失したサンプルの位置と量はSysLogファイル に
記録されます。
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7.5.4.2  データオーバーフローの回避
データオーバーフローのファクタとしては、非常に多くのものが存在しています。
累積データ量は、以下の設定値の場合、正確に求めることができません。
· トリガ(特にプリトリガ時間が長いもの)
· imcOnlineFAMOS関数
· CANプロトコルチャンネル
以下のファクタには、具体的な相関関係があります。
1. データレート、チャンネルカウント、フォーマッティング
2. 占有メモリ、測定期間、フォルダカウント
3. ストレージメディアのメーカと寿命
4. チャンネルのRAMバッファ期間

注
· データ消失を回避するには、指定した時間枠内で予期される累積データ量を目的のストレージメディアに高
い信頼性で保存できるか否かをテストすることが至急必要です。

· サンプリングレートが高い測定の実行中は、ファイルマネージャ/Windowsエクスプローラシェルを使用してデバ
イス内のストレージメディアにアクセスしようとしないでください。さもないと、負荷の増加により、データオーバ
ーフローが発生するおそれがあります。

データレート、チャンネルカウント、フォーマッティング
どのストレージメディアでも、最大データレートで、データをメディアに連続的に書き込むことができます。メーカが一
般に示す最大値は、実際には実現することができません。
どのストレージメディアでも、最大データレートで、データがメディアに連続的に書き込まれます。最大データレート
は通常、kByte/sで示されます。測定値(サンプル)のサイズは、2Bytes(アナログ入力チャンネル)～4Bytes(仮想
チャンネル)～10Bytes(タイムスタンプ付き浮動小数点値)です。合計サンプリングレートが400kサンプル/s(アナロ
グ入力チャンネルのみ)の場合、ストレージメディアのデータレートは800kByte/sになります。比較的古いフラッシュ
カードメモリモデルは、データレートをそれほど高くすることができません。フラッシュカードが使用中に「対応」できな
くなるからです。
割り当て単位(クラスタ)のサイズと数だけでなく、使用されているファイルシステム はストレージメディアの速度に
大きく影響します。クラスタが小さいと、速度が著しく低下する可能性があります。高いデータレートが必要な場
合は通常、クラスタのサイズを8kBにします。
クラスタの最適なサイズは、ストレージメディアごとに決定する必要があります。いずれの場合でも、以下のことが
言えます。
· 高いデータレートのチャンネルが少ない場合
高いデータレートを持つチャンネルが少なく、それらに記録する場合は、データキャリアのクラスタが大きいと有利で
す。PC上でFAT32でフォーマッティングし、ドライブサイズが8GB未満であると、小さなクラスタが作成され、不利な
状況になります。それと同時に合計サンプリングレートがフルであると、データオーバーフローが発生するおそれがあ
ります。 
8GB以下のカードを使用する場合は常に、デバイスによるフォーマッティングを使用すること。
デバイス内では、256MB以上のカードは8KBのクラスタ、4GB以上のカードは16KBのクラスタでフォーマッティングさ
れます。1GB以下のカードは、FAT16を使用するPCでフォーマッティングすることもできます。16GBより大きなカード
の場合は、フォーマッティングをPCとデバイスのいずれで実施しても、違いがありません。
· データレートの低いチャンネルが非常に多数ある場合
データレートの低いチャンネル(CANチャンネルなど)が数百個保存されている場合は、まったく反対のことが発生
します。この場合は、クラスタが小さいことが有利になります。つまり、このような場合は、8GB以下のドライブを
FAT32のPCでフォーマッティングするのです。
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占有メモリ、測定期間、フォルダカウント
データボリュームが大きくなると、ストレージメディア上のフォルダ数が増え、空きクラスタの検出にかかる時間が長く
なります。高いデータレートを保証するには、ストレージメディアを測定機器から削除するか、リフォーマットしてく
ださい。これは、16GBや32GBといった大規模なカードボリュームにも当てはまります。
予想されるフォルダの数を見積もってください。特に、インターバルデータ保存 モードや別フォルダにおけるイベ
ントトリガ というモードでは、非常に多数のフォルダが短時間に作成される可能性があります。

注
フォルダが1,000個以上作成されるような状況は、避ける必要があります。ファイルシステムが大幅に低速化す
るおそれがあります。

ストレージメディアのメーカと寿命
最近、1秒当たりの最大データレートの向上に、メーカが成功しています。そのため、カードを、使用する前に
チェックする必要があります。imcから提供されているカードは、データレートおよび機能がテスト済みです。

注
· 様ーなメーカによって提供されるリムーバブルストレージメディアの品質に影響を与える手段は、imcにありま
せん。

· 新しく購入したデバイスに添付されているストレージメディアは、品質保証のフレームワークで検査済みであ
り、該当するテストに合格しています。

· リムーバブルストレージメディアの利用はユーザ自身のリスクで行うよう、明確に宣言します。
· imcおよびその販売店は、保証の範囲内でのみ責任を持ち、交換にのみ応じます。
· imcでは、データ消失に起因する破損に対して、責任を一切持ちません。

7.5.4.3  ScanDisk
WindowsのScanDiskなどのサービスプログラムでストレージメディアを定期的にチェックし、エラーがないか調べま
す。必要であればエラーを修正します。障害のあるセクタにはマークが付けられます。そのようなセクタがあると、ス
トレージメディアの使用可能メモリ量が減少します。

7.5.4.4  判明している問題点と制限事項
前述のプロシージャに従った場合でも、2GBより大きなストレージメディアを使用すると、データオーバーフローにな
る場合があります。これは特に、グループ2および3 に属するデバイスに影響を与えます。そのため、安全な状
態を確保するには、最新バージョンのソフトウェアを常に使用する必要があります。そのようなソフトウェアは、
Webサイト(www.imc-berlin.com)のダウンロードエリアで入手できます。
不明な点については、imcホットライン にお問い合わせください。
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7.6 同期
この章では、imc測定デバイスの様ーな同期オプションについて説明します。
同期によって、統一されたタイムベースが確立され、この時刻を基準に複数のデバイスの測定データが比較され
ます。
アンプ、フィールドバスなどの処理速度の違いにより、同期にずれが生じることもあります。これについては、ここで
は扱いません。システムでは、各デバイスの処理速度の違いが可能な限り補正されます。

[参 考 ]

測定アンプ間の処理速度の違いについては、対応するデバイスマニュアルの「Synchronicity」 > 「Delay」の章
を参照してください。

7.6.1  同期の目的
デバイスを1台のみ使用している場合は、同期の効果を実感できないかもしれません。これは、既にデータに正
しい時刻が関連付けられているからです。一般には、測定信号が全て同じデバイス内でキャプチャされる場合、
ユーザはその測定信号を相互に比較するだけで十分です。
同期が必要になるのは、以下のような場合です。
· 複数のデバイスで同じオブジェクトを同時に測定している場合
· 絶対時刻が重要な意味を持つ場合
データを複数のデバイスでキャプチャしている場合も、1台のデバイスでデータが生成される場合と同様に、時刻
を基準としたデータ相互の関係を追跡できなければなりません。絶対時刻は、通常、このような状況では重要
な意味を持ちません。
絶対時刻が重要になるのは、非常に離れた場所で発生した信号を（別の）デバイスでキャプチャする場合で
す。このようなデータに絶対時刻のタイムスタンプを関連付けることにより、これらの信号を互いに関連させて解析
できるようになります。
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注
· 外部同期信号への同期を行うには、クロックを設定し、以降、デバイスの時刻を長期的に調整します(閉ル
ープコントロール)。

· 測定の開始時に、開始時刻は自動的に決定されるか(シンプルスタート、自動時間スタート)、明示的に指
定されます(時間スタート)。開始時刻が決定されると、デバイスのクロックを再度設定できなくなります。この
とき、測定時刻を標準時刻と夏時間のどちらで表現するかも決まります。

· 測定開始時(開始時刻は既に決定済み)に同期遅延がない場合、新しい測定の準備時まで、デバイスの
クロック時刻を同期プロシージャによって設定できなくなります。ただし、外部信号を受信している場合は、
全ての内部クロックレートの周波数がその信号に同期されます。この場合、「同期ステータス」(ユーザインタ
ーフェースソフトウェアおよびimcOnlineFAMOSの 「IsSynchronised()」のクロックステータス)では「同期さ
れている」ことが示されます。周波数は同期されますが、絶対時間は正しくありません。
システムは、次の測定準備プロシージャの実行時に、外部クロックの絶対時間を再び適用しようとします。こ
の処理を行うために、同期が一時的に中断し、その後再開されます。次の測定は、必ず再同期が完了し
た後に開始する必要があります。次の測定開始が再同期の完了後でなければ、この処理は新しい測定
準備を行うたびに繰り返されます。

· 時刻を採用するときに、デバイスに設定されているタイムゾーンが考慮されます(設定されているタイムゾーン
へのGPS時刻(UTC)の変換など)。

· 同期信号の中断(グループ5以上 のデバイスの場合のみ):
同期信号が途絶えた後に再び使用可能になると、システムにより、デバイスの時刻が基準時刻からどの程
度ずれているかが判断されます。この位相誤差は、デバイスのクロックレートを調整し、デバイスを再び基準
時刻に完全に同期させることによって補正されます。

· PCでの測定準備時にも、デバイスの時刻が設定されます。
以下のいずれかの場合、デバイス時刻はPCによって 設定されません。

· 有効な同期信号が適用されている場合(特に、デバイスが同期されている場合)
· デバイスのDCF出力が有効な場合
· 同期信号として「NTP」または「PTP」が選択されている場合
· デバイスにタイムゾーンが設定されている場合、クロックの設定時にPC時刻がデバイスのローカル時間に変換
されます。

7.6.2  定義
同期:
デバイスは、そのタイムベースが厳密にリンクされている場合に同期されます。同期は、以下のいずれかの方法で
行うことができます。 
· 外部報時信号の使用: 正確な時刻標準(絶対時間エンコーダ: DCF、GPS、NTPなど)の報時信号を使用で
きる場合、その信号を使用してデバイスを同期できます。この場合、デバイスのタイムベースが相互に同期さ
れるだけでなく、使用する時刻標準にも同期されます。

· デバイス独自のタイムベースの使用: いずれかのデバイス(マスタ)の報時信号を使用して、他のデバイス(スレー
ブ)を同期します。この場合、デバイスのタイムベースはデバイス相互でのみ同期され、絶対時刻には同期され
ません。

1つのデバイスが外部ソースと同期して、他のすべてのデバイスが(マスタ)デバイスに同期するといった混合操作が
可能です。
時間スタート:
特定のクロックにより、あらかじめ定義されたタイミングで開始がトリガされます。各デバイスには独自のクロックが
あります。複数のデバイスを同時にスタートする場合、開始時間の精度は、同期の精度に依存します。
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同期測定スタート(同期するが同時ではない):
この動作モードは複数のデバイスでのみ機能し、各デバイスの独自のクロックによって開始がトリガされます。これ
を行うには、全てのクロックを同期する必要があります。マスタクロックは、以下のいずれかになります。
· 外部同期可能なクロック
· マスタとして宣言されたデバイスのクロックモジュール
· 各デバイスで独自の時刻ソースを使用 
· ...
同期スタート(すべてのデバイスの同時スタート): 
同期を有効にする場合、すべてのデバイスの同時スタート が可能です。この目的では、一定の条件を満た
す必要があります。その中でも特に、適切な開始オプション を選択する必要があります。たとえば[自動時間
スタート]などです。
[すぐに]オプションでは、デバイスは同時に測定し、すぐにスタートしますが連続になります。その後、測定データ
は、絶対時間表示で相互に同期されるだけです。
タイムゾーンと夏時間の切り替え:
デバイスソフトウェアでは、夏時間またはタイムゾーンの切り替えを考慮することができます。設定を行うには、デ
バイス構成 (リボンの[設定-構成] > [デバイスのプロパティ]、[デバイス時刻、同期]セクション)を使用します。
[タイムゾーン]および[夏時間]で行います。 
用語 説明
STD STandarD time (標準時刻)。
DST Daylight Saving Time (夏時間)。
DST状態 DSTまたはSTD。
DSTの切り替え DSTからSTDへ、またはSTDからDSTへの切り替え
UTC。 協定世界時(グリニッジ標準時)。DSTの切り替えはありません。
ローカル時間 現在のDST状態を考慮した、各タイムゾーンで使用されている時刻
RTC RealTimeClock (リアルタイムクロック)。デバイスの内部クロック。
SyncRTC imcデバイスの同期可能リアルタイムクロック

7.6.3  クロックタイプ
内部クロック
クロックタイプ imc測定デバイス
SyncRTC imc µ-MUSYCSを除く全てのデバイスタイプ

外部クロック
クロックタイプ imc測定デバイス
[DCF77] 全てのデバイスタイプ(imc µ-MUSYCSについては、DCF77モジュールを追加装備したデバイスのみ)
IRIG-B グループ5以上 のデバイス
GPS 全てのデバイスタイプ、ただしグループ1 を除く
NTP グループ5以上 のデバイス
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7.6.3.1  内部クロック-デバイスクロック
デバイスの内部クロック: SyncRTC

imc µ-MUSYCSを除く全てのデバイスタイプ
Synchronizable Real Time Clock (同期可能リアルタイムクロック)。
SyncRTCはデバイスの内部クロックです。
たとえば、初期化後に最初の測定の開始時間を決める場合に使用されます。この開始時間が決定すると、
SyncRTCの絶対時間は、次の測定の初期化まで役割を果たしません。開始時間にサンプリング回数を追加す
ることですべての時間表示値が導き出され、サンプリング回数はSyncRTCの周波数から導き出されます。
たとえば、クロックがジャンプする場合(夏時間調整のための時間変更など)、これが測定に影響を及ぼすことは
ありません。
SyncRTCを外部時間ソースと同期させるには、様ーな方法があります。同期させることで、正しい絶対時間と周
波数の両方が確実に使用されます。
ほとんどのデバイス*には、他のクロックとの同期用に外部「SYNC」端子とGPS入力が付属しています。SYNC端
子は、入力または出力を選択して構成できます。DCF77またはIRIG-B 002 (デバイスで対応している場合)を信
号フォーマットとして選択できます。
他のimcデバイス信号または外部時間ソース(Meinberg、HopfのDCFクロックやGPSクロックなど)を入力信号と
して使用できます。
デバイスタイプに応じて、他の同期メカニズムも利用できます。「クロックタイプ」の「外部クロック」 を参照してく
ださい。
*注意: 一部のデバイスやシャーシタイプには、特定の端子は付属していません。

7.6.3.2  外部クロック: DCF77、IRIG-B GPS、NTP
[DCF77]

全てのデバイスタイプ
DCF77信号はSYNCソケット経由で適用されます。測定デバイスは、LOW1アクティブの5VのTTL信号(1Hzパルス)
を処理します。また、ハードウェアにより、反転信号が認識され、評価されます。

反転ロジックを適用した の 信号 アクティブDCF77 TTL (Low )
同期の期間: 1分以内に時刻全体がコード化され、次の1分の開始時に開始されます。そのため、同期処理
の最小期間は少なくとも1分になります。

IRIG-B

グループ5以上 のデバイス
IRIG-B信号はSYNCソケット経由で適用されます。測定デバイスはLOW1アクティブ5VのTTL信号を処理し、IRIG-
B002、B000、B001、B003に対応しています。また、ハードウェアにより、反転信号が認識され、評価されます。

588

83



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

590 Setup - Advanced Device Functions

全てのモデルで、パルスレートが1秒あたり100パルス、DCレベルシフト(DCLS)、パルス幅コード化、キャリアなしで
す。最後の桁は、補正情報を表します。
[B000] BCD、CF、SBS BCD - Binary Coded Decimal (バイナリコード化10進値)、時刻のコード(HH,MM,SS,DDD)

SBS - Straight Binary Second of day (ストレートバイナリ形式による1日の経過秒数)、1日の
経過秒数(0～86400)
CF - Control Function (制御関数)、アプリケーションによって異なる

[B001] BCD、CF
[B002] BCD
[B003] BCD、SBS
ここに挙げたIRIG-B000、-B001、-B002、およびB003は、入力信号用に接続可能です。ただし、測定デバイスに
よって適用されるのはBCD情報のみです。
同期の期間: 約20秒の一般的な同期時間の場合、IRIG-Bは利用可能な最速モデルです。

注意
· 同期信号の入力に対して設定できるのは、[同期信号SYNC]のみです。
· 時刻情報は、デバイスのローカル時間に一致していることが期待されます。これは、デバイスにタイムゾーンが
設定されている場合に重要になります。

· 信号出力時は、BCD情報のみが適用されます。これは、CF情報もSBS情報も適用されないということです。

GPS

全てのデバイスタイプ、ただしグループ1 を除く
GPS (Global Positioning System: 全地球測位システム)レシーバを9ピンDSUB端子「GPS」に接続します。電
源は、測定デバイスから供給されます。これにより、GPSレシーバは、デバイスが起動された直後にレシーバ自体
の位置を検出します。
世界中で受信されるGPS信号では、GMT(Greenwich Mean Time: グリニッジ標準時)を含む情報が返されま
す。
同期処理の期間: 同期の最小期間は、受信および最後の使用位置によって異なります。初回使用時に
は、レシーバが複数の衛星およびレシーバ自体の位置を特定するまでに数分を要します。次回起動時には、
最後の位置データが使用されるため、衛星の検出時間が短くなります。
通常、レシーバは、上空までの直接の見通し線を使用する場合、時間と位置データを1分後にデバイスに送信
する準備ができます。

NTP (ネットワークタイムプロトコル)

グループ5以上 のデバイス
NTP (Network Time Protocol: ネットワークタイムプロトコル)は、コンピュータシステム内のクロックを同期するため
の規格で、トランスポートプロトコルUDPが使用されます。特に、多様なランタイムのパッケージが混在するネット
ワークにおいて、確実に時間情報を配信することを目的として開発されました。
精度: NTPv4は、公衆インターネットを介してローカルシステムの時刻を約10ミリ秒の精度で同期できます。理
想的な状態のローカルネットワークでは、200マイクロ秒以上の精度レベルを実現できます。
同期処理の期間: NTPサーバへの同期は時間のかかる処理です。デバイスは、間隔を置いてサーバとデータ
パッケージのやり取りを行います。デフォルト設定で時間の開きが大きい場合、20ミリ秒の範囲内での精度レベ
ルを実現するには最大3時間を要し、ずれが5ミリ秒未満になるまで最大12時間かかります。
システムがアクティブになるとすぐに同期を開始するには、測定デバイスのデフォルトの同期入力としてNTPを設定
できます(「デバイスのプロパティ」を参照)。
この場合、精度と同期速度を上げるには、間隔時間を減らすこともできます。時間の開きが大きい場合、[最
小間隔]により抑制されます。値が改善するにつれて、時間間隔は[最大間隔]まで増加します。
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最初の同期プロシージャ後も、デバイスは少なくとも1時間はアクティブの状態を保ちます。そのときまでは、特定
された周波数のずれがデバイスに保存されることはありません。デバイスを再起動すると、周波数のずれが判明
し、それに応じて同期処理の速度が上がります。
測定デバイスでは、最大2台のNTPサーバーがサポートされます。NTPを設定するには、以下のパラメータが必要
です。
· タイムゾーンの選択
· 夏時間移行への適合
· NTPサーバー(1)のIP、NTPサーバー(2)のIP

注
· 異なるデバイスの2つの電圧間の位相を比較する場合、マスタのみがNTPに同期されます。その後、その他
のデバイスがSYNC (DCF77/IRIG-B)により同期されます。「マスタ/スレーブ構成」の「LAN経由のNTP時刻」
を参照してください。

· 同期の品質は、PV変数「pv.SyncTimeDeviation」を使用して監視できます。この変数は、NTPサーバーの
クロック時刻からの推定偏差(秒単位)を返します。瞬間値は関係ありません。同期の品質は、より長期間
に渡り経過を観察して初めて把握できます。

· 同期の安定性は、デバイスの温度変動に大きく左右されます。1°C変化すると、一時的にかなり大きなずれ
が生じます。すなわち、安定した温度条件下(スイッチングキャビネット内など)でのみ高精度を実現すること
ができます。

1: エッジの峻度が大きくなるため、LOWアクティブ信号の方がHIGHアクティブ信号よりも高い精度を実現します。

7.6.4  位相オフセットの補正
グループ1～4 のデバイスの場合:
グループ1～4のデバイスでは、同期信号の中断後、周波数誤差のみが修正されます(つまり、SyncRTCの周波
数と信号サンプリングの周波数が時刻ソースに同期します)。位相誤差は修正されません。オフセットは、次の
初期化までそのまま変わりません。
グループ5以上 のデバイスの場合:
測定デバイスが(時刻)ソースに同期された後に同期信号が途絶え、その後同じソースを再び受信した場合、そ
の間に生じた位相オフセットが補正されます。受信再開後も、信号中断前と同じように各デバイスでキャプチャ
された信号に同期されます。
再同期時に、想定外の位相オフセットが計算された場合、システムは、時刻ソースが以前とは異なるものと見
なします。この場合、位相の修正は測定の実行中に行われず、周波数誤差のみが修正されます(つまり、
SyncRTCの周波数と信号サンプリングの周波数が時刻ソースに同期します)。測定を再初期化すると、完全に
新しい同期プロシージャが実行されます。DCFからGPSなどに移行した場合も同様です。
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7.6.5  マスタ/スレーブ構成
ここで説明する構成では、全てのデバイスをSYNCによって相互に同期します。クロックレートは、外部クロックに
同期されるマスタデバイスによって与えられます。全てのデバイスをSYNCジャック経由で接続します。終端抵抗は
必要ありません。

注
· 同期対象のデバイスの電圧レベルが異なる場合、適切な断面積のリード線を使用して補正する必要があ
ります。SYNC端子の下に黄色のリングがある場合は、この端子は既に絶縁され、電圧差から保護されてい
ます(2012年の夏以降に提供されたデバイス)。または、アダプタISOSYNC を使用して相互に異なる電圧
レベルで分離できます。

· デバイスマニュアルの対応する章「Synchronization and time base」で技術仕様も参照してください。
· マスタが停止した場合、全てのデバイスは各デバイス独自の内部クロックに従って動作し続けますが、デバイ
スの技術仕様に記載されている精度に応じて徐ーにずれていきます。

· 外部クロック(GPSまたはNTP)の信号が途絶えた場合、マスタは引き続きそれ自体の内部クロックに従って動
作します。ただし、デバイス相互の同期は保たれます。

7.6.5.1  外部タイマなし
デバイスは相互に同期されますが、外部クロックによる絶対時刻への同期は行われません。

マスタデバイスとスレーブデバイス間の同期例

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]
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注意
· マスタは、それ自体を自身の信号に同期させて、さらに同期していることを報告します。そのため、同期入力
は[同期信号SYNC]に設定されます。

· 外部クロック信号を受信するスレーブクロックを、PCにより設定することはありません。
· 準備の際およびクロックのモードがスレーブからマスタに切り替わった場合のみ、マスタクロックをPC時刻に設定
します。
これは、たとえば、デバイス1をアクティブにした後にも行われます。
このようにすることで、デバイスを使用する場合、同期の待機は1回だけで済みます。欠点は、長期測定中に
PCクロックとデバイスクロックが徐ーにずれることですが、デバイス相互の同期は保たれます。
· マスタデバイスに、無視すべきGPSレシーバが装備されている場合、[信号入力]を[同期信号SYNC]に設定
する必要があります。設定しない場合、デバイスはGPS信号に同期します。

1: これは、デフォルトの同期設定がデバイスのプロパティで定義されている場合は適用されません。その場合、[同期]ページで信号出力
を[同期信号なし]に後から設定する場合のみ時間が調整されます。調整後、初期化を一度実行してから、目的の同期を設定しま
す。

7.6.5.2  タイマとしてのGPSレシーバ
デバイスは相互に同期され、結果的にGPSの絶対時刻に同期されます。

により同期されるマスタデバイスとスレーブデバイスGPS

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]
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GPS同期に対する応答およびDCF/IRIG-B出力の違い
· グループ2～4  のデバイスの動作: デバイスでDCF出力が有効になっており、同時にGPSが同期入力とし
て設定されている場合、デバイスは、GPSソースに同期されている間のみDCF出力を行います。GPSソースの信
号が途絶えると、DCF出力は一時的に無効になります。

· グループ5以上 のデバイスの動作: DCF/IRIG-B出力は、GPSとの最初の同期時に開始されます。GPS信
号が途絶えても、DCF/IRIG-B信号の出力は継続されます。接続されている全てのデバイスは、引き続きマス
タに同期されます。GPS信号が再開すると、信号中断によって生じたマスタとの位相オフセットが補正されま
す。「位相オフセットの補正」 を参照してください。この処理では、接続されている全てのDCF/IRIG-Bスレー
ブの位相が同じになるように自動的に調整されます。

7.6.5.3  GPSおよびDCF/IRIG-Bによる同期
GPSおよびDCF/IRIG-Bによる同期に対する応答およびDCF/IRIG-B出力の違い
· グループ2～4 のデバイスの動作: DCF出力は即座に開始されます。GPS信号が適用されると、システム
はそれに同期します。GPS信号が一時的に途絶えた場合、または測定準備後に使用できなくなった場合、
デバイスはそれ自体のDCF出力に同期します。この場合、実行中の測定では、GPS信号が考慮されなくなり
ます。

· グループ5以上 のデバイスの動作: DCF/IRIG-B出力は即座に開始されます。GPS信号は、常に、同期
ソースとしてデバイス自体のDCF/IRIG-B信号より優先されます。GPS信号が適用されない場合、デバイスはそ
れ自体のDCF/IRIG-B出力に同期します。
GPS信号が使用可能になると、その直後にデバイスはGPSに同期します。 このとき、 DCF/IRIG-B出力が短い
間中断し、これによって全ての DCF/IRIG-BスレーブがGPS時刻を採用するようになります。GPSとの最初の同
期以降は、GPS信号が途絶えても、DCF/IRIG-B出力はそのまま継続されます。
GPS信号が再び途絶えた場合、デバイスはそれ自体のDCF/IRIG-B信号に同期します。外部GPS信号が再
開されると、デバイスは、結果として生じた位相オフセット を修正することでデバイスに同期します。これによ
り、接続されている全てのDCF/IRIG-Bスレーブがその位相に自動的に調整されます。
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7.6.5.4  LAN経由のNTP時刻
デバイスは相互に同期され、結果的にNTPの絶対時刻に同期されます。

により同期されるマスタデバイスとスレーブデバイスNTP

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]

7.6.6  全てのデバイスの個別同期
デバイス間をSYNCラインで接続できない場合、各デバイスを個別に外部クロックに同期させることができます。
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7.6.6.1  GPS時刻
各デバイスがGPSの絶対時刻に同期され、結果的に全てのデバイスが相互に同期されます。

による個別同期の例GPS

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]
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7.6.6.2  DCF77時刻
各デバイスがDCF77の絶対時刻に同期され、結果的に全てのデバイスが相互に同期されます。
アンテナ信号は、デコーダによってTTLレベルに変換する必要があります。

による個別同期の例DCF77

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]

7.6.6.3  IRIG-B時刻
各デバイスがIRIG-Bの絶対時刻に同期され、結果的に全てのデバイスが相互に同期されます。

による個別同期の例IRIG-B

注意
IRIG-Bでも、信号入力としてSYNCが選択されます。ハードウェアは、それぞれ独自に信号がIRIG-Bであることを
認識します。
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7.6.6.4  LAN経由のNTP時刻
各デバイスをNTPの絶対時刻に同期します。結果として全てのデバイスが、限られた範囲内で相互に同期しま
す(外部クロック: NTP を参照)。

による個別同期の例NTP

プラグインの デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]
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7.6.7  複数マスタデバイス構成での同期スタート
複数のデバイスをSYNCラインで接続できない場合、デバイスを複数のマスタ/スレーブグループに分割することが
できます。

つのマスタ スレーブの組み合わせの例2 /

の デバイスページの同期ダイアログの設定Setup [ ] [ ]

注意
複数マスタ/スレーブ動作では、複数のマスタによってSYNC信号が出力されるため、各種マスタのSYNC出力を
相互に接続することはできません。

7.6.8  タイムゾーンの操作
タイムゾーンに関するトピックで使用される略語については、「定義」 に記載されています。
タイムゾーン情報には、地方標準時STDとUTCのずれ、STDとDSTの差、およびそれぞれの時間オフセットが保持
されます。
2つのゾーンのタイムゾーン情報が全て与えられている場合のみ、時刻をローカル時間に変換することができま
す。
特殊な状況として、時刻を遡る「二重」時間があります。この場合、時刻がどのタイムゾーンで表されているかだ
けでなく、STDとDSTのどちらで表されているかを知る必要があります。
予定されていたDSTの切り替えが実行されなかった場合も、DST状態を明示的に示すことで、時刻を正しく表す
ことができます。
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例
· タイムゾーンが、ドイツ、05.07.14:00 STDに設定されています。
· この時点は夏時間にあたるため、15:00 DSTと表現する必要があります。
· ただし、どちらの時刻についても、UTCに変換すると、正しく13:00 UTCが返されます。

タイムゾーンの利点
デバイスは、GPSレシーバとの同期時に、時刻をUTC時刻として見なします。この場合、タイムゾーンを示すこと
で、問題を回避することができます。これにより、デバイスは、クロックがGPSとPCのどちらによって設定されたかに
関わらず、設定されたタイムゾーンを使用するようになります。
NTP のユーザもタイムゾーンを指定する必要があります。そうしないと、デバイスは時刻をUTC時刻と見なしま
す。

注意
· タイムゾーンを使用しない場合、デバイスはそれぞれのクロック時刻のタイムゾーンを適用します。
· GPSを使用: デバイス時刻 = UTC
· PCによりデバイス時刻を設定: デバイス時刻はローカルPC時刻
· DSTの切り替えなし
· この設定は、グループ1 のデバイスと互換性があるため、混合環境に使用できます。
· タイムゾーンに関するトピックの全ての説明は、デバイスにタイムゾーンが設定されている場合のみ有効です。

DSTの切り替えは、デバイスプロパティ (リボンの[設定-構成] > [デバイスのプロパティ]、セクション[デバイス時
刻、同期])の[タイムゾーン]および[夏時間の切り替え ]で有効にします。
この設定を無効にすると、デバイスでは、夏および冬を含む年間をとおして標準時刻(STD)が使用されます。夏
時間の期間にPCによってデバイスのクロックが変更された場合も、たとえば14:00 (PCではDSTを使用)がデバイス
では13:00 (STD)になります。この設定では、データの時刻がスキップすることがないため、測定データにもこのよう
なスキップが生じないという利点があります。 

注
この場合、同期ソースがDCFまたはIRIG B002であっても、必ずSTDが返されます。STDが返されない場合、時刻
が正しく解釈されず、1時間の誤差が生じます。

この設定を有効にすると、PCまたは同期ソースの時刻は、期待されるタイムゾーンに従って解釈され、採用され
ます。
時刻ソースの時刻をデバイスのローカル時間として採用するには、時刻ソースのタイムゾーンおよびそのDST状態
がわかっていなければなりません。
RS232インターフェースを介してNMEA文字列の形式でデバイスに供給される時刻(GPS、IRIG B12XからGPSへの
コンバータ)は、UTC時刻として解釈されます。
NTPプロトコルを使用する場合、クロックソースのタイムゾーンもUTCになります。そのため、このような場合の時刻
表現は完全なものになります。
SYNC入力端子(DCF/IRIG B002)での時刻は、デバイスの現在のタイムゾーンと一致していることが期待されま
す。これらの時刻信号のDST状態は、必ずしも正しく判断されるとは限りません。
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例
· デバイスは、DCF同期を使用し、タイムゾーンが中央ヨーロッパ、DSTの切り替えありとして設定されています。
· DCFソースが時刻03.01.2010 04:58:13を返します。
· この場合、タイムゾーンの設定では、この時刻はSTDにあたるため、デバイスはこの時刻をSTDとして解釈しま
す。

· DCFソースが時刻14.07.2010 14:34:00を返します。
· この場合、タイムゾーンの設定では、この時刻はDSTにあたるため、デバイスはこの時刻をDSTとして解釈しま
す。

同期ソースのDST状態が正しくない場合、1時間の誤差が生じます。そのため、デバイスは、起動後の最初の同
期プロシージャまたは測定準備時にのみ、同期ソースのDST状態を採用します。
クロックが先にスキップすることにより生じる「存在し得ない時間」は、常に、該当する次の時間に変換されます。
クロックが過去にスキップする前に生じる「二重時間」中の時刻は、常にDSTとして解釈されます。
同期信号の中断後の再同期時に、システムは、基準時刻とデバイス時刻のずれが約1時間(STDとDSTの差)か
どうかを判断します。1時間のずれが生じている場合、システムは、基準時刻のDST状態とデバイスのDST状態
が一致しなくなっていると見なします。
この状況は、測定が進行中であるためデバイスがDSTの切り替えを行わないか、デバイスがDSTの切り替えを行っ
てもDCFソースでは行われていない場合に起こる可能性があります。
グループ5以上 のデバイスは、そのデバイスのDST状態を維持しますが、ソースの時刻を正しく採用します。
グループ2～4 のデバイスは、DCF同期時に常にDCF信号のDST状態を採用し、以降の同期時に、同期ソー
スでDSTの切り替えが行われたかどうかを認識します。そのため、最初の同期時のDST状態が正しければ、時刻
は正しく解釈されます。

注
[夏時間の切り替え]設定が有効な場合、標準時刻と夏時間との切り替えは、適切なタイミングで自動的に
行われます。ただし、以下の制限があります。
· 測定の開始時刻の決定([開始]ボタンの押下)後は、デバイスのクロックを調整できなくなります。DST状態も
変更されなくなります。そのため、DSTの切り替えは、次の測定準備時にのみ行われます。

· グループ3および4 のデバイスでは、SyncRTCはDCF同期によって直接調整されます。 そのため、DCF同期
が行われる限り、DST状態を変更することはできません。切り替え時点でDCF信号が無効か、後に信号が
途絶えた場合、切り替えが実行されます。DCFとの再同期時に、デバイスは再びDCF信号のDST状態を採
用します。DCF信号が再度途絶えた場合、DST状態の切り替えは新たに行われません。

· 測定では、常に、測定の開始時刻の決定時に適用されたデバイスの現在のDST状態が使用され、
SyncRTCが調整されたかどうかに関わらず、その状態が維持されます。DST状態は、次の測定準備時にの
み変更できます。

· ディスクスタート、オートスタート、中断/再開(imc BUSDAQ)、および自動時間スタートでは、常に測定準備
が行われるため、DST状態を変更することができます。
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7.6.8.1  考えられるシナリオ
例1

· グループ2～4 のデバイスがDCF同期を使用し、DSTの切り替えのあるタイムゾーンに設定されています。
· STDからDSTへの切り替え時にDCF信号が中断します。
· デバイスはDSTに切り替えます。
· 測定を開始します。測定ではDSTが使用されます。
· DCF信号が再び適用され、デバイスは再度同期されます。
· DCF信号により引き続きSTD時刻が返される場合、SyncRTCはSTDの時刻を採用します。ただし、実行中の
測定はDSTのままになります。

· DCFソースでもDSTの切り替えが行われ、DCF信号によってDSTが返される場合、SyncRTCはDSTの時刻を採
用します。

例2
· グループ2～4 のデバイスがDCF同期を使用し、DSTの切り替えのあるタイムゾーンに設定されています。
· STDからDSTへの切り替え時に、測定は既に(STDで)実行されています。
· 接続されているDCFソースでDSTの切り替えが実行されます。
· SyncRTCはDCF信号のDSTを採用します。ただし、実行中の測定はSTDのままになります。

例3
· グループ2～4 のデバイスがDCF同期を使用し、DSTの切り替えのあるタイムゾーンに設定されています。
· 接続されているDCFソースでは、DSTの切り替えが実行されません。
· デバイスでは、そのデバイスのDST状態が維持されます。

例4
· グループ5以上 のデバイスがDCF同期を使用し、DSTの切り替えのあるタイムゾーンに設定されています。
· デバイスは、DCFソースでDSTの切り替えが行われるかどうかに関わらず、適切な時点でDSTに切り替えま
す。

· DCF信号が中断します。
· DCF信号が再び適用され、デバイスが再度同期されます。
· デバイスは、いかなる場合も正しい時刻を採用し、SyncRTCは、DCFソースがSTDとDSTのどちらを実行してい
るかに関わらず、DST時刻で動作し続けます。

例5
· グループ5以上 のデバイスがDCF同期を使用し、DSTの切り替えのあるタイムゾーンに設定されています。
· STDからDSTへの切り替え時に、測定は既に(STDで)実行されています。
· 接続されているDCFソースでDSTの切り替えが実行されます。
· SyncRTCおよび実行中の測定はSTDのままになります。
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7.6.8.2  まとめ
たとえば、DSTの切り替えを行わなかったために外部ソースが不正な時刻を返す場合、デバイスでDSTの切り替
えが有効になっていないにも関わらずDSTの切り替えが行われた場合、タイムゾーンがデバイスのタイムゾーンと
一致していない場合、またはUTCが提供されない場合、デバイスの時刻情報に不備が生じます。
·
·
·

準備後に最初の測定の開始時刻が決定されると、SyncRTCを調整できなくなり、DSTの切り替えを行えなくなり
ます。たとえば、開始時刻が標準時刻で設定されている測定は、標準時刻に従って実行されます。また、次の
準備プロシージャが行われるまでは、以降の測定でも同じDST状態が維持されます。
一方、インターフェースのシステム時刻では、DSTの切り替えが実行されるため、ファイルシステムによってフォルダ
やファイルに記録される時刻はそれに応じてスキップします。
ディスクスタート、オートスタート、中断/再開(imc BUSDAQ)、および自動時間スタート時には準備が実行される
ため、そのときにDST状態を再度変更することができます。測定の実行中だったために、SyncRTCが同期ソースの
時刻を採用できなかった場合、必要に応じて準備中に同期が中断され、新しい同期処理が開始されます。こ
れは、時刻を正確に採用することが必要な場合に必ず行われます。

グループ2～4 のデバイス:
同期ソース: 外部DCFソース(デバイス独自のDCF出力ではない)
· 期待されるタイムゾーン: デバイスの設定に従ったローカル時間。
· SyncRTCはハードウェアにより直接設定され、変更することはできません。同期後、SyncRTCの時刻は、常に
同期ソースとまったく同じ時刻になります。

· システムは、外部同期ソースから常に正しいローカル時間が返されるものと想定します。そのため、最初の同
期時には、DCFソースのDST状態が正しくなければなりません。正しくない場合、1時間の誤差が生じます。

· 最初の測定の開始時刻が決定されるまでは、システムにより、次のDST境界を越えたかどうかが監視されま
す。DCF信号を受信している間は、SyncRTCのDSTの切り替えは自動的には行われません。DCF信号が途絶
えた場合は、DSTの切り替えが実行されます。DCF信号の中断後に行われる再同期時に、システムは、DCF
ソースでもDSTの切り替えが行われたかどうかを特定しようとします。これにより、DCF時刻のDST状態が正しく
採用されます。
同期ソース: デバイス独自のDCF出力(DCFマスタとDCFスレーブ)
· 期待されるタイムゾーン: デバイスの設定に従ったローカル時間。
· 最初の測定の開始時刻が決定されるまでは、システムにより、次のDST境界を越えたかどうかが監視されま
す。その後、DCF出力が無効になり(SyncRTCへの書き込みのため)、SyncRTCがDSTの差で調整され、DCF出
力が再度有効になります。他のデバイスが出力されたDCF信号に同期される場合、これらのデバイスには新し
い時刻が割り当てられます。
同期ソース: GPS/IRIG-B 12Xコンバータ
· 期待されるタイムゾーン: UTC。
· システムは、同期ソースがUTC時刻を返すものと想定します。この時刻はデバイスのタイムゾーンに変換されま
す。最初の開始時刻の決定前に、DSTの切り替えが行われます。そのために、必要に応じてDCF出力が一
時的に無効になります。他のデバイスが出力されたDCF信号に同期される場合、これらのデバイスには新しい
時刻が割り当てられます。
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グループ5以上 のデバイス:
同期ソース: 外部DCFソース(デバイス独自のDCF出力ではない)/IRIG-B 002
· 期待されるタイムゾーン: デバイスの設定に従ったローカル時間。
· システムは、外部同期ソースから常に正しいローカル時間が返されるものと想定します。そのため、最初の同
期時には、SYNCソースのDST状態が正しくなければなりません。正しくない場合、1時間の誤差が生じます。

· 適用されるSYNC信号とは関係なく、最初の開始時刻を決定する前にDSTの切り替えが考慮されます。
· SYNC信号の中断後に行われる再同期時に、システムは、ソースでDSTの切り替えが行われたかどうかを特定
しようとします。これにより、時刻が正しく採用されます。デバイスでは、そのデバイスのDST状態が維持されま
す。
同期ソース: デバイス独自のDCF出力(DCFマスタとDCFスレーブ)
· 期待されるタイムゾーン: デバイスの設定に従ったローカル時間。
· 最初の開始時刻を決定する前に、DSTの切り替えが考慮されます。そのために、DCF出力が一時的に無効
になります。他のデバイスが出力されたDCF信号に同期される場合、これらのデバイスには新しい時刻が割り
当てられます。
同期ソース: GPS/IRIG-B 12Xコンバータ/NTP
· 期待されるタイムゾーン: UTC。
· システムは、同期ソースがUTC時刻を返すものと想定します。この時刻はデバイスのタイムゾーンに変換されま
す。最初の開始時刻の決定前に、DSTの切り替えが行われます。そのために、必要に応じてSYNC出力が一
時的に無効になります。出力されたSYNC信号に他のデバイスが同期される場合、これらのデバイスには新し
い時刻が割り当てられます。

7.6.9  アプリケーションに関する注記
7.6.9.1  カーブウィンドウでのデータの表示
同期されたデータをカーブウィンドウに正しく表示するには、カーブウィンドウのX軸に対して[日付 /絶対時間 ]を設
定する必要があります。この設定を行わないと、複数の信号のトリガ時間を基準にした表示になります。複数
のデバイスが関与している場合、必ず複数のトリガが使用され、これによって絶対時刻に対する参照が失われ
ます。

7.6.9.2  同期信号喪失時のデバイスの動作
可能な場合は、複数のデバイスを1つの試験設定で連動させる機能、およびこれらのデバイスをSYNC接続で接
続する機能を使用してください。この場合、1台のデバイスを、その他全てのデバイスのクロックを同期するための
マスタとして設定します。マスタは、外部クロックにより同期することもできますが、これが必要になるのは、絶対時
刻を使用する場合のみです。複数のデバイスのデータを相互に同期することだけが必要な場合は、タイムベース
としてマスタの内部クロックを使用するのが最適です。

以下の例は、デバイスがSYNCラインで接続されていない状態での外部クロックによる同期に関するもの
です。
DCF77/IRIG-BまたはGPSレシーバが常に適切に同期信号を受信できるとは限りません。同期信号を受信でき
ない場合、デバイスは以下のように動作します。
· タイムベースとしてDCF77/IRIG-BとGPSのどちらが使用されているかは重要ではありません。
· 同期信号が一時的に失われると、デバイスのクロックが最大1ppmずれる可能性があります。引き続き同期が
失われる場合、激しい温度変化の影響で精度はわずか50ppmまで低下します。その後、有効な同期信号
が再び認識されると、デバイスのクロックが再度同期されます。同期信号が有効と認識されると、以降のシス
テム動作は、デバイスタイプ によって決まります。

· グループ1～4に属するデバイスでは、周波数誤差 のみが修正されます。
· グループ5以上のデバイスは、位相誤差 の補正を試行します。
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· 同期信号が失われた直後のずれ(1ppm):
tdelta= tunsync * 1* 10-6; tdelta= ずれ(秒)

tunsync= 同期なしの時刻(秒)
1* 10-6 =デバイスの時刻の精度

· 同期信号が長期間失われた場合のずれ(最大50ppm):
tdelta= tunsync * 50* 10-6

7.6.9.2.1  1台のデバイスによる測定
DCF77、IRIG-B、GPSレシーバまたはNTPによる外部同期

[時間スタート]オプション: [すぐに]
[同期スタート]: 有効

シナリオ 応答 データ保存フォルダ
名

同期信号が常に存在します。 デバイスが起動し、外部クロック(DCF77、IRIG-B、GPS、NTP、またはPTP)
の時刻を採用します。

デバイスのタイムスタン
プ

同期信号が常に存在します。デバ
イスは有効化時に自己起動によっ
て起動します。

デバイスは同期が確立されるまで待ってから、外部クロックの時刻を使用し
て起動します。

デバイスのタイムスタン
プ

最初は同期信号が存在します。測
定の開始後、クロック信号が失われ
ます。

デバイスが起動し、外部クロックの時刻を採用します。同期信号が失われ
ると、デバイスの内部クロックが引き継ぎますが、クロックは徐ーにずれていき
ます*。

デバイスのタイムスタン
プ

同期信号は測定準備の完了後に
のみ存在します。

測定は、デバイスが同期する場合のみ開始できます。 デバイスのタイムスタン
プ

同期しない場合、開始されません。代わりに、同期信号がないことを通知
するエラーメッセージが表示されます。

あるいは、測定が設
定されません。

オートスタート: 起動時に同期信
号が存在しません。

デバイスは有効な同期信号を待機します。測定は同期後すぐに開始しま
す。プラグインSetupのマニュアルで「ディスクスタート」 を参照してくださ
い。

デバイスのタイムスタン
プ

最初は同期信号が存在します。測
定の開始後、クロック信号が一時
的に失われ(30秒間など)、その後
永続的に安定します。

デバイスが起動し、外部クロックの時刻を採用します。同期信号が失われ
ると、デバイスの内部クロックが引き継ぎますが、クロックは徐ーにずれていき
ます*。その後、再び有効な同期信号が認識されると、以降のシステム動
作は、デバイスタイプ によって決まります。
グループ1～4に属するデバイスでは、周波数誤差 のみが修正されま
す。
グループ5以上のデバイスは、位相誤差 の補正を試行します。

デバイスのタイムスタン
プ

*同期信号が一時的に失われると、デバイスのクロックが最大1ppmずれる可能性があります。引き続き同期が失われる場合、激しい温
度変化の影響で精度はわずか50ppmまで低下します。
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7.6.9.2.2  複数のデバイスによる測定
デバイスは外部クロックにより個別に同期されます。SYNC端子を介した接続はありません。

[同期スタート]: 有効
1) [時間スタート]オプション: [すぐに]: 各ユニットの動作は、互いに独立した1台のデバイスによる測定 の場合
と同じです。
2) [時間スタート]オプション: [すぐに]を選択しない

シナリオ 動作 データ保存フォルダ
名

同期信号が常に存在します。デバ
イスが同期されます。

デバイスが起動し、外部クロック(DCF77、IRIG-B、GPS、NTP、またはPTP)
の時刻を採用します。

デバイスのタイムスタン
プ

同期信号が常に存在します。デバ
イスは有効化時に自己起動によっ
て起動します。

各デバイスは個別に同期が行われるまで待ってから、外部クロックの時刻を
使用して起動します。

デバイスのタイムスタン
プ

最初は同期信号が存在します。測
定の開始後、クロック信号が失われ
ます。

デバイスが起動し、外部クロックの時刻を採用します。同期信号が失われ
ると、デバイスの内部クロックが引き継ぎますが、クロックは徐ーにずれていき
ます*。

デバイスのタイムスタン
プ

同期信号は測定準備の完了後に
のみ存在します。 

デバイスは起動しません。代わりに、同期信号がないことを通知するエラー
メッセージが表示されます。 

測定は設定されませ
ん。

オートスタート: 起動時に同期信
号が存在しません。

デバイスは有効な同期信号を待機します。その後、同期信号を受信する
と、各デバイスが個別に起動します。つまり、デバイスは同時にスタートしま
せんが、各デバイスはできるだけ早くスタートします([時間スタート]オプション
の[すぐに]に対応)。

デバイスのタイムスタン
プ

最初は同期信号が存在します。測
定の開始後、クロック信号が一時
的に失われ(30秒間など)、その後
永続的に安定します。

デバイスが起動し、外部クロックの時刻を採用します。同期信号が失われ
ると、デバイスの内部クロックが引き継ぎますが、クロックは徐ーにずれていき
ます*。その後、再び有効な同期信号が認識されると、以降のシステム動
作は、デバイスタイプ によって決まります。
グループ1～4に属するデバイスでは、周波数誤差 のみが修正されま
す。
グループ5以上のデバイスは、位相誤差 の補正を試行します。

デバイスのタイムスタン
プ

*同期信号が一時的に失われると、デバイスのクロックが最大1ppmずれる可能性があります。引き続き同期が失われる場合、激しい温
度変化の影響で精度はわずか50ppmまで低下します。

7.6.9.3  同期の制御
通常、短時間の測定であれば、同期信号が途絶えても測定の記録を停止する必要はありません。結果とし
て生じるずれを測定で許容できるかどうかを計算するには、「同期信号喪失時のデバイスの動作」 セクション
に記載されている式を使用します。
同期の自動制御を行うときは、以下の機能と制約を考慮してください。
· デバイスを、同期された自動設定試験設定で起動する場合、測定は、同期が確立されてから開始されま
す。

· グループ1 のデバイスの場合: 同期信号が一時的に途絶えた場合、外部パルスクロックを再び受信する
には、測定を再度準備する必要があります。

· imcOnlineFAMOS関数isSynchronizedを使用すると、同期ステータスを要求できます。
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7.6.9.3.1  PCによる測定の制御
1.同期設定

2.構成
キャプチャする測定信号と、クロックレートがサンプリング間隔10msのモニタチャンネルを有効にします。2つの仮想
ビットIsSync_Bit_StartおよびIsSync_Bit_Stopの名前を変更します。 

プラグインの アナログチャンネル ページの設定Setup [ ]

3.トリガマシン
2つの仮想ビットは、Signal=1のイベントを表示します。測定する信号は、IsSync_Bit_Startビットにより開始され
ます。測定が開始された直後に、クロックパルスチャンネルが開始されます。どちらのチャンネルも、仮想ビット
IsSync_Bit_Stopが設定されると終了します。

プラグインの トリガ ページのトリガマシン設定Setup [ ]
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4.imcOnlineFAMOS
imcOnlineFAMOSは、最初に同期信号を評価します。状態がLED_01で示され、デジタル出力チャンネルが
有効になります。
同期信号が有効でない場合は、1のバイナリチャンネルが生成されます。このチャンネルがシステムに組み込まれ
ると、最後の値により、同期されなかった時間の合計が示されます。この合計時間が指定された時間を超えた
場合、ストップビットが設定されます。
; Create control channel for synchronization with 1Hz sampling rate
; Monitor channel:10ms sampling time
IsSync_Bit_Start= IsSyncronized( mean(Mon_Channel_clock, 100, 100) ) 

LED_01=IsSync_Bit_Start ; Indicator with LED

; Create binary channel with 1Hz if not synchronized
_notSynchron= mean(Mon_Channel_clock, 100, 100)*0+1 - IsSync_Bit_Start 

BEEP_01= _notSynchron ; beeper if not synchronized
time_notSynchron= Integral(_notSynchron) ; summarize seconds

; Stop measurement, if syncsignal is not valid for more than 50s 
IsSync_Bit_Stop= greater(time_notSynchron, 50)
DOut01_Bit01 = IsSync_Bit_Stop ; Output to digital channel

7.6.9.3.2  測定の自動制御(無人)
ユーザがアクセスできないシステムで測定が行われる場合、デバイスを再起動するメカニズムを導入する必要が
あります。

1.準備
· 「PCによる測定の制御」 の例にあるように試験設定を設定します。
· この試験設定を、オートスタート試験設定としてデバイスに保存します。
2.リモート端末またはPowerFailによるデバイスの起動/停止
リモート端末を持つデバイスは、その端末を使用して起動/停止することができます。全てのimc CRONOS-PL/
SL、imc BUSDAQ、imc SPARTANデバイス、および一部のimc Cシリーズデバイスがこれに該当します。リモート端
末のないデバイスは、単純に電源を投入/切断することによって起動/停止します。どちらの場合も、デバイスが
オフになる前に、実行中の測定が適切に終了します。
例: imc CRONOS-PL
· 起動: [スイッチ]と[オン]をつなげると、デバイスの電源が入ります。
· 停止: [スイッチ]と[オフ]をつなげると、10秒後に停止します。
例: imc CS-7008
· メインスイッチを位置Iにします。
· 起動: 電源電圧を入れます。
· 停止: 電源電圧を切ると、10秒後にオフになります。
電源を一時的にオフにした場合、期間が停電後の取得時間(T1) を超えると、測定は終了します。メインス
イッチはオン位置のままのため、電源を復帰させるとデバイスが起動します。その後、同期が確立されると、オート
スタート試験設定が自動的にロードされ、開始されます。
3.デジタル出力の評価による制御
imcOnlineFAMOSでは、デジタル出力チャンネルの準備が既に完了しています。 
DOut01_Bit01 = IsSync_Bit_Stop ; Output to digital channel
リモート端末に接続または電源電圧を一時的に切るには、外部制御メカニズムでこの出力を使用する必要が
あります。 
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7.6.9.4  ISOSYNCによる同期信号の分離
同期のためにSync端子経由で接続した複数のデバイスを使用する場合、全てのデバイスの電圧レベルが同じ
であることを確認してください。デバイス間に電位差がある場合は、適切な断面積の追加ラインを使用して均
一化する必要があります。SYNC端子の下に黄色のリングがある場合、この端子は既に絶縁され、電圧差から
保護されています(2012年の夏以降に提供されたデバイス)。
または、ISOSYNCモジュールを使用して、以下のようにデバイスを分離することもできます。
· 同期信号を分離する目的の場合、ISOSYNCモジュールは、関連するimcデバイスのSYNCスレーブに接続しま
す。ISOSYNCモジュールは、SYNC端子に直接接続する必要があります(ケーブルを延長することはできませ
ん)。

· マスタデバイスにはISOSYNCモジュールを接続しません。これにより、どのデバイスがマスタかが決まります。ハー
ドウェア設定に従ってソフトウェアを構成する必要があります。内部で絶縁された(黄色のリング)マスタデバイス
では、分離が自動的にオフに切り替わります。

7.6.9.5  imc CRONOS (PC)と他のデバイスとの同期
スタンドアローン型のimc CRONOSユニット(PC内蔵)と他のimcデバイスを同期させることはできません。

7.6.9.6  精度
· 異なるデバイスからのデータ間の最大時間差は1サンプリング間隔、最大3ミリ秒になります(たとえば、NTPな
ど他に何も設定しない場合)。

· 同期スタートの場合、デバイスは同時に起動しますが、最初のサンプル値が到着するタイミングは異なる可能
性があります。これは、システムアーキテクチャによるもので、様ーな要因(平均化、サンプリングレートなど)に
左右されます。ただし、これがデータのタイムスタンプに影響することはありません。この影響は、カーブウィンドウ
で複数のデバイスのデータを相互に重ねて表示することにより確認できます。絶対時刻表示では、サンプルが
それぞれの正しい時間座標に表示されますが、異なるチャンネルの信号が全て同時に始まるわけではありま
せん。
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7.6.9.7  同期の制約
1. デバイス数: SYNC端子を介した最大20のデバイス
2. ケーブル長: 同期ライン(SYNC)の最大長は200mです。
3. 電圧レベル差: 全てのデバイスの電圧レベルが同じであることを確認してください。デバイス間に電位差があ
る場合は、適切な断面積の追加ラインを使用して均一化する必要があります。または、ISOSYNCモジュー
ルを使用して、電気的に絶縁した状態でデバイスを同期することもできます。SYNC端子の下に黄色のリング
がある場合、この端子は既に絶縁され、電圧差から保護されています(2012年の夏以降に提供されたデバ
イス)。

4. 開始遅延: システムが動作可能になるまでに必要な時間は、システムで最も遅いサンプリングレートの倍数
になります。最小遅延は3秒です。チャンネルを非常に低いサンプリングレートで使用している場合、この準
備プロシージャにかかる時間はそれに伴って長くなります。測定の最初の「開始」時だけでなく、毎回の測定
の開始時またはトリガ時についても同じことが言えます。特に、オートスタート測定の開始時刻を選択すると
きは、この開始遅延に配慮してください。

5. 位相: 信号の位相がフィルタ設定によって異なることに注意してください。適切なタイミングで2つのチャンネル
を比較するには、そのチャンネルのフィルタ設定が同じである必要があります。ハードウェアのマニュアルのフィル
タ設定および同期に関する説明も参照してください。
また、長いRAMバッファ時間や異なるトリガも時間シフトの原因になります。「RAMバッファ期間と同期」
セクションの注意も確認してください。

7.7  imcディスプレイエディタ
この章では、imc Display(外部および一体型のグラフィックディスプレイ)の操作について説明します。

外部ディスプレイ ピクセル(320×240 )

ディスプレイには、テキストによる測定値以外に、カーブプロット、棒グラフ、仮想ゲージ、およびデジタルのステータ
ス読み取り値としてそれらグラフィックオブジェクトも表示されます。ディスプレイの解像度は、320×240ピクセルで
す。

554
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デバイス内蔵のグラフィックディスプレイは、160×80ピクセルのモノクロディスプレイです。

一体型ディスプレイ ピクセル(160×80 )

7.7.1  概要
オプションのディスプレイ画面を使用すると、ユーザは動作中の測定プロセスとやり取りすることができます。ディス
プレイにシステムの状態を示す値を表示しながら、タッチパネルを使用してパラメータを調整することもできます。
アクティブ化時に特定の構成を読み込んで測定機器を準備しておけば、PCを使用しないで測定を実施するこ
とができます。ディスプレイは、測定を制御する段階では、快適なステータスインジケータデバイスとして機能し、
imcSTUDIOに取って代わるか、それを補完することができます。また、PCに耐えられない場所、たとえば-20°Cや
+70°Cの環境で使用することもできます。
ディスプレイの接続または接続解除は、実行中の測定に影響を与えることなく、いつでも行えます。そのため、
同時に動作している複数のデバイスのステータスを1つずつチェックすることなども行えます。
測定機器とのやり取りは、表示変数またはビットを使用して実行します。それらを評価してステータス情報を取
得したり、変更して測定プロセスを制御したりできます。

グラフィックディスプレイ - 携帯型端末(外部ディスプレイ)と内蔵ディスプレイ(一体型ディスプレイ)

外部ディスプレイ 一体型ディスプレイ

注
· 前提条件:
· グループ2 以降のデバイス
· グラフィックディスプレイを互換モード で使用できるのは、英数字ディスプレイのみをサポートしているデバイ
スです。 

参考
技術データについては、デバイスのマニュアルを参照してください。
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注
· ディスプレイの制御は、シリアル接続を介して行います。外部ディスプレイの場合は、通常のヌルモデムケーブ
ルを使用できます。

· リフレッシュレートは、調整することができず、測定機器の性能要求に依存します。最高性能時、データは
1秒当たり15回更新されます。

· 測定機器では、ディスプレイタイプを自力で認識することができません。ディスプレイタイプは、ソフトウェアによ
り、事前に指定する必要があります。ディスプレイタイプを変更した後は、デバイスを再起動する必要がありま
す(参照: リボン[デバイス構成] > [デバイスプロパティ] )

7.7.2  互換モード
グラフィックディスプレイをサポートしないデバイスでは、ディスプレイを英数字ディスプレイとして使用できます。
ディスプレイの[システム]メニュー で、表示モードの下のテキストモードを選択します。そうすれば、グラフィック
ディスプレイを構成し、英数字ディスプレイとして使用することができます。
ディスプレイは、このモードで動作させると、英数字ディスプレイといわゆる互換モードで動作することになります。
その場合、ディスプレイは、デバイス構成でデバイスタイプ1(40文字×16行)が入力される各測定機器と動作させ
ることができます。
詳細については、「システムメニュー」 を参照してください。

注
グラフィックディスプレイをテキストモードで動作させる場合は、測定機器を起動した後で、ディスプレイを接続し
てください。そうしないと、ディスプレイが動作しません。

7.7.3  imcSTUDIOのディスプレイエディタ
ディスプレイは、複数のページで構成されています。どのページにも、コントロールを1つ以上配置することができま
す。測定プロセスとのやり取りに利用可能な要素は、表示変数、仮想ビット、およびイーサビットです。
ディスプレイコントロールと共に、ファンクションボタンを設定することもできます。どのキーコンビネーションコマンドも、
特定のページに関連付けられます。そのため、同じキーを選択しても、呼び出される機能は、現在開いているペ
ージに応じて異なる場合もあります。
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[編集]を使用すれば、更に多くのページを作成できます。どのページも、別ーのディスプレイのように機能します。
ページの選択は、ディスプレイのファンクションキー またはimcOnlineFAMOS関数である DisplaySetPage
を使用して行います。

7.7.3.1  メニュー
[ファイル]メニュー
インポート/エクスポート:
ディスプレイの構成のインポートおよびエクスポートは、ディスプレイエディタを使用すると、実行できます。構成ファ
イルは、XMLドキュメントです。これを使用すると、試験設定のディスプレイの構成を、別の試験設定用にコピー
することができます。
メニュー項目[構成を保存]を使用すると、試験設定に関するディスプレイの現在の設定が保存されます。ま
た、保存は、ディスプレイエディタを終了する際にも実行されます。

[編集]メニュー
コピー/削除/切り取りや元に戻すなどの通常の編集機能以外に、互いにオーバラップする場合にオブジェクトを
整えるための機能もあります。ここでは、試験設定内で新しいページを作成するための、[ページを追加]および
[ページを削除]という重要な機能も示します。

注
ページ内でオブジェクトをコピーするには、Ctrlキーを押しながらオブジェクトをクリックし、別の場所までドラッグし
ます。すると、そこにコピーが自動的に作成されます。

[オブジェクト]メニュー
[オブジェクト]メニューには、ツールバー内と同じ項目が表示されます。 

623

1358



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

614 Setup - Advanced Device Functions

[その他]メニュー
[ファームウェアの更新] 項目を使用すると、測定機器と同じバージョンにディスプレイを更新することができま
す。通常、[ファームウェアの更新]は、デバイスの全コンポーネントに影響を与えます。ただし、更新中に外部ディ
スプレイをデバイスに接続することが適さないこともあります。本項目では、そのような問題を過去にさかのぼって
取り扱うことができます。

[デバイス]メニュー
ディスプレイが構成の対象となるデバイスの選択。

7.7.4  [システム]メニュー
[入力]ボタンを約3秒間押し下げたままにしておくと、[システム]メニューが表示されます。[システム]メニューには、
以下の項目が表示されます。

デモ表示の開始
· デモ表示が開始されます。
· デモでは複数のページが表示され、生成された測定データが表示されます。
· デモでは、一連のページが自動的にスクロールされます。
· デモは、[システム]メニューによって無効にすることもできます。
バックライト
· 背景照明の設定を行います。
表示モード
· グラフィックディスプレイか英数字ディスプレイを選択します。
ページタイマ
· 自動ページスクロールの時間間隔を設定します。
終了
· [システム]メニューを終了します。

7.7.5  キーボード
外部(携帯型)ディスプレイ

Enterキー(塗潰しの円)
· 入力モードを開始します(入力要素にフォーカスを設定します)
· 入力モードを終了します(Enter)

628
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矢印キー:
· 上/下: 一連の要素間(フォーカス)を移動するか、選択範囲/メニュー内でスクロールします
· 右/左: ページ間をスクロールします
ファンクションキー:
· 自由に構成できます
一体型ディスプレイ

右側の水平矢印ボタンを使用すると、ディスプレイの様ーなページをスクロールすることができま
す。この方法で、全てのページにアクセスできます。
ディスプレイ画面の少し左にあるボタンの上部を使用すると、各ページをスクロールするのでは
なくオーバービューウィンドウまでスキップできるので、高速なナビゲーションが可能になります。
右側の垂直矢印ボタンはカーソルとして機能します。リストボックス内の行を1つ選択/ハイライ
トした状態でこれを使用すると、リストボックス内をスクロールできます。
この丸いボタンは、Enterキーと同じです。このボタンを使用すると、選択が行えます。測定時に
このボタンを長押しすると、選択メニューが開き、測定の停止を選択することもできます。ディス
クスタート の説明の場合は、画像が表示されます。
ディスプレイ画面左側の下部にあるボタンを使用すると、1ページに直接ジャンプして戻ることが
できます。1ページが現在既に選択されている場合にこのボタンを使用すると、実行中の測定
を停止することができます。

616
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7.7.6  ディスクスタート
デバイスメモリにディスクスタート構成が含まれていると、ディスプレイ内でディスクスタート構成を選択することが
できます。ディスクスタート構成がオートスタート構成として保存されていると、選択プロシージャがスキップされ、
試験設定が即座に開始されます。
デバイスがアクティブ化されると、試験設定がリスト内に表示されます。

上下矢印キーを使用すると、目的の項目/
を選択できます。試験設定を開くには、丸

いボタンを使用します。
試験設定のロード中...

測定の実行中に丸い[入力]ボタンを押す
と、[ビュー]メニューが表示されます。
そこでは、測定を終了し、別の構成を開始
することができます。
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7.7.7  グラフィック表示要素
表示要素ごとに、その設定を行うための構成ダイアログが1つあります。テキストおよび数値を表示するために、
右側に表示されたフォントを利用して選択が行えます。
以下に示すタイプは、全てのダイアログに共通です。

7.7.7.1  固定テキスト
この要素によってディスプレイ上に生成された固定テキストは、標準インターフェースで編集することができ
ません。
この要素は主に、アクティブなダイアログ要素にコメントを追加する際に使用します。

· 水平テキスト
· 90°回転テキスト
· フォントは3種類(Serif、Sans-Serif、Sans-Serif-Mono)
· normal、cursive、bold、bold-cursive

7.7.7.2  時間
選択したフォントで時間が表示されます。
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7.7.7.3  入出力(数値)
このオブジェクトは、変数にリンクされ、数値の単位を表示するためのボックスに付属します。凡例には、
表示される量の名前が表示されます。

ボックスを数値の表示だけでなく入力にも使用する場合は、オプション[入力]を有効にする必要があります。その
場合、ディスプレイでは、カーソルキーにより値を入力できます。
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7.7.7.4  コンボボックス(テキストの選択)
コンボボックスを使用すると、「n個から1個」(nは項目の総数)を選択することができます。選択する項目
は、リンクされている表示変数の値によって決まります。

リンクされている変数の予想される状態ごとに、テキストを1行入力します。
これらのテキストは、インデックスに対応しています。つまり、変数の値が"0"の場合は、最初の行に対応していま
す。変数の値が"1"の場合は2番目の行、変数の値が"2"の場合は3番目の行、...に対応しています。
[リンク]ボックスでは、チャンネル接続を定義し、構成を「入力」または「出力」として指定します。

7.7.7.5  バーメータ
バーメータという出力要素を使用すると、特定の範囲内で変化する値をグラフィック表示することができま
す(レベルインジケータに類似している)。バーは、水平または垂直に表示することができます。
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関連付けるチャンネルの最小値および最大値を指定します。変数の値は、この範囲内で表示されます。変数
の一時的な値に応じて、バーの色が変化します。特定の色および関連する値域を自由に選択することができま
す。また、スレーブポインタの初期位置およびその精度も設定できます。

バーメータは、デジタル状態の表示に使用することもできます。この場合は、スレーブポインタも数値も存在しませ
ん。
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7.7.7.6  指針メータ
指針メータの設定方法は、バーメータの場合と同様です。スケールも装備されていて、利用可能なオプ
ションは270°、180°、および120°表示です。スケールと共にカラーシェーディングも必要に応じて設定できま
す。
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7.7.7.7  カーブウィンドウ/折れ線グラフ
カーブウィンドウには、最大8チャンネルの信号カーブを表示できます。たとえば、表示変数を使用し、チャ
ンネルの信号コースをカーブウィンドウに表示することができます。

imcSTUDIOのカーブウィンドウとは異なり、ここではチャンネルの信号値のみをディスプレイに転送します。名前や
ユニットなどのその他の情報は、エディタで入力する必要があります。

各チャンネルが表示変数に対して持つリンクは、
必要に応じてアクティブ化またはディアクティベート
することができます。リンクを作成するためのダイア
ログにある凡例コントロールでは、チャンネルの名
前などを入力することができます。
Y軸のスケーリングは、目盛の単位および数と共
に、エディタで設定します。
時間軸は、絶対時間または相対時間を参照す
ることができ、固定とするのかスクロールさせるのか
を設定することができます。X軸の下には、必要に
応じて固定のテキストを追加できます。
水平および垂直のグリッドラインともに、まとめて表
示することも、別ーに表示することもできます。
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注
· ディスプレイ内のカーブウィンドウは、PCで再表示されます。ただし、表示変数によって転送されるデータストリ
ームを除き、ディスプレイでは測定プロセスに関する情報を利用することができません。つまり、ディスプレイで
は、ユニット、データ構造、およびトリガマシンについて何も知らないことになります。

· トリガがチャンネル上でデータ取得を停止するやいなや、imcOnlineFAMOSは関連する表示変数への書
き込みを停止します。測定が継続されると、ほかのチャンネルが停止していないため、ディスプレイは最後の
値が測定された状態でスクロールを継続するだけです。

7.7.8  ディスプレイ上のファンクションキー
ディスプレイの左右端にあるキーは、必要に応じて設
定することができます。
それらのキーはデフォルト時、無効です。リストボックスを
使用すると、キーによる以下の動作を決定できます。 

· 特定のページまでスクロールするか否か
· 変数の値を設定するか否か
· 専用チャンネルのバランスおよびシャント較正を実行
するか否か

注
imcOnlineFAMOS関数であるDisplaySetButton を使用すると、以下の機能をimcOnlineFAMOSで
も実行することができます。

7.7.8.1  ブラウズ
ページをいくつか作成済み([編集] メニュー)の場合
は、ブラウズモードでファンクションキーを使用すれば、そ
れらのページを呼び出すことができます。

1358
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7.7.8.2  値の設定
値の設定モードでは、ファンクションキーを仮想ビットま
たは表示変数にリンクすることができます。

トグルボタン:
ファンクションキーをトグルボタンとして使用すれば、単
一のキーにより、測定の開始と停止などができます。

押しボタン:
表示変数にキーがリンクされます。
imcOnlineFAMOSのプロセスを制御できる変数に、
特定の値を割り当てることもできます。
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7.7.8.3  バランス(個別チャンネルグループ)
ディスプレイを使用して、全てのチャンネルまたは選択したチャンネルのバランスを実行することができます。各ボタ
ンを使用すると、そのボタンに割り当てられたチャンネルを選択することができます。また、ブリッジの真のバランスと
tareを区別することもできます。

[編集リスト]ボタンをクリックすると、チャンネル選択ダイ
アログが開きます。

バランスは、チャンネルごとに実行することもできます。この選択ダイアログでは、ディスプレイのファンクションキーが
押されたときにバランスが実行されるチャンネルを設定します。
[利用可能なアクション]の下には、「ブリッジ」および「tare」という選択肢があります。ブリッジチャンネルは、「バラ
ンス」または「tare」に設定することができます。詳細については、本マニュアルの「プラグイン: Setup」の「チャンネ
ルバランス」 を参照してください。164
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この例のように「ブリッジ」を選択すると、2つのアクティブなブリッジチャンネルが表示されます。チャンネルを1つダブ
ルクリックするか、選択した後、[>>]ボタンをクリックすると、該当するチャンネルが割り当てられます。

[利用可能なアクション]の下に、[tare](距離データをキャプチャするための追加のチャンネル)が表示されます。
[OK]をクリックして選択ダイアログを終了すると、ディスプ
レイのファンクションキーのメインダイアログに一連のチャ
ンネルが表示されます。
[ラベリング]の下に、選択したフォントサイズと背景で、
キーのキャプションが表示されます。
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アクションを実行するため、ディスプレイはバランスモードに切り替わります。次に、補正値が表示されます。

丸いボタンを押すと、画面が通常表示に戻ります。

7.7.8.4  シャント較正(個別チャンネルグループ)
シャント較正を実行すれば、ブリッジチャンネル接続の機能をチェックすることができます。[ビュー]ボタンに対する
チャンネルの割り当ては、Balance バランスと同じ方法で実行します。ただし、シャント較正 の場合は、設
定オプションがほかにもあります。

625 167
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[パラメータ]の下で、較正抵抗値とその適用期間を設定します。選択した較正抵抗と判明しているブリッジ抵
抗により、計算可能なアンバランスが生成されます。このため、[測定モード]ダイアログの[アナログチャンネル]
ページのSetupプラグインででは、フルブリッジとハーフブリッジの場合でもブリッジインピーダンスを示すことができま
す。
ただし、アンバランスの実際の測定値は通常、計算値からずれています。それは、線路抵抗が考慮されていな
いからです。
シャント較正は、ディスプレイに何も表示しないで実行されます。

7.7.9  ファームウェアの更新
ディスプレイは、それ独自のオペレーティングシステムで動作しており、ファームウェアの更新 によって更新されま
す。ほかの全てのコンポーネントの更新中にディスプレイが接続されていなかった場合、ディスプレイの更新はディ
スプレイのセットアップを使用し、最初の構成で実行されます。
ディスプレイは、更新後、正しく動作しない場合、再起動する必要があります。ディスプレイのセットアップを使用
した測定設定が起動されたにもかかわらず、ディスプレイが接続されていなかった場合、ディスプレイは実行中の
測定に接続された際、無視されます。

7.8  imcMessaging
本章では、様ーな媒体(電子メール、FAX)を使用してテキストメッセージを送信するためのimc測定デバイスの
広範な機能、さらにはimcSTUDIOを使用したこれらの操作について説明します。

7.8.1  概要
imcMessagingとは
適切なインターフェースを備えたデバイスは、指定されたイベントへの応答としてテキストメッセージの送信をサポ
ートします。使用可能なイベントは、仮想ビットおよびネットワークビットの任意の信号の変化です。任意のビッ
トにおいて、0から1への遷移および1から0への遷移の両方とも、1つまたは複数のメッセージテキストにリンクできま
す。
このようなメッセージの各自に、それに定義された独自の対象を設定することができます。使用可能なメッセージ
型には、任意の組み合わせによる電子メールおよびFAXなどがあります。
必須のテキストコンポーネントとともに、メッセージテキストにはデバイスからのネットワークビット、仮想ビット、およ
び表示変数の現在の値を含めることもできます。他の使用可能なテキストコンポーネントには、日付、時間、デ
バイス名、およびメッセージが生成された際に現在有効な値で満たすことができる、特定のimcMessagingの
変数などがあります。imcMessagingの情報は、以下の仕様から構成されます。

AllMessageCounter 生成された全メッセージの数
AllMessageLosses 配信できないか、あるいはリソースの不足により拒否されたメッセージの数
EventOverruns 連続してあまりに急速に蓄積されたために処理できなかったイベントの数
ThisMessageCounter このメッセージが生成された回数に関する、メッセージテキスト内のプレースホルダ
ThisMessageLosses 生成されたこの種類のメッセージが失われた回数に関する、メッセージテキスト内のプレースホルダ

imcMessagingの使用対象
事実上、測定中に発生する任意のイベントは、直接的に、あるいはimcOnlineFAMOSプログラムを用いて、
仮想ビットまたはネットワークビットの値を判断できます。特に、このことにより、imcOnlineFAMOS内で定義さ
れたトリガイベント、デジタル入力、または条件をメッセージのリリースとして使用できるようになります。

132
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最も単純な状況では、しきい値を超える際や同様なイベントが発生する際に、電子メールを用いてサービス技
術者に警告を発するために使用できます。
メッセージ内でデバイスからネットワークビット、仮想ビット、および表示変数の現在の値を配置する機能によっ
て、簡単なレポート、さらには不具合メッセージを生成することが可能になります。適切なプログラミングを使用
することで、たとえば、プロセスの現在の状態に関する最重要のデータを含む可能性がある、時間が制御された
メッセージを送信できます。
ただし、imcMessagingはもっぱら、メッセージを時ー送信するためのものであると見なされています。1時間あた
り、あるいは1日あたり、数個のメッセージを生成するべきです。詳細については、信頼性に関するセクションおよ
び技術仕様を参照してください。

imcMessagingの動作
本デバイスは、仮想ビットおよびネットワークビットにおける変化を周期的に検査します。変化が検出されると、
そのイベントに対して定義されたメッセージ設定が存在するかどうかのチェックが行われます。
存在する場合、すでに読み取られた仮想ビットおよびネットワークビットに加えて、表示変数、日付、および時
間が保存されます。こうすることで、後から行われるメッセージの任意の生成に対して、値は可能な限り最新の
状態になります。
検出されたイベントおよびそれらの全てのデータは、イベントキューに入力されます。このキューの全ての項目は、
後から評価され、全ての必要なメッセージが生成されます。この処理では、メッセージテキスト内の変数が保存さ
れた値によって置き換えられます。
したがって、生成されたメッセージは送信キュー内に保存されますが、この送信キューからは、それぞれ最適のイ
ンターフェース経由でこれらを送信できます。

重要な注記
· 仮想ビットとネットワークビットの値は、50msあるいは200ms以下の期間で変化することはありません。 
· 名前を変更した仮想ビットやネットワークビットは、そのデフォルト名(Virt_Bit01など)でMSGファイルに入力
する必要があります。

· メッセージは必ずしも作成された順序で送信されるわけではありません(「メッセージの配信」 を参照)。

imcMessagingは、測定の準備後、アクティビティをすでに開始しています。したがって、メッセージ設定の対象
であるビットが変化する場合、測定の開始前であってもメッセージが送信される可能性があることに注意してくだ
さい。imcMessagingは、測定が停止した後であってもアクティブなままです。特に、測定中に生成されたメッセ
ージを継続して送信しようとします! また、imcMessagingのカウンタ変数は、測定の開始または停止の影響を
受けません。次の測定が準備される場合にのみ、カウンター変数がリセットされ、未送信の任意のメッセージが
破棄されます。
imcMessagingを無効にするには、メッセージの設定が含まれていない測定を準備する必要があります。

imcMessagingの設定方法
imcMessaging各ファイルを補助ファイル としてインポートする必要があります。記述名は「DEV」
+「XXX.msg」です。XXXは、0で始まるデバイス番号を表します(「Dev012.msg」など)。このファイルには各メッセ
ージの説明が含まれる必要がありますが、メッセージには、実際のテキストを含めているだけではなく、トリガイベ
ントおよびメッセージの宛先も判断します。
必要とされる具体的な仕様は、それぞれのメッセージ型によって異なります。設定ファイルの構文および必要な
パラメータに関する全ての詳細は、「Configuration」 に記載されています。
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imcMessagingのシステム要件
適切なインターフェースを備えたデバイスのみがメッセージを送信できます。これには、グループ2 以上の全ての
デバイスが含まれます。 
FAX FAXを送信するには、G3-Fax Version 2または2.0をサポートするモデムが必要です。また、2つの規

格のどちらかとの互換性をFAX機が備えている必要があります。これについては、最新の機器では
問題にはなりません。

電子メール 電子メールは、モデム経由で、あるいは該当するサーバーがネットワーク経由で到達可能な場
合、ネットワークインターフェース経由で送信できます。

GSMモデムまたはGSM携帯電話のどちらかが使用される場合、データ転送を有効にする必要はありません。
要件については以上です。

7.8.2  メッセージ型
電子メールおよびFAXのメッセージ型は、それぞれが異なる長さと不利な点を備えていますが、これらについてはそ
の選択時に検討できます。

FAX
FAXは、中間プロバイダが関与しないため最も直接的なメッセージ形式です。本デバイスは、FAX機の番号を直
接ダイヤルします。また、デバイスによるメッセージ送信と宛先へのメッセージ着信との間には、時間的な遅延も
発生しません。ただし、この利点を活用するには、FAX機を永続的に監視する必要があります。FAXはビットマッ
プグラフィックとして送信されるため、転送されるデータ量は電子メールのデータ量よりもはるかに大きくなります。し
たがって、GSMモデムを使用する際に、FAXの送信に数分かかる可能性があります。FAXは、アーカイブ作成につ
いては厳しい条件付きで適合しますが、再処理については事実上、不可能です。FAXメッセージのサイズについ
ては、imcMessagingでは1枚のページに制限されています。FAXの送信には、モデムが必ず必要です。
行とカラムに関する制限事項ついては、技術仕様を参照してください。

電子メール
電子メールは、設定ファイルのサイズにおいてほぼ任意の量のテキストを含めることができますが、設定にはいくつ
かの制限があります。通常、プロバイダによる電子メールの送信は数秒後に発生しますが、これは保証されるて
いるわけではありません。対照的に、電子メールクライアントは、より長い間隔でのみメッセージを取得するように
設定されていることがあります。アーカイブ作成と再処理に関しては、電子メールが最も適しています。さらに、メ
ールサーバーにLANインターフェース経由でアクセスできる場合、電子メールの送信にはモデムが必要ありません。
この方法により、モデム経由の低速なダイヤリングの処理も省略されるため、電子メールがより高速に送信され
ます。
たとえば、モデムがPCのダイヤルインによりビジーの場合であっても、LAN経由で電子メールを送信することが可能
です。一方、モデムに依存している全てのメッセージは、モデムが再度使用可能になるまで保留されます。
ただし、電子メールを送信するためには、ログイン名およびパスワードを使用したサーバーによるデバイスの特定
が可能になるように、メールサーバーでのアカウントが必要です。
シリアル番号16xxxまたは19xxxのデバイスはTLS/StartTLS暗号化をサポートします。これは、ほとんどの電子メ
ールプロバイダに必要な要件となります。デバイスがこの暗号化をサポートしていない場合、メッセージを暗号化
して電子メールプロバイダに送信するローカル電子メールサーバを使用するか、引き続き非暗号化送信を許可
する残りのプロバイダのいずれかを使用することをお勧めします。 
プロシージャを追ったチュートリアル(LAN経由の電子メール 、およびモデム経由の電子メール )がこの章の
最後に用意されています。
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7.8.3  信頼度
7.8.3.1  イベントの認識(時間応答)
メッセージが設定されているイベントに関して、連続して急速に表示できる個数については、制限があります。1
つのメッセージが送信されている間、発生中のほかのイベントに対しては保存のみが可能です。ただし、イベント
キューは制限付きの空き領域のみを備えています。これが全て使用されると、後続のイベントは破棄されます。
これらの欠落したイベントは、imcMessagingの変数EventOverrunsでカウントされます。
ただし、破棄されたイベントが原因で欠落したメッセージを後から再構築することは不可能です。
少なくともビットの信号遷移が認識されるためには、遷移があまりに連続して発生することは許容されません。こ
の場合、あたかも発生しなかったかのようにイベントが失われます。EventOverrunsでの欠落イベントとしてもカ
ウントすることが不可能になります。したがって、十分な時間にわたって任意のイベントが損なわれずに残るよう
にするためには、適切なプログラミングを使用するか、延期時間を使用します。
imcMessagingがメッセージの送信においてビジーではなくなると同時に、蓄積されたイベントがメッセージテキス
トに解釈され、送信キュー内に入力されます。また、このキューのボリュームも制限されているため、送信可能な
速度よりもさらに急速にこれらが生成される場合は、メッセージが欠落する可能性があります。
キュー内にメッセージを保持する時間の要件は、実際の送信時間(数秒～最大約5分)に従って異なる一方、
メッセージは複数回繰り返されるため、レシーバのアクセシビリティによっても異なります(「メッセージの配信」 を
参照)。
PCがダイヤルインしたためにモデムがビジーの場合、そのモデムを必要とする全てのメッセージは、そのモデムが使
用可能になるまで遅延します。したがって、この場合はメッセージがキュー内に無期限にとどまる可能性もありま
す!
このように、送信が遅延して、キューの使用可能な空き空間が枯渇する可能性があるため、新規メッセージを
許容できないことがあります。
欠落した全てのイベントは、imcMessagingの変数AllMessageLossesでカウントされます。さらに、変数
ThisMessageLossesが、それぞれ個別のメッセージ設定に対して、この設定から生じたメッセージが失われた
頻度を記録します。

7.8.3.2  メッセージの配信
送信準備が整ったメッセージがキュー内に存在すると同時に、その送信が試行されます。この試行に失敗する
場合、メッセージはキューに戻された後、一時停止に続いて試行が繰り返されます。 
この処理は数回繰り返され、繰り返しのたびに配信の試行と試行の間の一時停止時間が長くなります。繰り
返しの試行が特定の回数失敗すると、メッセージは配信不可能であるとみなされ、削除されます。
imcMessagingの変数AllMessageLossesおよびThisMessageLossesの相当するインスタンスが適宜更新され
ます。
たとえば、PCがダイヤルイン中であるためにモデムがビジーの場合、モデム経由で送信される全てのメッセージは、
モデムが使用できるようになるまで保留されます。したがって、ビジー状態のモデムは配信が失敗する原因にはな
りません!
LAN経由で送信できる電子メールは、モデムがビジーであっても配信されます。該当する場合、これらの順序は
送信キュー内で格上げされる可能性があります。したがって、メッセージは必ずしも作成された順序で送信され
るわけではありません!
誤った電話番号やパスワードなど、設定エラーが原因でメッセージを配信できない場合、これを配信するための
複数回の試行によって(著しい)費用が生じることがあります。

注
したがって、確実な状況の下で、各メッセージの設定をテストすることが強く推奨されます。imc社は
imcMessagingの使用から生じる、いかなる費用に対する責任も負いません!
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7.8.3.3  未送信のメッセージの保存
送信キュー内に空き空間がなくなったために、あるいは配信が不可能であるために、メッセージの破棄が必要な
場合、可能であればデバイス内のデータキャリアにこれが保存されます。デバイスが無効な場合であっても、ある
いは新しい測定の準備のためにメッセージの破棄が必要な場合であっても、できるだけデバイス内への保存を実
行する必要があります。このような目的で、メッセージテキストの生成時であってもメッセージは保存され、正常に
送信された後にのみバックアップフォルダから削除されます。
デバイスが内部ハードドライブを備えている場合は、これが保存に使用されます。そうではない場合、システムは
デバイスに対してメッセージの保存先であるリムーバブルストレージデバイスの有無を確認します。
メッセージの保存のために、「UnsentMessages」と名前が付けられたフォルダがデータキャリアのメインディレクトリ
に作成されます。メッセージがいつ、どのように生成されたのかを示すファイル名の下のこのフォルダ内に、全ての
未送信メッセージが保存されます。
ファイル名の形式は以下の通りです。

日付 時間 番号 イベント イベントカウント 型
2004-07-05 09-31-46 #4 Virt_Bit03=1 #2 EMAIL

例: 2004-07-05 09-31-46 #4 Virt_Bit03=1 #2.EMAIL
1番目の番号は、AllMessageCounterに相当します。これは、最後に測定が準備されてからのメッセージの増
分カウンターを示します。2番目の番号は、メッセージのThisMessageCounterです。これはイベントの発生頻度
を示します。
ファイル名の拡張子は、メッセージが電子メールまたはFAXのどちらなのかを示します。

注記
フォルダがファームウェアバージョン2.5R1SP9以前を使用して作成された場合、デバイスは新しい情報を使用し
てフォルダを上書きできません!

7.8.4  構成
imcMessaging各ファイルを補助ファイル としてインポートする必要があります。設定ファイルの名前は、プレ
フィックス「DEV」、3桁のデバイス番号(imcSTUDIOでは常に「001」) 、および末尾の「.MSG」から構成されます。
ファイル名の綴りでは、大文字と小文字が区別されません。
例: [DEV001.MSG]
次の章は、設定の作成が非常に困難な処理であり、特殊な技術が必要であるかのような印象を与えるかもし
れません。しかしながら、実際には必要な情報の取得は非常に簡単です。さらに、「テンプレート」 の章で
は、様ーなプロバイダに必要な項目が一覧で記載されており、簡単な切り取りと貼り付けによって設定を実行
することができます。

7.8.4.1  設定ファイルの構造および構文の基本事項
本セクションは、設定の実行が非常に複雑であり、特殊な技術が必要であるかのような印象を与えるかもしれ
ません。しかしながら、実際には必要な情報は簡単に取得できます。さらに、11-24ページの「テンプレート」以降
には様ーなサービスプロバイダに必要な仕様が記載されており、単にコピーと貼り付けを実行するだけで設定を
実現できます。
各メッセージについては、トリガイベント、メッセージ型、アドレス、およびテキストなど、全ての詳細を定義している
設定ファイルに個別のセグメントを入力する必要があります。1つのセグメントでは、厳密に1つのメッセージが記
述されます! 単一のイベントが複数のメッセージを生成する場合であっても、相当する個数の個別のセグメントを
作成する必要があります。
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セグメントは、角括弧で囲まれたビットの記述名によって常に前書きされます。それに続く全ての行は、新しいセ
グメントが開始されるまで、このビットに関連しています。
例: [Virt_Bit04]
単一セグメントの内部では、各行にキーワード、続いて「等号」および関連する値が含まれています。キーワード
は、行の先頭に配置される必要があり、スペースまたはタブは先行しません。「等号」と値の間にその他の文字
が存在しない場合もあります! 値は引用符なしで入力されます。
行の順序には関連性がありません。セグメント内の全てのキーワードは、任意の順序に配置できます。ただし、
キーワードを都合のよいグループにまとめることが推奨されます。
記号「#」で開始される行は、コメント行として認識されます。空の行およびコメントは、ファイル内の任意の場所
で許可され、無視されます。
次の仕様を各セグメントに適用する必要があります。
パラメータ キーワード 設定可能な値
トリガイベント Event TransitionToOne、TransitionToZero
メッセージ型 MessageType EMAIL、FAX
メッセージ宛先 Destination 電話番号または電子メールアドレス
メッセージテキスト Message 変数を含む任意のテキスト。特殊文字はサポートされません。

キーワード「Event」は、どのイベントがメッセージをトリガするのかを判断します。値「TransitionToOne」は、立
ち上がりエッジまたは0から1へのビットの遷移を意味します。したがって、「TransitionToZero」は、逆遷移が
メッセージをトリガすることを意味します。
例: Event=TransitionToOne
「MessageType」は、「EMAIL」または「FAX」のどちらが送信されるのかを指定します。選択されたメッセージ型に従っ
て、様ーな追加の仕様が必要になります。
例: MessageType=FAX
メッセージレシーバの仕様は、キーワード「Destination」の下に作成されます。FAXによるメッセージの場合、対
象の値はFAX機の番号です。番号の数字は、スペースなしで入力する必要があります。電子メールのレシーバ
は、コンマで区切った1つまたは複数のアドレスを指定できます。
例: Destination=030123456

または
Destination=Hans.Mustermann@Firma.de, Fritz.Froh@Home.de

メッセージテキストは、行ごとに入力されます。各行は、キーワード「Message」から開始されます。行および文字の
最大数は、各メッセージ型によって異なります。キーワードに続くテキストを指定しないだけで、メッセージにスペー
スを挿入できます。ただし、「等号」については、どのような場合でも省略できません。
引用符は、メッセージテキストの構成要素としてみなされるため、変更されることなくレシーバに送信されます。そ
のため、一般的にはテキストを引用符なしで入力する必要があります。
一部の変数は、メッセージテキストに入力することが可能ですが、実行時に更新された値によって置き換えられ
ます(章「変数」 を参照)。
例: Message=This is the message's first line.

Message=This is the message's second line.
(空の行です!) Message=

Message=This is the message's fourth line.
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7.8.4.2  異なるメッセージタイプの特徴
7.8.4.2.1  電子メール
電子メールは、モデムを使用しないで済むメッセージの唯一の形態です。メールサーバーをLAN内で使用できる
場合、電子メールの送信には僅かなデータのみで十分です。
一方、電子メールがモデム経由で送信される場合、「テンプレート」 の章ですでに説明された仕様に加えて、
一連のパラメータ全ての入力が必要です。

パラメータ キーワード 設定可能な値
モデムの初期化 InitScript* (以下を参照)
インターネットプロバイダのダイヤルイン
番号 ProviderPhoneNumber* 電話番号

インターネットアクセスのログイン名 ProviderLoginName* インターネットプロバイダでのアカウントの
ログイン名

インターネットアクセスのパスワード ProviderPassword* インターネットプロバイダでのアカウントの
パスワード

メールサーバー SMTPServer メールサーバーの名前またはIPアドレス
メールサーバーのログインプロトコル SMTPLoginMethod* ログイン、cram-md5
メールサーバーのログイン名 SMTPLoginName* メールサーバーでのアカウントのログイン名
メールサーバーのパスワード SMTPPassword* メールサーバーでのアカウントのパスワード

使用可能なポート1 SMTPServerPort*
非暗号化: 25
TLS: 465、STARTTLS: 587

接続の暗号化1 SMTPServerSecurity* TLSまたはSTARTTLS

送信者のアドレス SenderAddress 返信アドレスとしてメールサーバーによって
許容される電子メールアドレス

電子メールの件名 Subject* 変数を含む任意のテキスト
* オプション; 1 シリアル番号16xxx以上のデバイスの場合のみ

注意
imc DEVICESバージョン2.8R5SP9以降では、「SMTPAuthentication」が新しいキーワード
「SMTPLoginMethod」に代わっています。

「SMTPAuthentication」パラメータについては、「cram-md5」と「login」を間違えることがありました。これが
「SMTPLoginMethod」に変更されています。

互換性を確保するため、「SMTPAuthentication」は以前と同様にサポートされています。たとえば、
「SMTPAuthentication=cram-md5」の場合、引き続き「login」が有効になります。したがって、既存の構成
は、ソフトウェアの更新後も機能します。ただし、今後は「SMTPLoginMethod」を代わりに使用してください。

InitScript
「InitScript」は、特殊な状況でのみ必要になります。一般的には、スクリプトを全て省略できます。
ダイヤルプロシージャに先立ち、モデムに特殊な準備が必要な場合、スクリプトの入力が必要になる可能性が
あります。したがって、デフォルトではプロトコルX.75を使用してISDNモデムを操作し、インターネットプロバイダにダ
イヤルインするために、一時的にのみSync-PPPへ変更することが必要になる場合があります。
例: InitScript="" ATE0 OK ATS96=16 OK
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スクリプトの構文を理解するには、まず引用符を無視することが簡単な方法です。これで、モデムへ送信された
連続の(デバイスが予期しているモデムからの応答から、スペースによってそれぞれが区切られた)コマンドとしてスク
リプトを見なすことができます。例では、モデムが各コマンドに対し「OK」を使用して応答する必要があります。
また、スクリプトは、たとえば「ATA」を使用した呼び出しが許容できるように、モデムのステータスメッセージである「RING」が待たれ
ている状況でも使用されるため、後に続くコマンドが転送される前にモデムが送信する必要がある文字列が必
ず先頭に置かれます。
コマンドの転送が即時に開始される場合、2つの空の引用符が使用され、モデムからのステータスメッセージが待
たれていないことを示します。

ProviderPhoneNumber
電子メールがモデムによって送信される場合、これを目的としてデバイスがインターネットプロバイダにログインする
必要があります。プロバイダの電話番号は、キーワード「ProviderPhoneNumber」と併せて指定されます。
例: ProviderPhoneNumber=00193670

ProviderLoginNameおよびProviderPassword
インターネットアクセスには、ログイン名およびパスワードも必要です。それぞれの値は、「ProviderLoginName」お
よび「ProviderPassword」と併せて受け渡されます。
例:
ProviderLoginName=msn@easysurfer-power.de
ProviderPassword=msn
電子メールがLANインターフェース経由で送信される場合、インターネットプロバイダのログインおよびパスワードは
省略されます。

SMTPServer
対照的に、キーワード「SMTPServer」は、必ず存在する必要があり、どのメールサーバーが電子メールの送信に
使用されるのかを判断します。メールサーバーは、そのIPアドレスまたはそのホスト名によって指定できます。
例:
SMTPServer=10.0.0.13
SMTPServer=mx.freenet.de

SMTPLoginMethod
乱用(スパム)を避けるために、ほぼ全てのメールサーバーでは、ユーザ名およびパスワードを使用したログインが要
求されます。サーバーは、このIDチェックを様ーなプロトコルに従って実行しますが、選択されたサーバーによって
サポートされるプロトコルについては、「SMTPLoginMethod」と併せて指定される必要があります。
例:
SMTPLoginMethod=cram-md5
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SMTPLoginNameおよびSMTPPassword
メールサーバーがログインを求める場合、ログイン名およびパスワードは「SMTPLoginName」または「SMTPPassword」
と併せてそれぞれ入力されます。そうでない場合は、このプロシージャが省略されます。
例:
SMTPLoginName=MyLoginName
SMTPPassword=MyPassword

SMTPServerPort
ポートを指定します。キーワードを指定しない場合、以下のポートが自動で使用されます。
 非コード化: 25
 TLS: 465
 STARTTLS: 587

SMTPServerSecurity
接続の暗号化の選択。シリアル番号19xxx以上のデバイスの場合のみ。以下の暗号化設定が使用可能で
す。
 TLS: 通信全体を暗号化します。
 STARTTLS: 通信は暗号化されずに開始しますが、すぐに暗号化モードに切り替わります。パスワードの要求と
電子メールの転送が暗号化を使用して行われます。

SenderAddress
電子メールの送信時、返信アドレスを必ず提供する必要があり、提供されない場合は配信が拒否されます。ま
た、一部のサーバーでは、電子メールアドレスが有効であるかどうかも確認します。極端な例では、サーバーはサ
ーバー自体と同じドメイン内の返信アドレスからの送信のみを許可するか、あるいはユーザがすでにログイン済み
のアカウントに属する返信アドレスからの送信のみを許可します。これらのプロシージャはメールサーバーの誤用を
防ぐために用いられます。 
返信アドレスは、キーワード「SenderAddress」によって示されます。より分かりやすい送信者の記述名を電子メ
ールクライアントに提供するために、実際の返信アドレスの先頭に追加テキストを置くことができます。ただし、こ
の場合は実際の返信アドレスを記号「<>」で囲む必要があります。
例:
SenderAddress=MyDevice@Firm.de
SenderAddress=TestRig No.2 <MyDevice@Firm.de>
2番目の例では、電子メールクライアントは送信者を「TestRig Nr.2」と示しています。特定を目的としたこの追加
的な補助は、サーバーの要件である文字セットに準拠する必要があることに注意してください。たとえば、ドイツ
語のウムラウトは許容されません。関与するサーバーでどの文字が許容されるのかについては、確認が必要にな
る場合があります!
一部のPCプログラムは、元の文字を表示するために、電子メールクライアントのシステムによって正しく復元され
る、連続した制御文字とウムラウトを置き換えることでこの問題を解決します。ただし、imcMessagingは、この
機能をサポートしていません!
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Subject
キーワード「Subject」と併せて件名に内容を示すことはオプションです。件名には、「Message」と同じ構文が含ま
れ、変数も含めることができます。ウムラウトおよび特殊文字に関する制限と同じ制限が「SenderAddress」につ
いても適用されます。
(「変数」 の章を参照)
例:
Subject=Limit violation in test Rig No.2

Destination
電子メールでは、レシーバのアドレスが「Destination」を使用して提供されます。ほかの全てのメッセージとは対
照的に、電子メールは複数のレシーバに送信できます。このため、様ーな対象アドレスがコンマによって区切られ
ます。
返信アドレスについては、レシーバのアドレスの先頭に記述テキストを置くことができ、これはアドレスとして電子メ
ールクライアントで表示されます。レシーバの実際のアドレスは、記号「<>」で囲まれます。
ウムラウトおよび特殊文字については、「Subjec」および「SenderAddress」と同じ制限が適用されます。
例:
Destination=Hans.Mustermann@Firma.de
Destination=Administrator <Hans.Mustermann@Firma.de>

例
最も単純な例では、ログインも有効な返信アドレスも要求しないローカルネットワーク内のサーバーへ電子メー
ルが受け渡されます。この場合、たとえば、設定は次のようになります。
# Send an email if Ether_Bit09 changes to 1.
[Ether_Bit09]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL

# IP-address of mail server
SMTPServer=10.0.0.13

# Sender: If the mail server doesn't check the address, a
# pretend address can be entered here.(no umlauts)
SenderAddress=MyDevice@NoWhere.de

# Email address of recipient (no umlauts)
Destination=Hans.Mustermann@Firma.de

# Subject line (no umlauts)
Subject=Notification from Test Rig No.2!

# An example of a message text.
Message=This is an email generated by an imc measurement device.

640
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「例: 全ての仕様が含まれた設定
# Send an email if Ether_Bit32 changes to 0.
[Ether_Bit32]
Event=TransitionToZero
MessageType=EMAIL

# Set Synch-PPP as the protocol for the ISDN modem.
# Usually not necessary.The commands are modem-specific.
InitScript="" ATBS96=16 OK

# Data for Internet access
# 0 for dial tone 
ProviderPhoneNumber=00193670
ProviderLoginName=msn@easysurfer-power.de
ProviderPassword=msn
# Data for mail server access
SMTPServer=mx.freenet.de
SMTPLoginMethod=login
SMTPLoginName=Hans.Mustermann@freenet.de
SMTPPassword=qt3TzW

# Return address: Checked for validity by Internet servers!
SenderAddress=My Device <Hans.Mustermann@freenet.de>

# Email addresses of recipient (no umlauts)
Destination=Hans.Mustermann@Firma.de, Fritz <Fritz.Froh@Firma.de>
# Status line (no umlauts)
Subject=Notification from Test Rig No.2!

# An example of a message text.
Message=This is an email generated by an imc measurement device.

「例: STARTTLSで暗号化された構成 
# Send an email if Virtual_Bit01 changes to 1. 
# email without dialing in
[Virt_Bit01]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL

SMTPServer=smtp.gmx.net
#SMTPServerPort=587
SMTPLoginMethod=login
SMTPServerSecurity=STARTTLS
SMTPLoginName=MyName@gmx.de
SMTPPassword=MyPassword
SenderAddress=My device <MyName@gmx.de>
Destination=Info@MyCompany.de
Subject=Message from test bench {DeviceName}!
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message=Hallo!
Message=Keep smiling!
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例: TTLSで暗号化された構成
# Send an email if Virtual_Bit02 changes to 1. 
# email without dialing in
[Virt_Bit02]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL

#SMTPServerPort=465
SMTPLoginMethod=cram-md5
SMTPServerSecurity=TLS
SMTPLoginName=MyName@freenet.de
SMTPPassword=MyPassword
SenderAddress=Mein Geraet <MyName@freenet.de>
Destination=phantom@company.de
Subject=Message from test bench {DeviceName}!
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message=Hallo!
Message=Keep smiling!

7.8.4.2.2  FAX
FAXの場合、説明された仕様 のみが必要です。FAX機の電話番号のみによって、メッセージの送信に必要
な内容の全てが送信されます。ユーザは、ダイヤルトーンを取得するために必要な番号や任意の市外局番が
含まれていることのみを確認する必要があります。

例

# sends a fax if Ether_Bit04 changes to 1.
[Ether_Bit04]
Event=TransitionToOne
MessageType=FAX

# 0 for dialing tone, area code 030 for Berlin, phone number 4567890
# All without spaces! 
Destination=00304567890

# An example of a message text.
Message=Hello!
Message=
Message=これはimc測定デバイスによって生成されたFAXです。

ユーザのモデムとFAX機の両方で標準のG3-Fax Version 2または2.0がサポートされている必要があることに注意
してください。ただし、通常はサポートされている場合がほとんどです。

7.8.4.3  デフォルトの設定
デバイス内には、デフォルトのimcMessaging設定を保存することが可能です。これは、測定が準備されていな
い場合、あるいは、現在の測定にどのimcMessagingの設定も含まれていない場合、必ず使用されます。
UDPステータスモニタリングと様ーな電子メールおよびFAXのメッセージなどを含む、完全な構成を指定できます。
デフォルトの設定を作成、編集、および削除するために、XmlRpcメソッドである
「SetimcMessagingDefaultConfig」が実装されています。このコマンドは、ファイルが交換されると自動的に呼び
出されます。この方法によって、FTPを使用してデフォルトの設定を単独で設定することが可能です。詳細につい
ては、「FTPによる構成」 のセクションを参照してください。
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7.8.5  ネットワークビットの使用に関する特性
複数のデバイスがネットワーク内で組み合わされて使用されている場合、ネットワークビットの遷移は全てのデバ
イスに影響します。これは、どのモデムも使用できないデバイスによってメッセージがトリガされるように、悪用される
可能性があります。
これを目的として、モデムを備えたデバイスは、メッセージを送信することでネットワークビットの変化に応答するよ
うに適宜設定されます。こうすることで、ネットワーク内の任意のデバイスによってビットが制御されます。したがっ
て、設定には、全てのメッセージ設定が含まれている単一のファイルのみが必要になります。
ネットワークビットは、全てのデバイスに対してメッセージの準備が完了してから予想通りに機能できることに注意
してください。また、実際には、完全にほかの測定に割り当てられているデバイスも含め、全てのデバイスがネット
ワークビットに影響するということを必ず考慮するようにしてください。
特に、測定の準備では全てのネットワークビットがリセットされます。言い換えると、ほかのユーザが測定を準備し
ている場合、ご使用のデバイスがすでにメッセージの送信を開始している原因になるということです。

7.8.5.1  変数
電子メールのメッセージテキストおよび件名の行には、永続的なテキストの部分と、メッセージが生成される際に
更新された値によって置き換えられる変数の両方を含めることができます。行には、任意の数の埋め込まれた値
を含めることができます。唯一の制限は、設定ファイルの行の最大の長さの制限と、対象のメッセージ型に影響
を与える特定の制限です。
以下の変数は、imcMessaging およびUDPステータスモニタリング に使用できます。
変数 説明
AllMessageCounter メッセージ生成の合計カウント。数値のフォーマット 。
AllMessageLosses 配信できないか、あるいはリソースの不足により破棄されたメッセージの合計カウント。数値のフォーマッ

ト 。
DateTime 任意のフォーマット での日付および時間。
DeviceName デバイスのユーザ定義による名前。 
DirCounter 測定されたデータを含み、最後の準備プロシージャ以降に作成された、全ての閉じたフォルダのカウン

ト。閉じられる際に測定されたデータを含んでいないために、結果として削除されたフォルダはカウントさ
れません。数値のフォーマット 。

DisplayVar_01-32 表示変数の現在のコンテンツ。数値のフォーマット 。
Ether_Bit01-32 ネットワークビットの現在の状態。数値のフォーマット 。
EventOverruns 連続してあまりに急速に着信したために処理できなかったイベントの合計数。数値のフォーマット 。
MeasurementStatus 以下のデバイスの状態のいずれかを示します。

1: 測定が開始されなかった。測定が準備されたかどうかを区別することは可能ではありません。
2: 開始が予定されたが、まだ開始時間になっていない。
3: 測定が開始され、日付のキャプチャが実行中である。トリガがすでにリリースされているかどうかを区
別することは可能ではありません。
数値のフォーマット 。

SerialNumber テキストとしてデバイスのシリアルナンバーを返します。この変数については、どのフォーマットも指定でき
ません。

SoftwareDateTime ソフトウェアが作成された日付を返します。出力のフォーマットについては、変数DateTimeに対する指
示と同じフォーマット指示を使用できます。フォーマット指示において時間の出力が求められると、時間
を使用できないため、常に0が返されます。

ThisMessageCounter このメッセージが生成された回数に関する、メッセージテキスト内のプレースホルダ。数値のフォーマット
。

ThisMessageLosses 生成されたこの種類のメッセージが失われた回数に関する、メッセージテキスト内のプレースホルダ。数
値のフォーマット 。

TimeOfFirstStart 任意のフォーマット での最後の準備プロシージャに続く、最初の測定の開始時間が含まれます。
Virt_Bit01-32 仮想ビットの現在の状態。数値のフォーマット 。
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ビットおよび表示変数、さらには日付および時間の値は、メッセージを生成する必要があると判断されると即時
に保存されます。後からのみメッセージを生成できる場合であっても、メッセージがトリガされた瞬間にそのテキスト
は変数の値を反映します。
対照的に、imcMessagingのカウンター変数は、メッセージテキストが実際に生成された際にのみ、更新された
値で置き換えられます。
メッセージの準備が整うと、カウントが開始されます。測定が停止されてから再度開始された場合であっても、こ
れはカウンターがリセットされる原因にはなりません。測定の準備時にのみ、カウンターが全てゼロにリセットされま
す。
全ての数値の変数は、整数および浮動小数点のフォーマットのどちらでも表現できます。表示変数が整数とし
てフォーマットされている場合、0.5以上の10進法の値は切り上げられ、0.5未満であれば切り捨てられます。
ビットには値0または1のみを適用できるため、整数のフォーマットのみが意味を成します。カウンター変数の出力
範囲は32ビットです。したがって、カウンターが一杯になってゼロを返す前であっても、約4*109イベントを集計す
る可能性があります。しかしながら、これらの変数については、整数としてフォーマットされることが推奨されます。
ただし、若干複雑であるため、変数「ThisMessageCounter」および「ThisMessageLosses」の詳細については、こ
こで説明されています。
メッセージ設定が存在するため、これらの変数には同様に多くのインスタンスが存在します。メッセージ設定は、
その独自のカウンターに対してのみ常にアクセスできます。したがって、別のメッセージ設定の失われたメッセージカ
ウンター状態を示すメッセージを送信することはできません。
これらのカウンターがメッセージ内で使用される場合、関与するイベントがすでに何回発生した のか、また 、応答
として生成されたいくつのメッセージが失われた のかを即時に判別することが可能です。

対照的に、変数 「AllMessageCounter」および「AllMessageLosses」は各メッセージに関連し、 imcMessaging
のグローバルモニタリングに使用できます。

新しい変数DirCounterは、測定されたデータを含み、最後の準備プロシージャ以降に作成された全ての閉じ
たフォルダをカウントします。閉じられる際に測定データを含んでいないために、結果として削除されたフォルダは
カウントされません!
この新しい変数TimeOfFirstStartの目的は、最後のセッション以降、デバイスが新しい準備プロシージャを実
施したかどうかを判断することです(自動開始、一時停止/再開)。これは、DirCounterが継続して単調に増加
しているのかどうか、あるいはデバイスの最後のメッセージ以降にリセットされたのかどうかを示します。そうではない
場合、たとえば、DirCounter上で3を読み取っているカウンターは、レシーバが認識していた最後の測定値を参
照したままであるのかどうか、あるいは、とりあえずデバイスが再起動されたため、取得準備が整っている3つの閉
じた新規フォルダが存在するのかどうかを区別できません。この状況は、カウンターが4を読み取る際に認識され
(これがデバイスへの接続が構築される次の機会であるため)、メモリの厳密な状態が確認されます。結果として
発生する遅延は、状況によっては許容できないほど長くなる可能性があります。
変数には、準備と同時に値01.01.1900 00:00が含まれることに注意してください! 測定を開始するための瞬間が
認識された際にのみ、変数の内容が適宜変化します。
出力のフォーマットについては、変数DateTimeに対する指示と同じフォーマット指示を使用できます。

7.8.6  UDPステータスモニタリング
UDPステータスモニタリングは、一定の時間間隔内でデータトラフィックを作成するために開発されました。データ
転送が存在しない場合、プロバイダによって中断されることがあるモデム線を保持するために、これが必要になり
ます。
メッセージングファイル「Devxxx.msg」内への項目が入力される必要があります。 ファイルは、サプリメントファイル
として試験設定内にインポートされる必要があります。98
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例
[UDP Status Monitoring] [UDP Status Monitoring]
DestinationIP=x.x.x.x DestinationIP=10.0.2.7
DestinationPort=XXXX DestinationPort=1205
Interval=x in seconds Interval=10
NoLineFeed NoLineFeed

UDPステータスモニタリングデータパッケージの対象として、キーワードDestinationを使用し、IPアドレスまたはDNS
名を指定することが可能になりました。
このことは、対象のコンピュータが固定IPアドレスを備えていない場合でDynDNS名を備えている場合に非常に
便利です。以前のキーワードであるDestinationIPは引き続きサポートされ、通常と同様の方法で機能します。
DNS名をIPアドレスに変換するには、デバイスにDNSサーバーが必要であることに注意してください! これは、If-
Config、またはDHCP経由で、あるいはインターネットにダイヤリングしている場合はプロバイダサーバーによってデ
バイスに宣言される必要があります。
対象のIPアドレスが変更されたかどうかを予測することは不可能であるため、パッケージが送信されるたびに名前
が変換されます。したがって、永続的なIPアドレスを直接提供することが妥当であると言えます。
UDPステータスモニタリング では、全てのimcMessaging の変数をサポートするようになりましたが、
ThisMessageCounterおよびThisMessageLossesは例外です。固定された時間グリッドや、失敗の通知が行わ
れない、セキュリティで保護されていない送信などのために、これらの変数はそれほど便利ではありません。その他
全てのimcMessagingの変数については、特に上記の2つの新しい変数は、他の全てのメッセージ型と全く同じ
方法でUDPステータスモニタリングで許容されます。ただし、UDPステータスモニタリングからのメッセージテキストに
ついては、以前と同様に300文字に制限されます。ここ の例も参照してください。
以下の「FTPによる構成の動作方式」も参照してください。

7.8.6.1  構文
変数は、テキスト内では中括弧で囲まれるため、区別することができます。括弧には、変数の事前定義済みの
名前とそれに続くフォーマット指示が含まれています。見やすくするために、変数の名前の後にはコンマおよびス
ペースを挿入できます。
デバイスの名前(「デバイス名」)は例外です。常に文字列として出力されるため、これにはフォーマット指示が必要
ありません。ほかの変数については、単純な数値間および日付と時間のステートメント間で区別されます。

7.8.6.1.1  数値変数のフォーマット
フォーマットの指示は、必ずパーセント記号と、最も単純な場合ではそれに続く単一の文字から開始されます。
この文字は、以下の表の通り、数値フォーマットを判断します。

フォーマット型 定義
%dまたは%i 10進法フォーマットでの符号付き整数
%u 10進法フォーマットでの符号なし整数
%o 8進法フォーマットでの整数
%x 16進法フォーマットでの整数(0～9、a～f)、プレフィックスなし(0x)
%X 16進法フォーマットでの整数(0～9、A～F)、プレフィックスあり(0X)
%f 固定小数点フォーマットでの実数
%e 指数フォーマットでの実数(1.0e+4など)
%E 指数フォーマットでの実数(1.0E+4など)
%g %fまたは%eと同様(どちらか短い方)
%G %fまたは%Eと同様(どちらか短い方)

640
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フォーマットの仕様の完全な構文では、以下の形式が適用されます。
% 修飾子 最小幅 精度 フォーマット型
必要 オプション オプション オプション オプション 必要

修飾子:
修飾子は、それが意味を成す場合はどこででも組み合わせることができます。これらは以下のような出力に対す
る効果があります。

修飾子 効果
- 左揃え(デフォルトは右揃え)
0 出力はスペースではなくゼロで埋められる
+ 正数の前にプラス記号が挿入される

スペース 正数の前にスペースが挿入される
# フォーマット型に従って異なる

%#o (8進法) 出力にはプレフィックスとしてゼロが付く 
%#x (16進法) 出力にはプレフィックスとして「0x」が付く
%#X (16進法) 出力にはプレフィックスとして「0X」が付く
%#f、%#e、%#E、%g、%#G 小数点の出力を確保する

最小幅:
デフォルトでは、値を表示するために必要なだけの文字数が出力されます。フォーマットされた出力の場合、最
小幅を設定することが望ましいことがあります。こうすることで、出力はスペースで埋められ、この幅が実現されま
す。修飾子「0」を使用すると、スペースではなくゼロで埋められるようになります。
例: %d 値= 734 出力= "734"

%10d 値= 734 出力= "734"
%010d 値= 734 出力= "0000000734"

精度:
実数が小数位の特定の数値で四捨五入される場合、ピリオドとそれに続く小数位の数値(桁数)を入力する
必要があります。
例: %f 値= 734.458 出力= "734.458"

%.1f 値= 734.458 出力= "734.5"
%8.2f 値= 734.458 出力= "734.46"

3番目の例では、小数点を含む、少なくとも8文字の幅を含めることが意図されています。
例: Message=The temperature is {DisplayVar_01, %5.1f}°C.

Message=Message Number {AllMessageCounter, %d}
結果のサンプル: 温度は23.4°Cです。

メッセージ番号4

7.8.6.1.2  日付と時間のフォーマットされた出力
メッセージテキスト内には、事実上、どのようなフォーマットでも日付および時間を挿入できます。日付および時
間のフォーマットの指定は、数値のフォーマットの指定とは全く異なる方法で実行されます。
「DateTime」型の単一の変数に複数のフォーマットを指定することが可能なため、変数は数多くの時間のステー
トメントによって置き換えられます。各フォーマットの仕様は、パーセント記号と、それに続く対象の時間の表現を
意味する文字から構成されます。メッセージテキストの設計では、必要に応じて、ほかのテキスト要素間にフォー
マットの仕様を埋め込むことができます(以下の例を参照)。
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以下の時間の表現を使用できます。
フォーマットの仕様 定義

%d 日(01～31)
%e 1桁の場合、先頭にスペースが付いた日(1～31)
%m 月(01～12)
%y 2桁の年(00～99)
%Y 4桁の年
%G %Vの通り、週に従った4桁の年
%g %Gと同様であるが2桁
%C 2桁の世紀
%F %Y-%m-%dの通り(ISO 8601日付フォーマット)
%D %m/%d/%yの通り(米国日付フォーマット)
%j 1年の順序付けられた日(001～366)
%u 曜日(1～7、月曜日は1)
%w 曜日(0～6、日曜日は0)
%W 週(00～53)、最初の月曜日から開始
%U 週(00～53)、最初の日曜日から開始
%V ISO 8601:1988の週(01～53)、4日間が含まれた第1週から開始。週は月曜日から開始
%H 時(00～23)
%k 1桁の場合、先頭にスペースが付いた時(00～23)
%I 時(01～12)
%l 1桁の場合、先頭にスペースが付いた時(1～12)
%M 分(00～59)
%S 秒(00～61)、60と61は特殊な場合にのみ表示される
%P am/pm 12:00、正午は「pm」、午前0時は「am」
%p AM/PM 12:00、正午は「PM」、午前0時は「AM」
%R %H:%Mに相当
%T %H:%M:%Sに相当
%r %I:%M:%S %pに相当(米国時間表示)

変数「%t」は出力にタブ位置を追加し、「%n」は改行を発生させます。

例
Message=Date: {DateTime, %Y-%m-%d} Time: {DateTime, %H:%M:%S}
Message={DateTime, Year: %Y Month: %m Day:%d}

結果の例:
Date: 2004-07-28 Time: 16:15:32
Year: 2004 Month: 07 Day:28
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7.8.6.2  構文/例/制限
[UDP Status Monitoring] UDPステータスモニタリングのセクションのキーワード
DestinationIP 宛先PCのIPアドレス(例: DestinationIP= 192.168.0.1)
DestinationPort データを受信する宛先ポート(例: e.g.DestinationPort=9)。ポート9はPCの予約されたポー

トです。ここでデータが破棄されるため、問題なく機能します。
Interval 秒単位の時間間隔(例: Interval=240、4分ごと)。設定可能な間隔は1～4000000秒

(推奨: 10秒以上)
NoLineFeed このコマンドが入力されると、自動改行がメッセージ(「Message=...」)の後に挿入されます。

データは後から送信できます。メッセージは、「NoLineFeed」で禁じられていない限り、ラインフィードで分割できま
す。デバイス名は、{Devicename}によって転送できます。

例
[UDP Status Monitoring]
DestinationIP=192.168.0.1
DestinationPort=5000
Interval=10
Message={Devicename}
Message=This could be any text
Message=Last start {TimeOfFirstStart, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message=Directories number = {DirCounter, %u}
Message=Temperature = {DisplayVar_01, %5.2f}
Message=State of measurement = {MeasurementStatus, %d}

変数およびそのフォーマットについては、「変数」 の章を参照してください。
制限
· データの最大パックは300バイトまでです。これより大きなパッケージはカットされます。
· 1つのデバイスあたり1つのUDPステータスモニタリング設定のみを定義できます。
· UDPステータスモニタリングおよびimcMessagingは、1つのmsgファイル内で定義される必要があります。固定
間隔でUDPステータスモニタリングパッケージを作成し、条件に従って電子メールを送信することが可能です。

· UDPステータスモニタリングのソースポートは、常に1200です。

7.8.6.3  UDPステータスモニタリングのテスト
UDPステータスモニタリングをテストするために、プログラムUDP Status Monitoring.exeが提供されています(DVD
内に収録)。

経由で到着したメッセージUDP

640
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7.8.7  考えられるエラーソース
実稼働環境において発生する問題を回避するために、メッセージの設定を必ずテストする必要があります!
インターネットプロバイダまたはメールサーバに対するアクセスデータを確認した後であっても、これらを必ずコピーし
て、設定ファイル内に貼り付けする必要があります。この方法によって、入力の誤りを防ぐことができます。同じ方
法は、レシーバの電話番号および電子メールについても適用されます。
頻出の問題、それらについて考えられる原因、および関連する対処方法の一部を以下に掲載します。
問題: デバイスが、ビットの各変化に対するメッセージを送信しない。孤立したメッセージのみが生成される、ある
いは全く生成されない。
原因: ビットの変化が急速すぎて変化が認識されないか、送信キューが一杯です。
対処方法: 確実に認識するのに十分な期間、ビットの状態が安定したままであることを確認します。連続して
急速に数多くのメッセージが生成されることのないようにしてください。また、メッセージが問題なく送信されることを
確認してください。
問題: デバイスは、各FAXを広範な時間枠において何度も送信する。
原因: ご使用のFAX機は、使用しているモデムとの完全な互換性を備えていないため、デバイスではFAXが欠落
しているかのように認識されます。したがって、このように長時間にわたってデバイスがメッセージを繰り返し、最終
的には送信を諦めます。
対処方法: モデムまたはFAX機を交換します!
問題: 変数がメッセージ内で更新された値によって交換されない。行が設定ファイル内に入力されたかのように
表示される。
原因: 構文エラーの可能性があります。
対処方法: 変数の綴りを確認し、エラーのフォーマット指示を確認します。
問題: imcMessagingを自動コールバックと併せて使用している際に、デバイスのコールバックに異常に長い時
間がかかる場合がある。
原因: デバイスは、ユーザの呼び出しと折り返しの呼び出しの間にメッセージを送信していることがあります。この
ため、折り返しの呼び出しは最大約5分間、遅延することがあります。
対処方法: ありません。
問題: ネットワークビットに対してメッセージを設定すると、ビットの変化はあり得ないのに、これらのメッセージが継
続してトリガされるようになった。
原因: ネットワークビットは、ネットワーク内の各デバイスによって影響されます。ほかのユーザが使用中のデバイス
が、一部のネットワークビットを変更した可能性があります。
対処方法: 個別のネットワークを構築するか、仮想ビットを使用します。
問題: 複数のデバイスの使用中、ネットワークビットによってトリガされた最初のメッセージが送信されない。
原因: imcOnlineFAMOSを使用して測定の準備中にすでにビットを設定している場合、一部のデバイスの
準備が整っていないことがあるため、デバイスの全てでこれが認識されるわけではありません。
対処方法: 全てのデバイスに対して準備を完了するまで、ネットワークビットに変更を行わないようにします。
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7.8.8  技術仕様imcMessaging
以下のデータは、2004年8月において有効な状態を反映したものです。さらなる開発に対応するために、imcは
データを変更する権利を留保します。
パラメータ 最小値/最大値
イベントの長さ 最小50ms、推奨設定> 200ms
イベントの発生と変数の更新された値の保存の間の遅延 最小20ms、最大約200ms
設定ファイルの行の長さ 最大512文字
設定ファイルのサイズ 最大300000文字
メッセージの設定の個数 1つのデバイスあたり最大128個
イベントキューのサイズ 128項目
送信キューのサイズ 128メッセージ
メッセージが失われるまで試行される送信回数 30
連続した送信の試行間の間隔 1、4、9、16、25、36、49、60、60、...60分
インターネットへダイヤルインするための試行時間 許容される最大時間: 60秒
電子メール送信時間 許容される最大時間: 80秒
電子メール内の文字数 設定ファイルのサイズによってのみ制限される
FAX送信時間 許容される最大時間: 280秒
FAXの行の長さ 最大: 75文字
FAX内の行数 最大: 75行
入力範囲
ビット変数
カウンター変数
表示変数

0または1
符号なし32ビット(0～4294967295)
32ビット浮動小数点(-3.4e+38～+3.4e+38)

7.8.9  テンプレート
できるだけimcMessagingの設定を簡単にするために、以下のテンプレートが提供されていますが、これらには
様ーなサービスプロバイダを対象にした関連するアクセスコードが含まれています。必要に応じて、これらのデータ
をご使用の設定ファイルに採用できます。この例はドイツのプロバイダを参照しています。ドイツ国外のアクセスコ
ードについては、関連するサービスプロバイダにお問い合わせください。

インターネットプロバイダ
インターネットプロバイダの一例を以下に掲載します。サプライヤの詳細については、Webページを確認してくださ
い。この情報の正確性については、責任を負わないものとします!

固定電話回線(ISDNおよびアナログ)からのCall by Callのインターネットアクセス
MSN (Easysurfer power)
ProviderPhoneNumber=0193670
ProviderLoginName=msn@easysurfer-power.de
ProviderPassword=msn

GSMを介したCall by Callのインターネットアクセス
最も低費用のインターネットアクセスについては、ご使用のGSMプロバイダにお問い合わせください。

D1 T-Com Inland (登録が必要!)
ProviderPhoneNumber=4122
ProviderLoginName=(登録時に割り当てられる)
ProviderPassword=(登録時に割り当てられる)
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D1およびD2 Domestic(ドイツ): Freenet社のCall by Call
1分あたりの料金: 20セント+任意の特殊番号の料金(debitel)
ProviderPhoneNumber=22243
ProviderLoginName=freenet
ProviderPassword=mobil

D1 Abroad(ドイツ国外): Freenet社のCall by Call (ドイツ国内では使用不可)
料金: プロバイダによって異なる
ProviderPhoneNumber=+491712522224 (+49を該当する国番号で置き換えること!)
ProviderLoginName=freenet
ProviderPassword=mobil

無料のメールサーバー
ログイン名を取得するには、プロバイダでの電子メールアドレスを適用する必要があります。これはプロバイダの
Webサイトを介して実行できます。

GMAIL
MessageType=EMAIL
SMTPServer=smtp.gmail.com
SMTPLoginMethod=login
SMTPServerSecurity=TLS
SMTPLoginName = (このプロバイダでのログイン名)
SMTPPassword = (このプロバイダでのパスワード)
SenderAddress = (このプロバイダでの電子メールアドレス)
Destination=name@provider.de
Subject=My test message
Message=Hello!
#すべての送信電子メールを自動保存します!

GMX社
SMTPServer=pop.gmx.net
SMTPAuthentication=cram-md5
SMTPLoginName=(このプロバイダでのログイン名)
SMTPServerSecurity=StartTLS
SMTPPassword=(このプロバイダでのパスワード)
SenderAddress=(このプロバイダでの電子メールアドレス)

WEB.DE
MessageType=EMAIL
SMTPServer=smtp.web.de
SMTPLoginMethod=login
SMTPServerSecurity=StartTLS
SMTPLoginName=user # without @web.de
SMTPPassword = (このプロバイダでのパスワード)
SenderAddress = (このプロバイダでの電子メールアドレス)

SMARTMOBIL (非暗号化)
MessageType=EMAIL
SMTPServer=smtp.smart-mail.de
SMTPLoginMethod=login
SMTPLoginName = (このプロバイダでのログイン名)
SMTPPassword = (このプロバイダでのパスワード)
SenderAddress = (このプロバイダでの電子メールアドレス)

Freenet社
SMTPServer=mx.freenet.de
SMTPAuthentication=cram-md5
SMTPLoginName= (このプロバイダでのログイン名)
SMTPPassword= (このプロバイダでのパスワード)
SenderAddress= (このプロバイダでの電子メールアドレス)
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7.8.10  順を追ったプロシージャ
7.8.10.1  接続のセットアップ
モデム
1. SIMカードを使用してモデムの準備を整えます。
2. IF-Configを使用して初期化スクリプトを選択し、正しいPINを入力します。マニュアルのSetup - Connect the

deviceに接続」>「Special options for connecting to the device」>「Modem connection (TCP/IP with
PPP)」>「Configuring devices as a PPP-Server」 を参照してください。

3. デバイスの準備を整え、モデムを接続します。約1Hzでモデムが点滅を開始するのを待ちます。
WLAN
マニュアルのSetup - Connect the deviceに接続」>「Special options for connecting to the device」>「Device
connection via WLAN」 を参照してください。
LAN
マニュアルのSetup - Connect the deviceに接続」>「Special options for connecting to the device」>「LAN-
Configuring the imc units」 を参照してください。

7.8.10.2  電子メールの送信
仮想ビット01が0から1に設定される場合、電子メールが送信されます。青色の背景の項目は置き換えてくださ
い。
以下のテキストを、DEV001.msgにコピーします。ファイルは、補足ファイル として試験設定内にインポートされ
る必要があります。

LAN経由の電子メールの送信
この例では、LAN経由でインターネットにデバイスを接続する必要があります。

例
# Send an Email, if Virtual_Bit01 is set to 1
[Virt_Bit01]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL

# IP-Adresse of mailserver
SMTPServer=mx.freenet.de
SMTPAuthentication=login
SMTPServerSecurity=StartTLS
SMTPLoginName=TestMail@freenet.de
SMTPPassword=MyPassword

# Sender: If the mailserver does not check the destination, it can be used as imaginary
address.
SenderAddress=My device <TestMail@freenet.de>

# Email addresse of recipient 
Destination=john.smith@imc-berlin.de

# reference line
Subject=This mail is send by an imc device {DeviceName}

# Example for message text
Message=The temperature is {DisplayVar_01, %3.1f}°C

291

281

275

98
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モデム経由の電子メールの送信
この例の場合、モデム が必要です。

例
# Send an Email, if Virtual_Bit01 is set to 1
[Virt_Bit01]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL

# Data for Internet access
# 0 for dial tone 
ProviderPhoneNumber=22243
ProviderLoginName=freenet
ProviderPassword=mobil

# Data for mail server access
SMTPServer=mx.freenet.de
SMTPAuthentication=login
SMTPServerSecurity=StartTLS
SMTPLoginName=TestMail@freenet.de
SMTPPassword=MyPassword
SenderAddress=My device <TestMail@freenet.de>

# Email addresse of recipient 
Destination=john.smith@imc-berlin.de

# reference line
Subject=This mail is send by an imc device {DeviceName}

# Example for message text
Message=The temperature is {DisplayVar_01, %3.1f}°C

7.9  FTPによる構成
FTPを使用して、任意のファイルをデバイスに転送することができます。この方法を使用すると、構成ファイルをデ
バイスに書き込むことができます。デバイスは、FTPにより設定することができます。

警告
· FTPによるファイルの上書き時に伝送が中断されると、ファイルが無効になったり、破損したりするおそれがあり
ます。影響を受けたファイルがオートスタート構成の場合、デバイスはその時点以降、アクティブ化されるたび
に、常にその無効ファイルを使用してオートスタートの実行を試みます。このような処理が実行されるたびに、
デバイスがクラッシュするおそれがあります。その結果、デバイスにリモートでアクセスすることができなくなったり、
修理が必要になる場合があります。

· このような理由により、セキュアでない接続(FTP)によってオートスタート構成を上書きしないよう、強く
推奨します。

· imcSTUDIOから測定に接続することができません。
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XmlRpcCmd
FTP経由でデバイスを設定するために、コマンドインターフェースが実装されています(グループ2 以降のデバ
イスの場合)。コマンドは、コマンド呼び出し(関連するパラメータを含む)が含まれるテキストファイル(xmlrpcメソッ
ド呼び出しファイル: xmlrpccmd.call)を伝送して呼び出します。
また、別のファイルとして、新しい構成が伝送されます。
コマンドの実行後、結果は取得可能なテキストファイルの形式(xmlrpc応答ファイル: xmlrpccmd.response)で
保存されます。これらのファイルの整合性を保証するため、長さ0の新しいファイル("xmlrpccmd.call.valid"また
は"xmlrpccmd.response.valid")の作成により、その有効性が確認されます。

構成の例
1.デバイスの再構成と起動
オートスタート構成を開始します。オートスタート構成がないと、デバイスは記録なしで起動されます。
2.指定した構成によるデバイスの再構成と起動
構成がデバイス上に存在しなければなりません。構成は、FTPによって上書きされたものでも、新しく作成された
ものでもかまいません。指定するのは、ディスクスタート構成(ume.zip)でも、オートスタート構成(ums.zip)でもか
まいません。
3.伝送された構成によるデバイスの再構成と起動
新しい構成を、FTPにより、デバイスに伝送します。ただし、構成が上書きされるのは、コマンドがデバイス自体で
実行された場合だけです。つまり、内部フラッシュ内の構成でさえ変更することができます。接続の中断による影
響はなく、セキュリティは大幅に向上しています。
これは、オートスタート構成を変更するための方法として推奨される方法です。
制約:
· 変更対象の試験設定が既に存在していること。
· オートスタート構成(ums.zip)は、オートスタート構成によってのみ上書きすることができる。
· ディスクスタート構成(ume.zip)は、ディスクスタート構成によって上書きすることができない。
プロシージャ
デバイス上でのファイルアクションは全て、ルートフォルダ内で直接指定します。
1.ユーザ:
· デバイスから、ファイル"xmlrpccmd.call"および"xmlrpccmd.call.valid"を必要に応じて削除します。
· デバイスから、ファイル"xmlrpccmd.response"および"xmlrpccmd.response.valid"を必要に応じて削除しま
す。

· 新しい構成ファイルを、内部データストレージメディアに必要に応じてコピーします。
· "xmlrpccmd.call"をコピーします。このファイルには、有効なコマンドが記述されている必要があります(例を参
照)。

· "xmlrpccmd.call.valid"をコピーします。このファイルは、空でなければなりません。これ
は、"xmlrpccmd.call"が正常にコピーされたことを確認するためだけに使用します。

2.デバイス:
· ファイル"xmlrpccmd.call"と"xmlrpccmd.call.valid"が、読み込まれた後、削除されます。
· 必要に応じて、新しい構成ファイルがターゲットフォルダにコピーされた後、削除されます。
· デバイスの構成が実行され、試験設定が開始されます。
· コマンドの実行結果が返されるファイル"xmlrpccmd.response"が、デバイスによって作成されます。
· "xmlrpccmd.response"が有効であることを示すために、ファイル"xmlrpccmd.response.valid"が作成されま
す。
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3.ユーザ:
· "xmlrpccmd.response.valid"を待ちます。タイムアウト(接続の速度と品質によって異なりますが、1分以上。
ただし、3分が望ましい)を設定します。

· PC上での評価用に、"xmlrpccmd.response"をコピーします。
· デバイスから、ファイル"xmlrpccmd.response"および"xmlrpccmd.response.valid"を削除します。
· タイムアウトが発生した場合は、不要になったファイルを全て削除します。

7.9.1  FTPによる構成の動作方式
次の例は、imcMessagingのデフォルト構成を有効にする方法を示しています。また、それと同時に、UDPステー
タスモニタリングによって情報を周期的に伝送するようデバイスに指示しています。

1.まず、グループ4 以降のデバイスによって小規模な自動設定試験設定が作成されます。
試験設定の動作中、仮想ビット1を設定する必要があります。このイベントのパフォーマンスは、
imcOnlineFAMOSを使用して(タイマまたはランプ関数を使用するなど)自動化することができます。この試験
設定を、自動設定構成としてデバイスに保存します。
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2.エクスプローラのインスタンスを2つ開きます。一方のウィンドウには、デバイスを表示します。そのために
は、「ftp://」とデバイスのIPアドレス(「ftp://imc@10.0.11.24/pcmcia/」など)を入力します。
2番目のウィンドウには、伝送対象のファイルが存在するローカルフォルダを表示します。

測定デバイスのデータキャリア

構成ファイルのソースディレクトリFTP
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3.「xmlrpccmd.call」というテキストファイルを作成し、次のサンプルテキストをこのファイルにコピーします。
下記の太字のコードセグメントは、調整が必要です。緑色のコメント部は、その後削除します。
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>SetimcMessagingDefaultConfig</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:29:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>Configuration</name>
<value>[UDP Status Monitoring]
# The IP address of the destination PC
DestinationIP=15.0.1.17 ; here, enter your PC's target address.
# The UDP port to send the data to
# Port 9 is the "discard" port and should do no harm to the PC
DestinationPort=9 ; here. enter the port via which your computer receives UDP.
# The interval in seconds (e.g. send every 4min)
Interval=10 ; interval in seconds.Here, enter how often to send a UDP message.

# The data to send:
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message={SerialNumber}
Message={SoftwareVersion} {SoftwareDateTime, %Y-%m-%d}
Message={MeasurementStatus, %u}

[Virt_Bit01]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL
; here, enter your mail server's address
SMTPServer=15.0.0.19
; origin address of the e-mail sent.It is not applied and is merely for your own
information.
SenderAddress=CS-7008SN122399@imc-berlin.de 
; e-mail address to which the device sends the message generated.
Destination=Max.Mustermann@imc-berlin.de
Subject=Message from device {DeviceName}!
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message={SerialNumber}
Message={SoftwareVersion} {SoftwareDateTime, %Y-%m-%d}
Message={MeasurementStatus, %u}
</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>
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"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:29:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>

4.xmlrpccmd.call.validという名前のテキスト ファイルを作成します。このファイルには、中身がありません。

5.次に、ファイルxmlrpccmd.callとファイルxmlrpccmd.call.validをデバイスフォルダにコピーします。

構成ファイルの転送
6.数秒待った後、エクスプローラを更新します(F5)。
コピーしたファイルが消え、xmlrpccmd.responseおよびxmlrpccmd.response.validが表示されます。応答ファ
イルは、テキストエディタで読むことができ、異常がなければその戻り値は0になります。そうでない場合は、エラーコ
ードが返されます。その場合は、xmlrpccmd.callファイルを再度チェックしてください。エラーが見つからない場合
は、ホットラインにお問い合わせください。

...
- <member>
<name>Result</name>
- <value>
 <i4>0</i4>
</value>...

<---- ここに戻り値が表示されます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

656 Setup - Advanced Device Functions

7.変更点は、次の準備プロシージャにならないと、有効になりません。 
再アクティブ化を実行するか、スリープモードから起こす(busDAQの場合のみ)かして再起動を実行し、新しい準
備プロセスを実行します。
Eメールが到着しているか否かをチェックします。UDP Status Monitoring.exeプログラムを使用して、UDPメッセー
ジをチェックすることができます。

経由で到着したメッセージUDP

7.9.2  コマンド呼び出しおよび応答の構文
以下のコマンドが実装されています。
XmlRpcCmdReconfigure デバイスの再構成と起動。
コマンド呼び出し(ファイル: "xmlrpccmd.call")では、以下のパラメータを指定できます。
SourceDrive:
"Removable" -> PCMCIAまたはCF-Card
"Nonremovable" -> IDEまたはCF-Adapter
SourceFile:
"devXXX.ums.zip"または"devXXX.ume.zip"(XXXはデバイス番号)
DestinationDrive:
"Removable" -> PCMCIAまたはCF-Card
"Nonremovable" -> IDEまたはCF-Adapter
"Internal" -> インターフェースのフラッシュディスク
Experiment:
試験設定名
RequestID (オプション):
デバイスによって"xmlrpccmd.response"にコピーされる任意の文字列。現在のコマンド
に"xmlrpccmd.response"が属すか否かを明確に認識できる一意な文字列を適宜使用します。
応答(ファイル: "xmlrpccmd.response")には、以下の値が含まれます。
· Result: imcSTUDIOのエラーコードか0(エラーが発生していない場合)。
· RequestID: "xmlrpccmd.call"からの文字列か空(RequestIDを指定しなかった場合)。
SetimcMessagingDefaultConfig: imcMessaging のデフォルト構成
以下の点に注意してください。
1. コマンド"SetimcMessagingDefaultConfig"は、デバイスの再構成を即座には実行しません。変更点は、測
定が次回準備されたときにのみ有効になります。

2. 戻り値は、コマンドを正しく実行できたか否かを示すのみです。与えられた構成の構文チェックは実行されま
せん。
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RequestID (オプション): デバイスにより"xmlrpccmd.response"に登録される任意の文字列。現在のコマンド
に"xmlrpccmd.response"が属すか否かを確実に認識できる非反復文字列を適宜使用します。
Configuration: XMLエンコード文字列としてのimcMessagingの新しいデフォルト構成です。構成をXMLエンコー
ドとすることが重要です。そうすると、構文エラーになる可能性のある一部の文字がエスケープシーケンスに置き
換えられるためです。構成内では、行のフォーマッティングは維持し、インデントは避ける必要があります。インデ
ントは、構文エラーとなるか、メッセージ内の余分なインデントになるからです。空の文字列を構成として指定す
ると、デフォルト構成が削除されます。
応答(ファイル: "xmlrpccmd.response")には、以下の値が含まれます。
· iRet: imcSTUDIOのエラーコードか0(エラーが発生していない場合)。
· Result: iRetと同じ(互換性のために保持)。
· RequestID: "xmlrpccmd.call"からの文字列か空(RequestIDを指定しなかった場合)。
GetSoftwareVersion
RequestID (オプション): デバイスにより"xmlrpccmd.response"に登録される任意の文字列。現在のコマンド
に"xmlrpccmd.response"が属すか否かを確実に認識できる非反復文字列を適宜使用します。応答(ファイル
: "xmlrpccmd.response")には、以下の値が含まれます。
· iRet: imcSTUDIOのエラーコードか0(エラーが発生していない場合)。
· Result: iRetと同じ(互換性のために保持)。
· RequestID: "xmlrpccmd.call"からの文字列か空(RequestIDを指定しなかった場合)。
SoftwareVersion: デバイスのソフトウェアバージョン(文字列のフォーマットは"Version 2.6R3 SP7 Beta
(31.5.2008)")。

注
· パラメータ名の大文字/小文字は、区別されます。
· 厳密な構文については、以下の例を参照してください。

7.9.2.1  デバイスの再構成と起動
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>XmlRpcCmdReconfigure</methodName>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":

<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value/>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.9.2.2  指定した構成によるデバイスの再構成と起動
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>XmlRpcCmdReconfigure</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2007/10/18 12:34:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>DestinationDrive</name>
 <value>Removable</value>
 </member>
 <member>
 <name>Experiment</name>
 <value>Test_001</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2007/10/18 12:34:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.9.2.3  伝送された構成によるデバイスの再構成と起動
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>XmlRpcCmdReconfigure</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2007/10/18 15:49:06</value>
 </member>
 <member>
 <name>SourceDrive</name>
 <value>Removable</value>
 </member>
 <member>
 <name>SourceFile</name>
 <value>dev002.ume.zip</value>
 </member>
 <member>
 <name>DestinationDrive</name>
 <value>Removable</value>
 </member>
 <member>
 <name>Experiment</name>
 <value>Test_001</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2007/10/18 15:49:06</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.9.2.4  GetSoftwareVersionによるバージョンの取得
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>GetSoftwareVersion</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 14:23:56</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 14:23:56</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 <member>
 <name>SoftwareVersion</name>
 <value>V2.6R3 SP7 Beta (31.5.2008)</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.9.2.5  imcMessaging デフォルト構成
7.9.2.5.1  デフォルト構成の削除

"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>SetimcMessagingDefaultConfig</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:25:12</value>
 </member>
 <member>
 <name>Configuration</name>
 <value></value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:25:12</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.9.2.5.2  デフォルト構成の設定
"xmlrpccmd.call":
<?xml version="1.0"?>
<methodCall>
 <methodName>SetimcMessagingDefaultConfig</methodName>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:29:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>Configuration</name>
<value>[UDP Status Monitoring]
# The IP address of the destination PC
DestinationIP=10.0.2.7
# The UDP port to send the data to
# Port 9 is the &quot;discard&quot; port and should do no harm to the PC
DestinationPort=9
# The interval in seconds (e.g. send every 4min)
Interval=240
# The data to send:
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}

Message={SerialNumber}
Message={SoftwareVersion} {SoftwareDateTime, %Y-%m-%d}
Message={MeasurementStatus, %u}

[Virt_Bit01]
Event=TransitionToOne
MessageType=EMAIL
SMTPServer=smpt.company.com
SenderAddress=Sender name &lt;sender@company.com&gt;
Destination=destination@company.com
Subject=Message from device {DeviceName}!
Message={DeviceName} {DateTime, %Y-%m-%d %H:%M:%S}
Message={SerialNumber}
Message={SoftwareVersion} {SoftwareDateTime, %Y-%m-%d}
Message={MeasurementStatus, %u}
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</value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodCall>

"xmlrpccmd.response":
<?xml version="1.0"?>
<methodResponse>
 <params>
 <param>
 <value>
 <struct>
 <member>
 <name>RequestID</name>
 <value>2008-06-02 13:29:38</value>
 </member>
 <member>
 <name>Result</name>
 <value>
 <i4>0</i4>
 </value>
 </member>
 </struct>
 </value>
 </param>
 </params>
</methodResponse>
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7.10  imcREMOTEWebServer

imc REMOTE WebServerは、プラットフォームに依存しないリモートアクセスをimc測定システムに提供します。こ
の拡張により、ネットワーク接続経由で、端末デバイス/コンピュータから(この拡張が有効で実行中の) imcシステ
ムにアクセスできるようになります。この場合、端末デバイスにimcDEVICESまたはimcSTUDIOがインストールさ
れている必要はなく、またオペレーティングシステムに関する通常の要件に準拠している必要もありません。Web
サーバー経由のimcシステムとの通信では、任意の対象端末デバイスプラットフォーム(MS Windows、Linux、
iOS、Androidなど)で実行可能な標準のインターネットブラウザのみが必要になるため、タブレットPC、スマート
フォンなど、ハンドヘルドのモバイルインターネット対応デバイスを使用できます。
imc REMOTE WebServerは、セキュリティで保護されたhttpsプロトコルを使用して通信を行うため、特にネットワ
ークのファイアウォールの境界にわたる、インターネット経由のリモートでアクセスする測定システムを対象に設計さ
れています。

重要なプロパティおよびアプリケーション:
· html Webページを使用した通信
· システム変数の表 示 (表 示変数、PV変数、仮想ビット )
· 表 示変数、デジタル出力、仮想ビット、およびネットワークビット (Etherビット )の設 定 (記述 )による、デバイスの
状態 /測 定 の処理への介入および測 定パラメータとのやり取り

· 測 定デバイスに事前にロードされたオートスタートおよびディスクスタートの試 験からの選 択による、システム構
成の変更

· 測 定データ(ファイル)のダウンロード
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7.10.1  システム要件
ライセンス管理とアクティベーション
· imc REMOTEは、2つのコンポーネントimc REMOTE WebServerおよびimc REMOTE LinkSecureで構成され
ます。imc REMOTEは、特定のデバイスに適用可能なデバイスオプションであり、デバイスごとに個別にアクティ
ブ化されます。アクティベーションを行うには、アクティベーションコードの入力が必要です。これはユーザが後から
入力することもできます。

· imc REMOTE WebDesignerは、imc REMOTE WebServerでカスタムユーザインターフェースを作成する目的
の場合に必要です。imc REMOTE WebDesignerを使用するには、 imc REMOTEが必要です。imc REMOTE
WebDesignerを使用すると、imc REMOTE WebServerによってインターネットブラウザ経由でデータや情報を
送信するためのウィジェットをパネルで構築できます。PCにつき1つのパッケージをアクティブ化できます。
システム要件
インターネットブラウザ デバイスソフトウェア 測定デバイス
· Firefoxバージョン16
· Internet-Explorerバージョン9
· Google Chrome 26.0
· Opera 12.02
· Safari 5.1.7

· imcDEVICESバージョン2.8R5以上
· imcSTUDIOバージョン5.0以上
· imc REMOTE WebServer

(LinkSecureを含む) = 3 
 付属のオプ
ションのimc REMOTE (デバイスにつき1つ
のライセンスが必要)

グループ5以上のデバイスをサポート:
· imc CRONOScompact
· imc CRONOSflex
· imc SPARTAN-R
· imc C-SERIES-N (シリアルナンバー

14000以降)
· mini POLARES

7.10.2  アクティベーション
imc REMOTE WebServerは、購入可能なオプションの製品です。購入すると、デバイスのプロパティに入力が必
要なアクティベーションコードが提供されます。
1. [デバイス] > [プロパティ]メニュー項目から[デバイスのプロパティ] (リボンのSetup-構成] > [デバイスのプロパ
ティ]を開きます。
2.imc REMOTEを有効にします。[imc REMOTE WebServer (LinkSecureを含む)=3]

3.オプションの購入によって取得したアクティベーションコードを入力します。

4.インターネット経由でアクセスできる場合、アクセス保護ブランチでパスワード設定を「active = 1」に設定しま
す。
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5.https経由のセキュリティで保護されたアクセスに必要な証明書imcCert.cptをロードします。ソフトウェアは、適
切なフォルダを直接ポイントします。

6.[デバイス-構成]ダイアログを[OK]をクリックして閉じます。
7.imc REMOTE WebServerをアクティブにします。今後WebServerを呼び出すときのために、パスワードを覚えて
おいてください。

7.10.3  ブラウザからの呼び出し
インターネットブラウザからのWebServerへのアクセスは、デバイスのIPアドレス経由で提供されます。
https://IPアドレスをアドレスバーに入力します(例: https://10.0.20.132)。
デバイスのIPアドレスは、デバイスのインターフェース構成 ダイアログ(リボンのSetup-構成] > [デバイスインタ
ーフェース]を使用)。
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ユーザ定義のデバイスに対して以前に入力したパスワードの入力マスクが表示されます。

デバイスへのアクセスおよびログイン
パスワードを正常に入力した後、デバイスの情報がユーザの役割  「モニタ」に表示されます。 

のメインページWebServer
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7.10.3.1  言語の選択
表示される言語はいつでも変更することができます。

7.10.3.2  セッションを閉じる
常に右上隅の閉じるシンボルをクリックして、セッションを閉じます。

注意
単にブラウザを閉じてセッションを終了することはお勧めしません。このように終了すると、デバイスは通知を受信
しません。サーバープログラムは実行を続け、タイムアウトによってデバイスがセッションを閉じるまで、デザイナ特
権を使用した再ログインの許可がブロックされます。

7.10.4  ユーザの役割
バージョン2.0以上: 3つの異なるユーザの役割があります。このアイコンをクリックすると、ユーザの役割の
選択を変更することができます。

役割 説明
モニタ
(パスワードは不要)

· システムおよび測定の状態の観察。
· システムソフトウェアバージョン(imcデバイス)およびimc REMOTE WebServerバージョンのクエリ。
· システムの時間と日付のクエリ。
· 測定されたデータ(オンボードストレージメディアに保存されたファイル)およびシステム試験設定(構成)のダ
ウンロード。

· モニタの役割は読み取り専用です。すなわち、測定とのやり取り(仮想ビットまたは表示変数など)または
実行中の試験設定(構成)の変更は禁止されています。

· 現在の試験設定の選択を変更することはできません。測定の状態への介入(開始/停止)は許可されて
いません。

オペレータ
(パスワードはオプション)

オペレータモードは、モニタの機能に加えて、以下の機能を備えています。
· 選択およびディスクスタートの試験設定の開始による、システム/測定の現在の構成の変更。
· 試験設定の置換(アップロード/上書き)による、オートスタートおよびディスクスタートの構成(試験設定)の
変更。

· 測定の開始/停止(デバイスがユーザ操作ソフトウェアimcDEVICESまたはimcSTUDIOによって接続お
よび制御されていない場合)

· 実行中の測定とやり取りする機能。たとえば、測定をトリガすることによって、あるいは表示変数、仮想
ビット、Etherビット、デジタル出力、およびアナログ出力を介してimcOnlineFAMOSでの計算を変更
するために、テストにリモートで介入することができます。
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役割 説明
デザイナ
(パスワードで保護)

· オペレータの役割がどの領域にアクセスできるのかについての構成。
· パネルページの作成および編集。
· 表示ウィジェット: カーブ図、バーメータ、ポインタ機器、LED
· I/Oウィジェット: ボタン、トグル、数値の入力/出力
· グラフィック設計の要素: 行、円、楕円など
· imc REMOTE WebDesignerのライセンスが必要

7.10.5  試験設定
システム上に既に存在している試験設定は、WebServerを介して置き換えることができます。これは、オペレータ
モードでのみ可能です。

順を追ったプロシージャ
1. オートスタートまたはディスクスタートの試験設定 を作成するには、ユーザオペレーティングソフトウェア

imcSTUDIOを使用します。試験設定(「*.ume.zip」ファイル)をPCに保存する必要があります。
2. WebServerで、デバイスのリムーバブルストレージメディアまたは内部ドライブをストレージの場所として選択し
ます。

3. [検索]をクリックして、以前に保存したオートスタート/ディスクスタートの試験設定を選択します。
4. [送信]をクリックすると、構成がシステムに保存され、測定が開始されます。
5. 測定システム上に使用可能な複数の試験設定を維持する場合、他の試験設定に対してもこれらのプロシ
ージャを繰り返します。
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7.10.5.1  測定の開始/停止
試験設定が測定システムに送信されると、測定が即時に開始されます。
そうではない場合、測定は[試験設定の状態]の横のボタンをクリックして、いつでも停止したり再開したりできま
す。

注意
測定デバイスがさらにimcSTUDIOまたはimcDEVICESに接続される場合、imc Remote WebServerでの開
始/停止機能は無効になります。この場合、[開始/停止]ボタンは非表示になります。

7.10.6  測定
オペレータおよびデザイナの両方のモードで、実行中の測定に影響を与えることができます。

オペレータモードでは、デバイス内の一部の値およびビットを変更できます。たとえば、それぞれの構成に従ってリ
リースされるトリガを発生させる仮想ビットの値を変更できます。
デジタル出力およびネットワークビットも同様に変更できます。
また、表示変数の値を設定することもできます。
チャンネルの現在の値は、PV変数によって表示されます。PV変数およびトリガに値を記述することはできませ
ん。
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7.10.6.1  設計の適合
デザイナモードでは、オペレータにどのリソースを表示するのかを設定します。

ここで有効になったリソースのみがオペレータモードで表示され、(右側で)変更することができます。
リソース全体をブロックするか、ビットや表示変数などの個ーの要素をブロックすることができます。
設定を適用するには、デザイナモードでのみ表示される、関連付けられたボタンを介して[設定]ダイアログを呼び
出します。
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[フィルタの使用]を有効にします。また、メインブランチ(メインページ、[試験]、[測定]、[ファイル])も非表示にでき
ます。
現在のセッションの場合は、ボタン[適用] (1)を使用して設定を適用します。
設定を永続的に適用するには、[デフォルトとして設定] (2)を選択します。
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7.10.7  [ファイル]

項目[ファイル]は、内部およびリムーバブルデータストレージへのアクセスを提供します。
ファイルをダウンロードできます。

7.10.8  パネル
バージョン2.3以降のWebServerでは、パネルの使用が許容されます。パネルウィンドウでは、複数のページを作
成することができ、これを使用すると測定の状態を便利に表示できます。

重要な注記
Webページを設計する間は、測定を停止しておくことをお勧めします。測定を停止することで、発生の可能性
があるパフォーマンスのボトルネックを防止します。特に小型デバイス(CRC/CRFX-400、BUSDAQ)では、メモリ不
足の例外や測定データのオーバーフローが生じる場合があります。

注意
パネルページを作成する目的の場合、オプションのimc REMOTE WebDesignerが必要です。
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パネルページはデバイス内に保存され([名前を付けて保存…])、ここから削除することもできます。保存されたパ
ネルページは、デザインの適合によって表示されている場合、マウスクリックで選択できます。さらに、保存されたパ
ネルは、[開く]ボタンを使用してロードできます。

注
· パネルページは、試験設定と一緒には保存されません。ページは、削除された後は取得できません。変数の
名前へのリンクは、同じ名前が該当の試験設定内に存在する場合、異なる試験設定に切り替えられた後
にのみ機能します。

· パネルページのエクスポート/インポートの機能は、準備中です。

パネルページのウィンドウは、デザイナモードでのみ使用できます。モニタおよびオペレータのモードでもパネルが表
示されるようにするには、構成で表示可能な項目としてパネルを設定 する必要があります。
再度、パネル自体がデザインと測定のモードを区別します。デザインモードでは、ウィジェットが作成されます。測
定モードでは、デバイスとの間でデータが交換されます。
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パネルページを右クリックすると、[プロパティ]が編集可能になります。

パネルの プロパティ[ ]
背景色と共に、グリッドもここで定義できます。
ただし、[グリッド]メニュー項目を使用してもグリッドを使用できます。

グリッド コンテキストメニュー[ ]

7.10.8.1  ウィジェット
ウィジェットは、パネル上でマウスを右クリックすると作成されます。
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ウィジェットのプロパティを呼び出すには、中央の十字線上でマウスを右クリックし
ます。

注意
· Web-Browserは、デバイスから単一の値のみを受信することに注意してください。サンプリングレート、単位、
または入力範囲などの他のチャンネルパラメータは使用できません。このため、これらのパラメータは手動でウィ
ジェットのプロパティに入力する必要があります。

· パネルはプログラムのGUIに非常に似ていますが、ユーザの作業対象はインターネットブラウザです。このため、
操作において一部の制限が存在しますが、この制限は選択したブラウザによって異なります。したがって、
Deleteなどのキー機能の多くがサポートされず、コンテキストメニュー経由で呼び出す必要があります。

標準-テキスト領域
テキストを表示するためのウィジェット
フォント、背景、およびフレーム、さらにはフレーム幅に色を設定することが
可能です。フレームの形状は、マウスを使用したり、ピクセルを直接入力し
たりして設定できます。フォントのスタイルおよびサイズは変更できません。
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形状
グラフィックの要素として、様ーな形状を使用できます。

また、グループボックスをテキストと共に使用することができます。

デザイナ-キー/トグルスイッチを押す
スイッチ/押しボタンは、任意のデジタル変数(Virtual_Bits、Etherビット、デジタル入力)にリンクできます。
これらの動作および外観は、プロパティ[スイッチ/押しボタン]および[ロッカースイッチ/ボタン]で設定できます。
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デザイナ- LED
LEDは、任意のデジタル変数(Virtual_Bits、Etherビット、デジタル入力)にリンクできます。

デザイナ-ポインタ機器
ポインタ機器に使用できる設定は、バーメータに使用できる設定に相当します。 
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デザイナ-バールメータ
バールメータによる瞬時値の表示

リンクされたチャンネルの最小および最大の値を入力します。これが変数が表示される範囲となります。現在の
値に従って色が変化します。値の境界および色は自由に選択できます。
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デザイナ-数値の入力/出力
数値の入出力を目的として、表示変数およびPV変数を使用できます。

デザイナ-カーブ図
カーブウィンドウでは、厳密に1つのパラメータを表示できます。このパラメータは、表示変数、PV変数、あるいはデ
ジタル変数(Virtual_Bits、Etherビット、デジタル入力)からも取得される場合があります。

スケーリングは、測定されたデータの最大および最小の値と共に自動的に設定されます。
x軸は、相対または絶対に設定できます。 
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7.10.9  その他
ツールバー
WebServerが起動に使用する表示言語を設定します。

構成
パスワードの割り当てによって設定を保護します。
カスタムのデバイスおよびアプリケーションの場合、固定のパネル構成(imc POLARES、imc WAVEなど)を有効に
するために、OEMのIDが必要です。この設定が有効な場合、構成は指定されたOEMのIDが含まれたデバイス
のみで使用できます。

証明書

WebServerの実行に必要な証明書は、この機能を使用して更新できます。これには、デバイスに保存された
証明書の交換および有効な証明書とキーのアップロード(「送信」)を伴います。
アップロード処理では、Webserverによって証明書とキーの一致が検証されます。有効性は、Webserverの次
回の起動時にのみ確認されます。証明書が有効ではない場合は拒否され、以前の証明書が有効なままにな
ります。
これは、オペレータまたはデザイナのモードでのみ実行できます。

7.11  imcOnlineFAMOS
imcOnlineFAMOSは、imc測定デバイスの拡張であり、データの前処理を目的とした多くのリアルタイム関数
を提供します。前処理は、デジタル信号プロセッサ(DSP)で実行されます。これは、PCに依存することなく、迅速
に関数が実行されることを意味します。
デバイスとPCの間のデータ量は、前処理によって著しく減少します。
これらの結果は、imcSTUDIO内で仮想チャンネルとして使用できます。
仮想チャンネルには、既存の入力チャンネルに基づいて計算されたデータが含まれます。これは、たとえば、平均
化された入力チャンネルであったり、2つの入力チャンネルからの信号値の差であったりします。
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仮想チャンネルは、デバイスのDAC (デジタルアナログコンバータ)またはDIO (デジタル入力/出力、ビット)に出力
できます。たとえば、2つのアナログ入力信号の差を(デジタルで)計算し、DAC出力で結果をアナログ信号に変
換します。また、ある信号レベルに達した時に、常にデジタルビットをDIO出力に設定することができます。
次の図は、デバイスでのデータストリームとimcOnlineFAMOSでアクセスできるデータを示しています。

アナログ入力データのアナログ/デジタル変換やデジタル入力データの取得は、装置のメインボードで実行されま
す。通常、この入力データは全て、特性とオフセットの修正、イベントとトリガの計算など、ある程度の前処理の
影響を受けます。トリガシステムを使用して、出力ビットを直接設定することもできます。
直接PCへ転送する代わりに、測定されたチャンネル信号を含むデータストリームがimcOnlineFAMOSを介し
てリルートされます。これらはimcOnlineFAMOSの入力です。多くの場合、imcOnlineFAMOSによって計
算された結果は、他の入力チャンネルと同様にPCへ渡される仮想チャンネルです。また、デジタル出力ビットや
DACであったとしても、仮想チャンネルとして出力できることに注意してください。

7.11.1  imcOnlineFAMOS-概要
imcOnlineFAMOSは、バイナリデータのストリームと共に動作します。
2つのチャンネルの差を計算する簡単な例を次に示します。
Difference = Input1 - Input2
Input1とInput2の両方のデータがあり、両者の差 を計算し、それを仮想チャンネルDifferenceに割り当てま
す。
測定が開始されると、デバイスは次のプロシージャを実行します。
測定の継続中は、繰り返します。
Input1データを待ちます。
Input2データを待ちます。
メモリからInput1の最終値を取得します。
メモリからInput2の最終値を取得します。
差を計算します。
算出された差を仮想チャンネルDifferenceに割り当てます。
仮想チャンネルは、その計算が基づいたチャンネルに測定された値が含まれている場合にのみ値を含みます。こ
れは、入力チャンネルがトリガされた後にのみ、仮想チャンネルの作成が可能であることを意味します。入力チャ
ンネルの信号が終了すると、仮想チャンネルも終了します。
上記の内部処理の図には、「繰り返し」ループが記載されています。ただし、定義された数式Difference =
Input1 - Input2には、ループが存在しません。存在しないにも関わらず、入力チャンネルが入力チャンネルを
返している間、項Differenceが計算されるようにループが内部的に実行されます。
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差の計算については、次の単純な電気回路図との比較が可能です。

計算された差の回路図
アナログ出力の出力
ここでは、アナログ出力チャンネル(DACチャンネル)に差を割り当てるとします。
DAC1 = Input1 - Input2
次のプロシージャが内部的に実行されます。
測定の継続中は、繰り返します。
Input1データを待ちます。
Input2データを待ちます。
メモリからInput1の最終値を取得します。
メモリからInput2の最終値を取得します。
差を計算します。
算出された差をDAC1に割 り当 て ま す 。
仮想チャンネルの計算のプロシージャとDAC出力の生成のプロシージャは同じです。したがって、DACを恒久的な
名前(システム名)によって識別された仮想チャンネルと呼ぶことができます。DACは保存されませんが、それぞれの
出力端末に直接出力されます。デジタル出力ビットへの出力は、同じ方法で続行されます。
imcOnlineFAMOSは、中断することなく連続的に計算できます。測定データは直ちに処理され、計算結果
はすぐに転送されるので、imcOnlineFAMOSは特に大きなメモリを必要としません。

7.11.1.1  システム要件
imc BUSLOGを除き、imcSTUDIOをサポートする全てのデバイスは、imcOnlineFAMOSも実行することができ
ます。
imcOnlineFAMOS Professionalを使用するために、システムは以下の要件に準拠する必要があります。
· グループ2 以上のデバイス
imcOnlineFAMOS内の変数の最大数:
内部的に、imcOnlineFAMOSは最大999個の変数(単一の値+仮想チャンネル)を管理します。ただし、1つ
のデバイスあたり最大512個のチャンネルのみを管理できることに注意してください。 

注
imcOnlineFAMOS Assistant内で編集を実行している際に、Assistantが閉じられる前に500個以上の変
数の名前が変更された場合、管理エラーが発生します。この影響は、Assistantが閉じられて、次に500個以
上の変数が変更される前にもう一度開かれる場合には発生しません。

7.11.1.2  imcOnlineFAMOSが使用可能になる状況
imcOnlineFAMOSおよびimcOnlineFAMOS Professionalは、オプションとしてアクセスすることができます。
各デバイスに対して、個別に有効にする必要があります。デバイスがimcOnlineFAMOSまたは
imcOnlineFAMOS Professionalと共に注文されている場合は、既に有効になった状態で出荷されます。
出荷後に、デバイスをimcOnlineFAMOSまたはimcOnlineFAMOS Professionalでアップグレードする場合
は、imcホットライン に詳細をお問い合わせください。
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7.11.1.3  imcOnlineFAMOSで不可能な処理
· ストリームデータを連続的に利用しないプロセスを定式化することはできません。
· imcOnlineFAMOSはシンセサイザの代わりにはなりません。10kHzまでの出力レートの場合、同期タスク
を実行できます。このために、imcOnlineFAMOS Professionalが必要になります。

· imcOnlineFAMOSは非同期で動作します。入力した式に従って、できる限りの高速でデータを処理しま
す。しかし、指定した式の処理に時間がかかる場合、遅れが生じる場合があります。ループを処理できる時
間間隔を一定の時間に指定することはできません。一定の応答時間がアプリケーションで必要な場合、
imcOnlineFAMOS Professionalの同期タスク でこの応答時間を保証できます。

· タイムスタンプ付けのモードで記録されたフィールドバスチャンネルは、imcOnlineFAMOSでは続行でき
ません。

· 符号なしの32ビットの整数値(32ビットUINT)は、imcOnlineFAMOSでは正しく計算されません。
· 回避策: チャンネルは、CAN Assistant内で符号なしの31ビット整数として設定する必要があります。

32ビットUNITのチャンネルは、多くの場合、DBCファイルがインポートされると作成されます。このようなチャンネルがimcOnl ineFAMOS
内でさらに処理される場合、DBCファイルのインポートに続き、ビットカウントを31ビットに設定する必要があります。

7.11.1.4  imcOnlineFAMOSの構成およびデバイスの装備
imcOnlineFAMOSに設定可能な構成は、デバイスの装備によって異なります。
imcOnlineFAMOSの構成が他のデバイスにコピーされると、これらの動作が変更されることがあります。たとえ
ば、デバイスがLEDを備えている場合は、割り当てLED_01 = Greater(Kana_01, 5)によってLED_01が点灯しま
す。備えていない場合は、この名前による仮想チャンネルが作成されます。
ビープ音、DAC出力、およびDIOビットについても同様です。

7.11.1.5  (PC) imcFAMOSとの比較
このセクションは、imcFAMOS (imc信号プロセッシングソフトウェア、オフライン)に熟知している方を対象としてい
ます。ここでは、imcOnlineFAMOSとimcFAMOSの相違点を説明します。
imcFAMOSは、データセット全体を処理します。imcFAMOSに測定データをロードすると、測定データ全体が
ロードされます。測定の最初の値と最後の値に同様にアクセスします。また、データ処理のための様ーなループ
や条件を含んだimcFAMOSシーケンスを作成することもできます。
imcOnlineFAMOSでは、キャプチャ中にデータが既に処理されます。これは、生データがメモリ内に存在しなく
なったことを意味します。現在の生データは、計算結果を生成するために使用されるため、
imcOnlineFAMOSは大量のメモリを必要としません。
オンライン機能の要件が含まれた全てのアプリケーションについては、測定が終了するまで待つことは適切ではあ
りません。

7.11.1.6  imcOnlineFAMOSで可能な処理
電気回路で実行できるようなタスクを処理できます。回路には、実行の対象となるストリーミングデータに適さな
いループや条件は含まれていません。データストリームは処理のみが可能であり、他のデータストリームと一緒に
操作します。データストリームは、PC、デバイス&mu;-Disk、DAC、デジタル出力ビットに送ることができます。
imcOnlineFAMOSによるデジタル処理を行わずに、デバイスの入力の前面に複雑なアナログ回路(フィルタな
ど)を配置し、システムの出力をデジタル化する場合、記録されたチャンネルはそのまま仮想チャンネルに対応し
ます。また、通常のチャンネルの全てのプロパティを処理します。さらに、論理演算およびフィルタリング(平均値な
ど)をimcOnlineFAMOSの主機能と考えた場合、これはアナログ回路に相当します。このように、
imcOnlineFAMOSは、自由に設定できるアナログプリプロセシング回路の代替と考えることができます。
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7.11.1.7  imcOnlineFAMOSがオーバーフローした際の動作
ソフトウェア内のデータオーバーフローに関する一般注記事項
imcOnlineFAMOSは、データキャプチャに同期することなく動作します。これは、imcOnlineFAMOSが割り
込みが発生しないループでプログラムを完了することを意味します。
オーバーフローなしで動作するimcOnlineFAMOS
データレートが十分に低い場合で、計算に使用できる新しいサンプルが存在しない場合、
imcOnlineFAMOSが実行できることはありません。
オンライン計算が複雑すぎるために、計算が実行される際には既に新しいサンプルが蓄積されている場合、
imcOnlineFAMOSが新しいデータを次回の計算イテレーションに入力します。新しいサンプルの平均数が継
続して等しい場合、オーバーロードは存在しません。
imcOnlineFAMOSオーバーフロー
では、データレートが高すぎるために、新しいサンプルの数がイテレーションのたびに増加するとどうなるのでしょう
か? このような場合、imcOnlineFAMOSでは、計算の実行に遅延が発生します。データの量が増加し、その
ために計算に必要な時間も増加します。入力データおよび仮想チャンネルをカーブウィンドウ内に表示する場合
に、ユーザはこのオーバーフローに気が付くことになります。入力データが既に表示されていても、仮想チャンネル
の値は依然として計算を保留しているため、まだ表示されません。結果として、入力データと仮想データの間の
差異がチャンネルグラフの最後で大きくなります。当然、短い測定であれば、RAMバッファ期間 が適切な場
合は許容されます。 ただし、蓄積されたデータがRAMバッファ深度を超える場合、ソフトウェアはオーバーフローを
通知します!
特殊な状況: 同期タスクにおけるオーバーフロー
同期タスク を使用している場合、割り当てられた時間間隔内でコマンドが実行されていることをさらに確認す
る必要があります。これが正常に実行されない場合、デバイスはLED_06でオーバーフローを通知し、ビープ音の
有効化を通知します。関数SyncOverload()が同期タスク内で呼び出される場合、LED_06もビープ音も有効に
なりません。代わりに、仮想チャンネルを使用してオーバーフローを示すことができます。

例
OnSyncTask( 0.01 )

if Greater( pv.Channel_002, 5)
　　　Virt_Bit01 　　= 1
　　　; More functions...
else
　　　Virt_Bit02 　　= 1
　　　; More functions...
end
; Upon overflow, the virtual channel changes from 0 to 10 
Overload_Sync10ms = SyncOverload( 10 ) + Channel_002 * 0

End

7.11.1.8  imcOnlineFAMOSでのコントロールコマンドの使用
コントロールコマンドを持たない従来のimcOnlineFAMOSでは、仮想チャンネルを定義し、計算を実行す
ることが主な機能でした。imcOnlineFAMOSプログラムは1行ずつ実行され、入力した全ての命令がプログラ
ムに記述された順序で実行されます。コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOSでは、分岐命令を使
用できます。プログラム分岐は、条件およびケース相違を使用して実行できます。たとえば、「条件が満たされて
いる場合は1つの処理を実行し、そうではない場合は別の処理を実行します」のようになります。これにより、
imcOnlineFAMOSプログラム内で、異なる命令スレッドに従うことができます。このように、
imcOnlineFAMOSでは、異なるプロシージャを定義して、変数の値に依存することができます。また、測定実
行中の様ーな状況(測定の開始、終了、実行中など)に、処理を直接割り当てることもできます。

553

692



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

686 Setup - Advanced Device Functions

以下の例は、imcOnlineFAMOSでコントロールコマンドを使用する場合と使用しない場合の相違を示してい
ます。

例
OnTriggerStart( Trigger_48 ) ; to be carried out at start of measurement

　　　Reset   = 1　　　　　　　　　  ; Reset is a digital outputEnd

OnTriggerMeasure( Trigger_48 ) ; to be carried out during measurement

If Temperature > 25    ; branch, querying  temp. channel signal 
   Reset   = 1
Else
         Reset   = 0
End

End
測定開始時に、デジタル出力ビットResetが起動されます。測定実行中、ResetはTemperatureに応じて設
定されます。

構文の詳細については、「コントロールコマンドによる変数と構文」 セクションに記載されています。

7.11.1.8.1  コントロールコマンドを持つ/持たないimcOnlineFAMOSへの変換
デフォルトでは、imcOnlineFAMOSはコントロールコマンドなしで開始します。コントロールコマンドを使用する
imcOnlineFAMOSに変更するには、メニュー項目[その他] > [imcOnlineFAMOSでコントロールコマンドを
使用する]を選択します。使用するように切り換えるとすぐに、コントロールコマンドがエディタ内のソーステキストに
自動的に追加されます。この切り換えが偶発的に発生するのを防ぐには、有効にする前に確認する必要があり
ます。
自動的に追加されるコントロールコマンドは次のとおりです。
コントロールコマンド 説明
OnInitAll 最初の測定前に初期化 、またはimcInlineFAMOSの場合は、タスクの起動後 
OnAlways 継続的に実行されるコードセグメントの場合
OnTriggerStart 測定開始時に1回実行されるコードセグメントの場合
OnTriggerEnd 測定終了時に1回実行されるコードセグメントの場合
OnTriggerMeasure 測定実行中に1回実行されるコードセグメントの場合

imcOnlineFAMOSを切り換えたときに演算が既にエディタに挿入されている場合、これらの演算はコントロー
ルコマンドOnAlwaysおよびOnTriggerMeasureに自動的に割り当てられます。このため、コントロールコマンドを持
つimcOnlineFAMOSに切り換えれば、誤りのないimcOnlineFAMOSプログラムが実現し、修正の必要も
ありません。
コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOSに切り換える方法として、[オプション]メニューを使用することもで
きます。項目[コントロールコマンドを持たないimcOnlineFAMOS]を選択します。コントロールコマンドを持たな
いimcOnlineFAMOSも使用できる演算のみが直接転送されます。その他の演算はそのまま表示されていま
すが、コメントアウトされます。変換後はプログラムの一部のみを実行でき、一般的にはソーステキストの修正が
必要になり、多くの場合、imcOnlineFAMOSプログラムに重大な制約が課される場合があります。原則とし
て、コントロールコマンドを使用して作成されたプログラムをコントロールコマンドを持たないimcOnlineFAMOS
に移植することはお勧めしません。

LED使用のトリガに関する注意:
異なるチャンネルに対して異なる測定時間が設定されていて、LEDがOn_Trigger_STARTへの応答として有効で
あり、LEDがOn_Trigger_ENDへの応答として消灯するように設定されていたとします。この場合、LEDの点滅時
間は様ーなチャンネルのいずれかの測定時間に相当しますが、これがどのチャンネルになるのかを決定すること
はできません。
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7.11.1.8.2  関数リストの追加グループ
コントロールコマンドを使用するimcOnlineFAMOSを起動すると、その中の3つの追加グループControls、
Control functions、Comparison operatorsが関数リストに表示されます。
Controlsグループには、imcOnlineFAMOSでサポートされる全てのコントロールコマンドがリストされます。これ
は、一方では条件およびケース相違のコントロールコマンド(IFなど)、もう一方では各種測定プロセス状態に関
するコントロールコマンド、たとえば、OnTriggerStart(測定開始時に実行される演算)で構成されます。
Control functionsグループには、コントロールコマンド付きimcOnlineFAMOSでのみ使用できる特殊関数(タ
イマ関数など)が含まれます。
Comparison operatorsグループには、>、<、<>、=などの比較演算子が含まれています。また、論理演算子
AND、OR、NOTもここに含まれます。

参照: 関数のリファレンス
章「imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference」 を参照してください。

7.11.1.9  プロセスベクトル
プロセスベクトルは単一値の変数の集合です(プロセスベクトル変数またはPV変数)。デバイスのすべての測定
チャンネルでは、これらの単一値変数がすでに事前定義されています。デバイスのプロセスベクトル変数の更新
は、測定デバイスの準備(ダウンロード)ができるとすぐに行われます。
変数への読み取りアクセスは、imcOnlineFAMOSで可能です。ただし、ユーザ定義のPV変数の作成やその
変数への書き込みは、imcOnlineFAMOS Professional でしか行うことができません。また、PV変数を作
成するには、 コントロールコマンドを使用する imcOnlineFAMOSを実行する必要があります。
これらの単一値(デバイスのプロセスベクトル変数やユーザ定義のプロセスベクトル変数)は、測定中のプロセスを
ミラーリングする論理構造として共に配置することができます。

プロセスベクトル変数のプロパティ:
· デジタイザからの直接的な現在の測定値
· トリガの非依存性
· ユーザによる拡張可能性
· CANバスからアクセス可能
· GPS情報 (GPSインターフェース使用) 
· 外部電源の状態: PV変数「pv.State.ExternalPower」には、以下の値が設定可能です。
· 0 =状態が不明/未検索(初期化値)
· 1 =外部電流供給が存在している(「電源に問題なし」)
· 2 =外部電流供給が存在していない/無効になっている(「電源に問題あり」)
· システム時間のずれ「pv.State.SyncTimeDeviviation」(NTPの場合のみ):
· NTPサーバからのデバイスの現在時刻のずれ(秒単位)。サーバがアクティブにならない場合やサーバにアクセス
できない場合、戻り値は必ず0になります。それ以外の場合は、数ミリ秒の範囲内になります。

· ユーザ定義のPV変数の作成:
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ユーザ定義の 変数の作成PV
システムの準備が整うと(ダウンロード)、現在の測定値がプロセスベクトルに直接入力されます。これは、トリガに
は依存しないで、すなわち、リリースの前さらには測定の終了以降に実行されます。imcOnlineFAMOSもト
リガに依存しないで動作し、プロセスベクトルを使用して現在の全ての測定値にアクセスできるようになりました。
次に、これらは同期タスクと一緒に、モニタリングおよび制御を目的として使用できます。
プロセスベクトルの現在の測定値は、それぞれのチャンネルのクロックレートで更新されますが、10kHzを超えること
はありません。チャンネルに設定されたフィルタも、厳密にチャンネルのトリガされた取得のために使用されます。

プロセスベクトル変数の無効化
プロセスベクトル変数は、デフォルトで有効になっています。使用されない場合であっても、これらはデバイスシス
テムのリソースを著しく消費します。したがって、ご使用のデバイスの全集計サンプリングレートは、プロセスベクト
ル変数が無効になっている場合にのみ使用できます。そうではない場合、数学的には正確ではなくても、集計
サンプリングレートが超過していることを示すメッセージが表示されます。
データ取得チャンネルのプロセスベクトル変数を無効にする方法については、プラグインSetupのマニュアルの
「Measurement options」 で説明しています。

IEEE-Float型のプロセスベクトル変数のサポート
IEEE-Float型のプロセスベクトル変数(Float型のCANチャンネルのプロセスベクトル変数など)も、
imcOnlineFAMOS内で使用できます。対応するCANチャンネルがチャンネルテーブルに表示されると共に、関
連付けられたプロセスベクトル変数

7.11.1.9.1  モニタチャンネルとしてのプロセスベクトル変数
プラグインPanelでは、Widgetsをプロセスベクトル変数とリンクすることができます。これらは準備(ダウンロード)に
続いて、すなわちトリガのリリース前に既に更新されているため、このテクニックはモニタチャンネルに対する簡単な
代替となります。

7.11.1.9.2  プロセスベクトル変数の名前
複数のデバイスが試験に使用されている場合、PV変数の名前はデバイス名を使用して自動的に拡張されま
す(完全な名前)。また、名前の補足も事前定義されたPV変数に適用されます。

例
デバイス名「imcDev__05123456」
「pv.Channel_01_imcDev__05123456」データキャプチャチャンネル「Channel_01」のPV変数
「pv.GPS.longitude_imcDev__05123456」GPS位置の事前定義されたPV変数 

146
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7.11.1.9.3  プロセスベクトル変数の保存/回復
測定が終了すると、あるいはデバイスが無効になると、測定の再開時に初期値として回復できる方法で、プロ
セスベクトル変数の現在の値を保存することができます。
現在の値は、デバイス内のファイルに保存されます。このストレージファイルは不揮発性メモリ内にあり、デバイス
がオフになっても変化はありません。

注
· デバイス内には1つのストレージファイルのみが存在します。様ーな試験設定用に個別のファイルは作成され
ません。

· 同じ名前を使用してプロセスベクトル変数を回復するのかどうかの判断は、適用される回復の方針によって
異なります。

· 完全に機能するUPSが必要です。

宣言
デバイス内にプロセスベクトル変数を保存および回復するために、対象のPV変数が属性と共に提供されます。
imcOnlineFAMOSプログラムでは、この属性がキーワードrestoreを使用して設定され、PV変数が宣言され
ます。
restore pv.Counter = 1

保存/回復のタイミング
現在のPV変数の値は、次のタイミングに保存されます。
· (再)構成の前(ユーザPCによる構成、ディスクスタート/オートスタート)、より厳密にはデータキャプチャの停止後
· デバイスが無効になった時(「電源遮断」イベント)
PV変数の値は、次のタイミングに復元されます。
· (再)構成の後(ユーザPCによる構成、ディスクスタート/オートスタート)、より厳密にはオンラインタスクを開いて
開始した後、測定の開始前
回復の方針
属性には、回復の方針を指定するためのパラメータがあります。
様ーな回復の方針を指定できます。
· 名前、データタイプ、スケーリング、およびコメントの一致。

(コメントとして)文字列を指定することで、同じPV変数名を異なるタスク内(異なる試験など)で区別することが
できます。
注意: この回復の方針は、オペレータソフトウェア「imcDEVICES」(imcOnlineFAMOS)によって使用されま
す。

· 名前、データタイプ、Idx、システムアドレス、およびスケーリングの一致(厳密な一致)。
注意: 元の試験が変更された場合、通常はIdxまたはシステムアドレスの変更が生じるため、プロセスベクトル
変数の値は回復しません。

· 名前およびコメントの一致。
(コメントとして)文字列を指定することで、同じPV変数名を異なるタスク内(異なる試験など)で区別することが
できます。注意: この回復の方針は、imcSTUDIOプラグインAutomationによって使用されます。
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プロセスベクトルバックアップファイルの削除
保存されたファイルを削除するには、次の操作を行います。
· プラグインSetupを開きます。
· [デバイス]ページを開きます。
[プロセスベクトルバックアップファイル]パラメータを使用して、ファイルを削除できます。表内に列としてパラメー
タを追加するか、[詳細]ツールウィンドウを使用します(非表示のパラメータは表示しておく必要があります)。
· [デバイス]の表で対象のデバイスを選択します。
· [プロセスベクトルバックアップファイル]パラメータの[削除]ボタンをクリックします。
試験設定を変更した場合の動作
· 同じ名前および同じ種類(整数またFloat)のimcOnlineFAMOS変数が存在する場合、デバイス内のプロ
セスベクトル変数に変化はありません。

· 変数が含まれない試験設定が実行されている場合、変数はプロセスベクトルの保存ファイルから削除される
ため、存在しなくなります。

· imcSTUDIO Automationの状況で変数が使用される場合、同じ名前の自動タスクが存在する限り、変化
はありません。

7.11.1.9.4  プロセスベクトル変数の更新レート
imc CRONOSflexモジュールからのデータは、最大転送レートの5kHz (200µs)で転送されます。より高いサンプリン
グレートで記録されるデータはブロック単位で転送されます。つまり、imc CRONOSflexモジュールのプロセスベクト
ル変数(PVV)は、最大レートの5kHzで更新されます。このため、プロセスベクトル変数は次の制約を受けます。
5kHz以下のサンプリングレートのチャンネルからのプロセスベクトル変数のみを、200µsの倍の速度で転送できま
す。

チャンネルサンプリングレート PVVの更新レート
5kHz 5kHz
2kHz 1kHz
1kHz 1kHz

7.11.1.9.5  GPS
9ピンGPSソケットに、Garmin GPS18LVC、GPS18-5HzなどのタイプのGPSレシーバを接続できます。これにより、
GPS時間の完全な同期を実現できます。GPSマウスが受信状態にある場合、測定システムはそれ自体で自
動的に同期します。NMEAソースとの同期が可能です。この前提条件として、クロックが1秒間隔のクロック信
号に合わせてGPRMC文字列を返す必要があります。
時間カウンタDCF77またはGPSはソフトウェアによって選択できます。全てのGPS情報は評価したり、
imcOnlineFAMOSでさらに処理したりできます。
GPS信号は、プロセスベクトル変数およびフィールドバスとして使用できます。

GPS情報 説明
pv.GPS.course コース(°単位)
pv.GPS.course_variation 磁気偏角(°単位)
pv.GPS.hdop 水平精度の希釈
pv.GPS.height メートル単位での海抜高さ(ジオイド高さ)
pv.GPS.height_geoidal ジオイド高さから楕円体の高さ(WGS84)を差し引いたもの(メートル単位)
pv.GPS.latitude
pv.GPS.longitude

緯度と経度(度単位)(1E-7による拡大縮小)

pv.GPS.pdop 位置精度の希釈
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GPS情報 説明
pv.GPS.quality GPS品質指標

0 無効な位置または使用不能な位置
1 GPS標準モード、有効で固定
2 ディファレンシャルGPS、有効で固定
...

pv.GPS.satell ites 使用される衛生数
pv.GPS.speed 速度(km/h単位)
pv.GPS.time.sec 01.01.1970 00:00時間(UTC)以降の秒数。

このため、データの損失なしに、値をFloat形式のチャンネルに割り当てられなくなりました。この秒数は、
WindowsおよびLinuxでの絶対時間に変換できます。このためには、以下の関数を使用します。
MySeconds = CreateVChannelInt( Channel_001, pv.GPS.time.sec)

v.GPS.vdop 垂直精度の希釈
www.iota-es.de/federspiel/gps_artikel.html(ドイツ語)などを参照してください。

社外秘:
· pv.GPS.counter
· pv.GPS.time.rel
· pv.GPS.test
· pv.GPS.time.usec

注

pv.GPS.latitudeおよびpv.GPS.longitudeは、1E-7による32ビット整数として拡大縮小。整数チャンネルとし
て処理する必要があります。それ以外の場合、精度が損なわれます。仮想チャンネルがチャンネルの追加に
よって作成される場合、結果に10-7を掛ける必要があります。
緯度  = Channel_001×0+pv.GPS.latitude ×1E-7

7.11.1.10  imcOnlineFAMOS Professional
imcOnlineFAMOS Professionalは、プロセスベクトルの効果的な使用と、テストステーションでの測定デバイ
スの操作を目的としたパッケージです。これを使用すると、モニタリング、さらにはオープンループとクローズドループ
の制御関数の実行が可能になります。また、このパッケージは、純粋に全ての測定エンジニアリングアプリケー
ション(データロガー操作)に対して、仮想チャンネルの計算における著しいパフォーマンス強化も提供します。
imcOnlineFAMOS Professionalを使用すると、次が可能になります。
· パフォーマンス強化
· 付属品を含む同期タスク
· プロセスベクトル への直接アクセス
· PIDコントローラ

7.11.1.10.1  パフォーマンス強化
imcOnlineFAMOS Professionalでは、オンラインでの計算の高速化を提供します。これにより、長期の測定
においてデータオーバーフローを発生させることなく、システムの実現可能な最大スループットが増加します。この
機能によって精度が損なわることはありません。増加した速度は、信号処理の内部メモリを使用して、可能な
限り多くの関数によって実現されます。このようなメモリ領域内でのコマンドへのアクセスは、より迅速に実行する
ことができます。
ただし、このメモリはより小規模であるため、一般的に全てのプログラムコンポーネントをその内部に保持すること
はできません。imcOnlineFAMOS Professionalを使用して、コンパイラは一杯になるまで内部メモリ内に関
数をシフトします。したがって、速度におけるゲインが最も高い関数が優先されます。
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一般的に、全ての関数が考慮されます。ただし、これらは著しく速度を上昇させるため、メモリ負荷の大きな関
数が優先されます。

例
· FFT: 1,5 –2,5x
· 基本計算: [2x]
· デジタルフィルタ: 3-4x

7.11.1.10.2  同期タスク
コントロールコマンドOnTimer()に加え、コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOS Professionalには、決
定論的な応答を目的としたコントロールコマンドが含まれています。指定されたクロックレートにおいて、通常であ
れば非同期であるimcOnlineFAMOSの評価処理が、より高い優先順位のタスクによって割り込まれます。こ
の割り込みの間、同期タスクに入力されたコマンドラインが実行されます。

· OnTimerの強化
· TRUE割り込みハンドラ
· 精度の高いタイミング
· プロセスベクトル経由のチャンネルを入力するためのアクセス 
· ループ制御
ユーザは、最大5個の同期タスクを構成できます。サイクル時間は100µsか
ら最大1秒まで1、2、5のプロシージャで拡張されます。同期タスクでは、現
在の測定値へのアクセスを目的とした、プロセスベクトルを用いた効果的な
方法が用意されています。
この方法によって、モニタリングと、オープンループおよびクローズドループの制
御関数が実現されます。特に、スイッチ/ケースのコントロールコマンドは、状
態の制御を可能にするために使用できます。
同期タスクでは、imcOnlineFAMOSの全ての関数が許容されるわけでは
ありません。これは、FFT、Mean、RMSなど、サンプルの収集を使用する関数
に関連しています。ただし、比較関数、基本的な数学関数、および制御
関数は可能です。

imcOnlineFAMOSでは、クローズドループ制御は同期タスク内でのみ可能です。2ポイント制御およびPID制
御は、同期タスク関数に含まれています。PID制御には、コントローラブロック、出力の制限、および操作中の入
力パラメータの変更など、様ーな追加の関数が提供されています。
ベクトル関数であるVMax()、VMean()、VMin()、VSum()、VRMS()、VIsAnyGreater()、VValueAtXValue()、
VXValueOfMax()、VXvalueOfMin()、VXValueWithYValue()を同期タスクで使用することが可能です。同期タ
スクでは、名前が挙げられた関数を関数VectorFromFile()を使用して生成されたベクトルで使用できます。ま
た、関数Monoflop()、MonoflopRT()、JKFlipFlop()、RSFlipFlop()もサポートされます。

制限事項
LEDは同期タスク内部で制御できません。代わりに、SyncTask内部で仮想ビットを制御する必要があります。こ
れで、仮想ビットがLEDをOnAlways内で設定します。
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7.11.2  imcOnlineFAMOSのスタート
リボン[ホーム] (または[設定-構成])から[imcOnlineFAMOS]を選択してimcOnlineFAMOSを起動します。

注意
メニュー項目[imcOnlineFAMOS]を使用できない場合は、ご使用のデバイスにこのオプション機能が付属し
ているかどうか校正証明書で確認してください。ソフトウェアでは、imcOnlineFAMOSを利用可能かどうか調
べる場合、デバイスが1回以上接続されていなければなりません。

7.11.3  メインウィンドウの項目

ウィンドウは4つの領域に細分化されます。
1. チャンネルリスト
2. 関数リスト
3. 演算用エディタ(テキストボックス)
4. [ヘルプ]

領域1: チャンネルリスト
使用可能なデバイス変数(アクティブなすべての入力チャンネルなど)の一覧です。
変数は、変数タイプに従って分類できます。分類の有無にかかわらず、各変数タイプを示す記号がそれぞれの
変数名の前に表示されます。
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 説明  説明
アクティブなアナログ入力チャンネルとインクリメンタルエンコ
ーダチャンネル

(すべてのDIOポートの)デジタル出力ビット

DIOポート、入力 アナログ出力(DAC)
DIOポート、出力 シャーシのLED
計算された仮想チャンネル 仮想ビット
計算されたローカルチャンネル イーサネットビット
計算されたローカル単一値変数 表示変数
プロセスベクトル変数 ビープ音(ミニチュアスピーカ)
(ビット入力に設定されたすべてのDIOの)デジタル入力
ビット

アナログチャンネルを起動するトリガ

領域2: 関数リスト
使用可能な数学関数と文字の一覧です。関数のヘルプを使用して、チャンネルや変数に対して計算を実行
できます。その結果、仮想チャンネルやローカルチャンネルまたはローカル変数が取得されます。
数学関数は常に即時更新されます。その機能を理解するには、[ヘルプ]ボックスや関数リファレンスを参照して
ください。

領域3: 演算用エディタ
テキストボックスに演算を入力します。必要に応じて、キャリッジリターンおよびスペースを挿入することができま
す。ただし、どの指示もその全体を1行にコード化する必要があります。

チャンネルまたは関数のエディタへの追加
要素をエディタに追加するには、複数の方法があります。
· 要素のダブルクリック
· エディタへのドラッグアンドドロップテクニックの適用
· Formula-Assistantの呼び出し。Formula-Assistantを使用すると、簡単に関数パラメータを設定して、エディ
タ内に関数を入力できます。Formula-Assistantを呼び出す様ーな方法の詳細については、「Formula-
Assistant」 の章を参照してください。

· [関数]ダイアログの呼び出し: このダイアログを使用すると、それぞれ異なるチャンネルパラメータと設定が含ま
れた複数の関数呼び出しを1つの関数に対して設定することができ、これらをエディタに移動できます。詳細な
説明については、「関数ダイアログ」 の章を参照してください。
関数は、丸括弧と共にエディタに入力されます。

領域4: [ヘルプ]
関数とチャンネルのプロパティについて明確に説明されています。
チャンネルまたは関数のヘルプテキストを開くには、マウスを左クリックして対象の項目を選択します。エディタはそ
のまま変わりません。

7.11.4  簡単な紹介
Formula Assistantを利用して、数学関数の選択およびパラメータ設定を実行できます。
関数リスト内で関数をクリックすると、関連付けられたヘルプテキストを表示するヘルプウィンドウが呼び出されま
す。必要に応じて、ヘルプウィンドウを拡大できます。
エディタに標準的な数学表記法で式を入力します。演算を仮想チャンネルに割り当てるには、等号記号を使
用します。仮想チャンネル名は自由に指定できます。
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例
summation = Channel_001 + Channel_002
difference = Channel_003 - 5
DAC_01 = difference
以下の例では、和と差を、2つの仮想チャンネルに、そしてDACチャンネルの出力チャンネルに割り当てていま
す。

アナログ出力(DAC)に関する注意
測定デバイスのアナログ出力の出力電圧の範囲は、-10～10Vです。したがって、この範囲内の値のみを割り
当てることができます。DACチャンネルに対するプラグインSetupのスケーリングが考慮されます。

チャンネル名または関数の追加
· チャンネルをエディタに追加するには、チャンネルリストの左側からチャンネルをドラッグして、エディタにドロップし
ます。または、名前をダブルクリックすると、そのチャンネルがエディタに挿入されます。

· 同様に、ドラッグアンドドロップによって、関数リストからエディタに関数を移動できます。関数リスト内の関数の
項目をダブルクリックするだけで、その関数がエディタに挿入されます。
式は1行で書かなければなりません。

構文チェック 
ボタンをクリックして構文チェックを実行します。エラーが発生すると、ステータスバーに通知が表示されます! 問題
のある部分がエディタで強調表示されます。

エラーが発生せずに構文チェックが終了すると、新たに定
義した仮想チャンネルと変数がすべてチャンネルリストに
採用されます。

[保存] 
結果を保存するには、ツールバーのこのシンボルをクリックします。または、F3キーを使用するか、[ファイル] > [構
成へ保存]を選択することもできます。ただし、試験設定でもこれらの項目が保存されるため、この操作は絶対
に必要であるというわけではありません。
imcOnlineFAMOSを閉じます。
新しく定義した仮想チャンネルが、プラグインSetupに表示されます。

7.11.5  変数と構文
7.11.5.1  仮想チャンネルおよびローカルの変数
仮想チャンネルの定義
仮想チャンネルは、エディタ内で定義されます。
チャンネルの割り当ては以下から構成されます。
· 仮想チャンネルの自由に選択された名前
· 等号
· たとえば、既に存在しているチャンネルを含む場合がある算術式
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例
Sum = Channel_01 + Channel_02
CorrectedOffset = Channel_01 + 5
Stretch = 2 * Channel_03

You can also use parentheses and minus signs: 
Complicated = -( 3 + 4 * ( Channel_01 + 1 ) )

Function arguments must be written in parentheses:
SquareRoot = sqrt ( Channel_01 )

許容されない式:
誤り 説明
a = 1 これは、1が定数であり、データストリームを表すことができないため、許容されません。仮想チャンネ

ルaは、物理チャンネルと全く同様に、サンプリング周波数を必要とします。固定値に仮想チャンネ
ルを設定する場合、以下のような式を使用します。
a = Channel_01 * 0 + 1

注意: コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOSを使用する場合、式a = 1が許容されます
。この場合、aはローカル変数です。

b = DAC1 アナログ出力(DAC)は読み取ることができず、書き込むことだけが可能であるため、これは許容さ
れません。

ローカルのチャンネルおよび変数
仮想チャンネルを計算するために中間の結果が必要な場合、名前の前に下線を付けることで、これらをローカ
ルでDSP内に保持することができます。これは、単一の値とチャンネルのどちらにも適用されます。

ローカルの変数へのアクセスは、通常の仮想チャンネルや単一の値の2倍の速度で行われます。これにより、計
算能力が向上します。不利な点は、これらの変数がPCで表示できなくなることです。

ローカルの変数は、作成された後使用されなくなると、ごみ箱の記号と共にチャンネルリス
ト内に表示されます。たとえば、imcOnlineFAMOSプログラムの開発プロセスにおいてこ
れらが廃止されると、削除されるのではなく忘れられることになります。

ローカルチャンネルの作成
仮想チャンネルについては、変数の名前が下線「_」で始まる場合、ローカルのままになります。

例
_LocalChannel = Channel_01 * 3
Virtual1 = _LocalChannel + 1
Virtual2 = _LocalChannel + 2
Virtual3 = _LocalChannel + 3

701
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ローカル変数または単一値の作成
ローカルの単一の値は、一度割り当てられた後、後続の行で使用することができます
単一の値は、追加のプロパティを持たない孤立した数値です。単一の値はローカルにのみ存在します。

例
_Constant1 = 3 + 4 * sqrt ( 5 )
Virtual1 = Channel_01 * _Constant1
Virtual2 = Channel_02 * _Constant1
Virtual3 = Channel_03 * _Constant1

単一値に関する注意
コントロールコマンドを持たないimcOnlineFAMOSが使用される限り、単一の値の前に下線を付ける必要が
あることに注意してください!
単一の値については、コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOS が使用される限り、下線は必要ありま
せん。これは、単一の値がPCに転送されないからです。

7.11.5.2  デジタル入力のポーリング
imcOnlineFAMOSにより、デジタル入力をポーリングできます。ただし、ポーリングは、固定サンプリングレートで
は実行されず、DSPで内部ループを処理できる最高速度で実行されます。このように、デジタル入力はデータス
トリームではなく、単一の値を表します。
データストリームは、チャンネルと一緒でなければ作成できません。

例
BitStream = Channel_01 * 0 + DIO01_Bit11
仮想ビットもポーリングできます。
Constant1 = Virt_Bit_04 ; SW only locally possible
デジタルビットの戻り値は、「LOW」の場合は0、「HIGH」の場合は1です。

7.11.5.3  システム出力の設定
システム出力は、単一ステートメントで定義する必要があります。式の左辺はシステム出力名です。次のシステ
ム出力が可能です(チャンネルリストに表示されている場合のみ)。
· DAC
· デジタル出力
· ビープ音
· LED
· 仮想ビットおよびEthernetビット
· 表示変数
· トリガ
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DAC
測定デバイスのアナログ出力の出力電圧の範囲は、-10～10Vです。したがって、この範囲内の値のみを割り当
てることができます。DACチャンネルに対するプラグインSetupのスケーリングが考慮されます。

定義:
DAC1 = 5
DAC2 = Channel_01 / 2

DACには定数またはデータストリームを割り当てることができます。
データストリームでは、DACには最新の有効値が示されます。

以下は許容されません。
Virtuel1 = DAC3 方程式の右辺での表示
DAC1 = 1
DAC1 = 2

複数の割り当て

DAC4 = 125 値の範囲の超過

デジタル出力
デジタル出力では、ゼロまたは1のどちらかの値が割り当てられることがあります(LOWには0、HIGHには1)。内部的
には、ゼロに等しくない割り当ては1に設定されます。厳密にゼロだけが0に等しくなります。

定義:
DIO02_Bit01 = 1
DIO02_Bit02 = 0
DIO02_Bit03 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

数学関数を使用する場合、実際の戻り値が厳密に0または1な
のかを確認してください。
アナログ信号からデジタル信号を作成する場合は、シュミットトリガ
関数が特に適しています。

以下は許容されません。
Virtuel1 = DIO02_Bit04 方程式の右辺での表示
DIO02_Bit01 = 1
DIO02_Bit01 = 0

複数の割り当て

ビープ音
ビープ音は、ビープ音に直接接続されたデジタル出力としてみなされます。固定ピッチのトーンのみを発すること
ができます。

定義:
BEEP1 = 1
BEEP1 = 0
BEEP1 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

ビープ音への1 (TRUE)の割り当てによってオンになり、0 (FALSE)の
割り当てによってオフになります。

LED
一部のimc測定デバイスには、ケースにLEDが搭載され、デジタル出力の形式で操作することができます。LED
は、点灯または消灯のどちらかに設定することができます。

定義:
LED1 = 1
LED1 = 0
LED1 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

LEDへの1 (TRUE)の割り当てによって点灯し、0 (FALSE)の割り当
てによって消灯します。
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仮想ビットおよびEthernetビット
仮想ビットおよびEthernetビットは、デジタル出力と同じように設定されます。

定義:
Virt_Bit_01 = 1
Virt_Bit_01 = 0
Virt_Bit_01 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

1 (TRUE)または0 (FALSE)を割り当てます。

表示変数
表示変数は、デジタル出力と同じように設定されます。ただし、より広範な(4バイト)値の範囲を設定できます。
定義:
DisplayVar_01 = 1
DisplayVar_01 = 123.456
DisplayVar_01 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

数字の割り当て

トリガ
トリガは、プラグインSetupで定義されるイベントに対する反応だけではなくimcOnlineFAMOSによってもリリー
スできます。
アーミングされたトリガに1の割り当てが実行されると同時に、このトリガはリリースされます。
imcOnlineFAMOSは、トリガのアーミングに影響しません。トリガは、データの記録を開始できます。
imcOnlineFAMOSは、異なるイベントがトリガをリリースしたかのように、トリガをリリースします。
パッシブのトリガおよび1のトリガはリリースできません。

定義:
Trigger_01 = 1
Trigger_01 = 0
Trigger_01 = STRI ( Channel_01, -5, 5 )

1 (TRUE)の割り当てによって、トリガがリリースされます。

7.11.5.4  構文: チャンネル名
通常、チャンネル名を変数名として直接使用することができます。

例
; Channel name "My_channel"
Res= FFT( My_channel, 2, 1024)

チャンネル名の先頭が数字であったり、\?+!やスペースなどの特殊文字が含まれていたりする場合、チャンネル名
を中括弧で囲む必要があります。

例
; Channel name "123 My channel 100% display"
Res= FFT( {123 My channel 100% display}, 2, 1024)
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7.11.5.5  構文: コメント
単一行のコメント
行全体または行の一部をセミコロンを使用してコメントに変更することができます。

例
; Computation begins here
Sum = Channel_01 + Channel_02 ; Computes the sum
; Computation ends here

複数行のコメント/ブロックのコメント
(* .....*)を使用して、数行にコメントすることができます。

例
(* the following lines are commented
Sum1 = Channel_01 + Channel_02 ; computes the sum
Sum2 = Channel_03 + Channel_04 ; computes the sum
Sum3 = Channel_05 + Channel_06 ; computes the sum
this is the end of the commented block *)

7.11.5.6  構文: 式内の複数のチャンネル
式内のチャンネルのタイムベース
複数のチャンネルが共に1つの関数の影響下にある場合、これら全てのチャンネルは同じタイムベースでなければ
なりません。計算関数はチャンネルの全データポイントを1つ1つ処理するため、以下のパラメータは式の全チャン
ネルに対して同じでなければなりません。
· サンプリングタイム
· トリガ属性
· プリトリガ
· 測定時間
異なるサンプリングレートを持つ2つのチャンネルで1つの関数を処理する場合、関数で補間を使用する必要が
あります。このため、システムにより高い処理能力が必要になります。
データは同時でなければなりません。つまり、チャンネルは同じトリガによって、同じプリトリガ時間で開始する必
要があります。

注
入力チャンネルを共通サンプリングレートにする必要がある場合、これはimcOnlineFAMOSで様ーな関数
を使用して実行できます。代表的なものとして、ReSampleおよびMeanの2つが挙げられます。

7.11.6  コントロールコマンドによる変数と構文
デフォルトでは、imcOnlineFAMOSはコントロールコマンドなしで開始します。コントロールコマンドを使用す
るimcOnlineFAMOSには、以下の説明が適用されます。
コントロールコマンドで提供される高度な関数やオプションを使用できるようにするには、コマンドをアクティブにしま
す。メニューで、[その他] > [imcOnlineFAMOSでコントロールコマンドを使用する]を選択します。
詳細については、セクション「imcOnlineFAMOSでのコントロールコマンドの使用」 を参照してください。685
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7.11.6.1  変数の作成
コントロールコマンドがサポートされているimcOnlineFAMOSを使用して、単一値やプロセスベクトル変数だけ
でなくローカルおよびグローバルデータ配列も別途生成できます。値はそれぞれ4バイトを占有し、Integerまたは
Floatフォーマットのいずれかで作成できます。
これらはOnInitAll ブロックに作成されます。
変数 構文 例
単一値 int VariableA = 1 ; single value as Integer

VariableB= 0.0 ; single value as Float
int x= 1
y= 0.0

 z= 0xA5 ; hex
プロセスベクトル変数 int pv.VariableC = 0 ; 4 Byte Integer

pv.VaiableD = 0 ; 4 Byte Float
int pv.Var1= 0
pv.Var2= 0

 pv.Var3= 0xFFFF
データ配列、ローカル Array[Size] ; local variable array v[10]

データ配列、グローバ
ル

ArrayB = VectorStatic (Trigger#, Size) vs= VectorStatic( Trigger_48, 10)

データ配列、動的 ArrayC = SingleValueChannel(Trigger#,
DataRate)

vsChan=
SingleValueChannel(Trigger_48,1000)

例1: プロセスベクトル
OnInitAll
; int creates a variable in 4 Byte Integer format:
int pv.NewEntryA = 0

; without int, the variable is in 4 Byte Float format:
pv.NewEntryB = 0
End

687
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例2

7.11.6.2  比較演算子
比較演算子は、条件ステートメント内で取得に対して使用されます。ここでは、「>」演算子(より大きい)を説明
しますが、他の比較演算子「³」、「<」、「£」、「=」、「<>」も同様の方法で使用します。比較演算子は、条件ス
テートメントで必要なため、BOOLデータタイプの結果を返します。単一値およびチャンネルもオペランドとして使
用できます。
IsGreater = a > b
「より大きい」演算子。1番目のオペランドは2番目のオペランドよりも大きいですか? 1番目のオペランドの方が大
きい場合、IsGreater = 1になります。それ以外の場合は0になります。
a: 1.オペランド
b: 2.オペランド
IsGreater: 結果

; Executed once at the start
OnInitAll

 v[2] ; local array
 vs  
 int VarInt 
 VarFloat  

 = VectorStatic( Trigger_48, 4)
 = 1
 = 0.0

 int pv.Var1 = 0
 pv.Var2 
 VChanReal 

 = 0
 = SingleValueChannel( Trigger_48, 1000 )

End

; run upon start of the measurement
OnTriggerStart(Trigger_48)

 v[1] 
 v[2] 

 = pv.Channel_001 ; Channel values upon start
 = pv.Channel_002

 vs[1] = 0
 vs[2] = 0
 vs[3] = 0
 vs[4] = 0

 VarInt   = 0
 VarFloat = 0.0
 pv.Var1  = 0

 = 0 pv.Var2 
End

; Executed during a running measurement
OnTriggerMeasure(Trigger_48)

 ;...
 if Virt_Bit01

 Virt_Bit01  = 0
 VChanReal   = pv.Channel_001

 end
End

; Executed at the end of every measurement
OnTriggerEnd(Trigger_48)

 DisplayVar_01 = pv.Channel_001 - v[1] ; difference end - start
  DisplayVar_02 = pv.Channel_002 - v[2] ; difference end - start

End
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例
OnInitAll

 Value  = 0
        VrtBit_01    = 0
End
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 ) 
If Value > 5
         VrtBit_01    = 1
End

End

演算子ANDまたはORを使用すれば、異なる条件の組み合わせをインプリメントできます。たとえば、IF
VirtBit_01 > 0 AND VirtBit_02 = 0のようになります。

7.11.6.3  条件を使用した仮想チャンネルの定義
コントロールコマンドなしのimcOnlineFAMOSでチャンネルデータを処理すると、仮想チャンネルには常に値が
挿入されます(パラメータチャンネルのクロックレートなどに応じて)。コントロールコマンド付きimcOnlineFAMOS
では、仮想チャンネルが現在動作可能な条件分岐によって定義されている場合にのみ値が挿入されます。以
下の例の条件に合致(仮想ビットVrtBit_01が設定されている)すれば、仮想チャンネルVrtChannel_01に値が
挿入されます。それ以外の場合は、空のままです。
If VrtBit_01 > 0
VrtChannel_01 = Channel_01 + 10
End
条件のデフォルト分岐でも仮想チャンネルが定義されている場合、仮想チャンネルには常に値が挿入されます。
ただし、仮想チャンネルの特定の値は、条件の動作分岐に依存します。以下の例を参照してください。
If VrtBit_01 > 0
VrtChannel_01 = Channel_01 + 10
Else
VrtChannel_01 = Channel_01 + 20
End
If a virtual channel in an imcOnlineFAMOS program is used in a formula (or if a virtual channel is
queried), the virtual channel must be defined in every program branch which leads to the formula or
query in question.The following example is only permitted if the default branch of the condition is
called.Otherwise, the virtual channel VrtChannel_01 wouldn't be defined for VrtBit_01 = 0.
If VrtBit_01 > 0
VrtChannel_01 = Channel_01 + 10
Else
VrtChannel_01 = Channel_01 + 20
End
VrtChannel_02 = 2*VirtChannel_01 + Channel_01

7.11.6.4  チャンネルでの条件、ケース分岐、CANトランスミッション
チャンネルでの条件、ケース分岐、またはCANトランスミッションがOnTriggerMeasureで呼び出されると、取得ま
たはトランスミッションに対してチャンネルの各現在(または最新)値が使用されます。このため、
imcOnlineFAMOSは取得表現式の前にCurrentValue関数を自動的に挿入し、その結果得られたチャンネ
ルの現在値が検索されます。以下の例は、条件が適用されるチャンネルを示しています。ケース分岐とCANトラ
ンスミッションのチャンネルの動作はどちらも同じです。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

704 Setup - Advanced Device Functions

物理入力チャンネルが1つ以上の取得で使用される場合(If Channel_01 > 0の場合など)、入力チャンネルの
現在値はOnTriggerMeasureの先頭で記述され、物理チャンネルが取得されると、記述された単一値が代用さ
れます。

imcOnlineFAMOSのコード imcOnlineFAMOSはこれを自動的に次のように変換する
LED_01 = 1
If Channel_01 > 0
.....
If Channel _01 < 0
.....

LED_01 = 1
_cv = CurrentValue(Channel_01, 0, 0.0)
If _cv > 0
.....
If _cv < 0
.....

式が取得されると(Channel_01 - 1 > 0など)、式Channel_01 – 1の現在値はimcOnlineFAMOSによって
自動的に生成されて取得の前に置かれ、生成された単一値が取得されます。

imcOnlineFAMOSのコード imcOnlineFAMOSはこれを自動的に次のように変換する
LED_01 = 1
If Channel_01 + 1 > 0
.....
If Channel_01 - 1 < 0
.....

LED_01 = 1
_cv = CurrentValue(Channel_01 + 1, 0, 0.0)
If _cv > 0
.....
_cv = CurrentValue(Channel_01 - 1, 0, 0.0)
If _cv < 0
.....

仮想チャンネルが取得されると(If VrtChan_01 > 0など)、チャンネルの現在値が決定され、各定義の後に記
述されます(コントロールコマンド付きimcOnlineFAMOSでは、仮想チャンネルはソーステキストの様ーなポイン
トで定義できる)。仮想チャンネルが取得されると、取得はチャンネル自体ではなく、仮想チャンネルの記述され
た現在値を検索します。

imcOnlineFAMOSのコード imcOnlineFAMOSはこれを自動的に次のように変換する
If VrtBit_01 > 0
VrtChannel_01= Ch01+3
Else
VrtChannel_01= Ch01+5
End
LED_01 = 1
If VrtChannel_01 > 0
.....
If VrtChannel_01 < 0
.....

If VrtBit_01 > 0
VrtChannel_01 = Channel_01 + 3
_cv = CurrentValue(VrtChannel_01, 0, 0.0)
Else
VrtChannel_01 = Channel_01 + 5
_cv = CurrentValue(VrtChannel_01, 0, 0.0)
End
LED_01 = 1
If _cv > 0
.....
If _cv < 0
.....

CurrentValue-funktionに関する注意
imcOnlineFAMOSで自動的に生成されたCurrentValue関数は、オプション「最終値」を反映します。ただ
し、サンプリングレートが高いと、チャンネルからのサンプル値の多くが依然として処理中であるという状況になる
場合があります「最終値」がCurrentValue関数に対して有効なオプションの場合、値は無視される場合があ
ります。
これを避けるために、CurrentValue関数に対して設定できる他のオプションがあります(チャンネルに対して複
数の値が有効の場合は、最大値の使用など)。ただし、CurrentValue関数と、オプションの対応する設定を
共に、imcOnlineFAMOSプログラムに書き込まなければなりません。自動的に追加されることはありません。
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7.11.6.5  例-単純なモータシミュレーション
単純なモータシミュレーションを例にとり、各種コントロールコマンドの使用を以下に示します。ランナップ、正常運
転、ウインドダウンの電圧信号および電流信号をシミュレートします(それぞれ5秒)。シミュレーションの電流状態
は、Pause-bitによりフリーズできます。
;-----------------------------------------------------------------------
; In the OnInitAll block, initializations are performed prior to the
; first measurement.All single value variables used in the formulas
; must be initialized here.
;-----------------------------------------------------------------------
OnInitAll

= 0 Status     ; Initialization of single value variables
 Counter  = 0
 Data  = 0
 PauseOld = 0
 PauseNew = 0

End

;-----------------------------------------------------------------------
; The block OnAlways is run constantly. The Pause-function is 
; implemented here. If you click on the Pause bit, the timer is stopped.
; If the Pause-bit is currently deactivated, clicking on it starts the
; periodic timer. After 10ms, the timer ticks at 10ms intervals.
;-----------------------------------------------------------------------
OnAlways

 ; PauseNew is the 1st virtual bit
 if PauseNew <> 0 AND PauseOld = 0 

 RecordText ( "Pause!!!" ) 
 StopTimer ( 1 )  

 end
 if PauseNew = 0 AND PauseOld <> 0 

 RecordText ( "Pause finished!!!" )  
 StartTimerPeriodic ( 1, 0.01 , 0.01 ) 

 ; Pause-bit is clicked on
 ; output text 
 ; stop timer 

 ; Pause-bit is clicked off
 ; output text
 ; start periodic timer 

 end
 PauseOld = PauseNew

End

;-----------------------------------------------------------------------
; The OnTriggerStart block is executed at the start of 
; the measurement. When the measurement starts, a periodic timer is
; set up. After 10ms, the timer ticks at 10ms intervals.
;-----------------------------------------------------------------------
OnTriggerStart ( Trigger_48 )

 LED_01 = 1                              ; switch on LED_01
 StartTimerPeriodic ( 1, 0.01 , 0.01 ) ; start timer

End

;-----------------------------------------------------------------------
; The OnTriggerEnd block is executed at the end of a measurement.
; Here, the timer is stopped and LED_01 switched off.
;-----------------------------------------------------------------------
OnTriggerEnd ( Trigger_48 )

 LED_01 = 0                      ; switch off LED_01
 StopTimer ( 1 ) ; stop timer with the ID 1 

End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

706 Setup - Advanced Device Functions

;-----------------------------------------------------------------------
; The OnTriggerMeasure block runs constantly during measurement.
; The virtual channel Voltage is created under the control of a timer, 
; and the virtual channel Current is computed from the channel Voltage. 
;-----------------------------------------------------------------------
OnTriggerMeasure (Trigger_48 )

 Voltage = channel_01 * 0 + Data
 _x = Voltage + sin ( sawtooth ( Voltage, 0, 1, 10000 ) )
 rpm = upper ( 0, filtlp ( _x, 0, 0, 3, 1 ) * 60 + _x * 20 )
 _y = diff ( _x )
 Current = 10*filtlp ( _y, 0, 0, 2, 2 )
 if Voltage > 5 

 LED_05 = 1 
  LED_06 = 0 

 else  

 ; queries virtual channel Voltage. If the 
 ; current value is greater than 5,
 ; switch on LED_05
 ; switch off LED_06 
 ; otherwise (current value in channel Voltage <= 5)

 LED_05 = 0
 LED_06 = 1

 end
End

;-----------------------------------------------------------------------
; The OnTimer block is run upon every click of Timer 1. The periodic
; timer, Timer 1, was set up either in OnTriggerStart or OnAlways
; using the function StartTimerPeriodic. In the OnTimer block,
; the numerical values for the virtual channel Voltage are computed. 
;-----------------------------------------------------------------------
OnTimer ( 1 ) 

 switch Status 
 ; OnTimer-Block for Timer 1 
 ; case differentiation based on the
 ; single value Status

 case 0 
 Data = Data + 0.02  
 Counter = Counter + 1 
 if Counter > 500  

 Counter = 0 
 Status = 1  

 end 
 end 
 case 1 

 Counter = Counter + 1
 if Counter > 500

 Counter = 0
 Status = 2

 end
 end
 case 2 

 Data = Data - 0.02
 Counter = Counter + 1
 if Counter > 500

 Counter = 0
 Status = 0

 end
 end
 default 

 ; case: Status = 0
 ; compute the data
 ; increment counter
 ; query counter
 ; re- initialize counter
 ; set Status 
 ; finish condition
 ; finish case-differentiation
 ; case: Status = 1

 ; case: Status = 2

 ; default treatment for Status,
 ; if Status is not equal to 0, 1 or 2

 end
 end

End
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7.11.7  メニュー

[ファイル]メニュー
 メニュー項目 ホットキー 説明

 テキストファイルとしてインポ
ート (Shift + F2) テキストファイルをロードします。

 テキストファイルとしてエクス
ポート (Shift + F3) エディタの内容をテキストファイルで保存します。これは、[構成を保存]コマ

ンドの代わりとしては使用できません!
構成を保存 (F3) (すなわち試験設定の試験設定名の設定ディレクトリ内)。 

 新規 - エディタの内容を消去し、チャンネルリストから仮想チャンネルを削除しま
す。

終了 - imcOnlineFAMOSを終了します。

[編集]メニュー
 メニュー項目 ホットキー 説明

 [元に戻す] (Ctrl  + Z) このコマンドにより、[コピー]、[貼り付け]、[切り取り]、[削除]などの編集操
作を元に戻せます。

 検索および置換 - imcOnlineFAMOSエディタ内でテキストを検索および置換します。
コピー (Ctrl  + C) エディタで選択した領域をクリップボードにコピーします。

貼り付け (Ctrl  + V) クリップボードの内容を、エディタで選択した領域に挿入します。

[切り取り] (Ctrl  + X) エディタで選択した領域を切り取り、クリップボードにコピーします。
 削除 (Ctrl  + Del) エディタから選択した領域を削除します。

プロパティ (F5) 仮想チャンネルのプロパティを再定義するために使用します。

Formula Assistant (Shift + F1)
Formula Assistantを起動します。Formula Assistantを利用して、数
学関数の選択およびパラメータ設定を実行できます(「Formula
Assistant」 を参照)。

 関数ダイアログ (ALT + F1) 複数のチャンネルパラメータを持つ関数のパラメータの設定に役立つ、[関数
ダイアログ]を起動します(「関数ダイアログ」 を参照)。

 ヘルプの表示 (Ctrl  + F1) エディタまたは関数リストで選択されたオブジェクトのヘルプ機能を呼び出し
ます。

 外部エディタの起動 (F4) 項目の編集に外部エディタが使用されます。使用されるエディタは、メニュー
項目[その他] > [オプション]で指定されます。

構文チェックの実行 (F6)
エディタで入力した式の構文チェックが実行されます。誤りがあると、マーク
が付きます。誤りがない場合は、メッセージ[エラーは見つかりませんでした]
がステータスバーに表示されます。
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[その他]メニュー
 メニュー項目 説明

オプション imcOnlineFAMOSプログラムの編集は、外部エディタを使用しても実行できます。
「外部プログラムエディタの使用」 を参照してください。

[ディレクトリ] デフォルトの作業ディレクトリを指定するためのダイアログを呼び出します。
「デフォルトディレクトリ/パスの定義」 を参照してください。

imcOnlineFAMOSで
コントロールコマンドを使用
する

コントロールコマンド を有効にします。

imcOnlineFAMOSで
コントロールコマンドを使用
しない

コントロールコマンド を無効にします。

ウィンドウメニュー
このメニューは、メインウィンドウを設定する様ーなオプションを提供します。

 メニュー項目 説明

 標準 ウィンドウをデフォルト設定に戻します。関数リスト、エディタ、[ヘルプ]ボックスおよびチャンネルリ
ストが全て表示されます。

 チャンネル 利用できるチャンネルをわかりやすくするために、チャンネルリストを拡大します。[ヘルプ]ボックスも
表示されます。

 [関数] 利用できる関数をわかりやすくするために、関数リストを拡大します。[ヘルプ]ボックスも表示され
ます。

 [項目] 定義した式をわかりやすくするために、エディタを拡大します。[ヘルプ]ボックスも表示されます。
 [ヘルプ] [ヘルプ]ボックスを拡大します。大きなヘルプファイルを読む場合にこの機能を使用します。

7.11.7.1  仮想チャンネルのプロパティ
事前に定義された仮想チャンネルには、続いて特定のプロパティを割り当てることができます。
仮想チャンネルの名前、コメント、単位を設定できます。任意の仮想チャンネルをベクトルとして使用できる場
合、さらに特殊ベクトルプロパティを設定できます。
これを実行するには、次のように[仮想チャンネルのプロパティ]ダイアログを開きます。
· メニュー項目[編集] > [プロパティ]の使用。あるいは、
· ツールバーで記号をクリック  
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仮想チャンネルは、ウィンドウの右側に表示されます。同じプロパティを複数のチャンネルに割り当てる場合、複
数個を選択することができます。
リストの左側には様ーなプロパティが表示されます。右側で選択した仮想チャンネルに対し、プロパティを1つずつ
定義できます。
選択したプロパティのオプションは全て、ウィンドウ下部のドロップダウンリストボックスで選択します。全てのプロパ
ティのデフォルト設定は[自動]です。プロパティを定義するには、リストボックスで[ユーザ定義]を選択します。次
に、テキストボックスが表示され、ここに値を入力することができます。

仮想チャンネルのプロパティは、このダイアログでのみ設定できます。設定済みのプロパティを変更したり、新しい
仮想チャンネルに対して設定を行う場合は、ダイアログを再度呼び出します。

プロパティ 説明
[Xオフセット] カーブウィンドウで表示するために、x方向のオフセットに対して固定値を設定できます。それ以外の場合、

値はimcOnlineFAMOSにより自動的に決定されます。
このプロパティは、ベクトルに対してのみ設定できます。

Delta-x カーブウィンドウで表示するために、x方向の2つのサンプル値間の距離に対して固定値を設定できます。そ
れ以外の場合、値はimcOnlineFAMOSにより自動的に決定されます。
このプロパティは、ベクトルに対してのみ設定できます。

[X軸単位の定義] 仮想チャンネルをカーブウィンドウに表示する場合、x軸の単位を自動的に決定することも、ユーザが固定値
を設定することもできます。SI単位のみを指定するとよいでしょう。milliやkilo (例外: kg)などの大きさは指
定しないでください。この指針は、入力チャンネルの単位を定義する際にも当てはまります。x軸が時間軸の
チャンネルの場合、x軸の単位は[自動]にしておくことをお勧めします。この場合、表示される単位は「s」(秒)
になります。
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プロパティ 説明
[Zオフセット] [zオフセット]は、3Dカーブウィンドウの「正面」カーブのz値に対応します。[zオフセット]は、自動的に決定する

ことも、ユーザが固定値を指定することもできます。
このプロパティはベクトルに対してのみ設定できます。

[Delta-z] カーブウィンドウで表示するために、z方向の2つのサンプル値間の距離に対して固定値を設定できます。そ
れ以外の場合、値はimcOnlineFAMOSにより自動的に決定されます。
このプロパティはベクトルに対してのみ設定できます。

[コメント] コメントは、通常の入力チャンネルの場合と同様の方法で、仮想チャンネルに追加できます。このフィールドに
は任意の文字を使用できます。空にしておくこともできます。

[名前] 仮想チャンネルには、システム名のほかに別名を割り当てることもできます。このオプションは、ここではフルネー
ムを指定しておき、システム名は短いままにしたい場合にのみ有用です。システム名は全て一意でなければ
なりません。通常の入力チャンネル名に対する制約も適用されます。

7.11.7.2  デフォルトディレクトリ/パスの定義
デフォルトディレクトリを設定するためのダイアログは、imcOnlineFAMOSメニュー項目[その他] > [ディレクトリ]
から呼び出します。

注
· imcSTUDIOでは、デフォルトのフォルダを変更できません。
· 特性カーブなどの補足ファイルは、試験設定にインポートしてください。

Setup >リボン> [構成] > [補足ファイル] の説明を参照してください。

7.11.7.3  外部プログラムエディタの使用
imcOnlineFAMOSソーステキストを外部プログラムエディタ(UltraEditなど)を使用して入力することが可能で
す。
· imcOnlineFAMOSのオプションを開きます。メニュー[その他] > [オプション]
· 次のオプションを有効にします。[imcOnlineFAMOSソーステキストを外部プログラムエディタで編集します
か?]

· エディタを選択します。
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メニュー[編集] > [外部エディタの起動...]またはファンクションキーF4を押して、外部エディタを開きます。
imcOnlineFAMOSソーステキストの交換は、内の一時ファイル「DevTemp.ofa」を使用して行われます。この
ファイルは、外部エディタが閉じられると同時に削除されます。
imcOnlineFAMOSエディタ内の内容と外部エディタ内の内容を一致させるために、外部エディタではインポー
ト後に交換ファイルを開いたままにすることはできませんが、ファイル内の変更は自動的に認識できます。
例: WINWORDでは、ファイルのロード時にこれらを開いたままにしません。imcOnlineFAMOSは開いているファ
イルにアクセスできないため、WINWORD内の一時ファイルの自動更新は可能でありません。
例: メモ帳は、ファイルを開いてその内容を表示します。ファイルは後からimcOnlineFAMOSによって変更でき
ますが、エディタはファイルの変更を認識しません。

7.11.8  コンテキストメニュー

チャンネルリスト
チャンネルリストで右クリックすると、以下のコンテキストメニューが呼び出されます。

 メニュー項目 説明
 [ツリービュー] 各種チャンネルタイプに対応する見出し付きで全チャンネルが表示されます。

 [リストビュー]
全てのチャンネルがタイプ別の順序でリストされます。チャンネルタイプを示す明確な見出しは表
示されません。ただし、各チャンネルのタイプは、リスト内のチャンネル項目の横のシンボルでわか
るようになっています。

 [折りたたみツリー] すべてのチャンネルについて、チャンネルタイプごとに分けて、格納します。ディレクトリツリー表示に
している場合にのみ有効です。

 [ツリーの展開] 関数タイプごとに分けられたフォルダを展開し、関連するすべての関数を表示します。

関数リスト
関数リストで右クリックすると、以下のコンテキストメニューが呼び出されます。

 メニュー項目 説明
 [ツリービュー] 全ての関数は、関数タイプによるグループ化を考慮してアルファベット順にリストに掲載されます。

 [リストビュー] 全ての関数は、関数タイプのグループ化を考慮しないでアルファベット順にリストに掲載されま
す。

 [折りたたみツリー] すべてのチャンネルについて、チャンネルタイプごとに分けて、格納します。ディレクトリツリー表示に
している場合にのみ有効です。

 [ツリーの展開] 関数タイプごとに分けられたフォルダを展開し、関連するすべての関数を表示します。
 [名前順に並び替え] リストビューに表示されている関数の名前順にリストが並び替えされます。
 [詳細順に並び替え] リストビューに表示されている記述順にリストが並び替えされます。
 Formula Assistant Formula Assistant は、関数リストで選択された関数に対して呼び出されます。

エディタ
エディタで右クリックすると、以下のコンテキストメニューが呼び出されます。

 メニュー項目 説明

 [元に戻す]、[コピー]、[貼り
付け]、[切り取り]、[削除] [編集] メニューのセクションを参照してください。

 色 [色]ダイアログにより、エディタのテキストおよび背景の色を設定できます。また、各構文要素を
区別するために別ーの色を設定することもできます。
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[ヘルプ]
[ヘルプ]ボックスで右クリックすると、以下のコンテキストメニューが呼び出されます。

メニュー項目 説明
[コピー] [編集] メニューのセクションを参照してください。

色 [色]ダイアログにより、エディタのテキストおよび背景の色を設定できます。また、各構文要素を
区別するために別ーの色を設定することもできます。

7.11.9  Formula Assistant
Formula Assistantは、数学関数のパラメータの提供に役立ちます。

Formula Assistantの起動
Formula Assistantは、エディタ内のカーソルの位置に関数を作成します。したがって、事前にカーソルの位置を
適宜設定します。
以下のどの方法でも、Formula Assistantを起動できます。

1.
2. [編集 ]メニューで  [フォーミュラアシスタント ]を選 択します。
3. Shift + F1を押します。
4. ドラッグアンドドロップにより、チャンネルリストのチャンネルリスト項 目 を、関数リストの関数リスト項 目へドロッ
プします。

5. ドラッグアンドドロップにより、関数リストの関数リスト項 目 を、チャンネルリストのチャンネルリスト項 目へドロッ
プします。

6. 関数リストのコンテキストメニューで [Formula-Assistant...]を選 択します。
1、2、または3の場合、エディタが優先されます。Formula Assistantは、エディタ内で選択された関数に対して開
かれます。
それ以外の場合、Formula Assistantは、関数リストで選択された関数に対して起動します。

7.11.9.1  Formula Assistantの使用
数学関数の設定を行うためのダイアログが表示されます。

Formula Assistant
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必要なパラメータは、選択した数学関数によって異なります。たとえば、Rainflow関数の場合、10個のパラメー
タを設定します。プロシージャは関数とは異なり、結果値を持ちません。
結果に対し、変数名を手動で入力したり、あるいは出力チャンネルをポップダウンリストから選択することができま
す。チャンネルパラメータに対しても、変数名を手動で入力したり、あるいは入力チャンネルをポップダウンリストか
ら選択することができます。パラメータによってはチャンネルではないものがあり、ポップダウンリストには他の選択肢
が示されます。
ステータスバーに作成された式が表示されます。

ステータスバー
[適用]をクリックして、完成した式をエディタへ転送します。

エディタ

式の表示および変更
· エディタの関数のパラメータを変更するには、
· 関数の上にカーソルを置き、Shift + F1を押します。
これにより関数に対応するFormula Assistantが呼び出され、現在の選択が表示されます。
· 新しく定義した式をエディタへ転送すると、[演算 ]ボックスで選択されている式が新しい式に置換されます。
このため、エディタ内の別の場所へ式を挿入する場合は、エディタ内の現在の選択を変更するだけにします。

複数の式の作成
複数の計算式を入力するのにFormula Assistantを閉じる必要はありません。
エディタのテキストの最後にカーソルを置くと、式がAssistantから転送された際に、自動的に改行が追加されま
す。

ネスト表現式の作成
Assistantの[結果]入力ボックスを空のままにしておくと、式は方程式の形をとらず、単純な式になります。これに
より、式をAssistantから、エディタ内の他の(より高レベルの)関数の引数の位置に転送することができます。
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7.11.10  [関数ダイアログ]
以下の説明は、imcOnlineFAMOSに熟練した方を対象とし、入力支援機能の使用方法を説明します。こ
れらは、ネスト表現式を作成する場合や、複数のチャンネルに対して同じ式を迅速に入力する場合に便利で
す。
メニュー項目[編集] > [関数ダイアログ]を使用するか、Alt + F1を押して、[関数ダイアログ]を呼び出します。
選択対象に使用できる全ての関数がリストボックスに表示されます。

リスト項目をダブルクリックするか、リスト項目を選択し
た状態で[パラメータ設定]ボタンをクリックすると、[パラメ
ータ設定]ダイアログ が呼び出されます。
選択ダイアログにリストされている関数は全て、関数パ
ラメータの処理方法と共にファイルONLFAMOS407.INI
(ドイツ語)およびONLINEFAMOS.409.INI (英語)で定
義されます。これらはインストールディレクトリに配置され
ています。
ONLFAMOS.INIファイルでは、固定値にする関数パラメ
ータと変数にする関数パラメータを指定し、さらにこれら
のパラメータをダイアログで編集する方法を指定できま
す(下記を参照)。
[関数ダイアログ]を使用して、エディタに関数を複数回
入力することができます。関数の呼び出しは、チャンネ
ルリストで選択したチャンネルごとに式を作成し、対応
するチャンネル名を使用した式としてエディタに入力しま
す。式は、テキストブロックとしてimcOnlineFAMOS
に転送されます。テキストブロックの先頭はFUNCDLG
User function nameで示され、最後はFUNCDLG End
で示されます。

ブロックの定義行にも、imcOnlineFAMOS関数呼び出しを挿入し、その次に関係のあるチャンネル名全てを
挿入します。[関数ダイアログ]をエディタから呼び出すと、関数のパラメータも一緒にダイアログに転送されます。
このため、現在の選択の先頭は、ブロックの定義行に置かなければなりません。Alt + F1により、[関数]ダイアログ
が開始します。また、定義行では関数のパラメータを変更することもできます。変更がONLFAMOS.INIファイルの
コードと互換性がある場合は、エディタから呼び出される際に[関数ダイアログ]に変更が反映されます。
ブロック全体の関数呼び出しを変更するには、 エディタから[関数ダイアログ]を起動します。
[関数ダイアログ]の初期化行にある関数のパラメータがエディタで変更され、エディタから[関数ダイアログ]が呼び
出された場合、変更されたパラメータは[関数ダイアログ]に反映されます。変更されたパラメータがダイアログのコ
ードワードに適合していない場合、警告メッセージが表示され、INIファイルの設定に従ってダイアログが開始しま
す。例として、INIファイルでコードワードFIXに「1」を指定し、エディタの対応する値が0の場合、1がインプリメントさ
れ、警告メッセージが表示されます。

7.11.10.1  [関数]ダイアログの使用
1. 関数が適用されるチャンネルをチャンネルリストから選択します。
2. a) [関数  ダイアログ ]を呼び出し、ユーザの関数名のリストから関数を選択します。

b)エディタから[パラメータ設定]ダイアログを直接呼び出します。
3. [OpBox]を使用して、エディタにブロックを転送します。
4. チャンネルリストの選択項目の変更を行うと、現在選択されているチャンネルが[関数ダイアログ ]に表示され

ます。  
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一番上(編集不可)のボックスには、エディタの式に示される関数と共に表示される、全てのチャンネルが表示さ
れます。
それ以外は、ダイアログの動作はFormula Assistantの動作と似ています。
[関数]ダイアログに表示される関数と変更可能な関数パラメータは、ONLFAMOS.INIファイルの設定の影響を
受けます。
最低限必要なONLFAMOS.INIファイルの内容
コード [関数]ダイアログの表示内容
[FUNCDLG...] 各セクション名の指定。[関数ダイアログ]のセクション名は、ワード「FUNCDLG」と、

ONLFAMOS.INIファイルに一意の数字から構成されます(「FUNCDLG3」など)。全セクション
を明確に特定するこれらの数字は、全セクションを[関数ダイアログ]で識別できるように、最
大10個をスペースで区切ることができます(たとえば、1、3、8、17は全て可能です。一方、
セクション名1、3、8、17のみが存在する場合、番号36のセクションの情報は[関数ダイアロ
グ]で無視されます)。ONLFAMOS.INIファイルから多数のセクションを削除した場合、残って
いるセクションの番号を訂正する必要があります。

CAPTION=... 各ユーザ関数名の指定。[関数ダイアログ]では、全てのユーザ関数名が利用可能な関数
のリストに示されます。この名前を基本として、どのimcOnlineFAMOS関数を指定してい
るのかがわかります(「UsrFFT」など)。

FUNCTION=... imcOnlineFAMOS関数の名前の指定(「FFT」など)。
COMMENT=... 関数のコメント(「Determines the amplitude-spectrum」など)。テキストは引用符なしで

入力します。
RESULT1_DEFINE=... 結果名のフィルタ「*」の指定(「Res_*」など)。「*」は、全ての行の該当するチャンネル名に代

わります。これらは、エディタに転送されます。
RESULT1_TEXT=... 結果の記述(「Amplitude-spectrum」など)。テキストは引用符なしで入力します。
PAR1_DEFINE=... コード、そのコードの情報の指定(下記の「コード」を参照)。「EDIT 128」など。
PAR1_TEXT=... パラメータの記述(「FFT-length (128 ... 8192)」など)。テキストは引用符なしで入力しま

す。
PAR1_DEFINE= EDIT .. [関数ダイアログ]に「2」が示されます。ダイアログの番号は変更できます。「2」は式の行に示

されます。
PAR1_DEFINE= LIST ... ダイアログにドロップダウンリストボックスが示されます。リストの行のコロンの後にテキストが示さ

れます。デフォルトでは、リストの先頭行がダイアログで選択されています。Dまたはd
(Default)が番号の後に示されている場合、リストの対応する行が選択されて表示されま
す。ONLFAMOS.INIでは、2つのテキストの間の区切り記号は「||」です。「||」のみでは区
切り記号とはみなされません。式の行では、数字をコロンの前に入力します。

PAR1_DEFINE= COMBO ... コードワードLISTのプロパティ。また、テキストは対応する入力ボックスに記述することもできま
す。行のテキストがドロップダウンリストの行と一致する場合、対応する数字が式の行に入力
されます。それ以外の場合、テキスト自体(数字など)を入力します。

PAR1_DEFINE= CHANLIST ダイアログには、チャンネルのドロップダウンリストボックスが表示されます。リストからチャンネル
を選択するか、入力ボックスにチャンネル名を記述することができます。入力ボックスのテキスト
は式の行にコピーされます。

PAR1_DEFINE= SELCHANS 関数は、チャンネルリストで選択された全チャンネルに対して呼び出されます(編集不可でも
示される)。式の行に「*」が示されます。

PAR1_DEFINE= FIX ... パラメータはダイアログでは示されません。FIXの後のテキスト(数字だけでなく、
「FILT001.DAT」などの文字列も使用できるなど)は式の行に入力されます。たとえば、数字
の2などを使用します。

PAR1_DEFINE= DEFAULT パラメータはFormula Assistantと同じように表され、ダイアログに表示されます。
PAR1_DEFINE DEFAULT行全体を省略することもできます。Formula Assistantのデフォル
ト設定も同じように示されます。ただし、一般的には、コードを指定する方法が最適です。
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コード [関数]ダイアログの表示内容
PAR1_DEFINE= RANGEMAX1 ... 指定されたチャンネルの入力範囲。[関数]ダイアログが開くと、上限値が更新されます。パラ

メータは、ダイアログには表示されません。入力範囲は、アナログ入力チャンネルおよびインクリ
メンタルエンコーダでのみ決定できます(入力範囲がチャンネルに対して決定できない場合、
あるいはエラーが発生した場合、最小値と最大値の両方が0.0に設定されます。構文チェッ
クによりエラーメッセージが表示されます)。コードワードの最後の「1」は、関数の最初のパラメ
ータによって示される信号から最大値が決定されることを示します。プロシージャの結果はパ
ラメータとはみなされません。

PAR1_DEFINE= RANGEMIN1 1番目の関数パラメータの入力範囲の下限値。
PAR1_DEFINE= RANGEMAX2 対応するチャンネルの入力範囲の上限値。コードワードRANGEMAX1と同様です。ただし、

この場合、2番目の関数パラメータによる信号の最大値が決定されます。プロシージャの結
果はパラメータとはみなされません。 

PAR1_DEFINE= RANGEMIN2 2番目の関数パラメータの入力範囲の下限値。
PAR1_DEFINE= PARi パラメータは[関数]ダイアログには示されません。参照するパラメータと同じテキスト(同じ数字

なども)を式の行に入力します。EDITなどの参照パラメータが値5をとってダイアログで記述さ
れる場合、値5も「PARi」が割り当てられているパラメータの式の行に入力します。次に、参
照値が入力ボックスで変更されると、参照パラメータはそれに合わせて変更されます。参照パ
ラメータは、前もって定義しておく必要があります。たとえば、PAR7を5番目のパラメータに割り
当てることはできません。

パラメータに対してコードが指定されていない場合、Formula Assistantのデフォルト設定が示されます。ただし、
一般的には、コードを入力する必要があります。

注
imcSTUDIOがインストールされると、ONLFAMOS.INIファイルが上書きされます。imcSTUDIOの新しいバージョ
ンをインストールするとき、それ以前に行ったファイルの変更を保持しておきたい場合は、インストール前に
ONLFAMOS.INIファイルを別のフォルダに保存するか、別名で保存してください。

7.11.10.2  例
例1

Channel_01およびChannel_02という2つのチャンネルの振幅スペクトルを決定します。まず最初にチャンネルリス
トで両方のチャンネルを選択し、次にFFTの[関数ダイアログ ]を呼び出し、[OpBox]を使用して、
imcOnlineFAMOSのエディタに関数呼び出しを転送します。以下のようなONLFAMOS.INIの設定が示さ
れ、下部のテキストがエディタに転送されます。

ONLFAMOS.INI:
[FUNCDLG1]
CAPTION=MyFFT
FUNCTION=FFT
COMMENT= Determining amplitude-spectrum
RESULT1_DEFINE=Res_FFT_*
RESULT1_TEXT=Spectrum
PAR1_DEFINE=SELCHANS
PAR2_DEFINE=COMBO 0:Rechteck || 3d:Blackman
PAR2_TEXT=Type of window function:
PAR3_DEFINE=EDIT 128
PAR3_TEXT=FFT-Length (128...8192):

imcOnlineFAMOSのエディタ:
; FUNCDLG UsrFFT: Res_FFT* = FFT(*, 3, 128) || Channel_01 || Channel_02
Res_Channel_01 = FFT(Channel_01, 3, 128)
Res_Channel_02 = FFT(Channel_02, 3, 128)
; FUNCDLG End
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例2
3つのチャンネルCL_01、CL_02、CL_03のクラスカウンティングとクロスヒストグラム。まず最初にチャンネルリストで3
つのチャンネルを選択し、ClCrossHistogramの[関数ダイアログ ]を呼び出し、[関数ダイアログ ]のチャンネルコン
ボボックスでチャンネルCL_04を選択し、[OpBox]を使用して関数呼び出しをimcOnlineFAMOSのエディタに
転送します。以下のようなONLFAMOS.INIの設定が示され、下部のテキストがエディタに転送されます。

ONLFAMOS.INI:
[FUNCDLG2]
CAPTION=MyCrossHistogram
FUNCTION=ClCrossHistogram
COMMENT=Class-counting with the Cross-Histogram
RESULT1_DEFINE=Res_CH_*
RESULT1_TEXT=Result-Matrix
PAR1_DEFINE=SELCHANS
PAR2_DEFINE=CHANLIST
PAR3_DEFINE=RANGEMIN1
PAR4_DEFINE=RANGEMAX1
PAR5_DEFINE=EDIT 10
PAR5_TEXT=Number of classes (bins)
PAR6_DEFINE=RANGEMIN2
PAR7_DEFINE=RANGEMAX2
PAR8_DEFINE=PAR5
PAR9_DEFINE=EDIT 1
PAR9_TEXT=Res-units analog input channel
PAR10_DEFINE=FIX 1

imcOnlineFAMOSのエディタ:
; FUNCDLG UsrClCrossHistogram: Res_* = ClCrossHistogram(*, CL_04, RANGEMIN1, RANGEMAX1,
 10, RANGEMIN2, RANGEMAX2, 10, 1, 1) || CL_01 || CL_02 || CL_03
Res_CL_01 = ClCrossHistogram(CL_01, CL_04, RangeMin(CL_01), RangeMax(CL_01), 10,
 RangeMin(CL_04), RangeMax(CL_04), 10, 1, 1)
Res_CL_02 = ClCrossHistogram(CL_02, CL_04, RangeMin(CL_02), RangeMax(CL_02), 10,
 RangeMin(CL_04), RangeMax(CL_04), 10, 1, 1)
Res_CL_03 = ClCrossHistogram(CL_03, CL_04, RangeMin(CL_03), RangeMax(CL_03), 10,
 RangeMin(CL_04), RangeMax(CL_04), 10, 1, 1)
; FUNCDLG End

7.11.11  インフォメーションおよびヒント
7.11.11.1  仮想チャンネルおよびトリガマシン
仮想チャンネルは、チャンネルの選択肢と共に[トリガ]ダイアログ内には表示されません。したがって、仮想チャン
ネルを直接的にトリガすることはできません。このような計算されたチャンネルの値をトリガするには、関連するイベ
ントがimcOnlineFAMOS内で検出される必要があります(関数Greaterの使用など)。イベントは仮想ビットを
設定し、これは同様にトリガマシンによって使用できます。
Virtual_Bit01 = Greater(Temp_difference, 5)

7.11.11.2  混合信号の交流のRMSの決定
信号の交流の二乗平均平方根(RMS)が決定されます。信号には直流と交流が含まれています。
たとえば、オフセット電圧が含まれたアンプのノイズ信号のRMSを決定することができます。また、供給電流のノイ
ズ成分の決定にも使用できます。
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問題の背景:
信号u(t)は、直流と交流で構成され、u(t)=u_(t)+u0で表すことができます。u0は信号の直流です。

以下の式を直接使用して(Tはデータ収集に要する時間)、交流のRMSを求める場合

imcOnlineFAMOSプログラムのコンパイル時にはエラーメッセージが表示されます。これは、信号値であるRMS
が、ベクトルデータストリームであるu(t)から減算されることが原因です。つまり、データタイプが一致しません。

対処法:
最初の式u(t)=u_(t)+u0をRMSの定義に組み込み、交流量の平均を除くことを記述します。RMS成分の二乗
の和は、 U U U2 2

0
2   これらの和の二乗と等しくなります。これにより、一致する型の2つのデータセットの差とし

てU~を決定できます。

例
Channel_01に完全信号を指定し、交流のRMSを以下のように計算できます。
Rms_noise= Sqrt(mean(Ch_01*Ch_01, 1000,1000)- mean(Ch_01, 1000, 1000)^2)

7.11.11.3  1つ以上の周波数の信号へのコントリビューションを決定
目的:
主電源の周波数の非正弦波形電流への150Hzコントリビューションは、時間経過とともにカーブで表示されます
デジタル出力は、このコントリビューションがしきい値を超えると、追加して設定することができます。

問題の背景:
FFT関数が測定に直接適用されると、その周波数間隔は以下で求められます。

fTはサンプリングレート、Nは使用されるデータポイントの数です。これは2のべき乗(1024 = 210など)で表現する
必要があります。たとえば、サンプリングレート1kHzおよびN=1024が指定されると、周波数間隔は0.9765625 Hz
になります。150Hzラインを正確に決定することはできません。

対処法:
測定データの連続ストリームから厳密に1000個の値を抽出することができます。これは、リサンプリングすることに
より、後で1024ポイントに拡大できます。リサンプルされたデータセットはサンプリング周波数1.024kHzであり、150
番目のスペクトラルラインは厳密に150Hzで配置されます。
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例
Currentを分析対象の測定チャンネルとして宣言します。これは、1kHzのレートでサンプリングされ、150Hzのス
ペクトラルラインは時間経過と共に図式化されます。以下のプログラムは、適切なimcOnlineFAMOSプログ
ラムの一例です。
_I_Channel=VectorizeAndSkip(Current ,1000 , 0 )
_I_Res=ReSample(_I_Channel ,1024 )
Spec = FFT(_I_Res, 0, 1024)
I_150 = VValueAtXValue(Spec, 150)

関数VectorizeAndSkipを使用することで、変
数「Current」が指定する連続データストリーム
から1000個のサンプルが抽出されます。データ
「skip」は、このインスタンスでは実行されず、
関数呼び出しの最後のパラメータとして0で示
されます。

割り当てられた名前である_I_Channelは下線で始まり、内部変数として識別されます。これは必ず必要という
わけではありませんが、メモリの節約に役立ちます。
次に、ReSample関数を使用して1024個のサンプルを生成します。ここでFFT計算を実行できます。関数
VValueAtXValueにより、指定されたX-valueでY-valueを抽出することができます。この場合、スペクトラルライン
#150は150Hzです。これは、周波数間隔は1Hzであり、変数I_150によって指定されているためです。しきい値
交差に応答したトリガなど、全ての関数をこの変数に適用できます。

7.11.11.4  電力測定
単相、二相、三相の電力測定の説明を次に記載します。

7.11.11.4.1  単相測定Power1()

「単相電力測定」

有効な値(二乗平均平方根)
有効な値は、入力信号の平均平方の平方根です。 

瞬時電力
作動瞬時電力は、2つのサンプリング値の積を提供します。

有効電力
有効電力は、平均時間の間の瞬時電力の平均です。

これは、ユーザが記録する有効電力を説明します。
皮相電力
皮相電力は、電流および電圧の二乗平均平方根の積です。

二乗平均平方根は、作動有効値(二乗平均平方根)で説明するアルゴリズムに従って計算されます。
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無効電力
無効電力は、皮相電力と有効電力の幾何学的な差です。

皮相電力と有効電力は、上記のアルゴリズムに従って計算されます。無効電力は、ユーザが記録しない皮相
電力の一部です。
電力係数
電力係数は、有効電力と皮相電力の比率です。有効電力と皮相電力は、上記のアルゴリズムに従って計算
されます。

電力係数は、電流と電圧の移相のコサインに対応します。

7.11.11.4.2  2相測定Power2() (ARON)
電力は、3相回路のゼロワイヤに電流が存在しないことを前提として、2相電圧と2線電流のみで決定することが
できます。このバランスのとれた負荷については、このように第3の量が明確に定義されます。このタイプの電力測
定をARON測定回路と呼びます。多くの場合、ARON測定回路は、開始点にアクセスできないユーザにおいて
電力を測定する唯一の方法です。

測定回路ARON
三角回路では、測定装置の接続は、図示されているスター回路と同等になります。

瞬時電力
作動瞬時電力(ARON)は、2つのサンプリング値の積の合計を提供します。

有効電力
有効電力は、平均時間の間の瞬時電力の平均です。

これは、ユーザが記録する有効電力を説明します。
皮相電力
皮相電力は、各フェーズにおける電流と電圧の有効値(2乗平均平方根)の積の合計から求められます。

電源回路(3つの同等電圧と120°の移相)の対称性が安定している必要があります。2乗平均平方根は、作動
有効値(2乗平均平方根)で説明するアルゴリズムに従って計算されます。
無効電力および電力係数
「単相電力測定」 を参照してください。 719
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7.11.11.4.3  3相測定Power3()
3相回路の測定は、以下の図に従います。

デルタ結線がない場合N ( )

結線がある場合N (Y )

瞬時電力
作動瞬時電力は、2つのサンプリング値の積の合計を提供します。 

有効電力
有効電力は、平均時間の間の瞬時電力の平均です。

これは、ユーザが記録する有効電力を説明します。
皮相電力
皮相電力は、各フェーズにおける電流と電圧の有効値(2乗平均平方根)の積の合計から求められます。

2乗平均平方根は、作動有効値(2乗平均平方根)で説明するアルゴリズムに従って計算されます。
無効電力および電力係数
「単相電力測定」 を参照してください。 

7.11.11.5  PIDコントローラ
コントローラの関数は、imcOnlineFAMOS Professionalがデバイスで有効になっている場合にのみ使用でき
ます。
コントローラ内では、センサーによって測定されたプロセス値(PV)が、特定のセットポイント値と継続的に比較さ
れます。システム偏差(セットポイント– PV)が発生する場合、コントローラはコントローラ出力(CO)を生成します
が、これはプロセス値がセットポイントに近づく原因となる方法でシステムのエネルギーの流れに影響します。次
に、セットポイントが変更されるか、障害が発生するまで、システムはコントローラの影響を受けないままになりま
す。制御された変数/プロセス値がセットポイントに到達するのかどうか、またその方法については、コントローラに
よって異なります。制御対象の量および対象の制御の応答によって、様ーな異なる種類のコントローラを適用
できます。

719
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以下は、制御ループの簡単な図です。

制御ループの簡単な図
純粋なPコントローラは、障害を完全に補正することはできないため、Pコンポーネント(KP)が大きすぎる場合に
振幅が生じる可能性があります。これは障害または変更されたセットポイントに即座に反応することがあります
が、残っているシステム偏差が原因で不正確に動作し続けます。 
一方、Iコントローラ(インテグレータ)は、システム偏差を完全に修正できますが、これは非常に低速に実行され、
振幅につながる傾向もあります。
単独で動作するDコントローラは、その区別される応答により、役に立ちません。これは、システム偏差が変化し
てもコントローラ出力を出力するだけであるため、システム偏差を適宜修正しなことがその理由です。これは、シ
ステム偏差の修正を加速するために、他のコントローラと一緒に使用されます。
PIコントローラは、Pコンポーネントがシステム偏差に素早く反応し、Iコンポーネントがシステム偏差が残っていない
ようにするため、PおよびIのコントローラの利点を統合したものです。PDコントローラは、PおよびDのコンポーネント
により調整の提供を非常に素早く行いますが、永続的なシステム偏差を発生させます。
PIDコントローラは、Pコントローラ、Iコントローラ、およびDコントローラの3つの基本要素を組み合わせた構造で
す。これは、個ーのコントローラの長所であるプロパティを備えています(すなわち、素早く調整し、偏差を残さ
ず、オーバーシュートを発生させずにセットポイントへ到達する)。ただし、Dコンポーネントが高周波の障害信号
を増幅させる短所もあります。これを防ぐために、Dコンポーネントの高域遮断周波数を指定することが可能で
す。この種類のコントローラは、任意の変更に反応するため、継続的に動作することが知られています。各コン
ポーネント、あるいはPコンポーネント(KP)、Iコンポーネント(KI)、Dコンポーネント(KD)などの比例係数は個別に
定義できるため、単純なPコントローラからPIDコントローラまで全ての種類のコントローラを実行できます。次に、
コントローラ出力COが、P、I、およびDのコントローラの3つの出力を追加した結果として発生します。

CO = KP*(SetPoint-PV) + KI*ò(SetPoint-PV) + KD*(SetPoint-PV)¢ 

7.11.11.5.1  imcOnlineFAMOS Professional内のPIDコントローラ
定数KP、KI、およびKDは、連続の(非離散の)コントローラに指定され、制御処理の間は任意のタイミングでオン
ラインで変更できます。PIDコントローラは、選択されたサイクル時間の同期タスク内で計算され、プロセスベクト
ル内においてプロセス値PV (任意の入力チャンネル)がこれに提供されます。
imcOnlineFAMOS内の全コントローラ構造は、PIDコントローラを除き、以下で構成されます。 
· 入力制御要素(比例係数KVが含まれたP要素)。
· 追加の合計ポイント。これを介して、追加の測定チャンネルをその他の値の形式で入力できます。
· 調整可能なデフォルト値およびコントローラ出力の制限を使用したコントローラブロック。コントローラ出力の制
限は、制御変数の制限に達した際にIコンポーネントを追跡する機能も備えています。このような目的で、Iコ
ンポーネントは制御変数の制限が取り消されるまでフリーズされています。

· 加えて、ノイズ信号の増幅を回避するために、Dコンポーネントの高域遮断周波数(DCutOff)を設定すること
が可能です。
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これについては、また、PIDコントローラの他の構成の全選択肢については、以下で説明します。また、
imcOnlineFAMOSの[ヘルプ]ダイアログを参照することもできます。
KP Pコンポーネント

コントローラの数式内で使用: CO = KP * (SetPoint - PV) + ...
この場合、PV =プロセス値、CO =制御出力、SetPoint =セットポイント
KPの単位: [COの単位] / [PVの単位]

KI Iコンポーネント
コントローラの数式内で使用: CO = … + KI * 整数( SetPoint - PV ) + ...
この場合、PV =プロセス値、CO =制御出力、SetPoint =セットポイント
KIの単位: [COの単位] / ( s * [PVの単位] )
関数.Calcが呼び出されると、1つの積分プロシージャが実行されます。同期タスクのサイクル時間が原理として使用され
ます。

KD Dコンポーネント
コントローラの数式内で使用: CO = … + KD * 微分器(SetPoint - PV) + ...
この場合、PV =プロセス値、CO =制御出力、SetPoint =セットポイント
KDの単位: s * [COの単位] / [PVの単位]
DCutOffが0に等しくない場合、微分器が帯域制限されていることを確認してください。

KV 入力制御の係数
コントローラの数式内で使用: CO = … + KV * SetPoint + ...
この場合、CO =制御出力、SetPoint =セットポイント
KVの単位: [COの単位] / [PVの単位]

SetPoint セットポイント
.Calc関数が呼び出されると、セットポイントが使用されます。

Reset コントローラブロック
0に等しい場合、コントローラは正常に動作しています。
1に等しい場合、コントローラはブロックされています。
コントローラがブロックされると、その出力はデフォルトの出力値.CODefault (一般的には0に等しい)に設定されます。ま
た、コントローラがブロックされると、積分器がリセットされます。したがって、積分はゼロに維持されます。
.Resetが変更されると、関数.Calcが次回に呼び出された際にのみこの変更が有効になります。

CODefault コントローラ出力のデフォルト
コントローラブロックが有効な際、コントローラの出力はこのデフォルト値に設定されます。この値は、一般的に0に等しくな
ります。この値は、範囲[COMin...COMax]内である必要があります。
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COMin セットポイントの下限
コントローラ出力は、範囲[COMin...COMax]に制限されています。
コントローラ出力の制限が有効な際、PIDコントローラの積分器はその現在の値でフリーズされます。

COMax セットポイントの上限
コントローラ出力は、範囲[COMin...COMax]に制限されています。
コントローラ出力の制限が有効な際、PIDコントローラの積分器はその現在の値でフリーズされます。

Xinput その他の入力であり、P、I、Dのコンポーネントの後にコントローラに入力されます。
コントローラの数式内で使用: CO = ...- Xinput + ...
この場合、CO =制御出力
Xinputの単位: [COの単位]

DcutOff 高域遮断周波数(Hz単位)、Dコンポーネント向け
ノイズの増幅を回避するために、Dコンポーネントは周波数が制限されています。したがって、これは特定の周波数の
.DCutOffまでのみ有効です。低い周波数のコンポーネントではゲインが周波数に比例し、高い周波数のコンポーネント
ではゲインが一定です。これは、遮断周波数が厳密に.DCutOffに位置する、1番目のハイパスフィルタを構成します。
この値が0に設定される場合、周波数の制限は無効になります。この場合、デジタル微分器が計算されます。
コントローラの数式内で使用:

DCutOff <> 0の場合: CO = … + KD * ハイパス(SetPoint - PV) + ...
DCutOff = 0の場合: CO = … + KD * 微分器(SetPoint - PV) + ...

CO コントローラ出力
コントローラ出力は、.COとしてクエリできます。また、これは関数.Calcによって既に返されています。

PV プロセス値
プロセス値は、制御された変数に測定された瞬時値であり、PVとしてクエリされます。関数.Calcが呼び出される際にこ
れは既に設定されているため、一般的には明示的に設定する必要がありません。

コントローラは、コントロールコマンドを持つimcOnlineFAMOSによって、関数.Calcが含まれたコマンド
OnSyncTaskで計算されます。これには最初に値が含まれていませんが、PIDコントローラの計算を目的として、
最初のサイクルパスで既に値が必要であるため、前もって初期化される必要があります。
初期化は、KP、KI、およびKDに指定された値を使用して、OnInitAllブロック内で実行されます。他の全ての要
素は0.0として初期化されますが、約0.1 / [コントローラサイクル間隔]に設定されるDCutOffは除きます。
コン ト ロ ー ラ = CtPID( P_component, I_ component, D_ component )
コン ト ロ ー ラ出 力 = CtPID.Calc(プ ロ セ ス値 )

例

OnInitAll
 EngineController = CtPID( 20.0, 0.5, 0 ) ; P, I, D

 ; set rpm to 6000
 ; min and min range must be defined

 EngineController.SetPoint = 6000 
 EngineController.COMin = 0.0  
 EngineController.COMax = 10000.0 

End
OnSyncTask( 0.1 )

 ; controller output scaled for DAC
 DAC_VoltageEngine = EngineController.Calc( pv.Speed )*0.05 

 If Virt_Bit01 = 1 ; reset controller
 EngineController.Reset = 1
 Virt_Bit01 = 0

 End 
 If Virt_Bit02 = 1 ; take new set point from display variable 

 EngineController.SetPoint = DisplayVar_01
 Virt_Bit02 = 0

 End 
End
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.Calc関数は、厳密に1つのコントローラプロシージャを計算します。現在転送されているプロセス値の場合、新
規のコントローラ出力は戻り値として判断されます。次に、戻り値は一般的にDACとして出力されます。その後、
プロセス値は.PVで使用でき、コントローラ出力は.COで使用できます。
コントローラのパラメータが変更される場合、これらの変更は関数.Calcの次回の呼び出し時にのみ有効になり
ますが、この理由は、この時点でのみ新規のコントローラ出力が計算されるからです。
関数.Calc()は、同期タスクでのみ許容されます。同期タスクのサイクル間隔は、コントローラを離散化するため
に使用されます。

7.11.11.5.2  2ポジションコントローラ
2ポジションコントローラ(個別のコントローラ)は、PIDコントローラと同様に同期タスク内で関数.Calcを使用して
計算されます。ただし、これに必要なコントローラ構造を作成することで、OnInitAllブロック内でこれを先に初
期化する必要があります。この処理では、コントローラのセットポイント.SetPointが0に等しく設定され、コントロー
ラ出力.COが0に等しく設定されます。
コントローラの関数の方式: これは、事前に定義された条件が満たされると、特定のコントローラ出力のみを出
力します。プロセス値が上限の反転ポイントよりも大きくなると、コントローラ 出力が1に等しく生成され、関数
.Calc()によって返されます。プロセス値が下限の反転ポイントよりも小さくなると、コントローラ出力が0に等しくなり
ます。プロセス値がこれらの2つの反転ポイント間の範囲である場合、コントローラ出力は変化しません。通常
は、パラメータOutput_Inversionを使用してコントローラ出力を反転できるため、プロセス値が高すぎる場合、コ
ントローラ出力は0に等しくなります。また、プロセス値が低すぎる場合は、COが1に等しくなります。
コン ト ロ ー ラ = CtTwoPos (ヒ ス テ リ シ ス 、 Output_Inversion )

例

End
ヒステリシスは、上限と下限の反転ポイント間の距離です。これは0より大きくなる必要があります。2つの反転
ポイントは、セットポイントの周囲に対象的に位置します。たとえば、セットポイントが20に等しい場合、ヒステリ
シスは2に等しくなり、反転ポイントは21および19になります。

7.11.11.6  クラスカウンティング関数のコメント
imcOnlineFAMOSでクラスカウンティング関数を適用するには、多数のパラメータを指定する必要があります。
ただし、カーブウィンドウで示されるデータは、これらの全てのパラメータを決定するには不十分です。このため、特
にクラスカウンティング関数のパラメータは、クラスカウンティング結果のコメントに自動的に挿入されます。スペース
を節約するために、各種パラメータ設定オプションの対応するコードワードを使用します。コメントは、構文チェック
が正しく実行されると生成されます。クラスカウンティング関数の名前は全て、ClRainflowのように、「Cl」で開始
します。
結果として行列と剰余を返すクラスカウンティング関数では、行列が含まれる仮想チャンネルに対してのみ自動
コメントが生成されます。

OnInitAll
 Thermostat = CtTwoPos( 2, 0 ) 
 Thermostat.SetPoint = 20  
 DigitalOut_01 = 0  

 ; Hysteresis, invert output
 ; optional: set setpoint
 ; optional: output in rest state

End
OnSyncTask( 0.1 )

 ; set controller output DigitalOut_01 = Thermostat.Calc( pv.Temperatur_01 ) 
 ...
 If VirtBit_01 <> 0

 Thermostat.SetPoint = 22.0 ; change setpoint 
 VirtBit_01 = 0
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仮想チャンネルに対してクラスカウンティング関数の結果からコメントを自身で作成する場合は
(imcOnlineFAMOSの[プロパティ]ダイアログ)、カーブウィンドウにコメントが表示されます。この場合、自動的
に作成されるコメントは使用できなくなります。
クラスカウンティング関数のコメントに使用できるコードワードおよびその意味:
コードワード 意味
OFA: 全てのクラスカウンティング関数のコメント導入部 
RowMin binの範囲の下限値(行)
RowMax binの範囲の上限値(行)
ColMin binの範囲の下限値(列)
ColMax binの範囲の上限値(列)
Hyst ヒステリシス幅
RowCl 軸の配置: X軸はターゲットクラス
RowAmplitude 軸の配置: X軸は振幅
RowClStart 軸の配置: X軸はスタートクラス
RowMeanValue 軸の配置: X軸は平均値
UnitCl 結果単位: クラス
UnitInput 結果単位: 入力チャンネル
EndClOpen オープンエンドの外部bin
EndClClosed クローズの外部bin
OptAlgBasic 計算方式: 基本アルゴリズム
OptAlgClor 計算方式: Clormann-Seeger修正
RowUnitStr 単位(行)、コメント内: <Unit>
ColUnitStr 単位(列)、コメント内: <Unit>
Level 参照レベル
RowRevs 軸の配置: X軸はrpm
RowNotRevs 軸の配置: Z軸はrpm
Func クラスカウンティング関数の関数名

コードワードRowMin、RowMax、ColMin、ColMaxの後には、RowMax 1.00000E + 2のように、対応する値を記
述します。
コードワードRowUnitStrおよびColUnitStrの後には、単位を記述します。単位のテキストは、「より大きい」および
「より小さい」を表す記号で囲みます。たとえば、RowUnitStr <Unit>のようになります。

7.11.12  関数のリファレンス
参考: imcSTUDIOの更新関数のリファレンス

章「imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference」 を参照してください。

7.12  その他

この章には、ヒントとテクニック、よく寄せられる質問(FAQ)、デバッグのヒントなどが記載されています。
· 調整、ヒント、およびテクニック
· FAQ
· トラブルシューティング
· 用語集
· ファイルの拡 張子
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7.12.1  調整、ヒント、およびテクニック
imc測定デバイスの使用を最適化するヒントを参照してください。
· カーブウィンドウの更新
· ブレのある表示およびプロセッサの高負荷
· 長期測定
· データオーバーフロー(ヒント)
· 長いサンプリング周波数の回避
· 複数トリガの信号
· imcOnlineFAMOS -合計における計算の不確定性
· imcOnlineFAMOS -不十分なグローバルRAM
· imcOnlineFAMOS -デジタルフィルタ
· 信号内のパルススパイク

7.12.1.1  カーブウィンドウの更新
測定を実行しながら1秒単位で多くのカーブを更新すると、データ描画を簡単に表示できるようになります。

&rarr;ヒント: 高速なインターフェース
イーサネット接続については、可能な限り干渉が発生しないようにする必要があります。
&rarr;ヒント: 小さなセグメント
カーブウィンドウでは、表示されるデータ量が大きい場合、あるいは単にカーブウィンドウ自体が非常に大きい場
合、データの描画に時間がかかります。表示されるチャンネルの数を減らすと、速度が向上します。また、描画に
必要な時間はご使用のグラフィックカードの能力によっても左右されます。
&rarr;ヒント: PCへ転送されるチャンネル数の減少
より少ない個数のチャンネルからデータがPCへ転送される場合、パフォーマンスは向上します。他のチャンネルは、
たとえば、内部デバイスハードドライブに保存されます。
&rarr;ヒント: モニタチャンネル
表示を目的として、データポイントが既に平均化されているチャンネルや、単に低速でサンプリングされたチャンネ
ル(モニタチャンネル)を使用することができます。これで高速なスキャンニングチャンネルでデータストレージを実行
できるようになります。

7.12.1.2  ブレのある表示およびプロセッサの高負荷
ウィルス保護プログラムがキャプチャされたデータをスキャンする場合、多くのチャンネルが存在することでPCに高負
荷を与える可能性があります。
imcSTUDIOをウィルススキャンの対象外にすることを強くお勧めします。
大部分のウィルス保護プログラムは、個ーのプログラムを低リスクとして分類することができます。これを実行する
には、ご使用のウィルススキャナのマニュアルを参照してください。
· プログラムimc.Studio.exeを低リスクプログラムのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc STUDIO...

· プログラムimcDevices.exeを低リスクプログラムのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Program Files (x86)\imc\imc DEVICES...

· データベースのパスを他の全てのサブフォルダと共に低リスクフォルダのリストに追加します。
デフォルトのパス: C:\Users\Public\Documents\DB

· 読み取り/書き込みの実行中、そのデータを対象にしたウィルス検索が実行されないことを確認します。
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7.12.1.3  長期測定
たとえば、非常に長時間にわたる測定を行うとします。新しい試験設定を開始します。チャンネルサンプリング間
隔を1msに設定し、測定時間を未定義に設定します。次に、カーブウィンドウでチャンネルデータが表示されるよ
うに設定し、測定を開始します。その結果は次の通りです。
1. 当初、測定はスムーズに実行されます。
2. しばらくすると、数秒間の一時停止が発生しているように見えます。ソフトウェアが低速で実行されているよう
な印象を受けます。

3. その後、[データオーバーフロー]メッセージが表示されます。
診断: 測定デバイスによって測定データがキャプチャされると、オペレーティングシステムがメモリを要求します。ま
た、メモリ空き領域のリロケーションにも、相当な時間がかかる可能性があります。この時間が長すぎる場合、デ
バイスはデータを一時保管できなくなり、PCのデータの読み出しが間に合わなくなり、データの損失が発生し、デ
ータオーバーフローが発生します。

&rarr;ヒント: リングバッファメモリ
· 目的がデータの参照だけであれば、PCでそれぞれのチャンネルごとに循環メモリバッファ(リングバッファ)を設定す
る必要があります([ストレージ]ダイアログ)。たとえば30分など、リングバッファメモリは一定の容量を備えていま
す。このメモリは、測定の開始時に一度だけ要求され、周期的に上書きされます。これで、カーブウィンドウに
過去30分のデータを表示できるようになります。システムは、必要な時間だけ一定の速度で動作を続けま
す。

· また、データを循環バッファメモリなしで保存することもできます。この場合、オペレーティングシステムのどのRAM
も要求されません。
&rarr;ヒント: スクロールモード
カーブウィンドウを使用してデータを表示する場合、スクロールモード を使用する必要があります(カーブウィンド
ウでマウスの右ボタンをクリックし、コンテキストメニューから[コミュニケータ]を選択)。スクロールモードでは、カーブ
ウィンドウに常に同じ量のデータが表示されるため、常に同じ速度が保たれます。X軸を[自動](または[アンズー
ム])に設定しない場合、表示されるデータの量が継続的に増加し、描画に時間がかかるようになります。実際
には、スクロールモードによってPC-RAM内でのデータオーバーフローを回避することはできません! ただし、これは
表示される時間ウィンドウを一定に保つ便利なテクニックです。

警告
内蔵ストレージメディアに多くのフォルダが存在すると、データ損失の原因となる可能性があります。 
章「データオーバーフローの回避」>「データレート」 を参照してください。

7.12.1.4  データオーバーフロー-ヒント
測定中にエラーメッセージ[データオーバーフロー]が表示される場合、測定値の一部が失われたことを意味しま
す。デバイスバッファは、指定された時間間隔でデータをキャプチャしました。ビジーであるためにこの時間を超え
てPCがデータを読み込めない場合、デバイスメモリの容量が不足し、新たにキャプチャされたデータは以前のデー
タを上書きします。

&rarr;ヒント: バッファ時間の増加
[データ転送]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで制御を使用して、各チャンネルにより長い
バッファ時間を設定します。[自動]の場合は10秒に過ぎません。多くの場合、より長い時間を設定することが可
能です。データをPCに転送している全てのチャンネルに同じバッファ時間を設定しますが、可能な限り長い時間
にします。デバイスのみによって処理されるチャンネルには、大規模なバッファリングは必要ありません。通常、2秒
で十分です。
&rarr;ヒント: データレートの減少
可能であれば、imcOnlineFAMOS内でデータを減少させる機能を使用して、データレートを減少させます。

951
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&rarr;ヒント: PC処理時間、スクロールモード
PCでは、多くの処理時間を必要とする動作の実行を避けるようにしてください。たとえば、他のアプリケーションを
使用した作業、著しい量のデータが存在する場合のカーブウィンドウでのアンズームまたは自動のX軸の使用、
ウォータフォールなどの複雑なカーブウィンドウ表示オプション、カラーマップ、多くのイベント、大きなドットによる描
画などがこれにあたります。

警告
内蔵ストレージメディアに多くのフォルダが存在すると、データ損失の原因となる可能性があります。 
章「データオーバーフローの回避」>「データレート」 を参照してください。

7.12.1.5  長いサンプリング周波数の回避
たとえば、温度の測定において、10秒あたり1回のサンプリングが十分な分解能であるとします。[構成]ダイアロ
グ内で温度チャンネルに10秒のサンプリング周波数が設定されている場合、次の3つの不適切な結果が生じま
す。
1. 平均化が行われません。信号がアナログスムージング処理の対象ではない場合、ノイズ抑制が行われませ
ん。高周波ノイズがエイリアシング誤差の原因となります。

2. トリガによる測定の開始が可能になるためには、2つのデータポイントをサンプリングする必要があるため、温
度チャンネル、さらには他の高速なサンプリングチャンネルが測定を開始するには、20秒かかります。

3. チャンネル測定の停止が可能になるためには、少なくとももう1つのサンプリングを実行する必要があります。し
たがって、[停止]ボタンを押した際のシステムの応答が著しく遅延します。

&rarr;ヒント: Mean ()
· [構成]ダイアログ内でより高いサンプリングレートを設定します。特に温度測定の場合、アナログアンチエイリア
シングフィルタを使用していないのであれば、200Hz以上のサンプリングレートを設定する必要があります。対象
のサンプリングレートまでデータを減少させるために、平均化を使用します。

· 可能な範囲で、imcOnlineFAMOS関数Mean()をArith.Meanの代わりに[サンプリングと事前処理]ダイ
アログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで使用します。Mean関数のみが開始/停止の遅延を回避し
ます。

7.12.1.6  複数トリガの信号
複数のトリガリリースを発生させる信号は、システムをオーバーロードさせるデータ量まで蓄積される可能性がある
イベントを生成します。

&rarr;ヒント: 最後のイベント
カーブウィンドウのメニュー項目[構成] > [イベント、セグメント、期間]を使用します。表示されるダイアログ内で、
ページ[イベント]を選択します。表示する必要がある最新のイベントの個数を入力します。この場合、カーブウィ
ンドウは常に同じ速度で描画されます。

7.12.1.7  imcOnlineFAMOS -合計における計算の不確定性
目標: 累積変位の検索に増分カウンターが使用されるようになることです。増分カウンターは、1メートルあたり
400パルス、つまり2.5mm/パルスを配信します。
imcOnlineFAMOSは、変位合計を次のように計算します。
Total_Path = 合計 (incremental_Channel, 1)
一定の時間が経過した後、計算されたパスは実際の変位から逸脱します。
なぜこうなるのでしょうか?
imcOnlineFAMOSは、いわゆるFloatフォーマットでチャンネルデータを処理します。
Float = 4バイトの実数= 7の有効数字
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4バイトFloat
-3.4028235E+38～-1.1754944E-38、0.0E+0、+1.1754944E-38～+3.4028235E+38
このシステムでは、2.5などの有理数は限られた精度で表されるだけです。数値10/4は、2.5としてではなく、
2.4999999...として表されます。これによって、0.000223516%の差異が計上されますが、実際には無視することが
できます。ただし、この誤差が計算全体にわたって複合されると、結果として大きな誤差が発生する可能性が
あります。この場合、2msごとに新しい値が合計に加算されます(2msごとに1パルス= 2.5mmである場合)。つま
り、1秒あたり500回=1分あたり30000回=1時間あたり1800000回となります。
このように、小さな要因が大きな影響へとつながる可能性があります。
&rarr;解決法へのアプローチ: imcOnlineFAMOS
1.四捨五入
_inc=四捨五入(Inc_1*400) ;400パルス/分
Path_online2=合計(_inc,1)/400
2.より少ないサンプル=より長いサンプリング間隔の設定
合計する項を減らして、総計の結果による誤差を減少させます。
· [サンプリングと事前処理]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで、たとえば、2msではなく1秒
ごとにサンプリングを設定します。

· あるいは、imcOnlineFAMOSで以下を実行します。
;500 = 1/サンプリング間隔= 1 / 2ms 400 =パルスカウント/分
;分解能1で1秒ごとにパスを増分します。
Inc_1s=平均値(Inc_1,500,500)*(400*500)
Inc_1s_round=四捨五入(Inc_1s) ;整数に四捨五入
;パルスカウントによる合計と除算
Path_1s=合計(Inc_1s_round,1)/400

7.12.1.8  imcOnlineFAMOS -不十分なグローバルRAM
imcOnlineFAMOSを終了すると、設定された仮想チャンネルのために、デバイスのグローバルRAM内に十分
な空間があるかどうかが確認されます。入力チャンネルが既にデバイスのバッファメモリを過剰に消費している場
合、仮想チャンネルを作成できません。

&rarr;ヒント: 一時的に入力チャンネルの速度を低下させる
· 構文エラーにも関わらず、imcOnlineFAMOSを終了します。入力チャンネルに大きなサンプリング周波数を
設定します。

· imcOnlineFAMOSを呼び出します。imcOnlineFAMOSの再コンパイルの原因となるものを全て変更しま
す(スペースの入力と削除など)。次に、imcOnlineFAMOSを再度終了します。

· [データ転送]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで、対象のRAMバッファ時間を各チャンネル
に設定します。

· 次に、[サンプリングと事前処理]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページに移動し、入力チャンネ
ルに対象のサンプリング周波数を設定します。
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7.12.1.9  imcOnlineFAMOS -デジタルフィルタ
数値的な問題により、フィルタを使用したカットオフ周波数に対するサンプリング周波数の比率は、一定の値を
超えないことがあります。
以下の規則が適用されます。
fsample/fg < (順序)番目の根(1000000); この場合、fsample=サンプリング周波数およびfg =カットオフ周波数
例:

順序 比率 fsample/fg
1番目 1番目の根(1000 000) < 1000000
2番目 2番目の根(1000 000) < 1000
3番目 3番目の根(1000 000) < 100
4番目 4番目の根(1000 000) < 32
5番目 5番目の根(1000 000) < 16
6番目 6番目の根(1000 000) < 10
7番目 7番目の根(1000 000) < 7
8番目 8番目の根(1000 000) < 6

また、数値の問題の発生は、設定されたフィルタの特性およびフィルタの特定の実装にも依存します。

7.12.1.10  信号内のパルススパイク
アナログローパスフィルタを使用せずにデータキャプチャを実行すると、信号は障害を受けて、外れ値、ピーク、ま
たはスパイクを示すことがあります。

&rarr;ヒント: 非リニアフィルタ
このような障害を取り除くには、imcOnlineFAMOSの関数であるMedian3()、Median5()、およびSlopeClip()
を使用します。(アナログであるかデジタルであるかに関わらず)ローパスフィルタが使用される場合、ピークは「なだ
らか」になるだけであり、ローカルオフセットエラーが発生します。

7.12.2  FAQ
· 算術平均
· CAN
· データオーバーフロー(FAQ)
· ディスプレイ/[ディスプレイ-エディタ]
· デバイスのハードドライブ
· 増分カウンター
· ネットワーク
· imcOnlineFAMOS
· ブリッジのパラメータ化
· スケーリングおよび入力範囲
· 同期
· トリガ
· 2台のモニタの使用
· タイマによる開始
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7.12.2.1  算術平均
質問 : 測定の開始または停止に時間がかかるのはなぜですか?
回答 : いずれかのデータキャプチャチャンネルが関数Arith.Meanを[サンプリングと事前処理]ダイアログの[アナ
ログ/デジタルチャンネル]ページで使用している場合、他の全てのチャンネルに対しても、以下の遅延の後にの
みカーブウィンドウ内にデータが表示されます。 
t1 = 平均化されるサンプル数 * サンプル時間例10000 * 1ms = 10s
さらに、システムの整定には最大2つのサンプルが必要です。したがって、完全な起動処理には以下が必要にな
ります。
tstart= t1* 2 = 20秒

7.12.2.2  CAN
質問: CAN-TimeStampASCII履歴が完全には表示されないのはなぜですか?
回答: CAN-TimeStampASCIIのプリトリガが512バイトを超えることはありません。長いプリトリガ時間が設定され
ていても、表示されるのは最大512バイトの履歴です。

質問: フィールドバスチャンネルのモニタチャンネルはどこにありますか?
回答: モニタチャンネルはありませんが、特別な方法 (CANアシスタントからのCANモニタチャンネル)により、これ
らを作成できます。 

質問: GPSマウスのボーレートはどのように変更しますか?
回答: GPSマウスがimc CRONOS-PLに接続されています。このGPSレシーバは、後からimc CANSER-GPSモジュー
ルと共に使用される必要があります。imc CRONOS-PLのファームウェアは、マウスを19200ボーに再構成します。
imc CANSERモジュールは4800のボーレートを想定するため、マウスを再設定することはできません。
これは、PCおよび特殊なソフトウェアを使用してのみ取り消すことができます。マウスの電源については、RS 232/
RS 232アダプタを構築する必要があります。

アダプタ:
· マウスへのコネクタ : D-Sub 9polオス
· PCへのコネクタ : D-Sub 9polメス
ピン 接続 マウス端子での電源接続

1 ピン1: マウスの5V接点
2 ピン2 - ピン2
3 ピン3 - ピン3
4
5 ピン5 - ピン5 ピン5: 接地(0V)。また、基準接地としてPC端子のピン5に接続されます。
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プログラミングプロシージャ:
ソフトウェア: imcホットラインにお問い合わせになり、GARMIN.zip を入手して解凍します。
1. GPSCFG.exeを実行します。
2. COM 1またはCOM 2でマウスをアダプタに接続します。
3. 接続を設 定します。
4. ボーレートを4800ボーに変更し、マウスにエクスポートします([構成のアップロード ])。
5. 接続を解除します。
6. 接続をもう一度設 定します(接続が4800ボーになっていることを確認します)。
7. [NMEAセンテンスの選 択 ]の構成を変更します。GPGGAおよびGPRMCが有効である必要があります。
8. 変更をマウスにエクスポートします([構成のアップロード ])。
9. これでマウスがimc CANSERによって認識されるようになります。

質問: CANバスモジュールの高いサンプリングレートでは、示された一部の値が重複しているか、ごく稀に
不正確である場合があります。

回答: CANバスモジュールは、システム全体に影響する要因
により、測定データの出力において著しい量のジッタを特徴と
しています。高いサンプリングレートでデータが記録される場
合、一部の値が重複しているか、ごく稀に誤差のあるデータが
表示されることがあります。
解決法:
a) 汎用 : 
等距離ではな くタイムスタンプを使用して、CANバスチャン
ネルをサンプリングします。

b) imcSTUDIOを使用の場合 :
CAN-1同期を使用します。これは、後続のデータ処理が
imcOnlineFAMOS内で実行される場合、必須です。

7.12.2.3  データオーバーフロー-FAQ
質問: 一定の測定時間の経過後、接続に問題がないにもかかわらず、データオーバーフローが発生す
るのはなぜですか?
回答: バッファ時間が短すぎる場合、データオーバーフローが発生し、それに伴い測定データが失われる可能性
があります。一般的に、それ以降にキャプチャされたデータは誤っているか欠落します。
「データオーバーフロー(ヒント)」
 も参照してください。728
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7.12.2.4  ディスプレイ/[ディスプレイ-エディタ]
質問: ディスプレイ上で単一行のリストを変更しましたが、その変更が反映されません。
回答 : どのような変更もEnterを押して確定する必要があります。

質問: ディスプレイが認識されず、[ディスプレイ-エディタ]がメニューに表示されないか、エディタに異なる
ディスプレイの種類が表示されます。

回答 : ディスプレイが正しく構成されていません。
D-Sub9ディスプレイ端子を備えている、外付けのimc Displayをご使用の測定デバイスに使用する場合、以下
の操作を実行します。
1) imcSTUDIOを起動して、ご使用のデバイスを接続します。
2) リボン[設定-構成] > [デバイスのプロパティ] を使用して、デバイスのプロパティを開きます。
3) ディスプレイの種類を設定します。[OK]を使用して適用します。
4) imcSTUDIOを終了してデバイスを無効にし、ディスプレイを測定デバイスに接続し、ディスプレイの電源をオ
ンにします。

5) デバイスの電源をオンにして、ディスプレイにデバイスへの接続が表示されるようにします。
6) ご使用のディスプレイは、測定を準備する際にファームウェア更新を実行することがあります。

7.12.2.5  デバイスのハードドライブ
質問: システムがデータストレージドライブを認識しません。
回答1: FAT12またはNTFSのドライブはサポートされません! デバイスは、FAT16をサポートし、グループ2 以上
のFAT32のデバイス。
回答2: ご使用のデバイスに2つのストレージメディアが同時に挿入されている場合、1つのメディアのみが検出され
ます(USBとCFastなど)。最初に接続されたメディアのみが検出されます。
質問: 16MBカードが動作しません。
回答: 16MBまでのフラッシュドライブは、動作を開始する前にまず消去が必要です。

注
重要な注意
· 1000個を超えるフォルダの設定は、ファイルシステムを著しく低速にするので避ける必要があります。

7.12.2.6  増分カウンター
問題: 測定された値がゼロになりません。
回答: この問題は、RPM、速度、または周波信号が次第に小さくなってゼロになる場合に発生します。
個ーのパルスが欠落している場合、システムが必ず経過時間を測定し、これに基づいてRPM(または速度など)
の値を内挿します。物理的にいえば、回転機器についてはこれがもっとも現実的な想定となりますが、このテク
ニックを使用することは、一部の結果が推定値に過ぎないことを意味します。
長時間にわたってパルスが着信しない場合、計算のベースとなる決定的な情報が存在しません。この場合、計
算された最後の値が>0のままとなることがあります。

7.12.2.7  ネットワーク
質問: imcSTUDIOソフトウェアをラップトップで起動すると時間がかかるのはなぜですか?
回答: 企業ネットワーク内で一般的に操作されるラップトップの場合、通常はDNSに設定されています。
imcSTUDIOをスタンドアローンモードで使用している場合、存在していないネットワーク内でDNSを検出しようと
する動作をWindowsが停止するまで、著しい遅延が発生する可能性があります。
解決法: DNSをオフにします。

105
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質問: IF-Configが192.168.0.167 / 255.255.252.0などのアドレス/サブネットの設定を許可しないのはなぜで
すか?
回答: imc測定デバイスは、EtherBITSなどから構成されたサブネットブロードキャスト経由で情報を交換しま
す。サブネットブロードキャストアドレスは、IPアドレスとサブネットマスクから構成されます。上記の組み合わせで
は、非許容値となる場合があります。このため、IF-Configはこの値の組み合わせをユーザに許可しません。
解決法: サブネットを255.255.255.0に設定します。

7.12.2.8  imcOnlineFAMOS
質問: imcOnlineFAMOS内のデータストリームは、表示変数と併せて処理されます。この処理は、単
一のサンプルに至るまで正確に実行されません。
回答: ステータスセルを波形で乗算しようとする際、内部FIFOがどのような方法で満たされるかによってこの処理
が異なります。したがって、僅かなオフセットが発生する可能性があります。

質問: 長いパス名で試験設定を使用していると、imcOnlineFAMOSに問題が発生します。
回答: ステータスセルを波形で乗算しようとする際、内部FIFOがどのような方法で満たされるかによってこの処理
が異なります。したがって、僅かなオフセットが発生する可能性があります。

質問: フィールドバスのチャンネルはimcOnlineFAMOSで使用できませんが、メインダイアログ内に一覧
で表示されます。
回答: タイムスタンプ付けのモードで記録されたフィールドバスのチャンネルは、imcOnlineFAMOSで処理でき
ません。

質問: DACへの出力時、全ての値が出力されるわけではありません。
回答: 2つの原因が考えられます。
1. imcOnlineFAMOSは、チャンネルのスループットが処理されるためにサンプリング間隔よりも長い時間を必
要としています。これは、データがチャンク形式で着信し、このチャンク内ではそれぞれの最後の値のみがDAC
に転送できることを意味します。

2. 入力チャンネルのRAＭバッファ時間によって乗算されるサンプリングレートは、> 2 1̂6です。ただし、アドレス指
定は16ビットポインタを使用して実現されます。これは、サンプルが個々ではな く、ブロックごとにアドレス指定
されることを意味します。 imcOnlineFAMOSでは、データがブロックでも転送されるようになります。ただし、
ブロック内のそれぞれの最後の値のみがDACに転送されます。

質問: 100kHzのサンプリングレートでは、関数SoundPressureLevelによって同時にいくつのチャンネルをオ
ンラインで処理できますか?
回答: Online FAMOSは、(メインボードから独立して)最大3つのチャンネルを処理できます。

7.12.2.9  ブリッジのパラメータ化
質問: スケーリング係数が不明な場合、imcSTUDIO内でどのようにブリッジをパラメータ化しますか?
回答: 条件: 定義済みのロードでは、ブリッジのバランスが崩れる可能性があります。
トルク測定の例(シャフトへ4.17Nmの定義済みトルクを適用するために重りが使用される)を使用して、この問題
を説明します。
1. 実際のスケーリング係数の計算: [チャンネル定義]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで
チャンネルを有効にします。対象のサンプリングレートを設定します([サンプリングと事前処理]ダイアログ)。
スケーリング係数(係数) ([範囲とスケーリング]ダイアログ)をデフォルト値1「mV/V」/「mV/V」のままにしま
す。 

2. 対象のブリッジの種類(電圧モードでのハーフ、フル、クォータの各ブリッジ)を[測定モード]ダイアログで選択
し、必要な電源を設定します。 最初に、最大限の入力範囲が選択されます。

3. をクリックします。 試験設定を保存してから、[バランス]ダイアログの[チャンネルバランス]ページでチャンネル
のリストから対象のチャンネルを選択します。列[バランス]内でブリッジのバランスを有効にします。
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4. ブリッジのバランスがとられると、定義済みのトルクによる応力がシャフトに適用され、測定が実行されます。
測定された値は、たとえば0.5mV/Vになります(ブリッジ対角電圧)。もちろん、入力範囲は500mV/Vであるた
め、この値は相対的に不正確です。

5. 測定を停止します。[測定モード]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページに戻り、0.5mV/Vの次
に大きい入力範囲(つまり1mV/V)を選択してから、測定を繰り返します。これで、より厳密に測定された値
(例: 0.541mV/V)が取得されました。

6. この値を使用して、スケーリング係数を計算できます(4.17 Nm/0.541 mV/V = 7,708 "Nm" /mV/V)。
これで、この値を[範囲とスケーリング] ダイアログでスケーリング係数係数に対して入力できます。

7. 範囲を物理単位で入力することを[測定モード]ダイアログで選択できるようになりました。ここでは、対象の
入力範囲として、測定された値の最大予測数を選択します。

8. 入力範囲が変更された場合、ブリッジのバランスを繰り返すことが必要になります!
注

· 注意: 入力が変更されるたびに、もう一度ブリッジのバランスを測定の開始前に実行する必要があり
ます!

· バランスの値は試験設定と共に保存され、測定の準備時にデバイスによってインポートされます。これは、測
定デバイスを有効または無効にした後、バランスの値をデバイス内で使用できないことを意味します。例外:
オートスタート/ディスクスタート

7.12.2.10  スケーリングおよび入力範囲
imcSTUDIOは、正しくスケーリングされた測定データを適切な物理単位で返します。ただし、混乱を発生させ
ることがある、数多くの異なる設定の可能性が存在します。
基本的に、入力範囲は、[測定モード]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで選択された電気
入力範囲および[ベース]ページ[範囲とスケーリング]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページのスケ
ーリング係数(係数) から導出されます。
以下を適用することができます。
· オフセットなしのスケーリング係数
· オフセットありのスケーリング係数
· 計算された2ポイントスケーリング
· [アンプ調整]ダイアログを使用した2ポイントスケーリング

7.12.2.10.1  オフセットなしのスケーリング係数
予測される電気入力範囲が不明な場合、以下のプロシージャ1は無視してください。
この例では、mV/Vあたり356.65Nのスケーリング係数で35mV/Vの最大電気値を返すフルブリッジが説明されて
います。

1.入力範囲
[範囲とスケーリング]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで適切な入力範囲を選択し、予測さ
れる最大値が入力範囲の上位1/3になるようにします。
予測される最大値が35mV/Vの場合、適切な入力範囲は50mV/Vです。
2.スケーリング係数
係数としてスケーリング係数を入力します。この例では、356.65N/mV/Vです。
3.入力範囲
また、入力範囲はページでも物理単位と共に後から表示されることに注意してください。
通常、この例で使用されたフルブリッジでは、休止状態でオフセットが発生します。測定のブリッジの場合、このオ
フセットは、[バランス]ダイアログの[チャンネルバランス]ページを使用して、必ず補正する必要があります。
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7.12.2.10.2  オフセットありのスケーリング係数
この例は、-11.55mmで0Vを示す変位センサーを示しています。スケーリングは0.2597V/mmです。最大値は
25mmです。

1.入力範囲
[測定モード]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで適切な電圧範囲を選択します。
変位合計は、25-(-11.55)mm= 36.55mmです。これは、センサーが最大値36.55mmx0.2597V/mm = 9.492Vを
示すことを意味します。必要に応じて、DCへのカップリングを設定してから10Vの入力範囲を設定します。
2.スケーリング係数
[範囲とスケーリング]ダイアログに移動します。スケーリング係数は、次のようにボルトあたりの物理単位に変換
される必要があります。
Y係数= 1/ 0.2597V/mm= 3.8506mm/V
値は、「mm」ではなく、SI単位「m」で表す必要があることに注意してください。
3.オフセット
-11.55mmである場合、オフセットを入力します。
4.入力範囲
入力されたオフセットによって、入力範囲のシフトが発生します。

7.12.2.10.3  計算された2ポイントスケーリング
この例では、4～20mAの電流を示す圧力センサーを説明します。仕様シートには、4mAが0バールの加圧力、
17.5mAが10バールの加圧力を示すことが記載されています。

1.入力範囲およびカップリング
[測定モード]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで適切な電流範囲を選択します。
まず、この例で使用されているUNI-8をDCカップリングに設定する必要があります。次に、電流測定と入力範囲
20mAを選択します。
2.[範囲とスケーリング]
を選択して、[範囲とスケーリング]ダイアログに移動します。
3. 値の入力
次に、仕様シートから2組の値を入力します。

7.12.2.10.4  [アンプ調整]ダイアログを使用した2ポイントスケーリング
測定システムのマザーボードによって実行される、計算された2ポイントスケーリングと共に、アンプモジュールによっ
て既に実行されたスケーリングを実行することが可能です。この場合、[アナログ/デジタルチャンネル]ページ内
でのオフセットと係数の操作が不要になります。ただし、この方法では両方の基準点の測定が必要になり、
このことはデバイスへの接続が必要であることを意味します。
このテクニックを使用する場合、適切な入力範囲を選択できるように、予測される電気測定値を認識する必要
があります。調整の値が廃止されるため、後からこれを変更することができなくなる場合があります。
以下に示した例では、荷重センサーがクレーン上の加重を測定します。100kgの標準の重りを使用できます。セ
ンサーは最大8Vを示します。

1.入力範囲およびカップリング
[測定モード]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページで適切な電圧入力範囲を選択します。必要
に応じて、DCへのカップリングを設定してから、10Vの入力範囲を選択します。
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2.スケーリング係数
[範囲とスケーリング]ダイアログに移動します。係数として1N/Vを入力します
3.チャンネルバランス: ポイント1
デバイスを有効にして、PCに接続します。
[スケーリング/補償]ダイアログの[チャンネルバランス]ページ
4.チャンネルバランス: ポイント2
標準の重りを使用して、加重をクレーンに適用します。ニュートン単位での力は、100kgx9.861m/s^2= 986.1N
です。[スケーリングポイント2]をクリックします。
5.入力範囲
[スケーリング]列で、ボタン[2ポイントスケーリング]をクリックします。
[範囲とスケーリング]ダイアログの[アナログ/デジタルチャンネル]ページに移動します。その結果、入力範囲
が表示されます。
全連続測定が考慮されるため、この方法をお勧めします。
理論的には、追加のY係数を、オフセットをに入力することが可能です。

7.12.2.11  [同期]
質問: 1つのデバイスのチャンネルが同期されないのはなぜですか?
回答1: ユーザは、様ーなフィルタ設定を使用しています。また、様ーなサンプリングレートのAAF設定は、様ー
なローパスフィルタ設定の原因となります。2つのチャンネルを絶対的に同期させてサンプリングするには、フィルタ
およびサンプリングレートの設定が同一である必要があります。
回答2: RAMバッファ時間が大きすぎます。一部の状況では、RAMバッファ サイズによってサンプルのシフトが
発生します。
回答3: チャンネルが様ーなトリガに割り当てられています。カーブウィンドウの設定[日付/絶対時間]を使用した
場合にのみ、時間に関してチャンネルが正しく表示されます。カーブウィンドウが[リニア]に設定されている場合、
トリガの時間が共に表示されます。

[参考]
他のシナリオについては、「同期」の章 で説明されています。
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7.12.2.12  トリガ
質問: 測定は、0から1への仮想ビットの遷移によって開始されます。これは、最初の開始時にのみ機能
します。準備を再実行することなく測定をもう一度開始する場合、これが機能しません。
回答: 仮想ビットは、最初にのみ設定され、その後に再度設定されることはありません。次回の開始時、ビット
は既に1であるため、0から1への遷移は発生しません。
対処法: トリガがリリースされたら、ビットをもう一度設定し直す必要があり、最後に処理することもできます。
問題:
· 仮想ビットは、チャンネルの開始/停止トリガです。
· RecordEvent(..)を使用すると、トリガの開始および停止の時間が記録されます。
RecordEvent( vrtB1_Start_K2、"Trigger K2 ON" )
RecordEvent( Not vrtB1_Start_K2、"Trigger K2 OFF" )
--> 着信する最初の通知は"Trigger K2 OFF"です。
· 開始時、ビットは= 0に設定されました。
対処法: RecordEvent関数は、0から1への遷移を示すのみですが、Trigger_01のOnTriggerMeasure内の
VirtBit_01は1です。この最初のイベントを記録する必要がある場合、RecordEvent関数の呼び出しを
Trigger_48内で実行する必要があります。

7.12.2.13  2台のモニタの使用
質問: 接続が解除されているモニタ上に配置されたダイアログを移動するにはどのようにしたらよいです
か?
回答: ダイアログは、Windowsキーの組み合わせを使用して移動できます。
1. Windowsのタスクバーからimcソフトウェアを選択します。
2. ALT +スペースキーの組み合わせを押します(ダイアログのシステムメニューが開く)。
3. mキー(moving、つまり移動)を押します。
これでカーソルが非表示のダイアログのタイトルバー上に配置されました。4つのカーソルキーを使用して、ウィンド
ウを移動します。

7.12.2.14  タイマスタート
質問: タイマーで測定を開始しましたが、開始後数秒たってからしか最初のサンプルが読み取られませ
ん。
回答: 一部の影響については、既に説明されています(「算術平均」 の章)。たとえば、午後5時から、あるい
は1時間単位で測定を「タイマースタート」する場合、測定が実際に始まるまで遅延が生じることもあります。これ
は、システム内に原因があり、指定された特定のサンプリングレートに従って発生します。サンプリングレートの選
択が不適切な場合、数秒の遅延が発生することがあります。

7.12.3  トラブルシューティング
注

デバイスの修理は、資格を持つ技術者1のみが行えます。無資格ユーザがケースを開いたり、間違った方法で
デバイスを修理したりすると、非常に危険です(感電、火災など)。また、デバイスを改造したり改変したりする
と、ライセンスに準拠しないことになるため、その使用が禁止されます。事故(ハウジング、端子、モジュール、電
源の故障、または液体や異物との接触など)の際は、デバイスを速やかにオフにして、電源コードを抜き、imc
ホットライン に連絡してください。

1 正規/資格を持つ担当者とは、製品の設定、インストール、試運転、および運用に関する知識を備え、それぞれのスキルに対する認定
書を所持する人物を意味します。
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· デバイスをオンにできない
· 測定開始時のエラーメッセージ
· デバイスが見つからない、または測定データが表示されない
· 測定の実行
· ハードウェアの故障
· 内部ドライブへの保存に関する問題
· エラーに関する説明

7.12.3.1  デバイスをオンにできない
· 電源とフューズ(電源スイッチの下)をチェックします。
· ユニットをオフにした後、10秒間待って再びスイッチをオンにします。
· システムのスイッチをオフにして、電源を除く全てのラインを外します。その後、もう一度ユニットをオンにします。

7.12.3.2  測定開始時のエラーメッセージ
デバイスの起動時にエラーメッセージが表示される場合、まず以下を確認してください。
· ユニットとPCの間の接続を確認します(Setup - Connect the deviceに接続」 を参照)。
· 次に、正しい接続の種類が指定されていることを確認します(イーサネット、TCP/IP、PPPなど。デバイスモデル
の銘板を参照)。

· デバイスをオフにしてから、もう一度オンにします。リボン[ホーム] > [切断]の後に[接続]を選択します。 
後者のコマンドによって、ハードウェア設定がソフトウェアに読み込まれます。

7.12.3.3  デバイスが見つからない、または測定データが表示されない
エラーメッセージ103 -デバイスの確認<=> PC接続および電源。
イーサネットインターフェースの場合: [デバイス検索]を使用してもデバイスが見つからない場合、Setup -
Connect the deviceに接続」 に記載された注意を参照してください。

7.12.3.4  測定の実行
測定の実行にはいくつかのプロシージャが関与します。imcSTUDIOでは、これらのプロシージャを以下の順序で
実行することが重要です。
たとえば、デバイスをインターフェースケーブル経由で物理的に接続する前やソフトウェア経由でPCに接続する前
に試験設定をロードすると、エラーが発生する可能性があります。
1. 新規の試験設定を作成するか、既存の試験設定を開きます(リボンの[ホーム] > [新規の試験設定]または

[試験設定を開く])。
2. デバイスを選択します。
3. リボンの[ホーム] (または[設定-制御]) > [接続]
4. 信号構成を作成します(ページ: [アナログ/デジタルチャンネル])。
5. データストレージを選択して構成します(ページ: [デバイス]、ダイアログ: [ストレージ]と[アナログ/デジタル
チャンネル]内、ダイアログ: [データ転送]内)。

6. 測定を準備します(リボンの[ホーム](または[設定-制御]) > [ダウンロード])。
7. 信号を接続します。
8. アンプを調整します(ページ: [チャンネルバランス])。
9.  試験設定を保存します(リボンの[ホーム] > [試験設定の保存])。
10.  測定を開始します(リボンの[ホーム] (または[設定-制御]) > [開始])。
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7.12.3.5  ハードウェアの不具合
測定において信じ難い結果が返される場合は、次のプロシージャに従ってハードウェアに不具合がないかどうか
を判断します。
1. デバイスの電源をオフにし、全ての外部電源および信号入力ケーブルをデバイスから取り外します。
2. 電源を再度接続し、デバイスの電源をオンにします。正常にブートしますか?
3. デバイスをPCに接続します(インターフェースの種類に従う)。
4. imcSTUDIOソフトウェアを起動します。
5. デバイスを選択します。
6. リボン[ホーム] (または[設定-制御]) > [接続] を選択します。
7. リボン[ホーム] (または[設定-制御]) > [ダウンロード]を選択します。
8. 測定を開始します(測定時間は10秒)。
9.  チャンネルを選択し、
10.  測定を再開します(測定時間は10秒)。

7.12.3.6  内部ドライブへの保存に関する問題
詳細については、「デバイス内蔵ハードディスクとリムーバブルディスク」 の章を参照してください。
電源をオンにした際に、デバイスのハードディスクが関与し、デバイス内にµHDが存在しない場合、デバイスがオ
ートスタート測定の準備を整える場合にエラーが発生します。

7.12.3.7  エラーに関する説明
修理のためにユニットを返品する際は、どこが故障しているのかを判断しやすくするために、発生したエラーの説
明と、もし可能であれば予測された信号に対して誤って返された信号の経過を表記したグラフ、さらには以下の
情報をimcホットライン にお送りください。
· デバイスのシリアルナンバー
· 使用されるソフトウェアーバージョン、バージョン情報のエクスポート([バージョン情報])
· Windowsオペレーティングシステムのバージョン
· データベースからの試験設定ファイル: <試験設定名>.imcStudio

7.12.4  用語集
用語 説明
µ-Disk imcSTUDIOにおいてデータ取得のみを目的としたPCMCIA、CF、ExpressCard、およびUSBデータスト

レージ、またはデバイスハードドライブ。
アクション 測定の開始、ブリッジのバランス、またはファイル操作など、特定の動作を実行する機能については、ここで

はアクションと呼んでいます。 
調整 調整は、定義された許容値内で計測器の測定値の偏差を調整することを意味します。調整の前後に

は、較正が実行されます。
集計サンプリングレート デバイスが処理できる、有効な全てのチャンネルのサンプリングレートの合計。技術仕様を参照のこと。
アプリケーション MS-Windowsで実行されるプログラム。
アーミング トリガのアーミングとは、そのリリースの準備を整えるという意味です。トリガがアーミングされる前は、トリガの

条件が満たされているかどうかはまったく関係ありません。
較正 指定された目標値に基づく、計測器の実際の状態の調査。
カーブマネージャ カーブマネージャは、imcアプリケーションFAMOS、imc STUDIO、SEARCH、およびimcデバイスに含まれ

ています。これを使用すると、自由に構成できる「カーブウィンドウ」でデータを表示できます。カーブウィンド
ウには、個別または共通の軸を使用して、任意の数のチャンネルや計算された変数を含めることができま
す。詳細については、マニュアル「Panel」>「カーブウィンドウ」 を参照してください。

データマネージャ データマネージャは、カーブマネージャのコンポーネントです。マニュアル「Panel」>「カーブウィンドウ」 を
参照してください。

データセット 関連する数値のグループ。連続した一連の温度測定値など。
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用語 説明
デジタル入出力 各デバイスは、TTLレベル、24Vレベル、またはフリーリレー接点(アラーム出力)を持つバイナリ入力チャンネ

ルを備えています。 
表示変数 imcSTUDIOとオプションのディスプレイとの間の通信は、仮想表示変数またはビットのうち、ユーザがディ

スプレイに適していると評価した方、あるいは測定処理に影響を与える目的で変更できる方を使用して
実行されます。

DSP デジタル信号プロセッサの略語。オンライン計算、データ測定、およびデータストレージのためのデバイス内
部のプロセッサです。

イベント 測定信号の状態または測定信号の経過を定義します(「イベント」 の章を参照)。
ファイルフォーマット 測定ファイルのファイルフォーマットは、imcFAMOSによって使用されるファイルフォーマットと同一です。

DSF標準フォーマットに基づいています。
フィルタデザイン imcが提供するグラフィックに基づくフィルタデザインプログラム。
ホットプラグ 測定を実行している際のデバイスハードディスクの切り替え(「ホットプラグ」 を参照)。
imcFAMOS 連続信号解析のためのプログラム(高速解析および信号のモニタリング)。
imcFAMOSリーダ 可視化、グラフィック解析、および測定のドキュメント化のためのプログラムであり、任意のデータフォーマット

を使用した動作が可能です。
imcOnlineFAMOS imcOnlineFAMOSを使用すると、結果として発生するチャンネル信号を計算できます。関数は、DSP

の機能の一部としてリアルタイムで実行されます(「imcOnlineFAMOS」 の章を参照)。
imcOnlineFRAME imcOnlineFRAMEは、2つのユーザインターフェース、コンパイラ、および数学ライブラリから構成され

る、測定エンジニアリング向けプログラムパッケージです。これは、imcOnlineFAMOSの拡張機能として
見なすことができます。この機能には、開ループおよび閉ループの制御タスク、さらには実際の測定中にお
ける測定結果の評価および中間処理が含まれます。

測定 [開始]ボタンが押されると(またはオートスタートモードで実行されている場合はデバイスが有効になると)開
始される処理。測定の全ての部分が完了すると、デバイスはほかに依存することなく測定を停止します。
測定の一部としてハードドライブに保存される、キャプチャされた全てのデータは、共通のフォルダ内に配置
されます。

測定時間 測定の時間は、サンプル数をサンプリング間隔で乗算して求めることができます。
モニタスキャナ入力
モニタデジタル入出力

モニタチャンネルには、データを記録せずに監視する機能が用意されています。また、この機能を使用する
と、記録とモニタリングにそれぞれ異なる2つのサンプリングレートを使用して、チャンネルをキャプチャすること
もできます。
トリガ温度測定を行いながら、モニタチャンネルを使用して、それぞれの最新のデータポイントを数値で表
示することもできます。

複数マシンモード 複数マシンモードでは、低速で変化する数量をバックグラウンドで測定しながら、フォアグラウンドで複数の
トリガマシンが高速処理の記録を開始するように設定することができます。

複数モニタリング 測定中、1つのデバイスによって他の複数のPC上で取得されたデータを監視すると便利な場合がありま
す。標準ソフトウェア内のモニタチャンネルとは異なるため、混同しないでください。1つのPCがマスタとして指
定され、設定をデバイスにエクスポートし、測定を実行します。パッシブPC上でデータを表示するためには、
特別なプログラムが必要です。必要に応じて、imc社にお問い合わせください。

複数トリガ 時間が制限された測定の一部をキャプチャするために、1つのトリガが複数回リリースされます(「マルチトリガ
(マルチショット動作)」 の章を参照)。

ネットビット デバイスのトリガ機器によって評価可能な、ネットワーク全体にわたる仮想ビット。
公式較正 通常の較正とは対照的に、計測によって表示された値が法的に規定された許容値内であるかどうかを調

べる検査です。このような公式較正は、政府職員によってのみ実行することができます。このプロシージャに
は、検査および認定が含まれます。公式較正の有効期間中は、指定された誤操作の上限を超えること
ができません。

プリトリガ トリガイベントに先立つデータ取得の時間。
サンプル 測定信号に属するデジタルデータポイント。
ScanDisk ハードドライブのエラーを修正するプログラム(「ScanDisk」 の章を参照)。
スキャナ入力 スキャナチャンネルは、デバイスのアナログ入力チャンネルです。実際には、データの取得はアナログではな

く、アクティブ測定チャンネルが一定のレートでスキャンされるため、入力チャンネルのスキャンと表現していま
す。

同期動作 複数デバイス上で同期された測定。
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用語 説明
時間基準 デバイスの内蔵クロック。

複数デバイスの時間基準では、操作中に時間の経過とともにドリフトが発生する場合があります。ドリフト
は10-5～10-4 の範囲であり、1日あたり数秒の偏差の原因となる可能性があります。この問題に対する
解決策は、DCF77やGPS(両方ともオプション)などのラジオクロックです。「synchronous start」も参照し
てください。

遷移記録 信号に依存したデータの減少のプロシージャ(「imcOnlineFAMOS」 の章を参照)。
トリガ イベントに依存したデータ記録の開始または停止。
トリガマシン 最大48個の独立したトリガを手動で定義できます(「Trigger Machine」 の章を参照)。
アンズーム ズーム機能を逆にし、ピクチャ全体を表示します。
仮想ビット 制御を目的として、(32ビットレジスタとして認識されるために)内部メモリ内には情報の32個のデジタルビッ

トが用意されています。仮想ビットは、imcOnlineFAMOSによって、あるいはイベントの応答として、設
定または読み取ることが可能です。

仮想チャンネル imcOnlineFAMOSによって、入力チャンネルから計算された、結果として発生する信号チャンネルで
す。

ズーム ウィンドウの一部を拡大するためのコマンドで、アンズームとは逆の機能です。

7.12.5  ファイルの拡張子
拡張子 定義
ASC imcFAMOSのASCIIファイル
BAK バックアップファイル
BIN imcFAMOSのバイナリファイル
BMP ビットマップ
CCV カーブ構成
CFG imcSTUDIOの構成
CLB 設定: クリップボード
DAT imcFAMOSの波形(計算されたデータ)
DEF DLLヘッダ
DLL プログラムライブラリ(動的にリンクされたライブラリ)
DOC Microsoft Word文書
DRB レポートジェネレータ(ドイツ語バージョン)
DSP 信号処理プログラム
EXE 実行可能プログラム
FAS ファイルアシスタント: ファイルフォーマット記述
HLP WINHELPヘルプファイル
INI 初期設定ファイル
OFA imcOnlineFAMOSのプログラムリスト
OFC imcOnlineFAMOSの設定ファイル
PMU imcDEVICESの構成
PRT レポートジェネレータ(英語)
RAW imc波形(「生データ」)
RTF WINWORDまたはワードパッドで読み取り可能なプロトコルファイル
SEQ imcFAMOSのシーケンス
SET カーブマネージャ: 設定
SNS センサー特性 
TMP 一時ファイル
TXT テキストファイル
UMC imcDEVICES全ての試験設定設定が含まれているデバイス設定ファイル
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拡張子 定義
UME、UMF、UMS imcDEVICESオートスタートまたはディスク起動の準備時に作成されるデバイスファイル
UMI imcSTUDIOのデバイス設定ファイルであり、ソフトウェアがPCに接続されるたびに更新される 
UMT imcDEVICESPCの接続解除時に作成されるデバイスファイル

7.13  最新の変更内容
Fieldbusses

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変
imcHiL ドキュメントを外部PDFファイルに移動。
imcApplicationMod
ule

ドキュメントを外部PDFファイルに移動。

SPIバスインターフェース 新規

TriggerandEvents

Rev. 2.2での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変

StorageOptionsandDirectoryStructure

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変
[個別のファイルにトリガイベ
ントを保存する]

トリガの組み合わせ[1トリガ]でのチャンネルの保存に関する補足注意

測定データフォルダのネーミ
ング

デバイスとPC両方におけるフォルダのネーミングの一致に関する補足注意

章 バグ修正
データ保存とディレクトリ構
造

最大ファイルサイズが2GBに達すると、前述のように接尾辞の付いた新しいファイルが同じフォルダに作
成されるのではなく、接尾辞の付いた新しい測定フォルダがシステムにより作成されます。接尾辞の付い
ていない新しいファイルは、同じ名前の新しいフォルダに保存されます。

デバイス内蔵ストレージメ
ディアへの保存間隔

この章は削除されています。

Rev. 2.2での変更内容とバグ修正
章 変更内容
意図的なデータ保存または
測定後の保存

新規: 現在の測定を保存

測定結果の保存領域 新規
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DeviceHardDisk, removabledrive

修正および改訂3.0でのバグ修正
章 修正
いくつかの 構造訂正一部の記述が部分的に改訂および更新されています。
パーティションとファイルシス
テム

各ファイルシステムに当てはまる一般的な制限事項に注意してください。
さまざまなデバイスでのデータストレージメディアの使用に関する説明が修正されています。

修正および改訂2.2でのバグ修正
章 修正
いくつかの 構造訂正およびimcSTUDIO 5のメニューガイダンスへの適応。

Synchronization

Rev. 3.3での変更内容とバグ修正
章 変更内容

章 バグ修正
各自 改訂された内容とバグ修正。特に以下の章:

「用語の定義」、「NTP timer」、「位相オフセットの補正」、「Master/Slave structure without
external timer」、 「同期信号喪失時のデバイスの動作」の「1台のデバイスによる測定」および「複数
のデバイスによる測定」

PCによる測定の制御 以下に示すように、変数名のスペルに誤りがありました。
IsSynch_...-> IsSync_...

Rev. 2.2での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変

imcDisplayEditor

修正および改訂2.2でのバグ修正
章 修正
いくつかの 構造訂正

imcMessaging

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変

imcREMOTEWebServer

Rev. 2.2での変更内容とバグ修正
章 変更内容
imcREMOTEWebSer
ver

新規
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imcOnlineFAMOS

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 · 構造上の改訂

· 見出しとインデックスの項目が追加および改訂されています。
· 「[演算]ボックス」という用語が「エディタ」に変更されています。
· 構文の強調箇所が改訂されています。

章 バグ修正
簡単な紹介
システム出力の設定

DACチャンネルのスケーリングが考慮されます。

Miscellaneous

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 imcSTUDIO 5のメニューガイダンスの構造上の改訂と改変
imcFAMOSの「その他」>
「Multiple triggering
files」

この章は、イベントベースのデータセットの処理がすでにimcFAMOSのユーザマニュアルに記載されてい
るため、削除されました。

調整、ヒント、およびテク
ニック>ブレのある表示およ
びプロセッサの高負荷

現行バージョンの状況を反映するため、ファイルパスが変更されました。

FAQ >デバイスのハードドラ
イブ

「システムがデータストレージドライブを認識しません。」に対する修正済み回答:
· サポート対象のファイルシステムに関する情報が追加されました。
· エラーソースの追加: 複数のデータストレージユニットが同時に挿入されました。
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8  Panel
imcSTUDIO Panelは、imcSTUDIOプラグインです。他の制御を使用して、測定されたデータとイベントの両方
を機器で表示し、影響を与えることが可能です。(制御、機器共にWidgetsと呼ばれます)。
Panelにより、お客様特有のニーズに合わせて最適化された、独自のユーザインターフェース(Panelページ と
呼ばれます)を作り出すことができます。

ページの 例2 imcSTUDIO Panel ( )

Panelページ
Panelは、1つ以上のPanelページで構成されています。ページ上で、様々なWidgetsをレイアウトすることができま
す。
2種類のPanelページが使用可能です。
· ダイアログページ 画面上の表示に合わせて最適化されています
· レポートページ 印刷用に最適化されています

Widgets
様々なWidgets が、機器と制御として使用可能です。Widgetsの総量は、製品構成により異なります。他の
プログラムよりも一般的な[カーブ ]ウィンドウ でさえもページに配置できます。
Widgetsを使用して、相互的に測 定に影響を及ぼすことができます。また 、スイッチやボタンのようなアクション(コ
マンド ) を、Widgetsに割り当てることも可能です。

操作
Widgetsの位置決め と、チャンネルと変数の割り当て のために、ドラッグアンドドロップ、またはコンテキストメ
ニューのような様々な操作技術が使用できます。
Widgetsは、キーボードかマウスで操作できます。
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8.1  リボン
8.1.1  制御

デバイスの制御
ここには、デバイスの制御に使用するメニューアクションがあります。

詳細については、マニュアル:
[Setup - マニュアル] > [リボン] > [制御] を参照してください。

ビュー
 メニュー項目 説明

パネル全画面モード

エクスポート
 メニュー項目 説明

PDFとして保存(エクスポー
ト) Saves the current Panel page in PDF format.

グラフィックとして保存(エク
スポート)

Saves the current Panel page as a graphics fi le. You can select among the
following graphics formats:
· Portable Network Graphics (*.png)
· Windows Bitmap (*.bmp)
· JPEG (*.jpg)

印刷
 メニュー項目 説明

印刷プレビュー

印刷

8.1.2  設計

新規
 メニュー項目 説明

ページの挿入 新規ダイアログの作成に使用する選択ウィンドウ、またはレポートページが開きます(「挿入 - ダ
イアログ/レポート」 を参照)。

標準ダイアログ 標準ダイアログのページを新規作成します。

編集
 メニュー項目 説明

設計モード · Activated: the Panel page can be edited, the Widgets can not be operated.
· Deactivated: The Panel page can not be edited. The Widgets can be operated.

ページのロック/アンロック Lock/Unlock the current page. Individual pages can be protected against
changes (see Lock and unlock page ).
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ビュー
 メニュー項目 説明

パネル全画面モード

インポート/エクスポート
 メニュー項目 説明

ページのインポート
This lets you import a saved page (fi le type: dbv). If the page's designation is
identical to that of an already existing one, you are prompted whether to
overwrite the existing page. If you answer "No", the imported page is appended
along with a new page title (incremented number).

Panelページとして保存(エ
クスポート) Saves the current Panel page as a fi le (fi le type "Panel pages (*.dbv)").

PDFとして保存(エクスポー
ト) Saves the current Panel page in PDF format.

グラフィックとして保存(エク
スポート)

Saves the current Panel page as a graphics fi le. You can select among the
following graphics formats:
· Portable Network Graphics (*.png)
· Windows Bitmap (*.bmp)
· JPEG (*.jpg)

8.2  ツールウィンドウ
Panelには、ツールウィンドウが4つあります。
ツールウィンドウ 説明
Widgets 製品構成によって異なりますが、特定の数の表示およびコントロールの要素(Widgets)が各種グループ内に

存在します。
DataBrowser [DataBrowser]ツールウィンドウには、測定チャンネル、表示変数、プロセスベクトルなどの利用可能なデ

ータが階層ツリーダイヤグラムで表示されます。このツールウィンドウでは、Widgetの変数のリンク も設定
できます。

プロパティ [プロパティ]ウィンドウの内容は、選択したオブジェクトに応じて変わります。
Widgetを選択しない場合は、ページのプロパティ が表示されます。

ページテンプレート Tiによって新しいページが作成されます。テンプレートには、(画面表示に最適化された)ダイアログ用と、(プ
リントアウトに最適化された)レポート用があります。

8.2.1  プロパティ(全般)
[プロパティ]ツールウィンドウで(または選択したWidgetのコンテキストメニュー(「Widgetsのコンテキストメニュー」
を参照)から)、個ーのWidgetsまたはPanelページを適応できます。[プロパティ]ウィンドウの表示内容は、各

要素によって異なります。
2つの表示モードがあります。

重要なプロパティを表示します。特定の要件に通常適応されるプロパティが、表示されます(例: 測定範囲と変数)。

全てのプロパティを表示します。
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例
以下に、標準メータ(自動車)の考えられる構成1つを、重要なプロパティとともに示します。

[プロパティ]ウィンドウでは、これらのプロパティを希望どおりに適応できます。ここでは、たとえば、容器圧力というタ
イトルが追加され、単位はバールに設定され、表示範囲は0～1000に設定されています。

構造と操作

選択リスト
選択した要素の名前が表示されます。選択リストから、異なる要素を選択
できます。Panelページでの選択が取り込まれます。
ツールウィンドウ内にのみ表示され、「フリーフローティング」の[プロパティ]ウィ
ンドウには表示されません。

ツールバー
プロパティのリストをアルファベット順に並べ替えます。

プロパティタイプによってプロパティをグループ化します。

全てのプロパティを表示します。
重要なプロパティを表示します。特定の要件に通常適応されるプロ
パティが、表示されます(例: 測定範囲と変数)。
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プロパティ
全てのプロパティのリストです。
· 左側の列: プロパティの名前
· 右側の列: 現在の設定
設定を編集するには、関連するテキストボックスをクリックします。任意の値を
キーボードに入力できます。選択肢がある場合は、対応するボタンが右側
の余白に表示されます。

選択ダイアログ(リストまたは[DataBrowser])を開きます
ダイアログ([領域]ダイアログまたは[イベント]ダイアログなど)を開きま
す。

その他のダイアログ
この領域には、マウスのクリックで表示可能なオプションのダイアログが一覧で
表示されます。ここには、[プロパティ]以外のダイアログもあります。

説明
ここには、選択したプロパティの説明が表示されます。

8.2.2  Widgets
[Widgets]ツールウィンドウでは、1つのPanelページを構成する基本要素が提供されます。このウィンドウには複
数のグループがあります。一般に使用できるグループは、カーブウィンドウ、標準、形状、デバイス処理です。
さらに、Automotive、Industrial、Designer、Aviationなどのグループには、特別設計のWidgetsがあります。

注意 : 表 示可能なグループ

表示可能なグループは製品構成によって異なります
(「Product Configuration / Licensing」 または「Technical Data Sheet」 を参照)。

Widgetsは、Panelページに配置( 挿入 ) されます。
· Widgets - 操作とプロパティ : このリンクを選 択すると、Widgetsの操作に関する詳細情報が表 示されます。
· 特殊なWidgets : ここでは、特殊なWidgetsの例をいくつか示します。

8.2.3  DataBrowser
ツールウィンドウ[DataBrowser]には、測定チャンネル、表示変数、プロセスベクトルなどの利用可能なデータ
(変数と呼ばれる)が階層型のツリー形式で表示されます。このツールウィンドウから、ドラッグ&ドロップで変数
をPanelページに移動して、Widgetsとリンクできます。また、測定間をナビゲート したり、測定番号を割り当
て たりできます。

FAQ: 現在 のチャンネルが表 示されないのはなぜですか。

メニュー操作[構成の処理]を選択した後は、ツールウィンドウ[DataBrowser]に変更されたデバイス構成
(チャンネルなど)のみが表示されます。このトピックの詳細については、プラグインimcSTUDIO Setupについて
のドキュメントで「Process configuration」 の章を参照してください。
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、<%TERM_DATAPOOL> Panel

構造
DataBrowserには2つのツールバー([変数] および[検索/ナビゲーション] )と、複数の列を含むテーブルが
あります。ユーザの選択に応じて、列の非表示と表示を切り替えることができます。
テーブルには、測定と測定データがツリー形式で表示されます。
列 説明
番号列([#]) ここに、割り当てられた測定番号が表示されます。さらに、測定番号をロックすることもできます

(「Assigning / Locking measurement numbers」 を参照)。
[名前] この列には、測定名と変数名が表示されます。測定名はデータ保存の設定によって決定されますが、

後で編集できます。
[イベント時間] 特定の測定の変数に複数のイベントが含まれる場合は、ここで必要なイベントを選択できます。関連

するWidgetsに選択したイベントが表示されます。
[コメント] 変数のプロパティCommentの内容が表示されます。デバイス変数の場合、これはプラグインSetupで

定義できます。
[カテゴリ] 変数のプロパティCategoryの内容が表示されます。
[単位] 変数のプロパティUnitの内容が表示されます。デバイス変数の場合、これはプラグインSetupで定義で

きます。
メタデータ列(オプション) 測定に関するメタデータをエクスポートする場合、DataBrowserの追加の列を使用して追加できます

(「Metadata-Assistant」を参照)。
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測定および測定名
DataBrowserに、[現在の測定] ( )の項目と併せて、実験と共に保存した全ての測定が表示されます。

現在の測定( )
[現在の測定]に表示される変数は、デバイス変数(アナログチャンネル、表示変数、仮想チャンネルなど)、およ
び仮想チャンネルまたはimcFAMOS結果変数などの全ての計算された変数、または作成されたユーザ定義の
変数から構成されます。
これらの変数は常に現在のステータスを反映します。測定の実行中に、現在の測定データをこのような変数とし
て、[現在の測定]に表示できます。

循環バッファメモリに関する注記

デフォルトでは、プラグインSetupの循環バッファメモリがチャンネルの表示のために有効になります。[現在の
測定]には、循環バッファメモリの内容のみが表示されます。

保存された測定( / )
[現在の測定]と同じレベルで、測定をリスト項目として配置できます。
他の要素と同様に、測定名もデータ保存の設定(Setup)に基づきます。たとえば、測定名にyyyy-MM-dd
HH-mm-ss (x)形式のタイムスタンプが含まれる場合があります
(年 -月 -日  時 -分 -秒 )。xは測 定番号です。

測 定に関する注記

· ユーザの指定に従って、測定名を配置できます。このトピックの詳細については、[測定結果の保存領
域] の設定を参照してください。ここで測定データをサブフォルダに保存して、DataBrowserのデータ
の並び替えを向上させることができます。

· DataBrowserの保存された測定の表示を無効にできます。このトピックについては、[プロジェクト管理]
> [全般オプション] > [測定のロード]オプションを参照してください。
たとえば、これは非常に多くの測定を実行する場合に役立ちます。このような場合、DataBrowserに
非常に多くの項目が表示されるでしょう。このような測定をロードする必要がない場合、保存された測
定の表示を無効にすると、概要を把握しやすくなります。

測定名および測定の名前変更
保存された測定の名前は、ハードドライブで示されるフォルダ名に一致します。DataBrowserを使用して、後
で測定の名前を変更できます。
そのためには、測定のコンテキストメニューを開いて、[名前変更]をクリックします。または、測定を選択してF2キ
ーを押します。
名前を変更すると、ハードドライブにある対応するフォルダ名も変更されます。
許可された記号以外は使用できないため、ご注意ください。例外はバックスラッシュ(\)です。名前にバックスラッ
シュ(\)を使用すると、サブフォルダが作成されます。たとえば、Motor_X\Measurement_1と指定すると、
「Motor_X」というフォルダが作成され、ここに追加のサブフォルダ「Measurement_1」が含まれます。測定データ
は後者のフォルダに保存されます。
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操作 - メッセージのロード/アンロード
保存された測定はハードドライブに格納されます。DataBrowserから操作して、これらの測定をロードして表示
できます。保存された測定はかなりサイズが大きい場合があるため、デフォルトではロードされません。ソフトウェア
に保存場所のパスが記憶されますが、そのパスにあるデータはソフトウェア自体のメモリには格納されません。
保存または処理できるのは、すでにロードされた測定のみです。

注記

現在、必要な測定のみをロードすることをお勧めします。ロードされた測定はメモリを消費します。測定が
不要になったら、アンロードすることをお勧めします。

複数の方法で測定をロードできます。
· 測 定 のコンテキストメニューを開いて、対応する項 目 をクリックします。
· ダブルクリックするか、測 定 のフォルダの前にある記号をクリックして、測 定 を選 択します。
· 矢印キーとEnterキーを使用します。
測定をアンロードするには、次の操作を行います。
· 測 定 のコンテキストメニューを開いて、対応する項 目 をクリックします。

フォルダの記号 - 測定のステータス
測定項目の前にあるフォルダの記号は、測定のステータスを示します。

 ステータス 説明
現在の測定 保存された測定ではなく、現在の測定です。

保存された測定
ステータス: ロードされてい
ない

保存された測定はロードされていません。内容を表示するにはロードする必要があります。

保存された測定
ステータス: ロード中

保存された測定はロード中です。
これは一時的な状態で、全ての測定データがプログラムのメモリにロードされると終了します。そ
の後、ステータスが自動的にロード済みに変化します。

保存された測定
ステータス: ロード済み

これはロード済みの保存された測定です。
ロード済みの測定は表示および処理が可能です。

注意 : 必要に応じた 自 動ロード

Widgetが保存された測定に属する変数にリンクされている場合は、[必要に応じた自動ロード] オプショ
ンを有効にすると、この測定が自動的にロードされます。

注意 : ロード済みの測 定

測定をロードするときに、関連付けられたファイルも1回の操作でハードドライブからロードされます。
これらのファイルに外部または他のプログラムから加えられた変更を適用するには、ファイルを再ロードする
必要があります。
そのためには、測定のコンテキストメニューを開いて、[測定の再ロード]を選択します。

操作 - 測定番号の割り当て/ロック
DataBrowserで、保存された測定または現在の測定を選択すると、この項目に自動的に測定番号が割り当
てられます。測定番号は左側の番号列([#])に表示されます。たとえば、測定番号が1の場合: 。
測定番号を使用すれば、割り当てられた名前を使用せずに、または名前が分からない場合でも、測定にアク
セスできます。
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例

· 保存された全ての測定をレポートページに連続して表示するとします。カーブウィンドウには常に
Channel_001というチャンネルが表示されます。ただし、ここでは、現在の測定に属するチャンネルを表示
する代わりに、測定番号が1の保存された測定を表示する必要があります。任意の測定を選択すると、
カーブウィンドウに選択した測定のChannel_001が表示されます。これが番号1を持つためです。

· 保存された測定に対してimcFAMOS分析を実行したいとします。imcFAMOSシーケンスは、測定番
号1を持つ測定から測定結果を取得するように設定されています。これにより、imcFAMOSの結果が、
番号1を持つ測定として再度保存されます。

· カーブウィンドウの各測定を基準測定と比較するとします。基準測定は測定番号1と関連付けられてい
ます。番号がロックされているため、番号はこの測定に残ります。他の選択を行うと、番号2が割り当てら
れます。カーブウィンドウは2つのチャンネルとリンクされています。1つは番号1を持つ測定のもの、もう1つは
番号2を持つ測定のものです。異なる測定を選択すると、基準チャンネルがカーブウィンドウに残り、2番
目の測定が現在の選択に対応します。

測定番号の割り当て
· 測 定に測 定番号 1を割り当てるには、測 定名の横にある番号列 ([#])のセルをクリックするか、ツリー表 示 の項

目 をクリックします。

· 複数の測 定番号を割り当てるには、SHIFTキーを押したまま、セルをクリックします。

測定番号のロック/ロック解除
· 前に割り当てた 測 定番号を再クリックすると、割り当てがロックされます( )。その結果、この番号を他に割
り当てることができな くなります。

· ロックを取り消すには、同じセルを再クリックします。

ナビゲーション
割り当てられた番号(測定番号)は、測定のリスト内で移動できます。(カーソル)矢印キーを使用するか、ツール
バーのボタン( )を使用して、[#]列に表示される番号を測定リスト内で上下に移動することができます。これ
により、割り当てられた番号が、リストの現在の位置に対応する測定に関連付けられます(「操作 - 制御および
ナビゲーション」 を参照)。

操作 - 制御およびナビゲーション
ブランチ(たとえば、Analog inputs)を開いたり閉じるには、次の操作を行います。
· 左右の矢印キー(カーソル)を使用します。
· 数値キーパッドの+および-キーを使用します。
· 対応する記号をクリックします( / )。
測定間を移動するには、次のいずれかを使用します。
· マウス

· 上下の矢印キー(カーソル)またはツールバー の矢印 ( )
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マウスボタンによるナビゲーション
マウスクリックで測定または変数を選択すると、現在の測定番号が割り当てられます(「操作 - 測定番号の割り
当て/ロック」 を参照)。

矢印キー/ボタン(カーソルまたはツールバー)によるナビゲーション
カーソルキーまたはツールバーを使用して、設定した[ナビゲーションモード]に従って移動できます。割り当てら
れた全ての測定番号が、指定されたステップサイズで上方または下方に再配置されます。

ツールバーのドロップダウンリスト( )で、ナビゲーションモードを選択できます。
 ナビゲーションモード 説明

デフォルト 1つのセルから隣接するセルに移動します。

測定上 測定番号が1つの測定から次の測定に再配置されます。

イベント上 測定番号は選択した測定に割り当てられたままです。測定に複数のイベントが含まれる場合
は、フォーカスがイベントの間を移動します。

測定およびイベント上 測定番号が1つの測定から次の測定に再配置されます。測定に複数のイベントが含まれる場
合は、まず、フォーカスがイベントの間を移動し、次にフォーカスが次の測定に移動します。

ナビゲーションのステップサイズ

ツールバーの入力ボックス( )で、ナビゲーションのステップサイズ(≥ 1)を指定できます。

操作 - チェックアウトおよびチェックイン
保存された測定は後で処理することができます。imcFAMOS分析の結果を測定データと共に保存できます。ま
たは、測定データも処理して、返された結果をハードドライブに保存できます。
測定をロードすると、ハードドライブからファイルが1回インポートされます。ロードされた同じ測定に属する変数を
imcSTUDIOで処理できます。ただし、測定をアンロードするときに、変更内容が自動的に破棄されます。
変更内容を再度ファイルに書き込むこともできます。これを実行するには、次の操作を行います。
· 測定をロード します。たとえば、コンテキストメニュー項目の[測定のロード ]  ( )を使用します。
· チ ェ ックアウトにより書き込み権限を取得します。たとえば、コンテキストメニュー項目の[チェックアウト ]  (
)を使用します。

· 変数を編集します。
· チ ェ ックインにより変更内容をファイルに書き込みます。たとえば、コンテキストメニュー項目の [チェックイン]  (

)を使用します。
· 測定をアンロード します。たとえば、コンテキストメニュー項目の [測定のアンロード ]  ( )を使用します。

変数の記号 - 状態
変数名の前にある変数の記号の追加の文字は、変数の状態を示します。

 状態 説明

ロード済みの変数(保護) 処理することができないロード済みの変数(アナログ入力など)です。変更を加えても破棄されま
す。編集するには、コンテキストメニュー項目の[チェックアウト]  ( )を選択します。

ロード済みの変数(書き込
み許可あり)

処理することができるロード済みの変数(アナログ入力など)です。コンテキストメニュー項目の
[チェックイン]  ( )を使用して、変更内容を保存できます。
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8.2.3.1  [ツールバー]
ツールバー: 変数

 メニュー項目 説明

[個別に表示]
All selected channel variables (e.g. analog inputs) are opened in separate
"free-floating" curve windows .
All other selected variables (e.g. Display variables) are added to the window 
Current values .

[まとめて表示]
All selected channel variables (e.g. analog inputs) are opened in a shared
"free-floating" curve window .
All other selected variables (e.g. Display variables) are added to the window 
Current values .

[現在値を表示] [現在値] ダイアログを開いて、選択した変数の値を表示します。

[常に最前面に] このボタンをクリックすると、新しい表示ウィンドウ(カーブウィンドウおよび[現在値])が常に最前
面に表示されます。

[変数のロード]/[変数のイ
ンポート]

ロード: ファイルの値を使用して変数を作成します。
インポート: ファイルから既存の変数に値をインポートします。
(詳細については、「共通コンポーネント」 > 「Command Reference」 > 「変数のロード/変数の
インポート」 を参照)

[変数のエクスポート] 変数の値をファイルにエクスポートします。

[ユーザ定義の変数の作
成]

Creates user-defined variables, including single value- and text-variables, or
report channels. (More info is provided in the chapter Shared Components >
User-Defined Variables )

[基準測定をロード] (比較
測定を表示)

他の実験の測定の表示、および他の実験の測定との比較が可能です。他の実験から選択し
た測定を、現在の実験のDataBrowserに表示できます。これにより比較することができます。

[ヘルプ] DataBrowserに関する基本情報を確認できます。

ツールバー: 検索/ナビゲーション
 メニュー項目 説明

[検索]

DataBrowserの要素を見つけるための検索ボックスが表示されます。

検索するテキストを入力します。ENTERキーを押すか、右側の( )ボタンをクリックして、検索
を開始します。最初の要素が選択されます。次の要素を選択するには、再度Enterキーを押す
か、右側の( )ボタンをクリックします。

[ナビゲーションモード] Selection of Navigation mode (see Operation - Control and Navigation )

[ナビゲーションのステップサ
イズ] ナビゲーションのステップサイズです(「操作 - 制御およびナビゲーション」 を参照)。

[1ステップ上に]/[1ステップ
下に] 1ステップ上/下に移動します(「操作 - 制御およびナビゲーション」 を参照)。
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8.2.3.2  コンテキストメニュー
テーブルのコンテキストメニュー - 一般
テーブル上で右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます。位置によっては、一部の項目が非表
示になります。

 メニュー項目 説明
[DataBrowserの更新]  

[フィルタ] フィルタを作成するためにエディタを開きます。DataBrowserには、フィルタリングに応じた適切
な内容のみが表示されます。

 [測定番号#x]

番号指定の列のみ。
入力ボックスを開いて、後で選択するために、必要なもっとも小さい測定番号を入力します。
たとえば、番号「5」を選択した場合は、次の選択時に、どの測定にも「1」は割り当てられず、代
わりに5 (まだ使用可能な場合)が割り当てられます。

[選択した変数をエクスポー
ト] 変数の値をファイルにエクスポートします。

[変数の作成]
Creates user-defined variables, including single value- and text-variables, or
report channels. (More info is provided in the chapter Shared Components >
User-Defined Variables )

[選択した変数の削除] 選択した変数をDataBrowserから削除します。ただし、デバイス変数とシステム変数は削除
できません。

[選択した変数の編集]

エディタを開いて、ユーザ定義の変数のプロパティを変更します。このダイアログは[変数の作成]
と同様です。異なるのは、変数が新しく作成された場合です。このような場合は現在の値が破
棄されます。事前に対応する警告が表示されます。
デバイス変数またはシステム変数を選択すると、ダイアログが開きます。ここで変数のプロパティ
を表示できますが、変更を加えることはできません。
(詳細については、「共通コンポーネント」>「User-defined Variables」 を参照)

[個別に表示]
All selected channel variables (e.g. analog inputs) are opened in separate
"free-floating" curve windows .
All other selected variables (e.g. Display variables) are added to the window 
Current values .

[まとめて表示]
All selected channel variables (e.g. analog inputs) are opened in a shared
"free-floating" curve window .
All other selected variables (e.g. Display variables) are added to the window 
Current values .

[検索] 検索ボックスが表示されます。ツールバー の同じ項目の説明を参照してください。

[ナビゲーションモード] Selection of Navigation mode (see Operation - Control and Navigation )

 [メタデータ列の追加] 測定データと共にメタデータを保存した場合は、メタデータ列を表示できます。ここで、既存のメ
タデータ列を有効にして表示できます。

 [メタデータ列の削除] ダイアログを開いて、有効になっているメタデータ列の表示を無効にします。
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テーブルのコンテキストメニュー - 測定の保存
テーブルで、保存された測定を右クリックすると、さらにコンテキストメニュー項目を利用できます。

 メニュー項目 説明

[測定のロード] 表示や処理のために保存済みの測定をロードします(「Operation - Loading/unloading
measurements」 を参照)。

[測定のアンロード] ロードした保存済みの測定をアンロードします(「Operation - Loading/unloading
measurements」 を参照)。

[測定の再ロード]
すでにロードされている測定を再ロードして、変更内容を元に戻したり、データの変更内容をハ
ードドライブにロードします(「Operation - Loading/unloading measurement」 を参
照)。

[測定の削除] 保存済みの測定を削除します。測定を削除すると、ハードドライブからも削除されます。元に
戻すことはできません。

[測定設定のロード]
測定のために適切な実験設定をロードします。
トレーサビリティが有効な場合は、対応する測定の全ての実験設定が個別に保存されます。し
たがって、後で各測定の構成をロードできます(詳細については、「imcSTUDIO (general):
Options」>「Traceability of measurements」 を参照)。

 [名前変更]
入力ダイアログを開いて、測定の名前を変更します。名前を変更すると、ハードドライブにある
関連するフォルダも変更されます(「Measurements and measurement names」 を参
照)。

 [名前をコピー] 測定の名前をクリップボードにコピーします。

テーブルのコンテキストメニュー - 保存された変数(タイプ)
テーブルで、保存された変数またはそのカテゴリを右クリックすると、さらにコンテキストメニュー項目が表示されま
す。

 メニュー項目 説明

[チェックアウト] 保存された変数を処理できるように、書き込み権限を取得します(「Operation - Checking
in/out」 を参照)。

[チェックイン] チェックアウトされている変数に対する変更内容をファイルに書き込みます。その後で書き込み
権限が削除されます(「Operation - Checking in/out」 を参照)。

[元に戻す] チェックアウトされている変数に対する変更内容を破棄します。

8.2.3.3  現在値 - 変数の確認/変更
以下の説明は、カーブウィンドウに表示できない変数に適用されます(表示変数など)。
変数の値を直接表示する場合、またはWidgetとは関係なく、対話式で個別に変更する場合は、次の操作を
行います。
· ツールウィンドウ[DataBrowser]で変数の項目をダブルクリックします。
· または、必要な変数を選択して、[ビュー] ボタン( / )をクリックします。このボタンはツールウィンドウ
[DataBrowser]のツールバーにあります。
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次に、以下のようなダイアログが表示されます。

変数の確認または対話式による変更
例 つの表示変数: 3

値の変更
変数の値を変更するには(ビットを除く)、次の操作を行います。
· [編集]ボックス内をクリックします。
· 新しい値またはテキストを入力します。 
· ENTERキーを押して入力を確定します。
ビットの値を変更するには、次の操作を行います。
· チェックボックス内をクリックします。

構造と構成
[現在値]ダイアログでは、複数の列があるテーブルに必要な変数が表示されます。プラグインSetupで説明され
ているように、列を構成 できます。

変数はグループにまとめられています。グループ化を有効または無効にするには、[グループ化]ボタン( )をク
リックします。
テーブルには、他の項目と共に変数名と現在値が含まれます。値は[編集]ボックスに数値またはテキストとして
表示されます。イーサネットビットの場合はチェックボックスがあります。
ダイアログの設定は実験と共に保存されて表示されます(ダイアログを開いた場合)。
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ダイアログ 現在値: [ ]
変数のサンプル

8.2.4  ページテンプレート

ページテンプレート

このツールウィンドウには、新しいページ用のテンプレートがあります。利用
可能な選択肢は、新しいページの追加 に使用するダイアログのものと
同じです。

8.2.5  リポジトリ
ツールウィンドウのWidgetsとページテンプレートには、それぞれ独自のリポジトリがあります。完了したページと
Widgetsをエクスポートし、後から他の場所に挿入することができます。
リポジトリ内の要素の構成と名前付けを行うためのファイルシステムが、両方のリポジトリで使用されます。
以下に、デフォルトのファイル保存先を示します。
· Widgetリポジトリ:  %HOMEPATH%\Documents\imc\imc STUDIO\Widgets
· ページリポジトリ:  %HOMEPATH%\Documents\imc\imc STUDIO\PanelPages
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注意: リポジトリはユーザ依存
デフォルトのパスは[マイ ドキュメント]にあります。その結果、ユーザ依存になります。全てのユーザが同じリポジト
リにアクセスする場合は、場所を適宜移動します。
候補:
·  %PUBLIC%\Documents\imc\imc STUDIO\...

リポジトリへの要素の追加
要素をリポジトリに追加するには、コンテキストメニューを使用するか、CTRLキーを押したままドラッグアンドドロップ
します。リポジトリ内の要素には、現在のページの名前など、固有の名前が割り当てられます。名前がすでに存
在する場合は、既存のファイルを上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されます。上書きを拒否する
と、[名前を付けて保存]ダイアログが表示されます。
リポジトリには、複数のWidgetsを単一の要素とともに追加することもできます。そのため、追加を行うときは、目
的のWidgetsを全て選択する必要があります。

リポジトリからの要素のインポート
リポジトリにある要素を、ドラッグアンドドロップで目的の場所に移動できます。

メニュー項目
リポジトリのメニュー項目を使用して、以下のアクションを実行できます。

 メニュー項目 説明

ルートディレクトリの設定 各リポジトリへのパスを変更できます。この処理では、既存のリポジトリは自動コピーされないため、ご
注意ください。コピーは手動で行います。

削除 選択した要素を削除します。このアクションは取り消すことができません。

名前変更
要素の名前を変更します。
保存したページの名前をこの方法で変更すると、ページをリポジトリからPanelに再インポートすると
きにページタイトルにも変更が適応されます。

削除 選択したフォルダを、フォルダ内の全ての要素ごと削除します。このアクションは取り消すことができま
せん。

新しいフォルダ 要素のグループ化に使用可能なフォルダを作成します。

名前変更 フォルダの名前を変更します。

8.3  コンテキストメニュー
コンテキストメニュー: Panelページのタブ
パネルページのタブ上、または右側にある空の領域でマウスを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表
示されます。

 メニュー項目 説明

新規ページ 新規ダイアログ作成時の選択リスト、またはレポートページが開きます(「挿入 - ダイアログ/レポ
ート」 を参照)。

ページのインポート
This lets you import a saved page (fi le type: dbv). If the page's designation is
identical to that of an already existing one, you are prompted whether to
overwrite the existing page. If you answer "No", the imported page is appended
along with a new page title (incremented number).

 ページのエクスポート:
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 メニュー項目 説明
Panelページとして
保存 Saves the current Panel page as a fi le (fi le type "Panel pages (*.dbv)").

グラフィックとして保
存

Saves the current Panel page as a graphics fi le. You can select among the
following graphics formats:
· Portable Network Graphics (*.png)
· Windows Bitmap (*.bmp)
· JPEG (*.jpg)

PDFとして保存 Saves the current Panel page in PDF format.
 リポジトリに保存 現在のPanelページを、リポジトリ(ツールウィンドウ: [ページテンプレート] )に保存します。

ページをモニタに表示
· embedded: The page is displayed in the plug-in's Panel main window (default

selection)
· <Monitor name>: The page is displayed in fullscreen mode on the monitor

selected. Independent of the opened main window.
ズーム
ズーム(全ページ)

Panelページをズームすることにより、レポートページなどの視認性を高めます(「Panelページの
ズーム」 を参照)。

 

ページオプション:

 印刷用ページレイ
アウト

[ページの設定]ダイアログを開きます。
ここでは、レポートページの設定と印刷設定(用紙サイズ、ソース、向き、余白)を変更できま
す。

ページに対するアク
セス権

特定のページの編集権限および表示権限を特定のユーザロールに関連付けることができま
す。

ページロック Lock/Unlock the current page. Individual pages can be protected against
changes (see Lock and unlock page ).

コピー 選択したページをクリップボードにコピーします。

貼り付け
前にクリップボードにコピーしたページを挿入します。
ページの名前が既存のページの名前と同一の場合は、インポートされたページが新しいページ
タイトル(シリアル番号)で挿入されます。

ページ ページを削除します。誤って削除したページを復元するには、メニューリボン項目の[編集] > [元
に戻す] ()をクリックします。

 名前変更 ページタブ内のページのタイトルを変更します。

コンテキストメニュー: Panelページ
設計モードが有効な場合にPanelページ上でマウスを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されま
す。

 メニュー項目 説明
 要素を挿入 選択した場所にWidget (操作ウィジェットまたは表示ウィジェット)を作成します。

元に戻す 最後の変更を元に戻します(Widgetの設定には適用されません)。

取り消し 1つ前に取り消した変更をやり直します。

貼り付け 選択した位置にクリップボードの内容を挿入します。

設計モード · Activated: the Panel page can be edited, the Widgets can not be operated.
· Deactivated: The Panel page can not be edited. The Widgets can be operated.

 
スキン: あらかじめ定義された多数の配色(スキン)から選ぶことができます。この配色は、Widgetsおよ

びページのフォアグラウンドとバックグラウンドに反映されます。

 <x> スキン Widgetの色および現在のページのバックグラウンド色が、選択したスキンに合わせて調整されま
す。
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 メニュー項目 説明

 レポート標準
印刷に特別に適応されるスキンです。
Widgetの色および現在のページのバックグラウンド色が、選択したスキンに合わせて調整されま
す。

 名前を付けてスキ
ンを保存

ユーザ定義のスキンが、Widgetsの現在の色から生成されます。この影響は現在のページの
全てのWidgetsに及ぶため、保存前に確認を促すダイアログが表示されます。現在のページに
一時的に影響が表示されます。

 スキンを削除 使用したユーザ定義のスキンを削除します。

グリッド Widgetsの配置と移動をさらに簡単にするため、ページ上で強制的にグリッドを使用するよう設
定できます(「グリッドにアラインメント」 を参照)。

 ページサイズを適応 「ページおよびWidgetsのサイズの適応/自動適応」 を参照してください。
プロパティ 「Panelページの[プロパティ]ウィンドウ」 を開きます。

コンテキストメニュー: Widgets
選択したWidget内で「十字線」()を右クリックすると、以下のコンテキストメニューが表示されます。

 メニュー項目 説明
コピー 選択内容または選択したWidgetsをクリップボードにコピーします。

切り取り 選択内容または選択したWidgetsを切り取り、クリップボードに移動します。

削除 選択内容または選択したWidgetsを削除します。

 

配置:

 フォアグラウンドへ 選択したWidgetをフォアグラウンド、つまりWidgetsの最前面に移動します。
(「Widgetレベル - フォアグラウンド/バックグラウンド」 を参照)

 バックグラウンドへ 選択したWidgetをバックグラウンド、つまりWidgetsの下に移動します。
(「Widgetレベル - フォアグラウンド/バックグラウンド」 を参照)

 アラインメント 選択した全てのWidgetsを線にアラインメントします。
(「アラインメントおよびカスケード」 を参照)

 カスケード Widgetsを、それぞれのWidgetのレベルに応じてPanelページの左上隅に積み重ねます。
(「アラインメントおよびカスケード」 を参照)

 グループ Widgetsをグループ化します(「Widgetsのグループ化」 を参照)。
 ドッキング 選択したWidgetを、それぞれの端でドッキングします(「ドッキング」 を参照)。

未使用のチャンネルをカー
ブウィンドウから削除

存在しないチャンネルにカーブウィンドウが関連付けられている場合、この関連付けを削除でき
ます。

 カーブウィンドウのツールバ
ー

· 有効: カーブウィンドウを選択すると、常にツールバーが表示されます。
· 無効: ツールバーは表示されません。コンテキストメニューから全ての機能にアクセスできます。

イベント コマンドとスイッチ/ボタンの関連付けに使用するエディタを開きます(「コマンドとスイッチの関連付
け」 を参照)。

 リポジトリに保存 選択内容または選択したWidgetsをリポジトリ(ツールウィンドウ: [Widgets] )に保存しま
す。

プロパティ Widgetの[プロパティ]ウィンドウ を開きます。
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8.4  設計モード
PanelページでWidgetsを編集するには、Panelを設計モードにする必要があります。設計モードは、関連する
マーク()の表示で認識されます。
あるいは、ページ名の横に関連するマークが表示されます。

デフォルトでは、このモードは、最初のプログラムが開始した後に無効になります。ドラッグアンドドロップで
WidgetをPanelに配置する場合は、設計モードが自動的に有効になります。ステータスを直接変更するには、
上記のマークをクリックします。このモードはPanel全体のプロパティであり、パネルの全ページに影響があります。
(設計モードが有効かどうかに関係なく)選択したページを変更から完全に保護するには、ページロック 機能
を使用します。

注意: ページの削除
設計モードが無効な場合でも、ページの削除または追加が可能です。設計モードはPanelプラグインを「ロッ
ク」する手段ではなく、存在するページにのみ適用されます。

8.5  Widgets - 操作とプロパティ
Widgetsは、Panelページに配置( 挿入 ) されます。
ウィジェットでは、各種コンテキストメニュー とプロパティ が利用できます。

一般に、Widgetsを操作するには、複数の方法があります。
· 移動およびサイズ変更
· 選択
· Widget要素の編集
· バックグラウンド/フォアグラウンドへの移動(Widgetレベル)
· アラインメントおよびカスケード
· ドッキング
· グループ化
一部のWidgetsには、以下のような特殊機能があります。
· 変数への関連付け(「変数のリンク」 を参照)
· その他の変数(複数のスケール/ポインタ、変数(差異など)の計算)
· 領域
· コマンドとスイッチの関連付け
· プレースホルダ の使用
構造
Widgetは、それぞれがさまざまな要素 で構成されています。
· タイトルまたは現在の値を表示するボックス
· スケール
· 番号
· メータ、バーメータ、...
この要素のいくつかには独自のコンテキストメニュー があり、編集 可能です。特に、これらの要素は、移動
したり、サイズと色を変更したりできます。このような変更の中には、Widgetのプロパティ を使用して実行でき
るものもあります。
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8.5.1  Widgetの挿入
ページ上にWidgetを作成するには、さまざまな方法があります。
· Widgetを[Widgets]ツールウィンドウから[Panel]ページに、ドラッグアンドドロップで移動
· 目的のWidgetを[Widgets]ウィンドウで選択。フレーム(任意のサイズ)を[Panel]ページにドラッグ
· [Panel]ページに属するコンテキストメニュー を開き、[要素を挿入]を選択。目的のWidgetを選択
· 変数を[DataBrowser ]ツールウィンドウから[Panel]ページにドラッグアンドドロップで移動し、目的の

Widgetを選択(「ドラッグアンドドロップによる変数のリンク」 を参照)
配置が完了すると、下図のようにWidgetが選択状態で表示されます。

選択状態のWidget
例( )

グリッドへのアラインメント
ページ上のグリッドを使用すると、Widgetsの配置と移動が簡単になります(「グリッドにアラインメント」 を参
照)。

8.5.2  Widgetsのコンテキストメニュー
Widgetから開くコンテキストメニュー

のコンテキストメニューWidget
例( )

このコンテキストメニューを開くには、Widgetを選択し、「十字線」()を右
クリックします。
Widgetのコンテキストメニューが表示されます。
これにより、ツールウィンドウを使用せずにプロパティ を開くこともできま
す。
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その他のコンテキストメニュー
一部のWidgetsには、以下のような操作を行うための追加のコンテキストメニューもあります。
· Widget要素 (ボックスなど)の表示と非表示、および一部のプロパティのリセット
· 選択したWidget要素 の編集 
ここでは標準メータの例を示します。

バックグラウンドのコンテキストメニュー

このコンテキストメニューを開くには、Widgetを選択し、バックグラウンド上
で右クリックします。
コンテキストメニューが表示され、そこから、Widget要素 の表示/非表
示などを実行できます。

要素のコンテキストメニューWidget

このコンテキストメニューを開くには、Widget要素 を選択し、バックグラ
ウンドまたはコントロール上で右クリックします。
コンテキストメニューが表示され、そこから、Widget要素 を編集できま
す。

8.5.3  操作

移動およびサイズ変更

Widgetの移動
Widgetを移動する場合は、ウィジェットをクリックし、「十字線」()を使ってドラッグします。

Widgetのサイズ変更

サイズ変更

サイズ/比率を変更するには、正方形のグリップを使ってウィジェットの端をドラッグします。

グリッドへのアラインメント
ページ上のグリッドを使用すると、Widgetsの配置と移動が簡単になります(「グリッドにアラインメント」 を参
照)。
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選択
単一のページで、1つまたは複数のWidgetsを選択できます。必要に応じて、以下の操作を任意の順序で実
行できます。
· Widgetを選択する場合は、目的のWidgetをクリック
· 個々のWidgetを選択解除する場合は、Ctrlキーを押しながら目的のWidgetをクリック
· 全てのWidgetsを選択解除する場合は、[Panel]ページの空の領域をクリック
Widgetsの複数選択
· 方法1、フレームのドラッグ:
複数のWidgetsを選択するには、矩形フレームをドラッグして目的のWidgetsを囲みます。ドラッグはページの空
の領域から開始してください。

右から左にフレームをドラッグ 完全にフレームに入った がWidgets
選択される

フレームを右から左にドラッグすると、フレーム内
に完全に入ったWidgetsのみが選択されます。

左から右にフレームをドラッグ フレームに接触した が選Widgets
択される

フレームを左から右にドラッグすると、このような、
フレームに接触しただけのWidgetsも選択されま
す。
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· 方法2、Ctrl+クリック
複数のWidgetsを選択するには、Ctrlキーを押しながら目的のWidgetsをクリックする方法もあります。

複数選択したWidgets

Widget要素の編集
Widgetは、それぞれがさまざまな要素で構成されています。
· タイトルまたは現在の値を示すボックス
· スケール
· 番号
· メータ、バーメータ、...
要素の編集
それぞれに異なるWidgetsが、多くの方法で外観を変更できます。このとき、プロパティ を設定する必要があり
ません。以下の操作が可能です。
· ボックスの移動と拡大
· 各種Widgets要素の編集

例: 3つの編集済みWidgets
右側のウィジェットは2つの標準メータから構成されます。

つの編集済み の例3 Widgets

774

Widgetにはそれぞれ、他のオプションもあります。要素を編集するには、まず要素を選択します。通常、要素を
囲むフレームと青色のバー(グリップに使用)が表示されます。
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説明のため、下図ではWidgetの標準メータを例として使用しています。

例1: ボックスの移動およびサイズ変更

ボックスの移動およびサイズ変更

例2: スケール角度とスイープ角度の変更

(「プロパティ」 も参
照)

774

例3: スケールの位置と半径の変更

(「プロパティ」 も参
照)

774
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Widgetレベル - フォアグラウンド/バックグラウンド
Widgetレベルは、Widgetsの挿入時に再定義されます。新たに挿入したWidgetは、どのWidgetsよりも前に配
置されます。Widgetsがオーバーラップする場合や、複数のWidgetsがドッキングしている 場合は、レベルが
重要になります。
レベルによって、あるWidgetがもう一つのウィジェットの上と下どちらに表示されるかを判断します。
この場合、選択したWidget内に「十字線」()のコンテキストメニューを開きます。

· [配置]を選択:
フォアグラウンドへ 選択したWidgetをフォアグラウンド、つまりWidgetsの最前面に移動

バックグラウンドへ 選択したWidgetをバックグラウンド、つまりWidgetsの最背面に移動

例
したがって、標準メータに属するグラフィカルスイッチを空の領域に配置できます。

レベルの例Widget

773
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アラインメントおよびカスケード

Widgetsのアラインメント
Widgetsを線に沿って揃えることができます。
この場合、選択したWidget内に「十字線」()のコンテキストメニューを開きます。

· [配置]を選択:
上にアラインメント 最後に選択したWidgetの上端にアラインメント

左にアラインメント 最後に選択したWidgetの左端にアラインメント

右にアラインメント 最後に選択したWidgetの右端にアラインメント

下にアラインメント 最後に選択したWidgetの下端にアラインメント

例
3つのWidgetsが選択されています。中央の1つが最後に選択されました。Widgetsは左端にアラインメントされ
ます。

Widgetsは、最後に選択したWidgetの左端にアライン
メントされます。

アラインメント結果

Widgetsのカスケード
Widgetsは相互に積み重ねることができます。
この場合、選択したWidget内に「十字線」()のコンテキストメニューを開きます。

· [配置]を選択:
カスケード 選択したWidgetsを、それぞれのWidgetのレベルに応じてPanelページの左上隅に積み重ねま

す。
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例
3つのWidgetsが選択されています。この3つのWidgetsが積み重なります。

積み重ねるWidgets 積み重ねの結果

ドッキング
以下のコマンドを使用すると、選択した端でWidgetをドッキングできます。Widgetの寸法が、使用可能な幅に
適応されます。サイズはそこからのみ縮小できます。また、他のWidgetsとページサイズによって異なります。
この場合、選択したWidget内に「十字線」()のコンテキストメニューを開きます。

· [ドッキング]を選択:
フリー Widgetは任意の端にドッキングされたままになるのではなく、自由に移動できます。サイズは、あらゆ

る側に向かって変えられます。
上 Widgetは上端にドッキングされたままになります。サイズは、下に向かってのみ変えられます。

左 Widgetは左端にドッキングされたままになります。サイズは、右に向かってのみ変えられます。

右 Widgetは右端にドッキングされたままになります。サイズは、左に向かってのみ変えられます。

下 Widgetは上端にドッキングされたままになります。サイズは、上に向かってのみ変えられます。

フィル Widgetは利用可能な空間いっぱいに拡大されます。サイズは変えられません。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

774 Panel

多数のWidgetsをドッキングする場合、各ウィジェットの位置はWidgetレベルによって決まります。Widgetsは、
バックグラウンドに配置されるほど、端に近くなります。

分割したPanelページの1つのセルにおけるドッキングの例
Widgetレベル:

Widgetsのドッキングは、以下のようになります。
1 - 上
2 - 左
3 - 上
4 - フィル

Widgetsのグループ化
Widgetsはグループ化できます。グループ化されたWidgetsは、一緒に移動および拡大できます。共有プロパティ
を一緒に設定できます。
この場合、目的のWidgetsを選択し、 選択したWidget内に「十字線」()のコンテキストメニューを開きます。
· グループを選択:

グループを作成 選択したWidgetsをグループに結合します。

グループを解除 グループ化を解除します。このとき、各Widgetsを個別に編集できます。

グループを開く 既存のグループを開きます。各Widgetsのプロパティを個別に編集できます。

グループを閉じる 開いているグループを閉じます。

各Widgetsを個別に編集するには、[グループを開く]を選択します。これで、グループに属するWidgetsの編集
が可能になります。グループを再度終了するには、[グループを閉じる]を選択するか、選択を反転します。

8.5.4  プロパティ - Widget
Widgetを選択した場合は、[プロパティ]ツールウィンドウで (または、選択したWidgetのコンテキストメニューか
ら(Widgets のコンテキストメニューを参照))、そのプロパティを調整できます。
[プロパティ]ウィンドウの表示内容は、選択した各Widgetによって異なります。ウィンドウ構造の詳細について
は、「プロパティ(全般)」 を参照してください。

749
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以下に、一般に発生するプロパティの一覧を示します。

特殊なプロパティ
· Widgetsがそれぞれ持つプロパティは、この一部分のみです。
· 特殊なWidgetsには、ここに掲載されていない追加のプロパティがあります。

全般
プロパティ 説明

名前 Widgetの名前。各Widgetでは、全てのページに固有の名前が付いています。この名前には、文字、
下線、数字が含まれます。

リフレッシュレート
データの更新。Widgetsを多数配置すると、PCの容量に負担がかかります。カーブウィンドウのカーブ
が振動する場合など、一部のWidgetsのリフレッシュレート調節が必要になる場合があります。
オプション[新しく作成したWidgetsのリフレッシュレート] を使用して、新しく作成したWidgetsのデ
フォルトのリフレッシュレートを指定します。

ステータス

Widgetのアクティブ/パッシブを切り替えます。
· アクティブ: Widgetは正常に動作します。
· パッシブ: Widgetを操作できません。ウィジェットの色が変化して、パッシブ状態であることを示しま
す。現在の値は表示されたままです。

· ...: 変数によって異なります。
0: パッシブ
1: アクティブ

タイトル Widgetの表示タイトル
色 タイトルのフォント色

58
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プロパティ 説明

デフォルトのソース

タイトルのソース
· ユーザ定義: 任意のテキスト
· 名前: 変数の名前
· ロングネーム: 測定名が後に続く変数の名前。Widgetが測定番号を介して変数と関連付けられて
いる場合、表示される測定名は選択した測定名と常に同化します。

· コメント: 変数のコメント
フォント ここで、名前、サイズ、フォントスタイルを変更できます。
複数言語のタイトル タイトルは複数の言語であらかじめ定義できます。
位置 タイトルの位置(Widgetの位置を変更できます)

単位 表示される単位。このプロパティが空の場合、Widgetに変数の単位が表示されます。それ以外の場
合、この単位が常に表示されます。

変数 Widgetと変数を関連付ける方法については、「変数のリンク」 の章を参照してください。

プリントアウトに表示

Widgetがプリントアウトで非表示になります。これは、PDFまたはグラフィックとしてエクスポートする場合
にも適用されます。
· 表示: エクスポートまたはプリントアウトに表示
· 非表示: エクスポートまたはプリントアウトから省略

書き込み保護

値が変更されないように保護します。
· オン: 値はこのWidget(表示要素)によって変更不可
· オフ: 値はこのWidget(コントロールおよび表示要素)によって変更可
· ...: 変数によって異なります。

0: オフ
1: オン

レイアウト
プロパティ 説明
ドッキング 指定した端でWidgetをドッキングします。「ドッキング」 を参照してください。
方向 Widgetsが線に沿って整列します。
位置 Widgetの位置とサイズです。
表示 Widgetの表示/非表示を切り替えます(設計モードでは無効)。

1001
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外観
プロパティ 説明
外観
背景
ボーダ

色
フォント
ピクトグラム
ポリゴンニードル
Sharpe
テキストのオフ/オン

動作
プロパティ 説明
Autosize Widgetのサイズを現在の写真(例: グラフィカルスイッチ)のサイズに適合させます。
小数点以下の桁数
イベント
係数
範囲
変数から
最大
最小

切り替え動作
テキストフォーマット ここで、変数表示をフォーマットできます。プレースホルダ をサポートしているWidgetsもあります。
領域 既存の領域を表示します。「[領域]ダイアログ」 を参照してください。
領域の表示

スケール
プロパティ 説明
Interval
スケールの角度
スケールの小数点以下の
桁数
スケールの位置
ティック距離

1526

778
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8.5.4.1  [領域]ダイアログ
このダイアログでは、入力によって設定される値をリストボックスに対して定義したり、各種Widgetsの値範囲に
色を割り当てたりできます(下図を参照)。

標準メータの例
このダイアログを開くには、以下の操作を行います。
· Widgetのプロパティを開く
· [領域]ボックスで、ボタン()をクリック
[領域]ダイアログが下図のように表示されます。

コントロールの領域設定例 標準メータ( : )

ダイアログの構造および表示される列 は、以下によって異なります。
· Widget
· Widgetプロパティ[書き込み保護]
· オプションの[詳細表示]

ここで、Widgetの値範囲は、色で区別できます。
この例では、標準メータの値範囲を以下のように細分します。

780
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· < 1 デフォルト(未定義)例: 白
· 1 - 9 緑
· 9 - 10 赤
· > 10 デフォルト(未定義)例: 白

上記の設定例に従うと、標準メータは下図のようになります。

例 標準メータ: 

値、テキスト、色の変更
エントリを変更するには、以下の操作を行います。
· 該当するボックスをクリック
· 目的とする変更を実行
デフォルトでは、値は絶対量で入力します。一部のWidgetsでは、値を範囲のパーセンテージ で入力するこ
ともできます。

領域の追加または削除
領域を作成するには、3つの方法があります。該当する列を選択した後に、以下のいずれかの操作を行いま
す。

· 2つのボタン()のいずれかをクリック
· [編集]メニューを開き、[行を追加]または[行を削除]を選択
· 行のコンテキストメニューを開き、[追加]または[削除]を選択
領域の移動
トップ領域には最上位の優先順位 が割り当てられます。
この順序を変更するには、3つの方法があります。該当する列を選択した後に、以下のいずれかの操作を行い
ます。

· 2つのボタン()のいずれかをクリック
· [編集]メニューを開き、[行を上に移動]または[行を下に移動]を選択
· 行のコンテキストメニューを開き、[行を上に移動]または[行を下に移動]を選択
無限大およびゼロ
特別な場合、ゼロおよび無限大の記号が使用されます。以下に、スイッチの領域を詳細表示 で示しま
す。

781
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スイッチの領域詳細表示( )
スイッチは、ゼロに近い値の場合にオフとなり、それ以外の値の場合にオンとなります。

8.5.4.1.1  列および列間の相互依存性
列[設定値]と[開始]/[終了]
ダイアログの構造は、Widgetによって異なります。
· 値をWidgetで設定すると、列[設定値]が表示されます(例: リストボックスおよびスイッチ)。
· 一般にWidgetに値が表示される場合は、[開始]と[終了]が表示されます(例: 標準メータ)。
ダイアログの構造は、プロパティ[書き込み保護]の設定によって異なります。
· Widgetが書き込み保護されている場合、このWidgetで値を設定することはできません。この場合、スイッチに
対してさえも、[開始]列と[終了]列のみが表示されます。
[詳細表示] が有効な場合、[設定値]、[開始]、[終了]の各列が表示されます(存在する場合)。

相互依存性
列の値は相互に関連付けられています。通常、[設定値]列に入力する値は、[開始]から[終了]までの範囲
になければなりません。[設定値]列のみが表示されている状態でその値を変更すると、それに応じて[開始]列
と[終了]列の値が変化します。

自動適応
· [詳細表示] を有効にした場合、この自動適応は無効になります。つまり、範囲外の値も設定できま
す。

· このような事実から、Widgetは動作不能の状態になる可能性がありますので、ご注意ください。

例: リストボックス:
Widgetには、以下の4つの領域があります。
設定値 テキスト 開始(非表示) 終了(非表示)
0 Item_1 -0,5 0,5
1 Item_2 0,5 1,5
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2 Item_3 1,5 2,5
3 Item_4 2,5 3,5

[設定値]列で値を変更し、[詳細表示]を有効にしていない場合、その他の値は自動調整されます。
設定値 テキスト 開始(非表示) 終了(非表示)
0 > 1 Item_1 -0,5 > 0,5 0,5 > 1,5
1 > 2 Item_2 0,5 > 1,5 1,5 > 2,5
2 > 3 Item_3 1,5 > 2,5 2,5 > 3,5
3 > 4 Item_4 2,5 > 3,5 3,5 > 4,5

8.5.4.1.2  順序と優先順位/重複する領域
値が省略されないように、ほとんどの場合、領域は重複します。
トップ領域には最上位の優先順位が割り当てられます。以下に例を示します。

領域ダイアログ詳細表示( )
最初の領域の範囲は-0.5～0.5です。2つ目の領域の範囲は0.5～1.5です。値0.5は両方の領域に表示されま
す。ただし、トップ領域には最上位の優先順位が割り当てられます。
値が正確に0.5である場合、領域にテキストItem_1が表示されます。

8.5.4.1.3  メニューオプション
詳細表示
[領域]ダイアログの表示は、デフォルトではシンプルです。この構造は、Widgetの通常の操作スタイルに適応し
ます。このダイアログは、使用するWidgetによって異なります。
詳細表示は、Widgetsの複合利用に大いに役立ちます。
· 全ての列が表示され、Widgetsの複合利用が可能です。例:
· リストボックス(入出力コントロールとして使用されます)
· 複数の領域のあるスイッチ
· 領域は変数の値によって異なります。
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· 変数値に対して、列[開始]、[終了]、[設定値]の値を設定できます。
拡張表示を有効にするには、以下の方法が利用できます。

· ボタン()をクリック
· [オプション]メニューを開き、コマンド[詳細表示]を選択
· テーブルの空き領域でコンテキストメニューを開き、コマンド[詳細表示]を選択
パーセンテージ
この値は、デフォルトでは絶対値で入力されます。一部のWidgetsでは、値を範囲のパーセンテージで入力する
こともできます。 この[パーセンテージ]の入力を有効にするには2つの方法があります。

· ボタン()をクリック
· [オプション]メニューから[パーセンテージ]を選択
数値領域/テキスト領域
一部のWidgets、たとえばAutomotive、Industrial、Designerに属するテーブルには、テキストまたは数値の値
を表示できます。

数値およびテキスト領域のあるテーブル
数値領域またはテキスト領域の表示を有効にするには、2つの方法があります。

· 2つのボタン()のいずれかをクリック
· [オプション]メニューから[数値領域/テキスト領域]を選択
桁
ここでは、ダイアログに表示する小数点以下の桁数を設定します。値は指数表記でも表すことができます。たと
えば、[E3]を選択します。
この設定は、このダイアログの番号の表示を参照するだけであり、Widgetには影響を及ぼしません。
小数点以下の桁数を変更するには、3つの方法があります。

· ボックス()のボタンをクリックし、値を選択するか入力
· [オプション]メニューを開いて[桁]を選択。続けて、ボックスのボタンをクリックし、値を選択するか入力
· テーブルのコンテキストメニューを開いて[桁]を選択。続けて、値を1つ選択
入力できる値は、0、1、2、...、E0、E1、E2、...です。

8.5.4.2  コマンドとスイッチの関連付け
特定のWidgetsを、状態遷移時に実行されるコマンド(イベントと呼ばれます)に関連付けることができます。
例として、標準グループのスイッチに属する2つのイベント()があります。

· スイッチオフ(オンからオフに切り替え)
· スイッチオン(オフからオンに切り替え)
Widgetsには、標準グループの押しボタンとスイッチに加え、他のWidgets (インストールされている場合、
Automotive、Industrial、Designer)の各種スイッチ/ボタンが含まれます。
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コマンドを割り当てるには、以下の操作を実行します。
· Widgetを選択
· Widgetのプロパティ を開く
· [プロパティ]ウィンドウの左下で、[イベント...]をクリック。その後、[イベント]ダイアログが開きます(下図を参
照)。

イベント ダイアログ[ ] : 
標準グループのスイッチに属するイベント

参照: コマンドおよびシーケンス
· 個ーのコマンドの機能については、「コマンドリファレンス」の章を参照してください。
· コマンドのシーケンスは、各種imcSTUDIOプラグインで作成できます。詳細については、「コマンドシーケ
ンス」の章を参照してください。

774



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

784 Panel

例
以下に、複数のコマンドを使用した例を示します。

スイッチをオンにした後:
· 測定が開始します。
· Panelページ[測定]が開きます。
スイッチをオフにした後:
· 測定が停止します。
· imcFAMOSの解析が実行されます(インストール済みの場合は、「Technical Data Sheet」の「Additional

imc Software Products」 を参照)。
· Panelページ[レポート]が開きます。

8.6  カーブウィンドウ
8.6.1  はじめに
カーブウィンドウには、測定信号および計算された波形が、最も単純なケースではラベル付きの座標系とカーブ
としてグラフィック表示されます。カーブウィンドウに表示される個ーの独立したオブジェクトは、必要に応じて配
置、拡大、編集できます。カーブウィンドウは、Windowsアプリケーションのウィンドウの標準的な特徴を持ってい
ます。
カーブウィンドウには豊富なメニューがあり、波形の表示やグラフィック評価のための多数のオプションが提供され
ています。Windowsの仮想的なマルチタスク操作により、カーブウィンドウには常に最新のデータが表示されま
す。カーブウィンドウは、マウスとキーボードのいずれかで、または両方を組み合わせて操作できます。
以下で、カーブウィンドウの主な機能の概要を簡単に説明します。
· 自動または手動によるスケーリング: x軸およびy軸が対象です。
· ズーム: カーブセクションの詳細を表示できます。
· アンズーム: カーブウィンドウの全体表示に戻ります。
· 測定値: 2つの独立した測定カーソルが使用可能で、カーブのx値およびy値と、値の差、傾きを表示します。
これらのカーソルを使用して、特殊処理を行うカーブのセクションを選択できます。測定値はレポートに転送で
きます。

· マーカ: マーカを設定して、コメントを表示したり、カーブウィンドウ内のカーブの個ーの点の座標を示したりでき
ます。

· オーバービューウィンドウ: カーブ全体の中での、ズームされたカーブセクションの位置を示します。
· カーブの追加: 比較できるように、カーブウィンドウに追加のカーブを表示します。
· 印刷: 指定したプリンタの分解能でカーブウィンドウの内容をプリントアウトします。
· レポートジェネレータ: 測定レポートを設計できます。テキスト、カーブグラフ、その他のグラフィックを必要に応
じて組み合わせて配置できます。ページ全体をデータシートとして印刷できます。

· クリップボード: カーブウィンドウのグラフをWindowsのクリップボードにコピーできます。これらをワープロやDTPア
プリケーションに貼り付けて、テキストやその他のグラフィックと組み合わせることができます。
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カーブグラフィックをクリップボードまたはプリンタにコピーする場合、フォントタイプ、線幅、次元など、複数のオプ
ションを指定できます。

· エクスポート: カーブウィンドウに表示されている波形を、他のimcアプリケーションにエクスポートできます。これ
は、Windowsのクリップボードと同様の、高速かつシンプルなデータ転送方法です。

· imc FAMOSに転送: カーブウィンドウからimc FAMOSへ、波形を直接転送できます。imc FAMOSのシーケンス
を、転送によって自動的に開始できます。

· 対数軸、dB軸および線形軸
· XYプロット、極座標プロットおよび軌跡プロット
· 色: グラフィックの色を必要に応じて設定できます。
· グリッド: 座標系にグリッドを重ね合わせることができます。
· 構成: カーブウィンドウの構成をファイルに保存して再度ロードできます。
· 1/3オクターブまたはオクターブの分析用に、カーブウィンドウのx軸を通常のスケーリングに設定できます。
· 複数のカーブを比較用に同時に表示可能: オーバーラップ、スタックまたはウォータフォール図。
· ウォータフォール表示では、表示の角度など、さまざまなオプションを使用できます。
· カーブに記号でマークを付けると、モノクロ表示で複数のカーブを区別できます。
· 周期的な波形用のオプションがあり、すべての期間を相互に比較できます。これは、傾向と逸脱の識別に役
立ちます。

· カラーマップ: カラーの3Dプロットの「鳥瞰図」です。色分けによって高さを示します。
注記

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、本マニュア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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8.6.2  [ファイル]メニュー

メニュー項目 説明
ロード カーブウィンドウの構成をファイルからロードします。

名前を付けて保存 カーブウィンドウの構成(軸スケーリングなど)をファイルに保存します。

imc FAMOSに転送! カーブウィンドウ内の波形をimc FAMOSに転送します。
レポートジェネレータ レポートジェネレータを呼び出します。レポートのレイアウトには、独自のクリエイティブなデザインを使

用できます。
印刷 カーブウィンドウをプリントアウトします。

プリンタ設定 カーブウィンドウの内容をプリントアウトするプリンタを設定します。
オーバービューウィンドウ オーバービューウィンドウを表示します。

ツインウィンドウ 同じ外観の新しいカーブウィンドウを生成します。
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8.6.2.1  構成のロード
機能
カーブウィンドウ構成をファイルから直接ロードすることができます。カーブウィンドウ構成には、サイズ、軸スケーリ
ング、ウィンドウ内の追加のカーブの名前など、ウィンドウの様ーな属性が含まれます。

マウス操作
· [ファイル] > [ロード...]を選択します。
· 構成をロードする必要があるファイルを指定できるダイアログが表示されます。

· ファイルフォーマット"CCV"を選択します。
· 目的のファイルを選択し、[開く]をクリックしてダイアログを終了します。
注記
· ファイル名の標準拡張子は"CCV"です。
· 構成のロードに使用されるディレクトリは、プログラムの起動時にWindowsシステムレジストリから読み込まれま
す。imc FAMOSでは、メニュー項目[その他] > [オプション...]を使用してフォルダを処理できます。

· ファイルが正常に保存またはロードされると、関係するディレクトリが後続のロードまたは保存操作に使用され
ます。

· ウィンドウに表示されたカーブとそれに対応するデータセットは構成に含まれません。
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· カーブ構成をロードすると、構成に保存された全ての波形の検索が試行されます。見つからない波形は、無
効としてマークされます。

· その名前は、何の波形の表示が予期されるのかを示します(imc FAMOS 2.0から構成をロードすると、その時
点のシステム動作が再生され、波形は削除されます)。複数のカーブを持つ構成は、ストックタスクにのみ使用
する必要があります。そこでは、波形の名前は同じままになります。変更方法については、第4章のキット関
数CvReplaceChannel()を参照してください。

· 構成の基準波形(つまり、ウィンドウで開く最初のデータセット)の名前も保存されます。
· 構成を手動で移動すると、ウィンドウの位置は変わりません。プログラムまたはシーケンスを使用した自動ロー
ドでは、ウィンドウは構成ファイルに保存された位置に移動します。これは、ダイアログ内のカーブウィンドウには
適用されません。
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8.6.2.2  構成の保存
機能
カーブウィンドウ構成をファイルに保存できます。この構成には、ウィンドウ属性(ウィンドウサイズ、軸スケーリング、
ウィンドウ内の追加のカーブの名前など)が含まれます。

マウス操作
· カーブウィンドウメニューで[ファイル] > [名前を付けて保存...]メニュー項目を選択します。
· 構成を保存するファイルを選択するためのダイアログが表示されます。

· ファイルの名前を入力ボックスに入力します。
· ファイルフォーマット"CCV"を選択します。
· [保存]をクリックしてダイアログを終了します。
注記
· 構成の保存先となるファイルがすでに存在する場合は、上書きするかどうかを尋ねられます。
· 自動軸スケーリングが設定されている状態で構成を保存した場合、この構成を新しい波形用にロードする
と、異なる値が軸に書き込まれる可能性があります。新しい波形の場合は、適切なスケーリングが自動的に
定義されます。

· 一部のアプリケーションでは、自動軸スケーリングを使用して構成を保存するのが実用的です。これは、予期
された信号がその信号の値範囲内で大きく変動する場合に特に推奨されます。

· ファイル名の標準拡張子は"CCV"です。
· プロジェクトのディレクトリパスは、プロジェクトフォルダ、またはimc FAMOSの[オプション]のデフォルトCCVフォルダ
です。

· ファイルが正常に保存またはロードされると、関係するディレクトリが後続のロードまたは保存操作に使用され
ます。

· ウィンドウに表示された波形とそれに対応するデータセットは構成に含まれません。
· 構成の基準カーブの名前も指定されます。
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8.6.2.3  imc FAMOSに転送
[FAMOSに転送!]を使用すると、このカーブウィンドウに表示されたデータセットのコピーがimc FAMOSで作成され
ます。転送後、データセットはimc FAMOSの変数リストに表示されます。この変数リストでは、それらのデータセッ
トを操作できます。通常、転送は、カーブウィンドウがimc FAMOS以外のimcプログラム(imc STUDIOなど)に属
する場合にのみ役立ちます。
この操作では、imc FAMOSで変数を指定するために[オプション] > [転送オプション]ダイアログで行った設定も有
効です。コマンドは、変数がimc FAMOSに転送された後に実行するように指定できます(たとえば、転送した波
形を分析するためのシーケンスを呼び出すコマンドなど)。

参考
· 波形または波形のセクションの転送は、測定値ウィンドウから行うことができます。詳細については、「[測定]
ウィンドウにおけるコンテキストメニュー」 のセクションを参照してください。

· 波形は、ドラッグアンドドロップ を使用してimc FAMOSに転送することもできます。

8.6.2.4  レポートジェネレータ
レポートジェネレータを開き、レポート内でカーブウィンドウをまとめることができます。詳細については、レポートジェ
ネレータ のドキュメントを参照してください。

8.6.2.5  印刷
機能
カーブウィンドウのハードコピーは、Windowsによってサポートされる任意のプリンタまたはプロッタで作成できます。
ハードコピーは、常にページ全体になります。グラフィックは、このページの中心に配置されます。
グラフィックは、カーブウィンドウの[印刷] > [プリンタ設定...]メニュー項目に属するダイアログで指定されたプリンタ
に送られます。[オプション] > [クリップボード設定]では、様ーな印刷基本設定を指定できます。サイズ、フォン
ト、幅などは、これらの設定に対応します。

マウス操作
カーブウィンドウを印刷するには、[ファイル] > [印刷]を選択します。
その結果、プリントアウトが進行中であることを示す小さな情報ダイアログが
表示されます。[キャンセル]ボタンをクリックすると、この処理をキャンセルでき
ます。
通常は、印刷ジョブが実際に停止される前の遅延を考慮する必要がありま
す。

注記
· プリンタの設定を行うには、MS-Windowsコントロールパネルを使用します。
· ここでは、プリンタ解像度、用紙のサイズとフォーマット(縦長/横長)、プリンタのメモリ割り当てなど、プリンタに
対する追加のパラメータも指定できます。これを行うには、カーブウィンドウの[ファイル] > [プリンタ設定]メニュー
項目を使用します。 

· 品質は解像度と共に向上します。当然ながら、グラフィックがきれいに見えるのは、高解像度で印刷した場
合のみです。ただし、解像度を高くすると、印刷にかかる時間が長くなるので注意してください。実際に、プリ
ンタジョブを計算するための時間は解像度の2乗で増加します。

· 品質よりもプリントアウトの速度を重視する場合は、低い印字解像度を選択してください。
· 現在の時刻は、作成/変更時刻として使用されます(波形がその時刻をまだ備えていない場合)。
· デスクトップパブリッシングプログラムでテキストとグラフィックを組み合わせるには、[印刷]オプションを使用する
代わりにWindowsクリップボードに出力を送ります。「クリップボード」 を参照してください。
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· プリンタがMS-Windowsシステムで正しく定義されていないか、オフになっている場合、またはプリンタに用紙が
ない場合は、エラーメッセージが表示されます。

· より詳細なレイアウトを作成する場合は、imcレポートジェネレータを使用します。この強力なプログラムの詳細
については、本マニュアルの「レポートジェネレータ」 の章を参照してください。

· 時間フォーマット(日付と時刻)は、コントロールパネルの[地域の設定]で変更できます。
参考

「クリップボード設定」 、「プリンタ設定」 を参照してください。

8.6.2.6  [プリンタの設定]
機能
ここで、カーブウィンドウのハードコピーの出力に使用するプリンタを設定します。

操作
任意のカーブウィンドウでメニュー項目[ファイル] > [プリンタの設定...]を選択します。プリンタを選択して設定する
ためのWindows標準ダイアログが表示されます。

このダイアログの外観は バージョンやプリンタによって異なるWindows
この設定は、コンピュータの全てのimcカーブウィンドウに適用され、次回にプログラムを起動したときも保持されて
います。

790
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8.6.2.7  オーバービューウィンドウ
機能
カーブウィンドウは波形の任意の部分を表示できますが、オーバービューウィンドウ(カーブウィンドウと共に表示さ
れる)はカーブウィンドウで表現される波形の全体のみを表示します。カーブウィンドウとオーバービューウィンドウは
x方向に相互にリンクされ、そこでは各ウィンドウの基準線が同じx座標をマークします。オーバービューウィンドウ
は、以下の場合に特に有用です。
· 複雑なカーブや長いカーブにおける位置を追跡したり(特にズーム中)、複数の波形が一緒に表示されている
ときに異なる軸の長さを区別したりする場合

· カーブウィンドウでx方向にスクロールするときに、表示されたセクションをカーブ全体に正しく関連付ける場合

マウス操作
· オーバービューウィンドウを開くには、[ファイル] > [オーバービューウィンドウ]を選択します。選択したオプションの
隣にチェックマークが表示されます。

· カーブウィンドウの1つの領域でズームインし、オーバービューウィンドウ内の基準線を使用して信号内をナビゲ
ートします。

· このオプションを再度クリックするか、オーバービューウィンドウのシステムメニューで[閉じる]を選択すると、オーバ
ービューウィンドウが閉じます。
オーバービューウィンドウは、カーブウィンドウとほぼ同じように動作する独立したウィンドウです。ただし、各オーバ
ービューウィンドウはカーブウィンドウに割り当てられ、カーブウィンドウなしで存在することはできません。オーバー
ビューウィンドウには、カーブウィンドウと同じメニューも含まれています。カーブウィンドウにおける波形の構成と表
示を対象とした設定は、全てオーバービューウィンドウに対して行うことができます。したがって、追加のオーバー
ビューウィンドウを開くことにより、様ーに強くズームされたビューと共にカーブを表示できます。 

注記
· オーバービューウィンドウは、カーブウィンドウに表示された範囲をオーバービューウィンドウにフルに表示できる場
合にのみ推奨されます。

· カーブウィンドウがアイコンに縮小されると、オーバービューウィンドウは非表示になります。
· オーバービューウィンドウで使用される表示スタイルは、必要に応じて変更およびズームすることができます。
· オーバービューウィンドウと測定値ウィンドウが同じカーブウィンドウに対して表示されている場合は、オーバー
ビューウィンドウでズーム範囲を移動するときに測定値ウィンドウを閉じる必要があります。これにより、カーブ
ウィンドウが更新されている間のちらつきが減少します。

· オーバービューウィンドウのタイトルは、文字列"Overview:"とその後に続く対応するカーブウィンドウの名前で
構成されます。これは、ウィンドウの容易な識別を可能にします。
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8.6.2.8  ツインウィンドウ
この項目を使用すると、カーブウィンドウの同一コピーを作成できます。その後、両方のウィンドウを個ーに構成で
きます。

考えられる用途:
· オンライン測定中に、測定データをカーブプロットと数値(「最終値」 )の両方で表示できます。
· ウォータフォールグラフを3Dまたはカラーマップで表示できます。
· まったく同じデータを概要とズームの両方で同時に表示できます。

8.6.3  [編集]メニュー

メニュー項目 説明
ズーム カーブウィンドウの特定のセクションを拡大します。

アンズーム カーブ全体を表示します。

測定 測定値ウィンドウと、カーブを測定するための測定カーソルが表示されます。

選択モード このモードでは、凡例、座標系、軸、カーブおよびマーカの選択と編集が可能です。

マーカ マーカ機能のリストに進みます。
クリップボード カーブウィンドウ内のグラフィックをWindowsのクリップボードにコピーします。

移動 さまざまなカーブ表示機能をリストするサブメニューに進みます。

参考
カーブウィンドウ内のナビゲーションには、「軸ナビゲーションバー」 も使用できます。
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8.6.3.1  ズーム
機能
表示されたカーブの領域は、拡大して表示できます(ズーム状態)。ズームは、x軸とy軸の両方で同時に行うこと
ができます。ズームされた領域は座標系内の矩形領域であり、そのサイズと位置はユーザによって決定されま
す。

マウス操作
· [スケール]メニューから[編集] > [ズーム]メニューオプションを選択します。マウスポインタの形が縦型の矢印に変
わります。

· 確認したい領域を囲むようにマウスで矩形を描きます。選択した領域は、反転色で表示されます。

· マウスボタンを離すと、ネガティブで表示された領域が拡大し、ズームモードが終了します。

注記
· ESCAPEを押すことにより、いつでも[ズーム]モードを終了できます。
· ズーム範囲の角を選択する際には、マウスポインタは必ずしも座標系内にある必要はありません。
· ズームされた領域は、さらにズームして、より詳細にすることができます。
· カーブ全体を表示するには、[アンズーム]メニュー項目を使用します。
· ズーム機能は、オーバービューウィンドウや測定値ウィンドウがアクティブなときにも使用できます。
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· ズーム完了後は、四捨五入された値を使用して、任意に軸にラベル付けすることができます。その場合、通
常は、選択した領域よりも若干大きい領域が表示されます。

· [四捨五入を使用] オプションは、[プリセット]メニューでオフにすることができます。
· ズーム機能は、一連の手動軸スケーリング操作のショートカットと見なすことができます([軸] メニューオプ
ションを参照)。結果に納得がいかない場合は、手動で(四捨五入された値を使わずに)軸をスケールしてくだ
さい。

· 多くの場合、x方向のズームは望ましい結果をもたらしません(特に、対数的に表示されたx軸の場合)。四捨
五入では、x範囲が十分に大きい限り、x軸の値は10の累乗で表示されます。x方向にさらにズームするか、x
軸を手動でスケールしてみてください。その後、カーブウィンドウのプリセットについて検討する必要があります。

· 複数のカーブがウィンドウに表示されている場合は、全てのカーブが同時にズームされます。
· 測定値ウィンドウとオーバービューウィンドウは自動的に更新されます。測定カーソルの位置は、可能であれば
維持されます。

· 無制限にズームすることはできません。
· 相対解像度は10-13です。
· 数値の表現はおおよそ小数第15位までしか正確でないため、無制限のズームは意味をなしません。
· ズーム領域は、モニタ画面の解像度によって決まります。ズームをより正確なものにするには、カーブウィンドウ
を拡大します。

· [スタックされたy軸] 表示モードを選択すると、ズームモードのカラーネガティブ矩形を単一または複数のカー
ブに広げることができます。矩形が1つのカーブだけを覆っている場合、このカーブはxおよびy方向にズームされ
ます。ウィンドウ内の他のカーブについては、y範囲は元の状態のままになり、x範囲はズームされた領域に適
応されます。矩形が複数のカーブに及んでいる場合は、x方向のみズームされ、各カーブのy範囲は同じままに
なります。

· ウォータフォール図では、XYレベルのみズームできます。

8.6.3.2  アンズーム
機能
ズームした後に波形全体の表示に戻るには、[アンズーム]機能を選択します。ズーム前にカーブウィンドウのスケ
ーリングとパラメータがカスタマイズされている場合、スケーリングは自動的に実行されるため、それらの設定はアン
ズーム後に失われます。 

マウス操作
以前のカーブウィンドウ設定を復旧するには、[編集]メニューで[アンズーム]メニューオプションを選択します。

注記
[アンズーム]機能の選択時に存在するy軸は、左隣にある軸のようにスケールされる場合を除き、全て自動的に
スケールされます。x軸は、ウィンドウ内の最初のカーブが完全に表示されるように自動的にスケールされます。そ
の他のカーブは、異なるxスケーリングにより、この範囲を越えて伸びる可能性があります。

968

923

832



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

796 Panel

8.6.3.3  測定
機能
2つの独立した測定カーソルを測定の実行に使用できます。垂直カーソルラインとの交点のx値とy値は、測定
値ウィンドウにカーブと共に表示されます。

マウス操作
· [編集] > [測定]を選択して[測定]ウィンドウを表示します。測定値ウィンドウが表示され、2つの測定カーソル
がカーブウィンドウ内で設定されます。

· マウスポインタを座標系の上に移動し、左または右マウスボタンを押したままにします。これにより、マウスポイン
タが測定カーソルまでジャンプします。反対に、測定カーソルをマウスポインタの位置に配置する場合は、CTRL
またはSHIFTキーを押しながらマウスボタンをクリックします。

· 左マウスボタンは左の測定カーソルを制御し、右マウスボタンは右の測定カーソルを制御します。両方の
マウスボタンを同時に押し下げると、両方の想定カーソルを同時に移動できます。

· SHIFTキーを押したままカーブ内をクリックすると、測定カーソルがマウスポインタの現在のx座標にジャンプしま
す。

· 測定カーソルをXY表示内の任意の場所に配置するには、SHIFTキーを押しながら、いずれかのマウスボタンを
クリックします。これにより、測定カーソルは現在の位置に最も近いカーブ上のポイントにジャンプします。

注記
· 十字線は相互に交差する可能性があります。
· 通常の時間表示では、カーブが座標系内に存在し、測定カーソルのx座標に対して定義されている間だけ、
測定カーソルの水平線が表示されます。

· XYまたは軌跡プロットを拡大すると、測定カーソルが表示されなくなることがあります。
· カーブの実際のポイント間の線形補間を使用してグラフを描画した場合(ポイントが線で接続される)、測定カ
ーソルはこのパスをたどります。

· カーブの実際のポイントを測定するには、[線] メニューの[スタイル]サブメニューで[階段]表示モードを選択
します。

· 水平測定カーソルは、[オプション] > [プリセット] メニューでオフにすることができます。これは、ゆっくり変化す
るデータやステップで構成されるデジタルデータを表示する場合に役立つことがあります。

935

968



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

797カーブウィンドウ

· マウスが接続されていない場合、マウスポインタはカーブウィンドウが現在アクティブな場合にのみ表示されま
す。

8.6.3.3.1  [測定]ウィンドウ
機能
カーブウィンドウで[測定]メニューオプションを有効にすると、測定値ウィンドウが表示されます。このウィンドウの位
置は、必要に応じて変更できます。ただし、測定値ウィンドウは、常にそのウィンドウが割り当てられているカーブ
ウィンドウの前にあります。測定値ウィンドウは、測定ポイントとそれらの値の相互差についてx値とy値を示しま
す。他の特性値の表示はオプションです。

選択リスト[yl]および[yr]では、カーブウィンドウに表示される波形を測定用に選択できます。これを行うには、測
定カーソルを使用します。ダイアログの下部にあるリストボックスには、計算値の選択肢として以下の項目が含ま
れます。

記号 定義
xl 左測定カーソルのx座標
xr 右測定カーソルのx座標
dx x座標間の差、xr-xl
xr/xl 測定カーソルのx座標の商

yl 左測定カーソルとの交点における指定したカーブのy座標
yr 右測定カーソルとの交点における指定したカーブのy座標
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計算 定義
yr-yl y座標間の差
yr/yl y座標の商
傾き 2つの測定ポイント間の傾き、dy/dx

ディケード当たりの傾き 傾きは、ディケード当たりの単位(dy/lg(xr/xl))で定義され、特に対数表示に役立ちます。たとえば、多くの
場合、フィルタの傾きはdB/decで測定されます。

1/dx (周波数) 周波数単位(たとえば、1/ms)でのx座標間の差(xr-xl)
表面 測定カーソル間のデータの積分 = Sum(Yn*xdelta)

等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。
y-Min 測定カーソル間の最小値

等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。
y-Max 測定カーソル間の最大値

等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。
RMS カーソル間の各値の二乗の平均値のルート(二乗平均平方根)が計算されます。

等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。
標準偏差 測定カーソル間のデータの場合は、算術平均からの各値の偏差が二乗され、これらの二乗値の全てが合

計されます。この値は、これらの値の数から1を引いた値で除算されます。最後に、平方根が計算されます。
等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。

変曲点の
x座標

以下の式に従った変曲点:
yl > yr -> 最小傾きのx位置
yl < yr -> 最大傾きのx位置
等間隔サンプル波形の場合にのみ使用できます。

[日付/時刻]または[日/時間/分]表示モードのいずれかを使用すると、時間データは以下のように表示されま
す。

日付時刻表示での測定ウィンドウ/ [ ]

相対時間での測定ウィンドウ[ ]
日/時間/分および秒のデータの前にある負符号は、日だけでなく時間宣言全体に関係します。
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8.6.3.3.2  [測定]ウィンドウのコンテキストメニュー
マウスカーソルを測定値ウィンドウに移動し、右クリックすると、以下
のコンテキストメニューが表示されます。

カーソルを制限なく移動可能
この機能を選択すると、特定のカーブへのリンクなしで、カーブウィンドウ内で両方の測定カーソルを自由に移動
できます。
imc FAMOSにカーブセグメントを送信!
測定カーソルの垂直線の間に配置されているカーブセクションをimc FAMOSに送信します。この新しい波形には
名前が付けられ、それが変数リストに表示されます。カーブウィンドウの[オプション] > [転送オプション...] メニュ
ーを使用して設定した転送オプションに従って名前が指定されます。
ウィンドウに複数のカーブが表示されている場合、該当する転送オプションが有効であれば、それぞれの測定カ
ーソルの間のセクションがimc FAMOSに転送されます。
[転送オプション]を使用するときに新しい名前を指定しないと、元のデータセットが上書きされます。
このエクスポート機能では、他のエクスポート機能とは異なり、エクスポートの過程で波形が複製されます。カーブ
セクションをエクスポートした後に測定カーソルの位置をシフトしても、エクスポート後の波形に影響はありませ
ん。
参考
詳細については、「転送オプション」 を参照してください。
クリップボード
測定値ウィンドウに表示される測定値はすべて、テキスト形式でクリップボードにコピーされます。このテキストを、
他のアプリケーションで使用できます。
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チャンネルリスト
1つのウィンドウ内の複数のカーブを相互に比較する場合は、できるだけ多くの測定値を同時に確認できると便
利です。これを行うには、[チャンネルリスト]オプションを選択し、すべてのチャンネルのリストを表示します。測定
値ウィンドウが拡大され、どのカーブに沿って移動するようにカーソルが設定されているかに関係なく、両測定カー
ソルに関してそれぞれの位置のすべてのy座標のリストが表示されます。

[全チャンネルのリスト]が有効なときは、メニュー項目にチェックマークが付いています。リストモードを閉じる場合
は、同じメニュー項目を再度選択します。前回の状態は、測定ウィンドウを次回開いたときも有効なままとなり
ます。チャンネルリストのサイズは変更できます。リスト項目を強調表示すると、視覚的に区別できます。 
注記
リスト上部の[右]と[左]の列は、対応するマウスボタンで制御されている測定カーソルに割り当てられています。
リストを展開
[全チャンネルのリスト]を有効にすると、[リストを展開]メニュー項目が表示されます。  このオプションを選択するこ
とにより、すべてのXY波形成分(該当する波形が存在する場合)に関して別ーの測定値がリストに表示されま
す。極座標プロットでは、振幅と位相の測定値が表示されます。このオプションは、リストで関連する項目をダブ
ルクリックして有効にすることもできます。
波形の成分をダブルクリックするとオプションが無効になり、選択した成分のみがリスト内で別個の項目として保

持されます。
信号の再処理...
このメニュー項目では、たとえばスムージングやピーククリッピングを行うために信号を再処理できます。詳細につ
いては、「信号の再処理」 の章を参照してください。802
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左クリックでマーカを配置/右クリックでマーカを配置
測定カーソルの位置でマーカを設定します。その後、マーカ設定 のためのダイアログが表示されます。
参考
詳細については、「マーカ」 および「マーカの定義 」 を参照してください。

測定値ファイルに追加
このメニュー項目では、測定値のファイルに測定値をテキストとして追加します。名前(およびディレクトリパス)を、
[測定値ファイル名]の下のメニューで設定します。
このファイルは、書式設定情報のないASCIIの通常のテキストファイルなので、任意のワープロプログラムで編集で
きます。さまざまなカーソル位置に関してこのメニュー項目を繰り返し呼び出すことにより、ランドマークポイントのリ
ストを生成できます。ファイルが存在しない場合は、最初に作成されます。
MS-Windowsアプリケーションでは、これらのファイルに含まれるウムラウトが正常に読み取られません。これらの
ファイルへの書き込みにはOEMフォーマットが使用されます。この理由により、これらのファイルを解析する際は、
MS-Windows以外で動作しているプログラム(ワープロなど)を使用してください。

注記
imc FAMOS 7.0 / imc STUDIO 5.0R3では、この機能は表示されません。
レジストリのエントリを利用することにより、再度表示できます。

まだ指定していない場合は、[新規文字列]として、「EnableMeasFile」というテキストを入力し、その内容を1に
設定します。

測定値ファイル名
このメニュー項目は、測定データファイルの名前を編集できる小さいダイアログを呼び出します。このファイル名の
設定は、すべての測定値ウィンドウに関してグローバルに有効です。

注記
· 測定モード([測定]ウィンドウが開いている状態)は、カーブウィンドウの表示が大幅に変更されたとき(数値表
示モードが選択されたときなど)に終了します。

· カーブウィンドウが測定モードの場合、カーブウィンドウで測定メニューオプションにチェックマークが付きます。
チェックマークをオフにすると、測定値ウィンドウが閉じます。

· 他のすべての開いているカーブウィンドウのステータスに関係なく、個ーのカーブウィンドウを測定モードにするこ
とができます。そのため、複数の測定値ウィンドウでそれぞれ独立して測定を実施することが可能です。[測定]
ウィンドウのタイトルバーには、対応するカーブウィンドウの名前が含まれます。

· すべてのXY表現(または極座標プロット)で測定する場合、通常の時間に依存する表現と比べて、測定カー
ソルは多少違った動きをします。測定カーソルの動きは、常にXY表示のパラメータに従います。マウスを右また
は上方へ動かすと、対応する測定カーソルはパラメータが増加する方向へ移動します。

· XYおよび軌跡プロットでの測定カーソルの速度は、カーブのポイント密度によって決まります。サンプル間で測
定カーソルを任意に細かい刻みで移動することはできません。したがって、ズームが急激すぎると、測定カーソ
ルがポイント間でジャンプする可能性があります。

815
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8.6.3.3.3  カラーマップでの測定の実行
この表示モードでは、座標系の平面
全体で測定カーソルを自由に移動で
きます。xおよびy座標は水平または垂
直に配置されます。z座標は色軸に
沿って示され、色軸はモニタの平面か
ら外側に伸びます。

8.6.3.3.4  信号の再処理
機能
ここでは、単純な信号を編集(たとえば、その信号からのクリップピークを平滑化)できます。したがって、無効な読
み取り値を信号から削除して妥当な読み取り値に置き換えたり、歪んだ読み取り値をオフセットやドリフトの除
去などによって修正したりすることができます。
imc FAMOSでは、これらの機能はオフラインでのみ使用できます。

マウス操作
カーブウィンドウにチャンネルが表示されます。領域は、測定カーソルを使用して確保されます(たとえば、削除さ
れる干渉を表す信号ピークを中心とした領域)。[信号の再処理...]メニュー項目から呼び出されたダイアログ
で、確保された領域に適用する数学関数を選択します。この関数を実行すると、チャンネルの測定値は新規
に計算された値に置き換えられます。
最初に、測定値ウィンドウが開きます。
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次に、このウィンドウのコンテキストメニューが開きます。マウスポインタ
を測定値ウィンドウの上に移動し、マウスを右クリックすると、以下に
示したメニューが表示されます。

[信号の再処理...]を選択します。以下のダイアログが呼び出されます。

ダイアログの左部分で、関数を適用するカーブウィンドウ内のチャンネルを選択します。右側で、計算関数と関
数パラメータを選択します。
測定カーソルを使用して、目的の信号セグメントに慎重に線引きします。
[実行!]ボタンを押すと、選択したチャンネルのそれぞれの信号セグメントに関数が適用されます。信号セグメント
は、カーソルによって線引きされます。
[元に戻す]ボタンを使用すると、最後に行った操作が取り消されます。
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注記
· この方法で処理できるのは、単純なデータタイプのみです。これらは、追加の構造パターンを持たない等距離
データ(一定のサンプリング時間、dx = 定数)です。特に、セグメント分割された波形、イベントを持つデータ、
XYデータ、すでにトランジショナルレコーディングの対象となったデータ、タイムスタンプASCIIデータ、テキスト、およ
び複素数データを処理することはできません。

· データの元のフォーマットは維持されます。つまり、値範囲は制限され、その状態のままになり、数学関数は近
似でのみ実行できます。たとえば、チャンネルの値範囲が2バイト整数フォーマットを用いた-10V～+10Vである
場合、10Vを超える値は表示できません。したがって、オーバードライブされたスプラインは10Vで切り捨てること
ができます。また、信号を11Vに設定することもできません。代わりに、信号は10.0Vに制限されたままになりま
す。

· [元に戻す]: 最大30の操作を取り消す(元に戻す)ことができます。
· 無効な関数パラメータを指定した場合、その関数は実行できません。代わりに、エラーメッセージが表示されま
す。

· 境界値を決定するための間隔を0より小さくすることはできません。
· 信号を再処理するためのダイアログは、一度に1つのカーブウィンドウに対してのみ開くことができます。そのた
め、別のカーブウィンドウの信号も再処理する場合は、先に最初のウィンドウで[信号の再処理]ダイアログを
閉じます。

· 信号を再処理するためのダイアログには、[キャンセル]ボタンはありません。ダイアログを終了した場合、チャン
ネルの変更内容は維持されます。[元に戻す]ボタンは、行った変更を取り消す唯一の方法です。

· [デフォルトとして設定]ボタンの操作については、「確認バー」 の説明を参照してください。
· imc FAMOS内のデータを[信号の再処理..]ダイアログで編集した場合、imc FAMOSのデータエディタ内の表
示は更新されません。データエディタは、この間に閉じる必要がありますが、後で再度呼び出すことができま
す。

8.6.3.3.4.1  機能の説明
[機能]リスト内のすべての機能について以下で説明します。
機能は項目名ごとに並べられています。
項目名([カーブを適応]など)は、左端寄せで表示され
ます。機能自体([右境界に基づいた一定レベル]など)
は、インデントして表示されます。選択できるのは機能
のみです。

項目名
· カーブを適応: 接続線(直線またはスプライン)を挿入します。
· カーブを再定義: 指定した一定レベルなどとしてカーブを再定義します。
· スムージング: ローパスフィルタリングなど。
· 信号を編集: 値範囲の制限など。
· 傾向を編集: オフセットの追加、傾向の除去、ハイパスフィルタリングなど。
· ノイズ: ノイズを追加して、「信憑性が高く見える」測定値を生成します。
「ノイズ」 と「境界区間」 のパラメータの説明も参照してください。

959
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カーブを適応
右境界に基づいた一定レベル: 右の境界区間(下記を参照)の平均値を取ります。線で区切った領域の元
の測定値がすべてこの値に置き換えられます。必要に応じて、ノイズ(下記を参照)を追加できます。
左境界に基づいた一定レベル: 左の境界区間(下記を参照)の平均値を取ります。線で区切った領域の元
の測定値がすべてこの値に置き換えられます。必要に応じて、ノイズ(下記を参照)を追加できます。
接続線: 左右の境界区間それぞれの平均値を取ります。これらの平均値は、カーソル間の信号カーブを置き
換える直線の境界値として使用されます(線形補間)。必要に応じて、ノイズ(下記を参照)を追加できます。
三次スプライン: 左右の境界区間それぞれの平均値および平均傾きを取ります。平均値はカーソル間の代替
カーブの境界値として使用され、傾きは三次スプラインを形成するために使用されます。三次スプラインとは、境
界における傾きが元のカーブの傾きと一致する多項式です。

カーブを再定義
一定の数値: 区切られた領域を、指定する固定数値に置き換えることができます。必要に応じて、ノイズ(下
記を参照)を追加できます。

スムージング
ローパス: スムージング: 区切られた領域内の測定値にデジタルフィルタが適用されます。Butterworth特性のロ
ーパスフィルタです。フィルタオーダおよび遮断周波数を指定できます。オーダは1～10に設定できます。ポップダウ
ンリストに遮断周波数の推奨値が表示されます。遮断周波数は、データのサンプリング周波数の半分よりはる
かに小さくする必要があります。この機能は、imc FAMOSのFILTTP()関数と同様の動作をします。フィルタには過
渡振動があり、常に遅延が発生します。

信号を編集
この上の信号をクリップする...: 線で区切った領域のすべての測定値をクリップして、カーブを指定した最大値
より下に保ちます。
この下の信号をクリップ...: 線で区切った領域のすべての測定値をクリップして、カーブを指定した最大値より
上に保ちます。

傾向を編集
数値定数を加算: オフセットを追加します。線で区切った領域のすべての測定値に固定数値が加算されま
す。つまり、オフセットを追加するということです。減算するには、負の値を入力します。
乗算: 区切られた区間内のすべての測定値に固定数値が乗算されます。 
ハイパス: オフセットと低速のドリフトを除去します。線で区切った領域内の測定値にデジタルフィルタが適用され
ます。Butterworth特性のハイパスフィルタです。オーダは1～10に設定できます。ポップダウンリストに遮断周波
数の推奨値が表示されます。遮断周波数は、データのサンプリング周波数の半分よりはるかに小さくする必要
があります。この機能は、imc FAMOSのFILTHP()関数と同様の動作をします。フィルタには過渡振動があります。
傾きを加算: 傾向補正: 線で区切った領域のすべての測定値に傾きが追加されます。傾きは線形に増加する
関数です。傾きを定義するには、開始点(線で区切った領域の左境界のy座標)と終了点(線で区切った領域
の右境界のy座標)の振幅を指定します。指定した値で傾きが定義され、測定値に追加されます。
線形近似値を減算: 傾向補正: 線で区切った領域のすべての測定値から線形近似が形成されます。これに
は最小二乗法を使用します。その後、線で区切った領域のカーブから近似値が減算されます。
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フェードイン/アウト: 線で区切った領域内で、信号をゼロにフェードイン、またはゼロからフェードアウトできます。
この目的で、信号にランプが乗算されます。0%から100%へのフェードインが典型的なケースです。100%から0%へ
のフェードアウトも、もう1つの典型的なアクションとして考えられます。両方のパーセンテージを指定できます。
100%というエントリは、係数1.0に相当します。これらのパラメータは、[開始、成分(%)]および[終了、成分(%)]と
して、左右それぞれの境界の値としてダイアログに表示されます。中間では、値は線形補間されます。指定する
2つのパーセンテージは、0.0または100.0とは限らず、その間にある他の実際の値を任意に指定できます。

ノイズ
境界ノイズを加算: 境界区間の各信号から、それぞれの傾向を除去します。これを行うには、計算した線形
近似値を減算します。その残りがノイズと解釈されます。この周期的に繰り返されるノイズを、線で区切った領
域の測定値に追加します。この処理では、線で区切った領域の幅に沿って線形に荷重を増やすことにより、両
端のノイズが結合されます。もちろん、境界区間内の値に変化はありません。
均等分布ノイズを加算: 指定した振幅の均等分布ノイズを、線で区切った領域内の測定値に追加します。
振幅が1.0の場合、-1.0から+1.0の範囲の乱数が生成され、追加されます。
ガウス分布ノイズを加算: 指定したRMS値を持つガウス分布(正規分布)のノイズ信号を、線で区切った領域
内の測定値に追加します。
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8.6.3.3.4.2  境界区間
多くの機能で、線で区切った領域の両端の境界値が使用されます。たとえば、線で区切った領域内のすべて
の値が、それらをつなぐ線やスプラインによってブリッジされます。
境界値自体を単純にこの目的で使用することができます。ただし、そうすると、多くの場合に存在するノイズは
考慮されません。結果は、領域の特定の端のノイズ値がどの程度かによるので、ほとんど運まかせです。したがっ
て、ランダムなノイズの影響を軽減するために、境界周辺の小さい区間の平均値を取る方法が妥当と思われま
す。この区間は、比較的小さくする必要がある反面、ノイズを抑制できるだけの大きさは必要です。
以下の例では、線で区切った領域が直線
(境界値間)に置き換えられます。

[信号の再処理...]ダイアログで、次の設定を
行います。

接続線の結果は次のとおりです。
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これは期待通りの結果ではありません。たまたま、両端(カーソルの下)の値がそれぞれランダムピークとなっていま
す。
境界区間を1ms (0.001s !)に設定すると、適
切な結果が得られます。

境界区間は常に、線で区切った領域の外
側にあります。
ここでは、境界区間がグレーで網掛けされて
います。

注記
境界区間の幅として0.0を指定した場合、端の値がそのまま使用されます。したがって、境界区間の最小幅は1
目盛りとなります。
ノイズの追加:
上記のサンプル信号に、ノイズを加えることができます。そのために、それぞれの境界区間のノイズを特定します。
この周期的に繰り返されるノイズを、線で区切った領域に追加します。左右のノイズ信号の間で、領域の幅に
沿って線形に加重を増やすことにより、滑らかな遷移となります。
以下の設定で、境界区間のノイズを線で区
切った領域に追加します。これにより、現実
的な信号表示が得られます。
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8.6.3.4  選択モード
選択モードでは、凡例、座標系、軸、線およびマーカを、マウスを使用して選択できます。選択モードは、[編
集]メニューまたはツールバーを使用して有効または無効にできます。また、オブジェクトがない領域(座標系の中
間部分など)でダブルクリックすることによって選択モードを有効または無効にすることもできます。

選択モードでは、現在のオブジェク
トが強調表示されます。強調表示
されているオブジェクトの端には、小
さい空白の正方形が表示されま
す。選択されていない線はすべて
薄い色で表示されます。 
Ctrlキーを押したまま左マウスボタン
を使用することにより、複数選択も
可能です。ただし、複数選択で
は、同じタイプ(線または軸)のオブ
ジェクトのみが結合可能です。 
コンテキストメニューには、[削除]機
能などが含まれます。これは、2つ
目のy軸など、削除可能なオブジェ
クトが存在する場合にのみ使用可
能です。そのようなオブジェクトを削
除すると、関連するオブジェクトもす
べて削除されます。例では、削除
するy軸内の線も削除されます。

例
上側のy軸を選択して削除します。この処理では、このy軸に関連付けられているsintest1の線も削除されま
す。
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8.6.3.5  マーカ

機能
マーカとは、カーブウィンドウ内の指定された点であり、テキストを割り当てることができます。点自体は表示されま
せんが、矢印付きの線によってテキストから点を指し示す場合があります。テキストはフレームで囲むことができま
す。マーカごとに、線やフォントのさまざまな特性(色やサイズなど)を確立できます。
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8.6.3.5.1  マーカの設定

マーカを設定する方法は2つあります。それらの方法にアクセスするには、[マーカ]ツールバーまたは[編集] > [マー
カ]メニュー項目を使用します。 

マーカの設定( )
この機能を使用すると、目的の位置でマーカを生成できます。この機能を選択した場合、カーソルはこの記号(

)で表されます。この記号はマーカの設定後にまた消えます。 
マークするカーブウィンドウ内のポイントをクリックします。マーカ特性を設定できるダイアログボックスが表示されま
す。設定を行わずに、[OK]をクリックしてダイアログを終了すると、マークされたポイントのx値とy値はマーカテキス
トとして使用されます。詳細については、「マーカの定義」 を参照してください。

マーカは、カーブウィンドウ内の任意の場所に配置できます。マーカを線の近くに配置する必要がある場合は、さ
らにズームします。精度は分解能に依存します。マーカをカーブ内の特定のポイントに正確に配置するには、
[新しいマーカを線に配置]機能を選択します。
新しいマーカを線に配置( )
この機能は、線にマーカを生成する場合にのみ役立ちます。この機能を選択した場合、カーソルはこの記号(

)で表されます。この記号はマーカの設定後にまた消えます。マーカは、次に最も近い線に自動的にスナップ
してから、カーソルが別の線に近づくまで、カーソルの動きに合わせて線に沿ってのみ移動します。 
どちらのモードも、右マウスボタンのクリックで終了できます。

815
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8.6.3.5.2  新規の線

[新規の垂直線]および [新規の水平線]
これらを使用して、垂直線または水平線を作成します。位置は振幅またはx位置としてテキストボックスに表示
されます。テキストボックスが線に直接添付されている場合は、線に沿って移動できます。ボックスをさらにドラッグ
して線から離すと、任意の位置に自由に配置できます。
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8.6.3.5.3  [新しいテキスト]

[新しいテキスト]
矢印付きのテキストボックスは、自由に配置することができます。それ以外の場合は、マーカでも同じ設定が行
えます。

8.6.3.5.4  新規の寸法線

[新規の寸法線: 垂直]および[新規の寸法線: 水平]
この項目を選択して、カーブウィンドウの2つのポイント(マウスをクリックした位置)の間に垂直または水平の寸法
線を作成します。

ドラッグ&ドロップで寸法線の太さを変更できます。凡例および線もドラッグ&ドロップで配置します。マーカの設
定は以下のように行います。

位置
[参照マーカ]: 寸法線は、2つの参照マーカ(1、2)、実際の線の矢印および凡例というマーカの3つの項目で指定
されます。カーブウィンドウにすでに他のマーカがある場合は、これらも使用できます。マーカの割り当ては、第1と
第2の参照マーカのリストボックスを使用して行います。または、カーブウィンドウでドラッグ&ドロップして、寸法線
の補助線を既存のマーカまで移動します。
以下の例では、2つの寸法線をマーカにリンクする方法を示します。後でマーカを移動すると、寸法線も自動的
にそれに適合されます。
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8.6.3.5.5  マーカの移動
既存のマーカは、後で移動できます。マーカ
に属する位置とテキストボックスは、どちらも
再配置できます。これを行うには、ドラッグア
ンドドロップを使用して矢印ポイントを移動
します。

マーカ位置を変更する方法は3つあります。

マーカを配置( )
この機能では、マーカを自由に移動できます。その際、マーカテキストはそれぞれの新しい位置を反映するように
自動的に更新されます。
線に沿ったマーカ( )
この機能では、線に沿ってマーカを移動できます。その際、マーカテキストはそれぞれの新しい位置を反映するよ
うに自動的に更新されます。カーブウィンドウ内に複数の線がある場合、マーカはカーソルの位置に最も近い線
にスナップします。 
マーカを移動( )
更新せずにマーカを自由に動かして、それぞれの新しい位置を反映するこ
とができます。マーカのラベルを移動するには、カーソルをラベルまたは矢印
の近くに持って行きます。これにより、カーソルの形状が以下のように変わり
ます。
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同じxが続く( )
同じx位置に割り当てられたマーカは、この機能によって一緒に移動できます。
これを行うには、マーカを移動します。同じx位置を持つマーカは、自動的にそのマーカと共に移動されます。
注記
· マーカは、波形ではなくカーブウィンドウにのみ割り当てられます。
· マーカを保存するには、カーブ構成をCCVファイルとして保管する必要があります。
· 追加のカーブが変更されるか、XY表示が再定義されると、カーブウィンドウ用にすでに設定されたマーカが無
意味になる可能性があります。これらのマーカは削除できます。

8.6.3.5.6  マーカ定義
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機能
作成されるマーカのプロパティを表示します。
カーブウィンドウでマーカを設定した場合、以下のダイアログが表示されます。

カーブウィンドウの全てのマーカが表示されるマーカのリストは、ダイアログの左上のボックスにあります。
リストから項目を選択して、対応するマーカの設定を変更します。複数のマーカを選択するには、項目上でマウ
スをドラッグするか、CTRLキーを押しながら、項目を複数回クリックします。
マーカのプロパティはテーブルの右側に表示され、設定は右側の列で行います。
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マーカのタイプ
矢印とテキストボックスを持つ通常のマーカに加えて、以下のタイプのマーカを使用できます。
· 垂直線と水平線
· テキスト
· 垂直と水平の寸法線
通常、タイプはマーカを設定した時点ですでに決定されています。このコンボボックスを使用して、後で変更する
こともできます。
位置
マーカの位置を決定します。デフォルトでは、マーカを割り当てるカーブの座標を使用して位置が指定されます。
さらに、x単位かy単位の数値、またはx軸かy軸のパーセントでも指定できます。数字ボックスの右側のコンボボッ
クスで該当する項目を選択します。軸のパーセントで数値を指定する場合は、0%が座標系の左下、100%が
右上になります。これにより、スケーリングに関係なく、カーブウィンドウに常にマーカが表示されるように指定でき
ます。これはコメントの場合に便利です(コメントは座標系の線によっては、必ずしも割り当てる必要はありませ
ん)。
dB表示からリニア表示に変更する場合は、軸の座標が変化してマーカが元の位置からずれます。マーカを指定
する前に、スケーリングを決定してください。
接続線
このグループで、テキストとマーカの間に接続線を配置します。
[長さ]: テキストとマーカの間の接続線の長さです。x単位、y単位、軸の長さのパーセント、テキストの高さのパー
セントのいずれかで指定します。最後のオプションを推奨します。値は全て単位のある科学的記数法、つまり指
数を使用して指定してください。
長さが0の場合、線は描画されません。
矢印を設定した場合、線の長さは線と矢印の全体の長さです。線が矢印より短い場合は、矢印のみ完全に
描画されます。
[角度: (0...360°)]: 接続線の角度を0°～180°の範囲で設定できます。角度に0°を指定すると、線が水平になり
ます。つまり、線は任意の方向に設定できます。
[矢印]: マーカとテキストの間の線の末端に矢印を付けることができます。以下のサイズとタイプを選択できます。
· なし
· 広い幅
· 狭い幅
· 広い幅、塗りつぶ
し

· 狭い幅、塗りつぶし
· 大
· 大、塗りつぶし
· 円

· 点
· 斜めの点線
· スター
· デフォルト

矢印のサイズは、シンボルのサイズに基づきます。「Clipboard settings」 も参照してください。
[線の太さ]、[線のスタイル]: 「Lines」 と同様の設定です。プリントアウトでは、線の太さがカーソルの線の太
さと同じになります。「Clipboard Settings」 を参照してください。
[テキストの角]: テキストボックスの位置です(右上、左上、右下、左下)。
テキスト
[テキスト]ウィンドウで指定したテキストがマーカに割り当てられます。数行のテキストを指定できます。改行する
にはCTRLとENTERを押します。マーカを作成する場合、このテキストはすでにxおよびyの測定値として指定されて
います。このテキストを上書きできます。
[プレースホルダ]: 初期状態では、編集ボックスにプレースホルダ<auto>が含まれています。デフォルトでは、これ
はy値とx値を表します。この項目を以下のプレースホルダで補ったり、置き換えたりできます。

プレースホルダにマウスポインタを合わせると、以下の説明がヒント-ヘルプとしても表示されます。

960

935

960
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プレースホルダ 説明
<xunit>、<yunit>、<zunit> x、yまたはz単位の表示
<xvalue>、<yvalue>、
<zvalue>

マーカのx、yまたはzコンポーネントの表示。xvalueの場合、通常はx軸のフォーマットの時間値

<name> 変数名/チャンネル名の表示
<comment> 変数に関するコメント
<xtimeofday>" マーカの時間の表示。この目的のために、x軸では絶対時間を表す必要があります。
<xdate> マーカの日付の表示。この目的のために、x軸では絶対時間を表す必要があります。

値のプレースホルダ(指定された精度レベル)
プレースホルダ 説明
value:fx例: <yvalue:f2> 桁数(0..15)。例: 5.34211 -> 5.34 
value:fxpy
例: <yvalue:f2p3> <yunit>

指定された桁数および10の指数で表した大きさ。10の指数は単位がある場合のみ表示される。この
例では、3556.23が3.55 10^3 RPMになります。

注記
ギリシア文字 も表示できます。

[サイズ]: テキストのサイズはポイントで定義できます。一般に、12ポイントのフォントは非常に簡単に読み取るこ
とができます。[クリップボードの設定...]で指定されたフォントは、印刷に使用されるフォントです。トゥルーフォント
を選択する必要があります。カーブウィンドウの標準フォントセットは、モニタ画面にも使用されます
(「Presettings」 を参照)。
[色]: 色は絶対的(赤など)または相対的に選択できます。相対的な色指定は、カーブウィンドウにすでに指定
されている色に対して指定します。たとえば、ウィンドウの最初のカーブの色が選択されている場合、プリントアウ
トと画面に別の色を選択できます。
[背景]: テキストの背景色の指定はテキストの色の指定と同様です。背景の下の線が完全に隠れないように、
透明な背景も指定できます。
[境界]: テキストの周囲の境界を指定できます。接続線とマーカをつなぐ境界にはさまざまなオプションを利用で
きます。
· [なし]、[シンプル]、[先細] (台形状)、[二重線]
[座標系内部]: テキストボックスが座標系の端にある場合、端と重ねるか、切り取
るかを指定できます。

[テキストの角度(度)]: ±90度までのテキストボックスの角度です。

削除
マーカリストで選択した全ての線が削除されます。

983
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デフォルトの編集
マーカタイプのデフォルトが左側のリンクに表示されます。これは[プロパティ]テーブルを使用していつでも編集でき
ます。 

注記
· リストで複数のマーカを選択すると、選択した全てのマーカの特性が示されます。マーカによって特性が異なる
場合は、対応するボックスに[???]が表示されます。特性が変更された場合は、選択した全てのマーカに変更
が適用されます。

· テキストボックスの適用できない項目は無視されます。
· ダイアログで変更を行うと、即座に適用されて表示されます。ダイアログをカーブウィンドウの隣に移動すると、
変更内容が即座に表示されます。カーブが非常に長く、オンライン更新に時間がかかる場合は、ダイアログで
作業する間は、グラフィックが表示されないように、カーブウィンドウを配置してください。ウォータフォール図の表
示には透明表示を使用することをお勧めします。

· カーブを変更したり、XYプロットを再定義すると、カーブウィンドウにすでに指定したマーカの意味が失われる場
合があります。このようなマーカは削除してください。

· カーブウィンドウの構成を保存するときに、マーカの指定内容も記録されます。構成をロードするときに、マーカ
も再ロードされます。ただし、設定がウィンドウやカーブのサイズに合わない場合、マーカがウィンドウに表示され
ないことがあります。

· デバイス固有でないマーカを作成するには、色を絶対として指定しないでください。代わりに、デフォルトまたは
カーブウィンドウの色(最初のカーブの色など)を使用します。デフォルトそのものはデバイスに依存させることがで
きます。これは、フォントサイズと線の特徴にもあてはまります。
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8.6.3.5.7  追加のマーカ機能

使用可能な追加のマーカ機能が4つあります。

全てのマーカを削除( )
この機能では、カーブウィンドウで設定されているすべてのマーカを一度に削除できます。
全ての線を選択( )
選択モードが有効な場合、この機能ではカーブウィンドウ内のすべての線を選択します。
全ての線にマーカ( )
すべての線または選択モードで選択されているすべての線でマーカを設定します。必要な線を選択して、ツール
バーのシンボルをクリックします。複数のy軸が上下にスタックされている場合であっても、カーブウィンドウ全体に
広がる垂直線が表示されます。この線は、y軸上のy値とx値を示します。 マウスを使用して線を単純に移動
し、マウスをクリックすることにより、必要な位置でマーカの設定を確認します。「マーカの設定」セクションで説明
しているように、マーカの位置およびそのラベルは必要に応じて移動できます。 
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最小/最大でのマーカ( )
選択した線の最大と最小に関してマーカが設定されます。カーブウィンドウに複数のカーブがある場合、この機
能は選択した線のみに適用されます。「マーカの移動」 セクションで説明しているように、マーカの位置とその
ラベルは必要に応じて移動できます。 
この機能は選択した時間セグメントのみに影響します。このため、マーカを設定する前に該当する領域にズーム
してください。
[測定]機能も有効な場合は、2つの測定カーソルのちょうど間にある最小と最大が検出され、マーカが付けられ
ます。 

814
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8.6.3.5.8  高調波カーソル
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機能
高調波カーソルは基本周波数の周期の倍数を示します。基本振動数の位置にマーカを設定します。必要に
応じて後で位置を再調整できます。

以下のタイプを選択できます。
高調波(  ):
高調波を含む基本振動数。等間隔の10個のマ
ーカが挿入されます。基本振動数を配置しま
す。後続の高調波は対応する倍数により基本
振動数に従います。高次高調波を移動して、
微調整を行うことができます。 
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周期(  ):
任意の開始時間を使用する周期的プロセス。
基本周波数を自由に配置できます。高調波間
の距離は基本周波数とは関係ありません。

側波帯(  ):
側波帯を含む基本振動数。10個の等間隔マー
カが挿入されます。基本振動数を配置します。
高調波は対応する倍数により基本振動数に従
います。高次高調波を移動して、微調整を行う
ことができます。 

複数(  ):
固定比率の距離。2つの周波数ラインを自由に
配置できます。
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8.6.3.6  クリップボード
機能
カーブウィンドウに表示されているグラフを、Windowsのクリップボードに送ることができます。Windowsのツールで
あるクリップボードを使用すると、テキストやグラフィックなど任意の形式でアプリケーション間のデータ交換が可能
です。
あるアプリケーションがグラフィックをクリップボードに送ると、別のアプリケーションがクリップボードからそのグラフィック
を読み取って取得できます。一般的に、クリップボードから読み取る際はデータの損傷はありません。つまり、必
要に応じて何回でも同じグラフを取得できます。既存のグラフィックは、新しいグラフィックまたはテキストがクリップ
ボードに送られたときに置き換えられます。クリップボードに最後に送られた情報のみを読み取ることができます。
カーブウィンドウの場合、グラフィックはメモリ常駐メタファイルの形式でクリップボードに送られます。メタファイルは
Windowsで定義されている標準フォーマットであり、多くのアプリケーションでサポートされています。メタファイルに
は画面のピクセルは含まれず、多数のベクトルを使用してグラフィックを表現します。これにより、任意にスケーリ
ング可能な高分解能のグラフィック表示が作成されます。
クリップボードに送ったグラフィックは、テキスト処理またはデスクトップパブリッシング用のプログラムで読み取ること
ができます。そうした環境では、グラフィックをテキストや他のグラフィックと組み合わせてドキュメントを作成し、
Windowsがサポートしているプリンタまたはプロッタで印刷できます。グラフィックは、出力デバイスで可能な最大
限の分解能で印刷されます。
グラフィックは、[オプション] > [クリップボード設定]メニューオプションで指定されている方法で作成されます。指定
したサイズ、フォントおよび線幅を使用してグラフィックがフォーマットされます。
グラフィックは、カラーまたは白黒でクリップボードに出力できます。カラー設定機能、特にプリンタの機能を考慮し
てください。クリップボードにコピーされたカーブウィンドウは、次のようなレイアウトが可能です。
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注記
· カーブから作成したメタファイルを別のプログラムでロードすると、文字が歪んで見えたり、線の交差や重なりが
生じたり、詳細が非表示になったりする場合があります。画面上の表示を拡大すると、イメージを改善できま
す。メタファイルはプリンタやプロッタによって出力されるイメージを最適化するように設計されており、モニター上
の表示には理想的ではありません。

· メタファイルに使用するフォントは、プリンタで使用可能なフォントから選択されます(「プリンタ設定」 を参
照)。これらのフォントの中には、画面上に正しく表示されないものや、必要なサイズで利用できないものもあり
ます。

· メタファイルは、十分なメモリが使用可能な場合にのみ作成できます。使用可能なメモリが不十分な場合
は、クリップボードが空のままか、空になります。

· 極端なケースでは、適切なメタファイルを作成できない場合があります。そのような状況が発生するのは、複
数のカーブが表示されている場合や、点線、棒グラフ、XY表現などが関連する場合です。波形の一部のみを
表示したり、表示モードを変更したり、波形の特定のセクションを切り出したり、数学関数を使用してデータを
削減したりすると役立つ場合があります。

· 軸スケーリングが自動に設定されている場合、現在の寸法に対して画面上とプリンタ上の軸ラべリングが別ー
の方法で計算されます。比例を明確に定義するには、設定されているスケーリングと設定されているマーキン
グ数を指定してください。

· 印刷では、選択したフォントが大きすぎる場合、テキストが重なり合うことがあります。
· 波形に「作成」時刻が指定されていない場合は、現在の時刻が自動的に作成時刻として指定されます。
· クリップボードに送られたカーブのイメージは、imcレポートジェネレータを使用してレポートに組み込むこともでき
ます。ただし、カーブウィンドウを直接転送し、オブジェクトをカーブとして動作させることをお勧めします。本マ
ニュアルの「レポートジェネレータ」 の章を参照してください。

· 時間フォーマット(時刻と日付)は、Windowsコントロールパネルの[Country settings...]メニュー項目を使用し
て変更できます。

· どんなに高品質で広く使用されているテキスト処理プログラムやデスクトップパブリッシングプログラムであって
も、小さな不具合は存在します。ほとんどのプログラムでグラフィックが正しく見えても、メタファイル内にコマンド
として存在するカーブのオフセットを正しく解釈しないプログラムもあります。その結果、このプログラムにグラ
フィックが挿入されると、カーブは座標系の横に表示されます。また別のプログラムでは、座標系の外まで伸び
ているカーブセクションのクリップ(フェードアウト)は無視されます。このように、カーブはラべリングの中まで、または
一般的に座標系の外まで伸びる場合があります。グラフィックは、変更せずに、レポートジェネレータまたはテキ
スト処理プログラムに直接転送することをお勧めします。
参考
「クリップボード設定」 セクション

791

790

960
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8.6.3.7  移動

[移動]メニュー項目には、カーブウィンドウで作業するためのさまざまなカーブウィンドウ機能が含まれています。

軸を固定
現在の軸を固定して、カーブウィンドウが新規に追加された波形に自動的に適応するのではなく、既存の軸ス
ケーリングを維持するようにします。
接続
カーブウィンドウ同士を接続します。このトピックの詳細については、「接続」 セクションを参照してください。
値の変更
この機能では、データセットの個ーの測定ポイントをy方向に移動でき、値を変更できます。これらの変更は、デ
ータセットで直接適用され、保存されます。
注意: これらの変更は、[戻る]機能を使用して元に戻すことはできません。データセットへの変更を確認するプロ
ンプトも表示されません。
戻る/進める
段階的に、最近行った変更を元に戻すか、最近元に戻した変更をやり直します。これら2つの機能を使用する
と、カーブウィンドウビューの変更を元に戻したり、元に戻した変更をやり直すことができます。ツールバーでは、
[戻る]機能にはドロップダウン履歴が追加されており、カーブウィンドウビューへの変更を個別に元に戻すことがで
きます。ただし、[値の変更]機能は、カーブウィンドウビューではなくデータセットを直接変更するため、例外で
す。
線シフト
選択した線を水平、垂直方向に移動します。このトピックの詳細については、「線シフト」 セクションを参照し
てください。
スレーブポインタのリセット...
スレーブポインタをリセットします。このトピックの詳細については、「バーメータ」 セクションを参照してください。

828

829

855
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分割モード 
分割モードはカーブウィンドウのX軸を細分化します。これにより、同じデータを別ーの時点、別ーのズームレベル
で観察できます。分割モード+を使用すると、カーブウィンドウを任意の数に分割できます。分割モード-を使用す
ると、細分化はキャンセルされます。

8.6.3.7.1   [接続]
カーブウィンドウと別のカーブウィンドウ(またはimc FAMOSテーブルウィンドウ)の間でリンクを作成するには、このボ
タンを使用します。接続はx (またはスクロール)接続です。この方法で接続された2つのウィンドウは、表示範囲
内で定義された位置に同じx値を持ちます。一方のカーブウィンドウでのスクロールは、接続されたウィンドウでの
同期スクロールを引き起こします。複数のウィンドウを接続すると、リンクチェーンを形成することができます。表示
されたx範囲がどのウィンドウで変更されたかに関係なく、接続された全てのテーブルまたはカーブウィンドウが自
動的に更新されて変更内容を反映します。
接続を作成するには、指定された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。マウスポインタがブロック
記号に変わります。マウスポインタをカーブまたはテーブルウィンドウの上に移動すると、マウスポインタの形状が元
のカーソルに変わります。マウスボタンを離すと、すぐにウィンドウが接続されます。ボタンの表示が押された状態の
ままになり、接続していることを示します。
リンクのx位置を示す垂直(カーブウィンドウ)または水平(テーブルウィンドウ)の基準線がウィンドウに表示されま
す。接続されたウィンドウは、この線でx方向にそれぞれ同じスケーリング値を持ちます。
この基準線はカーブウィンドウ内のx軸の中央に表示されますが、マウスを使用して任意の位置に移動すること
はできません。マウスをこの線に移動し、マウスポインタの形状が変わったら、マウスボタンを押したままにします。マ
ウスを移動すると、それに応じて線がシフトします。
接続されたウィンドウのx軸モード(相対的なx軸、または絶対時間を用いた表示)は全て同じである必要があり
ます。
xリンクを取り消すには、単にボタンを再度押します。

8.6.3.7.1.1  3Dとの接続
3D表示ではカーブウィンドウ同士をリンクさせることもできます。この場合、1つの3Dデータセットを3D表示、および
xまたはzを定数とする断面として同時に表示し、両方のカーブウィンドウを相互にリンクさせることができます。 
これを行うには、標準の表示スタイルのカーブウィンドウと3D表示のカーブウィンドウで3Dデータセットを同時にロー
ドし、座標系のコンテキストメニューまたは[構成] > [線]メニュー項目から[線]ダイアログを開きます。[断面]ペー
ジで、x座標とz座標のどちらを一定に保つかをドロップダウンリストから選択できます。その後[OK]をクリックして確
認します。
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2つのうちいずれかのカーブウィンドウで、[接続]機能を有効にします。カーソルの形が変わります。次に、変化し
たカーソルをもう一方のカーブウィンドウの座標系に移動して、マウスの左ボタンをクリックします。3D表示のカーブ
ウィンドウの左上端に、十字線が表示されます。十字線までカーソルを移動し、マウスをクリックして、ボタンを押
したままの状態でマウスを移動します。標準表示と断面のカーブウィンドウに、垂直線があります。垂直線の位
置は、3D表示の位置に応じて変化します。 

8.6.3.7.2  線シフト
この機能を使用すると、選択モードで選択されている線、またはすべての線を、x
方向またはy方向に一度に移動できます。
これを行うには、[編集] > [移動] > [線シフト]メニューを使用するか、線シフトツー
ルバーから、2つのうちいずれかの機能を選択します。

該当する座標系にカーソルを置き、カーソルの形状が二重矢印に変化した状態で、マウスのボタンを押したまま
動かすと、選択した機能に従って水平方向または垂直方向に線を移動できます。この機能では表示のみが変
更されます。つまり、データセットはそのまま変更されず、[線シフト]で行った変更は、[戻る]機能または[線シフト
のリセット]を使用すれば元に戻すことができます。[線シフトのリセット]を使用すると、すべての変更が一度に元
に戻り、[戻る]を使用すると、操作が1段階ずつ元に戻ります。
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選択した線の 方向への線シフトx
[線シフト]のパラメータは、線の[プロパティ]ダイアログの[その他]で直接変更することもできます。ここでも、変更を
個ーの線に適用するか、すべての線に一度に適用するかを選択できます。線形スケーリング表示では、パラメ
ータは単純に追加されます。対照的に、対数スケーリング表示では、パラメータの値は係数として解釈されま
す。1.0の値はシフトなし、10.0の値は10倍分シフト、0.1の値は下方向に10分の1だけ線をシフトすることを表し
ます。

線シフトのパラメータの変更
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8.6.4  [構成]メニュー

メニュー項目 説明
表示 カーブウィンドウの構造およびその他の属性(「フリーズ」モードや日付/時間表示など)を選択できま

す。
チャンネルの追加 現在のカーブウィンドウに追加で表示する波形を選択します。
軸 x軸とy軸のパラメータを設定します。
線 線(測定カーブ)のパラメータを設定します。

グリッド 座標系にグリッドを追加できます。
凡例 カーブウィンドウでの凡例の表示を設定します。

メータ バーメータ表示のプロパティを設定します。
テーブル テーブル表示のプロパティを設定します。
カラーマップ カラーマップ表示のプロパティを設定します。
3D 3D表示のプロパティを設定します。
数値フォーマット 表示モード「最終値」のプロパティを設定します。
極座標プロット 極座標プロットのプロパティを設定します。

スクロールモード カーブウィンドウでは、データセットの特定のセクションを最初から「全体にわたってスクロール」させるか
継続的に「増大」させるかを設定できます。

イベント、セグメント、期間 個ーのイベント(imcデバイスではトリガイベント)、個ーのセグメント(行列内のスペクトルや行など)、
期間(期間の比較)の表示を選択します。

配置 カーブウィンドウの配置、プロパティへのアクセス、選択したオブジェクトの削除を復元します。

832

913

923

935

943

895

855

851

865

878

848

879

951

952

958
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8.6.4.1  表示
8.6.4.1.1  表示
機能
さまざまな方法でカーブウィンドウの表示モードを指定できます。表示オプションには、座標系の外観、日付/時
間のラベルまたは1/3オクターブのラベルの選択などが含まれます。二次的なティックの数、期間の比較、シンボル
による線のマーキング、dB表示の参照値の指定など、特別な属性も利用できます。

ダイアログの呼び出し
カーブウィンドウで[構成] > [表示]メニューオプションを選択します。表示されるダイアログで、カーブウィンドウの表
示を指定できます。
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[表示タイプ]

[デフォルト]
デフォルト表示では、複数のy軸があるカーブウィンドウの場合、異なる軸が並行して表示されます。この場合、
複数のカーブが同じスペースに表示されます。

[Y軸のスタック]
デフォルト設定以外に、[Y軸のスタック]を使用できます。この場合、y軸が垂直に重なって表示され、各カーブが
ウィンドウの他のカーブとは分離されて個別のスペースに表示されます。
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[ウォータフォール図]
ウォータフォール図は、似たようなカーブを比較する場合に最適です。カーブが画面手前から斜め方向に描画さ
れ、後方のカーブは(部分的に)前方のカーブに隠れ、3次元表示のような効果が得られます。

参考
「ウォータフォール図」 を参照してください。842
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[カラーマップ]
カラーの3次元領域の鳥瞰図です。複数のデータセットが水平方向にプロットされ、y軸方向に相互に重ねられ
ます。振幅の値は異なる色で表されます。この表示スタイルは、土地の等高線が影や色で示される地図に似
ています。

参考
「カラーマップ表示」 を参照してください。
[最終値]
特に測定データをオンライン表示する場合、このモードでは最終値が数値として表示されます。波形の最終値
は常に、オンライン表示の最新の測定値です。この表示モードは、ゆっくり変化する量に特に適しています。たと
えば、スペクトル線、有効電力、または温度の振幅を数値としてモニタすることができます。数値の表示はフォー
マットすることができます。対応する数値がカーブウィンドウ内の各カーブに表示されます。

参考
「最終値」 を参照してください。

865

848
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[バーメータ]

特に測定データをオンライン表示する場合、このモードでは最終値がバ
ーメータに表示されます。
参考
「Bar gauge」 セクション

[テーブル]
読み取り値が表形式で時系列に表示されます。
参考
「テーブル表示」 セクション

[3D]
x、y、z軸を持つ波形の3D表示で、さまざまなカラー
マップの表面パターンで表示できます。また、全ての方
向に回転できます。
参考
3D表示 に関するセクション

855

851

878
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[極座標プロット]

ベクトル図としての複素数単一値

複素数のデータセットを極座標として表示することがで
きます。
参考
「極座標プロット」 セクション879
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[x軸のスケール]
x軸のスケーリングのための以下の設定は、x軸固有の設定ダイアログを使用して行うこともできます。「Axes」
セクションを参照してください。

[選択したx単位]
x軸には波形のx単位のラベルが付きます。たとえば、時系列の測定の場合は[s] (秒)、電流に依存する特性
の場合は[A] (アンペア)などです。ウィンドウに複数のカーブが表示される場合は、全ての波形が同じx単位を持
つ必要があります。
たとえば、通常波形がxオフセット = 10s、xデルタ = 1sで、20のサンプルが表示される場合、表示されるx軸の範
囲は10sから30sで、これに従ってラベルが付きます。

[日付/時刻]: [絶対]
時間領域のデータの場合、秒で表される値のラベルの代わりに、絶対日付と絶対時間の表示を選択できま
す。絶対時間は測定ポイントのみから決定されるのではなく、各波形の生成時間も考慮されます。この時間は
imc FAMOSフォーマットでファイルに記録され、imc FAMOS関数を使用して問い合わせと変更を行うことができま
す。
波形の生成時間および[s]単位のx座標を使用して、生成される軸ラベルが決定されます。
たとえば、波形の生成時間が12:00:00において1.1.92、波形のxオフセットが3600s、サンプリングレートが1800s
で、48個の測定値がある場合、
1.1.92, 13:00:00～2.1.92, 13:00:00
の範囲が表示されます(3600秒は1時間に相当)。波形は48個の測定値に及び、それぞれが30分の時間差を
持つため、正確に1日分のサンプルになります。
x軸のラベルは表示される時間間隔の長さによって異なります。以下の例を参照してください。

から のセグメントは数秒間になる13:04:45 13:05:00

から のセグメントは数分間になる14:23 14:25

923
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から のセグメントは数時間になる2 AM 4 AM

[日/時間/分]: [相対]
長期間にわたる測定の期間全体を表示したい場合は、日、時間、分、秒単位の相対時間の表示をお勧め
します。選択される単位は間隔によって異なります。このラベルには以下のような選択肢があります。

明らかに 分未満の非常に狭いセクションの表示1

分間のセクション。秒の後の小数位は表示されない3
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分単位を含まない ～ 時間のセクションの表示0 8

1/3オクターブ、オクターブラベル
波形に1/3オクターブまたはオクターブスペクトルが含まれ、波形のx軸が1/3オクターブでスケールされる場合、1/3
オクターブの数値および業界標準のオクターブを使用してx軸を描画できます。

参考
「1/3オクターブ表示」 を参照してください。884
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その他の設定

[軸のラベル]
軸のラベルを完全に非表示にして、カーブをスペースいっぱいに表示できます。
カーブウィンドウのサイズをかなり小さくすると、自動的に軸のラベルの表示がオフになります。
[x=0の表示(トリガ)]
このオプションを選択すると、カーブウィンドウのx=0の位置に垂直方向の点線が表示されます。一般的に、x=0
がトリガ位置になります。
[数のトリム(スクロールの際に有効)]
このオプションを選択すると、完全に表示するにはラベルボックスが小さすぎる場合、軸の最後のラベルが部分的
に表示されます。スクロールすると、数字が画面に流れ込みます。不要な場合は、このオプションを無効にできま
す。
[グリッド]
デフォルト設定のグリッド です。
[dB値の参照値]
カーブウィンドウの全てのdB表示が同じ参照値を持ちます。この値は標準として「1」ですが、変更できます。有
効な範囲のゼロより大きい数を参照値にできます。たとえば、10を指定した場合、軸の全てのdB値が20dB小さ
くなります。デシベルを計算する際に、値が最初にこの参照値で除算されます。表示される波形は変化せず、
軸のラベルだけが調整されます。
[座標系のサイズ]
デフォルトビュー以外にも、最大も選択できます。このビューでは、軸のラベルが座標系内に配置され、座標系
がカーブウィンドウ全体に表示されます。 
[OK]、[キャンセル]、[デフォルトとして設定]
操作の詳細については、「確認バー」 を参照してください。
注記
· 波形を秒単位でスケーリングせず、絶対時間または相対時間で表示する場合、サンプリング時間、xオフセッ
トおよびx単位を調整して、必要な単位[s]に設定してください。たとえば、波形のサンプリング時間が1h (1時
間)の場合は、サンプリング時間を3600で除算して、x単位を[s]に設定します。

· [日付/時間: 絶対]および[日/時間/分: 相対]モードは、絶対時間または相対時間の表示に1ms未満の間
隔を設定した場合は適用できません。自動的に軸のラベルが秒単位に切り替わります。

943
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8.6.4.1.1.1  ウォータフォール図
ウォータフォール図を使用して、一連のカーブを簡単に前後に重ね合わせて表示し、分かりやすい視点で、斜め
に並んだカーブを確認することができます。個ーのカーブを詳しく比較して、傾向や偏差を簡単に確認できま
す。カーブは3つの軸(x、y、z)のある直交座標系に描画されます。z軸は画角に平行な方向成分です。ユーザ
が指定した角度で、画面の右上に向かって斜めに描画されます。

ウォータフォール表示では全てのカーブが完全に見えるとは限りません。上部から見た範囲のカーブが見え、一
部の谷はピークに隠されます。重なり合っているため、カーブ間の相対的な角度と距離がはっきりわからない場
合があります。
ウォータフォール表示は後方から前方に描画されます。新しいカーブが描画されるときに、カーブの下部の領域が
画面の背景色で塗りつぶされ、その背後のカーブの下部領域全てが覆われます。
ウォータフォール表示は、以下のような比較に特に有効です。
· 複数のスペクトル: スペクトルが一定の間隔で描画されるため、経時的な変化を観察できます。
· 波形の複数の周期。
· 同じ物体に対するいくつかのセンサの信号。たとえば、長いパイプに配置された複数の温度記録計など、異
なる時間に同じような信号を発生する場合です。

· 同じトリガで測定されるチャンネルの複数の連続した測定。
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マウス操作
· [構成] > [表示...]メニューオプションを使用して、表示タイプを設定するダイアログを呼び出します。[ウォータ

フォール]を選択し、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
· 有効な事前設定を使用して、カーブがウォータフォール図でウィンドウに表示されます。
· ダイアログを使用してウォータフォール図の設定を変更できます。[構成] > [3D]メニューオプションを選択しま
す。次のダイアログが表示されます。
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カーブオプション
ここで、ウィンドウのカーブの外観に関する設定を入力します。

カーブをベースラインに接続
このオプションで、カーブプロットの端をベースラインに接続します。ベースラインはカーブの下部にあり、x軸に平行
にx軸の高さに描画されています。これはラベルのあるx軸とy軸によって定義される平面へのカーブの投影です。
以下の図ではこのオプションは無効になっています。
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ベースラインを表示
このオプションを選択すると、ベースラインが描画されます。ベースラインはカーブの下部にあり、x軸に平行にx軸
の高さに描画されています。これはラベルのあるx軸とy軸によって定義される平面へのカーブの投影です。ベース
ラインも前方にあるカーブによって隠されます。上記の図にはベースラインが表示されていますが、下記の図には
表示されていません。

全てのカーブを同じ色に
全てのカーブを最初のカーブ(最前面)と同じ色で描画する場合は、このオプションを選択します。選択しない場
合は、選択した色設定に従って色が割り当てられます。3次元表示の場合は色の組み合わせが重要です。

透明
このオプションを選択すると、全ての線が表示されます。ただし、グラフの3次元効果は大きく低下します。このオ
プションを選択しない場合は、等間隔でサンプリングされたアナログデータが上書きモードで描画されます。
 

z軸の方向
このグループのオプションはz軸の表示に関連します。
[z軸を表示]: z軸を表示するかどうかを選択します。
[x軸に対するz軸の角度(度)]: z軸の角度を1～89度の範囲で設定できます。30度の角度を推奨します。
[z軸の長さ(x軸のパーセント)]: x軸の長さのパーセントでz軸の長さを指定します。最小値は10%です。

カーブのz座標
ここでオプションとして、固定値0、1、2、3...および固定範囲z0、dz...のいずれかを選択します。前者の場合、最
初(最前面)のカーブのz座標が0、次が1などとなります。以下の設定は後者のオプションを選択した場合に使用
できます。
[z0]: ここにz値を入力します。最前面のカーブがこの値の位置に表示されます。
[dz]: このボックスに、隣接するカーブのz距離を入力します。
[z単位]: ここでz軸の単位を指定できます。
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利用可能なその他のオプション

自動: データのz座標
波形のz座標を使用します。imc FAMOSの変数の[プロパティ]ダイアログを使用して、波形にz座標を割り当てる
ことができます。デフォルトは0です。
このように表示される波形は、一意の増加するz座標を持つ必要があります。
構造を持つ波形(セグメント化、イベントなど)を扱う場合は、このオプションが最適です。これ以外に設定は不
要で、正しいzスケーリングで行列が自動的にプロットされます。
イベントと同様: 最初のイベントに対して
マルチショット波形の場合のみ使用します。さまざまなトリガ時間からz座標が決定されます。最初のショットに時
間0が割り当てられ、以降の全てのショットがこれに従って指定されます。
他の関連するオプションは、他のショット(イベント)に対するものです。たとえば、最後のもの、表示される最初の
もの、または表示される最後のものなどです。
注意: 各波形のz座標は、必ず最後のものより大きくする必要があります。そうでない場合、一部の波形が表示
されません。
z軸のスケーリング
z軸をスケーリングするには、このオプションをダブルクリックします。x軸とy軸、および範囲のティックとマークの設定
をここで行うことができます。
参考
「x軸のスケーリング」 セクション923
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デフォルト
このボタンをクリックすると、ダイアログの全ての要素がデフォルト値に設定されます。
[OK、キャンセル、デフォルトとして設定]
操作の詳細については、「確認バー」 を参照してください。
注記
· 適切な表示角度を選択してください。まず、30度から試すことをお勧めします。
· 角度が非常に小さい場合や大きい場合は表示が歪み、多くの場合は軸にラベルを付けることができません。
· 軸にラベルを付けることができるのは、座標系があらゆる方向に十分な大きさである場合、つまり、全ての軸が
特定の長さを超えている場合です。ラベルが表示されない場合は、カーブウィンドウを拡大してください。それ
でもラベルが表示されない場合は、必要に応じて角度を変更し、次にz軸の長さを変更してください。z軸が
極端に長い場合、ウィンドウにラベルのためのスペースがなくなる場合がよくあります。

· XYプロット、デジタルデータおよび低減データの場合、カーブの下部の領域は塗りつぶされません。これらの表
示には必ず[透明]モードが使用されます。

· y軸を上方にかなりスケーリングした場合、一般にウォータフォール図のほうがわかりやすくなります。たとえば、
表示されるカーブの値の範囲が3～12の場合、y軸は3～30 (または20または40)でスケーリングできます。カー
ブが上方にシフトされるため、軸を下方に延長する必要はありません。データの種類に応じてy軸を適切にス
ケーリングすると、非常にわかりやすくなります。

· ウォータフォール図では表現できないデータもあります。たとえば、ノイズの多いデータの場合は無秩序に線が
重なった画像になることがあります。ウォータフォール表示に最適なのは、比較的なめらかな同じような波形で
す。

· 複数のカーブを表示する場合、常に最初のカーブがウィンドウの前景に描画され、その他全ての波形は最初
のカーブの背後に表示されます。

· x軸のスケーリングが異なる波形(つまり、異なる速度でサンプリングされた波形)を一緒に表示できます。他の
全てのカーブウィンドウと同様に、x軸の時間に対して全てのカーブが正しく表示されます。

· ウォータフォール図では全てのカーブに1つのy軸が使用されます。
· データがシンボルで表されていた場合でも、ウォータフォール図には常に線による表示が適用されます。シンボ
ルは表示されません。シンボルによる表示を選択した場合、選択内容が記録され、ウォータフォールモードを
終了すると再度有効になります。

· 点線で表示される波形は、ウォータフォール表示では透明だと解釈されます。
· ドット、棒グラフ、ステアステップなどのカーブ表示設定は、各波形に個別に指定できます。また、y軸のスケー
リングのためのダイアログで[全ての軸に有効]オプションを選択して、1つのウィンドウの全ての波形に指定する
こともできます。

· プロッタに出力できるのは、透明なグラフィックのみです。ここで使用されるアルゴリズムは線を描画し、その上に
次の表示平面を描画しますが、プロッタの場合は必要な効果を得ることができません。

· 線を描画して、それを次のグラフィックで覆う場合、透明なグラフィックを描画するよりもかなり時間がかかりま
す。まず、透明なグラフィックを出力してみてから、さまざまな設定とスケーリング法を試してください。

959
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8.6.4.1.1.2   [最終値]
このモードは、波形の最後の値を数値で表示します。データ取得およびデータのオンライン表示にカーブマネー
ジャを使用する場合に最適です。波形の最終値は常に、オンライン表示の最新の測定値です。このモードは
ゆっくりと変化する量を表示する場合に特に便利で、ユーザがスペクトル線、有効電力または温度の振幅を数
値としてモニタできます。数値の表示をフォーマッティングしたり、複数のチャンネルを相互に比較したりできます。

マウスの操作
· [構成] > [表示]を選択します。
· [最終値]オプションを選択し、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
· これで、カーブウィンドウに変数名と数値が表示されます。ウィンドウにさらにカーブを表示すると、複数の数値
が上下に重なって表示されます。

このフォーマットの表示を変更するには、カーブウィンドウをダブルクリックするか、[構成] > [数値フォーマット...]を
選択します。数値フォーマットを指定するために、以下のダイアログが表示されます。
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波形
ウィンドウに表示される全ての波形のリストは、ダイアログの左側にあります。このリストから波形を選択するに
は、マウスボタンを押したまま、必要な波形にマウスを移動します。複数の波形を選択するには、Ctrlキーを押し
たまま必要な波形をクリックします。

カーブウィンドウのデフォルト
この要素のグループで行う設定はカーブウィンドウ全体に適用され、各波形に対して個ーに設定することはでき
ません。ここで、フォントやその他の基本的な表示タイプを設定できます。
[フォント]: フォント、フォントサイズおよびスタイルを選択します。[サイズ: 自動]オプションが有効な場合は、ここで
設定したサイズは無視されます。
[自動サイズ]: スペースに収まる最大のフォントサイズが自動的に選択されます。ただし、サイズのみが調整され
ます。
[列]: わかりやすく表示するために、名前、等号、数値および単位が列に表示されます。[列]オプションを選択し
ない場合は、項目がスペースで区切られます。
[=] (等号): 変数名の後に等号またはコロンが表示されます。コロンは名前に直接付きますが、等号は独自の
列に表示されます。
[右揃え]: 設定したフォーマットとは関係なく、全ての数値を右端に揃えて表示します。[右揃え]を選択しない
場合、全ての小数点を上下に揃えて表示します。揃えて表示するための条件は、[列]オプションを選択するこ
とです。
[名前]: 変数名や数値の前に表示されるコメントです。ウィンドウに1つの変数しかない場合は、すでにタイトル
バーに表示されているため、このオプションをオフにできます。

選択した全ての波形が対象
ここで行う全ての設定は、[波形]リストの波形にのみ影響します。
選択した波形が異なるフォーマット設定の場合は、関連するボックスに疑問符が表示されます。設定を入力す
ると疑問符と置き換わり、選択した全ての波形に設定が適用されます。
[大きさ]: 数値は一定の大きさの桁に関連付けることができます。0.1Aの電流を例として考えてみましょう。電流
をmAで表示するには、[ミリ]を選択します。この数値に1000を掛け、接頭辞ミリ(m)を単位の前に設定します
(空白でない場合)。選択できる接頭辞の範囲はピコ(p)からギガ(G)です。数値と単位を変更せずに表示する
場合は1を選択します。固定小数点表記の場合は固定の大きさを選択することをお勧めします。数値が大きく
変化する場合は、浮動小数点表記と変化しない大きさを使用することをお勧めします。
固定小数点、浮動小数点表記: 浮動小数点表記では指数表記「e」と2桁の符号付き10の累乗が使用さ
れます。
固定小数点の例:
0.123、-123、888.987
浮動小数点の例:
1.45E+03、-1E-01、1.4444E+00
固定小数点の場合は[はい]、浮動小数点の場合は[いいえ]を選択します。浮動小数点の場合、小数点の
前には必ず1つの数字が表示されます。
[小数点の左側の桁数]: 小数点の前の桁数で、最大は15です。固定小数点表記の場合は、必ず、十分
な桁数を指定する必要があります。そうでない場合、黒のバーが表示されます。浮動小数点表記の場合は、
小数点の前に1桁あれば十分です。
[小数点の右側の桁数]: 小数点の後の桁数で、0～20です。小数点の後に数字がない(0)場合は、小数点
が省略されます。
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[計算]: 表示された数値を最新の値に基づき計算できます。
[最終値の最大]: 最大値は波形の最後のn個の値から計算されます。この機能は、オンライン表示ではピーク
ホールドとして解釈されます。
[最終値の最小]: 最小値は波形の最後のn個の値から計算されます。
[最終値の平均]: 算術平均値は波形の最後のn個の値から計算されます。これにより、表示される測定データ
のノイズが低減されます。
[値]: 平均値、最小値または最大値を計算するための値の数を指定します。1～30000の数を指定できます。
波形に含まれる値の数がここで指定した数より少ない場合は、波形の全ての値が計算に使用されます。大き
い数を指定する場合は、カーブの表示のために計算を行うことをお勧めします。
1を指定すると、最小値、最大値、平均値の計算結果が常に波形の最後の値になります。

[デフォルトとして指定]
最初に行った設定は現在のウィンドウのみに適用されます。[デフォルトとして設定]ボタンをクリックすると、表示ス
タイルとして[最終値]が選択されている場合は、作成される新しいカーブウィンドウにこれらの設定が適用されま
す。ダイアログに疑問符が表示されていない場合のみ、このボタンをクリックしてください。
個ーに設定したデータに関しては、フォーマットのデフォルトは保存されないため注意してください。
[OK]、[キャンセル]
操作の詳細については、「確認バー」 を参照してください。
注記
· [測定]、[スケール]、[概要]ウィンドウなど、カーブウィンドウのいくつかのメニュー項目は、数値表示オプションを
選択した場合は選択できません。

· 固定小数点表記で数字を表示する場合、数字の範囲に関して2つの影響がでる可能性があります。数字
のサイズが小さすぎる場合は、ゼロのみが表示されます。これに対し、スペースに対して数字が大きすぎる場
合は、記号が表示されます。これはオーバーフローを示しています。この場合は、小数点の左側の桁数を増
やすか、浮動小数点表記を選択してください。

· 高サンプリングレートのオンライン測定データの数値表示の場合、数字が高速で変化して、見分けられなくな
ることがあります。この場合は計算を選択し、[値]で適切な設定を行って、値の更新速度を制御してくださ
い。次に、小数点の右側の桁数として適切な小さい数字を選択してください。測定信号はわずかしか変化
しないため、通常は小数点の右側の数字のみが激しく変化します。

· タイムスタンプ付きのデータがデータ低減の対象の場合、計算が実行される値の数は、データ低減前の測定
ポイントの数と同じです。したがって、計算を適用する値の数を指定すると、測定データを低減する量とは無
関係に、常に計算対象の時間セグメントが固定されます。

· 数値表示のテキストと背景の色は、[オプション] > [色...]ダイアログで、ダイアログの全てのカーブウィンドウに対
して一律に変更できます。以下の要素を選択できます。

· 数字: 前景または背景

長さが1の実際の波形を表示した場合は、[数値としての最終値]表示モードが自動的に有効になります。
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8.6.4.1.1.3  テーブル形式の表示
測定値を表形式で表示することもできます。その場合、測定値は時間順に並べられます。これは、プロトコルの
読み出しまたはログブックとして表示されることがあります。

[操作]
カーブウィンドウのメニュー項目[構成] > [表示]を選択します。カーブウィンドウの表示スタイルを指定するダイアロ
グが表示されます。項目[テーブル]を選択します。時間表示タイプの[選択したx単位]と[日付/時間: 絶対]は、
テーブル形式の表示にも適用されます。

以下のようなカーブウィンドウが表示されます。
右側のスクロールバーを使用して、リスト内
を移動できます。

カーブウィンドウでマウスを右クリックすると、
以下のようなコンテキストメニューが呼び出
されます。
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メニュー項目[テーブル...]を選択すると、以下のようなコントロールを含むダイアログが表示されます。

ダイアログの左側には、カーブウィンドウに表示される全てのチャンネルが示されます。ここでは、軸や座標系に基
づくチャンネルリストの配置は関係ありません。ダイアログの右側にはコントロールがあり、左側で選択したチャン
ネルの設定を行うことができます。

カーブウィンドウに測定値のあるチャンネルが表示される場合(デフォルト)、数値フォーマットの設定を考慮する必
要があります。具体的には、[単位の接頭辞]、[数値フォーマット]、[小数点の右側の桁数]、[小数点の左側
の桁数]です。テキストが表示される場合は(タイムスタンプASCIIデータ)、テキストフォーマットを考慮する必要が
あります。

単位の接頭辞
大きさ、および適切な場合はキロ、ミリ、メガまたは単に1 (デフォルト、接頭辞のない単位を使用)などの接頭辞
から構成されます。接頭辞は数値の後、単位の前に表示されます。読み取り値が10で単位がV (ボルト)の場
合、[m] (ミリ)を選択すると10000mVの値が示されます。

数値フォーマット
小数点以下の桁数が固定で指数のない読み取り値には、[固定小数点]を選択できます(17、17.35、-0.0017
など)。
固定の相対精度と指数を持つ読み取り値には、[浮動小数点]を指定できます(-1.28E-7または3.4E+0など)。

小数点の右側の桁数
表示される小数点以下の桁数です。0～15の桁数を指定できます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

853カーブウィンドウ

小数点の左側の桁数
固定小数点の場合のみ。小数点の前(左側)の桁数を指定します。数値の全ての桁が表示されるように、十
分に大きい数を指定してください。

テキストフォーマット
この設定は、情報が文字列として表示されるチャンネルのみに関連します。つまり、タイムスタンプAsciiデータの
場合です。このようなデータは、たとえばimc Online imc FAMOSなどで生成されますが、タイムスタンプアスキー
キット(TSAキット)に含まれる関数によって生成されることもあります。このデータタイプにはテキストが含まれ、各テ
キストがタイムスタンプを持ちます(絶対時間が選択されたログブック項目の表示など)。

以下のオプションを選択できます。
· [ASCII (自動)]: 読みやすい形式でASCII文字を表示します(上記を参照)。
· [16進値]: 00H～FFHの16進値を表示します。

· [imc DEVICESのCANメッセージ]: CAN接続のある全てのデバイスが対象。CANメッセージのIDと内容が表示
されます。メッセージのID (コロンの前に表示)およびバイトが16進値で表示されます。
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· [imc DEVICESの4バイト絶対時間]: 4バイトのタイムスタンプデータ(1.1.1980以降の秒数)を読み込める全て
のデバイスについて、特殊な表示スタイルがあります。

マルチチャンネル表示
複数のチャンネルを一度に表示する場合も、正しく同期された順序が使用されます。全ての測定値についてソ
ースチャンネルが示されます。
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オンライン表示
測定の実行中にテーブルを表示する場合、テーブルの下部に最新の測定値の読み出し値を示すことができま
す。このために、座標系の時間ベースの表示と同様に、ロールモードが用意されています。カーブウィンドウ上でマ
ウスを右クリックして、コンテキストメニューから[コミュニケータ]を呼び出し、ロールモードに設定します。コミュニケー
タについての章も参照してください。

[OK]、[キャンセル]、[デフォルトとして設定]
操作の詳細については、「確認バー」 を参照してください。
注記
· 項目は常に時系列で表示されます。
· この表示タイプを使用する条件は、各チャンネルの時間座標が時間のように振る舞う(つまり、継続して増加
する)場合です。

· たとえば、XY波形の特性カーブの場合など、データセットの時間座標が減少する場合、この表示タイプは使
用できません。

· [Ok]、[キャンセル]および[デフォルトとして設定]ボタンの詳細については、「確認バー」 を参照してください。

8.6.4.1.1.4  バーメータ
数値データ表示[最終値]に加え、垂直メータバーの形
式を持つデータ表示スタイルもあります。このバーの高さ
は、波形内の最終値から決定されます。この表記スタ
イルは、複数チャンネルの信号推移に関する概要が
容易に把握できるため、オンラインでの視聴に特に役
立ちます。この表記スタイルには、様ーな色、スレーブ
ポインタ、マージンチェックなどのグラフィカルな機能が組
み込まれています。

設定
カーブウィンドウで[構成] > [表示]メニュー項目を選択します。[バーメータ]ラジオボタンを選択します。

959
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共通のy軸を使用すると、複数のチャンネルを一緒に表示できます。カーブウィンドウに表示するチャンネル(コン
テキストメニューの[カーブウィンドウでのチャンネルの追加] )を選択します。
バーメータ自体を設定するには、カーブウィンドウを右クリックしてコンテキストメニューを
開きます。
[メータ...]を選択して[メータの設定]ダイアログを開きます。このダイアログを構成する
複数のサブダイアログにはそれぞれ、様ーな設定のコントロールが含まれています。

特定の設定に対して基本設定がある場合は、[デフォルトとして設定]ボタンを使用します。これらの設定は、バ
ーメータ表示モードを使用するたびに、自動的に実装されます。
[バーメータ設定]ダイアログ内の各サブダイアログの説明を、次に示します。

設定: 全般
ここでは、カーブウィンドウのすべてのバーに同様に影響を与える設定を実行します。

数値の表示
この設定により、信号の数値とそのバーメータ表記を一緒に表示するかどうかが制御されます。数値は、バーの
上に表示されます。
数値、アラインメント
これは、数値の水平アラインメントを制御します(表示するよう指定されている場合)。推奨される設定は[右]で
すが、[左]および[中央揃え]もサポートされています。
メータのタイトル表示
信号のバーメータの下に対応するチャンネル名を表示するかどうかを指定します。これは、複数のチャンネルの信
号を表示する場合に、特に役立ちます。

913
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メータのタイトル、アラインメント
タイトルテキストの水平アラインメントであり、常に1行に表示されます。サポートされている選択肢は、[左]、
[右]、および[中央揃え]です。
軸の表示
y軸は、左側のバーメータに隣接して表示するように指定できます。軸のスケーリングは、カーブウィンドウの通常
の方法で設定できます。この軸は、バーの値の範囲(下端の下限物理値、上端の上限物理値)を決定しま
す。また、ここでは、スケールを表示するかどうかも指定します。スケールは、表示されていない場合でも、バーの
値の範囲に適用されます。カーブウィンドウのメニュー項目の[構成] > [軸]の設定は、後で行う必要があります。
ツールヒント
[名前]の場合はチャンネル名が表示され、[いいえ]の場合はチャンネル名が表示されません。
スレーブポインタの外観
[線]、または[自動](CLAMP)。
設計フレーム
[自動]の場合は、どのチャンネルもそれ自体のフレーム
を持ちます。[共通フレーム]の場合、そうではありませ
ん。

設定: フォーマット
このファイルカードは主に、数値形式および数値計算の設定に関係しています。数値は、バーの上の表示およ
びバーの高さを決定するために使用されます。
このダイアログと次のサブダイアログでは、最初に、設定を共通に適用するすべてのチャンネルを選択します。複
数選択は、軸リスト の説明に従って実行できます。選択された複数のチャンネルのプロパティの設定が互い
に異なる場合、そのプロパティの設定は「???」になります。

914
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単位プリフィックス
信号値の10を底とする指数を反映した単位プリフィックスを指定すれば、数値と共に表示することができます。サ
ポートされているプリフィックスは、ピコ(p)～ギガ(G)です。[自動]を設定すると、指数はy軸スケーリングの指数に
向いています。これは推奨設定です。固定小数点表記では、y軸のスケーリングだけでなく、固定指数も推奨
されます(y軸の説明を参照)。
例: ワットを単位とし、1e4～1e6Wの範囲で伸びる電力測定の波形を考えてみます。固定された単位プリフィッ
クスとして"kilo"(k)を選択すると、10kW〜1000kWの値が得られます。
この設定は、信号の数値が表示されないように設定されている場合、不要です。
数値フォーマット
固定小数点表記(0.01、100、365.25など)または浮動小数点表記(3.5E-3など)が利用できます。信号の値の
範囲がわかっている場合は、固定小数点表記の方が優れています。
この設定は、信号の数値が表示されないように設定されている場合、不要です。
小数点未満の桁数
小数点未満の桁数としては、0～15桁を指定できます。
この設定は、信号の数値が表示されないように設定されている場合、不要です。
Calculation
表示される数値は、直前に測定された値であってもかまいません。また、最新のN個の値の関数であってもかま
いません。提供されるN個の値の関数は、平均値、最小値、および最大値です。波形の値がN個より少ない
場合、使用可能なすべての値が計算に使用されます。N = 1の場合、どのような関数が使用されても無関係で
す。メータバーの高さも、ここで設定した値に基づいています。
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値
平均値、最小値、または最大値を計算するための値の数Nを入力します。入力できるのは、1以上の整数値
だけです。Nの値が大きいと計算に多くの時間を要しますが、値の数が100個程度であればシステムが快適かつ
迅速に処理できる量です。
単位の表示
これにより、指数プリフィックス(p、n、&mu;、m、...)付きの物理単位が数値測定値とともに表示されるかどうか
が決定されます。値の大きさのオーダを示すために、時には物理単位の表示を含める必要があります。単位を
省略してかまわないのは、単位がy軸スケーリングによって正確に反映されている場合のみです。
 

設定: 各種
このサブダイアログには、メータバーの幅やスレーブポインタに関する設定など、さまざまな設定コントロールが含ま
れています。

スレーブポインタの表示
メータバーにスレーブポインタを装備するかどうかを指定します。これらはバーに沿って表示されるマーキングであ
り、信号の最小値と最大値が遭遇した場所にいつでも置くことができます。
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スレーブポインタ
スレーブポインタは、チャンネルの最大および最小レベルを表示します。測定の開始時、
それらは同じ位置にあります。一般的に、測定中は互いから離れて移動します。一番
上の値は最大の値を示し、一番下の値は最小の値を示します。スレーブポインタは、現
在の可視領域の外側に位置していてもかまいません。
バーのスレーブポインタは、バークランプに似た図形で表示されます。スレーブポインタは、
可視範囲外に位置することもあります。
カーブウィンドウが最初に開かれるか、または新しいカーブ構成がロードされると、そのウィ
ンドウ内のスレーブポインタがリセットされます。スレーブポインタは、データが存在しないと
きにも表示されません。

スレーブポインタ: 決算
スレーブポインタは、波形の最小値と最大値を単純にトラッキングすることによって高速に計算されます。そのた
め、大量のデータがあっても、スレーブポインタを素早く更新することができます。着信データが単にデータレコード
に追加される典型的なオンライン測定アプリケーションでは、スレーブポインタを使用するのが適切です。ただし、
オフラインデータ分析では、データレコード全体が一度にロードされるため、特に有用という訳ではありません。
スレーブポインタを持つチャンネルで新しい測定を開始しても、スレーブポインタはリセットされません。スレーブポイ
ンタは、新しいデータにより新しい位置が強制されるまで、前の価値を保持します。
スレーブポインタは、実際の測定データから計算されるものであって、バーメータのチャンネルから求められた値から
は計算されません。たとえば、最後の10個の値の平均を表示するように設定されたバーメータを考えてみましょ
う。バーメータは一時的な最大値を表示することはありませんが、スレーブポインタの位置に影響します。
この影響が発生しないようにするには、平均値をオンラインで計算し、結果として得られる仮想チャンネルをバー
メータに表示します。そうすれば、スレーブポインタは表示される最大値および最小値と一致します。
スレーブポインタは、有効数字6桁まで正確であるため、4バイト表記を使用します。
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スレーブポインタ: リセット
スレーブポインタをリセットすると、そのカーブウィンド
ウ内のすべてのスレーブポインタがリセットされま
す。スレーブポインタは、リセットすると、現在の測
定値に戻ります。スレーブポインタは、各ウィンドウ
で手動でリセットする必要があります。新しい測
定が開始されても、スレーブポインタが自動的にリ
セットされることはありません。
カーブウィンドウ内でスレーブポインタをリセットする
には、[編集] > [移動] > [スレーブポインタのリセッ
ト…]を選択します。

メータの幅(%)
ここでは、バーの「セル」の幅に対するメータバーの幅を指定します。これは、カーブウィンドウのおおよその幅をウィ
ンドウ内のバーの数で割ったものです。セル幅に対する任意の割合(0％～100％)を入力できます。100％の設
定では、バーが互いに接触するため、最も明瞭にするには90％が推奨されます。
タイトル
バーメータのタイトルは、信号が属するチャンネル([設定]: [自動])または任意の名前([固定タイトル])。[固定タ
イトル]を選択すると、同じ名前の入力ボックスが下に表示されます。
固定タイトル: バーメータの任意の指定をここに入力します。20文字まで入力できます。
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設定: 色
このサブダイアログでは、バーの色を決めることができます。

フィル
この設定では、信号測定値が増加するにつれてメータバーがどの位置から成長するのかが、色で塗りつぶされた
列による視覚表示で特定されます。
使用可能なオプションは、上から、下から、中心から、およびy = 0(y軸がバー沿いの0.0に等しい高さ)からです。 

下から
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上から

y = 0から

軸の 行から上下に交互に0
カラースキーム
バーは、1つの色、時間的に連続した3色、または同時3色以下でしか表示できません。

1色
1色のバーは常に同じ色です。
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3色
3色バーは、測定信号が現在許容範囲内にあるかどうかを示すために使用されます。許容範囲は、ユーザが
上限と下限のしきい値で指定できます。

3色バー(一度に1色)は、1つの色で塗りつぶされた領
域全体を示します。これは、信号が範囲を下回ってい
る、範囲内、または範囲を超えているかによって異なり
ます。
· 第1色: 値 <= 下限値の場合
· 第2色: 下限値 < 値 < 上限値の場合
· 第3色: 値 <= 上限値の場合

1つのバーに3つの色が混在している場合、それぞれの
色は、以下に示すように、バーの高さの特定の範囲内
にのみ表示されます。
· 第1色: フィルの高さ <= 下限値の範囲内
· 第2色: 下限値 < フィルの高さ < 上限値の範囲内
· 第3色: 上限値 <= フィルの高さの範囲内
そのため、状況に応じて、最大3つの色をすべて1つの
バー内で見ることができます。

メータのメインカラー
これは、カラースタイルが1つしか指定されていない場合、メータバーの唯一の色です。カラースタイルが3つの場合
は、中間色(ユーザが設定した範囲内の信号を示すバーの色)です。有効な設定が[自動]の場合は、カーブ
ウィンドウの波形に対して実施済みの自動選択がバーに適用されます。
バーの背景色は、カーブウィンドウの[オプション] > [色] ダイアログで設定されている座標系の背景色です。
波形に値が含まれていない場合は、バーメータも空のままです。

限界値

下限値(最小値)
3色表示モードでは、この入力ボックスで下限値を指定する必要があります。下限値がない場合は-1e30と入力
することができますが、これは測定される信号よりも一般的に小さくなります。
上限値(最大値)
3色表示モードでは、この入力ボックスで上限値を指定する必要があります。上限値がない場合は1e30と入力
することができますが、これは測定される信号よりも一般的に大きくなります。
上限値は、下限値より大きくなければなりません。

965
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色

下限値より小さい色
3色バーの場合、これは第1色です。
上限値より大きい色
3色バーの場合、これは第3色です。
数値色
数値がバーメータの上に表示されるように指定されている場合は、数値に固定色を割り当てることができます。
[自動]に設定されている場合は、バー自体と同じ色です。
タイトルテキストの色
バーの下のタイトルに固定色を割り当てることができます。[自動]に設定されている場合は、バー自体と同じ色
です。

注記
· ちらつきの低減: 測定中にバーメータでちらつきが発生する場合は、平均化([メータの設定]ダイアログ: [フォ

ーマット] > [Calculation] > [最終値の平均])を使用します。数値フォーマットは浮動小数点に設定してくだ
さい。小数点未満の桁数を制限し、右揃えを使用します。

· 外観: 一般に、背が高くて細いメータは、背が低くて幅広いメータよりも見栄えが優れています。必要に応じ
て、カーブウィンドウのサイズを変更する必要があります。

制限
· イベントまたはセグメントが含まれるデータの場合、構造は無視されます。結果が最後のN個の値から計算さ
れる場合、データセットは単に長い波形と見なされます。そのため、計算は複数のイベントで実行できます。
重要: この動作は今後のバージョンで変更される可能性があるため、使用することはお勧めしません。

· y軸は1つだけ使用できます。カーブウィンドウのバーメータではすべて、同じyスケーリングを使用する必要があ
ります。様ーなyスケーリングを使用する場合は、別ーのカーブウィンドウを使用してください。

· スレーブポインタは、オンライン測定にのみ適しています。データがオフラインで処理される場合(imc FAMOSの
場合など)、スレーブポインタは常に正しく機能するとは限らず、その場合は最大値/最小値が表示されませ
ん。ただし、値をデータレコードに追加しただけの場合、スレーブポインタは正常に機能します。新しい測定の
開始時は、新しいデータを追加する前にデータレコードを空にする必要があります。これにより、スレーブポイン
タが新しいデータを正しく解釈できるようになります。

· XYデータと、トランジショナルレコーディングを使用してデータを削減した場合、最後のN個の値の計算では常
に、異なる時間間隔が使用されます。この動作は、今後のバージョンで変更される可能性があります。

· スレーブポインタは、データレコードに正しく追加されたデータのみを正しく解釈できます。たとえば、測定デバイ
スを介して記録されていないデータ、したがってデータマネージャを通過していないデータは、正しく解釈されま
せん。

8.6.4.1.1.5  カラーマップ表示
このデータ表現スタイルは、表面起伏が色分けされている地図と類似しています。
複数の波形がスタックレイアウト(y方向)で配置され、それぞれの値が左から右(x方向)にプロットされます。振幅
はz方向に(つまり、画面から外側へ垂直に伸びるように)プロットされます。その結果、起伏のある表面がxy平面
から外側に広がり、鳥瞰図のような表示になります。表面の高さは、高さの範囲ごとに色分けして示されます。
また、x-y波形をカラーマップ上に重ね合わせて、波形によってマップに境界を付けることも可能です。このトピック
の詳細については、[線] > [その他] のセクションを参照してください。940
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必要条件
· 256色、つまり16ビットまたは24ビット色以上のカラービデオカード
· DIN A4フォーマットのカラープリンタ
· 十分なRAM (32MB以上)を搭載した高速PC (586、100MHz以上)
· グラフィック表示はサイズの大きいビットマップ(ピクセルグラフィック)に基づくため、大型ディスプレイには特に大
量の記憶領域と計算が必要

· 300dpiのDIN A4カラープリンタで約2000×3000ピクセル、24ビット/ピクセルですでに約18MBに到達!
操作
まず、必要なチャンネルをすべてカーブウィンドウに表示します。次に、[構成] > [表示]ダイアログで[カラーマップ]
メニューオプションを選択します。
Z座標の設定
カーブウィンドウの[構成] > [3D] ダイアログで、適切なz座標を選択します(下記を参照)。

参照
詳細については、ウォータフォール図のz座標 に関する項目を参照してください。

878
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結果

Z軸スケーリング
色軸を調整するには、色の凡例のスケーリングをダブルクリックします。色軸はz軸と同じであり、
同様にスケーリングされます。

色の選択
色を設定するには、カラーマップの[構成] > [カラーマップ表示] ダイアログを使用します。
Z座標の解釈
データのz座標(imc FAMOSでは他の場合は未定義の座標)は、カーブウィンドウの[構成] > [3D]ダイアログで設
定します(上記を参照)。たとえば、グループ内の最初の波形(チャンネル)のz座標をz-min、次をz-min + dz、次
をz-min + 2dzに設定することなどが可能です。
座標の方向
マップ内の成分波形は複数の色から成る水平線として表現されます。x範囲はグラフの左端のx最小値から右
端のx最大値へとプロットされます。波形の線またはストリップの画面上の高さは、その波形の指定済みz座標に
よって決まります。したがって、ある意味では、波形のz座標はy軸に沿ってプロットされます。逆に、波形のy座標
は、測定値であり、色によって表現されます。したがって、波形のy座標は色軸(こうした目的ではz軸とも呼ばれ
る)に沿ってプロットされると言えます。y軸のスケーリングは、画像表現における物理値の位置を正確に特定せ
ずに画像表現の領域をランドマークするのに役立ちます。
こうして、渓谷を示す緑、山ーの茶色、雪で覆われた山頂の白など、色とりどりの風景が地図上に描かれてい
るかのような錯覚が得られます(この場合、色は物理的スペクトルの順序に従います)。
制限
· 軌跡およびXYプロットを使用する場合、z座標では測定カーソルを使用できません。
· カラーマップ表現は、その他の表現スタイルと比べて動作がいくぶん遅くなります。特に、印刷には大量の記憶
容量が必要です。したがって、これにも忍耐を要する場合があります。

· 隣接する2つの波形の補間は固定されています。
· データのz座標は厳密に単調増加する必要があります。

868



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

868 Panel

カラーマップ表示のオプションは、メニュー項目[構成] > [カラーマップ]で呼び出したダイアログで設定します。

表示の選択

[自動]
マゼンタから赤までのデフォルトの色、または白黒表示の場合は白から黒。その他のオプションはありません。

[カラーマップ、連続した色移行]
補間された色の移行。
表示する各振幅について、適切な色が計算されま
す。
カラースキームを選択できます。
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[カラーマップ、グラデーションカラー]
補間なしの指定された一定数の色。
カラースキームを選択できます。
[色数]
色数は2～1000の必要があります。リストで推奨され
る値を上書きできます。

[シンボル、塗りつぶしに対応するサイズ(Campbell)]
各測定値がシンボル(円など)で表されます。シンボル
のサイズは対応する振幅を表します。最小のシンボル
サイズはゼロ値を表し、最大サイズは最大値を表しま
す。その中間の変化は線形です。シンボルの中心が
測定値を示します。

[シンボルの色]は最初のカーブの色に対応し、ここで変更することはできません。
[シンボルの選択]で輪郭のみまたは塗りつぶしの楕円、矩形、ひし形を選択できます。

シンボル表示についての注記
· シンボル表示の場合、凡例のシンボルのサイズについては、可能な限り実際と同じサイズになるようにしていま
すが、カーブウィンドウに占める凡例のスペースを考慮して、サイズが制限されることがあります。

· シンボル表示の場合、読み取り値はx方向に単調に増加する必要があります。そうでない場合は表示できま
せん。

· 変化する増分dxを持つXYデータ、またはz方向に変化する距離を持つデータをグラフにする場合、(実際には
一定の)サイズを持つシンボルのサイズは決定されず、変化する塗りつぶしが使用されます。凡例では、自動
的に決定された値がサイズとして使用されます。

· [シンボル、振幅に対応する塗りつぶし]
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[シンボル、振幅に対応する塗りつぶし]
各読み取り値がシンボル(ボックスなど)で表されます。
シンボルの塗りつぶしの程度は信号の振幅に対応し
ます。空白のシンボル(ボックス)は最小値に対応し、
最大値は使用可能な最大サイズのシンボルで表され
ます。これらの極値の間のスケーリングは線形になりま
す。
[塗りつぶしの色]および[フレームの色]を調整できま
す。フレームの場合は、[自動]設定を使用できます。
これは最初のカーブの色を表します。[透明]の場合
は、フレームが省略されます。

選択したスタイルに応じて、塗りつぶしが外側から内側に、またはその逆に、または一方の辺または角から
他方へと増加します。
シンボルの左下隅が測定値を示します。
サイズが変化するシンボルを表示する場合、シンボルの最大サイズを設定できます。このサイズはフォントサ
イズ(カーブウィンドウにラベルとして表示されるテキストのサイズ)に基づきます。

値はパーセントで指定します。サイズはシンボルの最大直径です。通常は50～200%のサイズが適切で
す。

[カラースキーム]
オプションは、選択されているディスプレイタイプによって異なります。
カラースキームは、段階的または連続的な色の遷移を伴うカラーマップ表示に合わせて設定することができま
す。
すべてのカラースキーム([自動]を除く)は出力デバイスの機能とは関係ありません。
[自動]: カラー出力デバイスの場合はマゼンタから赤までの色が使用され、白黒プリンタの場合は白から黒の濃
淡が使用されます。
[2、3または4色の移行]: ここで、2、3または4色の固定色の使用を選択できます。追加のコントロールが表示さ
れ、特定の色を選択できるようになります。
2色の場合は、次のようなダイア
ログが表示されます。

4色の場合は次のようになりま
す。

固定色をリニア補間して、その間の中間色が生成されます。たとえば、5色のグラデーションでカラーマップを表示
することを選択し、2つの固定色の間の移行も設定した場合、スケールの終わりの2色が固定で、他の3色は補
間により決定されます。
ダイアログでは、もっとも小さい振幅の色が最初(上部)に示され、もっとも大きい振幅の色が最下部に示されま
す。
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[固定カラースキーム]: このカラースキームは直接選択して使用できます。左側([-]が表
示されている側)に、最小の振幅の色が示され、右側([+])に最大振幅の色が示されま
す。

[次より大きい値のみを考慮]
このオプションは選択した表示タイプによって異なります。
このオプションボックスを選択しない場合、全ての読み
取り値が考慮されます(デフォルト)。
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このチェックボックスを選択すると、表示する振幅の下限を指定できます。

比較的大きい読み取り値のみが考慮されます。他の
全ての値がバックグラウンドに結合されます。

[シンボル、振幅に対応するサイズ(Campbell)]モード
の同じグラフを次に示します。
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[測定値間の補間]
このオプションは選択した表示タイプによって異なります。
これは読み取り値間のxy平面の補間です。z方向の補間(色の補間)と混同しないでください。
[自動]、[リニア]: x方向とy方向(それぞれ、画面上
の水平方向と垂直方向)で、特定の読み取り値の間
の補間された値が決定されます。これはプロットされた
ポイントの間でリニア補間された線に相当します。

[右上へ一定に拡張]: それぞれ、x方向またはy方
向に、全ての測定値が次の測定値まで、一定の大き
さで拡張されます。これは測定値のステアステップ表示
またはバーメータ表示に相当します。

ISO線は等高線、つまり等しい高さの座標を結んだ線です。ここでも地図と同じように使用されます。線はグラデ
ーションカラーと共に表示され、色と色の間の境界を示します。

ISO線は、グラデーションカラーを含むカラーマップ表示 のみに設定できます。869
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カラーマップ設定ダイアログの[等値線]インデックスカード:

以下のオプションを選択できます。
[ISO線]: 等値線の表示。このオプションは[カラーマップ、グラデーションカラー]の表示タイプに対してのみ使用で
きます。
[線の色]: ここで等値線の色を設定します。
[ラベル]:
· [自動]、[いいえ]:等値線にラベルが使用されません。
· [はい]: 等値線にラベルが使用されます。スペースがある場合は、線に小さいタグが付きます。

その他全てのオプションは、等値線のラベルのみに関連します。
[フォントの色]: ラベルのテキストの色を指定します。
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[背景色]: ラベルの背景の色を指定します。
· [自動]: 背景は透明ですが、等高線は隠されます。

· [透明]: ラベルの背景が完全に透明になります。色と色の間の等高線も見えます。

· [固定色]: ラベルの背景に特定の色が指定され、透明ではなくなります。

[数値フォーマット]:
· [固定小数点]: 小数点の右側の桁数が固定です(17、17.35、-0.0017など)。
· [浮動小数点]: 固定の相対精度と指数を持ちます(-1.28E-7または3.4E+0など)。
· [自動]: 自動選択。z軸の数値表現に部分的に依存します。
[単位の接頭辞]: 大きさ、および適切な場合はキロ、ミリ、メガまたは単に1 (デフォルト、接頭辞のない単位を
使用)などの接頭辞から構成されます。接頭辞は数値の後、単位の前に表示されます。読み取り値が10で単
位がV (ボルト)の場合、[m] (ミリ)を選択すると10000mVの値が示されます。
自動数値フォーマットの場合は、z軸のラベルと同じオーダの大きさが設定されます。
[小数点未満の桁数]: 数値フォーマットが[固定小数点]または[浮動小数点]の場合の小数部の桁数です(0
～15)。
[有効桁数]: 数値フォーマットが[自動]の場合は小数点以下の桁数を設定できませんが、代わりに有効桁数
が設定されます。そのため、数字3.4、3.4E-4、および0.034はそれぞれ2桁の有効数字を有します。
[フォントサイズ(ポイント)]: ポイント単位(pt)のフォントサイズ(4～10pt)。一般的な値は6および8ポイントです。
参考
「ウォータフォール図」 を参照してください。842
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3D表示の代わりに、変数が関連付けられている波形をカラーマップに表示することもできます。 

多次元のデータセットのカラーマップ表示
この表示スタイルの測定データポイント間の補間を指定することもできます。これを行うには、カラーマップの[プロ
パティ]ダイアログを開き、[全般]ページで、ドロップダウンリストから補間タイプを選択します。
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カラーマップの測定値間の補間
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8.6.4.1.1.6  3D表示
セグメント分割された波形用にx、y、z変数に関連付けられた データセットのもう1つの表示スタイルは、3D表
示です。
この表示スタイルでは、パースペクティブは自由に回転でき、軸ナビゲーションバー を使用してビューを変更で
きます。 x、y、z変数に関連付けられた複数のデータセットを表示できます。これにより、重ね合わせて表示され
ている複数の3Dデータセットの比較が可能になります。
ズーム、マーカ設定、線シフトなどの他のカーブウィンドウ機能は、ここでは使用できません。
3D表示の使用法の詳細については、[構成 / 3D] に関するセクションを参照してください。

920

987

944
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8.6.4.1.1.7  極座標プロット
複素数のデータセットは、極座標図として表示できます。そのためには、[構成] > [表示]メニューから[極座標プ
ロット]表示タイプを選択します。

例: [ポインタ記法]

ベクトル図としての複素数単一値
imc FAMOSでは、関数Cmpl()を使用して複素数単一値を作成することができます。 
上のポインタグラフは、次のようにして作成しました。
1. 目的の単一値を作成します。

I1= Compl (27'A', 33'Degr')
I2= Compl (17'A', 153'Degr')
I3= Compl (19'A', 273'Degr')
U1= Compl (327'V', 82'Degr')
U2= Compl (315'V', 202'Degr')
U3= Compl (331'V', 322'Degr')

2. 単一値をカーブウィンドウに表示し、表示スタイルとして[構成] > [表示]メニューで[極座標図]を選択しま
す。
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3. デフォルトでは、カーブウィンドウには変数の大きさ成分のみが表示されます。そのため、すべての矢印が上を
向いています。マウスの右ボタンを使用してコンテキストメニューを開き、[チャンネルの追加...]を選択します。
変数を選択し、軸リストの[コンポーネント]で[波形]を選択します。指定した角度に従って矢印が描画され
ます。

複素波形の各成分の観測
4. 通常のカーブウィンドウの場合と同様に、すべての変数は軸に割り当てられます。
そのため、比較的小さい電流がゼロ点に現れます。電流と電圧のそれぞれに軸
を1つ作成し、右マウスボタンを押してコンテキストメニューを表示し、[チャンネルの
追加...]を選択します。

5. [線]ダイアログを使用すると、矢印の表示を適合させることができます。右マウスボ
タンを押して[線]を選択します。

線ダイアログ 矢印と共に表[ ] : 
示
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例: 転送関数

転送関数の例
複素数のデータセットが表示される可能性はまだあります。
1. imc FAMOSを使用して、複素数のデータセットを作成します。
; transfer function diagram
t = ramp ( 0, 1, 11000 )
m = t * 0.1 + 200 + 1000*smo ( Random(leng?(t), 2, 0, 0, 3), 1000 )
p = t * 0.03 + 150
m = xoff ( xdel ( CutIndex ( m, 1001, 10000 ), 0.01 ), 10 )
p = xoff ( xdel ( CutIndex ( p, 1001, 10000 ), 0.01 ), 10 )
yUnit p Degr
yUnit m N/m
xUnit p Hz
xUnit m Hz
TransferFunction = compl ( m, p )
Labels = red ( TransferFunction, 500 )

Important Note: 角度指定では、度とRADを単位として区別します。単位が指定されていない場合は、
RADが適用され、360°ではなく2PIが使用されます。そのため、例のように、yUnitを使用して単位をDegrとし
て設定することが重要です。

2. データセットTransferFunctionをカーブウィンドウに表示し、[構成] > [表示]メニューで表示スタイル[極座標
図]を選択します。

3. マウスの右ボタンを使用してコンテキストメニューを開き、[チャンネルの追加...]を選択します。変数を選択し、
軸リストの[コンポーネント]で[波形]を選択します。これで、角度データが表示に反映されます。
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4. [軸の位置]: デフォルトでは、Y軸は正の方向にのみ表示されます。軸の位置と
その範囲を変更できます。右マウスボタンをクリック: 極座標プロット

軸の位置

5. [値のラベル]: 個ーの値には、どのカーブウィンドウ内でも値をラベル付けすることができます。ただし、この例
では、データの量が原因で、読み取ることができません。そのため、データセット[ラベル]が作成されました。こ
れは[TransferFunction]を500分の1に縮小したイメージです。

マウスの右ボタンで[チャンネルの追加...]を選択し、ラベルを同じ軸に割り当てます。 
[トピック]ボタンをクリックして、[線]を選択します。
[ラべリング]ページに移動して有効にします。
デフォルトでは[ラべリング]に大きさが表示されます。この例では、周波数を表示する必要があります。したがっ
て、[値の選択]で項目[パラメータ]を選択します。
6. [凡例]: 凡例の位置を移動できます。最初は、データセット[ラベル]が凡例に表示されません。したがって、

[凡例]ページの[線]ダイアログでデータセット[ラベル]を選択し、[凡例の項目]で[いいえ]を選択します。デー
タセット[TransferFunction]については、[線を許可]で[いいえ]を選択します。ダイアログを閉じます。

凡例の表示非表示はチャンネルごとに切り替える/
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7. [構成] > [凡例]ダイアログを開きます。凡例を、端から少し距離を置き、左上隅に配置します。

凡例の位置[ ]

オンライン表示に関する注記
imc DEVICESまたはimc STUDIOを使用する測定では、測定デバイスにより複素数のデータセットが生成されま
せん。たとえば、オンラインFFTでは、振幅と位相がそれぞれ別ーのチャンネルとして転送されます。これらを組み
合わせると、複素数のデータセットをカーブウィンドウ内の[チャンネルの追加...] に生成できます。
複素数のデータを上記のようなポインタ記法 で表示したい場合は、上に概説した手順の他に、次のステップ
も必要です。チャンネルの現在の値、つまり最後のものだけが表示されるため、[構成] > [イベント、セグメント、
期間...]を選択します。[サンプル]ページに移動して[サンプルの選択]で[最終]を選択します。

最終サンプルのみを表示 

920

879
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8.6.4.1.1.8  1/3オクターブ表示
業界では、音と振動の分析における一定の表現方法と形式が広く受け入れられています。1/3オクターブ、1/1
オクターブおよび狭帯域分析では、算術演算を実行する必要があり、振動ピックアップの時間信号から対象の
スペクトルを計算します。座標系のx軸には選択した周波数帯に基づくラベルが付きます。周波数そのものは業
界標準に基づいて決定されます。
例
imc FAMOSの数学関数を使用して、経時的に1/3オクターブスペクトルを計算しました。以下のカラーマップ図は
その結果を示しています。x軸には1/3オクターブと1/1オクターブのラベルが付いています。
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説明
以下の公称パスレンジは1/1オクターブフィルタに適用されます。最大値と最小値は、リストから最初の10個の値
を選択し、それらに10の任意の3の倍数の累乗を掛けて計算することができます。

オクターブ
中心周波数(Hz) 下限値(Hz) 上限値(Hz)

16 11.2 22.4

31.5 22.4 45

63 45 90

125 90 180

250 180 355

500 355 710

1000 710 1400

2000 1400 2800

4000 2800 5600

8000 5600 11200

16000 11200 22400

以下の周波数は1/3オクターブに適用されます。最大値と最小値は、リストから最初の10個の値を選択し、それ
らに10の整数指数の累乗を掛けて計算することができます。

1/3オクターブ
中心周波数(Hz) 下限値(Hz) 上限値(Hz)

1000 900 1120

1250 1120 1400

1600 1400 1800

2000 1800 2240

2500 2240 2800

3150 2800 3550

4000 3550 4500

5000 4500 5600

6300 5600 7100

8000 7100 9000

10000 9000 11200
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1/12および1/24オクターブ帯の中心周波数は1/3オクターブの中心周波数にあり、さらに対数的に等しい距離に
ある中間値にあります。ここで、1/3オクターブ範囲の端を追加の周波数チェックポイントとして使用します。
1/12オクターブの例:

1/12オクターブ
中心周波数(Hz) 下限値(Hz) 上限値(Hz)

1000 974 1029

1058 1029 1089

1120 1089 1151

1183 1151 1216

1250 1216 1286

1323 1286 1361

1400 1361 1448

1497 1448 1547

.. .. ..

1/24オクターブの例:

1/24オクターブ
中心周波数(Hz) 下限値(Hz) 上限値(Hz)

1000 987 1014

1029 1014 1043

1058 1043 1073

1089 1073 1104

1120 1104 1135

1151 1135 1167

1183 1167 1200

1216 1200 1233

1250 1233 1268

1286 1268 1304

1323 1304 1342

.. .. ..
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周波数範囲の波形を周波数帯分析の結果として表示する場合、プログラムはx軸に特定の種類のスケーリン
グが適用されると予想します。周波数帯の間隔は対数的であるため、x軸には数学関数に対応する周波数の
対数のラベルが付きます。表示のために対数が再度展開され、ドイツの業界標準に従って軸に周波数のマーク
が付きます。以下の表では、少数の例を挙げてデータのxスケーリングと周波数帯の関係を示しています。ルー
ルとして、中心周波数のlog10に10を掛けて、その値を丸めます。

xスケーリング 中心周波数(Hz)
 ..

-3 0.5

-2 0.63

-1 0.8

0 1

1 1.25

2 1.6

3 2

4 2.5

5 3.15

6 4

7 5

8 6.3

9 8

10 10

11 12.5

.. ..

20 100

30 1000

40 10000

41 12500

43 20000

.. ..
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x位置0、1、2...に1/3オクターブが見つかり、位置0、3、6、9、12...に1/1オクターブ、0、0.25、0.5、0.75、1、
1.25...に1/12オクターブが見つかり、1/8の全ての倍数の位置に1/24オクターブが見つかります。
つまり、1/3オクターブの倍数としてさまざまな帯域幅を表すことができます。したがって、x軸のデルタxは、周波数
スケーリングのために以下の値に設定されます。

帯域幅 デルタx
1/1オクターブ 3

1/3オクターブ 1

1/12オクターブ 0.25

1/24オクターブ 0.125

例

標準ラベルを使用するカーブウィンドウ

オクターブ オクターブラベル1/3 /
ここでは、対数によるラベルと展開された1/3オクターブスケーリングの関係が明白です。
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マウス操作
· x軸のラベルを1/3オクターブ/オクターブに設定するには、メニュー項目[構成] > [軸...]で[軸]ダイアログを呼び
出します。または、x軸のラベルをダブルクリックします。

· 左側のリストでx軸を選択します。次に[スケール]コントロールで、[1/3オクターブのラベル]オプションを選択しま
す。
一般情報
x軸のスケーリングは3つの横方向の層で構成されています。最上部の層には小さいティックとラベルが含まれます
(1/3オクターブなど)。中間の層には大きいティックとカーブウィンドウの標準フォントタイプが含まれます(大きいラベ
ル)。単位(Hz、kHz...)は最下部の行にあります。
第2スケール(詳細)
[フォント]: 小さいラベルのフォントタイプを設定します。トゥルータイプフォントの場合、一般的には、画面上の数
値に6ポイントサイズのフォントを使用すると読みやすくなります。
[ティック]
小さいラベルと大きいラベルの場合は、ユーザが軸上のティックの間隔を指定できます。以下のオプションから選択
します。
· [自動]: 領域とウィンドウサイズに応じて、以下のいずれかのオプションを選択できます。
· [オクターブ]
· [1/3オクターブ]
· [1/12オクターブ]
· [1/24オクターブ]
ティック
ティックの中央揃えまたは整列のオプションです。中央揃えのティックは対応する帯域の中心周波数に正確に
配置され、ラベルもティックの下部で中央揃えされます。周波数帯の端は見えません。[ティックを端に]オプション
の場合は、ティックが周波数帯の端に正確に配置され、ラベルはティックと中心周波数の間で中央揃えされま
す。
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中央揃えのティック 帯域の端に
最小、最大
表示する周波数範囲の制限はコンボボックス[最小]および[最大]を使用して設定します。数値を含むリストの
内容は、小さいラベル用のティックの以前の設定内容に基づきます。プログラムはこれを最高分解能だとみなし
ます。 
[最小]および[最大]リストボックスの項目は、常に帯域の中心周波数です。キーボードから数値を入力する場
合は、正確な中心周波数が自動的に選択されます。
選択可能な数値の範囲は10µHz～400THzで、有効な物理的範囲がカバーされます。一般的なアプリケーショ
ンの場合、常に10Hz～20kHzの範囲内になります。
注記
· カーブ: ステアステップまたはバーグラフでカーブを表示する場合、カーブがx方向にシフトされ、バーまたはステッ
プの中心が中心周波数のラベルの中央に揃えられます。サンプリング時間の1/2だけカーブが左に移動しま
す。これは等間隔でサンプリングされたデータのみに適用され、XY表示には適用されません。 

· 波形のステップ表示では、従来のリニア表示のサンプルポイントが、通常はステップの隅に一致します。これ
は、周波数帯のラベルが付いたx軸には該当しません。この場合、サンプルポイントが中心周波数(つまり、ス
テップの中点)に一致します。

· 小さいウィンドウを数十にわたってスケーリングすると、通常は軸に1/24オクターブのラベルを付けることができま
せん。1/1オクターブなど、低い分解能のラベルを選択してください。
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8.6.4.1.1.9  XYプロット
通常、カーブウィンドウには波形が時間関数として表示されます。つまり、x軸で表される時間経過に従ってプ
ロットされるy座標として信号値が示されます。
カーブウィンドウにはXYプロットも表示できます。これは、1つの波形の値を他の波形の値との相関関係としてプ
ロットしたものです。
XYプロットの例にリサージュ図形があります。これは異なる周波数と位相の正弦波形のXYプロットから構成され
ます。磁性材料のヒステリシスカーブは、磁束密度と磁界強度の相関関係を表示します。特性カーブは、出
力変数値を対応する入力変数値に割り当てることができます。
極座標プロットもXYデータの一種です。極座標プロットは複雑な波形を表示するために使用します。このタイ
プの表示を直交座標(実数部および虚数部)または極座標(強度および位相)の複雑な波形に使用できます。

操作
[カーブウィンドウ内の追加のチャンネル] を選択します(カーブウィンド内で右クリックします)。XYプロットを垂直
に重ねます。2つの波形を選択し、次に[軸リストの波形]ボックスで[XYプロット]ドロップダウンリストから[x,y,x,y]
項目を選択します。軸を変更したい場合は、別の順序[y,x,y,x]を選択します。

注記
· 全てのXYプロットで、[測定]モードで操作中は、測定カーソルがパラメータに従います。「Measure」 を参照
してください。

· 複雑な波形を直交座標で表した場合、極座標プロットの計算処理を低減できます。極座標の波形のグラ
フィック表示の速度を上げるには、波形を直交座標に変換してください。

· XYプロットのx値とy値は、点と点ではなく、時間に対して正しくペアになります。そのため、XYプロットに使用す
る2つの波形は、同じxスケールを持つ必要はありません。したがって、xオフセットとxデルタ(サンプリングレート)
は考慮されますが、トリガ時間は考慮されません。

· 波形がすでに複素数またはXYタイプとして定義されている場合は、カーブウィンドウのアイコンをクリックするだけ
で表示できます。

913

796
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8.6.4.1.1.10  ボックスプロット

ボックスプロット(箱髭図とも呼ばれる)は、最小値、最大値、下位4分の1、上位4分の1、および中間値の表示
によって統計的分布を示します。
この表示では、最小値と最大値は髭によって表され、四分位境界は箱として表され、中間値は線として表され
ます。
カーブウィンドウ表示の場合、これらの各統計は独立したチャンネルで保存されます(たとえば、中間値を持つ1
つのチャンネル、最大値の別のチャンネルなど)。
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設定:

[カーブウィンドウでのチャンネルの追加]ダイアログでは、中間値を持つチャンネルが最初に追加されます。この
チャンネルについては、特別な設定を行う必要はありません。次に、髭と四分位数のチャンネルが追加されま
す。これらの各チャンネルについては、[XYプロット]プロパティが[ボックスプロット髭]または[ボックスプロット四分位
数]に設定されます。この場合、髭が上部のものか下部のものかは重要ではありません。カーブウィンドウは、数
値に基づいて見つけ出します。 以下のチャンネルの順序は任意です。これらのチャンネルは完全である必要もあ
りませんが、中間値は常に最初のチャンネルでなければなりません。
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その後、線プロパティが定義されます。

選択した線によっては、別のプロパティを右側で選択できます。線構造は、垂直髭線にのみ適用されます。表
面色は、四分位数を表す箱と髭の水平バーを塗りつぶすために使用されます。表面の自動色選択を使用す
ると、結果は四分位数の箱の透過的な塗りつぶしになります。色(線の色)は、接続線と境界線に使用されま
す。自動色選択を使用すると、この色は中間値と同じになります。ほとんどのプロパティは別ーに設定できます
が、定義された第2四分位数については、塗りつぶしの色のみを選択する必要があります。残りの色は、定義さ
れた第1四分位数によってすでに決定されています。
表示は、データセットポイントごとに実行されます。全てのデータセットでサンプリングレートが同じである必要があ
ります。中間値自体はXYチャンネルである可能性がありますが、他の全ての値は通常の等距離データセットに
すぎません(場合によっては、.y成分を単独で表示する必要があります)。XYチャンネルの場合、y成分のサンプリ
ング時間は他のチャンネルのサンプリング時間と一致する必要があります。

注記
· 色決定チャンネルと組み合わせることはできません。
· 測定カーソルと他のカーブウィンドウ機能は、制限付きの機能のみを有します。
· 外れ値を表示するために、補足的なチャンネルが使用されます。たとえば、そのチャンネルのために、凡例の項
目を抑制することができます。
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8.6.4.1.2   凡例
全てのカーブウィンドウに、チャンネル名(変数)、線の色などの凡例を含めることができます。[構成] > [凡例...]を
選択して、必要な設定を行います。

[凡例の表示]
ここで、凡例を表示する条件を指定します。以下のオプションを選択できます。
· [自動]
· [常に]
· [表示しない]
· [複数のカーブがある場合のみ]
[凡例の位置]
デフォルトでは、全ての変数の凡例がカーブの上部に表示されます。 
または、コンボボックスのコントロール[凡例の位置]を選択して、各座標系の上部または左側に凡例を配置でき
ます。
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座標系の内部に配置するための項目も用意されていま
す。マウスを使用して、座標系内部の任意の位置に凡
例を移動できます。

[凡例のテキスト]
ここで、凡例に表示するテキスト、およびテキストのフォーマットと色を指定します。以下のオプションを選択できま
す。
· [チャンネル名]: 変数名がグループ名(ある場合)と共に表示されます。データブラウザでは、グループに属する
ことがChannel @ Measurementのように示されます。このような関係がない場合は、チャンネル名のみが表示
されます。

· [チャンネル名(グループ名なし)]: 変数名のみが表示されます。
· [チャンネルのコメント]: imc FAMOSのダイアログ[変数/プロパティ]にある[特性]ファイルカードで、チャンネルに
ついて入力したコメントが表示されます。ギリシャ文字 に関する注記も参照してください。

· [チャンネル名およびコメント]: グループ名と対応するコメントと共に変数名が表示されます。
· [チャンネル名(グループ名なし)およびコメント]: 変数名と対応するコメントのみが表示されます。
· [測定なしのチャンネル名]: チャンネル名のみが表示されます。チャンネルが測定に属する場合でも、測定の
名前は表示されません。データブラウザのみに該当します。

· [チャンネル名および選択した測定のインデックス]: チャンネルが測定に属し、その測定が現在選択されて
いる場合、選択した測定のインデックス(番号)が、測定の名前の代わりに表示されます。インデックスがない
場合は、測定の名前が使用されます。測定がない場合は、チャンネル名のみが表示されます。データブラウザ
でのみ関連します。
凡例のテキストは、以下のいずれかの方法で並べ替えることができます。
· 行、列(自動)
· 常に行
· 常に1つの列
· 固定数の行(数値を入力)
· 固定数の列(数値を入力)
[凡例の属性]
[境界]オプションを選択すると、凡例が3D効果のあるフレ
ーム内に配置されます。 
[線]を選択すると、変数名の背面に関連するカーブと同
じ色の線が描画されます。
[透明]を選択すると、凡例の背面のカーブが見えます。

983
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[数値]
実行中の測定の場合、凡例に更新された値を表示できま
す。そのためには、コントロールのボックス[数値]にある[数値を
使用]コントロールでリストボックス項目[最終値]を選択します。
[区切り文字]で、コロンまたは等号記号を挿入します。
[単位]で、単位を示すかどうかを[はい]または[いいえ]で指定し
ます。
[最大桁数]: 使用可能な最大桁数です。これにより変数名と
数値の間の距離が決定されます。

[OK]、[キャンセル]、[デフォルトとして設定]
操作の詳細については、「確認バー」 を参照してください。959
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8.6.4.1.3  マップ
機能
マップを使用して、背景に画像を配置できます。さらに、指定した座標に画像を配置することもできます。

マウス操作
[構成] > [表示]メニュー項目でダイアログを開き、[マップ]オプションを選択します。

8.6.4.1.3.1  背景画像

[背景]: [背景]で画像を配置する背景を選択します。
[塗りつぶし領域]: 座標系またはカーブウィンドウ全体。
[フィット]: [自動]は、画像の垂直方向と水平方向の寸法を自動的に調整します。
[サイズを保持]は、サイズは調整されませんが、画像が中央に配置されます。
[水平フィット]および[垂直フィット]は、それぞれ画像の対応する寸法を調整します。
[画像を描画]: [画面上のみ]オプションを使用して、プリンタで画像が印刷されないように指定できます。
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制約: 
· [背景]: デフォルト表示、[Y軸のスタック][最終値]、[テーブル]の場合のみ。最大の部分が非表示になるた
め、カラーマップとバーメータの場合は制限付きで利用可能です。ウォータフォールまたは3D表示の場合は利
用できません。

· [事前設定として]ボタンは、背景画像または自動モードの場合に利用可能です。事前設定では、画像の
ファイル名とディレクトリパスが記録されます。新しいカーブウィンドウが作成されると、最初のこの画像が検索さ
れます。

· 背景の画像またはマップはカーブ構成ファイル(CCV)と共に保存されます。
· .BMPファイルは非常に大きいですが、表示には適切です。通常、JPGファイルはサイズは小さいですが、表示
にはあまり適切ではありません。

8.6.4.1.3.2  マップ
背景画像としてのマップの配置
以下の条件を満たす場合のみ、画像をマップとして正しく表示できます。
· 選択したカーブウィンドウの構成: 表示\デフォルト
· リニア軸
· 1つの座標系のみ
以下の例では、GPSデータをマップとリンクする方法を示します。

マップ ページを選択し、背景を マップ に設定する[ ] [ ]
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[インポート]ボタンをクリックして、画像ファイルを選択します。フォーマットを指定します。

画像ファイルを選択します。一般的な全てのグラフィックフォーマットを使用できます。

マップを配置するには、2つのポイントを指定する必要があります。これは入力ボックスで指定できます。これによ
り、カーブウィンドウがマップモードになります。

ポイントの指定 ポイント を左下、ポイント を右上に: 1 2
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マップ ダイアログが開いているときにカーブウィンドウにポイントが入力される。矩形内をクリックし、マウスで適切な位置にドラ[ ]
ッグしてポイントを移動する。

移動によりポイントの 位置と 位置が更新される。X Y

カーブウィンドウ内の位置に対応して、マウスポインタの形状が変化します。
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· マップ全体をドラッグするには、マップの中央をクリックします。
· マップを拡張するには、マップの上下左右のいずれかをクリックします。
· 位置ポイントを移動するには、矩形内をクリックします。

マウス位置に対応してマップとポイントを調整

[マップ]ダイアログを閉じた後で、メニューコマンド[編集] > [移動] > [マップ]を使用してマップを調整できます。 

または、ツールバーを使用してモードを有効にできます。そのためには、ツールバー を設定します。

この機能をツールバーにドラッグ可能

976
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マップは軸の座標に依存します。

軸の幅を拡大したときの効果

画像が拡大、拡張またはトリミングさ
れるわけではありません。元の画像の
細部のみを表示できます。適切な
投影法のマップを使用する必要があ
ります。一定の緯度および経度の線
は直線として表示される必要があり
ます。距離は等距離の必要がありま
す。 
当然、北極から南極までカバーする
マップはこの要件を満たすことができ
ません。南北極の近くや日付変更
線の近くのマップも同様です。
また、背景に静止画像 を使用で
きます。

制約:
· [マップ]: デフォルト表示および[Y軸のスタック]のみに使用可能ですが、最初の座標系と最初のY軸に対しての
みです。全ての軸をリニアに設定する必要があります(1/3オクターブまたは絶対時間は使用不可)。

· [事前設定として]ボタンは、マップモードでは使用できません。
· 背景の画像またはマップはカーブ構成ファイル(CCV)と共に保存されます。
· .BMPファイルは非常に大きいですが、表示には適切です。JPGファイルはサイズは小さいですが、表示にはあ
まり適切ではありません。

898
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時間データが表示されるカーブウィンドウをマップ表示とリンクすることができます。 
マップにXYチャンネルが含まれている場合は、このチャンネルを異なるカーブウィンドウの時間データとリンクすること
ができます。これを行うには、[通信]ツールバーのリンクツールアイコンを目的のカーブウィンドウにドラッグします。

異なるカーブウィンドウの時間データとマップのリンク
2番目のカーブウィンドウのタイムマーカラインと一緒にマップ上の位置を移動できます。
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8.6.4.1.3.3  マップ(インターネットから)
インターネット上のマップの自動ロード
以下の条件を満たす場合のみ、画像をマップとして正しく表示できます。
· 選択したカーブウィンドウの構成: 表示\デフォルト
· リニア軸
· 1つの座標系のみ
· 有効だと考えられる位置データを含むデータセットが表示される
以下の例では、インターネットからのマップにGPSデータを自動的に重ねる方法を示します。

経度と緯度のデータセットをロードし、それらをXYプロットとして表示します。これを行うには、2つの成分を持つカ
ーブウィンドウを開き、[カーブウィンドウでのチャンネルの追加]ダイアログを使用してそれらの成分を重ね合わせま
す。
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より太く線を描くことをお勧めします。

[表示]ダイアログの[マップ]ページで[マップ(インターネットから)]を選択します。[構成とテスト]設定により、インター
ネットサービスが選択されます。
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インターネット接続がすでに存在する場合は、マップサービスを選択すると、マップセクションがロードされます。たと
えば、カーブウィンドウでは、これは以下のように表示されます。
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[オフラインキャッシュ]

マップセクションのエクスポート、インポート、または保存はローカルに実行で
きます。そのためには、[モード]で[ServerAndCache]または[キャッシュのみ]
を選択します。
選択を行うには、マウスボタンを押しながら矩形領域をドラッグして開きま
す。[選択した領域をキャッシュする]をクリックすると、その領域がダウンロー
ドされ、さまざまなズームレベルで保存されます。

[座標]

マップセクションを座標で選択し、目的のセクションにズームします。

[場所]
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場所を入力してマップセクションを選択します。

[インターネット設定]
ここでは、プロキシサーバを指定できます。
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8.6.4.1.4   カラーパレット
チャンネルの色は基準信号の振幅によって制御できます。

注記
この機能は、同じサンプリングレート(xデルタ)を使用するチャンネルのみに使用できます。

の関数として表現された振動のグラフの線の色RPM
[構成] > [表示]で開いたダイアログで(表示タイプのカラーマップではなく)[カラーパレット]ページを選択します。

まず、チェックボックスを選択してカラーパレットを有効にします。これにより、[カラースキーム]および[色数]コントロ
ールが有効になります。この時点ではグラデーションカラーのみ使用可能なため、[表示の選択]コントロールは無
効になっています。 
[カラーマップ] の場合と同様に、カラースキームおよび色数の設定オプションも利用できます。868
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割り当ては[追加のチャンネル...]ダイアログで行います。これは、カーブウィンドウのコンテキストメニューで呼び出し
ます。

参照チャンネルが色を付ける対象のチャンネルとして同じy軸に割り当てられます。参照チャンネルを選択し、[XY
プロット]を[カラーパレット]に設定します。

例:

3Dの4番目のパラメータとしてのカラーパレット
4番目のパラメータに従って、3D表示に色を付けることができます。このように4次元で表示できます。ここ の例
も参照してください。

946
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プロシージャ:
1. [カラーパレット] で、3D表示を[凡例を右に分離]または[凡例を左に分離]を使用して設定します。

[自動]、[いいえ]、[y軸に結合]設定の場合、カラーのオーバーレイは生成できません。
2. [追加のチャンネル...]で、4番目の変数を3Dデータセットの真下に配置します。 
3. [XYプロット]で[カラーパレット]を選択します。
4. [軸] > [テキスト]を使用して、カラーパレットにラベルを付けます。これが必要なのは、凡例にはカラースケール
のソースが示されないためです。

946



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

913カーブウィンドウ

8.6.4.2  カーブウィンドウでのチャンネルの追加
表示される波形、座標系、およびカーブウィンドウ内のy軸を設定するためのダイアログを使用できます。 
カーブウィンドウでは、最大40の座標系をスタックされた表示で表現できます。各座標系は、異なるスケーリング
を用いたyおよびz軸を持つことができます。座標系とこの座標系のy軸(および、場合によってはz軸)は、ウィンドウ
に表示される各波形に割り当てる必要があります。
カーブウィンドウ内でマウスを右クリックしてダイアログを開き、[チャンネルの増加...]を選択します。
マウスポインタをダイアログオブジェクトの上に数秒間保持すると、短いヘルプメッセージが表示されます(カーブウィ
ンドウのヘルプオプションが有効になっている場合)。

レイアウトで[軸]リストと[使用可能な波形]にそれぞれ割り当てられたスペースは、それらの間の境界をマウスでド
ラッグすることで変更できます。
以下のサブセクションでは、それぞれ個ーのダイアログ要素について説明します。
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8.6.4.2.1  軸リスト
この軸リストは、カーブウィンドウの現在の構造を反映します。個ーの座標系の記号は、最初の列にあります。
座標系に表示されるy軸は、多少インデントされて下に示されます。y軸に割り当てられた波形は、y軸の後にリ
ストされます。各波形は、記号と名前で指定されます。
波形は、ドラッグアンドドロップを使用して、[使用可能な波形]のリストから[軸リスト]に追加できます。
移動または選択: 
選択した1つ以上の項目にドラッグアンドドロップが適
用されると、これらの項目が移動します。
CTRLキーを押したままにすると、それぞれの項目のコピ
ーが移動されます。

選択されていない項目でドラッグアンドドロップを使用す
ると、軸リスト内の要素を選択できます。
CTRLキーを押したままにすると、個ーの項目を選択また
は選択解除できます。

軸リストを編集するためのボタン
新しいy軸が作成されます。これを行うには、このボタンを少しの間クリックします。これにより、マウスポイ
ンタがスーツケース記号に変わります。目的のターゲット位置をクリックします。マウスポインタが置かれて
いる線の上に新しいy軸が挿入されます。
新しい座標系が作成されます。

軸リストで選択した線(座標系、軸、波形)は削除されます。別の方法として[Del]ボタンを使用すること
もできます。

軸リストで使用される記号
x軸: 常に軸リストの先頭にあります。後続の座標系は全て同じx軸上でスケールされます。
z軸: 3D、カラーマップおよびウォーターフォール図の場合のみです。z軸は、固定のz0およびdelta-zでのみ
スケールできます。
独立した座標系を示します。そのような記号が次に現れるまで、またはリストの最後までにリストされて
いるその他の軸と波形は、全てこの座標系に属します。
y軸を示します。次のy軸までにリストされているその他の波形は、全てこのY軸に属します。
リスト内の2つの連続する波形は重ね合わされます。
XY表示: リスト内の2つの連続する波形は重ね合わされます。「y」で示された波形のデータは、「x」で
示された波形の値の上にプロットされます。
3D表示: リスト内の3つの連続する波形は、多次元関係で結合されます。yとして指定された波形のデ
ータとzとして指定された波形のデータは、xとして指定された波形のデータに関連付けられます。この関
係は3D表示のためのものですが、カラーマップに使用することもできます。
変数が存在しない: この位置における元の波形が削除されています。
または: ロードされたカーブ構成では、この位置で波形が予期されます。
第2成分が欠けている: 波形はすでにXY波形の一方の成分として指定されており、もう一方の成分が
欠けています。
等距離xスケーリングを用いた通常波形
空の波形: 長さが0の通常波形
単一値、長さが1の通常波形
単調xトラックを用いたXY波形(時間波形)
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非単調xトラックを用いた XY波形(特性カーブ) 
デジタル波形
振幅/位相または実数/虚数表示での複合波形
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軸リストにおけるコンテキストメニュー

以下のメニュー項目を使用できます。
[全て選択]: リスト内の全ての線を選択します。
[線]: 線は、1つまたは複数のデータセットのグラフィック表現(つまり、波形)です。通常、軸リスト内の項目は、1
つのデータセットの簡潔表現を線として示します。
以下の項目は選択した線に影響します。
[個別の座標系]: このプロシージャにより、カーブが積み重ねられた表現で作成されます。

使用前 使用後

[全て1つの軸上]: 選択した線は、全て1つの軸でのみ表示されます。使われなくなった軸と座標系は削除され
ます。
[個別の軸]: 線ごとに別ーの軸が表示されます。
[軸]: 以下の項目は選択した軸に影響します。
[全て1つの座標系内]: 全ての軸が1つの座標系にのみ組み込まれます。使われなくなった座標系は削除され
ます。

使用前 使用後
[個別の座標系]: 軸(y)ごとに別ーの座標系が表示されます。
イベント、セグメント、周期: 以下の項目は、特殊なデータタイプ(セグメント分割された波形とマルチショット波
形)にのみ関係します。
[結合]: 付番に差しつかえない場合は、様ーな線が相互に接続されます。可能性の範囲は、構造要素を選
択するためのダイアログの要件によって決まります。
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使用前 使用後
[同じレイアウトで分離]: 複数の構造要素で構成される1つの線は、成分に分解されます。要素の順序は維持
されます。たとえば、元の線に座標系が提供された場合は、新しい線もそれぞれ座標系を受け取ります。

使用前 使用後
[個別の線に分離]: これは、[結合]の反対です。それぞれ構造要素になる複数の線が作成されます。
[個別の座標系に分離]: 各構造要素は、独自の座標系を受け取ります。
[逆順]: 線の表示順序を逆にします。

使用前 使用後
これらのフォーマット変更を全て恒久的なものにするには、[プリセットとして]をクリックして変更内容を保存しま
す。
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8.6.4.2.2  [使用可能な波形]
このリストには、カーブウィンドウに表示できる波形が含まれます。このリストから選択した波形は、ドラッグアンドド
ロップで軸リストに取り込むことができます(リストの左端から始めると、マウスポインタが手の形状になります)。 

[使用可能な波形]におけるコンテキストメニュー
[使用可能な波形]リストを右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。

[挿入]: 選択した波形が軸リストに追加されます。[軸リストに線として表示]、[軸リストに軸として表示]、およ
び[軸リストに座標系と共に表示]コントロールの設定に応じて、y軸または座標系に沿って自動的に波形が作
成されます。

[置換]: 軸リスト内の波形は、[使用可能な波形]で選択した波形に置き換えられます。[使用可能な波形]で
複数の波形を選択した場合、このメニュー項目は無効になります。
[共通X]: 軸リストで選択した波形にはx成分が含まれます。

使用後
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8.6.4.2.3  波形の事前選択
波形の事前選択: 単一値
このオプションを選択している場合、単一値は使用可能な波形のリストにのみ示されます。多くの場合、単一
値は、FRAMEプログラムまたはimc FAMOSのシーケンスで、制御変数、関数のパラメータ、ループ内のインデック
ス付きの変数などとして生成されます。単一値は、カーブウィンドウでの表示対象ではありません。
この名前のみ
ここでは、リストに示す波形の名前のフィルタを指定できます。指定したフィルタに名前が一致する波形のみがリ
ストに含まれます。プログラムでは、大文字と小文字は区別されません。フィルタを指定するときは、ワイルドカ
ード「*」および「?」を使用します。
ワイルドカード「*」は任意の数の任意の文字、「?」は任意の1つの文字を示します。ワイルドカードはフィルタの
前後いずれかにも配置できます。
ワイルドカードの例

* すべての波形
a* 名前が「a」で始まるすべての波形

Channel? 「Channel」の後に任意の文字が続く名前を持つすべての波形
*Channel* 名前の中に「Channel」という文字列が含まれるすべての波形

a*;t* 別ーのフィルタは「;」で区切る
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8.6.4.2.4  軸リスト内の波形
軸リスト内の波形: 成分
どの成分を選択するかは、軸リストでの現在の選択に影響します。2成分の波形の場合は、完全な波形を示
すか(XY、極座標プロット)、波形の特定の成分のみを示すかを指定します。

??? 選択した波形の設定が一致しない
波形 タイプに従って変数を完全に表示

XY波形: 「X上のY」波形全体
複素数データ: 極座標プロット

.x

.y
XY波形の指定した成分を表示

.r
.i

実数/虚数表示の複合波形の実数部と虚数部

.m
.p

振幅/位相またはデシベル/位相表示の複合波形の振幅または位相

軸リスト内の波形: XYプロット
通常の単一成分の波形を重ね合わせたものです。

??? 選択した波形の設定が一致しない
なし XYプロットが特定されていない
XYのx XYプロットで、この波形はx成分
XYのy XYプロットで、この波形はy成分
x, y, x, y .. 選択した波形はこの順序でx成分とy成分になる
y, x, y, x .. 選択した波形はこの順序でy成分とx成分になる

z 多次元表示で、この波形はz成分

XYプロットでは軸リスト内の2、3個の連続する波形が常に使用されますが、それらはいずれも同じy軸に所属す
る必要があります。すべてが単一成分の波形(通常の波形または2成分、3成分の波形の指定した成分)であ
る必要があります。XYプロットの2つの波形には、名前の前に括弧が付けられます。

小さい記号は、XYプロットで波形がx、y、zのどの成分の役割を果たすかを示しま
す。 
ある波形がXYプロットの一部としてすでに指定されているものの、対となる波形がない
場合、名前の前に赤の感嘆符が表示されます。
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3D表示の次元
表示タイプとして[3D]を選択すると、3成分の波形で使用可能な次元設定オプションがここに表示されます。3つ
の波形が、関連付けられた空間次元として、名前の前に括弧を付けて表示されます。

??? 選択した波形の設定が異なる
なし 多次元関係が定義されていない
x この波形は多次元関係のx成分
y この波形は多次元関係のy成分
z この波形は多次元関係のz成分

y, x, z 選択した波形はそれぞれ3D表示のx、y、z成分

多次元関係は常に、同じy軸に所属する3つの連続する波形に適用されます。すべての波形は1次元(通常の
波形または3成分の波形の1成分として定義された波形)である必要があります。 
また、波形がx、y、zのどの成分の役割を果たしているかを示す小さい記号があります。ある波形が多次元関係
の1つの次元としてすでに定義されているものの、それを補完する波形がまだない場合、波形の名前の前に赤の
感嘆符が表示されます。
表示のz成分は常に第3の成分です。x、yまたはy、xが最初になります。目的は表面を表示することです。これ
は関数y = f ( x, z )です。これを、通常の時間領域データを使用した表示、y = f ( x)と比較します。差は、ウォー
タフォール表示の場合と同じです。Yは振幅で、XとZは個ーの座標です。これは、dxとdzが行列の2つの次元と
なっているセグメント分割された波形に相当します。含まれている値はy値です。したがって、セグメント分割され
た波形も関数となります: y = f ( x, z)。よって、表面はセグメント分割された波形の場合と同様にプロットされま
すが、セグメント分割された波形ではx値とz値はすべて等距離です。xyz表示では、x値とz値の任意のペアを
選択できます。

8.6.4.2.5  適応チャンネル選択
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8.6.4.2.6  チャンネル情報

[カーブウィンドウでのチャンネルの追加]ダイアログには、2番目のページ[チャンネル情報]が含まれています。ここ
には、選択した波形のプロパティまたは内容に関する情報が表示されます。ユーザ定義のプロパティもここにリス
トされます。
選択モードでは、任意の線のコンテキストメニューの[チャンネルプロパティ]、[構成] > [配置] > [チャンネルプロパ
ティ] メニュー、またはナビゲーションツールバーの対応する記号を使用してこのダイアログにアクセスすることもで
きます。

ナビゲーションツールバーの チャンネル情報[ ]

958
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8.6.4.3   軸
各軸(x、y、z)は、線形、対数、dBのいずれかのスケールを使用して、手動でスケーリングできます。線形スケー
リングはすべての時間関数に便利で、対数スケーリングはスペクトルに適しています。対数スケーリングでは、波
形は狭い座標範囲で引き伸ばされ、x値が高い部分は圧縮されます。

マウス操作
· カーブウィンドウの[構成]メニューで、[軸...]項目を選択するか、軸のスケールラベルの領域をダブルクリックしま
す。軸のスケーリング用のダイアログが表示されます。

軸リストにカーブウィンドウの構造が表示されます。ここで軸を選択し、ダイアログの右側で編集します。複数の
軸を選択することもできます。
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8.6.4.3.1  スケール
軸のスケーリング。軸の領域は、いくつかの方法で定義できます。 

スケール
軸は、線形として、対数として、またはdB単位でスケールすることができます。 日付/時刻表示では、スケーリン
グは常に線形です。対数ラベリングに[四捨五入]モードを選択した場合は、表示された範囲の大きさが十分な
場合に限り、10の累乗が軸に書き込まれます。

範囲選択
[四捨五入: 最小、最大]: 最小値と最大値の指定によって軸の領域を指定します。指定された波形値は、x
軸上に設定されたマーキング数と共に適切な概数を使用してその軸がラベル付けされるように四捨五入されま
す。最大値は常に最小値よりも大きくなければなりません。

[ティック選択]オプションが[固定距離のティック]に設定されている場合、このメニューオプションは無効になります。
[固定範囲: 最小、最大]: ここでは、マーキングの範囲限界と数が定義されます。たとえば、指定した最小値
が10.0、最大値が40.0、軸上のマーキング数が4の場合は、値10.0、20.0、30.0および40.0が軸に沿ってマーキン
グされます。

対数表示では、個ーのティックポイントに乗算する係数を指定する必要があります。この係数は、1より大きい
値でなければなりません。最初の値を10、係数を2、ティック数を3に設定した場合は、値10、20および40が軸に
マーキングされます。
[Auto]: 範囲は自動的に決定されます。カーブ全体がカーブウィンドウに表示されます。
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[ゼロと共に自動]この設定では、ゼロ点が常に表示されます。単一値が2.0～2.5の範囲内にある場合、表示
される範囲は0.0～2.5です。これは、オシロスコープのDC設定に対応します。関数値が平均値を中心とした小
距離でのみ分散される場合、平均値からの偏差は干渉またはノイズとして解釈されます。その場合、可視のゼ
ロ切片を伴う表示が常に自動的に設定されます。
[前の軸と同様]: 複数のy軸がカーブウィンドウに表示されていて、最初の軸以外の軸が選択されている場合
にのみ、このオプションを使用できます。この表示スタイルを選択した場合、該当する軸はリスト内の直前の軸と
同じスタイルで表示されます。これにより、同じ軸で複数のカーブを表示させ、この1つの軸に全てのカーブのスケ
ーリングを正しく提示させることができます。
[ティック選択]
軸ラベリングと共にカーブウィンドウに表示されるメインティックは、軸上の任意の場所に配置できます。[ティック選
択]コントロールで[固定距離のティック]オプションを選択した場合は、追加のコントロール[ティック距離] が使用
可能になります。 ここでは、単位ごとのティックの量を設定できます。たとえば、単位がmsの場合、[ティック距離]
テキストボックスに3を入力すると、3msごとにティックが表示されます。

ティックを軸の端に配置する必要がある場合は、[自動ラベル]オプションを選択します。ティック間の増分は、設
定されたティックの総量によって異なります。
自動ティック間隔をお勧めします。そのためには、[ティック選択]で[自動]を選択するだけです。
[ティック選択]コントロールで[自動ラベル]オプションを選択した場合は、ティック数をテキストボックスに入力できま
す。 この数は、2以上にする必要があります。
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単位ごとのティック数は、マーキング数から1を減算し、その差を単位内の表示間隔で除算することによって計算
されます。たとえば、3msの間隔と7つのマーキングを指定した場合は、単位(ms)ごとに2つのティックが軸に配置
されます。
注記
· 適用できない値がテキストボックスに入力された場合は、[OK]をクリックするとエラーメッセージが生成されます。
エラーメッセージは、適用できない値(大きすぎる)または範囲(対数表示に正の値がない、最小値が最大値
よりも小さくない、または適用できないマーキング数)が原因で発生します。関連するテキストボックスを修正し
てから、[OK]を再度クリックしてください。

· xminとxmaxの間の距離(差)は、xminとxmaxの最大振幅に対して小さすぎる値にすることはできません。たと
えば、
1.0000000000000001～1.0000000000000002
の範囲は表示できません 。差と最大振幅の間の最大許容係数は1E-13です。

· [1/3オクターブ/オクターブラベリング]表示モードを選択すると、該当する章で詳しく説明しているようにx軸のス
ケーリングが実現します。x軸のスケーリングについては、別のダイアログが表示されます。
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大きさ
軸スケーリングの10の累乗を任意に決定することができます。軸が単位でラベル付けされている場合は、適切な
プレフィックスが単位記号に適宜追加されます(たとえば、mVまたはMV)。

例
0～2000Vの固定スケーリング範囲を持つx軸の場合:
自動 表示: 0～2kV
固定指数: +6 表示: 0～0.002MV
固定指数: 0 表示: 0～2000V
固定指数: -3 表示: 0～200000 mV

スケーリングが不適切なカーブウィンドウ
指数0でスケールされたx軸、指数-3でスケールされたy軸。
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小ティック
小ティックは、軸に沿って大ティック(メインティック)間に配置できます。

これを行うには、必要な量をポップダウンリストから選択します。小ティックが不要な場合は、0を選択します。

小ティックはラベル付けされません。カーブウィンドウがグリッドを備えている場合は、補足的なグリッドライン(出力
では細く見える可能性がある)が小ティック座標に表示されます。詳細については、[構成/グリッド] メニュー項
目の説明を参照してください。

943
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8.6.4.3.1.1  x軸の特殊な点
以下の項目は、x軸のみに利用できる特殊な表示タイプです。これらのオプションを有効にするには、x軸だけを
選択する必要があります。

[スケール]
[日付/時間: 絶対]: 時間と日付について、最小と最大を個別に指定します。日付はカレンダを使用して選択
します。時間は短縮形でテキストボックスに入力します。秒数は小数点以下の桁数で表すことができます。

ティック間の距離は自動的に決定するか、固定にするかを設定できます。固定設定の場合、秒数から日数ま
で任意の単位を使用できます。
チャンネルは絶対時間に基づいて表示されます。通常、測定ポイントの絶対時間は、指定された絶対トリガ時
間と、測定開始後に測定されたポイントの相対時間の和で決定されます。
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[日/時間/分: 相対]: 日数と時間、分と秒数を指定できます(後者には小数位が使用される場合がありま
す)。リニア表示モードと同様に、測定データの表示も絶対トリガ時間を参照しません。したがって、測定ポイント
とトリガ時間の間の時間間隔のみが示されます。
トリガより前の時間のポイントを示すために、負の日数を指定することもできます。

[1/3オクターブのラベル]: 波形に1/3オクターブまたはオクターブスペクトルが含まれ、波形のx軸が1/3オクターブで
スケールされる場合、DINに準拠し、1/3オクターブおよびオクターブの数値を使用してx軸を描画できます。

詳細については、1/3オクターブのラベル に関するセクションを参照してください。884
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8.6.4.3.2  [配置]
単一の座標系で複数のy軸をスタックすることができます。また、座標系の右側または左側に軸をレイアウトする
かどうかを設定することもできます。

これを行うには、[軸]ダイアログで[配置]ページを選択します。

座標系の全高に沿った相対位置は、軸ごとに指定できます。100%の設定は一番上の位置、0%は一番下の
位置を表します。
軸が重なり合っている場合は、新しい列が自動的にセットアップされます。

[配置]コントロールでは、座標系の左側と右側
のどちらに軸を配置するかを設定します。

[軸端のラベル]: 
また、ラベリングの自動方向付けに加えて、このコントロールには[常に不動]と[必要に応じて移動]も用意さ
れています。
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軸方向の反転
3D表示では、Y軸の方向を反転させることができます。
[構成\軸]メニューを使用して、[配置]ページを選択します。 ドロップダウンリストには、[反転]項目があります。

例 軸方向の反転: 
左側は通常の方向、右側は反転された 軸Y
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8.6.4.3.3  [Text]

それぞれの単位での通常の軸ラベリングに加えて、[Text]ページを使用して軸ラベルの定義と軸ラベルのパラメー
タの設定を直接行うこともできます。y軸のテキストがある場合、カーブウィンドウではそのテキストが垂直整列でプ
リントされます。x軸のテキストは、水平に整列されて、中央に配置されます。テキストには以下の設定を使用で
きます。

オプションの説明
[テキストなし]: デフォルトの設定です。この設定では、波形に関連付けられた単位は軸の上端に水平に表示
されます。
[固定テキスト]: ここでは、"Length [m]"などの任意のテキストを永続的な機能として入力できます。ギリシャ文
字 に関する注意も参照してください。
[単位]: 波形と共に保存された単位が表示されます。
[[単位]]: 波形と共に保存された単位が角括弧で囲んで表示されます。
[名前、単位]: チャンネル名が座標系の最初の行に表示され、波形と共に保存された関連単位が表示されま
す。
[プレースホルダで定義可能]: 固定された成分およびプレースホルダと共にテキストを指定できます。使用可能
なプレースホルダは以下のとおりです。
· チャンネル名の場合は<name>
· 単位の場合は<unit>
· チャンネルに関するコメントの場合は<comment>
また、フォントサイズ、フォントの色、軸に沿った配置、および凡例の場合と同様に最初の行の記号が信号名
の前に表示されるかどうかを設定できます。記号は、y軸のダイアログでのみ設定可能です。[方向]では、テキス
トを軸全体にわたって表示するか、あるいは軸と平行に表示するかを決定します。また、[スケールへの距離]を
使用して、テキストへの最小距離を指定することができます。

983
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8.6.4.3.4  属性

軸の設定
[フォントの色]コントロールでは、最初のデータセットの色を適用するか、または自由に選択した色を設定できま
す。
また、線の太さと個ーの線の色を指定しながら軸線を追加することもできます。
ティックの線の太さと長さは、小ティック(数値間)と大ティックの両方に対して別ーに設定できます。　　 
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8.6.4.4  線
機能
ここでは、カーブの描画に使用する線種と、サンプル値の識別に使用する記号を指定できます。
線の設定を行うには、[構成] > [線...]メニュー項目を呼び出します。また、[トピック]ボタンを使用して、[軸...]ダ
イアログから[線]ダイアログへ直接切り替えることもできます。
線のプロパティを設定するダイアログが表示されます。

8.6.4.4.1  線
画面表示およびプリントアウトでの線の外観を設定します。

プリンタとモニタ画面での効果:
この選択を行うことにより、設定したプロパティを、画面ビューとプリンタ(またはクリップボード)の
いずれかまたは両方に適用することを指定します。この方法により、プリンタ用と画面用に
別ーの設定をすることも、もちろん可能です。プリンタ用と画面用にそれぞれ別ーの設定が
できないプロパティも一部あります。

線種
[線]スタイルでは、カーブが多角形(波形の各点を直線でつないだもの)として表
示されます。 
[点]オプションを選択すると、波形の点のみが、それぞれ1ピクセルの点として表示
されます。
[バー]表示では、波形の各点が、水平軸から上に向かうバーとして表示されま
す。
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[階段]を選択すると、波形のすべての点が階段状につながります。つまり、波形のサンプル値はそれぞれ次のサ
ンプルまで保持されます(「サンプル&ホールド」効果)。
[記号のみ]を設定した場合、連続する線はありません。測定ポイントごとに、記号(正方形など)が描画されま
す。特定の記号を使用する場合は、[記号]コントロールで選択する必要があります。
[スパイク]は、x軸から測定値の高さまで伸びる垂直線です。
線種は、プリンタと画面で常に同じです。
記号
各測定ポイントが記号で示されます。

必要な記号のタイプを、このポップダウンリストから選択します。記号は、線と一緒
に表示することも、単独で表示することもできます。
特殊なケースでは、すべての測定ポイントを独自の記号で表すのではなく、プロッ
トに沿って記号を均等に配置する場合があります。たとえば、複数の異なるチャ
ンネルのプロット線を区別する場合などです。[記号の数]プロパティについては、
[構成] > [表示] メニュー項目に関するセクションを参照してください。
記号の表示は、画面上でもプリントアウトでも常に同じです。

線の太さ
線の太さも選択できます。これは、連続するプロット線だけでなく、他の線種およ
び一定の記号にも関連します。
線の太さは、プリントアウトと画面表示では異なる場合があります。

832
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色
ここでは、線または記号の色を指定できます。色が
[自動]に設定されている場合は、自動で選択されま
す。その場合、線の色は、線の表示順、およびカーブ
ウィンドウでの色割り当ての該当するグローバル設定
によって決まります。[オプション] > [色] メニュー項
目に関する説明を参照してください。 
パレットから固定色を選択することも可能です。そう
すると、自動設定はすべてキャンセルされます。
色は、プリントアウトと画面上の表示では異なる場
合があります。

線の構造
線の構造を特定します。構造が[自動]に設定されている場合、さまざまな線の構
造が順次割り当てられます。最初は実線、2番目は点線、3番目は破線、などで
す。[自動(互換)]の場合は、[構造内のカーブ]グローバル設定に従います。このモ
ードは、線の構造が[色]ダイアログでグローバルに設定されているimc FAMOS 5.0と
互換性があります。

記号サイズ [mm]
測定ポイントの表示に記号を選択した場合は、ここで直径をmm単位で定義できます。[自動]の場合は、[記
号の直径]グローバル設定に従います。

965
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8.6.4.4.2  ラべリング

ここでは、数値を示すテキストのラベルを測定ポイントに付けるかどうかを設定できます。
数値のラべリング に関して、色、フォーマット、有効桁数、フォントサイズおよび位置を設定できます。

[値の選択]を使用すると、表示する値(y、x、パラメータ、振幅、位相)を選択できます。
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8.6.4.4.3  凡例

凡例表示のオプション
このタブを選択することにより、選択した線に関連する凡例を表示するためのさまざまなオプションを選択できま
す。

注記
カーブウィンドウにデータセットを1つだけ表示する場合、[表示] > [凡例] > [凡例の表示] のコントロールを
[常時]に設定している場合にのみ凡例が表示されます。
凡例の項目: [いいえ]を選択すると、凡例はまったく表示されません。[はい]を選択すると、すべてのオプションが
表示されます。
チャンネル名: チャンネル名を表示するかどうかを特定します。
グループ: グループ化されているデータセットのグループを指定します(Measurement1:Channel_01など)。
補遺(m、インデックス、..): 成分またはイベント番号を示します(Spectrum.bなど)。
測定: ここでは、[選択した測定の数]オプションが特に興味深く、測定名ではなく測定数を表示できます。
コメント: これは、imc FAMOSのマニュアルの[プロパティ] > [特性]ダイアログ(波形)の章で説明しているチャンネル
のコメントです。imc STUDIOを使用して記録したチャンネルの場合、コメントはチャンネルのプロパティとして入力
できます。
線を許可: 線の表示例をラベルの左側に表示するかどうかを特定します。
その他の一般的な凡例設定については、[メニュー構成] > [凡例] を参照してください。

895
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8.6.4.4.4  その他
[デフォルト]表示モードでは、表示モードでは、[線シフト]機能のパラメータをここで指定できます。詳細について
は、「線シフト」 セクションを参照してください。

座標および 座標で図内のデータを移動X Y
[カラーマップ]表示スタイルでは、このメニューには[効果]機能が含まれます。これにより、XYデータを使用してカラ
ーマップを構築したり、カラーマップ上に実際の線として重ね合わせたりできます。これにより、以下のような表示
が可能になります。

この図には、カラーマップ構築のための機能と、カラーマップに線を重ね合わせるための機能があります。 

829
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効果
使用可能な[効果]は、1) カラーマップに線を重ね合わせる[オーバーラップ]と、2) カラーマップの構築に影響する
さまざまなマージン機能です。 
オーバーラップ: XY波形がカラーマップ上に線として重ねられます。この目的では、通常の線プロパティを使用で
きます。
...制限: XY波形は実際の線としてカラーマップに挿入され、[効果]の設定に従って、上、下、左、右、外側、内
側のいずれかのマージンとしてカラーマップビューのフレームとなります。

スケーリング

表示不確定性
「塗りつぶし領域」

スケーリング

座標系とは関係なく、データをミリメートル単位でスケーリングできます。この方法により、現在のズームレベルに
関係なく一定のサイズを保持するグラフィックオブジェクトを、データセットを使用して定義することが可能になりま
す。
また、座標系全体で、0から1の値範囲でデータを表示することもできます。
データの位置は、オフセットを利用して特定の座標に設定できます。これは、ユーザ定義のプロパティ[オフセットX
表示]または[オフセットY表示]を使用して設定します。
表示不確定性(許容差範囲)

データセットの測定不確定性は、[線]または[塗りつぶし領域]として示すことができます。測定不確定性の値
は、データキャプチャ時にすでに変数のプロパティとして入力されており、imc FAMOSではユーザ定義のチャンネル
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プロパティとして表示されます。また、imc FAMOSで、ユーザ定義のプロパティとして、[チャンネルのプロパティ]ダイ
アログまたは「UserProSet(Data, "Uncertainty"...)」関数を使用して設定することもできます。
例: UserPropSet(Data, "imc33", 0.3, 0, 0)またはUserPropSet(Data, "Uncertainty", 0.3, 0, 0)
測定不確定性:
· 拡張不確定性: GUMに従い、拡張測定不確定性は測定値を中心とした対称間隔です。
· 標準不確定性: 測定不確定性は標準偏差として表現されます。

8.6.4.4.5  断面
ここでは、x、y、zデータセットまたはセグメント分割された波形の断面のデフォルトの外観を、それぞれの位置とと
もに設定できます。詳細については、「3Dとの接続」 セクションを参照してください。828
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8.6.4.5  グリッド
機能
グリッドは、カーブウィンドウ内の座標系に追加できます。グリッドは、軸上のティックを通り抜ける垂直線および
水平線とそれらの線の間の追加の線で構成されます。
グリッドは、メイングリッドとセカンダリグリッドから成ります。メイングリッド線は座標系軸のメインティックで終了しま
す。そこでは、軸がラベル付けされます。セカンダリグリッド線はセカンダリティックで終了し、オプションとしてメイン
ティックの間に挿入されます([構成] > [表示] メニューオプションを参照)。セカンダリグリッドの設定を行うには、
[軸]ダイアログの[小ティック] コントロールを使用します。

様ーな線幅と線種をクリップボードまたはプリントアウト用に指定できます。[オプション] >[クリップボード設定]
メニューを参照してください。
対数的に表現された軸(ただし、dBではない)のために、軸上のマーキングの各セット間に8つの線が表示される
ようにグリッドが描画されます。軸マーキングの各セット間には係数10があるため、8つの線は容易に解釈できま
す。線は等距離ポイントを示します(つまり、マーキング1と10の間ではポイント2、3、4、5、6、7、8、9、マーキング
10と100の間ではポイント20、30、40、...)。その後、線は対数方眼紙上と同様に間隔をおいて配置されます。

マウス操作
· カーブウィンドウの[構成]メニューからメニューオプション[グリッド]を選択します。
注記
· グリッド線の色は、[色...]ダイアログで設定できます。
· ラベリングが非表示の場合、グリッドは描画されません。
· グリッド表示を選択すると、[グリッド]メニューオプションにチェックマークが付きます。

832
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8.6.4.6  3D
3D表示には、表面の表示を変更および最適化するための各種オプションがあります。 [3D]オプションを選択した
場合は、3D設計用の設定ダイアログ[構成 / 3D]を表示します。ツールバーの対応するボタンを使用して、この
設定ダイアログを表示することもできます。

8.6.4.6.1  [表面]
[表面]ダイアログページには、[線] の下に記述されている設定の他に3D表示の追加設定があります。

[線種]
3D表示で使用できる線種は、直線、線なし、または測定ポイントを接続する補
間線のみです。 

[記号と記号サイズ]
「線」 のセクションを参照してください。
[ワイヤメッシュの色]
ここでは、グリッドの色または測定ポイント間の接続線の色を設定できます。[自動]を設定した場合は、グロー
バル色設定(カラーパレット )に従って色が設定されます。
[表面色]
ここでは、表面の色を設定できます。[自動]を設定した場合は、グローバル色設定(カラーパレット )に従って
色が設定されます。

935

935

946

946



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

945カーブウィンドウ

[表面]
[影付きワイヤメッシュ]: 個ーの測定ポイントは、線でグリッドに接続され、設定さ
れた色/カラーパレットで表面として追加表示されます。
[影付き]: 個ーの測定ポイントは、選択された色/カラーパレットで表面として表示
されます。
[ワイヤメッシュ]: 個ーの測定ポイントは、グリッド内の線に接続されます。
[色調付きワイヤグリッド]: 個ーの測定ポイントは線でグリッドに接続され、このグ
リッドは設定された色/カラーパレットで表面として追加表示されます。

[サンプル]: 個ーの測定ポイントは、点または記号(選択した場合)として表示されます。
[空間曲線]: 個ーの測定ポイントは、すべて順番に線と接続されます。
[色調付き空間曲線]: 空間曲線に加えて、異なるy成分値範囲に対応するように線に別の色を付けることが
できます。

単色空間曲線 カラーパレット付き空間曲線

3Dバーのオプション
[線種: バー]を使用すると、3次元バーが表示されます。このバーには、追加の表示パラメータが示されます。

[カラースキーム]
列の色とワイヤメッシュ(エッジ)の色には、固定の設定を指定できます。[表面色]が[自動]に設定されている場
合は、[カラースキーム]を[自動]に設定するか、[色勾配付き]を設定すると、色勾配が描かれます。[カラースキ
ーム: 単色]を使用すると、ピーク値に従って完全な列が色付けされます。
[表面]
列の表面は、以下の方法で表示できます。
· [影付きワイヤメッシュ]または[自動]: 色付きの列、エッジあり
· [影付き]: 色付きの列、エッジなし
· [ワイヤメッシュ] : エッジのみ
· [色調付きワイヤメッシュ]: 色付きのエッジのみ 
[x/y方向の幅(%)]
バーの幅と深さは、百分率で設定できます。位置は、[中間]、[中央揃え]、または [整列]で配置できます。
[y方向のバー開始]
これにより、底面の高さが設定されます。
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8.6.4.6.2  カラーパレット
[カラーパレット] タブでは、表面の色を選択できます。連続的な色遷移のようなイラスト機能が2つあります。詳
細については、章「[カラーマップ]ダイアログ」の「[全般] 
」 を参照してください。

色凡例
色のスケーリングは、色凡例で示すことができます。以下のオプションを利用できます。
[自動、いいえ]: 色凡例なし
[y軸に統合]: Y軸に色列が追加されます。色列の幅は設定可能です。
[個別凡例左、右]: データの左または右に色列を分離します。

軸での色凡例y 右側の個別色凡例

参考
第4の変数に従って3D表示に色付けする方法の1つは、ここ に示されています。

868
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8.6.4.6.3  パースペクティブ

[パースペクティブ]ダイアログページでは、表示パースペクティブを-180°～+360°の角度として設定できます。3つの
指定方法があります。[z軸の角度]、[経度、緯度、経度]、および[緯度と回転]です。

[経度および緯度]パースペクティブには、最適
なマウス制御があります。 このビューは、宇宙
空間からの地球の概観のように機能します。
これは、推奨されるパースペクティブです。必
要であれば、さらに回転を指定することもでき
ます。
3つのパースペクティブパラメータは、以下のよう
に関連付けられています。
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8.6.4.6.4  等値線

[等値線]ダイアログページでは、カラーマップ表示のように、色分けされた表面に等値線を重ね合わせるかどうか
を選択できます。この機能は、[カラーパレット] ページでグラデーション色が設定されている場合にのみ有効に
できます。

946
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8.6.4.6.5  [その他]

 [その他]ダイアログページでは、各種グリッドオプションにアクセスできます。このグリッドは、測定点の軸値の可読
性を向上させるために標準座標グリッドに加えてスペースに表示されます。
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8.6.4.6.6  回転
3D表示の空間的操作の場合、マウスカーソルを座標系に持って行くと、カーソルの形状が変化します。その
後、マウスをクリックして動かし始めると、図に示すようにカーソル形状が変化します。また、マウスを動かすことに
より、3D表示を自由に回転できます。

表示を自由に回転するためのカーソル3D
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8.6.4.7  スクロールモード
この機能は、測定の実行中、カーブウィンドウに表示する新規測定データが継続的に送られているときに使用
します。

スクロールモードを使用すると、時間領域データの特
定のセグメントを、測定開始から画面またはセグメン
ト全体にわたってスクロールするか([全体にわたってス
クロール])、継続的に増大させるか([増大])、解析を
行うために停止([いいえ])することができます。

8.6.4.7.1  スクロールモード
スクロールモードは、実行中の測定に対するカーブウィンドウ用に設定されます。表示されたx範囲の大き
さは一定のままになります。x軸のオフセットは、新しい各測定値でシフトされます。

8.6.4.7.2  伸張モード
このボタンをクリックすると、測定時にカーブウィンドウが伸張します。x軸上の最小値は有効なままですが、
最大値は自動的に波形の終端に設定されます。したがって、表示される領域の範囲は新しい各測定
値と共に増加します。

8.6.4.7.5  オンラインモードの終了
このボタンをクリックすると、実行中の測定のカーブウィンドウでスクロールモードまたは伸張モードが停止し
ます。つまり、x軸が現在の状態でフリーズし、必要な時間だけ信号を静止状態で表示できます。
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8.6.4.8  [イベント]、[セグメント]、[周期]
機能
通常波形の場合、個ーの周期を選択して他の周期と比較する一般的な方法で信号周期を比較 できま
す。セグメント化されたデータおよびイベントベースのデータの場合は、データの必要な部分を比較することもで
きます。

操作
周期比較の例を挙げてダイアログについて説明します。次に、この手順と、比較のために[セグメント]と[イベント]
を選択した場合の違いを説明します。

ダイアログは、メニュー項目[構成] > [イベント]、[セグメント]、[周期]を選択して表示します。
周期比較の一般的な情報については、「周期の比較」 セクションを参照してください。

[周期]
まず、(3つのスタックから) [周期]ファイルカードを選択します。左側の軸のリストから、周期比較のために表示す
るチャンネルを選択します。
次に、右下の[周期の長さ]ボックスに入力します。これは1以上の測定値の量です。
[周期の選択]で、周期を特定する方法を選択します。デフォルト項目は[周期の比較なし]です。[自動]オプ
ションを選択すると、全ての周期が表示されます。その他のオプションを選択すると、特定の周期のみが表示され
ます。たとえば、リストボックスからN番目の周期を選択し、開始周期、周期の数、および比較する後続の周期
の間の増分を入力します。波形の最初の周期にはインデックス1が付きます。

956

956



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

953カーブウィンドウ

数を指定したら、[時間的な配置]に進みます。
[自動]: カーブウィンドウにより時間的な配置が決定されます。迷った場合は、このオプションを使用してくださ
い。
[x0をゼロに設定]: 波形のプロパティx0 (相対トリガ時間)が、表示のためにゼロに設定されます。
[最初の周期のx0]: 周期比較の表示の最初のx座標が、元のデータセットの最初の周期に属する最初の測
定値のx座標として定義されます。
[最後の周期のx0]: 周期比較の表示の最初のx座標が、元のデータセットの最後の周期に属する最初の測
定値のx座標として定義されます。
[各周期が一意のx0を含む]: 各周期が独自のx0を持ちます。これは、元のデータセットのその周期に属する最
初の測定値のx座標と同一です。 
[セグメント]
セグメント化されたデータを表示します。セグメント波形は行列で、たとえば、imc DEVICES/STUDIOのスペクトル
計算またはクラスカウンティングにより生成されます。
[セグメント]ファイルカードを選択します。

まず、左側の[軸リスト]から選択する必要があります。右側で行った設定は、ここで指定したデータのみに影響
します。
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[セグメントの数]と同様に、表示するセグメントを選択します。
次に[x方向に整列]を選択します。
[自動]: 迷った場合はこのオプションを選択して、セグメントを表示してみてください。
[x座標を保持]: 各セグメントが同じ初期x座標(つまり、元のデータセットのx0)を受け取ります。これは行列(レ
インフローなど)および複数のFFTを処理するもっとも適切なオプションです。
[x座標にzを追加]: セグメント波形にはz座標があり、これはz0、dzおよびセグメントのインデックスで決定されま
す。セグメントの最初の測定値のx座標は、このモードではx0とセグメントのz座標の和になります。
セグメントインデックスの例:

セグメントインデックス付きの凡例
[イベント]
トリガされた波形を記録している場合は、[イベント]ページで設定を行います。イベントはトリガされた信号セグメ
ントです。
[イベント]ページを選択します。
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上述のように、左側の[軸リスト]および右上の[イベントの選択]のリストボックスで、必要なデータセットを選択し
ます。
適切な[時間的な配置]を選択します。
[自動]: 自動表示により、一定の結果を得ることができます。迷った場合は、このオプションを使用してください。
[それぞれ1つの時間が有効]: 各イベントがその純粋な時間座標で表示されます。カーブウィンドウの時間表
示が相対に設定されている場合は、正しく相互に関連付けられた時間座標を個ーのイベントが受け取りま
す。時間表示が絶対の場合は、各イベントの実際のトリガの瞬間が絶対時間で示されます。
通常、マルチショット波形の場合はこのオプションが最適です。
[最初のトリガ時間が全てに有効]:注意: トリガ時間を再調整するオプションは、誤った時間表示につながる
おそれがあります。それにもかかわらず、その表現は比較の目的で有効な場合もあります。
このオプションの場合は、先頭イベントの絶対トリガ時間に各ショットの最初の時間座標が配置されます。相対
時間表現の場合は、効果がありません(時間の精度は保持されます)。ただし、絶対時間モードでは、すべての
イベントが先頭イベントのトリガインスタントを反映するように「シフト」されます。
[最後のトリガ時間が全てに有効]: 上記と同様ですが、最後のイベントのトリガの瞬間に基づきます。
[最初の表示のトリガ時間が全てに有効]:上記と同様ですが、明示的に選択された最初のイベントに基づ
きます。
[最後の表示のトリガ時間が全てに有効]: 上記と同様ですが、明示的に選択された最後のイベントに基づ
きます。
[x0は最初のものに対するトリガの時間差]:注意: トリガ時間を再調整するオプションは、誤った時間表示に
つながるおそれがあります。それにもかかわらず、その表現は比較の目的で有効な場合もあります。
この関数では、元のデータセットのトリガインスタントと最初に選択したイベントのトリガインスタントの時間差が、
周期比較表示の最初の時間座標x0として使用されます。これは相対時間モードの表示に影響します。イベン
トの座標が、真のトリガ時間によってシフトされます。絶対時間表示には影響しません。
[最後のイベントに対するトリガ時間の差がx0]: 上記と同様ですが、最後のイベントに基づきます。
[最初の表示に対するトリガ時間の差がx0]:上記と同様ですが、明示的に選択された最初のイベントに基
づきます。
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[最後の表示に対するトリガ時間の差がx0]: 上記と同様ですが、明示的に選択された最後のイベントに基
づきます。

8.6.4.8.1  周期の比較
周期的信号はさまざまなアプリケーションで発生します。たとえば、回転機械などでは、測定信号が1回転ごと
にほぼ繰り返されます。
カーブウィンドウのデフォルトの表示モードでは、波形全体が経時的にプロットされて表示されます。つまり、全て
の周期が連続して描画されます。このような表示法の場合、個ーの周期について、最大値などの特性を常に
比較できるとは限りません。

例:

それぞれが持続時間 の 周期の波形1s 50
周期比較モードでは、波形が個ーの周期に分割されます。周期が相互に重ねられて、直接比較できるように
なります。周期比較には3つの方法があります。

デフォルトモード。全ての周期のカーブプロットを相互に重ねて描画。信号ポイントが一致する密集した
領域を確認可能。
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ウォータフォール図 重なった信号周期に現れる傾向が山脈状の表面にはっきりとみられる。: 
周期比較モードでは、(データポイントの)周期の長さがわかっている必要があります。ポイントの数は、各周期の
測定値の数を反映します。 
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8.6.4.9  [配置]
この機能は、y軸の高さに関して座標系のレイアウト方法に影響します。

[構成]メニューでは、選択モード  のコンテキストメニューと同じ項目にアクセスできます。また、[配置のリセット]
機能もあります。この機能では、座標系の配置に対する以前の変更を完全に取り消すことができます。　 カー
ブウィンド内の座標系の相対的な高さは、マウスを使って変更できます。これを行うには、マウスカーソルを2つの
座標系間のセパレータに移動します。これにより、マウスカーソルの形状が垂直の二重矢印に変わります。次
に、マウスボタンを押したままセパレータを上下に必要なだけドラッグして、座標系の高さを再調整します。

809



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

959カーブウィンドウ

8.6.4.10  確認バー
変更を適用
このオプションを選択すると、軸リストで行われたすべての変更がカーブウィンドウに直ちに表示されます。したがっ
て、軸リストで行った設定の結果としてカーブウィンドウがどのように表示されるかを常に確認できます。一方で、
カーブウィンドウを再描画すると、特に長い波形やいくつかのカーブに関して、遅延による悪影響が生じる可能
性があります。
OK
このボタンをクリックしてダイアログを閉じます。現在の設定が自動的に実装されます。Windowsの慣例として、
ウィンドウを閉じることによっても同じ効果が得られます。
キャンセル
ダイアログが閉じ、変更はすべて破棄されます。これは、[変更を適用]オプションを使用してカーブウィンドウに表
示した変更にも適用されます。
プリセットとして/デフォルトとして設定
現在有効な設定を、今後のカーブウィンドウのデフォルト設定として保存します。設定はWindowsのレジストリ
に保存されます。デフォルト設定を別のコンピュータに転送する場合は、imc FAMOSのBINフォルダにある
XConfigプログラムを使用します。
トピック
ここから、他のオブジェクトのプロパティダイアログに直接移動で
きます。
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8.6.5  [オプション]メニュー

メニュー項目 説明
クリップボード設定 クリップボードを使用した出力またはエクスポート用に作成されたグラフィックの設定をここで指定しま

す。
色 カーブウィンドウ内の色を変更します。
プリセット 一時ファイル保存用の標準の構成ディレクトリおよびドライブなどのプリセットをここで行います。
印刷プレビュー 印刷レイアウトビューと通常ビューの切り替えが可能です。データブラウザのレポートビューに埋め込ま

れているカーブウィンドウでのみ使用します。

8.6.5.1  クリップボード設定
機能
カーブウィンドウ内のグラフィックをプロ品質で文書化できます。グラフィックをベクトルグラフィックとしてクリップボード
に送信し、テキスト処理、グラフィック、デスクトップパブリッシング用のプログラムを使用してさらに処理できます。
また、グラフィックをレポートジェネレータに送信して、ユーザが設計したレポートに出力することもできます。
クリップボード設定でフォントや線幅を選択することにより、グラフィックの生成方法を指定できます。

操作
カーブウィンドウメニューで[オプション] > [クリップボード設定]メニューオプションを呼び出します。以下のダイアログ
が表示されます。

このウィンドウで個別に設定:
ここでは、クリップボード設定を現在のカーブウィンドウのみに適用するか、すべてのカーブウィンドウに適用するか
を設定できます。
レイアウト:
現在の画面表示と同じ比率を常に保った状態でカーブウィンドウをクリップボードに保存する場合は、[画面上と
同じ比率] (デフォルト設定)を選択します。[固定サイズ]を選択すると、カーブウィンドウは、常にこのダイアログで
指定した寸法で保存されます。

960
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座標系:
座標系の高さと幅は、[座標系の寸法]の[x:]および[y:]のテキストボックスにmm単位で入力します。線が特に
太い場合、サイズは線の中間から次の線の中間までで計算されます。座標系の軸ラべリングは、これらの寸法
には含まれず、実際の座標系の外側に描画されます。寸法は、数ミリ以上、ページの大きさ以下とする必要が
あります。
開いた座標系:
このオプションを選択すると、標準表示(y軸のスタックなし)のカーブが、上側と右側の境界のない開いた座標系
で描画されます。そのため、それほど密集していない状態でカーブを表示できます。このオプションを選択していな
い場合は、座標系のすべての線が描画されます。
キャプション:
x軸の下に表示するテキストを指定できます。このテキストには最大60文字を設定できます。これは、[表示]オプ
ションを選択した場合にのみ、日時とともに表示されます。 
中央揃え:
このオプションを選択すると、すべてのラベルがティックの下で(可能な限り)中央揃えされます。効果が最も顕著
なのは、軸の両端にあるラベル、x軸の左右の端、y軸の上下の端にあるラベルです。中央揃えでない場合、こ
れらのラベルは、座標系の端が終端となるように描画されることが多くなります。
測定カーソル(十字線)と測定値の表示
グラフィック生成時に測定値ウィンドウが存在する場合、このオプションを有効にすると、座標系の表示に測定カ
ーソルが含まれます。カーソルの測定値はx軸の下に表示されます。
フォント

軸スケーリングのフォントを選
択します。[フォント:]ボタンを
選択すると、MS-Windowsの
標準ダイアログが表示されま
す。
このダイアログには、カーブウィ
ンドウ用に現在設定されてい
るプリンタで使用可能なフォン
トがすべて表示されます。フォ
ント、サイズ(ポイント単位)お
よびその他の必要な機能(太
字など)を選択します。通常
は、フォントサイズを10～12ポ
イントにすると非常に読みや
すくなります。スケーリングが簡
単なTRUETYPEフォントをお勧
めします。 

クリップボードへ
このボタンをクリックすると、カーブウィンドウの内容が現在の設定でクリップボードにコピーされます。
リセット!
[リセット!]ボタンを選択すると、ダイアログのコントロールがデフォルト値に設定されます。[詳細>>]ボタンでアクセス
するコントロールもリセットされます。
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名前を付けて保存...
[クリップボード設定]の内容をファイルに保存するためのダイアログが表示されます。
ロード...
ダイアログの内容がファイルに保存されたら、このファイルをロードして、ファイル内の設定でダイアログを初期化で
きます。
詳細>>
このボタンを選択すると、ダイアログボックスが拡大します。グラフィックの構成で使用頻度の低い追加の設定を、
ここで行います。ダイアログは以下のように表示されます。

yスケールの幅:
[yスケールの幅]の後ろに表示されるチェックボックスをオンにすると、yスケールの幅は自動的に設定されます。
[自動]チェックボックスをオフにします。表示されるテキストボックスで、幅をmm単位で指定します。指定した幅が
選択しているフォントに十分な大きさであることを確認します。幅は、座標系を囲む線の中間から計算されま
す。
xスケールの高さ:
[xスケールの高さ]の後ろに表示されるチェックボックスをオンにすると、xスケールの高さは自動的に設定されま
す。別の高さを手動で指定するには、[自動]チェックボックスをオフにします。表示されるテキストボックスで、高さ
をmm単位で指定できます。指定した高さが選択しているフォントに十分な大きさであることを確認します。高さ
は、座標系を囲む線の中間から計算されます。
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ティックのサイズ:
ここでは、メインティックおよびセカンダリティックの長さを指定します。長さは、座標系の内側と外側のセクションで
構成されます。合計の長さと、メインティックとセカンダリティックの内側部分をそれぞれ指定します。長さはmm単
位で小数点以下1桁まで指定します。ゼロの長さも可能です。
記号サイズ:
線は付随する記号によっても区別できます。メニュー項目[構成] > [軸] および[構成] > [表示] を参照し
てください。記号のサイズをここで指定します。記号の直径をmm単位で小数点以下1桁まで入力します。
線幅:
以下の線に関して幅を指定できます。
· カーブ
· 座標系
· メイングリッド
· セカンダリグリッド
· 測定カーソル
個ーの波形に関して線の太さを指定 すると、クリップボードに保存されている設定が上書きされます。
線幅は1～100の設定で指定します。最小値で設定すると、線幅を非常に細くすることができます。
線幅は、出力デバイスの分解能によって異なります。幅は常にピクセル単位(分解能の単位)で入力するため、
出力デバイスのポイント数の整数のみが指定可能です。線幅を1に指定した場合、高分解能のレーザプリンタ
の場合はほとんど目に見えないほど細い線となりますが、単純なマトリックスプリンタでは太字に見える場合があ
ります。
線幅は通常1～5に設定します。
線スタイル:
以下に関してさまざまな線スタイルを選択できます。
· 座標系
· メイングリッド
· セカンダリグリッド
· 測定カーソル
線種は以下を選択できます。
· 破線
· 密なドット
· 粗なドット
· 密なダッシュ
· 粗なダッシュ
· 交互にドットとダッシュ
さまざまな線種を使用すると、表示されるカーブを目立たせるためにメイングリッドとセカンダリグリッドの両方を細
い線で描画する場合の区別が付けやすくなります。
z軸の角度:
ウォータフォール図のz軸の角度は1～89度に設定できます。角度が大きいほど、z軸の勾配は急になります。角
度は30度に設定することをお勧めします。
z軸の長さ:
ウォータフォール図のz軸の長さは、mm単位で、小数点以下1桁まで指定できます。
小さいフォント:
x軸の1/3オクターブ/オクターブラべリングで、サイズの小さい印刷用のフォントを指定できます。[小さいフォント]ボ
タンをクリックして、MS Windowsのフォント選択用標準ダイアログを開きます。

923 832

935
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注記
· このダイアログの設定はすべてのカーブウィンドウに適用されます。
· 選択可能なフォントは、カーブウィンドウ用に設定されているプリンタによって異なります。
· グラフィックをクリップボードに転送する場合は、カーブウィンドウ用に設定されているプリンタと、後からグラフィッ
クを印刷する際に使用するプリンタが同じであることが重要です。クリップボード用のメタファイルは、選択したプ
リンタ専用に作成されます。グラフィックを別のデバイスで出力すると、一部のフォントが使用できない場合や、
スケーリングが変わる場合があり、グラフィックの表示品質が低下します。横長や縦長などの形式設定とペー
ジのサイズも対応させる必要があります。メタファイルは出力デバイスに合わせてある程度適応されます。

· メタファイルは、カーブウィンドウのグラフィックをクリップボードに送信するときに選択したフォントとサイズで作成さ
れます。このメタファイルが後から別のサイズに変更されると(クリップボードに挿入後、テキスト処理プログラムに
よってグラフィックが縮小された場合など)、フォントの比率が正しくなくなる場合があります。フォントの幅または
高さが大きくなりすぎる場合があります。TrueTypeフォントを使用しても、この結果になる場合があります。カー
ブマネージャではフォントの高さがポイント単位でのみ指示されるからです。グラフィックは常に、後に印刷するサ
イズで作成してください。これが不可能な場合は、少なくとも、高さと幅の比率に従うように努めてください。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

965カーブウィンドウ

8.6.5.2  色
機能
カーブウィンドウのグラフィックインターフェースで使用される全ての色は、必要に応じて特定のダイアログで指定で
きます。imcFAMOS 7.0のそれぞれのウィンドウで個別のカラースキームを使用できるためです。
以下のダイアログを使用して、色を指定します。

パレットを使用した色の指定

[画面]/[プリンタ]
ダイアログの上端にコンボボックスがあり、[画面]、[プリン
タ]および[画面とプリンタ]項目が含まれています。

色のデフォルト設定を変更できます。プリンタのデフォルトの色は黒/白です。ただし、プリントアウトにも画面の色
を適用できます。以下の[コピー]を参照してください。 
プリンタの設定には、背景を透明なままにするオプションもあります。これはインクを節約できるだけでなく、カーブ
の背面にあるグラフィックオブジェクトを確認できるという利点もあります。
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カラーグラフィック要素
カーブウィンドウには以下のようなグラフィック要素があります。
· 背景
· 座標系とグリッド
· 座標系の背景
· 一般的なテキスト
· 凡例
· 数字
· トリガ線、補助線
· カーブ1～12
操作
カーブウィンドウの[オプション]メニューで[色]メニューオプションを選択します。
表示されるダイアログで、色を指定できます。このダイアログには、カーブウィンドウのグラフィック要素のリストがあり
ます。
ダイアログの中央に、現在、グラフィック要素のアイコンに指定されている色が示されます。一度に1つの要素の
色を指定できます。
リストからグラフィック要素を選択して、その色を設定します。
コンテキストメニュー
ダイアログボックスでマウスを右クリックすると、コンテキストメニューが呼び出されます。

[コピー]: 一連の色が含まれるテーブルがクリップボードにコピーされます。
[貼り付け]: テーブルの値が選択したカーブウィンドウに貼り付けられ、画面の色をプリンタ設定や個ーのウィンド
ウに合わせて調整できます。
[色をデフォルト値に設定]: 色がリセットされます。複数のカラースキームから選択できます。
[ファイルから色をロード...]: モニタとプリンタの色の設定をファイルからロードします。このファイルは、[色をファイル
に保存]メニューオプションを使用して事前に作成しておく必要があります。
[色をファイルに保存...]: 色の設定をファイルに保存します。
シーケンスでは、カーブキットの関数CwGlobalGet("colors.printer.pattern")または
CwGlobalGet("colors.screen.pattern")を使用して色をロードできます。
注記
· 混合とブレンドを使用して作成した色を、線とテキストに選択することはできません。他の色強度を選択した
場合、もっとも近いトゥルーカラーが使用されます。これは座標系の背景色にも適用されます。

· 常に、良好なコントラストを生み出す色を選択することをお勧めします。白の背景に黄色のカーブなどは、不
適切な組み合わせです。

· カーブと文字のコントラストが良好になるように、目立つパターンが含まれない背景色を選択してください。
· 印刷する場合は、暗い背景色を選択しないでください。レーザプリンタは大きな暗い領域を印刷するようには
設計されていません。白の背景が適切です。

· このダイアログで設定する色は、全てのカーブウィンドウに有効です。
· グラフィックをカーブウィンドウからMS Windowsのクリップボードに移動した場合、およびカーブをレポートジェネレ
ータに送った場合にも、印刷用の色が使用されます。

· 選択した色の設定は、プログラムを終了しても保持されます。
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· カーブウィンドウに12を超えるカーブが表示されている場合は、個ーに色を選択することはできません。この場
合、色が循環して繰り返されます。
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8.6.5.3  事前設定
フォント、軸、カーブウィンドウとのリンクなど、カーブウィンドウのデフォルト設定の追加のコントロールがあります。
[内容]列をクリックして、オプションを選択できます。以下の矢印を参照してください。

事前設定 処理 - 
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8.6.5.3.1  設定

プリセット ページ 設定 - : 

リンク: リンクの設定は、カーブウィンドウ同士のリンク方法に影響します。たとえば、時間領域のカーブウィンドウ
の波形を、GPS位置を表示する2番目のカーブウィンドウとリンクできます。
リンクの影響を受ける対象 自動: 表示タイプによって、以下のいずれかのオプションを使用

x軸: 通常はデフォルト
最初のXYプロットのパラメータ: 地図 上の位置など

このウィンドは以下に従う 自動: 多くの場合[線が追従]
軸が追従: カーブと軸が移動し、リンクポインタは固定
線が追従: カーブと軸は固定で、リンクポインタが移動

スケールの変更時 自動: x軸の伸張と圧縮。多くの場合、[線は画面位置に残る]
線が追従: 線は画面上に残る
線は画面上に残る: カーブは背後に移動

ウィンドウの端でマウスが移動
した場合に軸が適応される

線が移動するカーブウィンドウに影響(以下の図2)
自動: 多くの場合[いいえ] (例外: 地図 )
はい: 線を移動するカーブウィンドウの軸を圧縮
いいえ: 変更なし

マーカ位置が境界に近づい
た場合に軸が適応される

リンクによって移動するカーブウィンドウに影響(以下の図1)
はい: リンクされているカーブウィンドウの軸を圧縮

位置マーカの形状 自動: 常に線(例外: 円を使用している地図 )
線: 垂直線

904

904

904
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リンクオプション
ウィンドウ: このセクションではフォントを設定します。

フォント選択モード 自動: カーブウィンドウを開いているときに主に使用するフォント
このウィドウに対して個別: 現在のカーブウィンドウのみに影響

フォント Windowsで使用されているすべてのフォントが使用可能
ccvでの時間シフト 保存時に[時間シフト]機能を使用して行ったシフトを含む

マウス: マウスのボタンを押したままドラッグした場合のカーブウィンドウの動作を指定します。
マウスによる移動 自動: カーブウィンドウ内のデータの位置をX、Y方向に移動(地図の移動と同様)

X方向のみ:: [自動]と同様、ただしx方向のみ
[不使用]: 表示の移動なし。代わりに、ドラッグアンドドロップ操作で別の座標系ま
たはカーブウィンドウにデータを移動可能(imc FAMOSバージョン7.0までのデフォルト
動作)

サウンド出力: オーディオ出力を使用したデータセットの再生のオプションです。
制御 最初のデータセット([自動])または最後のデータセットを再生

開始遅延(ms) 
最大遅延(ms)

imc STUDIOによるオンラインストリーミングデータの同期のオプション。
詳細についてはここ を参照。

履歴: 行った変更を元に戻す場合の最大のバッファ深度を指定します。
最大メモリ(MByte) [元に戻す] コマンドで元に戻すことのできる変更の履歴に割り当てる最大メモリ

を指定可能

982

827
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8.6.5.3.2  処理

事前設定 処理[ ] - [ ]

測定ウィンドウ

水平測定カーソルの有効
化

はい/いいえ水平測定カーソルの表示(はい: 十字線、いいえ: 縦線)

x軸が変更されたとき ズームされる領域が変更されたときに、測定カーソルをデータセットの座標に保持
するか、ピクセル位置に保持するかを設定します。

[軸]: ここで、ズームまたは再ズームを行った後で、軸および軸の端のティックに影響する設定を行います。

ズーム
再ズーム

自動ラベルの使用、ラベルを端に配置、丸めを使用、ラベルを端に配置、丸めを
使用しない、前の設定を保持
「軸のスケール」 を参照してください。

x方向のナビゲーション ナビゲーション 後に、Y軸を永続的にするか、自動的にスケーリングするか選
択します。 

マウス
空の領域のダブルクリック カーブウィンドウの空白領域をダブルクリックすると有効になる選択モード を有

効化します。

924
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809
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グラフィックのエクスポート: カーブウィンドウをグラフィックとしてクリップボードにエクスポートする設定
分解能[dpi] ドット/インチ(150、300、600、1200)

pdfファイルがある場合はペ
ージを追加

PDFドキュメントがすでに存在する場合は、カーブウィンドウで上書きまたは補足
することができます。 

PDFの方向 縦または横

クリップボードフォーマット ベクトルまたはピクセルグラフィック

その他 
測定ポイントのシンボルのサ

イズ
0.5～10mm。測定ポイントを表すシンボル (四角形、円など)のサイズです。 

初期選択モード 選択モード のデフォルト設定

imc FAMOSへ転送
詳細については、ここ を参照してください。
ウィンドウの全てのチャンネル

を転送
全てのデータセットを転送するか、ウィンドウのタイトルがある最初のデータセットの
みを転送できます。

データ転送後にimc FAMOS
コマンドを実行

[imc FAMOSコマンド]で設定した関数/シーケンスが実行されます。

imc FAMOSコマンド [データ転送後のimc FAMOコマンド]オプションが有効な場合、データの転送後に
実行されるコマンドです。

名前 既存の変数が上書きされないように、変数名を変更できます。

備考
· 事前設定はプログラムを終了しても有効なままです。 
参考
「色」

936
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8.6.5.3.3  転送オプション
カーブウィンドウに表示された波形は、imc FAMOSに直接転送できます。特別な評価を行う場合は、imc
DEVICES、imc STUDIO、またはカーブウィンドウを使用するユーザ作成プログラムからimc FAMOSにデータを転送
すると役立つことがよくあります。
ただし、imc FAMOS内であっても、測定ウィンドウ では測定カーソル間に配置された信号部分をコピーするこ
とができます。元のデータを上書きしないようにするために、その部分の名前を自動的に変更する方法([名前]

)があります。
波形は、1つずつimc FAMOSに転送されます。波形がimc FAMOSに正常に転送されると、変数リストにその波
形が表示されます。
imc FAMOSへの転送のために、プリセット でオプションを選択することもできます。

データ転送後にimc FAMOSコマンドを実行:
選択した全ての波形が転送された直後に、imc FAMOSコマンドを任意に実行できます。imc FAMOSで実行で
きるコマンドは、全て転送可能です。たとえば、シーケンス呼び出しを転送できます。imc FAMOSは、このシーケ
ンス呼び出しを使用してシーケンスを実行します。[データ転送後にimc FAMOSコマンドを実行]オプションを選択
しなかった場合は、ユーザが入力ボックスに入力した内容は無関係です。
名前
転送後にimc FAMOSでデータを保存する際のファイル名を設定するには、このオプションを使用します。以下の
オプションを使用できます。
保持: 波形の名前は未変更で受け入れられます。データが別のアプリケーションからimc FAMOSに転送され、そ
れに同じ名前を使用する必要がある場合は、このオプションが役立ちます。
注意: imc FAMOSカーブの測定間隔を転送する際には注意してください。
最初の文字の代わりに'_': 名前の最初の文字が'_' (下線)に置き換えられます。
'_'を前に付ける: 名前の前に'_'が配置されます。名前が長すぎる場合、その名前は末尾で切り捨てられま
す。
'_'を後ろに付ける: 名前の末尾に'_'が追加されます。名前が長すぎる場合は、元の名前の最後の文字が削
除されます。
固定名: ユーザ定義の名前を指定することもできます。このオプションは、1つの波形だけを転送する場合にのみ
役立ちます。複数の波形を同じ名前で転送しようとすると、各波形はその次の波形によって上書きされます。
最も適切なオプションは、アプリケーションと特定の名前によって決まります。imc FAMOS内の測定間隔を転送
する場合は、['_'を前に付ける]または['_'を後ろに付ける]オプションをお勧めします。名前に含まれる重要な文
字は変更しないでください。転送されたデータは、別個の名前を持つ必要があります。
マウス操作
· [オプション] > [転送オプション...]メニュー項目を選択して、データ転送のオプションを設定します。設定を行う
ためのダイアログが表示されます。

· カーブウィンドウで[ファイル] > [imc FAMOSに転送]メニューオプションを選択し、指定したオプションを使用して
データをimc FAMOSに転送します。

· 測定カーソルによって定義されたカーブウィンドウセクションを転送するには、コンテキストメニュー項目[カーブセ
グメントをimc FAMOSに送信] を選択します。

注記
· imc FAMOSアプリケーションがまだ開いていない場合は、imc FAMOSへの転送を実行すると自動的にimc
FAMOSが起動されます。imc FAMOS.EXEファイルは、IM7CUDAM.DLLファイルと同じディレクトリで検索されま
す。

· 波形をimc FAMOSに転送する場合は、imc FAMOSで実行されているシーケンスを全て終了してから転送を
開始することをお勧めします。

· プログラムの終了後、転送オプションは元の状態のままになります。
· 転送オプションは、全てのカーブウィンドウおよび測定値ウィンドウに対して有効です。

799
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8.6.5.4  印刷プレビュー
この項目は、データブラウザのレポートビューでのみ有効になります。
[印刷プレビュー]は、データブラウザのレポートに組み込まれているカーブウィンドウに対してはデフォルトで有効に
なります。つまり、ユーザが[オプション]メニューの[色] ダイアログでプリンタのカラースキームとして設定した色が
表示されるということです。 
このオプションを使用すると、モニタ画面のカラースキームに切り替えることができます。

965
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8.6.6  [その他]メニュー

メニューとツールバー : メニューとツールバーに関連するオプションです。
サウンド : サウンド出力と、サウンドツールバーの機能へのアクセスが有効になります。
?: カーブウィンドウのヘルプを表示します。

8.6.6.1  メニューとツールバー

適応...
カーブウィンドウのメニューとツールバーを適応させる(独自の配置と設定を行う)ためのダイアログです。
標準ツールバー、ナビゲーションツールバー、...メニュー
これらのツールバーやメニューバーは、それぞれ個別に有効にすることができます。
デフォルトとして記憶!
メニューとツールバーの配置は、有効なデフォルト配置として保存されます。これにより、異なる新しいカーブにも
同じ設定が使用されます。
リセット!
メニューとツールバーは工場出荷時の初期設定状態にリセットされます。

975
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ツールバー
Data-Browserの[レポート]ビューに組み込まれたカーブウィンドウとし
て、ツールバー全体はカーブウィンドウの選択時にのみ表示されます。こ
の動作をキャンセルして、ツールバーが表示されないようにするには、[ツ
ールバー]機能を選択します。これは、Data-Browser内からのみ使用
できます。ツールバーを再度表示するには、カーブウィンドウのコンテキス
トメニューの[その他]で[ツールバー]を選択します。

8.6.6.1.1  適応/カスタマイズ
カーブウィンドウのメニューおよびツールバーを適応できます。メニューまたはツールバー内で右クリックすると、コンテ
キストメニューが開きます。または、[その他] > [メニューとツールバー]メニュー項目を選択します。
[適応...]メニュー項目を選択すると、以下のダイアログが開きます。

右側のリストからコマンドをドラッグして、メニューまたはツールバーにドロップできます。マウスカーソルを重ねると、
ポップダウンメニューが自動的に開きます。左側のリストには、さまざまなコマンドトピックが含まれています。
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以下のダイアログには、さまざまなツールバーの表示と非表示を切り替えるオプションがあります。

カーブウィンドウにはコンテキストメニューがあり、これも編集可能です。

コンテキストメニューは、自由に移動できて最大化や最小化が可能な通常のカーブウィンドウに所属するか、タ
イトルバーがなくダイアログに埋め込まれているカーブウィンドウ(子ウィンドウ)に所属するかで異なります。どのタイ
プを編集するかを選択します。
メニューの編集中は、カーブウィンドウは操作できません。
[カスタマイズ]ダイアログが開いているときは、ドラッグアンドドロップにより、すべてのメニュー項目およびツールバー
要素を移動できます。要素を「外側」に移動すると、要素を削除することになります。
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メニューの変更内容は、[カスタマイズ]ダイアログを閉じたときに永続的に保存されます。保存されるツールバーの
配置は、以下のような表示タイプによって異なります。
· デフォルト
· 最終値
· オーバービューウィンドウ
· テーブル
ツールバーも、ウィンドウから自由に移動可能です。これを行うには、ツールバーの左端をウィンドウの外側にド
ラッグします。
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8.6.6.2  サウンド

サウンドツールバーを使用すると、測定したデータセットを聞き取り可能にすることができます。この目的で、切り
取り、無限ループ、繰り返しなど、さまざまな機能を使用できます。サウンド出力は常に、最初の座標系の最初
のデータセットのみに適用され、標準ビューで、またはy軸が複数ある場合にのみ使用できます。 

8.6.6.2.1  サウンドツールバー
サウンド出力を処理するには、[その他] > [メニューとツールバー] > [サウンド出力]メニューから関連するツールバ
ーを選択する必要があります。

サウンド出力ツールバー
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[サウンド出力]には、以下の機能があります。

オン/オフ
サウンド出力のオンとオフを切り替えることができます。
垂直のバーはカーブウィンドウ内の現在の再生位置を
示し(再生マーキング)、水平のバーは選択した再生範
囲を示します。

開始
サウンドの出力を開始します。データセットの選択した
範囲がリアルタイムで再生されます。再生の開始点と
終了点は自由に選択でき、その結果の再生時間ウィ
ンドウも必要に応じて移動できます(「サウンドの切り取
り」 を参照)。

停止
データセットの再生を停止します。再生マーキングは、
選択した再生領域の先頭に戻ります。 

一時停止
データセットの再生を一時停止します。再生マ
ーキングは現在の位置に留まります。再度クリッ
クすると、再生を再開できます。

ループ開始から波形の終わりまでループ 
この操作モードを選択すると、再生の最終位置
が自動的に波形の終わりに設定されます(「サ
ウンドの切り取り」 を参照)。

ループ開始からループ終了までループ(反復)
ループを反復再生します(いわゆる反復モー
ド)。

ループ開始からループ終了までループ(1回)
ループを1回再生します。

981
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8.6.6.2.2  サウンドクリップ
サウンド出力では、再生領域を自由に選択してクリップを取ることができます。 
再生ストリップの先頭で開始位置をマウスでつかみ、必要な位置まで移動します。

再生の終了位置も変更できます。再生ストリップの末尾をつかんで移動します。
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選択した再生領域をデータセットに沿って前後に移動することもできます。ストリップ上でクリックして、ボタンを押
したままマウスを動かします。

8.6.6.2.3  測定中のオーディオ直接出力
imc STUDIO/DEVICESでの測定中に、カーブウィンドウを使用してストリーミングデータを直接聞くことができます。
データはブロック単位で散発的に転送されるため、再生がシームレスになるように出力を遅らせる必要がありま
す。カーブウィンドウの設定 には、[開始遅延]および[最大遅延]の2つの項目があります。
同期を開始する前だけでなく、同期が失われた後も、[開始遅延]は有効です。[最大遅延]を使用すると、測
定デバイス～PC間の非同期を補償できます。どちらの値も、ミリ秒単位で指定します。

970
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8.6.7  コメント、マーカ、軸ラベルにギリシャ文字を追加
変数の軸ラベルとコメントには、ギリシャ文字を追加することができます。
これは、ステートメント<g*Placeholder>を使用して行います。

例
<g*a> ^ <g*a>は、&alpha;&beta;と表示されます。
利用可能なギリシャ文字とそのプレースホルダを、次の表に示します。ユニコードは、参考として示しているだけで
あり、ステートメント内では使えません。

プレースホルダ 意味 プレースホルダ 意味
'a'
'b'
'g'
'G'
'd'
'D'
'e'
'et'
'z'
'th'
'ta'
't'
'Th'
'k'
'l'
'L'

[0x3b1]
[0x3b2]
[0x3b3]
[0x393]
[0x3b4]
[0x394]
[0x3b5]
[0x3b7]
[0x3b6]
[0x3b8]
[0x3d1]
[0x3c4]
[0x398]
[0x3ba]
[0x3bb]
[0x39b]

Alpha
Beta
Gamma
uppercase Gamma
Delta
uppercase Delta
Epsilon
Eta
Zeta
theta
theta, (慣用)表記
tau
uppercase Theta
Kappa
Lambda
uppercase Lambda

'm'
'n'
'x'
'X'
'p'
'ph'
'ps'
'P'
'Ph'
'Ps'
'r'
's'
'S'
'ch'
'Ch'
'o'
'O'

[0x3bc]
[0x3bd]
[0x3be]
[0x39e]
[0x3c0]
[0x3c6]
[0x3c8]
[0x3a0]
[0x3a6]
[0x3a8]
[0x3c1]
[0x3c3]
[0x3a3]
[0x3c7]
[0x3a7]
[0x3c9]
[0x3a9]

My
Ny
Xi
uppercase Xi
Pi
Phi
Psi
uppercase Pi
uppercase Phi
uppercase Psi
Rho
Sigma
uppercase Sigma
Chi
uppercase Chi
Omega
uppercase Omega
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例: カーブウィンドウ
(次の文字列を伴う)

結果:

複数の文字による指数。e^(-2*<g*b>)から得られるもの:

例: マーカ
前 結果:

マーカ内のギリシャ文字:
例: 変数に対するコメント
前 結果:

大きさのオーダと単位
単位付きで指定された大きさのオーダが適切に認識されて表示されます。たとえば、単位「mm」はSI単位「m」
に修正されます。10.000'mm'は10'm'、0.01'mm'は10'&mu;m'になります。条件は、"Scale"の下の"Order of
magnitude" が"auto"に設定されていることです。927
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8.6.8  カーブウィンドウのコンテキストメニュー
機能
カーブウィンドウ内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、カーブウィンドウの詳細な
機能に簡単にアクセスできます。コンテキストメニューの内容は、カーソルの位置と、選択モードかどうかによって
異なります。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

986 Panel

8.6.9  ドラッグアンドドロップ、マウスホイール
波形の移動
ドラッグアンドドロップを使用すると、カーブウィンドウ内で波形のシフトやコピーが可能です。座標系内でこの操
作を適用するには、Ctrlキーを押したままにします。ドラッグアンドドロップは以下の目的で使用します。
· 波形をimc FAMOS変数リストからカーブウィンドウへドラッグします。これにより、カーブウィンドウに波形が表
示され、リストにも記載されます。

· カーブウィンドウ内で、CTRLキーを押したまま、すべてのデータを1つの軸または1つの座標系に移動できま
す。
注記: 以下のレジストリエントリにより、Ctrlキーを使用しない旧動作を使用できます。
[HKEY_CURRENT_USER\Software\imc Measurement and Control\Default\CurveDataManager
\Curves]; 文字列の値: "dd63"="1" 

· 1つの軸、座標系またはカーブウィンドウ全体のすべてのデータを、表示用に別のカーブウィンドウに転送し
ます。

· 1つの軸、座標系またはカーブウィンドウに関連するすべてのデータを、imc FAMOS変数リストに移動します。
imc FAMOSに所属しないデータ(imc DEVICESやimc STUDIOなど、別のアプリケーションのデータ)は、imc
FAMOSにコピーされます。

· 最大化したカーブウィンドウ表示 (座標系=外枠)では、任意の軸が下側に移動されたときにもドラッグアン
ドドロップが開始します。その場合、マウスポインタの記号が変化します。
表示領域
· カーブウィンドウ内でドラッグアンドドロップを使用すると軸が移動します。
· マウスホイールを使用することにより、マウスカーソルの現在位置の周囲の領域が拡大/縮小します。サイズ
変更の増分は、Shiftキーを押すと小さくなり、Ctrlキーを押すと大きくなります。

· マウスホイールをX軸またはY軸の上に置くと、それぞれの軸のみが変更されます。
· Ctrlキーを押すとマウスホイールの効果が大きくなり、Shiftキーを押すと効果が小さくなります。
注記
· y軸の上でマウスを放すと、データはこの軸上に表示されます。座標系の上でマウスを放すと、データは、この座
標系の新しいy軸とともに表示されます。それ以外の場合は、新しい座標系が開きます。

· imc FAMOSの変数リストにデータを移動すると、波形は実際にコピーされます。その他すべてのケースでは、同
じ波形が単純に移動されます。

· 「ドラッグ」中はカーソルの形状が変わります。表示される記号が無効な操作を示している場合は、「ドロップ」
は実行できず、キャンセルのみが可能です。

841
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8.6.10  ナビゲーションバー
カーブウィンドウ内の迅速なナビゲーションのために、各軸には独自のナビゲーションバーがあります。正方形のマ
ウスカーソルを軸ラベリングの上に移動すると、コントロールが表示されます。ナビゲーションバーは、ナビゲータで
使用できるものと同様の3つの基本機能を提供します。 
· 値をx軸またはy軸の中央に残しながら、またはz軸を未変更の状態に維持しながら、表示領域を拡大/縮
小することができます。この機能は、図に"2"として示されているボタンによって提供されます。また、マウスホイー
ルを使用して軸の範囲を変更することもできます。

· 表示された領域を右または左にシフトできます。この機能は、図に"5"として示されているボタンによって提供さ
れます。

· 拡大、移動またはズームでの変更内容は、取り消して元の外観に戻すことができます。
2から1へのドラッグ:
拡大
2から3へのドラッグ:
縮小
5から4へのドラッグ:
左に移動
5から6へのドラッグ:
右に移動
7をクリック:
X軸を再ズーム全データの表示

キーボードの矢印キーの使用
ナビゲーションウィンドウ内のポインタで左マウスボタンを押しながら、キーボードの矢印キーを使って領域を移動す
ることもできます。

8.7  特殊なWidgets
ここでは、特殊なWidgetsについて説明します。

8.7.1  レポートチャンネルのテキスト入力
このWidgetを使用すれば、あらかじめ定義されたテキストをレポートチャンネルに書き込むことができます。測
定の実行中に、あらかじめ定義されたテキストとともに、自由に定義したテキストをチャンネルに追加することもで
きます。
このWidgetを使用可能にするには、レポートチャンネルと関連付けます。「ユーザ定義の変数」の章では、レポ
ートチャンネルの作成方法を説明します。レポートチャンネルにはテキストまたは音声のコメントのいずれかを
含めることができます(両方を含めることはできません)。チャンネルがWidgetにどのように関連付けられるのかにつ
いては、「変数のリンク」 のセクションを参照してください。1001
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テキストの定義
テキストを定義するには、[プロパティ]ウィンドウに[領域]ダイアログを開きます。このダイアログには、[テキスト]
列と[設定値]列が含まれます。
· テキスト: このテキストは、Widgetの選択リストに表示されます。
· 設定値: このテキストは、Widgetが有効な場合、レポートチャンネルに書き込まれます。
テーブルの下には、フレームテキストを入力できます。現在設定されているテキストに関係なく、このテキストが有
効になるたびにチャンネルに書き込まれます。ここに何かを入力すると、[設定値]の下に入力したテキストはチャ
ンネルに書き込まれなくなります。ただし、プレースホルダ<CONTROL.VALUE>を使用すれば、このテキストにテー
ブルの値を組み込むことができます。

レポートチャンネルのテキスト入力 領域ダイアログ([ ] )
このダイアログの詳細については、「[領域]ダイアログ」 の章を参照してください。

例
テーブル内に2つのエントリが作成されます。
· テキスト: It is too hot、設定値: Too hot
· テキスト: It is too cold、設定値: Too cold
フレームテキスト(テーブルの下のテキスト): エラーメッセージ: <CONTROL.VALUE>
ここで、Widgetで1つ目のエントリを選択すると、エラーメッセージ: Too hotがチャンネルに書き込まれます。

チャンネルへのテキスト書き込み
あらかじめ定義されたテキストをチャンネルに書き込むには、さまざまな方法があります。 
· 目的とするエントリをリストから選択します。選択するだけで十分です。さらにWidgetをクリックする必要はあり
ません。

· エントリが選択済みの場合は、Widgetをクリックして、そのエントリをチャンネルに追加する必要があります。
Widgetはボタンのように機能します。
自由に定義したテキストを、測定時にレポートチャンネルに追加するには、現在表示されている値の上でマウ
スの左ボタンを1回クリックします。これにより、値の編集が可能になります。チャンネルに値を書き込むには、[入
力]をクリックして入力を終了します。[領域]ダイアログに設定されているフレームテキストは、無視されます。

778
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注意: エントリの挿入場所
· 現時点では、エントリは測定時に追加されます。
· ナビゲーションバーのスライダの位置にエントリを追加できます。詳細については、「後処理モード」 のセク
ションを参照してください。

コンテキスト
レポートチャンネルを使用すると、テキスト入力とともにコンテキストを保存できます。このコンテキストは一般に、イ
ベントの発生したチャンネル(複数の場合もあります)であり、このチャンネルについてコメントが作成されます。
コンテキストは、フレームテキストに中括弧{}で記述します。
測定の実行時にコンテキスト(チャンネル)を追加するため、ここにプレースホルダ<SELCONTROL.VARS>を使用し
ます。測定(Widgetのリリース)中にテキストを追加する場合は、続けてWidgetをクリックして、コメントを受信す
るチャンネルをこのウィジェットに関連付けます。この間に、Widgetが点滅します。Widgetのプロパティ(表示モー
ド: 全てのプロパティ)で、時間を設定できます。
[領域]ダイアログ:
· text1とtext2の2つのエントリを作成
· フレームテスト: Test: <CONTROL.VALUE>{<SELCONTROL.VARS>}
チャンネル:
· 2つのアクティブな測定チャンネル、T_125561_001およびT_125561_002
· テキスト入力用のレポートチャンネル: report
Panel:
· レポートに関連付けられているWidget「レポートチャンネルのテキスト入力」 
· 両方の測定チャンネルに関連付けられているカーブウィンドウ、ナビゲーションバーに関連付けられているカーブ
ウィンドウ

· ナビゲーションバーに関連付けられているレポートチャンネルreport
測定時、Widgetがリリースされるたびに、2チャンネルのカーブウィンドウがクリックされました。したがって、テキスト
入力のコンテキストとして、2つの測定チャンネルがキャプチャされました。というのも、<SELCONTROL.VARS>には、
クリックするWidgetに関連付けられている、全てのチャンネル/変数が常に含まれるためです。
ナビゲーションバーの検索ボックス で、チャンネルの下にコンテキストが表示されます。
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検索ボックスでのコンテキストの表示

検索には全ての列([チャンネル名]、[タイムスタンプ]、[値])が含まれるため、特定のコンテキストを検索することも
できます。追加の列として[コンテキスト]を表示するオプションもあります。

8.7.2  Audio
このWidgetを使用すれば、音声のコメントをレポートチャンネルに保存できます。このWidgetを使用可能に
するには、レポートチャンネルと関連付けます。「ユーザ定義の変数」の章では、レポートチャンネルの作成方法
を説明します。レポートチャンネルにはテキストまたは音声のコメントのいずれかを含めることができます(両方を
含めることは絶対にできません)。チャンネルをWidgetに関連付ける方法については、「変数のリンク」 のセク
ションを参照してください。

操作

Audio-Widget
· 1: 録音 /再生の停止
· 2: 再生の開始
· 3: 録音の開始
音声コメントをレポートチャンネルに書き込むには、[録音の開始]をクリックします。コメントを終了するには、[録
音/再生の停止]をクリックします。

注意 : エントリの挿入場所

· 現時点では、エントリは測定時に追加されます。
· ナビゲーションバーのスライダの位置にエントリを追加できます。詳細については、「後処理モード」 のセク
ションを参照してください。

最後の録音を聞くには、[再生の開始]をクリックします。
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ボタンの設定
Widgetの[プロパティ]ウィンドウでは、ボタン([録音/再生の停止]、[再生の開始]、[録音の開始])を設定でき
ます。
また、ボタン([削除]など)を追加することもできます。これらは、前に追加したコメントを削除する場合に必要です
(「ユーザ定義の変数」の章の「レポートチャンネル」のセクションを参照)。

プロパティ ウィンドウWidget Audio: [ ]

8.7.3  カーブウィンドウ -「フリーフローティング」
カーブウィンドウには2種類あります。
· 「フリーフローティング」および
· Panelページへの組み込み型
「フリーフローティング」のカーブウィンドウは実験に関連しています。[×]ボタンで閉じない限りずっと開いたままで
す。また、Panelが開いていない場合でも表示されます。
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「フリーフローティング」のカーブウィンドウの例
組み込み型のカーブウィンドウは、関連のPanelページが開いている場合にのみ表示されます。
このウィンドウの構成については、「カーブウィンドウ」 を参照してください。

「フリーフローティング」のカーブウィンドウを開く
このカーブウィンドウは、各種プラグインから開くことができます。
Setup:
· 目的のチャンネルのコンテキストメニューをチャンネルテーブルに開きます。
· [カーブ/値ウィンドウ内で表示]をクリックします。
Panel:
· [DataBrowser]ツールウィンドウで、目的のチャンネルをダブルクリックします。
· あるいは、目的のチャンネルを選択し、[DataBrowser]ツールウィンドウのシンボルバーにある[表示] ボタン

(/)をクリックします。
参照: こちらも参照してください。

[Setup] - [デバイス構成] > [imcDEVICESによる実験のインポート ]: フリーフローティングのカーブウィンドウを
imcDEVICESから取得してimcSTUDIO Panelページにインポートするにはどうすればよいですか?

8.8  ページ

8.8.1  挿入 - ダイアログ/レポート
ページを追加するには、複数の方法があります。
· ページタイトルのコンテキストメニュー
· リボンから選択するアイコン(または)
· [ページテンプレート] ツールウィンドウからページタブへのドラッグアンドドロップ
· [ページテンプレート] ツールウィンドウにあるテンプレートのダブルクリック

注意: ページの置換
[ページテンプレート] ツールウィンドウにあるテンプレートをドラッグアンドドロップで移動すると、ページが置き換
わります。
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ページは、ダイアログページまたはレポートページとして作成できます。

レポートページ

新しいページ レポートページ( )
レポートページはプリントアウト用に最適化されています。画面では、「サイドの余白」で他の方法と区別されま
す。ページは、デフォルトでは固定サイズで生成されます(「プロパティ(ページ)」 を参照)。

ダイアログページ

新しいページ ダイアログページ( )
ダイアログページは画面表示用に最適化されています。ページは、デフォルトでは一定のアスペクト比で生成さ
れます(「プロパティ(ページ)」 を参照)。
テンプレートDialog, ?x? (フリーフォーマット)を使用すれば、独自のレイアウトを設定できます。

994
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分割フォーマット
プログラム開始後、Panelに標準のダイアログページが割り当てられます。

8.8.2  プロパティ - ページ
このツールウィンドウを使用して、ページのプロパティを設定できます。プロパティを表示/編集できるようにするに
は、Panelを設計モード にする必要があります。
ページの空き領域を右クリックし、コンテキストメニューから[プロパティ]コマンドを選択します(全てのプロパティを表
示するには、「全てのプロパティ」を示すアイコンをクリックします)。 

765
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---
プロパティ 説明

高速ロード · 有効: ページの設定がメモリに保持される(デフォルト)ため、オプション[高速ロード]が有効になるペー
ジにすばやく移動します。

· 無効: 最初にページの設定をロードする必要があるため、オプション[高速ロード]が無効になるページ
にゆっくりと移動します。このオプションはメモリリソースを節約できるため、複雑なページにお勧めで
す。

8.8.3  ページおよびWidgetsのサイズの適応/自動適応
ページおよびWidgetのサイズを自動的に調整できます。
· このためには、Panelページのコンテキストメニューを開きます。
· [ページサイズを適応]を選択:

Panelページをウィンドウサイズに
適応
(または全ページ用)

Panelページは利用可能な領域を占有します。

Panelページをウィンドウサイズに
適応(アスペクト比を維持)
(または全ページ用)

Panelページはアスペクト比を維持しますが、利用可能な領域に合わせて高さ/幅を調整します。

WidgetsをPanelページのサイズ
に適応
(または全ページ用)

Panelページはページサイズを維持します。Widgetsは現在利用可能なページ上の領域を占有し
ます。

グリッドへの自動アラインメントに関する注意
· Widgetsが自動的にグリッドにアラインメントされる場合は、このことを考慮してサイズを調整する必要があり
ます。

· 他の影響の中でも、結果としてWidgetsの現在のアスペクト比が、調整後にこれ以上持続しなくなる可能
性があります。

· 全てのページで、±1グリッドの増分という相違が結果として生じる可能性があります。これを避けるには、まず
グリッド方位 を無効にします。

注意: 全ページ
現在のページまたはロード済みの全ページに機能を同時に適用できます。
以下のページは、全ページに適用される機能の影響を受けません。
· プロパティ[高速ロード]が無効化された全てのページ(現在すでに開いているページを除く)
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適応: Panelページをウィンドウサイズに適応
Panelページは利用可能な領域を占有します。プログラムのウィンドウサイズが変わったとしても、このページサイ
ズは一定です。
· 個ーのWidgetsのアスペクト比は変わります(前述のグリッドに関する注意を参照)。

結果

適応: Panelページをウィンドウサイズに適応(アスペクト比を維持)
Panelページはアスペクト比を維持しますが、利用可能な領域に合わせて高さ/幅を調整します。
· 個ーのWidgetsのアスペクト比は一定です(前述のグリッドに関する注意を参照)。

結果

適応: WidgetsをPanelページのサイズに適応
Panelページはページサイズを維持します。Widgetsは現在利用可能なページ上の領域を占有します。
· 個ーのWidgetsのアスペクト比は維持されません(前述のグリッドに関する注意を参照)。

結果
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8.8.4  ページのロックおよびアンロック
設計モードでも、個ーのページを変更から保護できます。
ページタイトル上でコンテキストメニューを開く(コマンド: [現在のページのロック/アンロック])か、リボンの該当す
るアイコン( )をクリックして、ステータスを変更します。
関連するマークがページ名の横に表示されます。

無効にした設計モード とは対照的に、ドラッグアンドドロップで、Widgetsをロックされたページに配置すること
はできません。

8.8.5  グリッドにアラインメント
Widgetsをページ上で簡単に配置および移動するために、グリッドを使用できます。Widgetsはグリッドにアライン
メントできます。グリッドポイント間の距離は、ページのプロパティ([ページのプロパティ] > [グリッドサイズ])で調整で
きます。
グリッドの有効/無効を切り替えたり、全てのWidgetsをグリッドにアラインメントするには、Panelページのコンテキ
ストメニューを開きます。
· [グリッド] ()を選択:

 グリッドを表示 グリッドの表示/非表示を切り替えます(ページの設定でも調整可能です)。

グリッドにスナップ

Widgetsのグリッドへのアラインメントを有効/無効にします(ページの設定でも可能です)。
· 有効: 新しいWidgetsまたはWidgetsへの変更(サイズおよび配置)が自動的にグリッドにアライン
メントされます。

· 無効: Widgetsは自由に配置できます。
 グリッドに再アラインメント 全てのWidgetsがグリッドにアラインメントされます([グリッドでアラインメント]が無効の場合も)。

8.8.6  Panelページのズーム
たとえば、Panelページの視認性を向上するために、ディスプレイ上でズームインできます。
· このためには、Panelページのタブのコンテキストメニューを開きます。
· [ズーム] ( )または[ズーム(全ページ)] ( )を選択します。

50% Panelページを50%にズームアウトします。
イメージ比率: 1:2

100% Panelページを元のサイズで表示します。
イメージ比率: 1:1

>100% Panelページを200%または400%にズームインします。
イメージ比率: 2:1または4:1

ズーム 任意のズーム比

注意: 全ページ
現在のページ([ズーム])またはロード済みの全ページ([ズーム(全ページ)])に、ズームを同時に適用できます。
[ズーム(全ページ)]の機能では、以下のページはズームされません。
· プロパティ[高速ロード]が無効化された全てのページ(現在すでに開いているページを除く)
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8.8.7  全画面
Panelページは全画面モードで表示できます。全画面モードには、次のような利点があります。
· 大きな表示領域: メニューとツールウィンドウ全体を表示
· 保護性能のアップ: 全画面モードを明示的に終了する必要があるため、意図しない変更から保護

全画面モードの可能性

1.モニタ上に1ページを表示(「真の」全画面には保護が必要)
Panelページは、全画面または個別のモニタで表示できます。imcSTUDIOユーザインターフェースは継続して
操作可能です。ただし、Panelページはバックグラウンドに配置されます(そのため、モニタのユーザインターフェース
がカバーされます)。したがって、Sequencerをメインモニタで確認できます。一方、セカンドモニタでは、測定
値がPanelページに全画面モードで表示されます。
· このためには、Panelページのタブのコンテキストメニューを開きます。
· [ページをモニタに表示]を選択():

ページをモニタに表示
· embedded: The page is displayed in the plug-in's Panel main window (default

selection)
· <Monitor name>: The page is displayed in fullscreen mode on the monitor

selected. Independent of the opened main window.

コマンドによる自動割り当て: ワークスペース内で閲覧
コマンド[ワークスペース内で閲覧] を実行すると、選択したページにimcSTUDIOがジャンプします。ターゲット
として定義したPanelページは、任意のモニタに全画面モードで表示することもできます。この場合、
imcSTUDIOのメインウィンドウは変わりません。

注意: 包括的な保護はありません
このモードでは、imcSTUDIOユーザインターフェースの変更に対する保護はありません。全画面を終了する
ボタンは非表示にできます。ただし、Alt+F4キーの組み合わせでPanelを終了できます。また、複数の画面を
使用する場合は、プログラムをセカンドモニタに移動できます。

この全画面表示での終了ボタンの非表示
このボタンは、以下の条件が適用されると非表示になります。
· ログオンしているユーザには、全画面表示を終了する権限がありません。
· Panelは、すでに全画面表示です(可能性2を参照)。
· 全画面モードに、タブは表示されません。

1476



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

999Pages★

2.全画面モードのPanelにより、imcSTUDIOユーザインターフェースにアクセスできなくなる(imcSTUDIO
Professional以上)

Panelは全画面モードで表示されます。imcSTUDIOのユーザインターフェースは非表示になるため、操作もア
クセスもできなくなります(Panelページを除きます)。
メニューリボン ビュー
[開始] > [Panel全画面] () 標準、コンパクト

[Panel - コントロール] > [Panel全画面] () 完全

[Panel - 設計] > [Panel全画面] () 完全

注記: 変更に対する保護、およびガイド付きページの使用
このモードでは、imcSTUDIOユーザインターフェースの変更から保護されます。適切なアクセス権を持つユーザ
は、全画面モードを終了するボタンを非表示にできます。このような権限がない場合は、全画面モードを終了
できません。
ユーザ管理によって、全画面モードの終了を禁止できます。
権限: Panel全画面: ボタン[全画面モードを終了]
ページ間の移動:
この場合、個ーのページに対応するタブを示します。あるいは、Panelページに移動するために、ボタンとアクショ
ンを使用します。たとえば、[ワークスペース内で閲覧] コマンドを使用して、個ーのページ間を行き来すること
ができます。

全画面モードで自動起動
コマンドラインパラメータ を使用して、実験を全画面モードで直接起動できます。したがって、目的の実験を
すぐに起動できます。また、許可されていない変更も防止できます。
[ワークスペース内で閲覧]コマンドによる自動全画面モード
コマンド[ワークスペース内で閲覧] を実行すると、選択したページにimcSTUDIOがジャンプします。ターゲット
として定義したPanelは、全画面モードで表示できます。
全画面バリアントの組み合わせ
Panelが全画面モードの場合、より多くのPanelページを他のモニタに追加で表示できます。
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タイトルバー - 機能の概要 
The fullscreen window has its own title bar (menu). A variety of functions can be called from this
menu (most of the functions are only available in the actual fullscreen mode).

The menu includes various buttons. It can be expanded and moved.

    By means of this button, you can expand the menu to reach additional functions.

    
Using this button, you can move the menu, in order to access elements located behind it.
When you move the mouse pointer over this button, you obtain a special cursor ( ).
While holding down the mouse button, you can change the menu's position within the top
edge.

    
By means of this button, you can exit Fullscreen mode. When the menu is expanded, this
function is located at this button: .

    This button minimizes the program.

    Thus button closes the program.
Show Tabs These checkboxes control whether the tabs for the Panel-pages are hidden or shown.

DataBrowser This button  causes the free-floating DataBrowser  to
be shown.

追加機能にアクセスするには、コンテキストメニューを使用するか、拡張メニューのボタンを使用します。  
 メニュー項目 説明

ログイン ユーザがログインします。

ログアウト ユーザがログアウトします。

設計モード · Activated: the Panel page can be edited, the Widgets can not be operated.
· Deactivated: The Panel page can not be edited. The Widgets can be operated.

情報 バージョン情報を表示するダイアログが開きます。

Product Configurator 製品構成用のダイアログが開きます。

全画面サイズの変更に関する注意
全画面にはモード有効領域があるため、ページサイズを拡大できます。ページが完了しており、これらのペ
ージを拡大する場合は、全画面モードで「Panelページをウィンドウサイズに適応」機能を使用します。
最初にグリッドアラインメントを無効にする必要があります。無効にしなければ、意図しない変位が発生する場
合があります。詳細については、「ページおよびWidgetsのサイズの適応/自動適応」 の章を参照してくださ
い。
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8.9  変数のリンク
Widgetと変数を関連付けるには、2つの方法があります。
· ツールウィンドウ[DataBrowser] から、[Widget]ページまたは[Panel]ページに、ドラッグアンドドロップで変
数を移動(「ドラッグアンドドロップによる変数のリンク」 を参照)

· Widgetの[プロパティ] ウィンドウを開き、[変数]をクリック(「Widgetプロパティによる変数のリンク」 を参
照)
既存の変数がない場合でも、リンクは設定できます(「既存の変数がない場合の変数のリンク」 を参照)。

固定名、シンボリック名/測定番号(Measurement#<x>)
変数は、固定名またはシンボリック名で、Widgetに関連付けることができます。
固定名 <VariableName>@<Measurement Name>

例: Channel_001またはChannel_001@Current measurement
このようにして、Widgetは常に現在の測定を示します。
あるいは、Channel_001@2010-11-15 15-44-03 (1)
このようにして、Widgetは、この具体的な測定に常に関連付けられます。

シンボリック名 <VariableName>@Measurement#<Measurement number>
例: Channel_001@Measurement#1
測定番号が後に続く変数の名前が含まれます。測定番号は、DataBrowserを使用して可変的に割
り当てることができます。

データの参照
Widgetをシンボリック名に関連付けると、DataBrowser内をクリックするだけでさまざまな測定を表示できます
(「測定番号の割り当て」 を参照)。
クロックに関する注意:
クロックは、任意のチャンネルに関連付けることができます(単一値を除く)。その結果、最後のサンプルの時間が
表示されます。
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ドラッグアンドドロップによる変数のリンク
DataBrowserで測定を開くと、「@」マーク( )が付番列に表示されます。
· シンボリック名で変数をWidgetと関連付けるには、この「@」マークを起点にしてドラッグアンドドロップを開
始します。

シンボリック名による変数のリンク
例: Channel_001@Measurement#1

· 固定名で変数をWidgetと関連付けるには、[名前]列のエントリを起点にしてドラッグアンドドロップを開
始します。

固定名による変数のリンク
例: Channel_001@Current measurement

· Panelページ上でマウスボタンを離し、変数の表示に使用するWidgetを選択します。
· あるいは、Widget上でマウスボタンを離します。Widgetが変数に関連付けられます。

Widgetプロパティによる変数のリンク

注記
プロパティ[変数]を持つWidgetsの場合のみです。カーブウィンドウについては、別のドキュメント を参照して
ください。

Widgetsのプロパティによって、変数とのリンクを確立できます。
· Widgetのプロパティを開く
· そこで、[変数]をクリック
リンクを作成する方法は2つあります。
· ドロップダウンリストによる変数のリンク
· 変数名の入力
ドロップダウンリストによる変数のリンク
· ドロップダウンボタン()をクリック
· DataBrowserが開きます。
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· 目的の変数を選択
これで、Widgetが変数に関連付けられます。

変数名の入力
· 変数名をテキストボックスに入力

これで、Widgetが変数に関連付けられます。
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プロパティ[変数]でもリンクを設定できます。この場合、固定名またはシンボリック名を使用します。
固定名
現在の測定

例: Channel_001

固定名 例: Channel_001@2010-11-15 15-44-03 (1)
シンボリック名
Measurement#x

例: Channel_001@Measurement#1

既存の変数がない場合の変数のリンク
変数がまだ存在しない場合でも、Panelページを設計できます。
プロパティ[変数]を使用して、今後の変数リンクを確立できます。*
· 変数名をテキストボックスに入力します。
Widgetが、存在しない変数に関連付けられています。

変数が存在しないため、三角の黄色い警告マークがWidget上に現れます。

変数が作成され次第、Widgetに変数の値が表示され、警告マークは消えます。
* (プロパティ[変数]のあるWidgets場合のみです。「Widgetプロパティによる変数のリンク」 を参照してください)

8.10  ナビゲーションバー
ナビゲーションバーを使用すると、1つまたは複数のWidgetsにおいて、時間をまたがる移動が容易になります。
設計モードでは、アイコン()を使用してナビゲーションバーを表示/非表示にできます。 ナビゲーションバー
は、Panelページのコンテキストメニューのメニュー項目[ナビゲーションバーを表示]を使用して表示/非表示にす
ることもできます。設計モードが無効な状態でナビゲーションバーが表示されている場合、ナビゲーションバーは
表示されたままになります。
マウスポインタをナビゲーションバー上に移動するかクリックすると、ナビゲーションビューが起動します。

ナビゲーションバー ナビゲーションビュー: 

ナビゲーションバーのメニュー を開きます。

Widgetsをナビゲーションバーに関連付ける ためのツール

左右の黒い線は、関連付けられている全てのウィンドウの可視領域の境界を示します。
白いバーの部分が可視範囲を示します。関連付けられているカーブウィンドウのさまざまなズームレベルを使用する場合、こ
のバーはグレーの影付きになり、最大表示範囲を示します。
関連付けられているカーブウィンドウのズームレベルを変更します。マウスをアイコンの上に移動し、マウスの左ボタンをクリック
したままマウスポインタを左に移動するとズームアウトし、右に移動するとズームインします。
スライダ
ナビゲーション(左/右): 個ーのステップで前に進むには、矢印を複数回クリックします。あるいは、マウスボタンを押したまま、
目的の方向にドラッグします。
X軸の再ズーム: 関連付けられているカーブウィンドウに、全てのデータを表示します。

ナビゲーションバーをピン留めするか、再度外します。

ここで使用する機能(ズーム、再ズーム、ナビゲーション(左/右))は、個ーのカーブウィンドウでのナビゲーションに
も使用できます。
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注記
· ナビゲーションバーに関連付けられているカーブウィンドウがストレッチまたはスクロールのいずれかのモードで
ある場合、左右に移動するときにスライダの位置が変わります。

· 逆に、関連付けられているカーブウィンドウが一時停止モードである場合、スライダはカーブウィンドウの同じ
場所にとどまり、x軸は右/左に移動します。

8.10.1  メニュー
ナビゲーションバーメニューを開くには、ナビゲーションバーの左側にある歯車アイコンをクリックします。

ナビゲーションバーメニュー

 スクロール
スクロールモードでは、表示される時間ウィンドウの幅が常に一定になります。した
がって、データセットは時間ウィンドウ全体にわたってスクロールします。

 ストレッチ
ストレッチモードでは、最初の値から最後の値までのデータセット全体が表示されま
す。測定が実行中である限り、時間軸の範囲は拡大し続けます。そのため、圧縮し
て表示される信号プロットの数が増えます。

 一時停止 一時停止モードでは、ナビゲーションバーに対する全てのカーブウィンドウのリンクが
静止します。測定は表示されず、バックグラウンドで続行されます。

絶対時間 関連付けられているカーブウィンドウ全てのX軸を絶対時間に設定します。
相対時間 関連付けられているカーブウィンドウ全てのX軸を相対時間に設定します。

 ズーム
ズームを数秒で開始できるウィンドウを開きます。関連付けられているカーブウィンドウ
全てに対して使用します。

 変数内の検索
ナビゲーションバーに関連付けられている変数間でエントリを検索します。「変数内の
検索」 も参照してください。

 補助変数 「変数のリンク」 のセクションを参照してください。

 プロパティ 後処理モード では、ナビゲーションバーのツールおよび時間情報が表示されます。

ズーム設定を使用するため、およびナビゲーションバーとスライダを使用して全てのPanelページで同時に位置
を変更するために、Panelページのコンテキストメニュー項目[オプション]/[全Panelページのナビゲーション]を選
択します

1009

1008

1012



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1006 Panel

プロパティ
Widgetsナビゲーションモード
オプション 説明
Widgetsナビゲーションモ
ード

One can choose which value the Widgets shall  show. There exist following possibil ities:
· Automatic: During the measurement is running or while working on the current

measurement, the Widgets show the current value. They show the value at the slider's
position, whenever one is working on saved measurement data.

· Always show navigation value: The Widgets show always the value at the slider's
position.

· Always show current value: The Widgets show always the current value.

後処理ツール
「後処理モード」 の部分を参照

時間制御
メニュー項目[プロパティ]により、時間制御をナビゲーションバーに表示するよう選択できます

時間制御付きナビゲーションバー
表示される時間は、ホワイトバーの左右の端に対応する時間ポイントです。時間情報を使用すれば、左右
の移動や、X軸の再ズームが可能です。
中央のナビゲーションツールに関しては、左右に移動する手段が2つあります。 
· 個ーのステップで前に進むには、矢印を複数回クリックします。
· マウスポインタを時間制御の上に移動し、マウスボタンを押したまま目的の方向にドラッグします。
ナビゲーションバーの中央にあるナビゲーションツールとは対照的に、これらのツールは関連付けられているカーブ
ウィンドウの左右両端に適用されます。左側の時間ポイントに対応するナビゲーションツールの例を示します。
· X軸の再ズームにより、関連付けられたカーブウィンドウ全てのズームレベルが変わり、最も早い時間がカーブ
ウィンドウに表示されるようになります。

· 左右に移動するとき、右端は変わりません。
右側の時間ポイントのナビゲーションツールが、同じように適用されます。

8.10.2  Widgetのリンク
Widgetをナビゲーションバーに関連付けるには、ナビゲーションバーの[リンク]アイコン()をクリックします。 この
ためには、設計モードが有効である必要があります。マウスポインタがピンマークに変わります。次に、ナビゲー
ションバーに関連付けるWidgetをクリックします。関連付けられているWidgetsが全て、青色のピンマークで中央
に表示されます。
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ナビゲーションバーに関連付けられているWidgets
リンクをキャンセルするには、ナビゲーションバーのリンクアイコンをクリックします。その結果、マウスポインタがピンマ
ークとして再度表示されます。 リンクをキャンセルするWidgetを、再度クリックします。Widget上のピンが消
え、リンクがキャンセルされます。
新しいWidgetsをナビゲーションバーに自動的に関連付けるには、Panelページのコンテキストメニューで、[オプ
ション]/[新しいWidgetsをナビゲーションバーに関連付け]を選択します。

8.10.3  スライダ
カーブウィンドウがナビゲーションバーに関連付けられている場合は、カーブウィンドウに黒い線が表示されます。こ
の黒い線はスライダであり、ナビゲーションバーに表示される赤い線に対応しています。下図では、2本の線を青
色の円で囲んでいます。
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カーブウィンドウ内の位置インジケータとナビゲーションバー
複数のカーブウィンドウがナビゲーションバーに関連付けられている場合は、このタイプの黒い線がそれぞれのカー
ブウィンドウに表示されます。
ナビゲーションバーには、追加の黒い線がスライダとして表示されます。位置を変更するには、この線の上にマウ
スポインタを移動します。そうすると、マウスポインタが二重矢印に変わります。次に、マウスボタンを押したまま、
左右どちらかの任意の位置に移動します。
関連付けられている全てのカーブウィンドウ内で、スライダの位置が変化します。したがって、この機能を使用し
て、たとえば特定の場所にある異なるカーブを比較できます。スライダは、個ーのカーブウィンドウのズーム設定と
は関係ありません。

スライダが非表示の場合、赤い矢印()がナビゲーションバーの左または右の境界に表示されます。  目的の
カーブウィンドウに入るには、2つの方法があります。
· 目的のカーブウィンドウの上にマウスポインタを移動し、Shiftキーを押したままマウスの左ボタンをクリックします。
マウスポインタの位置にスライダが組み込まれます。

· 目的とするカーブウィンドウの左または右の境界の上にマウスポインタを移動します。そうすると、マウスポインタ
が二重矢印に変わります。マウスの左ボタンを押したまま、二重矢印をカーブウィンドウ内の目的とする位置に
移動し、そこでボタンを離します。

8.10.4  変数のリンク
変数をナビゲーションバーに関連付けることができます。レポートチャンネル内でエントリを移動できるようにするた
めに、この操作はレポートチャンネルで特に必要です。

注記
関連付けられているWidgetsに属する変数は、ナビゲーションバーに自動的に関連付けられません。

リンクを作成する方法は2つあります。
· 目的とする変数を、DataBrowserからナビゲーションバーにドラッグアンドドロップで移動
· ナビゲーションバーメニュー()項目の[補助変数]を使用して、目的の変数を選択
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補助変数ダイアログ[ ]  
このダイアログウィンドウでは、すでに関連付けられている変数が左側の列に表示されます。右側には、実験で
利用可能な変数が表示され、DataBrowserの場合と同じ方法で分類されます。上記以外には、変数の検
索に使用する検索入力ボックスがあります。目的の変数をナビゲーションバーに関連付けるには、ドラッグアンド
ドロップで右側から左側に変数を移動します。
リンクをキャンセルするには、左の列で目的の変数を強調表示し、コンテキストメニュー(右クリックで呼び出す)
から[削除]を選択します。 

8.10.5  マーカによるナビゲーション
変数(レポートチャンネルなど)がナビゲーションバーに関連付けられている場合は、ナビゲーションバーの上端に、
様式化されたマーカが表示されます。マーカは以下の位置に設定されます。
· テキスト入力(日)
· 音声入力(トリガ時間+入力オフセット) 
· 関連付けられている全測定チャンネルのトリガ時間(+オフセット)
これらのマーカ(下図の赤で囲んだ部分)によって、ナビゲーションできます。
ナビゲーションバーにフォーカスがある(マウスがナビゲーションバー上にある、またはナビゲーションバーをマウスでク
リックした)場合は、Altキーをクリックするとナビゲーションモードが切り替わります。このとき、キーボードの左右矢
印キーまたはマウスを使ってナビゲーションできます。

ナビゲーションバー マーカによるナビゲーション( )

マーカ間をマウスで行き来するには、ナビゲーションバー上のアイコン(上図の青で囲んだ部分)を使用します。 
この方法でナビゲーションする以外にも、ターゲットのマーカを検索してジャンプすることもできます。
· Ctrl+Fキーの組み合わせを使用
· ナビゲーションバーメニュー()の項目[変数内の検索]を使用

8.10.6  変数内の検索
この機能を使用すると、特定のマーカを検索のターゲットにしたり、省略して直接進んだりできます。検索ウィンド
ウを開くには2つの方法があります。
· Ctrl+Fキーの組み合わせを使用
· ナビゲーションバーメニュー()の項目[変数内の検索]を使用
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ダイアログウィンドウが開き、全てのマーカがタイムスタンプおよび関連するチャンネルとともにリスト表示されます。
エントリをダブルクリック、あるいはEnterキーを使用して1つのエントリを選択することによって、目的の場所に移動
できます。
検索ボックスに入力したテキストは、下のリストにある全てのエントリと比較されます。したがって、タイムスタンプを
検索することなどもできます。

つのレポートチャンネルを表示する変数内の検索ダイアログ2 [ ]
上の図では、テキスト入力を含む2つのレポートチャンネルが、ナビゲーションバーに関連付けられています。音声
コメントを含むレポートチャンネルの場合は、[テキスト]列にボタンがあり、スピーカーのマーク()が表示されます。
このボタンをクリックすると、コメントを聞くことができます。

レイアウトの適応
検索ウィンドウの列は適応させることができます。列を削除するには、列のタイトルをクリックし、マウスの左ボタン
を押したまま、黒い十字線が表示されるまでドラッグします。十字線が表示された後にマウスボタンを離すと、列
が削除されます。列を追加することもできます。タイトルバーの左隅をマウスで右クリックすると、テーブルのコンテキ
ストメニューが開きます。

変数内の検索 テーブルのコンテキストメニュー[ ] - 
ここで、[列レイアウト]から[列選択]を選択すると、テーブルにドラッグアンドドロップで追加できる列を取得できま
す。追加可能な列には、すでに削除したものも含まれます。

検索
このダイアログでは、目的のエントリをさまざまな方法で検索できます。
· 画面上部の入力ボックスで、検索文字列を入力します。リストを下に進む(、F3キー)か、上に進む(、Shift
+F3のキーの組み合わせ)ことによって、検索を実行できます。
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· [検索オプション]の下で、大文字と小文字を区別してマッチングするかどうか、文字列全体を検索するかどう
かを追加で選択できます。

· 列タイトルをクリックすると、対応する列、つまり[チャンネル名]、[タイムスタンプ]、[値]に従って検索が行われま
す。

· エントリのフィルタリング(テーブルのコンテキストメニュー項目: [フィルタエディタ])
· グループ化(テーブルのコンテキストメニュー: [グループ化を表示]ボックス): たとえば、列[チャンネル名]に従って
グループ化できます。この場合、各チャンネルの分岐が取得され、その下に各チャンネルのエントリがリスト表示
されます。

チャンネル名に従ってグループ化した例

初期状態では、検索で見つかったエントリのみが強調表示されます。エントリに移動するには、Enterキーを押す
か、エントリをダブルクリックします。

コンテキスト
エントリでレポートチャンネルに指定したコンテキストは、チャンネル名の下に表示されます。列内の全てのエントリ
が考慮されるため、検索ボックスにコンテキストを入力することもできます。また、列[コンテキスト]を表示できま
す。この情報については、「レイアウトの適応」のセクションを参照してください。コンテキストの使用に関する詳細
については、「レポートチャンネルのテキスト入力」 のセクションを参照してください。987
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検索ウィンドウでのコンテキストの表示

8.10.7  後処理モード
原則として、レポートチャンネルへのエントリ(音声とテキストのコメント両方)はチャンネルに書き込まれます(現時
点)。測定終了後に追加されたエントリは、スライダコントロールの位置に書き込まれます。このトピックの詳細
については、「特殊なWidgets」 、および「ユーザ定義の変数」の章にある「レポートチャンネル」のセクションを
参照してください。
後処理モードでは、測定の実行中でもスライダ位置でチャンネルにコメントを書き込むことができます。このた
め、スライダを特定の位置に移動するカーブウィンドウは、ナビゲーションバーに関連付け、そのうえで一時停
止モードにする必要があります。さらに、レポートチャンネルのWidgetもナビゲーションバーに関連付ける必要が
あります(「Widgetのリンク」 も参照)。
後処理モードを有効にするには、[Panel]ページのコンテキストメニューから、項目[オプション]のサブ項目[後処
理モードをデフォルトに設定]を選択します。同じ項目を再度選択すると、後処理モードは無効になります。
[プロパティ]ダイアログを使用して、後処理モードの有効と無効を切り替えるボタンが表示されるように設定するこ
ともできます。  アイコン()がナビゲーションバーの左に表示されます。このアイコンに青い影が付くと、後処理モ
ードは有効です。

8.11  最終変更
Rev. 3.3での改訂とバグ修正
章 改訂内容
全画面 新規: 全画面の機能および新しいタイトルバーの機能に関する説明を追加しました。
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Rev. 3.2での改訂とバグ修正
章 改訂内容
Panelページのズーム 新機能: 全てのロード済みページにズームを同時適用できます。
ページおよびWidgetsのサイズの
適応/自動適応

新機能: 全てのロード済みページに機能を同時適用できます。

Rev. 3.0での改訂とバグ修正
章 改訂内容
Widgets - 操作とプロパティ ツールウィンドウ: Widget条件から分離されたWidgets
カーブウィンドウ カーブウィンドウの情報がここに組み込まれています。
DataBrowser 記述を全面的に改訂
Widgetsのグループ化 新規
プロパティ - Widget プロパティの記述を多数追加
プロパティ(全般) ウィンドウ構造の記述を追加
グリッドにアラインメント 新規
Panelページのズーム 新規
リポジトリ 新規

Rev. 2.2での改訂とバグ修正
章 改訂内容
リボン リボンの一部見直し
Widget要素の編集 例: ウィジェットが2つの標準メータで構成されることを指摘
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9  Automation
imcSTUDIO Automationは、imcSTUDIOプラグインで、開、閉ループコントロール操作へのタスク (ルーチ
ン)を生成することができます。グラフィックインターフェースによって、状態に基づいた論理を構成することができま
す。imc測定デバイスは実行中のタスクの状態をキャプチャし、それらを評価します。
1つのデバイスにつき、最大5つのタスク を生成することができます。
プラグインAutomationのグラフィックインターフェース([オートメーションエディタ] )があれば、複雑なルーチンに明
確な構造を与えることは簡単です。どのようにシステムが進んでいくかを制御する状態を生成します。これは、状
態をキャプチャするための複雑なプログラミング言語の必要がなくなる、という利点があります。
様ーな制御構造がタスクに使用可能です(目的 、行う 、期間 、場合 )。測定値を評価する目的
で、imcFAMOS*シーケンスを挿入することができます。
タスクには4つのコンポーネントがあります。
· [初期設定 /終了 ] 、ここでは、タスクを開始 (初期設 定 )したり終わらせることができます。
· [プロシージャ ] 実際のルーチン作業を表します。
· [例外ハ ンドル ] : これらと共に、制御された方法でいくつかのエラーを修復することができます。例えば、タス

クの実行中に値の限界 が超えられた場合です。
· [エラ ー処理 ] : これらと共に、もしも深刻なエラー(修復が可能でないもの )が発生した場合、制御された方
法でタスクを終わらせることができます。例えば、システムが止められる前に、試 験対象を安全な位置に置 くこ
とが可能です。

PC上の結果を観察するため、もしくはタスク実行中の手順に介入するために、プラグインPanelを使用してくださ
い。このトピックに関しては別ページの、プラグインPanelのドキュメント を参照してください。
プラグインAutomationの操作への必須要件は、imcOnlineFAMOS Professionalがインストールされたimc
測定デバイスです。
* imcFAMOS製品は、別々に販売、インストールされます(追加のimcソフトウェア製品 (任意)を参照 )。
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9.1  プラグインAutomationの構造

プラグイン のコンポーネント: Automation

図の左側は[自動化エディタ] です。ここでは、タスク(フローコントロール)を作成します。
右側は[自動化制御] ツールウィンドウです。ここでは、プロセス要素、関数、および入出力パラメータ(リソー
ス)へのアクセスが利用できます。[テンプレート] 、[リソース] 、[関数] が含まれます。

9.2  運用計画の作成方法
割り当ての完全なルーチンを作成するには、まず運用計画の概略を作成する必要があります。このときに初め
て、計画の項目ひとつひとつに注力し、より厳密な条件とステップを指定することをお勧めします。
このために、プラグインAutomationの構造では、より大きなブロックのステップを最初に計画し、後から詳細を段
階的に設計することができます。

1048

1025

1025 1045 1046



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1016 Automation

計画の作成
1つのタスク内で、複数のブロック を作成できます。1つのブロックは複数のステップ からなり、さらに各ステッ
プは複数の状態 、ループ 、ブランチ からなります。
まずブロックを使用して完全なタスクを作成し、次に詳細へと段階的に進みます。
· タスクとは完全なルーチンを示します。
· ブロックとはルーチンの一部を示します。
· ステップとは1つの具体的なアクションを示します。このアクションは、実際のアクション要素である、状態、ルー
プ、ブランチで満たされます。

複数のブロックとステップを使用する例
上図では、3つのブロックが順番に実行されます。
· 1つ目のブロックであるMove Upでは、テストオブジェクトが正確な位置に移動します。
· 2つ目のブロックであるTestでは、さまざまなテストが実行されます。
· 3つ目のブロックであるMove downでは、テストオブジェクトが初期位置に移動します。後から、もう一度開始
できます。
次に、個ーのステップが定義されます。また、これらのステップは対応するアクション要素で満たすことができます。
たとえば、Movement to performステップでは、正確な状態が指定され、オブジェクトが現在の位置から適切な
高さへと移動します。
· 移動を開始
· 高さに到達した後に移動を終了
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9.3  仕組み仕組み
タスクは、測定の開始時に開始します。
開始後、初期化(Init) が呼び出されます。問題が次にどのように進行するのかを指定する必要があります。
デフォルトでは、初期化にNext分岐 が含まれます。そこで、タスクは最初のプロシージャ にスキップして戻
ります。タスクの終了時、ブロックTerminate が実行されます(エラーが発生していない間)。この結果、タスクは
Haltで終了します。
以下に単純な例を示します。

関数のない最小限のタスク

複数のブロックとステップの使用
· タスクはブロックからブロックへとジャンプします。
· あるブロックが処理されると、次のブロックが開始します。
· あるブロックが開始すると、このブロック内の1つ目のステップが開始し、処理されます。
· あるステップが処理されると、次のステップが開始します。
· ブロックにステップがなくなるまで、この動作が続きます。
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以下に、3つのステップを使用する例を示します。

ブロックMove Downの後に、ブロックTerminateが開始します。

状態から状態へのジャンプ
あるステップが開始すると、その内容が実行されます。ここで、タスクは実際のアクション: To the statesになりま
す。
測定デバイスのみがこのレイヤを把握しています。実際のプロシージャは状態から状態へとジャンプします。
以下に例を示します。

例に示す全ての状態には、キャンセル条件があると考えられます(すぐに)。
· ブロックProcedure 1が開始すると、状態: State 1が実行されます(「状態」 の章を参照)。
· サイクル時間の設定が完了すると、状態: State 2が実行されます。
· Forループに従って、3回連続で実行されます。Forループの評価は、速度に影響しません。
· State 2の次にState 3が来て、さらにState 4、State 5と続きます。これらは状態の異なるステップにありますが、
速度に影響しません。

1030
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注記
Forループの評価、および次のステップやブロックへのジャンプの評価は、速度に影響しません。

したがって、ブロックProcedure 1は7サイクル時間内に処理されます。
· その後、システムはextブロックの状態にジャンプします。

9.4  操作
プラグインAutomationには、さまざまな操作方法があります。

ウィンドウを開く/閉じる
プラグインAutomationでは、一般的に、オープンモードまたは最小化(クローズド)モードのどちらかで表示する必
要のあるウィンドウが使用されます。
ウィンドウを開いたり閉じたりするには、さまざまな方法があります。
· 領域のタイトルをダブルクリック
· 二重矢印(または)をクリック  
· コンテキストメニューから[開く]または[閉じる]を選択

9.4.1  [タスク管理]での操作

要素の作成
目的の位置に要素を追加するには、2つの方法があります。
· プラス記号()をクリックし、メニューガイダンスに従います。  
· 空き領域でコンテキストメニューを開き、メニューガイダンスに従います。

例 コンテキストメニューまたは「 」記号によるタスクの作成: +

要素の削除
要素を削除するには、2つの方法があります。
· 要素を選択し、マイナス記号()をクリックします。  
· 空き領域でコンテキストメニューを開き、メニューガイダンスに従います。
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別のデバイスへの要素のエクスポート
あるデバイスから別のデバイスにタスクをエクスポートできます。
· タスクを右クリックし、[選択したタスクをデバイスにエクスポート]を選択します。
· 目的のデバイスを選択します。

9.4.2  [タスクエディタ]および[ブロックエディタ]での操作

要素の作成

タスクエディタ を使用した例における新しい要素[ ]
要素を目的の位置に追加するには、以下の2つの方法があります。
· ドラッグアンドドロップ操作
· コンテキストメニューのコマンド
ドラッグアンドドロップ操作による要素の作成
· [自動化要素]ツールウィンドウから目的の位置まで、要素をドラッグアンドドロップで移動します。
· マウスボタンを離します。
選択した位置で要素が作成されます。

コンテキストメニューによる要素の作成
· 任意の空き領域でコンテキストメニューを開きます。
· [新規]を選択します。
· 目的の要素を選択します。
選択した位置で要素が作成されます。
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要素のコピー、切り取り、貼り付け、削除

ブロックのコンテキストメニュー
これらのアクションを実行するには、複数の方法があります。
· [編集]メニューを使用
· コンテキストメニューを使用
· ショートカット(Ctrl + c/x/vおよびDel)を使用
コンテキストメニューを使用して追加した要素が、メニューが開いた位置に表示されます。[編集]メニューを使用
して追加した要素が、スタックの後ろに表示されます。
追加した要素の名前は、コピーとして識別できるように変更します。

要素の名前変更
ほとんどの要素の名前は自由に選択できます(全てのブロック名は一意でなければならないという制約がありま
す)。
· このためには、要素のコンテキストメニューを開き、[名前変更]を選択します。
· あるいは、マウスの左ボタンで要素を選択し、さらにもう一度要素をクリックします。
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要素の引き伸ばし
[タスクエディタ]にはサイズの変更が可能な要素がいくつかあります。したがって、そのような要素と他の要素との
関連付けも変更可能です。
要素の幅を広げるには、以下の操作を行います。

· 要素の端の上にマウスを移動します。矢印マークが現れます。 
· マウスの左ボタンでクリックし、押したままにします。
· マウスを目的の位置にドラッグします。  マウスボタンを離します。
例: State 3によって2つのトラックにまたがって同期します。また、imcFAMOSの評価によって3つの状態を「カッ
ト」します。
· 要素の端をつかみ、マーキングされた領域内でマウスボタンを離します。 

例 要素の幅の変更: 
要素の幅が広がります。

例 要素の幅が広がった状態: 
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9.5  ソースコード - 検索および置換
Automationでは、テキストの検索と置換が可能です。ソースコードが全ての要素(状態またはループ条件の記
述など)内で検索されます。

テキストを検索するには、[検索および置換]ダイアログ( ) (リボンの[編集] > [検索および置換])を開きます。
例: 状態My_StateがMy_StepとMy_Procedure内にあります。

状態
検索対象のテキストはDisplayVarです。このテキストは、状態内に6回出現します。

テキスト検索の例
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検索
テキストを検索するには、以下の操作を実行します。
· [検索対象:]の下のボックスに、検索するテキストを入力します。
· [全て検索]ボタンをクリックします。
検索オプション 説明
大文字と小文字を区別 大文字使用に関するスペルの正確性を考慮して検索します。
タスクを限定した検索 全てのタスクか個ーのタスクのいずれかを検索できます。

[検索する場所:]の下にある選択リストで適切な項目を選択します。
<全タスク> 全てのタスクで検索が実行されます。
タスクの名前 選択したタスクで検索が実行されます。

テキストの置換
テキストの検索では、単語の同時置換が可能です。
テキストを置換するには、以下の操作を実行してください。
· [置換する語:]チェックボックスをクリックします。
· [置換する語:]の下のボックスにテキストを入力します。 
· [全て検索]ボタンをクリックします。
· 検索されたエントリを選択して[置換]ボタンをクリックするか、[全て置換]ボタンをクリックします。

ナビゲーション
検索されたエントリに移動するには、複数の方法があります。
· エントリをダブルクリックします。
· [次を検索]ボタンをクリックします。この場合、次のエントリに移動します。
選択したエントリの位置にビューが切り替わり、そのエントリが選択状態になります。

列: Origin
[Origin]列には、エントリが見つかった位置が示されます。
例: テキストが[状態の循環計算]テキストボックスに見つかった。
· 'プロシージャ名' --> 'ステップ名' --> '状態名' [ID: 11; §2 Line 07]
この場合、最初の3つの名前が要素の位置を示します。
ブラケット[]内の文字列が要素内の位置を示します。

ID 要素の内部番号(設定により異なります)
$ セル位置:

· 1: 状態記述
· 2: 循環計算
· 3: 例外およびエラー処理
· 4: ブレーク条件

行 セル内の行
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9.6  トレース情報
トレース情報によって、現在処理中のプロシージャおよびステップがタスク実行時に表示されます。
タスクのトレース情報を有効/無効にするには、[タスク管理]の[タスク]領域で該当するチェックボックスをオンにし
ます。デフォルトでは、このオプションは有効になっています。
タスクが実行中の場合は、現在の位置での名前の左横に矢印マーク()が表示されます。
矢印マークには、常に以下の2つがあります。
· 現在のプロシージャを示すもの
· プロシージャ内の現在のステップを示すもの
ステップが現在実行中でない場合は、バー状のマーク()が表示されます

トレース情報で使用される矢印マーク

9.7  [自動化制御]ツールウィンドウ
プラグインAutomationには、[自動化要素]ツールウィンドウが含まれます。
このツールウィンドウは、3つのグループに分かれます。
· テンプレート およびリポジトリ
· リソース
· 関数

9.7.1  テンプレート

テンプレート タスクエディタ( ) テンプレートブロックエディタ( )

テンプレートのグループには、現在のメインウィンドウで使用可能な要素が含まれます。これらの要素は、マウス
とドラッグアンドドロップ操作により、任意の場所に配置できます。あるいは、コンテキストメニューも使用できます
(「操作」 の章を参照)。
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テンプレートはメインウィンドウに適応します。つまり、[タスクエディタ]や[ブロックエディタ]では、このようなテンプレー
トのみが使用可能として表示されます。
さまざまな要素が利用できます。

[タスクエディタ]のテンプレート [ブロックエディタ]のテンプレート
· ブロック · ステップ
· ステップ · 状態
· 分岐 · ループ

· 分岐
· インタラクション(デバイス/PC)

9.7.1.1  ブロック
1つのタスクは、1つのInit 、1つのプロシージャ 、1つのTerminate といった、少なくとも3つのブロックから
なります。1つのブロックは複数のステップからなり、さらに各ステップは他の複数の要素の組み合わせです。

関数のない最小限のタスク
5つの異なるブロックを使用できます。
· Init(ialization)
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· Terminate
· プロシージャ
· 例外ハンドラ  
· エラーハンドラ
各タスクは、1つのInitとTerminateのブロックのみとなります。
プロシージャ 、例外ハンドラ 、エラーハンドラ からなるブロックを、いくつでも追加できます。

ブロックの構造
各ブロックには、名前および固定されたEndブランチがあります。
各ブロックには、さまざまな要素を追加できます。
· ステップ
· ブランチ(Terminateブロックまたはエラー処理ブロック以外にあるブランチ)
実行
ブロックが開始すると、完全に実行されます。
Endブランチは必須のブランチではありません。ブランチを挿入することで、任意のプロシージャ(Terminateまた
はエラー処理以外)に前もってジャンプできます。

9.7.1.2  分岐(タスクエディタ)
Next、Goto、Resumeの各ブランチは、[タスクエディタ]でのみ作成できます。分岐により、ブロックからプロシー
ジャへの切り替えが可能です。これにより、あるタスクから別のタスクへのジャンプが可能になります。

構造
各ブロックでは、特定の分岐のみが許可されます。
ブランチはブロックの下端に設定されます。ブランチはブロックの完了を生じさせ、次に続くプロシージャを特定
します。
ブランチには、以下の3つのタイプがあります。
· Next
· Resume
· Goto
条件
この3つのブランチのそれぞれが条件に関連付けられています。この条件が「If」クエリです。条件を満たすと、ブラ
ンチは実行されます。
条件のボックスでは、単一値変数と値に加え、関数も使用できます。常に条件を満たすようにするには、「1」ま
たは「1 = 1」を使用できます。
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Next
このブランチは、Initおよびプロシージャ内で使用されます。

ブランチの開いた状態と閉じた状態Next
ブランチが呼び出されると、条件を満たすかどうかのテストが実行されます。
· 条件を満たす場合は、選択したプロシージャが実行されます。
· 条件を満たさない場合は、このブロック内の次の項目が実行されます。この項目は、ブランチの追加かブロッ
クの完了のいずれかになります。
ブランチの色はターゲットに合わせて変わります。

Resume
このブランチは、例外ハンドラで使用されます。

ブランチの開いた状態と閉じた状態Resume
ブランチが呼び出されると、条件を満たすかどうかのテストが実行されます。
· 条件を満たすと、最初の例外ハンドラが開始した時点からタスクが再開します。状態が再開します。
· 条件を満たさない場合は、ブロックの次の項目が実行されます。この項目は、別のブランチの追加かブロック
の終了のいずれかになります。

Goto
このブランチは、例外ハンドラで使用されます。

ブランチの開いた状態と閉じた状態Goto
ブランチが呼び出されると、条件を満たすかどうかのテストが実行されます。
· 条件を満たすと、選択したプロシージャ内の選択したステップで、タスクが再開します。
· 条件を満たさない場合は、ブロック内の次の項目が実行されます。この項目は、別のブランチの追加かブロッ
クの終了のいずれかになります。
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複数のブランチ
複数のブランチを連続して配置できます。最初のブランチの条件を満たすと、次のブランチがテストされます。

連続する複数のブランチ

9.7.1.3  ステップ

空のステップ
各ブロックには、多くのステップを含めることができます。ステップは、[タスクエディタ]または[ブロックエディタ]で作
成します。
1つのステップは複数の状態、ループ、Ifブランチからなります。
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例 つのステップ: 2
つのステップに含めることができる各種要素1

9.7.1.4  状態
要素状態では、測定システムが特定の「状態」または「条件」になります。このために、さまざまなコマンドを使用
できます。

状態

配置
状態はステップ、ループ、Ifブランチのいずれかに配置できます。

構造
状態は複数の入力ボックスで構成されます。
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· 状態記述 状態の実行時に、測定システムは定義された状態になります。ここで
は、計算を実行することができます。 

· 循環計算 状態記述と同様に、ここで計算を実行できます。
· 例外およびエラー
処理:

この入力ボックスでは、測定を監視できます。ここで定義した条件が発
生すると、それぞれの処理が開始します。

· ブレーク条件: ブレーク条件を満たすか、エラーが発生するまで、循環計算、例外お
よびエラー処理が実行されます。

実行
状態が開始すると、全てのコマンドが完全に実行されます。
· 状態記述の全てのコマンドが実行されます。
· 循環計算の全てのコマンドが実行されます。
· 例外またはエラー処理の条件がtrueであるかどうかのチェックが実行されます。trueの場合、状態の実行が
中断され、処理が開始します。

· エラーがなかった場合は、ブレーク条件がtrueであるかどうかがチェックされます。trueの場合は状態が終了
し、falseの場合はプログラムが循環計算にスキップして戻ります。
タイミング
状態の1つのイテレーションは1サイクル続きます。
· ブレーク条件がtrueの場合、その結果として、厳密に1サイクル後に次の状態が開始します。
· ブレーク条件がtrueでない場合、1サイクル内で状態が(状態記述なしで)再度処理されます。
例: カウンタ:
· サイクル時間 1s
· 状態記述 DisplayVar_01 = 0

(カウンタを初期化するために、状態を開始するときに表示変数を0に設
定する必要があります。その後すぐに、カウンタの値は循環計算で増加
します)

· 循環計算 DisplayVar_01 = DisplayVar_01 + 1
· ブレーク条件 DisplayVar_01 = 10

状態開始時にt = 0sであると仮定
t = 0s: 状態が開始します。
· 状態記述: DisplayVar_01は0に設定されます。
· 循環計算DisplayVar_01は0から1に設定されます。
· ブレーク条件がtrueではありません(1 =! 10)
t = 1s: 厳密に1秒後に、循環計算が再度実行されます。
· 循環計算DisplayVar_01は1から2に設定されます。
· ブレーク条件がtrueではありません(2 =! 10)
これはDisplayVar_01 = 10になるまで続きます。 
t = 9s:
· 循環計算DisplayVar_01は9から10に設定されます。
· ブレーク条件はtrueです(10 = 10)
· 状態は終了します。
t = 10s: 次の状態が開始
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例 カウンタ: 
変数のグラフ: DisplayVar_01

9.7.1.5  ループ
ループ内では、さまざま要素を繰り返し実行できます。繰り返しの条件として、多くのコマンドが利用できます。

ループ
[ブロックエディタ]には、以下の3つのループタイプがあります。
· Forループ カウンティングループ(追加のプロパティについては、「Forループ」 の章を

参照)
· Doループ 後判定ループ
· Whileループ 前判定ループ

配置
ループはステップ、ループ、およびIfブランチに配置できます。
ループには、ステップにも挿入可能な全ての要素を挿入できます。

実行
Forループでは、ループの実行頻度をヘッダで指定します。指定する値は、実行数に厳密に対応しています。こ
こでは、カウンタを手動で設定する必要はありません。
Doループは最低でも1回実行されます。ループ終了時にのみ、条件のテストが実施されます。ループは、条件が
trueである場合にのみ実行されます。

1033
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Whileループでは、ループに入る前に指定した条件がチェックされます。ループは、条件がtrueである場合にのみ
実行されます。条件1=1を指定することによって、iは無限ループを作成しやすくなります。

タイミング
条件のテストがサイクル時間を使い果たすことはありません。
つまり、ループでの最後の状態の後は、ループの最初の状態またはループ外の最初の状態が次に開始します。

条件
ループ用にテストボックスを使用して、条件を入力できます。このボックスには、数値、変数、その他のコマンドを
入力できます。
たとえば、Forループの場合は10を入力します。あるいは、数値を表す変数を使用することもできます。変数の値
は変更になる場合があるため、ループが途中で終了する可能性もあります。

9.7.1.5.1  Forループのプロパティ
変数としてのループカウンタ: 指定された/不特定のループカウンタ
要素Forループは、現在のカウンタの読み値を変数に書き込むことができます。したがって、他の要素が現在の
カウンタにアクセスすることが可能です。
現在のカウンタの読み値を変数に書き込むには、ボタン()をクリックします。

名前の付いたループカウンタ
カウンタの読み値を変数に書き込みます。
Forループの名前の付いた変数が、グループ: ユーザ定義の変数に作成されます。
変数は作成されません。

注記
作成された変数はタスク内でのみ表示できます。

永続/非永続ループカウンタ
要素Forループが何度も連続で実行される場合、ループカウンタは常に「0」からカウントを開始します。ただし、
場合によっては、ループカウンタが最終値を保存し、次の実行時にその値からカウントを開始することが重要で
す。
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ループカウンタの最終値を保存するには、[永続]ボタン()をクリックします。

永続ループカウンタ
ループカウンタは永続的です。次のループイテレーション時に、最終値からカウントが開始します。
カウンタは常に0で開始します。

注記
· 両方のプロパティが同時にアクティブな場合、変数はプロセスベクトル変数になります。
· タスクを通じてグローバルに変数にアクセスできます。Panelページに表示できます。

9.7.1.6  分岐(ブロックエディタ)
Ifブランチ要素によって、条件に基づいて他の要素を実行またはスキップすることができます。条件には、さまざま
なコマンドを利用できます。

ブランチIf

配置
Ifブランチはステップ、ループ、他のIfブランチのいずれかに配置できます。
Ifブランチは、ステップの挿入も可能な要素に挿入できます。

実行
Ifブランチを使用して、ヘッダに条件を指定します。
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Ifブランチが開始する前に、指定した条件がチェックされます。
· 条件がtrueの場合、内容が実行されます。
· 条件がtrueでない場合、内容はスキップされます。
タイミング
条件のテストがサイクル時間を使い果たすことはありません。
つまり、ループでの最後の状態の後は、ループの最初の状態またはループ外の最初の状態が次に開始します。

条件
ループ用にテストボックスを使用して、条件を入力できます。このボックスには、数値、変数、その他のコマンドを
入力できます。
たとえば、条件として、Display_Var_01>1を指定できます。Display_Var_01の値が1よりも大きい場合にのみ、If
ブランチの内容が実行されます。

9.7.1.7  インタラクション(デバイス/PC)

 9.7.1.7.1  一般イベン ト
一部の要素は、コマンドシーケンスに関連付けることができ、要素(イベント()と呼ばれます)の開始または終
了時にコマンドシーケンスが実行されます。

例 状態終了後にコマンドシーケンスを開始: 

配置
要素一般イベントは、状態、ループ、Ifブランチの左横に配置できます。1つのデバイス/PCインタラクションのみ
を、これらの要素の左に配置できます。
並列の一般イベントを実現するには、別ーのトラックを使用します。

実行
指定したイベントが発生すると(開始または終了)、コマンドシーケンスが開始します。

タイミング
要素一般イベントがデバイスのサイクル時間を使い果たすことはありません。コマンドシーケンスはPC上で実行さ
れます。したがって、コマンドシーケンスは、依然として実行中であっても開始し、タスクは制限なく進みます。

同期
ただし、場合によっては、次の状態を実行する前にコマンドシーケンスを終了することが重要になります。
コマンドシーケンスが終了する前に次の状態が開始するのを防ぐには、以下の操作を実行します。
· 要素のコンテキストメニューを開き、[同期]を選択
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これで、コマンドシーケンスが終了した後にのみ、次の状態が開始します。下図に示すように、要素の下の同期
線によってグラフィック表示します。

例 状態終了後に、同期されたコマンドシーケンスが開始: 

注記
コマンドシーケンスの期間はコンピュータによって異なります。この場合、次の状態がいつ開始するのかを断定す
ることはできません。

開始時または終了時の実行
コマンドシーケンスを開始できるのは、要素の開始時または終了時です。
コマンドシーケンスの開始タイミングを設定するには、一般イベント要素のコンテキストメニューを開き、対応する
項目をドロップダウンリストから選択します。

·  前(開始時に実行)
·  後(終了時に実行)
例: 終了時に実行

· State 1の開始時にコマンドシーケンスが開始
· State 3の開始時にコマンドシーケンスが開始

[イベント]ダイアログを開き、設定を行う
[イベント]ダイアログを開くには、要素をダブルクリックします。
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例 イベント ダイアログ: [ ]
要素 のイベント「前」State 1

参照: コマンドリファレンスとコマンドシーケンス
· 個ーのコマンドの機能については、「コマンドリファレンス」 の章を参照してください。
· コマンドのシーケンスは、各種imcSTUDIOプラグインで作成できます。詳細については、「コマンドシーケ
ンス」 の章を参照してください。

9.7.1.7.2  imcFAMOS自動化(データカット)
imcSTUDIOから、現在測定されている変数をimcFAMOSに転送し、そこでimcFAMOSシーケンスによって処
理することができます。imcFAMOSシーケンスの結果はimcSTUDIOに転送して戻しPanelページなどで表示で
きます。

注記
前提条件は、同じへのimcFAMOSのインストールです([技術仕様シート] > [追加のimcソフトウェア製品]
を参照)。

参照
imcFAMOSの機能範囲の詳細については、別途imcFAMOSのマニュアルを参照してください。

による解析imcFAMOS
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配置
要素imcFAMOS自動化は、状態、ループ、Ifブランチの左横に配置できます。1つのデバイス/PCインタラクショ
ンのみを、これらの要素の左に配置できます。
imcFAMOS自動化は、1つの要素の時間枠において、あるいは複数の要素にまたがって解析を実行できま
す。
別ーのトラックによる並列解析が可能です。

実行
他のプラグインとは対照的に、全ての測定データがimcFAMOSに転送されるわけではありません。
接続された要素内で発生した測定データが、imcFAMOSに転送されます。日付は省略(以下、カットと呼び
ます)されます。

注記
imcFAMOS自動化では、imcFAMOS自動化が接続している最後の要素が終了した後に、自動化が開
始します。これで初めて、全てのデータが利用できます。

例:
· imcFAMOS自動化は2つの状態を待機しています。Channel_001はimcFAMOSに転送されます。
· State 1は5秒継続します。
· State 2は2秒継続します。
· State 2が終了した後に、Channel_001の前の最後の7秒がカットされ、imcFAMOSに解析のため転送されま
す。
タイミング
要素imcFAMOS自動化がデバイスのサイクル時間を使い果たすことはありません。解析はPCによって実行され
ます。したがって、解析が開始し、解析が実行中でも、すぐに次の状態が実行されます。

同期
ただし、場合によっては、次の状態を実行する前に結果を利用可能にすることが重要になります。
imcFAMOSの解析が完了する前に次の状態が開始するのを防ぐには、以下の2つの方法があります。
· 要素のコンテキストメニューを開き、[同期]を選択
· imcFAMOSダイアログを開き、[同期されたイベント]を選択
これで、imcFAMOSの解析が完了した後にのみ、次の状態が開始します。下図に示すように、要素の下の同
期線によってグラフィック表示します。

による同期された解析imcFAMOS
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注記
解析の期間は、シーケンスおよびコンピュータによって異なります。この場合、次の状態がいつ開始するのかを
断定することはできません。

imcFAMOSダイアログを開き、設定を行う
imcFAMOSダイアログ を開くには、要素をダブルクリックします。

9.7.1.7.2.1  imcFAMOSダイアログ
このダイアログには、複数の領域が含まれています。

シーケンスエディタと から に変数を渡す転送テーブルimcFAMOS imcSTUDIO imcFAMOS

· 転送テーブル (1): imcSTUDIO-変数の転送はこのテーブルによって行われます。
· imcFAMOSシーケンスエディタ(2): ここで、使用中のimcFAMOSシーケンスを表示して編集できます。
プロシージャ
· [imcFAMOSへ]の転送テーブル で設定される測定済み変数は、imcFAMOSに転送されます。
· シーケンスに属する計算が実行されます。
· [imcFAMOSから]の転送テーブル で設定される結果の変数は、imcSTUDIOに転送されます。

imcFAMOSシーケンスの編集
imcFAMOSシーケンスを作成するために、各種の手法があります。
· imcFAMOSのシーケンス-エディタで編集する。
· [imcFAMOSを開く]ボタンを使用して、imcFAMOSの開始コマンドを使用する(imcFAMOSの関数とそのパ
ラメータを把握していない場合に望ましい)。

· [シーケンスのインポート]ボタンを使用して、既存のシーケンスファイルをインポートする。
imcFAMOSでシーケンスを編集またはテストするには、[imcFAMOSを開く]ボタンを使用します。

1039
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チェックボックス: 同期イベント
[同期イベント]は、imcFAMOSがシーケンスを終了するまでソースが待機することを意味します。この場合、以
下のようになります。
· Sequencer: imcFAMOSがシーケンスを終了したときのみに、次のコマンド行が開始されます。
· Automation: imcFAMOSがシーケンスを終了したときのみに、次のステップが開始します。

チェックボックス: タイムアウト
[タイムアウト]オプション(コマンドからダイアログが呼び出された場合のみに利用可能)は、[同期イベント]を有効
に設定した場合のみに表示されます。
· 遅くとも、指定されたタイムアウト時間後に、Sequencerが次の行を実行します。

チェックボックス: デバッグモード
[デバッグモード]オプションが有効なときコマンドを実行すると、imcFAMOSが開きます。この場合、シーケンスは
自動で実行されません。デバッグモードでは、シーケンスを一段階ずつ実行し、変更を加えることができ、変更は
コマンドに保存されます。
imcFAMOSを閉じると、[imcFAMOSから]のテーブルで結果を利用可能な場合に、それらの結果が
imcSTUDIOに転送されます。コマンドはこの時点でのみに終了します。

注記
· デバッグモードでは、コマンドの実行により時間がかかるので注意してください。
· オプション: [同期イベント]が有効な場合: 以降のコマンドはimcFAMOS-コマンドが終了するまで待
機します。

· オプション: [同期イベント]が無効な場合: コマンドが引き続き実行中なので、必要な結果が所定の
時点で得られていない場合があります。

· また、オプション: [タイムアウト]オプションは有効に設定しないでください。imcFAMOSが閉じていない
にもかかわらず、コマンドが未完了の段階で終了する原因になります。

imcFAMOSを開く
別の方法として、[imcFAMOSを開く]ボタンを使用してimcFAMOSを開始することもできます。この場合、
imcFAMOSエディタを使用して入力を行います。機能アシスタントのヘルプテキストなどあらゆる機能を自由に
使用できます。
imcFAMOSでは、テストのためにシーケンスを直接実行できます。そのために、[imcFAMOSへ]のテーブルにあ
る変数が現在の値で自動的に設定されます。それらの変数は、imcFAMOSの[変数]リストに表示されます。そ
の時点で変数がimcSTUDIOに存在しない場合は、空の変数が代わりに使用されます(以下の注記 を参
照)。
テスト評価の結果は、imcSTUDIOに返送されません。

1041
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エディタとしてのimcFAMOS
imcSTUDIOでの変更を使用する場合は、シーケンスを保存します。

参照
imcFAMOSと連携して機能するSequencerの例については、Sequencer-チュートリアル を参照してくださ
い。

注記: 変数が存在しない
変数をimcFAMOSに転送するとき変数がimcSTUDIOにない場合は、代わりに「空」の変数がimcFAMOS
に作成されます。
· データタイプ: 標準データセット
· X-Delta: 1
· 合計サイズ: 0

1113
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9.7.1.7.2.2  転送テーブル
imcSTUDIO変数またはimcFAMOS変数の転送は、転送テーブルによって行います。変数の名前は変更でき
ます。この変更で、既存のシーケンスを直接適用できます。

変数をシーケンスに渡す([imcFAMOSへ])
列[imcSTUDIO変数]に入力される変数は、
imcFAMOSシーケンスに渡されます。そこで、変数に
は[imcFAMOS変数]列の該当するセルの名前が割り
当てられます。
変数はimcSTUDIOにすでに登録済みの必要はあり
ません。この場合、変数は「空」の変数として
imcFAMOSに作成されます(注記 を参照)。
表示されている例では、測定された変数Channel_001
がimcFAMOSシーケンスに変数Sensorとして渡されま
す。

測定: ソースの選択
定義されているすべての変数は、選択した測定から転送されます。
· 現在の測定: 現在の測定データが転送されます。この場合、カーブウィンドウ表示に設定された循環バッファ
メモリの量のみが使用可能になります。これは測定全体のごく一部の場合があります。

· 最後に終了した測定: 測定データを保存する場合、保存される最後の測定が自動でロードされます。関
連する変数がimcFAMOSシーケンスに渡されます。

· 測定#<番号>: それぞれの測定番号を持つ測定に属する変数が渡されます。

シーケンスの結果の受け取り([imcFAMOSから])
imcFAMOSによって計算された変数が、転送テーブル
とともにimcSTUDIOに転送されます。

結果がDataBrowserに表示されます。

保存しない場合:
結果がDataBrowserに表示されますが、保存されません。
測定: 目標の選択
· 現在の測定: 目標変数がすでに存在する場合(ユーザ定義の変数など)、変数のタイプが正しければ、結果
が既存の変数にコピーされます。
目標変数が存在しない場合は、結果がimcFAMOSカテゴリで作成され、[一時的]として範囲(有効範囲)
が割り当てられます。変数タイプの選択は内容に基づきます。

· 最後に終了した測定および測定#<番号>: 結果が、最後の測定または選択した測定とともに
DataBrowserに一時的に表示されます。結果は保存されず、測定が終了した直後に削除されます(ロード
されない)。

1041
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保存する場合:
結果がDataBrowserに表示され、.datファイルとして保存されます。
測定: 目標の選択
· [保存]オプションを選択する場合は、[最後に終了した測定]または[測定#<番号>]を使用します。結果
が、選択した番号#<番号>を持つ測定のフォルダに、最後に終了した測定とともにそれぞれ保存されます。測
定のロード後は、結果をいつでも使用できます。なお少なくとも1つのチャンネルをPCに保存する必要があ
る点に注意してください。そうしないと、測定フォルダが存在しません。
DataBrowserで、選択した測定番号が「現在の測定」に割り当てられると、システムは現在の測定が選択
されたように動作します。

· 現在の測定を目標として選択すると(推奨されません)、保存済みの測定は選択されません。現在のタイム
スタンプ(「imcFAMOSResult_2014-07-31 12-50-43」など)を反映するサブフォルダが、結果用に試験設定フォ
ルダに設定されます。

オプション
このページでは、シーケンスで使用される固定パラメータを定義できます。

パラメータと連動するシーケンスの使用
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9.7.1.7.3  Page through Panel
ステップはPanelページと関連付けることができ、ステップの開始とともに表示されます。

例 ステップ開始時に ページの レポートに切り替わったビュー: Panel [ ]

配置
要素Page through Panelは、ステップの左に配置できます。1つのデバイス/PCインタラクションのみを、これらの要
素の左に配置できます。

実行
ステップの開始時に、設定されたPanelページにビューが切り替わります。

タイミング
要素Page through Panelがデバイスのサイクル時間を使い果たすことはありません。ビューの切り替えはPC上で
行われます。したがって、ページは切り替わり、タスクは制限なく続行されます。

Panelページの選択
要素Page through Panelが追加されると、Panelページとの関連付けは失われます。
Page through PanelとPanelページを関連付けるには、多くの方法があります。
· 要素のコンテキストメニューから[Page through Panel]を選 択することによって、既存のページを選 択します。
· 要素のコンテキストメニューから、 [新 しい Panelを作成]ページを選 択します。Panel内で標準のダイアログが
作成されます。

· 要素をダブルクリックします。Panel内で標準のダイアログが作成されます。

これで、要素Page through PanelがPanelページと関連付けられます。
コンテキストメニューを使用して、以下のことが実行できます。
· 別のPanelページの選 択
· 選 択した Panelページの表 示

参照 : Panel

Panelページについては、Panel の説明を参照してください。747
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9.7.2  リポジトリ
ステップやプロシージャなどの特定の要素をクリップボードにコピーできます。あるいは、クリップボードから1つの
要素を使用できます。このためには、要素をドラッグアンドドロップで目的の位置に移動します。リポジトリから要
素をインポートする場合は、使用される変数を確認または編集する必要があります。

9.7.3  リソース
[リソース]ウィンドウには、アクティブチャンネルが全て表示されます。チャンネルは、ツリーダイヤグラムかリストのい
ずれかで表示できます。アクティブな要素にチャンネルを追加するには、チャンネルをダブルクリックまたはドラッグア
ンドドロップします。
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9.7.4  関数
[関数]ウィンドウは3つのパートから構成され、状態、ループ、分岐の入力補助として機能します。

関数
ここでは、自動化に使用可能な全ての関数がリスト表示されます。ツリーダイヤグラムまたはリストビューに関数
を表示し、並べ替えることができます。ダブルクリックまたはドラッグアンドドロップで、コマンドをアクティブな要素(状
態など)内に配置できます。
Function Assistant
[Function Assistant]では、コマンドライン全体を作成できます。コマンドラインをアクティブな要素に挿入するに
は、[転送]ボタンをクリックします。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1047[自動化制御]ツールウィンドウ

ヘルプ
ヘルプウィンドウには、選択したコマンドの簡単な説明が表示されます。

9.7.4.1  ユーザタイムアウト
ある状態の初期アクションのプログラムで使用可能な関数InitTimeout()変数名および一定の浮動小数点の
値が受け入れられます。タイムアウト間隔は常に秒単位で測定されます。この新しい機能により、ユーザはタイ
ムアウト期間を調整できます(タイムアウト期間が経過している場合でも)。
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9.8  自動化エディタ
自動化エディタには、3つの異なるビューがあります。タスクをプログラムするには全てのビューが必要です。 
· タスク管理 ここでは、タスクとその環境を定義します。
· タスクエディタ ここでは、タスクのフローの概略を作成します。
· ブロックエディタ ここでは、タスクの個ーのステップ の厳密なプロシージャを設定しま

す。

タスクを追加した後で初めて、[タスクエディタ]および[ブロックエディタ]を開くことができます。

タスク管理を開いた自動化エディタ[ ] [ ]
上図では、[タスク管理]に、タスクとして「Task_1」が表示されています。
各タスクについて、[タスク管理]の横に新しいタブが表示されます。

タブリスト
該当するタブをクリックすると、[タスク管理]と[Task_1]を切り替えられます(エディタが開きます)。
エディタ(例: Task_1)を開いている場合、エディタ間、つまり[タスクエディタ]または[ブロックエディタ]の切り替えが
可能です。

9.8.1  タスク管理

タスク管理フィールド最小化時( )
[タスク管理]は3つのフィールドで構成されます。

1048
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タスク ここでは、タスクを定義します。
制限値監視 ここでは、全てのタスクにイベントを定義し、発生する例外またはエラ

ーを捕捉し、制御された形で処理できます。
ユーザ定義の変数 ここでは、全てのタスクの変数を定義します。ここで定義する変数は、

他の場所の中でも、特に[タスクエディタ] で使用されます

各タスクには、[制限値監視]と[ユーザ定義の変数]の独自の組み合わせがあります。

9.8.1.1  タスク
タスクとは、リアルタイムに実行される各種コマンドの完全なルーチンです。タスク内で実行される関数は明確に
定義されます。
このため、タスクでは各種要素が利用できます。
· 制限値監視 「タスク管理」 の章を参照
· ユーザ定義の変数
· ブロック 「タスクエディタ」 の章を参照

各デバイスでは、最大5つのタスク(ルーチン)を作成できます。
· タスクは特定のデバイス用に作成されます。タスクを作成するには、デバイスを選択する必要があります。
· 同じデバイスでタスクが異なる場合は、処理速度(サイクル時間)が異なります。
· タスクは互いに並行し、また互いに独立して、デバイス上で、imcOnlineFAMOSプログラムとして単独でリア
ルタイムに実行されます。

· タスクを1つまたは複数のimc測定システム用に作成し、各システムが独立して実行するようにできます。

新しいタスクの例
デバイス タスクが割り当てられるデバイスです。タスクは属するデバイスに基づいてグループ化されます。
タスク名 タスクの名前です。名前は一意である必要があります。
サイクル時間 タスクのサイクル時間です。同じデバイスでタスクが異なる場合は、サイクル時間が異なります。100µs～1s

の範囲から選択可能。デフォルト値: 10ms
コメント ユーザ定義のコメント
トレース情報 タスクの現在状態の監視の有効化/無効化

各タスクについて、[タスク管理] の横に新しいタブ(ここでは「Task_1」)が表示されます。このタブをクリックする
と、[タスクエディタ] が開き、選択したタスクのフローを作成できます。
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タブリスト

サイクル時間と並列タスク
タスクはリアルタイムで処理されます。このために、タスクにサイクル時間(入力範囲は100µs～1s)を割り当てま
す。サイクル時間はある状態の期間を表すため、タスクの速度を反映しています。詳細については、「状態」
の章を参照してください。

デバイス当たり最大5つのタスクを設定できます。この5つのタスクは並列で実行されます。各デバイスでは、各タ
スクに異なるサイクル時間を割り当てる必要があります。異なるデバイスのタスクに、同じサイクル時間を割り当
てることができます。

同期タスク

トレース情報
自動化が実行中の場合、現在処理されているブロックおよびステップ を確認できます。詳細については、
「トレース情報」 の章を参照してください。
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9.8.1.2  制限値監視
[制限値監視]フィールドでは、イベントを定義できます。イベントは、例外ハンドラ またはエラーハンドラ
に直接割り当てることができます。この2つのイベントのいずれかがタスクの実行中に発生すると、進行中のプ

ロシージャが自動的に中断し、適切なエラー処理が実行されます。
小さなエラーは、例外ハンドラによって、制御された方法で処理できます。重大なエラーの場合は、エラー処理
によって、実行中のタスクを制御された方法で終了させることができます。エラー処理プロシージャの詳細に
ついては、「例外およびエラー処理」 の章を参照してください。

新しい制限値監視
タスク名 制限値監視が割り当てられているタスク
ランク 制限値監視の優先順位です。複数のイベントが発生する場合、最も小さい数の制限値監視が実行さ

れます。
エラー/例外 イベント発生時に実行される例外ハンドラ またはエラーハンドラ の名前
チャンネル 監視対象のチャンネル
イベントタイプ 監視対象のイベントタイプ
名前 制限値監視で設定される変数の名前です。変数の値は以下のとおりです。

· 0: 満たしていない条件がある場合
· 1: 全ての条件を満たしている場合

上限値 関連するイベントタイプについて、ここで上限値を入力します。定数または変数を使用できます。
下限値 関連するイベントタイプについて、ここで下限値を入力します。定数または変数を使用できます。
期間 制限値監視ルーチンがトリガされるまでに、構築した条件を満たす必要があります。ここでは、この条件を

満たすのに必要な期間を時間数(秒)によって指定します。
無効 ここでは、制限値監視を無効にできます。
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イベント
制限値監視を実行するには、イベントを選択する必要があります。イベントは、処理を開始するための条件の1
つです。
イベントを設定するには、以下の2つの選択ボックスを使用します。
· イベントタイプ
· イベント
[イベントタイプ]として選択できるのは、[制限値]、[範囲]、[ビット]のいずれかです。ここで選択したイベントタイ
プに応じて、イベントを設定します。

選択可能なイベント

イベントタイプ: 制限値
イベント 説明
正の傾き(上限を通過) 監視対象のチャンネルが上限を下から上に向かって通過する場合に、この条件を満たします。
負の傾き(下限を通過) 監視対象のチャンネルが下限を上から下に向かって通過する場合に、この条件を満たします。
チャンネル > 上限 監視対象のチャンネルの信号が上限を上回っている間は、この条件を満たします。
チャンネル < 下限 監視対象のチャンネルの信号が下限を下回っている間は、この条件を満たします。

イベントタイプ: 範囲
イベント 説明
入力範囲 監視対象のチャンネルが上または下から範囲に入る場合に、条件を満たします。
出力範囲 監視対象のチャンネルが上または下から範囲を出る場合に、条件を満たします。
範囲内 監視対象のチャンネルが範囲内にある間は、条件を満たします。
範囲外 監視対象のチャンネルが範囲外にある間は、条件を満たします。

イベントタイプ: ビット
イベント 説明
0から1への遷移 監視対象のチャンネルが0から1に遷移する場合に、条件を満たします。
1から0への遷移 監視対象のチャンネルが1から0に遷移する場合に、条件を満たします。
Signal = 1 監視対象のチャンネルの値が1であれば、条件を満たします。
Signal = 0 監視対象のチャンネルの値が0であれば、条件を満たします。
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制限
関連するイベントタイプを指定した場合は、上限と下限に値を割り当てる必要があります。これを実行するに
は、固定数か変数のどちらかを使用します(ユーザ定義の変数 も使用可能です)。

温度監視の例

有効化/無効化
制限値監視機能を有効化/無効化できます。このためには、[無効]セルで変数を選択します(ユーザ定義の
変数 も選択可能です)。
· この変数の値が「0」以外の場合、制限値監視は無効になります。
· この変数の値が「0」の場合、制限値監視は有効になります。
· セル内で変数の代わりに「0」を選択すると、制限値監視は常に有効になります。

名前: 制限値監視用の変数
制限値監視の名前が変数になります。この変数はタスク内でも処理できます。
したがって、たとえば制限値監視の条件を引き続き全て満たしているかどうかをチェックすることも可能です。
変数の値は以下のとおりです。
0: 満たしていない条件がある場合
1: 全ての条件を満たしている場合

1055
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条件
制限値監視の条件全てを満たしている場合
· 変数は1に設定されます。
· 1が選択された場合、処理アクションが開始します。

注記
· 処理アクションが選択されなかった場合は、変数が全ての条件を満たすかどうかの検出のみ可能です。タス
クは中断することなく動作を続けます。

· 処理が開始すると、実行中のプロシージャなどは中断します。

以下の3つの条件を満たす必要があります。
· イベントが発生していること
· 最小期間に到達していること
· 制限値監視が有効であること

制限値監視の順序と優先順位
この順序により、監視機能の相対的な優先順位を指定します。以下のルールが適用されます。
· エラー処理は常に例外処理よりも優先されます。
· 小さい数ほど優先順位は高くなります。

例
1.同じタイプの複数の監視機能の条件を満たす場合:
· 最も小さい数の処理が開始
2.異なるタイプの複数の監視機能の条件を満たす場合:
· 最も小さい数のエラーハンドラが開始
3.エラー処理機能がすでに実行中で、優先順位の高い制限値監視機能の条件を満たす場合:
· 実行中のエラー処理機能が中断
· 優先順位の高い制限値監視機能が開始

注意: Terminateブロックの処理中における制限値監視イベントの発生
Terminateブロックの処理中に、エラー処理を開始する制限値監視の条件が全て満たされると、その結果と
してエラー処理が実行されます。
これは、例外処理には適用されません。終了処理は例外処理よりも優先順位が高く、完了が実行されま
す。
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9.8.1.3  ユーザ定義の変数
[ユーザ定義の変数]フィールドでは、各タスクの自動化に使用する変数を宣言できます。各タスクには、独自
のユーザ定義の変数があります。変数は、それぞれの関連タスクでのみ編集またはアクセスが可能になるよう定
義できます。あるいは、全てのタスクで編集またはアクセスできるよう(PV変数として)定義することも可能です。

新しいユーザ定義の変数
パラメータ 説明
タスク名 ユーザ定義の変数が割り当てられているタスク
名前 変数の名前
タイプ 変数タイプ
デフォルト値 ここで、変数に初期値を割り当てることができます。再構成 時(または構成のダウンロード実行時)に、記

録された値が変数に書き込まれます。これは、ブロック: OnInitAll内のimcOnlineFAMOSで発生し
ているものと同じです。
ここでの例外は永続変数です。このトピックについては、「デフォルト値と永続値」の説明を参照してください。

永続 この変数では、現在の値をデバイスに保存します。これにより、次回にデバイスを有効化したときに、保存し
た値を使用できるようになります。
「永続」が設定されるとすぐに、変数がPV変数に変換されます。

プロセスベクトル変数
作成した変数には、接頭辞「pv」を割り当てることができます。たとえば、「pv.Variable_1」のように指定します。
これにより、この変数は他のプラグイン(Panelなど)でも使用できるようになります。

デフォルト値と永続値

非PV変数のデフォルト値:
デフォルト値は「0」です。この値は、各変数タイプに応じて変更可能です。この値は、imcOnlineFAMOSブ
ロック: OnInitAllの実行時(再構成時など)に変数に書き込まれます。

PV変数のデフォルト値:
デフォルト値は「現在の値を保持」です。この値は、各変数タイプに応じて変更可能です。
· 現在の値を保持: この変数にデフォルト値はありません。この変数は再構成時に変更されず、既存の値を保
持します。
デバイスが無効で、再度有効化されると、この変数は、DataBrowser内の変数に対して表示される現在の
値を保持します。

· 数値: 非PV変数の動作と一致します。
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永続PV変数のデフォルト値:
デフォルト値は「現在の値を保持」です。この値は、各変数タイプに応じて変更可能です。
· 現在の値を保持: 非永続変数の動作と一致します。永続による影響はありません。
· 数値: 最初の再構成時にのみ非PV変数の動作と一致します。
この場合、変数は「永続」です(imcOnlineFAMOS構文「restore」の説明も参照)。
変数の値は、無効化時およびダウンロード前にデバイスに保存されます。デバイスの起動後に初めて実験を
ダウンロードすると、値は変数に再度(OnInitAllブロックの直後に)書き込まれます。割り当ては、値を既存の
PV変数に割り当てられるかどうかの妥当性チェック(実験およびAutomationタスクに属するかどうかなど)の後
に実行されます。
入力したデフォルト値は、残りのプロセスでは重要でなくなります。これが設定されるのは、値がデバイスに保
存されない場合のみです。
保存されるのは、現在の実験の値です。前の実験の値は復元できません。

例:
パラメータ アクション

永続 プロセス
ベクトル変
数

デフォルト値 再構成 測定開始(再構成
後)

デバイスをオフにして再度
オン

測定開始
いいえ いいえ 5 5

現在の値を保持

5
いいえ いいえ 0 0 0
いいえ はい 5 5 5
いいえ はい 0 0 0
いいえ はい 現在の値を保持

現在の値を保持 現在の値を保持
はい はい 現在の値を保持

はい はい 5 現在の値を保持
最初の再構成時を除く: 5 デバイスが無効化されたとき

に、デバイスにある値をロード
はい はい 0 現在の値を保持

最初の再構成時を除く: 0

保存されている値の削除
特定のアプリケーションでは、次回の開始に合わせて永続値を削除する必要があります。値を削除するには、
[削除]ボタンをクリックします。このボタンは、Setupページ: [デバイス]の[保存されている値の削除]列にありま
す。場合によっては、最初に列を表示 する必要があります。
関数を選択すると。次回開始時に全ての永続値が削除され、デバイスが「デフォルト値」で用意されます。

9.8.2  タスクエディタ

タスクエディタ
[タスクエディタ]は[自動化エディタ] 内に表示され、通常は以下の4つのフィールドで構成されます。

123
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· Init / Terminate ここで、タスクの開始と終了を定義します。
· プロシージャ ここで、実際のフローを作成します。
· 例外ハンドラ ここで、考えられる例外を定義し、対処できるようにします。
· エラーハンドラ ここで、重大なエラーが発生した場合にテストの終了の制御を有効にす

る処理を作成します。

ブロック
各フィールドには独立したブロックが含まれています。1つのタスクは、1つのInit 、1つのプロシージャ 、1つ
のTerminate といった、少なくとも3つのブロックからなります。1つのブロックは複数のステップからなり、さらに
各ステップは、他の複数の要素の集まりです。

関数のない最小限のタスク
プロシージャ 、例外ハンドラ 、エラーハンドラ からなるブロックを、いくつでも追加できます。
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実行
· タスクの開始後に、初期化が呼び出されます。後続するプロセスを指定します。
· デフォルトでは、初期化にNext分岐が含まれます。そこで、タスクは最初のプロシージャにジャンプします。
· タスクの終了時、ブロックTerminateが実行されます(エラーが発生していない場合に限ります)。この結果、タス
クはHaltで終了します。
測定が停止ボタン( )で終了する場合は、ブロックTerminateが自動的に呼び出されます(実行されている処
理がない場合に限ります)。
Endブランチは必須のブランチではありません。任意のプロシージャ(Terminateまたはエラー処理のもの以外)
に、ブランチを前もって挿入しておくことができます。

9.8.2.1  Init / Terminate
[Init / Terminate]フィールドは、自動化の開始(Init)と終了(Terminate)で構成されます(エラーが発生しない
場合)。
InitブロックとTerminateブロックは、各1つずつあるだけです。この名前は編集できません。

初期化と終了

Init
Initにより、測定システムは定義済みの初期状態になります。このために、以下を利用できます。
· ステップ
· Next分岐

Initの終了
Initの終了時には、2つの可能性があります。
· Next分岐 : タスクが、ブランチで指定した プロシージャにスキップします。
· ブランチなし : Terminateブロックが開始します。
分岐の詳細については、「分岐(タスクエディタ)」 の章を参照してください。
デフォルトでは、InitにNext分岐が含まれます。ここから、タスクは最初のプロシージャにスキップします。

Terminate
Terminateにより、測定システムは定義済みの終了状態になります。このために、以下を利用できます。
· ステップ
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Halt
Terminateの終了時、タスクはHaltで終了します。プロシージャにスキップして戻ることができます。

9.8.2.2  プロシージャ
[プロシージャ]フィールドには実際のアルゴリズムが含まれています。

プロシージャ
プロシージャを使用してアルゴリズムの概略を作成します。このために、以下を利用できます。
· ステップ
· Next分岐
プロシージャの終了
プロシージャの終了時には、2つの可能性があります。
· Next分岐: ブランチで指定したプロシージャにタスクがスキップします。
· ブランチなし: Terminateブロックが開始します。
分岐の詳細については、「分岐(タスクエディタ)」 の章を参照してください。

色
各プロシージャは、名前および色で区別されます。新しいプロシージャが作成されると、新しい色が割り当てら
れます。22色があらかじめ定義されています。

プロシージャに使用される 色22
後から色を変更するには、以下の操作を実行します。
· プロシージャを開きます。
· プロシージャのコンテキストメニューを開きます。
· 項目[プロシージャの色を選択...]を選択します(下図を参照)。 
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色選択のウィンドウが表示されます。
· 目的の色を選択し、[OK]ボタンをクリックします。

9.8.2.3  例外およびエラー処理
ハンドラは障害やエラーを扱うブロックです。障害が発生すると、現在のプロシージャは停止し、ハンドラが実行
されます。
ハンドラには2つのタイプがあります。

例外ハンドラ

例外ハンドラ
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エラーハンドラ

エラーハンドラ
小さなエラーは、例外ハンドラを使用して、制御された方法で修正できます。重大なエラーの場合は、エラー
ハンドラを使用して、実行中のタスクを制御された方法で終了させることができます。このために、以下の要素
が利用できます。
· ステップ
· 例外ハンドラには、追加のResumeおよびGotoの分岐があります。

ハンドラの開始
ハンドラルーチンを制限値監視プロセスまたは状態から開始できます。
制限値監視で定義されています。これは、タスク全体に適用されます。
· ハンドラルーチンは、制限値監視ルーチンの全ての条件を満たすと開始します。制限値監視の[例外]/[エ
ラー]ボックスに定義されている処理が開始します。

· 制限値監視の定義に関する詳細については、「制限値監視」 の章を参照してください。
状態で定義されています。状態にのみ適用されます。
· 処理ルーチンは、状態の間に障害が発生する場合に開始します。
· 例外ハンドラおよびエラーハンドラのこの定義に関する詳細については、「状態」 の章を参照してください。
このような場合、実行中のプロシージャは中断します。

処理ルーチンの終了
エラーハンドラの終了時には、Halt状態が設定され、タスクは終了します。
例外ハンドラルーチンの終了時には、複数の可能性があります。
· Resume分岐: 最初の例外ハンドラが開始した時点からタスクが再開します。状態が復元されます。
· Goto分岐: ブランチで指定したステップにタスクがスキップします。
· ブランチなし: Terminateブロックが開始します。
分岐の詳細については、「分岐(タスクエディタ)」 の章を参照してください。
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9.8.3  ブロックエディタ
[ブロックエディタ]は、[自動化エディタ] 内に表示されます。これによって、ブロックが拡大表示されます。ここ
では、ブロックの個ーのステップ の厳密な動作を設定します。

ブロックエディタ と作成済みのプロシージャステップ[ ]

[ブロックエディタ]には、開いているブロックのステップ が全て表示されます。ここでは、ステップの作成、または
既存のステップの編集が可能です。
ステップでは、わかりやすくするために以下の要素をいくつでも組み合わせることができます。
· 状態
· ループ
· Ifブランチ
デバイスとPC間のインタラクションは、以下の要素で設定できます。
· 一般イベント
· imcFAMOS自動化(データカット)
· Page through Panel
実行
· ブロックを実行すると、ブロックに含まれるアクティブなステップ全てが連続して実行されます。
· ステップを実行すると、ステップの全要素が連続して実行されます。
ブロックの実行に関する詳細については、「仕組み」 の章を参照してください。個ーの要素については、「テン
プレート」 の章を参照してください。

1048

1029

1029

1030

1032

1034

1035

1037

1044

1017

1025



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1063自動化エディタ

プロシージャの例

9.8.3.1  トラック: 並列要素

トラック 複数の状態の並列配置: 

1つのステップで複数の要素を並列処理できます。
· この結果、いわゆるトラックが発生します。
トラックを作成するには、要素の右または左に追加要素を設定する必要があります。
トラックは、状態、ループ、Ifブランチで構成できます。

同期
並列トラックに同じ処理期間を設定する必要はありません。
トラック間の同期を取るために、各トラックは同じ要素で終了します。
状態を扱った例:
· State 7はトラック2と3を同期します。
· State 7はState 4とState 6が完了した場合にのみ、開始します。
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注記
これは、ループおよび分岐も扱います。

要素の操作方法に関する説明は、「[タスクエディタ]および[ブロックエディタ]での操作」の章を参照してください。

9.8.3.2  ズーム - 要素のサイズの適応
要素が並列で使用されるか、複数のネストされたループが使用される場合、要素は小さくなります。
その結果、テキストの読み込みも要素内での設定もできなくなります。
このため、明確な概要を維持するために、ネストされたループにわかりやすい名前を割り当てることが役立ちま
す。この名前はループの働きを反映したものにします。
要素を編集できるように、拡大する必要があります。

そのためには、複数の方法があります。
· 要素のコンテキストメニューから、[幅を最適化]を選択
· プロシージャのコンテキストメニューから、指定されたズームサイズを1つ選択

1020



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1065自動化エディタ

例: 
ブランチのズームイン

ズームの無効化
ズームを無効化するには、以下の2つの方法があります。
· 要素のコンテキストメニューから、[ズームなし]を選択
· プロシージャのコンテキストメニューから、[ズーム] -> [ページサイズに合わせる]を選択

9.9  チュートリアル
以下に、プラグインAutomationの例をいくつか示します。この例では、プラグインSetup とPanel がインスト
ールされていることを前提とします。
プラグインAutomationを操作するには、imc測定デバイスにimcOnlineFAMOS Professionalがインストー
ルされていることが前提となります。

9.9.1  タイマを使用したLEDの点滅
割り当て:
2つのLEDをPanelページで設定し、交互に点滅させます。点滅時間は電位差計で調整できるようにします。
そのために適切なタスクを作成し、適切なタイマ関数 を自動制御関数の中から選択して使用します。

学習の目的:
· タスクの作成
· タイマ関数の使用
· 状態の記述およびブレーク条件の使用
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使用する要素:
· Init / Terminate
· プロシージャ
· ステップ
· 状態(状態の記述およびブレーク条件)
· Nextブランチ
· Whileループ
追加で使用するプラグイン:
· Setup
· Panel
プロシージャ:
imcSTUDIOを起動して開始します。

9.9.1.1  Setup - 設定
まず、測定デバイスがパラメータで表され、使用する変数に適切な名前が割り当てられます。
プラグインSetupを開きます。
デバイスを選択します。
· そのためには、[設定]タブをクリックします。
· リストに必要なデバイスが表示されない場合は、デバイス検索 ( )を実行します。
· チェックボックスの記号( )をクリックして、デバイスを選択します。

デバイスの選択および接続の開始
次に、使用する変数に適切な名前を割り当てます。
そのために、[アナログチャンネル]タブをクリックして開きます。
· 自動の終了が早すぎないように、最初のチャンネル(Channel_001)の測定持続時間が未定義(=無限)に
設定されていることを確認します。
そのために、[デジタルチャンネル]タブをクリックします。
· 表示変数01、02、03の名前をLED1、LED2、Blink durationに変更します。
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名前の割り当て

デバイスに設定を適用するには、選択内容を確認するために[ダウンロード]  ( )をクリックします。

9.9.1.2  Automation - 設定
ここでタスクを設定できます。
プラグインAutomationを開きます。
[タスク管理]インターフェースが表示されます。タスクの作成を続けます。
· プラス記号( )をクリックして、測定デバイスを選択します。

タスク管理 測定デバイスのタスクの作成: 

[タスク管理]と共に、作成されたタスクの新しいタブが表示されます。これにより、タスクエディタに移動します。こ
のエディタを開きます。
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のタスクエディタProcess_Control_1

Init
[Init]で、LEDおよび点滅時間の初期値を設定します。
ステップを作成します。
· テンプレートからステップを[Init]にドラッグするか、[Init]のコンテキストメニューを開いて、[新規] > [ステップ]を
選択します。
このステップを開くために、二重矢印( )をクリックします。ブロックエディタが表示されます。
ステップに状態を追加します。
· 状態をテンプレートからステップにドラッグするか、ステップのコンテキストメニューを開いて[新規] > [状態]を
選択します。

· この状態を開くために、二重矢印( )をクリックします。
[状態の記述]に初期値を入力します。
LED1 = 0
LED2 = 0
Blinkduration = 1
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初期値の設定
ブロックエディタを閉じるために、[Init]ダイアログの二重矢印( )をクリックします。
[Init] (初期化)が完了したら、Procedure1を実行します。これをスキップするために、Nextブランチを使用しま
す。これはすでに用意されています。

へのブランチProcedure1
ブランチを開くために、二重矢印( )をクリックします。
ブランチの上部の入力ボックス[条件]でスキップ条件(たとえば、1=1がtrue。この場合は常にスキップする)が指
定されています。下部のボックスでは、ターゲットプロシージャが指定されています。
· 1=1を[条件]として入力します(空白または単なる1もtrueと解釈されます)。

ブロック からInit
ブロック へスキップProcedure1
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プロシージャ
Procedure1を開くために、二重矢印( )をクリックします。これで、このプロシージャのブロックエディタに移動し
ます。
ここで実際のルーチンをプログラミングします。
· ステップを追加します。
· ステップを開きます。
· このステップ内に、Whileループを追加します。
· ループを開きます。
· ループの条件を1=1に設定します(これは条件が常に満たされ、ループの命令が常に実行されることを意味し
ます)。

· 2つの状態をループに追加します。
· 最初の状態はLED1 onで、2番目の状態はLED2 onです。このために、状態のコンテキストメニューを開き、

[名前変更]を選択します。

シーケンス、 ループおよび つの状態While 2

状態LED1 onを開きます。この状態では、以下が実行される必要があります。
· LED1が点灯する、および
· LED2が消灯する
状態は設定された点滅時間が過ぎたときに、終了する必要があります。
[状態の記述]ボックスに、以下の命令を入力します。
LED1 = 1
LED2 = 0
[ブレーク条件]ボックスには、いつ状態が終了するかという条件が入力されています。ここで、以下の条件を入
力します。
1 = OnTimeout(Blinkduration)
関数OnTimeout( )はローカルタイマを起動します。タイマはパラメータとして実行時間を持ちます。この時間が
過ぎると関数は1を返し、その他の場合は0を返します。したがって、条件は、タイマ期間が過ぎて、状態が終了し
たときにtrueになります。
状態LED2 onを開きます。この状態では、以下が実行される必要があります。
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· LED1が消灯する、および
· LED2が点灯する
状態は設定された点滅時間が過ぎたときに、終了する必要があります。
[状態の記述]ボックスに、以下の命令を入力します。
LED1 = 0
LED2 = 1
[ブレーク条件]は状態LED1 onと同様です。
1 = OnTimeout(Blinkduration)

状態のソースコード
状態LED2 onは、状態LED1 onの下にあります。状態は上から下に向かって処理されます(異なる処理がプログ
ラミングされている場合を除く。たとえば、ブランチなど)。
タスク全体を設定したら、プログラムの構文をチェックする必要があります。そのためには、構成の処理 の記
号( )をクリックします。

9.9.1.3  Panel - 設定/測定開始
ここでPanelページを設定できます。
プラグインPanelを開きます。
· ドラッグ&ドロップで表示変数LED1およびLED2をPanelページに移動し、LEDとして表示します。
· 表示変数Blinkdurationを電位差計として表示します。
· 電位差計のプロパティで、適切な範囲を設定します(たとえば、0.5～5)。
· 次に、スケール分割を指定する必要があります。この例では、スケールが9つに分割されています。
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· 全てのコントロールにタイトルを表示します。
測定を開始 するために、適切なボタン( )をクリックします。
点滅時間をさまざまに設定して、点滅動作をテストします。

タイマを使用した の点滅例Panel - LED ( )

129
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9.9.2  サイクル時間を使用したLEDの点滅
割り当て: 
上述の例「タイマを使用したLEDの点滅」 の点滅するLEDをサイクル時間とユーザ定義の変数を使用して
設定します。
そのためには、タスクを作成し、適切なサイクル時間とユーザ定義の変数を使用します。また、このサイクル時
間で動作するカウンタを作成します。

学習の目的: 
· タスクの作成
· サイクル時間の使用
· ユーザ定義の変数の使用
· 反復計算の使用
使用する要素: 
· Init / Terminate
· プロシージャ
· ステップ
· 状態(状態の記述、反復計算、ブレーク条件)
· Nextブランチ
· ユーザ定義の変数
追加で使用するプラグイン: 
· Setup
· Panel
プロシージャ: 
imcSTUDIOを起動して開始します。

9.9.2.1  Setup - 設定
まず、測定デバイスがパラメータで表され、使用する変数に適切な名前が割り当てられます。
プラグインSetupを開きます。
前述の例「タイマを使用したLEDの点滅」 の説明に従って続行します。

9.9.2.2  Automation - 設定
ここでタスクを設定できます。
プラグインAutomationを開きます。
自動的に[タスク管理]に移動します。ここでタスクを作成します。
タスクはリアルタイムで実行されます。そのために、タスクにサイクル時間を割り当てます(調整範囲: 100µs～
1s)。サイクル時間とはある状態の持続時間です。
· 1msをサイクル時間として入力します。

1065
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サイクル時間が のタスク1ms

· 3つのユーザ定義変数として、Counter1、Counter2およびDelayという名前の変数を作成します。

ユーザ定義の変数
次にこのタスクのタスクエディタProcedure_1に移動します。

Init
初期化として、LEDおよび点滅時間の初期値を設定します。
このブロックを開くために、二重矢印( )をクリックします。これでブロックエディタに移動します。
· ここでステップを作成します。
· このステップで、状態を追加します。
· 初期値を[状態の記述]に追加します。
LED1 = 0
LED2 = 0
Blinkduration = 1

ブロックエディタを閉じるために、初期化の二重矢印( )をクリックします。
既存のNextブランチを開くために、二重矢印( )をクリックします。
· 1=1を条件として入力します。
初期化を実行すると、Procedure1が自動的に実行されます。
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プロシージャ
例「タイマを使用したLEDの点滅」 では、Whileループを使用して連続した繰り返しが実行されます。これは
Nextブランチを使用して実行することもできます。
· NextブランチをProcedure1に追加します。
· Nextブランチを開きます。
· 条件を1=1に設定します。
· プロシージャ自体がターゲット(Next)になります。

プロシージャが完了すると、プロシージャが自身を再度呼び出します。しかし、Nextブランチを使用するため、
他の任意のプロシージャを呼び出すことも可能です。
Procedure1を開くために、二重矢印( )をクリックします。これで、このプロシージャのブロックエディタに移動し
ます。
· ステップを追加します。
· ステップを開きます。
· 3つのステップとして、Blink duration initialization、LED1 onおよびLED2 onを追加します。

つのステップと つの状態を持つ1 3 Procedure1
各状態が1msのサイクル時間で処理されます。
状態LED1 onおよびLED2 onは、Blink durationを設定した後で終了する必要があります。そのために、以下の
ボックスを使用します。

1065
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· [サイクル計算]: カウンタの増分
· [ブレーク条件]: カウンタ >= 遅延(= 点滅時間/サイクル時間)
[反復計算]ボックスの命令は、設定した周期持続時間で繰り返されます(この時間は[タスク管理]の[サイク
ル時間]で設定します)。その後、ブレーク条件が連続して再評価されます。条件を満たすと、状態が終了し
ます。
次に、状態のソースコードを作成します。

点滅時間の初期化 遅延の計算 - 

のソースコードLED1 on

のソースコードLED2 on
これで、全ての状態が正確に記述されたため、プロシージャが完了します。プロシージャが完了すると、タスク
エディタに戻り、プロシージャの概要を確認できます。
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タスク全体を設定したら、プログラムの構文をチェックする必要があります。そのためには、構成の処理  の記
号( )をクリックします。

9.9.2.3  Panel - 設定/測定開始
ここでPanelページを設定できます。
プラグインPanelを開きます。
前述の例「タイマを使用したLEDの点滅」 の説明に従って続行します。

129
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9.9.3  交通信号
割り当て:
歩行者横断用の信号機を作ります。
車両用停止信号(TL = traffic light)の色には、赤、黄、緑があります。これに対し、歩行者用信号(PL =
pedestrian light)には赤と緑、それに押しボタンが1つあります。

交通信号例Panel - ( )

学習目標:
· タスクの作成
· タイマ関数の使用
· 状態記述およびブレーク条件の使用
使用される要素:
· Init / Terminate
· プロシージャ
· ステップ
· 状態(状態記述およびブレーク条件)
· Next分岐
追加で使用するプラグイン:
· Setup
· Panel
プロシージャ:
imcSTUDIOの起動により開始します。

9.9.3.1  Setup - 設定
最初に、測定デバイスをパラメータ化し、使用される変数に適切な名前を割り当てます。
プラグインSetupを開きます。
デバイスを選択します。
· このために、[設定]タブをクリックします。
· 目的のデバイスがリストに表示されない場合は、デバイス検索 を実行します()129
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· チェックボックス()をクリックしてデバイスを選択します。
使用される変数に適切な名前を割り当てます。
このために、[チャンネル]タブをクリックします。
· 自動化が10秒後に終了しないように、最初のチャンネルの測定期間を[未定義](=無限大)に設定します。
· 最初の6つの仮想ビットの名前を次のように変更します。
TL_RED、TL_YELLOW、TL_GREEN、
PL_RED、PL_GREEN、
Button

名前の割り当て

[ダウンロード]  ()をクリックすると、デバイスに設定が取り込まれます。

9.9.3.2  Automation - 設定
タスクを設定できます。
プラグインAutomationを開きます。
自動的に[タスク管理]が表示されます。ここでは、タスクを作成します。
以下の表に、状態およびその状態の存続時間を示します。ボタンを押した後に、この時間だけ停止信号が動
作します。

TL_RED TL_YELLOW TL_GREEN PL_RED PL_GREEN 存続時間(秒)
A 0 0 1 1 0 ボタンを押すまで
B 0 1 1 1 0 3
C 1 0 0 1 0 3
D 1 0 0 0 1 15
E 1 0 0 1 0 3
F 1 1 0 1 0 1

Aに戻る 0 0 1 1 0 ボタンを押すまで

Initブロック
Initブロックでは、初期値を設定します。
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このブロックを開くには、二重矢印()をクリックします。 これにより、[ブロックエディタ]が表示されます。
· ステップを作成します。
· このステップで、状態を追加します。
· 状態記述に初期値を追加します。
TL_RED = 0
TL_YELLOW = 0
TL_GREN = 1
PL_RED = 1
PL_GREEN = 0
Button = 0

初期化するために、二重矢印()をクリックして[ブロックエディタ]を閉じます
二重矢印()をクリックして、既存のNextブランチを開きます。
· 条件として1=1を入力します。
初期化が実行された後、Procedure1が自動的に実行されます。

プロシージャ
· NextブランチをProcedure1に追加します。
· Nextブランチを開きます。
· 条件を1=1に設定します。
· プロシージャは自身のターゲット([Next])です。

[Procedure1]
二重矢印()をクリックして、[Procedure1]を開きます。 このプロシージャの[ブロックエディタ]が表示されます。
· Step1を開きます。
· AからFまでの6つの状態を作成します。
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停止信号制御の個別の状態
· 個別の状態では、どのLEDが点滅し、点滅していないかを判断します。
· また、適切なブレーク条件(押しボタンまたはOnTimeout)を指定します。
例として、状態AとBを示します。

最初の つの状態のソースコード2
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状態Bの仮想ビット: Buttonを削除することによって、押しボタンのように動作するよう指定されます。ただし、
Panelで、切り替え動作を行うようスイッチを割り当てることもできます。そのため、ここでButtonをリセットする必
要はありません。これは、押しボタンを離すと行われます。
タスク全体の設定が完了したら、プログラムの構文をチェックする必要があります。そのためには、プロセス構成
のアイコン()をクリックします。

9.9.3.3  Panel - 設定/測定の開始
これで、Panelページを設定できます。
プラグインPanelを開きます。
· ドラッグアンドドロップで停止信号の仮想ビットをPanelページに移動し、LEDとして表示します。
· 仮想ビットButtonを[DataBrowser]からPanelページにドラッグし、スイッチまたは押しボタン(製品とともにイン
ストールされたウィジェットによって異なります)として表示します。
必要に応じて、2つのモデルの切り替え動作を設定することもできます。このためには、各Widgetsのプロパティ
を開き、切り替え動作のプロパティを変更します。
· タスク内でButtonを状態Bでリセットしていない場合は、押しボタン動作を選択します。
· プログラムによる制御でリセットした場合は、スイッチに押しボタン動作は必要ありません。
LEDの領域色を調整します。
· 0->0.5: 黒
· 0.5->1: 赤、黄、緑
背景画像を挿入し、LED色制御を適応させることができます。

該当するボタン()をクリックして測定を開始します。

交通信号例Panel - ( )

9.9.4  限界値の監視
割り当て:
電圧値の限界値の監視を設定します。
電圧値は電位差計を使用して設定します。2つの入力ボックスで上限値と下限値を設定できます。3つのLED
で、現在の電圧値が高すぎる、範囲内、低すぎるのいずれであるかを示します。

129

129



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1083チュートリアル

学習の目的:
· タスクの作成
· 限界値の監視の設定
· タイマ関数の使用
· 状態の記述およびブレーク条件の使用
· リポジトリの使用
使用する要素:
· Init / Terminate
· プロシージャ
· 例外
· ステップ
· 状態(状態の記述およびブレーク条件)
· Resumeブランチ
追加で使用するプラグイン:
· Setup
· Panel
プロシージャ:
imcSTUDIOを起動して開始します。

9.9.4.1  Setup - 設定
まず、測定デバイスがパラメータで表され、使用する変数に適切な名前が割り当てられます。
プラグインSetupを開きます。
デバイスを選択します。
· そのためには、[設定]タブをクリックします。
· リストに必要なデバイスが表示されない場合は、デバイス検索 ( )を実行します。
· チェックボックスの記号( )をクリックして、デバイスを選択します。
次に、使用する変数に適切な名前を割り当てます。
そのために、[チャンネル]タブをクリックします。
· 自動が10秒後に終了しないように、最初のチャンネルの測定の持続時間を未定義(=無限)に設定しま
す。

· 表示変数の名前を変更します。Voltage、Upper_limit、Lower_limit、Voltage_too_high、
Voltage_too_low、Voltage_OK
デバイスに設定を適用するには、選択内容を確認するために[ダウンロード]  ( )をクリックします。

9.9.4.2  Automation - 設定
ここでタスクを設定できます。
プラグインAutomationを開きます。
これにより、[タスク管理]に移動します。
タスクを作成し、Voltagemonitoringという名前を付けます。
· サイクル時間を1msに変更し、電圧監視がより素早く応答するようにします。

129
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電圧監視機能のタスク
タスクを開きます。

プロシージャ
· 名前をProcedure1からMonitoringに変更します。
このブロックを開くために、二重矢印( )をクリックします。これでブロックエディタに移動します。
· ここでステップを作成します。
· このステップで、状態を追加します。
[状態の記述]に、以下の命令を入力します。
Voltage_too_high = 0
Voltage_OK = 1
Voltage_too_low = 0
これは常に現在の状態の必要があります。このため、1 = 0をブレーク条件として入力します。状態はハンドラ
が開始したときのみ、終了します。

ソースコード 指定した範囲内の電圧: 
Step1を最小にするために、ステップの二重矢印( )をクリックします。ドラッグ&ドロップでこれを[自動制御]の[リ
ポジトリ]にコピーします。
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リポジトリ
ブロックを閉じます。

例外処理
例外処理で2つの例外ブロックを作成します。
· Voltage too high
· Voltage too low
これらを限界値の監視で使用できます。
· ドラッグ&ドロップを使用して、前に追加したステップStep1を両方のブロックにコピーします。
· 各ブロックに1つのResumeブランチ(条件1=1を持つ)を追加します。

例外処理
ブロックVoltage too highを開き、その内部のStep1を開きます。確認のプロンプトが表示されます。
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確認のプロンプト
· 使用される変数は前と同じです。[確認]をクリックします。
[状態の記述]で値を変更します。
Voltage_too_high = 1
Voltage_OK = 0
Voltage_too_low = 0

既存の[ブレーク条件]を置き換えます。
Voltage < Limit_upper

状態が終了するのは、電圧値が上限値未満に戻ったときです。

ソースコード 指定した範囲を上回る電圧: 
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ブロックを閉じます。
ブロックVoltage too lowを開き、その内部のStep1を開きます。確認のプロンプトがもう一度表示されます。
· ここでも、使用される変数は前と同じです。[確認]をクリックします。
[状態の記述]で値を以下のように変更します。
Voltage_too_high = 0
Voltage_OK = 0
Voltage_too_low = 1

既存のブレーク条件を以下のように置き換えます。
Voltage > Limit_lower

状態が終了するのは、電圧値が下限値を上回る値に戻ったときです。

ソースコード 指定した範囲を下回る電圧: 
[タスク管理]に移動します。
2つの限界値の監視機能を作成し、パラメータで表します。
· 監視対象のチャンネル: Voltage
· エラー/例外: Voltage too high またはVoltage too low
· イベントタイプ: Channel > UpperLimit またはChannel < LowerLimit
· 対応する下限値または上限値を設定します。

限界値の監視の値設定
2つの監視対象イベントのうち1つが発生すると、対応する処理が自動的に実行されます。
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タスク全体を設定したら、プログラムの構文をチェックする必要があります。そのためには、構成の処理 の記
号( )をクリックします。

9.9.4.3  Panel - 設定/測定開始
ここでPanelページを設定できます。
プラグインPanelを開きます。
使用する表示変数をPanelページにドラッグして、適切な要素と共に表示します。

限界値の監視例Panel - ( )
限界値を設定します。

測定を開始 するために、適切なボタン( )をクリックします。
監視機能をテストするために、電位差計を使用して、電圧をいずれかの限界値より高く調整します。

129

129
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9.10  最終変更
Rev. 3.3での改訂とバグ修正
章 改訂内容
ユーザ定義の変数 デフォルトおよび永続変数の記述を改訂しました。
ソースコード - 検索および
置換

新規

Rev. 3.0での改訂とバグ修正
章 改訂内容
imcFAMOS自動化(デー
タカット)

imcFAMOSダイアログ - 新機能に関する記述:
· デバッグモード
· imcFAMOSエディタが開いた状態での変数の転送
転送テーブル - 機能の見直し:
· 測定の選択
· 結果の保存

1055

1023

1037
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10  Sequencer
imcSTUDIO Sequencerは、自動測定ルーチンが作成されるimcSTUDIOプラグインです。ルーチンは、コマン
ドで構成されています。例えば、実験のロードと開始、構成ダイアログ、そしてimcFAMOSシーケンスです。これ
は、Sequencerが動作している間に実行されます。
シーケンスはテーブル で作成されます。コマンドはそこにツリーダイヤグラムで表示されます。有効なコマンド
は、[コマンド] ツールウィンドウの他の場所の中で見つけることができます。

参照 : コマンドリファレンス

個別のコマンドがどのように作動するかについて、コマンドリファレンス 章に記載されています。

さらに、コマンドをイベントにリンクさせることができます。この割り当ては、いわゆる[イベント処理] 内でグラ
フィック技術により実行されます。
プラグインSequencerを開くために、タイトルが表示されたエントリをクリックするか、[ナビゲータ] を使用してくだ
さい。
プラグインSequencerの内容は、実験の一部として保存 されます。
下記の図はシーケンステーブル の例です。複数のコマンドとイベント処理 を伴います。

プラグイン「 」のコマンドのルーチンを伴うシーケンステーブルSequencer

1092

1091

1470

1097

63

78
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10.1  [コマンド]ツールウィンドウ
Sequencerプラグインには、[コマンド]というツールウィンドウがあります。このツールウィンドウは、シーケンスの作成
に使用するコマンドで構成されています。

プラグインの コマンド ツールウィンドウSequencer [ ]
imcSTUDIOのさまざまな場所からコマンドにアクセスできます。そのため、コマンドについては別途説明します。

参照: コマンドリファレンス
各コマンドの動作については、「コマンドリファレンス」 の章を参照してください。1470
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10.2  シーケンステーブル
シーケンステーブルには、複数の列があります。

列 コマンドシーケンステーブル - 

列 説明
ステータス この列には、コマンドのステータスが表示されます。

シーケンステーブルでのステータス表示
· 空: シーケンスが最初に開始する前の初期状態です。
· 実行中: まだコマンドが実行中であり、終了していない状態です。
· 完了: コマンドが正しく終了した状態です。
· エラー: コマンドがエラーで終了した状態です。

コマンド コマンドの名前です。テキスト入力は変更できません。コマンドの設定を行うには、セルの右端にあるボタンを
使用します。

コメント このセルをクリックし、コメントを入力します。
有効 コマンドが実行されるか無視されるかを示します。デフォルトでは、このチェックボックスはオンになっています。つ

まり、各コマンドは実行時に実行されます。ただし、このオプションをオフにするとコマンドを無効にすることもで
きます。

エラー時に停止 コマンドにエラーが発生すると、シーケンスが停止します。次回のステップでシーケンスを再開するには、[開始
(選択したコマンドからグループの末尾まで)] コマンドを選択します。

10.2.1  シーケンステーブルでの表示
プロパティのプレビュー:
一部のコマンドには追加情報が付属しており、コンテキストメニュー項目の[オプション]から[全てのイベントを表
示]および[プロパティのプレビューを表示]を選択すると表示されます。

コンテキストメニュー項目の オプション 全てのイベントを表示[ ] > [ ]
コマンドに関する重要な情報がシーケンステーブルに表示されます。

1097
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プロパティのプレビュー

展開/折りたたみ
条件付きコマンドおよびループ内のコマンドは、それぞれの見出しの下で表示と非表示を切り替えることができま
す。

条件付きサブルーチンの展開折りたたみ/

10.2.2  グループ
ループ(Loop)または条件付きブランチ(If、Switch)の下にコマンドを配置することによって、いわゆるグループを作
成できます。つまり、シーケンスにはグループ、レベル、ブランチがあり、これらをツリーダイヤグラムで表すことができ
ます。
グループ内のコマンドは、グループ全体が有効な場合に実行できます。
ドラッグアンドドロップ操作によって、グループ全体を移動またはコピーできます。
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10.3  コンテキストメニュー
コンテキストメニューを使用すれば、Sequencerの機能を全て制御できます。コンテキストメニューを開くには、
シーケンステーブルの何もない領域でマウスを右クリックします。

テストルーチンのコンテキストメニュー
各コマンドを以下に示します。
· 前に追加/後に追加

· 切り取り
· コピー
· 貼り付け
· 削除
· すべてを削除

· 開始
· 開始(選択したコマンドからグループの末尾
まで)

· 開始(選択したコマンドのみ)
· 停止

· オプション
· 展開/折りたたみ
· 要素 1つレベルアップ
· Forループに移動

10.4  コマンドのシーケンスの作成
シーケンステーブルにコマンドを追加するには、2つの方法があります。
· ドラッグアンドドロップ を使用
· コンテキストメニュー を使用
コマンドは別ーの位置に配置できます。

現在位置の前

現在位置(グループまたはイベント)の下または範囲内

現在位置の後

1095
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10.4.1  ドラッグアンドドロップ操作によるコマンドの追加
コマンドは、[コマンド]ツールウィンドウからのドラッグアンドドロップ操作で追加できます。
ドラッグアンドドロップ操作で、コマンドを目的の位置まで移動します。

グループへのコマンドの追加
· ドラッグアンドドロップ操作で、任意のコマンドをグループ内に配置します(下図を参照)。

例 ドラッグアンドドロップ操作で、: 
ワークスペース内で閲覧 コマンドをループに追加[ ]

イベントの左側に、位置が指定されます()。
· マウスボタンを離します。コマンドがグループに追加されます。

既存のコマンドの前後にコマンドを追加
コマンドは既存のコマンドの前か後に追加できます。このためには、マウスを上下に少し動かします。

ワークスペース内で閲覧 コマンドの前に挿入[ ]
ワークスペース内で閲覧 コマンドの後に挿入[ ]

· マウスボタンを離します。既存のコマンドの前/後にコマンドが追加されます。

10.4.2  コンテキストメニューによるコマンドの追加
コンテキストメニューを使用して、コマンドをさまざまな位置に追加できます。
任意の位置のコンテキストメニューを開き、コマンドを選択します。

グループへのコマンドの追加
· 任意の位置のコンテキストメニューを開きます(下図参照)。

例 コンテキストメニューを使用して、: 
ワークスペース内で閲覧 コマンドをループに追加[ ]
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· 位置として[中に追加]()を選択します。
· 任意のコマンドを選択します。このコマンドがグループの下に追加されます。

既存のコマンドの前後にコマンドを追加
コマンドは既存のコマンドの前か後に追加できます。このためには、コマンドのコンテキストメニューを開きます(下
図を参照)。

ワークスペースを閲覧 コマンドの前後に挿入[ ]

· 位置として[前に追加]または[後に追加](/)を選択します。
· 任意のコマンドを選択します。既存のコマンドの前/後にコマンドが追加されます。

10.4.3  コマンドの削除、コピー、移動
コマンドの削除
選択したコマンドを削除するには、コマンドをハイライトした状態でコンテキストメニュー項目の[削除]を選択しま
す。
シーケンス全体を削除するには、コマンド[すべてを削除]を選択します。

切り取り(移動)、コピー、貼り付け
コマンドを切り取りまたはコピーして、どこか別の場所に貼り付けるには、コンテキストメニューを使用して、または
ドラッグアンドドロップ操作で、コマンドを目的の位置に移動します。
· ドラッグアンドドロップ: 切り取り+貼り付け
· ドラッグアンドドロップ+ <CTRL>: 切り取り+貼り付け

コンテキストメニュー 切り取り 、 コピー 、貼り付け: [ ] [ ] [ ]

ループ内への移動
コマンドはループの内外に移動できます。

コンテキストメニュー コマンドをループの内外に移動: 
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10.5  Sequencerの実行
実行
シーケンスの読み取り、解析、実行が段階的に行われます。コマンドの解析は実行時に行われます。シーケン
ステーブル内の最上位のコマンドが最初に実行されます。

起動

エクストラ メニュー[ ]

ツールバーボタンをクリックして、Sequencerを起動
します。 あるいは、メニュー項目[エクストラ] ->
[Sequencerを起動]を選択するか、コンテキストメ
ニュー の項目[開始]を選択します。
測定デバイスが準備され、コマンド[実験を開く]/
[実験を実行]で起動します。

対象のコマンドの実行

コンテキストメニューの抜粋

コンテキストメニュー の[開始(選択したコマン
ドのみ)]を使用して、シーケンステーブルの単一
行を実行できます。
コンテキストメニューの[開始(選択したコマンドか
らグループの末尾まで)]を使用すると、選択した
行から末尾までSequencerが実行されます。

停止

実行中のSequencerを停止するには、ボタンを使用します。 あるいは、メニュー項目[エクストラ] ->
[Sequencerの停止]を選択するか、コンテキストメニューの項目[停止]を選択します。コンテキストメニューは、一
部の状況(Sequencerプラグインが開かない)においてのみ開くことができます。
Sequencerにより[実験を開く]/[実験を開始]コマンドが現在実行されている場合は、測定が停止します。

10.6  イベント
イベント処理は、Sequencerプラグインの2番目のメインメニューです。ここでは、ドラッグアンドドロップ操作により
コマンドとイベントを関連付けることができます。この関連付けられたコマンドは、イベント発生時に実行されま
す。 
· コマンドとイベントを関連付けるには、「リンクの作成」の章を参照してください。
イベントは、以下のさまざまな領域に関連します。
· Panel: 特定のWidgetsに割り当てられるイベント
· プロジェクト: プロジェクトの全実験に関連しているイベント
· Sequencer: 現在の実験にのみ関連しているイベント
下図に、イベントと、Panel、プロジェクト、Sequencerの各ブランチに対するイベントの割り当てを示します。イベ
ントリストは、イベントの名前と簡単な説明([メモ]列)から構成されます。コマンドがイベントに関連付けられて
いる場合は、リストが展開してツリーダイヤグラムになります。

1094

1094

1100
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シーケンサ ページに関するイベント[ ]

10.6.1  Panel
Panelブランチには、イベントのあるWidgetsが全て一覧で表示されます。ここでは、プラグインPanelでトリガされ
ているイベントの概要を容易に取得できます。
また、ドラッグアンドドロップ操作で割り当てを編集することもできます。たとえば、別のPanelページのWidgetに、
コマンドを移動またはコピーできます(Ctrlキーを押しながら操作します)。[コマンド]ツールバーから、コマンドを追加
することができます。

キーを押しながら、イベント「パネルページを印刷」を測定パネルのボタンにコピーCtrl [ ]

10.6.2  プロジェクト
プロジェクトブランチでのイベントは、このプロジェクトの全ての実験で有効です。
一般に、ここにリスト表示されるイベントは特定のコマンドで展開できます。このため、測定ルーチンをニーズに合
わせて変更するのも簡単です。
例:
· 測定開始から設定の[実験]ページへジャンプする
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· Device_BeforeRequestConnect (デバイスへの接続前)コマンドを継続する前に、全てが適切に進行してい
るというメッセージをユーザに確認してもらう

· 測定終了後に、現在の設定をCSVファイルとしてエクスポートする

例 全測定が開始する前の設定の自動エクスポート: 

10.6.3  Sequencer
Sequencerブランチでのイベントは、現在の(Sequencer-)の実験で有効です。
ここには、[プロジェクト]にあるイベントと同じものがあります。ここで使用されるコマンドは現在の実験に対しての
み有効なため、対象とする方法で、現在の測定プロセスに影響を及ぼす適応を行うことができます。
例:
· 特別なテスト情報を入力するためのPanelページを作成します。全ての測 定 の前に、このPanelページをダイア
ログとして開き、ユーザに入力をします。その後でようや く測 定 が開始します。

· 特定 のpv変数を初期化する imcFAMOSシーケンスが開始され、pv変数はデバイスによる
imcOnlineFAMOSのインストールによって処理されます。

例 測定開始前にテスト情報を入力するダイアログとしてのパネルページ: 
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10.6.4  ユーザ定義のイベント
[ユーザ定義イベント]ボタンを使用すると、ユーザ定義イベントの作成が可能になります。

ユーザ定義イベントの追加
たとえば、変数の値を監視し、値に変更が発生した時点でコマンドを実行することができます。

ユーザ定義イベントとコマンド

プロシージャ
例: 変数イベント
ボタンをクリックし、変数のイベントを選択します。

変数イベントのプロパティダイアログ

アイコン()をクリックして変数を追加します。  
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信号 の変化に対応して が表示されるときに発生するイベントの例Ether_Bit01 EmergencyOff
名前: イベントの名前
ヒント: Sequencerに表示されるメモ 
変数: 変数の選択ダイアログを開きます。
イベント条件: 変数の値に変更があるとイベントが発生します。
例: トリガイベント
ボタンをクリックし、トリガのイベントを選択します。

トリガイベントのプロパティダイアログ
名前: イベントの名前
ヒント: Sequencerに表示されるメモ 
トリガ: トリガの選択ダイアログが開きます。
イベント条件: トリガ条件の開始(トリガリリース)時または終了(トリガ終了)時に、イベントが発生します。
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10.7  チュートリアル
ここでは、Sequencerプラグインを使用する例を示します。例では、Panel プラグインのWidgets を使用し
ますが、インストールには含まれていない可能性があります(製品構成によって異なります)。

10.7.1  Sequencerの起動
この演習では、Sequencerによる測定の開始方法を示します。終了時には、コンピュータのサウンドカードから、
測定結果が音声で通知されます。

割り当て: Panelページに、1チャンネルのカーブウィンドウを作成します。測定はSequencerによって開
始され、10秒後に自動終了します。コンピュータのサウンドカードから、測定結果が通知され
ます。

プロシージャ:
1. [設定]ページに移動します。任意の測定デバイスを選択し、チャンネルを有効にします。チャンネルの測定
時間を10sに設定します。

2. Panelページに移動します。
3. [Widgets]ツールウィンドウを開き、[カーブウィンドウ]グループから[標準Widget]を選択します。Panelページ

にオブジェクトをドラッグします。カーブウィンドウの移動ハンドルを使用して、カーブウィンドウを中央に移動
します。サイジングハンドル(オブジェクトの両側と四隅にある白い四角)をドラッグして、形状を変更します。

4. [測定の準備]をクリックします。 すると、データブラウザにチャンネルが表示されますので、カーブウィンドウ
にドラッグします。

5. [Widgets] - [自動車]から、ロッカースイッチを[Panel]ページにドラッグします。そのスイッチング動作を[ホー
ルドトゥラン]に設定します。

6. ロッカースイッチのプロパティダイアログを開きます。スイッチには識別のため「Start」という語が付きます。
7. [プロパティ]の下部にある[イベント...]リンクをクリックします(1)。イベント[スイッチオン]を選択し、そこに[ユー

ザインタラクション]の[メニューアクションの実行](2)を割り当てます。

747 765
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8. 次に、[アクション] - [Sequencer] - [Sequencerの起動]をメニューアクション(3)として選択します。

9. Sequencerに移動し、[コマンド]から項目[実験を開く/開始する]を選択します。この項目をSequencerに
ドラッグします。[実験を開く/開始する]のデフォルト設定により、現在開いている実験が開始します。

10.  [ユーザインタラクション]ブランチ内のコマンドから、項目[音声] - [テキスト読み上げ]をSequencerにドラッグ
します。

テキストを入力します(例:
「Conclude
measurement」)。別の音
声も試します。デフォルトは
Windowsシステムによって異
なります。通常は英語の音
声しかありません。そのため、
ドイツ語で入力すると、英語
の単語として発音されます。
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11. 次に、音声出力の代わりに項目[音声ファイルを再生]を選択します。C:\Windows\Mediaフォルダから、
WAVファイルとして音声を入力します。

12. Panelに戻り、設計モードをオフにします。ボリュームが「高」に設定されていることを確認します。前に作成
した[開始]ボタンをクリックします。測定が開始し、合成によって生成された音声が最終的に出力され、選
択した音声が続きます。

13. 実験を「Sequencerの起動」という名前で保存します。

結果: 測定がPanelによって開始されます。Sequencerを使用すると、測定終了時にユーザに通知
できます。

備考: Sequencer([スタジオ]ツールバーにある緑色の[開始]ボタン)に依存することなく、引き続き測
定を開始できます。ただし、この場合、Sequencerは起動しません。

10.7.2  出力ボックス
前出の演習を拡張して、測定終了時にメッセージボックスを含めます。その後、音声出力付きの追加のメッセ
ージボックスが表示されます。

割り当て: 測定終了時に表示するメッセージを作成します。また、音声出力によってテキストを読み上
げるよう設定します。

1. 実験「Sequencerの起動」をロードし(まだ開いていない場合)、「Output box」という名前で保存します。
2. Sequencerに移動します。ユーザインタラクション[メッセージボックスを表示]をSequencerにドラッグします。

3. プロパティに値を入力します。
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4. 実験名「Output box」で行った変更を保存します。
5. Panelに戻り、設計モードをオフにします。ボリュームが「高」に設定されていることを確認します。前に作成

した[開始]ボタンをクリックします。

結果: 測定終了時に出力ボックスが表示され、さらに、この出力ボックスのテキストが音声出力され
ます。

備考: 音声出力をオフにするには、音声で「none」と入力します。

10.7.3  Panelページのスクルロール
新規Panelページが作成されます。測定終了時に、このPanelページが自動的に表示されます。

割り当て: 測定終了時に音声での出力の代わりに2つ目のPanelページが表示されるよう、例
「Sequencerの起動」を変更します。

1. 実験「Sequencerの起動」をロードし、「Scroll」という名前で保存します。
2. Panelに移動します。新規ページを「レポート(横長)」で作成します。このためには、Panel上でマウスを右

クリックして[ページを追加] を選択し、ページに「レポート」という名前を付けます。
3. 標準のカーブウィンドウを作成し、プロパティ[透明度]を[フル]に設定します。
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4. Sequencerに移動します。Sequencerのステップを全て削除します。ただし、測定を開始する最初のス
テップは除外します。このためには、対象のステップをハイライトした状態で、マウスを右クリックしてコンテキス
トメニューを開きます。コンテキストメニュー項目の[X削除]を選択します。
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5. ユーザインタラクションの[ワークスペース内で閲覧]をSequencerステップにドラッグします。

6. ターゲットとして、新しいPanelページ[レポート]を選択します。

7. 実験名「Scroll」で行った変更を保存します。
8. Panelに移動し、設計モードをオフにします。前に作成した[開始]ボタンをクリックします。

結果: 測定終了時に、imc Studioでは自動的に[レポート]ページが表示されます。

備考: [ワークスペース内で閲覧]コマンドを使用すれば、手動でアクセス可能なあらゆるページにスク
ロールできます。たとえば、[設定]ページまでスクロールしてアナログチャンネルを設定することも
できます。
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10.7.4  ダイアログ
追加のPanelページがダイアログとして表示されます。

割り当て: 実験「Scroll」を拡張します。測定前に名前と試験対象番号を入力して、ダイアログを作成
します。

1. 実験「Scroll」をロードし(まだ開いていない場合)、「Dialog」という名前で保存します。

2. Panelに移動し、新しいページを標準のダイアログとして作成します。ダイアログに「Input」という名前を
付けます。

3. [Data Browser]で、ユーザ定義変数のTxNameとTxTestObjectを追加します。デフォルト値を指定する場
合は、[値]ボックスに入力します。

4. Widgetの[自動車] - [入力、出力] - [エディットボックス]をPanelにドラッグします。

入力ダイアログの つのテキストボックス2
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5. Widgetのプロパティを以下のように設定します。
タイトル=名前
変数= txName (3番目の変数の下に作成)

タイトル項目の横にある小さい三角をクリックし、左矢印を選択します。すると、入力ボックスの前に名前が
表示されます。

6. 最後の手順を以下の設定で繰り返します。
タイトル=試験対象
変数= txTestObject
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7. 右下隅にあるサイジングハンドルを使用して、Panelページを縮小します。

8. Widgetの[イメージ]を[標準]グループからダイアログにドラッグします。プロパティ[イメージ]でimcロゴを選択
し、プロパティ[SizeMode]を[画像の拡張]に設定します。

9. Sequencerに移動します。
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10. 次のステップで、Panelページの[入力]を[パネルページをダイアログとして表示]に入力します。Panelページ
で、[Panelページ]に[入力]を選択します。[ダイアログの表示ボタン]に[Yes]と入力し、設定を有効にしま
す。次に、[OK]ボタンのブランチで、[Yes]と入力してプロパティ[表示]を有効にします。

11. Panelページの[レポート]に移動します。[自動車]グループから、テーブルオブジェクトの[テーブル]を[テーブ
ル]ブランチからPanelページにドラッグします。
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12. Column03とColumn04をプルダウンして削除します。
[Data Browser]から、ユーザ定義変数のtxNameを(列見出しではなく)列内の最初のセルにドラッグしま
す。変数txTestObjectを2番目の列のセルにドラッグします。

プロパティを開き、タイトルセルのColumn01をクリックします。[キャプション]に[名前]を選択します。
Column02のキャプション「試験番号」の場合も同じ操作を行います。[変数]に対応する列の項目を空に
します。

テーブルの行数を1に設定します。この項目は、[プロパティ]で
[テーブル]を選択すると表示されます。

13. [テーブル]セルをクリックして、テーブルのタイトルセルを削除します。[プロパティ]で、ブランチの[タイトル]を展
開し、位置に「-」を選択します。
列見出しと入力ボックスのみが表示される程度に、テーブルのサイズを縮小します。
テーブルの色を好みの色に変えます。白色にするには、透明の背景色を選択します。テーブルのプロパティ
を選択した場合にのみ色が表示されます。

14. 実験名「Dialog」で行った変更を保存します。
15. Panelに戻り、設計モードをオフにします。前に作成した[開始]ボタンをクリックします。

結果: 測定開始前に、[レポート]ページの末尾に表示される追加情報用の入力テンプレートが表
示されます。
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10.7.5  imcFAMOSの使用
測定後のデータは、統計解析のためにimcFAMOSへ自動転送されます。統計解析の結果は[Panel]ページ
に表示され、測定データとともに保存されます。
注意: この演習では、インストールされているバージョンのimcFAMOSが必要です。

割り当て: 事前に作成された実験「Sequencerの起動」が、imcFAMOSによる自動解析で拡張され
ます。imcFAMOSによって、最大値、最小値、中間値が決定します。その結果はレポート
内に表示されます。レポートは、ボタンを1回押すと印刷できます。

1. 実験「Sequencerの起動」をロードし(まだ開いていない場合)、「FAMOS_Analysis」という名前で保存し
ます。

2. [Sequencer]ページに移動し、[コマンド]から[スクリプト]の[imcFAMOSシーケンス]を選択し、「現在の実
験を実行」の下にドラッグします。

3. 3つの点のアイコン[...]をクリックします。imcFAMOSシーケンス用の入力ダイアログが表示されます。すでに
関数をご存知の場合は、実行するシーケンスを入力ダイアログに直接入力できます。
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4. 図に示すようにコマンドラインを入力します。imcFAMOS6.1の時点で、関数名を表示する言語は重要で
はありません。
FAMOSMax = Max(Sensor)
FAMOSMin = Min(Sensor)
FAMOSMean = Mean(Sensor)
BOXMessage("This is a imcFAMOS Box","imcFAMOS has done
calculation.","!1") 

5. imcFAMOSとの変数の移動を行うには、左側のテーブルを使用します。[imcFAMOSへ]ページで[変数]
に対応するチャンネルとしてSensorを入力し、imcFAMOSの下で同じ名前を付けます。
[imcFAMOSから]ページに移動し、変数の名前を入力します。

これらの変数名は、結果テーブルですでに使用されたものです。imcFAMOSによる計算の後、自動的に
適用されます。

6. Panelページに移動し、テーブル(Widgets - [自動車] - [テーブル] - [テーブル])を挿入します。

7. [Column04]を下方向にドラッグして削除します。プロパティテーブルの行を1に設定します。
8. グレーのプロパティテーブルをクリックし、タイトル列「テーブル」を「結果」に変更します。
9. データブラウザ/ブランチimcFAMOSからテーブルに、結果をドラッグアンドドロップします。
10. 実験名「FAMOS_Evaluation」で行った変更を保存します。
11. Panelに戻り、設計モードをオフにします。前に作成した[開始]ボタンをクリックします。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1115チュートリアル

結果: 測定終了時には、imcFAMOSを使用して作成された出力ボックスが表示されます。結果
は、その後でテーブルに表示されます。

備考: 単純にSequence Editor (ポイント8を参照)を使用するのではなく、[imcFAMOSを開く]ボタ
ンを使用してimcFAMOSを起動することができます。ここでは、imcFAMOSツールを使用し
てシーケンスを作成します。imcFAMOSを閉じると、シーケンスが取り込まれます。
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10.7.6  条件付きブランチ
この演習では、Sequencerで条件付きブランチ(For、While、Switch、If、Elseなど)がどのように使用されるかを
示します。 

10.7.6.1  Forループ
割り当て: 現在の実験を4回連続で実行します。Panelページでの実行回数が、7セグメントディスプレイ

に表示されます。
1. 実験「Sequencerの起動」をロードし、「Sequencer_For」という名前で保存します。
2. チャンネルの測定時間を3sに短縮します。
3. Sequencerに移動し、[フローコントロール]コマンドグループから、Loopコマンドを項目[現在の実験を実行]

の前にドラッグします。

4. [Forループ]項目の横を右クリックし、ループステージ0から4の指定を行います。カウンタと表示変数を関連
付けます。

5. ループ内で、ユーザインタラクション[メッセージボックスを表示]を追加します。以下のエントリを作成します。
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6. 別のユーザインタラクション[メッセージボックスを表示]を追加します。ただしループの後ろになります。

内容は以下のようになります。

7. Panelに移動し、Widgets - [自動車] - [ステータス表示]から7セグメントディスプレイを配置します。以前に
Forループ内で関連付けた表示変数に、カウンタを関連付けます。

8. 実験名「Sequencer_For」で行った変更を保存します。
9. Panelに戻り、設計モードをオフにします。作成済みの[開始]ボタンをクリックします。

結果: 各実行後にメッセージが表示されます。7セグメントディスプレイに、実行回数が表示されま
す。
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10.7.6.2  Whileループ
割り当て: 表示変数にゼロ以外の値が含まれるまで、現在の実験を繰り返し実行します。押しボタンを

使用して、1の値を表示変数に割り当てます。表示変数の値はPanelページに表示されま
す。

実験「Sequencer_For」に基づいて、実験「Sequencer_While」が作成されます。
1. 実験「Sequencer_For」をロードし、「Sequencer_While」という名前で保存します。
2. Panelに移動し、押しボタンを作成します。キャプション「停止」を付与します。[イベント]を選択し、ブランチ

[パラメータセット]から、エントリ[変数を設定]をブランチ[スイッチオン]に追加します。

3. 入力ボックス([標準] - [レポート] - [編集ボックス])を作成し、表示変数に関連付けます。フォーマットとして
「整数」を選択します。

4. Sequencerに移動し、[フローコントロール]コマンドグループから、Loopコマンドを項目[現在の実験を実行]
の前にドラッグします。[プロパティ]で、[ループタイプ]を[Whileループ]に切り替えます。条件として
「DisplayVar_01==0」と入力します。表示変数名にはデバイス名が付きます。

5. 開始時にループが中断されないよう、表示変数は必ずゼロに設定する必要があります。
これを行うには、ブランチの[パラメータセット]からの項目[変数を設定]を使用します。これを挿入し、表示
変数 = 0に設定します。

6. 実験がループ内で呼び出されます。
7. 前述のように、終了時には、シーケンスの完了を通知するメッセージが表示されます。

8. 実験名「Sequencer_While」で行った変更を保存します。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1119チュートリアル

9. Panelに戻り、設計モードをオフにします。前に作成した[開始]ボタンをクリックします。測定が複数回開始
するかどうかを確認し、[停止]ボタンをクリックします。

結果: [停止]ボタンをクリックすると、表示変数が1に設定され、測定は二度と開始されなくなりま
す。

10.7.6.3  If - Else
割り当て: 演習Sequencer_While は拡張されます。全ての測定終了時に、中間値が正と負のど

ちらであるかが確認されます。その結果はテキストメッセージで表示されます。
シーケンスは自分で拡張できます。このためには、実習「imcFAMOS の使用」で得た知
識が必要です。

1つの解が下図のように表示されます。

10.7.6.4  Switch-Case
割り当て: 演習Sequencer_While は拡張されます。各測定の終了時に、中間値が計算されま

す。この統計に従い、4つの異なるメッセージから1つが表示されます。
このためには、Switch Case演算子を使用します。最低の値に対しては、メッセージ「全て
OK」が表示されます。すぐ上の値には、「圧力がわずかに上昇」、「圧力が高すぎる」、「危
険: 圧力が制御不能」の順番でメッセージが表示されます。
シーケンスは自分で拡張できます。このためには、実習「imcFAMOS の使用」で得た知
識が必要です。

1118

1113

1118

1113
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10.7.7  例: 風力
割り当て: プロジェクトWEPに基づき、前出の全ての演習で提示したスキルの例を示します。 

imcOnlineFAMOSを使用して、3x Uおよび3x Iの測定変数がシミュレーションされます。電
力に関する全ての変数がPower3関数で計算されます。
また、トルク(音叉でシミュレーション)および温度が測定されます。

以下の手順を実行します。
1. ようこそ画面に写真が表示されると、プロジェクトの開始です。
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2. 測定ページには、時間と電力のデータが両方とも表示されます。各相導体に電位差計を使用して、負荷
を設定できます。

測定はスイッチで開始および停止します。測定の終了時、imcFAMOS: P max/min、Q max/min、S
max/minによって、追加の結果が計算されます。

3. [測定]の中から、追加のダイアログをポップアップダイアログとして表示できます。
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4. 関連するデータとともに[レポート]ページに結果が表示されます。また、imcFAMOSによる電力統計の計
算後に、PDFとして自動的に表示されます。

imcOnlineFAMOSのコード: このコードは、1kHzの速度で記録されるチャンネル「Sine」の存在に基づいてい
ます。
; Three phase simulator 
_r = 6.28*SawTooth(Sinus, 0, 0.05, 20) ; Ramp
_r2= 6.28*SawTooth(Sinus, 0, 0.0005, 2000) ; Ramp
u1= 1000 * Sin(_r) ; three phases with 120° offset
u2= 1000 * Sin(_r+ 2.0941)
u3= 1000 * Sin(_r+ 4.18)

; the currents with different phases
; the unit A must be set by means of the Properties (toolbar "i").
i1= DspV_i1 * 20 * Sin( less(_r, 5.3) * (_r+ 0.53)) * (2 + Sin(_r2))
i2= DspV_i2 * 20 * Sin( less(_r, 4.2) * (_r+ 0.47+2.09))* (2 - Sin(_r2))
i3= DspV_i3 * 20 * Sin( less(_r, 5.7) * (_r+ 0.32+4.18))* (1.5+Sin(_r2))

Power3(p_t, P, S, Q, cosPhi, U1eff, I1eff, U2eff, I2eff, U3eff, I3eff, 0.02, u1, i1, u2,
i2, u3, i3)
properties
yUnit( i1, "A" )
yUnit( i2, "A" )
yUnit( i3, "A" )
yUnit( p_t, "W" )
yUnit( P, "W" )
yUnit( S, "VA" )
yUnit( Q, "Var" )
yUnit( cosPhi, "" )
yUnit( I1eff, "A" )
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yUnit( I2eff, "A" )
yUnit( I3eff, "A" )

考えられる1つの解を以下のページに示します。
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10.7.7.1  設定
1. [設定] - [アナログチャンネル]に移動します。
2. 最初に3つのチャンネルを有効にします。1つのチャンネルに名前を付けます。このチャンネルには、1kHzのサ

ンプリングレートで「サイン」信号を適用する必要はありません。
3. 音叉をチャンネル1と2に接続します。チャンネル1を「Torque」、チャンネル2を「T1」と名付けます。
設定:

Torque: ハーフブリッジ、スケーリング: 1Nm/mV/V、範囲: 1000Nm、サンプリングレート: 1kHz
T1: カップリング: DC、補正: Pt100、サンプリングレート: 100Hz

4. [設定]/[デジタルチャンネル]に移動します。
5. 3つの表示変数、DspV_i1、DspV_i2、DspV_i3に名前を付けます。
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6. [デバイス]メニューからimcOnlineFAMOSを開き、imcOnlineFAMOSのソーステキストを入力します。
このテキストからスクリプトをコピーして、imcOnlineFAMOSに貼り付けることができます。
imcOnlineFAMOSのソーステキストがファイルとして利用できる場合は、imcOnlineFAMOSに直接イ
ンポートできます。

7. 青色のチェックマークボタンをクリックして、構成を準備します。これにより、[Data Browser]にチャンネルが設
定されます。
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10.7.7.2  Panelページ
例に使用するPanelページは、全て「グレー配色」スキンで作成したものです。このためには、ページ上を右クリッ
クして表示されるコンテキストメニューから、適切な項目を選択します。
最初に4つのPanelページとして、[開始]、[測定]、[ジェネレータ]といった標準的なダイアログ、さらには横長形
式のレポートとして[レポート]を作成します。これらの構成は次のステップで行います。

10.7.7.2.1  Panel - 開始
Panelページには、初期状態では[開始]ボタンと画像「Windanlage.jpg」が表示されているだけです。

例では、Widgetの[産業] - [スイッチ/ボタン] - [押しボタン]を使用しています。押しボタンのキャプションとして「開
始」を付けます。
押しボタンを押すと、 Panelページの[測定]に移動します。この配置は、ボタンの[プロパティ]で[イベント]を設定し
ます。
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10.7.7.2.2  Panel - 測定

このページには、U、I、cosPhi用の多数のバーメータ、電力ゲージ、負荷設定用の電位差計、押しボタン、2つ
のカーブウィンドウがあります。
1. まずはカーブウィンドウから始めます。右側のウィンドウにUとIの瞬時値が表示されます。変数を決定しま

す。最初に3つの電圧をY軸にドラッグすることにより、2つのY軸を作成します。次に、3つの電流をX軸の下
にドラッグします。グリッドを追加します。

2. 左のカーブウィンドウを設定します。電力信号、cosPhi、RMS値を[Data Browser]からカーブウィンドウにド
ラッグします(図を参照)。カーブウィンドウを「最終値」に設定します(右クリックしてコンテキストメニューから
[構成] - [表示]を選択します)。数値を任意にフォーマットします([数値フォーマット]をダブルクリックしま
す)。

3. 次に、バーメータを作成します。例では、[自動車] - [バースケール]のWidgetsバーメータを使用していま
す。また、設計は[産業]に変更されました。入力範囲を設定します(図を参照)。電流には領域が付きま
した。単純に領域を追加するだけで、以下の外観が得られます。

ヒント: 最初にバーメータを作成し、目的の設定を全て行います。次に、Widgetのコピーを2つ作成しま
す。[Data Browser]から、一方のチャンネルをコピーにドラッグします。

4. [産業] - [電位差計]グループのWidgetオドメータに、電力信号が示されます。 
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グループボックスは、[形状]グループから電力信号の周囲にドラッグしま
す。
変数名が測定値の横に表示されていることを確認します。

5. 負荷をシミュレーションするには、各電流振幅(DspV_i1～DspV_i3)を制御するimcOnlineFAMOSプロ
グラム内に、1つの表示変数を設定します。
Panelで、表示変数が電位差計に関連付けられます。この例では、[産業]グループの電位差計を使用し
ます。 

範囲は0から5までです。電位差計にLoad I1からLast I3まで
の名前を付けます。

6. 最後に、押しボタンを作成します。この例では、[産業]グループのWidgetsも使用します。
ジェネレータの押しボタンによって、[ジェネレータ]ダイアログがポッ
プアップダイアログとして表示されます。押しボタンを作成していな
い場合は、今すぐ作成してください。「ジェネレータ」というタイトル
が表示されていることを確認します。ブランチ[有効]に対する押し
ボタンのイベントは、 [Panel] - [ダイアログとしてのPanelページ]とし
て設定します。[ダイアログとしてのPanelページ]の横にある矢印を
クリックし、表示するPanelページとしてPanelの[ジェネレータ]を選
択します。
[レポート]押しボタンを使用すると、Panelページの[レポート]に
移動します。このためには、[イベント]の下のユーザインタラクション
[ワークスペース内で閲覧]が必要です。

[開始/停止]スイッチを使用すると、SequencerをWidgets化できます。このためには、プロパティ[スイッチン
グ動作]を[Switch]に設定する必要があります。重要なのは、Sequencerが現在スイッチによって制御されて
いることです。これは[イベント]を使用して実現します。
[スイッチオン]: [メニューアクションの実行]: [Sequencer] - [Sequencerの起動]
[スイッチオフ]: [メニューアクションの実行]: [デバイス] - [停止]
これで、Sequencerが起動します。デバイスの測定が終了します。Sequencerでは、後で測定が終了するま
で待機してから、imcFAMOSの評価を実施します。
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10.7.7.2.3  Panel - ジェネレータ
[ジェネレータ]ページは、Panelページの[測定]から、ポップアップダイアログとして表示されます。

1. このページには追加の写真「Generator.jpg」が表示されます。
2. [産業]グループから、電力信号のテーブルが挿入されます。行数が1に削減されます。ドラッグアンドドロッ

プ操作により、Data Browserからセルに電力値が入力されます。また、列およびテーブルに見出しを入力し
ます。

3. [産業] - [ステータスインジケータ]のグループから、3つの「7セグメントディスプレイ」を追加します。プロパティを
[バックグラウンド]から[産業]に変えます。
トルク、温度(T1)、RMS電圧値をディスプレイに関連付け、それぞれのタイトルも表示します。

4. クロックWidgetをPanelページにドラッグします。
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10.7.7.2.4  Panel - レポート

1. カーブウィンドウをPanelページの[測定]からレポートにコピーします。カーブウィンドウの[透明度]を[フル]に
設定します。

2. 電力テーブルをPanelページの[ジェネレータ]からレポートにコピーします。ここでも同様に、[透明度]を[フ
ル]に設定します。

3. [統計]では、3行×3列の追加のテーブルを作成します。テーブルのキャプションと列見出しに名前を付けま
す(図を参照)。セルは、まだ作成されていない変数と関連付けられていますが、[P_max]、[P_min]、
[Q_max]、[Q_min]、[S_max]、[S_min]といった数値項目のプロパティ[変数]に入力します。

4. セルの下のプロパティに、適切な単位(W、Var、VA)および係数Kiloを選択します。
5. 電流と電圧のRMS値用に、バーメータのあるテーブルを追加作成します。
6. レポートの仕上げが完了したら、画像と残りのテキストを追加します。
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10.7.7.3  Sequencer
Sequencerは、[Panel]ページの[測定]にある[開始/停止]スイッチを使用して起動
します。起動すると、以降のステップが自動的に実行されます。
Sequencerを起動するには、[測定]パネルの[開始/停止]ボタンを押します(図を参
照)。
以下のステップが自動で実行されます。
· 測 定後にFamosに直接転送する変数の初期化
· 測 定 の開始
· 測 定 の停止 (パネルの [開始/停止 ]スイッチ )
· Famosシーケンスの実行。P_max、P_min、Q_max、Q_minなどが計算されます。
· レポートページがポップアップして計算結果を表 示

第1シーケンス(初期化)
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第2シーケンス(電力値の計算)

備考: 測定は、通常の[開始]ボタン(緑色の三角)を使用しても開始できますが、その場合は、Sequencerによ
るステップは実行されません。
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11  Monitor
imcSTUDIO Monitorにより、進行中の測定データの観察を特に目的として、測定を実行している間1つ以上
の測定デバイスに接続することが可能になります。データは複数のワークステーション上で表示、編集ができま
す。
imcSTUDIO Monitorは、imcSTUDIOの中の1つの独立したインストールの種類です。つまり、1つの独立した
アプリケーションとしてインストールされ、開始されるということです。それに応じて、Monitorに関しては、別のライ
センスが必要になります(imcSTUDIO + imcSTUDIO Monitorエディション)。
基本的な要素はimcSTUDIOの、Panel 、および[ツール]ウィンドウの[デバイス/チャンネル] です。

11.1  リボン
[ホーム]

メニュー項目 説明

[デバイス検索]
(imcSTUDIO Monitor)

The system searches for all  imc devices in the network. The amount of time this
takes depends on how many devices are connected and on the network type.
Upon conclusion, the devices found are l isted under the tab: Devices in the tool
window: Devices / Channels.
For more information on the correct configuration of all  network settings, see
the manual: Setup - Connect the device .

他の未割り当てのメニュー項目
メニュー項目 説明
[保存の有効化]
(imcSTUDIO Monitor)

選択した全てのチャンネルの保存を有効にします([デバイス] / [チャンネル] ツールウィンド
ウ内のそれぞれの記号の説明も参照( ))。

[保存の無効化]
(imcSTUDIO Monitor)

選択した全てのチャンネルの保存を無効にします([デバイス] / [チャンネル] ツールウィンド
ウ内のそれぞれの記号の説明も参照( ))。

11.2  システムの前提条件と制限事項
測定デバイスの要件
imcSTUDIO Setupの場合と同じハードウェア前提条件が適用されます。
imcSTUDIO Monitorと接続するためには、デバイスは少なくとも32 MBの内部デバイスメモリを追加で使用できる必要があります。
デバイスへのアクセス: 多くて、
· 3台のimcSTUDIO Monitor PCを1台のデバイス(SN 12xxx)に直接接続できます。または、
· 4台のimcSTUDIO Monitor PCを1台のデバイス(SN 13xxx以降)に直接接続できます。

imcSTUDIO Project Managementなし
imcSTUDIO Monitorでは、「imcSTUDIO Project Management」コンポーネントは無効になります。そのた
め、imcSTUDIOに見られるようなデータベースはありません。試験設定を保存およびロードするためのダイアログ
は、標準化された[名前を付けて保存] / [開く]ダイアログに対応します。
試験設定は、任意の場所で保存できます。保存した測定データは、関連する試験設定フォルダに格納されま
す。
制限事項の要約:
· 独自のデータベースは使用されない
· 共通の設定を持つプロジェクトではコンパイルは行われない

747 1135
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· 保存された測定はDataBrowserに表示されない

11.3  ツールウィンドウ

11.3.1  [デバイス ]  / [チャ ンネル ]

このツールウィンドウでは、デバイスの検索と選択、およびMonitorを使用して表示するチャンネルの選択ができま
す。また、循環バッファ時間をチャンネルごとに個別に選択し、データ保存を有効/無効にすることもできます。
このウィンドウにはツールバーと3つのタブがあり、各タブにはデバイス/チャンネル選択のためのビューと追加のオプ
ションが含まれています。

ツールバー
メニュー項目 説明

[デバイス検索]
(imcSTUDIO Monitor)
[ネットワーク検索]

The system searches for all  imc devices in the network. The amount of time this
takes depends on how many devices are connected and on the network type.
Upon conclusion, the devices found are l isted under the tab: Devices in the tool
window: Devices / Channels.
For more information on the correct configuration of all  network settings, see
the manual: Setup - Connect the device .

[ユーザ定義デバイス]

IPアドレスまたはドメイン名(DNS名)を使用することにより、デバイス検索なしでデバイスへの接
続を確立できます。
imcデバイスをネットワーク検索によって統合することができない場合は、一部の構造化された
ネットワーク(ルータ、インターネットなどによって構成されているネットワーク)でこれが必要になりま
す。

[リフレッシュ] 選択解除されたデバイスに属する全てのチャンネルを[チャンネル]リストから削除します。

[保存]

選択した全てのチャンネルの保存を有効/無効にします(メニューアクション[保存の有効化/無
効化] (imcSTUDIO Monitor) に相当します)。
データ保存を有効にすると、現在のタイムスタンプを使用して(または、設定されたデータ保存オ
プションに従って)測定フォルダが作成されます。選択した全てのチャンネルが保存されます。
データ保存を再度無効にすると、測定フォルダが閉じられます。新規の有効化ごとに、新しい
フォルダが作成されます。

タブ: [デバイス] - デバイスの選択
パラメータ 説明
[モニタ] 目的のデバイスの[モニタ]ボックスをクリックすると、そのデバイスへの接続が確立されます。複数のデバイ

スを選択することもできます。
選択できるのは、測定用に初期化されているデバイスまたは測定がすでに実行されているデバイスのみ
です。この条件を満たしていない場合は、選択内容が自動的に削除されます。

[名前] デバイスの名前。
[デバイスステータス] 接続ステータスとデバイスステータスを示します。たとえば、"connected; running"は、Monitorがデバ

イスに接続されていて、測定が実行中であることを意味します。
[シリアルナンバー] デバイスのシリアルナンバー。
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タブ: [チャンネル] - チャンネルの選択
パラメータ 説明
[モニタ] [モニタ]ボックスをクリックすると、変数が選択されます。変数のデータ転送が直ちに始まります。
[名前] 変数の名前。
[コメント] 変数に関するコメント。
[単位] 変数の単位。
[循環バッファ時間] 発生しているデータは、全て循環バッファメモリに保持されます。このパラメータを使用すると、この循環

バッファメモリの最大期間の長さを決定できます。
注意: 循環バッファメモリはカーブウィンドウ内の表示にのみ適用され、測定データの保存には
影響しません。

タブ: [オプション]

保存オプション
パラメータ 説明
[フォルダの記述名] このパラメータを使用して、測定データのフォルダ構造を設定します。

· タイムスタンプ - 日時(測定番号)
パス名は開始時間から形成されます。

· 連続番号
[データフォルダ] 測定データ用の現在の保存領域。
[保存間隔] / [保存間隔
の量]

これらの2つのパラメータを使用することで、データ量とファイル数を制限できます。これにより、測定が長
期に渡る場合でも、使用可能なメモリの枯渇を防ぐことができます。
保存間隔カウントと間隔をかけた値により、測定完了後に使用可能な測定期間が決まります。
例:
保存間隔が5分、保存間隔カウントが12、測定期間が24時間に設定されているとします。
この場合、1日(24時間)後には、最大5分の間隔で構成される、少なくとも最後の60分間の測定結
果を利用できます。

オプションの変更内容を適用するには、[適用]ボタンを押します。

11.4  情報とヒント
プレースホルダEXPERIMENT.PATH
試験設定ファイルのパスを検索するために、プレースホルダEXPERIMENT.PATHもimcSTUDIO Monitorで使用
できるようになりました。

Note: Deviating System Behavior

Deviating system behavior in absence of the component: imcSTUDIO Project Management:
If the component imcSTUDIO Project Management is deactivated, no database is used to manage
the experiments jointly. For this reason, the placeholder returns different results.
Name Context menu Description
CFG - Not supported.
NAME - Not supported.
PATH Experiment - Path Path to the storage directory of the configuration fi le

".imcStudio"/".imcExp"
SETTINGS - Not supported.
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11.5  チュートリアル
以下に、プラグインMonitorの例をいくつか示します。

11.5.1  モニタリング - 最初のステップ
imcSTUDIO Monitorは、imcデバイスの初期化後または測定の実行中にimcデバイスに接続できます。
以下のように操作します。
· デバイス検索を実行して、使用可能な全てのデバイスのリストを取得します。
· デバイスを選択して、全てのデバイス変数のリストを取得します。
· 観察するチャンネルを選択します。
· 測定データを表示するためにPanelページを設定します(詳しい説明はここでは示しません) 。

[デバイス検索]
ネットワークで使用できるデバイスを検索するには、以下の画面でデバイス検索記号をクリックします( )。
· ツールウィンドウ: [デバイス] / [チャンネル]または
· リボン: [ホーム] (または[Panelコントロール]) > [デバイス検索] (imcSTUDIO Monitor)

注意: デバイスとの接続
検索成功の条件については、imcSTUDIOの場合と同じ条件が適用されます。デバイスが見つからない
場合は、様ーな原因が考えられます。
全てのネットワーク設定の正しい構成に関する詳細は、マニュアル:『Setup - Connect the device』 を
参照してください。

タブ: [デバイス] - デバイス選択
デバイス検索が終了したら、目的のデバイスに接続できます。
· メインウィンドウPanelに移動します。
· ツールウィンドウ[デバイス] / [チャンネル]で、[デバイス]タブを開きます。
ここには、見つかった全てのデバイスのリストが表示されます。
· [モニタ]列でチェックマークを設定して、目的のデバイスを選択します( )。

注意: ファームウェア
デバイスに接続できるようにするには、そのデバイスに適合するファームウェアバージョン(imcDEVICES)をイ
ンストールする必要があります。
ファームウェアをデバイスから読み込むためには、デバイスを構成するためのimcSTUDIOコンピュータだけで
なく、imcSTUDIO Monitorコンピュータにもファームウェアが存在する必要があります。

[チャンネル]タブで1つ以上のチャンネルが選択されている限り、測定データの転送はデバイスの選択で始まりま
す。
デバイスの選択を解除すると、測定データの転送が停止します。

264
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タブ: [チャンネル] - チャンネル選択
表示するチャンネルを選択するには、ツールウィンドウ[デバイス] / [チャンネル]で[チャンネル]タブを開きます。
デフォルトの設定では、選択したデバイスに従ってチャンネルがグループ化されます。
· 目的のチャンネルを有効にするには、[モニタ]列でそのチャンネルを選択します( )。

注記
ここでチャンネルを選択しなかった場合、このチャンネルのデータは転送されません。

imcSTUDIOでコメントをチャンネルに割り当てた場合、そのコメントは[コメント]列にも表示されます。また、[単
位]列には測定データの単位が表示されます。

循環バッファ時間
着信データは、全て循環バッファメモリに保持されます。このバッファメモリの量は、[循環バッファ時間]列でチャン
ネルごとに設定できます。

注意: 循環バッファ時間
循環バッファメモリはカーブウィンドウ内の表示にのみ適用され、測定データの保存には影響しません。

データ保存の有効化
デフォルトでは、データ保存は無効になっています。選択した全てのチャンネルについてデータ保存を有効にする
ことができます。

注意: 試験設定の保存が必要です。
測定データは試験設定と共に保存されるため、定義された保存場所が必要になります。
試験設定を保存しないと、データ保存を有効にするボタンが無効になります。

データ保存を有効にするには、以下のいずれかの操作を行います。
· ツールウィンドウ : [デバイス] / [チャンネル]でボタン: [保存] ()をクリックする
· メニューアクション: [保存の有効化] (imcSTUDIO Monitor) を使用する( )
データ保存を無効にするには、以下のいずれかの操作を行います。
· ツールウィンドウ : [デバイス] / [チャンネル]でボタン: [保存]を再度クリックする
· メニューアクション: [保存の無効化] (imcSTUDIO Monitor) を使用する( )
データの保存には様ーなオプションを使用できます。全ての保存オプションの詳細については、ツールウィンドウ: 
[デバイス] / [チャンネル] の説明を参照してください。
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12  DataProcessing
imcSTUDIO DataProcessingは、imcSTUDIOプラグインで、以前は測定デバイスで行われていた様ーなデー
タ処理と計算タスクを、測定実施中にPCに委託することが可能です。これは、測定デバイスの演算リソースが解
放され、PCの高い計算能力が使用される、ということです。
多くのDataProcessingのための機能パッケージがあります。
機能パッケージ 説明
imcInlineFAMOS 測定実行中に測定されたデータの処理と分析
PowerQuality EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class A)による、電力特性分析のための拡張パッケージ
imcSTUDIO
BusDecoder

フィールドバスログチャンネルの解読のための拡張パッケージ

Powertrain Monitoring コンポーネントimcSTUDIO Powertrain Monitoringは、パワートレインの診断ために開発されていま
す。パワートレインは、ブレーキのためのデバイスの他にも、モータ、シフトギアボックス、エンジンから構成するこ
とができます。診断は、フィールドのシナリオ、テスト施設、または製品の完成品性能テストで使用されます。

DataProcessingを開く

プラグインは[ナビゲーションペイン]を通して開くことができます 。

タスク
アクティベーションが行われた各ーの機能パッケージのために、[カード]タブで表示されたタスクが開きます。結果
として、1つの機能パッケージから他のものへ移動することができます。全てのタスクは並行して処理されます。実
行されるタスクの数は、使用している機能の要求とPCの性能により決まります。
それぞれの機能パッケージに、追加タスクを設定することができます。追加可能な数量もまた、使用されるPCの
性能によります。

Setup内の構成結果チャンネル
素早く明確に編成された結果チャンネルの構成はDataProcessingタスクに属していて、その構成のために全て
の結果チャンネルは、メインウィンドウのチャンネルテーブルに表示されます。Setup。ここでは、チャンネルを
imcOnlineFAMOSに属する仮想チャンネルのように構成することができます。

注記

デバイスに関するドキュメントの記述は、どの個所も複数のデバイスにも同様に適応します。

12.1  リボン
タスク

メニュー項目 説明

新規
新しいタスクを追加します。
新しいタスクをどの関数パッケージから生成するかを選択し、タスクに適切な名前を入力しま
す。

[編集] たとえば選択したタスクの名前を変更できるダイアログを開きます。

[削除] 選択したタスクを削除します。タスクの構成は破棄され、復元できなくなります。

構成

1141
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 メニュー項目 説明

Restore 選択したタスクの構成の状態を、最後に適用した状態に復元します。現在の構成は破棄さ
れ、その構成には復元できなくなります。

[チェック]

選択したタスクの構成を確認します。
エラーが発生すると、ステータスバーに通知が表示されます!
imcInlineFAMOSでの特別な機能:
問題のある部分がエディタで強調表示されます。
エラーが発生せずに構文チェックが終了すると、新たに定義した仮想チャンネルと変数がすべ
てチャンネルリストに採用されます。

選択したタスクの構成を適用します。
その構成内容が適用されるとすぐに、タスクが開始し、計算が行われます。Setupのチャンネル
のテーブル内に、新たに定義されたチャンネルが追加の仮想チャンネルとして表示されます。

クリップボード
 メニュー項目 説明

[切り取り] 選択領域(エディタ内で強調表示されている領域)を削除して、クリップボードにコピーします。

[コピー] 選択領域(エディタ内で強調表示されている領域)をクリップボードにコピーします。

[貼り付け] 強調表示されている場所にクリップボードの内容を挿入します。

編集
 メニュー項目 説明

[元に戻す] エディタで最後に行った変更を元に戻します。

[取り消し] 直前に元に戻した変更をもう一度行います。

検索
 メニュー項目 説明

[検索] 指定のテキストを検索します。

検索および置換 指定のテキストを検索して置換します。

インポート/エクスポート
 メニュー項目 説明

[インポート] DataProcessingのタスクの構成をインポートします。

[エクスポート] DataProcessingの選択したタスクの構成をエクスポートします。
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12.2  InlineFAMOS
測定中に行う測定データの処理と分析
imcInlineFAMOSはDataProcessing用の関数パッケージです。
imcInlineFAMOSでは、現在測定が実行されているデータストリーム上で計算を行うことができます。計算は
PCで行い、PCの処理性能を活用します。それに対して、imcOnlineFAMOSでは、計算はデバイスで行われ
ます。

関数の適用範囲 :
事前に定義されている多数の関数を計算に使用できます。 imcOnlineFAMOSのほとんどの関数は
imcInlineFAMOSでも、同じように同じ構文で使用できます。その他、imcInlineFAMOSでしか利用できな
い関数がいくつかあります。

クロスデバイス計算
imcOnlineFAMOSとは異なり、imcInlineFAMOSでは、異なるデバイスに属するチャンネルでも、
Trigger_48(測 定 の開始 /停止 )に割り当てられている場合は、その複数のチャンネルに演算を適用することができ
ます。

結果の表示:
生成される結果はデバイス変数 /チャンネルとして扱われます。このデバイス変数はSetupのページ([ストレージ]な
ど )で設 定され、Panelのページに表 示できます。

タスク:
複数の独立して完了する計算シーケンス(タスク )であり、並列処理が可能です。こうしたタスクの可能な最大の
適用範囲 /数は、使用する関数に必要な計算リソースと、使用するPCで利用可能な計算リソースに依存しま
す。

このドキュメントを参照する際の前提となる知識:
imcOnlineFAMOSと imcInlineFAMOSは基本的に、ユーザインターフェースと計算を行う媒体が異なるだけ
です。そのため、imcInlineFAMOSの機能に関しては、特に説明していませ ん。
このドキュメントを使って imcInlineFAMOSの操作方法を学ぶには、imcOnlineFAMOSについてひととおり
知っている必要があります。このドキュメントでは、ユーザインターフェースおよび imcOnlineFAMOSとの相違点
についてのみ説明しています。

12.2.1  比較: imcOnlineFAMOS / imcInlineFAMOS
imcOnlineFAMOS imcInlineFAMOS
従来からのデバイスベースのリアルタイム分析 ライブストリーミングデータについてのPCベースの分析

imcFAMOSとはまったく異なる(完了したデータセットの後処理)
データの取得場所である測定デバイスの内部で処理
· 複数のデバイスにわたる計算はできない
· スタンドアロン機能

PC上で処理を行い、データの取得場所では処理を行わない
· 複数のデバイスにわたる計算が可能(測定の開始時点(トリガ

48)で取得されるすべてのチャンネルに適用)、サードパーティのデ
バイスも(3PDI経由で)含めることが可能

· スタンドアロン機能ではない
· それに応じてリアルタイムの応答が減少
· ただし、強力で拡張可能なPCプラットフォームを使用できる

計算と結果の分解能: 4バイト 計算と結果の分解能: 8バイト
共通点:
· ライブ分析: すぐに視覚的にフィードバック
· ライブデータストリームの処理: 測定を実施するが、完結はしない(後処理はしない)
· 構文が統合され、関数の適用範囲は同じ
· 同じトリガに割り当てられた複数のチャンネルの組み合わせに演算を適用

1144
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Professionalバージョン
imcOnlineFAMOS (imcOnlineFAMOS / imcOnlineFAMOS Professional)とは異なり、バージョンのグ
レードはない。

データフローの図

データフローの図
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imcInlineFAMOS、imcOnlineFAMOS、imcFAMOSをそれぞれいつ使用するか
適用分野:
· リアルタイム分析と短い応答時間: imcOnlineFAMOS
· 関数の適用範囲が複合(計算負荷が大きい): imcInlineFAMOS
· 計算負荷が大きい後続の分析(後処理): imcFAMOS

12.2.2  システムの前提条件と制限事項
imcOnlineFAMOSの制限事項はimcInlineFAMOSには適用されません。
実行できるタスクの数と範囲は、使用する機能の計算需要と、使用するPCの処理能力に左右されます。計算
はすべてPCで行われるので、PCの性能によって可能な範囲が決まります。

PCの最小要件1 PCの推奨構成2

imcSTUDIOの最小要件が適用されます。 imcSTUDIOの推奨構成が適用されます。
その他の推奨事項:

2+n個以上のプロセッサコアのプロセッサ(nはタスク数)
1 最小要件のシステムは、負荷の大きい計算には不十分です。
2 計算、保管、および測定データの視覚化に十分な性能を確保するには、DataProcess ingのタスクごとに1個のプロセッサコアが必要
です。さらに、2+n個のプロセッサコアが理想的です(nはタスク数)。

演算に組み込めるチャンネルは? 

1.1台のデバイスに属する複数のチャンネル
この場合、imcOnlineFAMOSと同じ前提条件が適用されます。同じトリガの対象である複数のチャンネルを
まとめて組み込むことができます。たとえば、開始/停止のトリガ(トリガ48)またはトリガxの場合です。
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2.異なるデバイスに属する複数のチャンネル
開始/停止のトリガ(トリガ48)に割り当てられるチャンネルは複数のデバイスにわたっていても計算に組み込めま
す。
複数種類のデバイスでトリガされる複数のチャンネルを組み込んだ計算は機能しません。その理由は次のとおり
です。
· 異なるデバイス上ではトリガxの定義が異なることがあります。
· デバイスのトリガに対して、グローバルな伝播や同期は行われません。つまり、デバイスAのチャンネルはデバイ
スBのトリガではトリガできません。

プロセスベクトル変数とその他の変数
デイバイス変数は、プロセスベクトル変数、表示変数、ネットワークビット、仮想ビットも含めてすべて、
imcOnlineFAMOSの場合と同様に処理し、設定することができます。
imcInlineFAMOS内でプロセスベクトル変数をセットアップすることはできません。プロセスベクトル変数は、特
定のデバイス用にimcOnlineFAMOS、Setupプラグイン、またはAutomationで明示的に作成されるデバイス
変数です。
そのデイバイス上でのみプロセスベクトル変数を保存し、復元することができます。

デバイス変数の更新/書き込みレート
デバイスへの読み取りと書き込みアクセスは制限されます。

12.2.3  関数の適用範囲
imcOnlineFAMOSのほとんどの関数はimcInlineFAMOSでも、同じように同じ構文で使用できます。その
他、imcInlineFAMOSでしか利用できない関数もあります。
特に、以下の関数グループは利用できません。
· すべてのクローズドループのコントロール関数
· 多くのシステム関数
· すべてのCAN関数
· すべてのECU関数
· ReadyForPowerOff
· SyncOverload
· OnSyncTask (同期タスク)
· OnPowerOff
· IntegralP/IntegralP2
関数リファレンスには、特定の関数がimcOnlineFAMOSのみ、またはimcInlineFAMOSのみで利用できる
場合、その旨が記載されています。

12.2.4  オペレーション
12.2.4.1  imcInlineFAMOSの起動
プラグインのDataProcessingをナビゲーションウィンドウから開きます。このプラグインのメインウィンドウには、ペー
ジタブ(タスク: )があり、関数パッケージimcInlineFAMOSに対応しています。まだ選択していない場合は、
タスク名の上でマウスの左ボタンをクリックします。imcInlineFAMOSエディタがメインウィンドウに表示されます。
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12.2.4.2  ユーザーインターフェース

このウィンドウは次の5つの領域に分かれています。
1. ツールウィンドウ: 変数リスト
2. 演算用エディタ(テキストボックス)
3. ツールウィンドウ: 関数アシスタント
4. ツールウィンドウ: 関数リスト
5. ツールウィンドウ: ヘルプ

領域1: 変数リスト
ここには、imcInlineFAMOSでサポートされる利用可能なすべての変数(特に、デバイス変数やユーザ定義の
変数)のリストが表示されます。
変数は、変数タイプに従って分類できます。分類の有無にかかわらず、各変数タイプを示す記号がそれぞれの
変数名の前に表示されます。現在のタスクで作成された変数には緑色の印が付きます。変数タイプの説明に
ついては、「Main Window Elements」 の章を参照してください。693
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領域2: 演算用エディタ
テキストボックスに演算を入力します。必要に応じて、キャリッジリターンおよびスペースを挿入することができま
す。ただし、どの指示もその全体を1行にコード化する必要があります。

変数または関数のエディタへの追加
要素をエディタに追加するには、複数の方法があります。
· 要素をダブルクリックする
· エディタにドラッグアンドドロップする
· 関数アシスタントを呼び出す。関数アシスタントを使用すると、関数のパラメータの設定とエディタへの関数の
入力が簡単になります。
関数は、丸括弧と共にエディタに入力されます。

領域3: 関数アシスタント
関数アシスタントは、関数のパラメータの設定をサポートしています。

領域4: 関数リスト
使用可能な数学関数と文字の一覧です。関数のヘルプを使用して、チャンネルや変数に対して計算を実行
できます。その結果、仮想チャンネルやローカルチャンネルまたはローカル変数が取得されます。
数学関数は常に即時更新されます。その機能を理解するには、[ヘルプ]ボックスや関数リファレンスを参照して
ください。

領域5: [ヘルプ]
ここには、関数の説明と変数のプロパティの説明が明示されます。
変数または関数のヘルプテキストを開くには、マウスを左クリックして対象の項目を選択します。エディタはそのま
ま変わりません。

12.2.4.3  簡単な紹介
関数アシスタントを利用して、数学関数の選択とパラメータの設定を行うことができます。
関数リスト内で関数をクリックすると、関連付けられたヘルプテキストを表示する[ヘルプ]ウィンドウが呼び出されま
す。必要に応じて、[ヘルプ]ウィンドウを拡大できます。
エディタ内で関数とそのパラメータを入力します。この操作は、関数アシスタントを使用して行うことができます。演
算を仮想チャンネルに割り当てるには、等号記号を使用します。仮想チャンネル名は自由に指定できます。

例
summation = Channel_001 + Channel_002
difference = Channel_003 - 5
DAC_01 = difference
以下の例では、和と差を、2つの仮想チャンネルに、そしてDACチャンネルの出力チャンネルに割り当てていま
す。

アナログ出力(DAC)に関する注意
測定デバイスのアナログ出力の出力電圧の範囲は、-10～10Vです。したがって、この範囲内の値のみを割り
当てることができます。DACチャンネルのプラグインであるSetupでのスケーリングが考慮されます。
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変数または関数の追加
· ドラッグアンドドロップによって、変数リストからエディタに名前を入力できます。または、名前をダブルクリックする
と、その名前がエディタに挿入されます。

· 同様に、ドラッグアンドドロップによって、関数リストからエディタに関数を移動できます。関数リスト内の関数の
項目をダブルクリックするだけで、その関数がエディタに挿入されます。
各関数の定義はそれぞれ1行に指定します。

チェック / 構文チェック 
構文チェックを行うにはボタンをクリックします。エラーが発生すると、ステータスバーに通知が表示されます! 問題
のある部分がエディタで強調表示されます。

構文チェックでエラーがないことが確認されると、新しく定義された仮想チャ
ンネルと変数がすべて[チャンネル]リストに表示されます。

オプション: ソーステキストの保存
各項目は試験とともに保存されるので、ソーステキストを改めて保存する必要はありません。ただし、ソーステキ
ストのコピーを予備として作成することは可能です。このファイルは外部に保存できますが、試験には使用されま
せん。このソーステキストファイルを後でインポートし直すか、別の試験に使用することができます。
ソーステキストを保存するには、エディタのコンテキストメニューを開き、[ソーステキストの保存] ( )を選択しま
す。

imcInlineFAMOSの設定の適用 
構文チェックでエラーがないことが確認されても、タスクはまだ実行されません。その構成内容が適用されるとすぐ
に、タスクが開始し、計算が行われます。構成を適用するには[適用] ( )ボタンをクリックします。
Setupのチャンネルのテーブル内に、新たに定義されたチャンネルが追加の仮想チャンネルとして表示されます。

12.2.4.4  補助ファイル
補助ファイル(imcInlineFAMOSの関数の特性カーブなど)は、imcOnlineFAMOSの補助ファイルと同様に
扱われます。imcInlineFAMOSが補助ファイルを認識できるように、補助ファイルを試験にインポートする必要
があります。

参考
このトピックに関する説明は、[Setup] > リボン > [構成] > [補助ファイル] を参照してください。98
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12.2.5  コンテキストメニュー

エディタ内のコンテキストメニュー
エディタ上でマウスを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが表示されます。

 メニュー項目 ホットキー 説明

[ソーステキストのロード] (Shift + F2) 以前に保存したソーステキストファイルをロードして、それによって現在の構
成を上書きします。

[ソーステキストの保存] (Shift + F3) ソーステキストやプロパティを特定の場所に保存します。

[コピー] (Ctrl  + C) エディタ内で強調表示されている領域をクリップボードにコピーします。

[貼り付け] (Ctrl  + V) クリップボードの内容を強調表示されている場所に挿入します。

[切り取り] (Ctrl  + X) エディタ内で強調表示されている領域を切り取り、クリップボードにコピーし
ます。

[元に戻す] (Ctrl  + Z) エディタで最後に行った変更を元に戻します。この機能は、連続して複数
回行うことができます。

[取り消し] (Ctrl  + Y) 直前に元に戻した変更をもう一度行います。この機能は、連続して複数回
行うことができます。

[構文チェック] (F6)

ソーステキストにエラーがないかを確認します。
エラーがあれば、ステータスバーに通知が表示されます。エディタ内でエラー
の箇所が強調表示されます。
構文チェックでエラーがないことが確認されると、ステータスバーに[構文チェッ
クが正常に終了しました!]と表示されます。新たに定義された仮想チャンネ
ルと変数が変数リストに表示されます。

[コントロールコマンドの使
用] - コントロールコマンド のアクティベーション/アクティベーションの解除を行

います。

[プロパティ] (F5) [プロパティ]ウィンドウを開きます。ここでその後、仮想チャンネルのプロパティ
を編集できます(仮想チャンネル を参照)。

[行番号の表示] - エディタの行番号の表示のオン/オフを切り替えます。

[折りたたみの表示] -
コントロールコマンドに対してエディタ内でコードの折りたたみのオン/オフを切
り替えます。論理的に関連のあるソーステキストセクションをまとめるのに使
用します。

変数リストでのコンテキストメニュー
変数リストの上でマウスを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが呼び出されます。

 メニュー項目 説明
[ツリービュー] 変数をチャンネルタイプごとのグループにまとめて表示します。

[リストビュー] 変数をすべて1つのリストで表示します。チャンネルタイプは明示されません。名前の前の記号で
タイプが表されます。

[ツリーの展開] ツリービューのグループを展開します。

[折りたたみツリー] ツリービューのグループを折りたたみます。

[タイプ順に並び替え] リストビュー内でチャンネルタイプ順に並び替えます。

[名前順に並び替え] リストビュー内で名前順に並び替えます。

[フィルタ] フィルタバーを表示します。

685
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関数リストでのコンテキストメニュー
関数リストの上でマウスを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが呼び出されます。

メニュー項目 説明
[ツリービュー] すべての関数を関数グループごとにアルファベット順で表示します。

[リストビュー] すべての関数をアルファベット順のリストとして表示します。

[ツリーの展開] ツリービューの関数グループを展開します。

[折りたたみツリー] ツリービューの関数グループを折りたたみます。

[ヘルプ]ウィンドウ内のコンテキストメニュー
[ヘルプ]ウィンドウ上でマウスを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが呼び出されます。

メニュー項目 説明
[すべてコピー] 現在のヘルプテキスト全体をクリップボードにコピーします。

[例をコピー] 現在のヘルプテキストに含まれる既存の例をすべてクリップボードにコピーします。

12.3  PowerQuality
EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class A)に準拠した電力品質分析用の拡張パッケージ
PowerQualityでは、EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class A)に準じた電力品質インジケータの計算が可能です。
計算は進行中の現在の測定データに基づいて、PCで行われます。これには、PCの計算リソースが利用されま
す。
初めてPowerQualityを使用する場合、最初にユーザインターフェース について把握してから、例 につい
てひととおり理解してください。

システムの要件と制限事項
有効な結果を保証するには、計算対象のすべてのチャンネル(電圧値と電流値 )を10kHz以上の周波数でサン
プリングする必要があります。

12.3.1  PowerQualityを開く
DataProcessingプラグインをナビゲーションウィンドウから開きます。このプラグインのメインウィンドウには、タブ(タ
スク: )があり、関数パッケージPowerQualityに対応しています。まだ選択していない場合は、タスク名の上
でマウスを左クリックします。PowerQualityエディタがメインウィンドウに表示されます。

1150 1153
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12.3.2  ユーザーインターフェース

このウィンドウは次の5つの領域に分かれています。
1. 関数: パラメータがすでに設定されている関数のリストが表示されます。
2. 関数: プルダウンウィンドウで関数とそのパラメータの設定を選択します。
3. 出力: 有効に設定された出力を表示します。
4. 出力: プルダウンウィンドウでパラメータを設定し、計算を有効にします。
5. 関数を有効/無効にします。

領域1: パラメータが設定された関数の表示
いずれかの関数で設定が行われるまで、ここは空欄です。
関数の設定が行われると、その関数とパラメータがここに表示されます。
· 各関数には独自の入力パラメータのグループがあり、特定の関数を選択した後、領域2で入力パラメータを設
定する必要があります。

· さらに、各関数には様ーな出力量もあり、領域3と4でそのパラメータを設定し、有効にすることも必要です。
次の3つの関数を利用できます。
· PowerQualityAnalysis(L1): 単相電力の計算
· PowerQualityAnalysis(L1,L2,L3): 3相電力の計算(デルタ構成)
· PowerQualityAnalysis(L1,L2,L3,N): 3相電力の計算(スター構成)
関数の設定
必要な関数を選択するには、[関数]列の最初の空の行をクリックします。それによって開く領域2(パラメータ設
定ウィンドウ)で、関数を選択して構成することができます。
関数の変更
すでにセットアップされた関数を変更するには、該当するセルをクリックします。
関数の削除
すでにセットアップされた関数を削除するには、該当するセルでコンテキストメニュー を開き、[関数を削除]
を選択します。

1159 1159



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1151PowerQuality

領域2: 関数パラメータの設定ウィンドウ
ここでは関数を選択し、入力パラメータを構成します。
一番上の行で矢印ボタン  をクリックすると、選択できる関数とその名前のリストが開きます。ここでの選択(単
相か3相か)に応じて、その後に対応する入力パラメータを設定する必要があります。

単相電力の計算のパラメータ
単相システムでは以下のパラメータを設定できます。
· 電力周波数
· 動作電圧
· 電圧u1(t): 測定値
· 電圧i1(t): 同様に測定値
u1(t)とi1(t)に指定するチャンネルは、設定する時点ではアクティブでなくても、存在しなくてもかまいません。ただ
し、簡略化のため、アクティブなチャンネルの選択リストが提供されます。
ダイアログの外側のどこかをマウスでクリックすると、パラメータの設定が決定されます。それにより、選択した関数
と設定したパラメータが表示されます。

パラメータの設定後の関数
3相電力の計算では、その他に2つの電圧と2つの電流の信号を設定します。

領域3: 有効に設定された出力の表示
ここでの出力とは、計算される結果の数量であり、平均周波数、最大有効電力などです。計算される出力量
ごとにチャンネル(仮想チャンネル)が生成され、DataBrowserで利用できます。カーブウィンドウなどのWidgetに
リンクすることもできます。計算は常に瞬時の測定結果を基にするので、結果は常時更新されます。

出力の有効化と設定
現在選択している関数を有効にして設定するには、[出力]列で[出力]ボタンをクリックします。すぐに開くパラメ
ータ設定ウィンドウ(領域4)で、出力量を選択し、構成することができます。

計算の出力の設定
選択する出力量は関数ごとに別ーに設定されるので、関数ごとに[出力]ボタンがあります。関数ごとに出力を
いくつでも有効にすることができます。関数の数と同様、出力の数はPCの処理能力によってのみ制限されます。
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領域4: 計算のパラメータを設定して有効にするウィンドウ
ここでは出力量に対して、パラメータを設定し、有効にすることができます。
選択できる出力量のリストがテーブルに表示されます。このテーブルの一部を下記に示します。

単相電力の計算で選択できる出力のテーブル
上の図は、単相電力の計算の場合の図です。3相電力の計算を選択すると、それに応じて選択するオプション
が増えます。

計算の有効化
必要な出力量に移動し、その[アクティブ]列でチェックボックスをオンにします。
このチェックボックスをオンにすると計算が有効になります。チャンネル名は自動的に設定されますが、後で自由に
編集できます。有効になった計算は仮想チャンネルとして、チャンネルテーブル(Setup)とDataBrowser(Panel)
に表示されます。
計算のパラメータの設定
各出力量にはパラメータがあり、それぞれの要件に適合させることができます。
たとえば、PC上でのチャンネルの保存を有効にすることができます。そのためには、[保存(ハードドライブ)]列の
チェックボックスをオンにします。同様にその他の設定も必要に応じて、入力を編集して調整します。
チャンネルテーブル(Setup)には、定義された出力が仮想チャンネルとして表示されます。ここでは、他の仮想
チャンネルと同様にパラメータ(データの保存など)を設定できます。Setupに対して行った変更は、直接
PowerQualityの設定に反映されます。後者でも同じ設定の一部が指定できるためです。
各パラメータの詳細については、「出力パラメータ」 を参照してください。

領域5: 関数の有効化/無効化
ここでは、完成した関数の計算を有効/無効にすることができます。
[有効]列でチェックボックスがオンの計算だけが実行されます。新たに追加した関数はデフォルトで有効になって
います。

1157
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12.3.3  基本的な例
ここでは基本的な例として、PowerQualityを使用し、50Hzの電力ネットワークで230Vの供給電圧の場合に
有効電力を計算します。

Setup - チャンネルの設定
測定デバイスについて適宜、Setupプラグインのメインウィンドウで設定します。この例では、電流値の測定に1
つ、電圧値の測定に1つ、合計2つの測定チャンネルが必要です。
両方のチャンネルでのサンプリングレートは10kHz以上にする必要があります。これは、ネットワーク分析結
果をすべて正しく算出するための要件です。

チャンネルの設定
変更を適用するには、[プロセスの構成]  ( )ボタンをクリックします。これにより、デバイスの構成が他のプラグ
インでも利用できるようになります。つまり、チャンネルを関数パッケージPowerQualityの演算の対象にすること
ができます。

PowerQuality関数の構成
DataProcessingプラグインをナビゲーションウィンドウから開きます。このプラグインのメインウィンドウには、タブ(タ
スク: )があり、関数パッケージPowerQualityに対応しています。まだ選択していない場合は、タスク名の上
でマウスを左クリックします。PowerQualityエディタがメインウィンドウに表示されます。

関数の選択とパラメータの設定
この例では、単相電力の測定を行い、測定結果から有効電力を計算します。
· 列[関数]の一番上の空の行をクリックします。
· プルダウンリストで選択する関数: [IEC61400-21]PowerQualityAnalysis(L1)("50","230",,)
· 上記を選択すると、この関数のすべてのパラメータのリストが表示されます。次のようにパラメータを設定しま
す。
電力周波数 50Hz(指定済み)
動作電圧 230V(指定済み)
電圧u1(t) 電圧値(通常は電圧値を測定するアナログチャンネル)
電流i1(t) 電流値(通常は電流値を測定するアナログチャンネル)

129
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PowerQualityの結果の数量(出力量)の構成 
有効電力を結果の数量として設定するには、[出力]列で[出力]ボタンをクリックします。

その結果、選択できる様ーな計算のリストが表示されます。ここで、必要な計算を有効にし、パラーメータを設
定することができます。 
· 有効電力は、[Value: 電力L1] > [Calculation: 有効電力P1]にあります。
ここでは、様ーな間隔を指定できます。この例ではIEC 61400-21規格に従い、200ms間の平均値を算出しま
す。
· 開く間隔: [Interval: [IEC61400-21]
· [アクティブ]列のチェックボックスをオンにする計算: [[時間枠]有効電力P1 - 平均値(0.2s)]
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このチェックボックスをオンにすると、計算が有効になります。チャンネル名は「p1_200ms_vmean」に設定されます
が、自由に変更できます。
ここで以下の設定を行います。
[アクティブ]
[チャンネル名] [p1_200ms_vmean]
[循環バッファ時間(カーブウィンドウ)] 1分
[使用可能なイベント(カーブウィンド
ウ)] [最後] (他のオプションはありません)

[保存(ハードドライブ)]
[使用可能なイベント(ハードドライブ)] [全て] (データは保存されないため無関係)
[循環バッファ時間(ハードドライブ)] 未指定(データは保存されないため無関係)
[平均時間] 0.2s (固定の設定)

PowerQualityの構成の検査と計算の開始

チェック / 構文チェック 
構成チェックを行うにはこのボタンをクリックします。エラーが発生した場合、[Logbook]に通知が表示されます。

PowerQualityの構成の適用 
構文チェックでエラーがないことが確認されても、タスクはまだ開始されません。その構成内容が適用されるとすぐ
に、タスクが開始し、計算が行われます。構成を適用するには[適用] ( )ボタンをクリックします。
チェックと適用の詳細については、「計算の実行」 を参照してください。1158
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Setupでの結果チャンネルの構成
Setupのチャンネルのテーブル内に、新たに定義されたチャンネルが追加の仮想チャンネルとして表示されます。
ここで、他の仮想チャンネルと同様にパラメータ(データの保存など)を設定できます。Setupに対して行った変更
は、直接PowerQualityの設定に反映されます。後者でも同じ設定の一部が指定できるためです。

Panelでの結果チャンネルの表示
構成が適用されると、結果チャンネルはDataBrowserに「p1_200ms_vmean」という名前で、独自のカテゴリ
「Power-Quality-Analysis」の下に表示されます。

そこからこのチャンネルをPanelページのWidgets(標準のカーブウィンドウなど)にリンクすることができます。
そのためには、変数p1_200ms_vmeanを[Panel]ページにドラッグアンドドロップします。その後に表示されるメ
ニューから、[カーブウィンドウ] > [標準]を選択します。

これで、カーブウィンドウが[Panel]ページに表示され、そこにp1_200ms_vmeanが表示されます。
この時点で測定を開始するには、開始ボタン( )をクリックします。

実際の信号を使用せずにシミュレーションを行うヒント
該当する電圧や電流の信号を使用できない場合、概要を把握するためにある程度シミュレーションすることが
できます。そのためには、imcOnlineFAMOSを使用して、対応する仮想チャンネルを生成します。
ここでの簡単な例では、表示変数の瞬時値から構成される仮想チャンネルを生成します。表示変数の値は、
シミュレーション用のPanelを使って編集できます。
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imcOnlineFAMOSのコード:
Voltage = Channel_001 * 0 + DisplayVar_01
Current = Channel_001 * 0 + DisplayVar_02
この場合、仮想チャンネルには計算用の名前が付けられているため、上記のアナログ入力の名前は「Current」
と「Voltage」から変更されていることがあります。

ポテンショメータを使って表示変数の値を調整します。カーブウィンドウに計算された値が表示されます。

12.3.4  出力パラメータ
どの出力にもパラメータを設定できます。これらのパラメータによって返される結果が変わります。テーブルに含まれ
る以下の列で設定することができます。
パラメータ1 説明

- [キャプション] 出力量の名前です(割り当ては固定です)。

- [アクティブ]
出力量の計算を有効/無効にします。
· 無効: 出力量は計算されません。
· 有効: 出力量は計算されます。

- [チャンネル名] 出力量の出力先となる仮想チャンネルの名前です。この名前はチャンネルテーブル(Setup)と
DataBrowser(Panel)に表示されます。

[循環バッファ時間(カー
ブウィンドウ)]

Panelに表示するため、ここに指定した時間、データがPCに保持されます。
Widgets(カーブウィンドウなど)はユーザが設定したバッファ時間の間のみデータを保持します。

[使用可能なイベント(カ
ーブウィンドウ)]

この設定では、Panel内でトリガされるイベントをすべて利用できるか、最後のイベントのみ利用できる
かを指定します。
[循環バッファ時間(カーブウィンドウ)]が設定されている場合、[最後]のみ選択できます。

[保存(ハードドライブ)] 出力量をPCに保存します。
[使用可能なイベント(ハ
ードドライブ)]

この設定では、Panel内でトリガされるイベントをすべて利用できるか、最後のイベントのみ利用できる
かを指定します。
[循環バッファ時間(ハードドライブ)]が設定されている場合、[最後]のみ選択できます。

[循環バッファ時間(ハー
ドドライブ)]

データを保存するため、ここに指定した時間、データがPCに保持されます。
保存される測定には、設定したバッファ時間の間のデータのみが含まれます。

- [平均時間] 秒単位の平均時間
1 左の列に  が指定されたパラメータはSetup内のチャンネルテーブルでも設定できます。
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計算される数量によりパラメータの特性が定まっている場合([有効電力 - 瞬時値]または[電圧 - フリッカ - 間隔
10分]の平均時間など)、そのボックスは編集できません。
結果の数量の詳細な一覧を、「基本」 の節に記載しています。

監視/オプションの間隔
結果の数量の多くで、[Interval: 監視]と[Interval: オプション]が区別されます。これを区別して、同じ結果の数
量を2つの異なる平均間隔で計算することができます。 
たとえば、長い平均間隔(例: 15分)で有効電力を計算する一方で、短い間隔(例: 1秒)で結果の速報を取得
することができます。
フリッカ: フリッカの計算では、[Interval: 10分]と[Interval: オプション]の場合のアルゴリズムは同じです。
[Interval: 監視]の場合は、指定された期間内で瞬時のフリッカの算術平均を算出することができます。
[Interval: 10分]の場合は、IEC 61000-4-15規格で規定される10分間の平均間隔でフリッカを計算します。
[Interval: オプション]の場合は同じアルゴリズムですが、任意の平均間隔で計算します。

10/12周期
結果の数量が10/12周期にわたって計算され、特定の平均時間が計算される場合、次のようになります。
· 10周期(50Hzの定格ネットワーク周波数の場合、60Hzの場合は12周期)ごとに1つの値が算出されます。
· 平均間隔時間が過ぎるまで、できるだけ多くの値が算出されます。
· その値から最小値、最大値、または算術平均が、指定された結果の数量に応じて算出されます。
· 結果の数量は、平均間隔が経過した後のみ(カーブウィンドウなどで)更新されます。
ネットワーク周波数が正確に50Hz (実際には存在しない)で、平均間隔が1sの場合は、10周期 = 0.2sごとに1つ
の値が算出され、平均間隔では5つの値が算出されます。
この規定の原則については、IEC 61000-4-30規格に記載されています。

12.3.5  計算の実行
測定が実行中でなくても、DataProcessingプラグインは計算を続けます。瞬時値が測定に使用されます。
計算を可能にするには、パラメータ(ネットワーク電圧、ネットワーク周波数、電圧、および電流)がすべて定まって
いる必要があります。指定するチャンネル(すでに存在するもの)には10kHz以上のサンプリングが必要です。さら
に、ネットワーク周波数は50Hzまたは60Hzでなければなりません。

チェック 
ボタン[チェック] ( )をクリックすると、条件をすべて満たしているかどうかを検証するため、現在の構成が調べら
れます。満たしていない条件があると、[Logbook]にエラーメッセージが表示されます。

注記
この時点で、指定したチャンネルが存在するかどうかはチェックされません。後で(imcOnlineFAMOSなどによ
り)作成できるためです。

 
設定をチェックした後、ボタン[適用] ( )をクリックすると、 
· 計算の実行が停止されます。
· 更新した関数とパラメータ、指定した結果の数量が反映され、
· 計算が再開されます。
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注記
[適用]をクリックすると、上記の検証プロセスが繰り返されます。いずれかのチャンネルのサンプリングレートが
10kHz未満であるなど、いずれかの計算が実行できない場合、どの計算も実行されません。この場合新しい
指定(関数、パラメータ、出力)は転送されず、計算は再開されません。

関数の有効化/無効化
[アクティブ]列で選択している計算だけが実行されます。新たに追加する行は、関数を割り当てるとすぐにデフォ
ルトで選択されます。無効にした計算は実行されません。

計算の有効化無効化/

12.3.6  コンテキストメニュー

テーブル内のコンテキストメニュー
テーブル内を右クリックすると、以下のコンテキストメニューが呼び出されます。

 メニュー項目 説明
[関数を削除] 関数を削除します。行からコンテキストメニューを開いた場合のみ有効です。

[すべての関数を削除] すべての関数を削除します。

出力でのコンテキストメニュー
開いた出力リストの上でマウスを右クリックすると、次のようなコンテキストメニューが開きます。

 メニュー項目 説明
 [展開] [キャプション]の下にあるすべてまたは個ーのグループを展開します。
 [折りたたみ] [キャプション]の下にあるすべてまたは個ーのグループを折りたたみます。

 [すべてのグループを選択] すべてのグループを展開して強調表示します。たとえば、すべての出力をアクティブに設定するときに使用できます。
 [選択解除] 選択したすべての出力/グループの選択を解除します。

12.3.7  基本
この節では、出力 として設定できる結果の数量について説明します。
結果の数量の説明は以下のセクションに分かれています。
· 周波数
· 電力
· 電圧
· Current
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それぞれ設定できる結果の数量について表にして、簡単に説明しています。説明の順序は、ユーザインターフェ
ース内で表示される順と同じです。 
単相と3相の電力計算の両方について、可能な結果の数量は、電力、電圧、電流、周波数(3相電力の計
算ではネットワーク周波数も含む)の各カテゴリに分類されるので、以下の節で細分する場合もこれらのカテゴリ
のみを基にします。
[Interval: 監視]と[Interval: オプション]の違いは考慮しません。このオプションによって結果の数量の種類が変わ
ることはなく、対応する平均間隔が変わるだけです(「出力パラメータ」 を参照)。

参照: 電力の計算
電力測定の概説としては、imcOnlineFAMOS のドキュメントの「Information and Tips」の章を参照し
てください。

12.3.7.1  周波数
 周波数について、以下の結果の数量を選択できます。
量 間隔 説明

周波数 時間枠 周波数は、平均間隔として設定された間隔で計算されます。最小値、最大値、算術平
均を出力として選択できます。

12.3.7.2  電力
電力について、以下の結果の数量を算出できます。
量 間隔 説明 意味

無効電力 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって無効電
力を計算します。最小値、最大値、算術平均を
出力として選択できます。

無効電力は、皮相電力のうち負荷に
よって消費されない成分です。

皮相電力 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって皮相電
力を計算します。最小値、最大値、算術平均を
出力として選択できます。 

皮相電力は、位相オフセットを無視し
た、電流と電圧の積です。

有効電力 時間枠
指定した期間でIEC 61400-21規格に従って有
効電力を計算します。 
選択できる期間は、0.2s、60.0s、600.0sで
す。 

有効電力は、皮相電力のうち実際に
負荷によって消費される成分です。

有効電力 瞬時値 有効電力の瞬時値を計算します。

有効電力 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって有効電
力を計算します。最小値、最大値、算術平均を
出力として選択できます。

有効電力(平均値) 時間枠 平均間隔として指定された期間で有効電力の
算術平均を計算します。
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12.3.7.3  電圧
電圧について、以下の結果の数量を選択できます。
量 間隔 説明 意味

高調波歪み 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって電圧の
全高調波歪みを計算します。最小値、最大
値、算術平均を出力として選択できます。 

全高調波歪みは、基本振動に対す
る、すべての高調波(ここでは第2から第
50高調波まで)の電圧値の合計の比
率です。

二乗平均平方根 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって電圧の
RMSを計算します。最小値、最大値、算術平
均を出力として選択できます。 RMSは入力信号の平方平均です。

(平均)二乗平均平
方根 時間枠 平均間隔として指定された期間でRMS値の算

術平均を計算します。

フリッカ 時間枠

10分間固定でIEC 6100-4-15規格に従って、
電圧のフリッカを計算します。また、平均間隔とし
て指定された期間でフリッカ瞬時値の算術平均
も計算できます。監視/オプションの間隔 に
関する注意も参照してください。

フリッカとは、電圧の変動のことで、電
球のチラツキのように感知されることがあ
ります。こうした変動の発生率、強度、
期間が、ネットワーク品質の指標として
使用されます。

高調波 時間枠
平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格(高次の高調波サブグループ)に従って
電圧の高調波を計算します。最小値、最大
値、算術平均を出力として選択できます。 

高調波とは、ネットワーク周波数(基本
波 = 50/60Hz)の整数倍の周波数波
のことです。ここでは第50高調波
(2.5kHz/3kHz)までとします。

高周波成分
2kHz～9kHz 時間枠

平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格に従って電圧の高次の周波数成分を
計算します。最小値、最大値、算術平均を出
力として選択できます。

高次の周波数成分(2kHz～9kHz)は
高い周波数範囲(2kHzから200Hz刻
み)の成分のことです。

次数間高調波 時間枠
平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格(中間次数調波サブグループ)に従って
電圧の次数間高調波を計算します。最小値、
最大値、算術平均を出力として選択できます。

次数間高調波とは、周波数がネットワ
ーク周波数の整数倍ではない正弦波
のことです(ここでは第50次数間高調
波までとします)。

12.3.7.4  Strom
電流について、以下の結果の数量を選択できます。
量 間隔 説明 意味

高調波歪み 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって全高調
波歪みを計算します。最小値、最大値、算術
平均を出力として選択できます。 

全高調波歪みは、基本振動の電流
値に対する、すべての高調波(ここでは
第2から第50高調波まで)の電流値の
合計の比率です。 

二乗平均平方根 10/12周期
10周期(50Hzのネットワーク周波数)または12周
期(60Hzのネットワーク周波数)にわたって電圧の
RMSを計算します。最小値、最大値、算術平
均を出力として選択できます。 RMSは入力信号の平方平均です。

(平均)二乗平均平
方根 時間枠 平均間隔として指定された期間でRMS値の算

術平均を計算します。

フリッカ 時間枠

10分間固定でIEC 6100-4-15規格に従って、
電流のフリッカを計算します。また、平均間隔とし
て指定された期間でフリッカ瞬時値の算術平均
も計算できます。監視/オプションの間隔 に
関する注意も参照してください。

「電圧」 セクションでの定義と同様
です。

高調波 時間枠
平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格(高次の高調波サブグループ)に従って
電流の高調波を計算します。最小値、最大値
を出力として選択できます。 

高調波とは、ネットワーク周波数(基本
波 = 50/60Hz)の整数倍の周波数波
のことです。ここでは第50高調波
(2.5kHz/3kHz)までとします。
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量 間隔 説明 意味

高周波成分
2kHz～9kHz 時間枠

平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格に従って電流の高次の周波数成分を
計算します。最小値、最大値、算術平均を出
力として選択できます。

高次の周波数成分(2kHz～9kHz)は
高い周波数範囲(2kHzから200Hz刻
み)の成分のことです。

次数間高調波 時間枠
平均間隔として指定された期間でIEC 61400-
4-7規格(中間次数調波サブグループ)に従って
電流の次数間高調波を計算します。最小値、
最大値、算術平均を出力として選択できます。

次数間高調波とは、周波数がネットワ
ーク周波数の整数倍ではない正弦波
のことです(ここでは第50次数間高調
波までとします)。

12.4  BusDecoder
フィールドバスのログチャンネルのデコード用拡張パッケージ
imcSTUDIO BusDecoderはDataProcessing用の関数パッケージです。
このプラグインでは、1つのログチャンネルに属する測定チャンネルをすべてまたは個別にデコード/抽出することが
できます。ログチャンネルはフィールドバスの通信をログに記録できます(ログファイル)。
通常は個別の構成ファイル(たとえば、CANでは*.dcb内)に保存されるデコード情報が、その代わりに、ログチャ
ンネルに埋め込まれます。それにより、ログチャンネルにはデコードに必要なすべての情報が含まれます。そのた
め、圧縮されたログファイルから個ーのチャンネルでの対象となる抽出を、柔軟に、動的に決定することができま
す。
デコードは現在PC上で実行されている測定のデータストリームを基にして行われます。その際、PCの計算リソー
スが利用されます。
以下の機能を利用できます。
· ログチャンネルのすべてのまたは個ーのチャンネルのデコード
· チャンネルの再サンプリング
· 結果のチャンネルの保存
生成された結果をPanelページ上に表示し、関連する測定データとともに保存することができます。その後、
imcInlineFAMOSを利用して処理することもできます。

12.5  Powertrain Monitoring
全般
imcSTUDIO Powertrain Monitoringコンポーネントは、機械とベアリングの診断を専門とするGfM社
(Gesellschaft für Maschinendiagnose mbH)との密接な協力のもとに開発されました。
このコンポーネントは駆動系の診断専用です。駆動系を構成するのは、モータ、シフトギアボックス、エンジンのほ
か、ブレーキ用のデバイスなどです。実地のシナリオ、テスト装置、または完成品のテストで診断することができま
す。
Powertrain Monitoringは振動の2種類の診断を提供します。その1つは特性値に基づく基礎診断 で、も
う1つは運動学的パターンの周波数選択性検索に基づく高度な診断 です。個ーのギアタイプの構成は、
Powertrain Monitoringアシスタントを使って指定します。この構成はimcSTUDIOのプロジェクトに保存され、
このプロジェクトを経由して様ーなテスト箇所に配信できます。この構成をエディタで使用するには、構成した入
力を物理的な測定チャンネルに適用します。複数のテスト箇所が同じタイプの駆動系で駆動される場合、この
システムでは、その別ーの測定システムに同じ構成を使用できます。
Powertrain Monitoringコンポーネントを使用する場合、製品imcSTUDIOのバージョン5.0 R3以上のほか、
imcSTUDIO Powertrain Monitoringのライセンスが必要です。どちらもimcMeﾟsystemeGmbHから取得で
きます。ライセンスはimcLICENSEManagerでアクティベーションが可能です。
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12.5.1  アシスタント 

12.5.1.1  構成

図 構成の管理26: 
メニュー項目[構成の表示]を選択すると、imcSTUDIOのアクティブなプロジェクトに保存されているすべての構
成を管理することができます。つまり、構成の新規作成、表示、コピー、エクスポート、インポート、削除を行うこ
とができます。
構成のいずれかをアクティブなプロジェクトに適用するには、メニュー項目[適用]を使用します。ここでの変更を
確定するには、imcSTUDIOプロジェクトを保存する必要があります。

12.5.1.2  [入力]

図 アシスタントでの入力27: [ ]
両方の診断プロシージャに不可欠な部分は、加速度計を使用したテスト項目の個体伝播音の測定です。ア
シスタントにはセンサとしてこの測定が追加されます。
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高度な分析の場合は特に、速度の正確な測定が必須です。この速度の入力は基準速度としてセンサに割り
当てられます。
さらに、最大12のプロセス情報がPowertrain Monitoringで測定されます。こうした情報は基礎診断での動作
状態の分類に使用され、システムの定常状態を表します。高度な診断ではこのプロセス情報を使用して、特
定の動作状態に限定して分析することができます。
メニュー項目[入力]で、加速度計、速度、プロセスの入力を構成できます。速度の入力については、そのプロパ
ティで最大発生速度を設定することが必要です。センサについては、すでに構成済みの速度チャンネルから、基
準速度を選択する必要があります。高度な分析 のために、このセンサの測定時間の設定も必要になりま
す。

12.5.1.3  ギア

図 アシスタントでの ギア28: [ ]
Powertrain Monitoringで必ず必要になる特別なプロセス情報は、ギアについての情報です。このプロセス情
報はその他すべてのプロセス情報と同様に、分類にも使用されます。基礎診断のステータス情報の出力にもな
ります。そのため、あるギアで、ある特性値を超えたかどうかというステータス情報が書き込まれます。これにより、
たとえばあるギアをスキップするようにテストプロシージャを制御できます。
高度な分析の場合、個ーの駆動要素のトランスミッションを正確に計算するためにギア情報を使用し、それに
よって周波数を選択した運動パターンの検索が可能になります。
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ギアはメニュー項目[ギア]で構成することができます(図28を参照)。

図 ギアの構成29: 
分析時に現在のギアを特定するため、各プロセス情報に固有の範囲を指定する必要があります。同じプロセス
入力をすべてのギアに使用する必要があります。これは、ギア名の横のボタンをクリックして設定できます(図29を
参照)。

12.5.2  エディタ
アシスタントで設定した構成を現在の試験に適用するには、Powertrain Monitoringエディタ を使用する必
要があります。
現在のプロジェクトに保存されている構成のうちいずれかを[構成]選択ボックスで選択することが必要です。選
択した構成に応じて、実行する機能として基礎診断または高度な診断を設定します。これにより、すべてのセ
ンサ、速度、プロセスの各入力がその構成から読み取られて、入力として表示されます。これらの入力は現在の
試験で利用できる測定チャンネルに割り当てられている必要があります。
測定チャンネルは以下の要件を満たしていなければなりません。
· 加速度計と速度のチャンネルを50kHzで測定すること
· プロセスチャンネルのサンプリング周波数が50kHzを整数で割った値であること(例: 100Hz、1kHz、...)
· すべてのチャンネルの測定時間が未定義に設定されていること

12.5.3  基礎診断
基礎診断は、しきい値を自己学習する特性値の計算で構成されます。学習段階では分類が使用され、クラ
スごとに各警告とアラームのしきい値が学習されます。分類 はPowertrain Monitoringのアシスタントで構成
できます。
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12.5.3.1  アシスタント 

12.5.3.1.1  分類

図 アシスタントでの分類30: [ ]
メニュー項目[分類]では以下の一般的な設定を構成する必要があります。
設定 説明
[反応時間] この時間にわたって連続して特定のクラスがアクティブの場合、安定状態としてカウントされます。まだ学習を

行っていないクラスの場合、学習時間としてこの時点からカウントを開始します。学習済みのクラスの場合、
学習された警告とアラームのしきい値がこの時点から使用されます。ユーザ定義のしきい値は、実際にクラス
が変更された時点から、反応時間が経過するまでの間に使用されます。

クラスの学習時間 指定されたクラスの学習時間にわたってシステムが安定状態だった場合、クラスは学習されたとみなされま
す。クラスの学習時間は、複数に分かれていても、各時間の合計が学習時間に達する場合は、経過したと
みなすことができます。学習段階の間は、最大発生特性値が保存されます。学習段階の最後に、最大発
生値にパーセント因子を掛け合わせて警告しきい値とアラームしきい値が計算されます。
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図 アシスタントでの分類の詳細31: 
分類には規定された各プロセス情報が使用されます(「構成」 の節を参照)。各プロセス情報を最大1000個
のクラスに分割することができます。各プロセス情報のクラスの幅を設定するだけで、クラスの境界も自動的に学
習できます。さらに、[編集]ボタンをクリックして、個ーのクラスを構成することもできます(図31を参照)。
唯一の例外は、ギアの情報です。このプロセス情報は、「ギア」 の節で説明しているように構成できます。上
記のセクションでは変更できません。 
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12.5.3.1.2  特性値

図 アシスタントでの特性値32: [ ]
特性値は対応するメニュー項目で構成することができます(図32を参照)。
構成済みの各加速度計の基礎診断で利用できる特性値は次のとおりです。
· DIN-ISO 10816-3に基づく周波数範囲10Hz～1kHzでの実効振動速度
· 周波数範囲0Hz～25kHzでの実効振動加速度
· 周波数範囲0Hz～25kHzでのエンベロープの実効振動加速度
指定された平均時間で加速度計の測定信号から、特性値が計算されます。前提条件となるのは、
imcSTUDIOでの加速度計の50kHzサンプリング周波数に対するアンチエイリアスフィルタの構成です。
警告しきい値とアラームしきい値に設定される増分パーセントは、そのクラスの学習段階の最後に、最大特性
値に掛け合わされます。

12.5.3.2  エディタ

図 ユーザ定義変数の作成33: 
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基礎診断を行うには、その構成の入力に物理的な測定チャンネルを割り当てる必要があります(エディタ の
概説も参照)。さらに、各特性値にもユーザ定義しきい値の割り当てが必要です。ユーザ定義しきい値は、
DataBrowserで構成できるユーザ定義変数に割り当てられており、これを構成するにはDataBrowserを右ク
リックします(図33を参照)。

図 基礎診断エディタ34: 
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12.5.3.3  測定データ

図 例 基礎診断35: : 
構成済みの各特性値に対して、警告とアラームのしきい値のチャンネルが提供されます。
あるクラスが学習されると、対応する警告とアラームのしきい値がチャンネルに出力されます。クラスがまだ学習さ
れていない場合や、反応時間を経過していない場合、ユーザ定義のしきい値が出力されます。
特性値、警告しきい値、アラームしきい値の他に、状態情報も提供されます。こうしたしきい値を超過する場合
について、以下のように通知があります。
· しきい値の超過がない = 0
· ユーザ定義のしきい値の超過 = 1
· 警告しきい値の超過 = 2
· アラームしきい値の超過 = 3
各特性値と各ギアについて状態情報が書き込まれます。
既存の視覚化ツールを使用して、たとえば交通信号のように、状態情報を表示することができます。
測定中にユーザ定義のしきい値が変更される場合、ユーザ定義のしきい値は再評価され、その新しいしきい値
が特性値を超えていない場合はリセットされます。警告しきい値とアラームしきい値は学習クラスに基づいてお
り、ユーザ定義のしきい値の変更によってリセットされることはありません。代わりに、クラスのリセットと再学習に
よって、初期化し直す必要があります。これは、Powertrain Monitoringエディタ の右側にある各種の状態
チャンネルで行うことができます。
図35に、基礎診断のデータを視覚化する方法の例を示します。各特性値と各ギアの状態情報が左側に表示
されます。カーブウィンドウに特性値と対応する警告しきい値、アラームしきい値が表示されます。ユーザ定義の
しきい値は右側に配置されます。
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12.5.3.4  機能の概要
· 各加速度計の特性値が、設定された平均時間とバンド幅を使用して計算されます。
· 現在のクラスが判断されます。
· 反応時間全体にわたってアクティブなクラスは安定状態としてカウントされます。
· 学習時間を経過した場合、クラスは学習済みになります。複数の時間に分かれている場合も経過したことに
なります。

· 学習段階の最後に、学習段階の間の最大特性値が警告しきい値とアラームしきい値の計算に使用されま
す。

· クラスがまだ学習されていない場合や、安定していない場合、ユーザ定義のしきい値がしきい値チャンネルに
書き込まれます。

· クラスが学習され、安定していると、学習された警告しきい値とアラームしきい値が、対応するしきい値チャンネ
ルに書き込まれます。

· しきい値の超過についての状態が、その特性値の状態チャンネルに書き込まれます。

12.5.4  高度な診断
機械の監視の高度な診断では、スペクトルとエンベロープスペクトルの異常状態を評価します。進行しつつある
ダメージの形跡を早期に提示します。よく知られて、受け入れられている方法で診断します。一部はVDI 3832に
も記載されています。駆動要素の異常状態が認識される場合、実際の障害が発生するよりかなり前にダメー
ジの進行を表示することができます。それにより、改善方法についても検討することができます。
この高度な診断の基礎となるのは、オーダスペクトルとエンベロープオーダスペクトルです。ある測定時間において
規定の条件を満たす場合に、振動信号と速度信号からこうしたスペクトルを計算します。明確に定義された状
態での分析が可能になる速度やプロセスの範囲が、診断可能な条件となります。
計算したスペクトルを、重大性分析に従って分析します。そのために最初に、横座標全体での平均振幅を表
す重大性の移動しきい値を計算します。このしきい値でスペクトルを除算し、1未満のすべての値をゼロに設定
します。残ったピークが重大であり、ランダムな励起とは対照的に、機械上の決定論的原因による結果である
可能性が高くなります。この重大なスペクトル成分が駆動要素の運動パターンと一致する場合、下記の診断
属性となります。
さらに詳しく診断するために、スペクトルを単一のスペクトル、カラーマップ、またはウォータフォールの図に視覚化
することができます。

12.5.4.1  アシスタント
測定された振動信号の周期的評価に基づいて、高度な診断が行われます。分析が行われるには、事前に定
義した診断条件 を、設定した測定時間全体で満たしている必要があります。測定時間はメニュー項目[入
力]で設定します(「構成」 の節を参照)。測定時間が長いほど、計算されるスペクトルの分解能は上がりま
す。これにより、診断精度が向上します。ただし、オーダや周波数の最大値は下がります。そのために、運動パ
ターンの一部が調べられなくなる可能性があります。
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12.5.4.1.1  駆動要素

図 アシスタントでの駆動要素36: [ ]
監視中のギアはPowertrain Monitoringアシスタントで構成することが必要です。それには、駆動系全体をメ
ニュー項目[駆動要素]の下に表記する必要があります(図36を参照)。その際、一部の駆動要素にはフリーパラ
メータを選択できます。こうしたフリーパラメータは後で、メニュー項目[ギア]で設定することが必要です。これによ
り、各ギアを個別に構成できます。たとえば、クラッチをあるギアと結合し、別のギアとは結合を解除することで、
シャフトのトランスミッションを変えることができます。特定の駆動要素を高度な診断で監視できるようにするに
は、センサに割り当てる必要があります。
以下の駆動要素を構成できます。
駆動要素 説明
シャフト システム内に1つだけを必ず基準シャフトとして設定します。このシャフトに対して速度も測定されます。このト

ランスミッションが常に1です。機械内のその他のシャフトのトランスミッションは、この基準シャフトとの相対値と
なります。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成されたシャフト上で部品のゆるみやアンバランスが検索されます。
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駆動要素 説明
駆動シャフト 駆動シャフトは、構成上は通常のシャフトと同様に使用できます。駆動シャフトも速度測定の基準シャフトと

して使用できます。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成された駆動シャフト上で部品のゆるみ、アンバランス、連結部の破損またはずれが検索さ
れます。

クラッチ クラッチは接続を固定して、または2つのシャフト間の変速クラッチとして構成できます。したがって、構成済み
のシャフトのうちの1つを入出力のシャフトとして設定する必要があります。このクラッチが固定の場合は、[結
合]オプションを[はい]に設定する必要があります。ギアの切り替えによりこのクラッチの結合を解除する場合
は、このオプションをフリーパラメータに設定する必要があります。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成されたクラッチ上でのずれが検索されます。

ギア駆動 ギア駆動では、スパーギアやベベルギアを指定します。ピニオンとホイールのシャフトに対してそれぞれ選択す
ることが必要です。ピニオンとホイールがシャフトと結合しているかどうか、またはピニオンとシャフト、あるいはホ
イールとシャフトの結合がギアの切り替えにより解除されるかどうかを設定する必要があります。さらに、ピニオ
ンとホイールの歯の数の入力も必要です。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成されたギア駆動上のピニオンとホイールで歯面形状の回転のずれ、および歯面形状の部
分的なずれが検索されます。

ベルトギア ベルトギアの場合、被駆動ホイールと駆動ホイールのシャフトを指定します。被駆動ホイールと駆動ホイー
ルのシャフトとの結合が固定されているかどうか、またはギアの切り替えにより結合が変更されるかどうかを設
定する必要があります。さらに、被駆動ホイールと駆動ホイールの直径、およびベルトの長さも指定が必要
です。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成されたベルトギア上でベルトの部分的な異常が検索されます。

プラネタリギア プラネタリギアでは(ステージプラネットではなく)シングルプラネットのプラネタリギアを扱います。プラネットの数、
プラネット、サン、およびリングギアの歯の数を設定する必要があります。さらに、リング、サン、プラネタリキャリ
アのシャフトの選択も必要です。
プラネタリギアのモードを設定する必要があります。以下の組み合わせのいずれかを使用できます。
· サンとプラネタリキャリアが回転し、リングギアは固定
· サンとリングギアが回転し、プラネタリキャリアは固定
· プラネタリキャリアとリングギアが回転し、サンは固定
· すべてのシャフトが回転
ギアの変速により状態が変わる場合、これらのモードもフリーパラメータに設定することができます。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成されたプラネタリギア上でサン、リングギア、プラネットの部分的な異常のほか、歯面形状
の回転のずれが検索されます。

転がり軸受け 転がり軸受けについて、運動パラメータを設定する必要があります。パラメータには、ケージの回転オーダ、玉
のスピンオーダ、二重玉のスピンオーダ、外輪と内輪での玉のパスオーダがあります。こうしたデータは、転がり
軸受けのメーカに問い合わせることができます。回転オーダは、オーダ1を基準として、または回転軸受けの
相対速度を基準として入力します。 
さらに、外輪と内輪のシャフトの選択も必要です。固定のシャフトについては空欄にすることができます。
転がり軸受けをプラネタリ転がり軸受けとして構成する場合、シャフトを設定する必要はありません。
転がり軸受けの滑りを補正するには、通常、1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成された転がり軸受け上で外輪と内輪の破損、ケージの破損、回転要素の破損が検索
されます。

3相モータ 3相モータについて、ネットワーク周波数を設定する必要があります。
通常、0.1%の許容率が妥当です。
分析時には、構成された3相モータ上での磁気アンバランスが検索されます。

定常周波数 定常周波数要素と定常周波数エンベロープ要素は、それぞれ周波数スペクトルとエンベロープ周波数スペ
クトルでの個ーの周波数の監視に使用できます。定常周波数の設定が必要です。
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駆動要素 説明
定常オーダ 定常オーダ要素と定常オーダエンベロープ要素は、それぞれオーダスペクトルとエンベロープオーダスペクトル

での個ーのオーダの監視に使用できます。定常オーダの設定が必要です。

12.5.4.1.2  ギア

図 アシスタントでのギアの構成37: 
メニュー項目[ギア]では「ギア」 の節で説明したように、構成する各ギアにフリーパラメータを設定できます。各
シャフトのトランスミッションについて構成結果の概要がテーブルの下部に表示されます。これにより、駆動系がす
べて正しく入力されたかどうかを追跡できます。図37に、10個のギアを持つ駆動系の構成例を示します。

1164
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12.5.4.1.3  診断条件

図 アシスタントでの診断条件38: [ ]
メニュー項目[診断条件]で、高度な分析の感度を設定する必要があります。このパラメータは異常が通知され
る前の検出数に相当します。
さらに、ギアごとに5種類の診断条件を個別に設定できます。診断条件の1つを速度の範囲とプロセスの範囲で
構成することができます(図38を参照)。測定時間全体にわたって条件の1つを満たす場合、運動パターンの分
析が開始されます。
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12.5.4.2  エディタ

図 エディタでの高度な診断39: 
高度な分析を構成するには、その構成の入力に物理的な測定チャンネルを割り当てる必要があります(エディタ
の概説も参照)。1165
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12.5.4.3  測定データ

図 例 高度な診断40: : 
高度な分析で構成されている各センサには以下の出力チャンネルが提供されます。
· 構成されている各ギアのオーダスペクトル
· 構成されている各ギアのエンベロープオーダスペクトル
· 構成されている各ギアの周波数スペクトル
· 構成されている各ギアのエンベロープ周波数スペクトル
さらに、構成されている各駆動要素には以下の出力チャンネルも提供されます。
· 1つの駆動要素 で可能性のある各異常に対して、その異常が検出されたかどうか(0または1)を示す状態
チャンネルが1つ

· 各駆動要素に対して、異常が1つ以上検出されたかどうか(0または1)を示す状態チャンネルが1つ
· 各診断属性に対して、運動パターンのチャンネルが3つ(オーダ、大きさ、重大性)
上記のチャンネルはすべてトリガチャンネルです。そのため、測定時点がチャンネルに保存されます。
異常の通知に対してPowertrain Monitoringエディタで肯定応答またはリセットを行うことができます(エディタ
の図を参照)。肯定応答を行うと、検索されたオーダの重大性しきい値が、指定した割合(%)で増大し、アラー
ム状態がリセットされます。そのため、その後の分析では新しいしきい値を超えた場合のみ、この異常が通知さ
れます。アラームをリセットした場合、重大性のしきい値が元の値にリセットされます。
Panelページには様ーな可能性が表示され、入力データと処理されたデータが視覚化されます。図40に例とし
てPanelの1ページを示します。6番目のギアのSensor1で最後に計算されたオーダスペクトルが視覚化されていま
す。さらに、同じオーダスペクトルのすべてのイベントがカラーマップ上に表示されています。この駆動要素の異常
が、Panelページの左側のWidgetsで表示されています。左下には、現在のギアと現在の速度が表示されていま
す。

12.5.4.4  機能の概要
· 設定された測定時間全体で診断条件のいずれかを満たしているかどうかが評価されます。
· 診断条件のいずれかを満たしている場合、振動信号が評価されます。

1172
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· すべての振動信号の周波数、エンベロープ周波数、オーダ、エンベロープオーダの各スペクトルがすべて計算さ
れます。

· すべての運動の周波数またはオーダの診断属性が計算されます。
· それ以前の分析との比較により異常が検出されるかどうかが判断されます。
· 対応するチャンネルのスペクトル、診断属性、アラーム状態が出力されます。

12.5.5  視覚化
12.5.5.1  メニュー操作からPanelページを作成

imcSTUDIOでは「カスタマイズ」機能を使って、追加の操作として[Powertrain MonitoringPanel]をリボンに追
加することができます。この新しい操作を実行すると、Panelのページを自動的に生成して、Powertrain
Monitoringの選択したデータを表示することができます(図41)。

図41: Powertrain MonitoringPanel
このダイアログは現在の試験のPowertrain Monitoringのタスクに直接アクセスします。これにより、構成済みの
タスクのすべてのデータが、選択したカテゴリに応じて利用できるようになります。カテゴリは以下の中から選択で
きます。
· [駆動要素の概要]: 概要ページが生成され、構成済みのすべての駆動要素のアラーム状態が表示されま
す。

· [駆動要素]: 選択した駆動要素のPanelページが生成され、各ダメージパターンの状態情報が表示されま
す。

· オプション[すべての駆動要素]を選択すると、リスト内の駆動要素ごとにPanelページが作成されます。構成に
よっては、これにより多数のPanelページが作成されます。

· [Spectra]: 選択したセンサとギアに対して、Panelの1ページが生成され、オーダスペクトル、エンベロープオーダ
スペクトル、周波数スペクトル、エンベロープ周波数スペクトルが表示されます。これらはカラーマップの画像とな
ります。

· [特定値]: Panelの1ページが作成され、選択したセンサで構成された特定値がすべて表示されます。特定
値ごとに、各ギアのアラーム状態、アラーム状態の集計のほか、その特定値と、対応する警告およびアラーム
のしきい値によるカーブウィンドウが視覚化されます。
チャンネルの割り当てが正しく機能するように、Powertrain Monitoringタスクのデフォルトのチャンネル名を使用
する必要があります。デフォルト名は、タスクの適用時に自動的に生成されます。その他、使用しているPanelペ
ージのエクスポート、インポート、およびリセットを[Powertrain MonitoringPanel]で行うことができます。詳細につ
いては「Panelテンプレートの管理」 の節を参照してください。1180
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12.5.5.2  スクリプトからPanelページを作成
前述の「メニュー操作からPanelページを作成」 する機能は、imcSTUDIO Scriptingエディタからもアクセスで
きます。こうして生成されたPanelページは独立しており、たとえばPowertrain Monitoringタスクとは別個にチャ
ンネルを追加することができます。 
あるスクリプトからPowertrain Monitoringにアクセスできるようにするには、.NETアセンブリの
imc.Studio.PlugIns.GfM.PowertrainMonitoring.Scripting.dllをプロジェクトに追加する必要があります。これ
は、[プロジェクト] > [リファレンスの追加] > [GAC]から行うことができます。 
Powertrain Monitoringの構成内で最初に見つかった駆動要素についてPanelページを作成する短いスクリプ
トの例を以下に示します。
using System.Linq;
using System.Collections.Generic;
using imc.Studio.Interfaces.V2.Core;
using imc.Studio.PlugIns.GfM.PowertrainMonitoring.Scripting;
//PowertrainMonitoringコンポーネントへのリファレンスを取得
ISharedComponentBase shared_comp;
SharedComponents.TryGetValue("PowertrainMonitoring", out shared_comp);
var pm_ref = shared_comp as IPowertrainMonitoringBase;
 
if (pm_ref == null)
{ 
 //Powertrain Monitoringへのリファレンスが見つからない
 return;
}
 
//現在のプロジェクトのテンプレートディレクト リを使用
string template_dir = pm_ref.GetTemplateDir();
//DriveElementリストの最初 の要素 を取得
var element = pm_ref.GetDriveElementList().FirstOrDefault();
 
if (element != null)
{
 //Panelテンプレートファイルを取得 して Panelを挿入
 string panel_file = template_dir + pm_ref.GetDriveElementType(element) + ".dbv";
 string page_name = Panel.InsertPageBefore(0, panel_file, "", element);
 
 //Panelへのリファレンスを取得 して Powertrain Monitoring変数 を適用
 PanelPage pp = Panel.Pages.FirstOrDefault(p=>p.Name == page_name);
 pm_ref.ApplyVariablesDriveElement(pp.Base, element);
 
 //た とえば 、Panelページにチャンネルを追加
}

1178
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12.5.5.3  Panelテンプレートの管理
Powertrain Monitoringをインストールすると、様ーなデータタイプのPanelテンプレートとその視覚化要素もイン
ストールされます。テンプレートの設計は必要に応じて変更することができます。メニュー操作[Powertrain
MonitoringPanel]から、テンプレートをすべて1つのディレクトリにエクスポートする機能が利用できます。エクスポ
ートしたPanelページは、通常のPanelページと同様に、imcSTUDIOにロードすることができます。ページの設計
を変更した後、新しいPanelページをメニュー操作のインポート機能によって有効にすることができます。
その後、現在のプロジェクトとともに保存されます。それにより、imcSTUDIOプロジェクトがエクスポートされると、
新しいページもエクスポートされます。プロジェクトが変更されたときに、ユーザがもう一度テンプレートをインポート
することがあります。関数のリセットを行うと、ユーザが設計したテンプレートは、デフォルトのテンプレートによって上
書きされます。
Panelテンプレートを設計する場合、ファイル名をまったく同じにしておくことが重要です。

表1: Panelテンプレート
テンプレートファイル 説明
AntriebOverview.dbv 駆動要素の概要
Welle.dbv シャフトの診断データ
KardanWelle.dbv 駆動シャフトの診断データ
Kupplung.dbv クラッチの診断データ
Waelzlager.dbv 転がり軸受けの診断データ
Zahnradgetriebe.dbv ギア駆動の診断データ
Planetengetriebe.dbv プラネタリギアリングの診断データ
Riemengetriebe.dbv ベルトギアリングの診断データ
Drehstrommotor.dbv 3相モータの診断データ
FesteFrequenz.dbv 定常周波数の診断データ
FesteFrequenzHK.dbv 定常周波数エンベロープの診断データ
FesteOrdnung.dbv 定常オーダの診断データ
FesteOrdnungHK.dbv 定常オーダエンベロープの診断データ
Spektren.dbv 単一ギアの単一センサの周波数とオーダスペクトル
Grunddiagnose.dbv 単一センサの基礎診断のR.M.S.

Panelテンプレートには固有の名前がついたWidgetsが含まれます。この名前に基づいて、どのチャンネルがその
Widgetsに割り当てられているかが判断されます。インスタンス化したデータタイプで置き換えられるプレースホルダ
もあります。通常、プレースホルダとWidgetの名前は、正確なスペルで指定するように注意することが重要です。
名前が正しくないと、チャンネルをWidgetsに正確に割り当てることができません。
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以下の表に、すべての名前とチャンネルの割り当ての概要を示します。

表2: 使用するプレースホルダ
プレースホルダ 説明 使用状況
{Sensor} 構成内のセンサの名前 特定値
{Antrieb} 構成内の駆動要素の名前 単一の駆動要素の診断データ
{Antrieb1}～
{Antrieb30}

選択された駆動要素の名前 駆動要素の概要

表3: Widget名(スペクトル用)
Widget名 チャンネルの割り当て チャンネル名の例
Signal_OSP 単一ギアの単一センサのオーダスペクトル OSP#Sensor1#G1
Signal_HKOSP 単一ギアの単一センサのエンベロープオーダスペクトル HKOSP#Sensor1#G2
Signal_FSP 単一ギアの単一センサの周波数スペクトル FSP#Sensor1#G3
Signal_HKFSP 単一ギアの単一センサのエンベロープ周波数スペクト

ル
HKFSP#Sensor1#G4

表4: Widget名(基礎診断用)

Widget名 チャンネルの割り当て チャンネル名の例
Status_VEff 実効振動速度のギア依存状態チャンネル Sensor1#G1#VEff#Status
Signal_VEff 実効振動速度と対応する警告およびアラームのしき

い値
Sensor1#VEff#Alarmschwelle

Status_AEff 実効振動加速度のギア依存状態チャンネル Sensor1#G2#AEff#Status
Signal_AEff 実効振動加速度と対応する警告およびアラームのし

きい値
Sensor1#AEff#Warnschwelle

Status_AEffHK 実効振動加速度エンベロープのギア依存状態チャン
ネル

Sensor1#G3#AEffHK#Status

Signal_AEffHK 実効振動加速度エンベロープと対応する警告および
アラームのしきい値

Sensor1#AEffHK

表5: Widget名(診断データ用)

Widget名 チャンネルの割り当て チャンネル名の例
Signifikanz_{Damage} 現在のダメージパターンで選択された駆動要素のす

べての有意な値
Antriebswelle#LoseTeile#S2#Grundordnung_
OSP#Signifikanz

Amplitude_{Damage} 現在のダメージパターンで選択された駆動要素のす
べての振幅値

Antriebswelle#LoseTeile#S2#Grundordnung_
OSP#Amplitude

Ordnung_{Damage} 現在のダメージパターンで選択された駆動要素のす
べてのオーダ値

Antriebswelle#LoseTeile#S2#Grundordnung_
OSP#Ordnung
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以下の一覧に、診断データで使用するすべての駆動要素と、その要素で利用できるダメージパターンを示しま
す。このダメージパターンの名前も、正確なスペルで指定する必要があります。

表6: ダメージパターン名
駆動要素 ダメージパターン 名前
シャフト アンバランス Unwucht

部品のゆるみ LoseTeile
駆動シャフト アンバランス Unwucht

部品のゆるみ LoseTeile
リンクの破損またはずれ Gelenkfehler

クラッチ ずれ Ausrichtfehler
転がり軸受け ケージの破損 WL_Kaefigschaden

回転要素の破損 WL_Waelzkoerperschaden
回転要素の回転の破損 WL_WaelzkoerperschadenS
外側のリングの破損 WL_Aussenringschaden
内側のリングの破損 WL_Innenringschaden

ギア駆動 回転歯の破損 UmlaufenderVerschleiss
ホイールの部分的な異常 FehlerRad
ピニオンの部分的な異常 FehlerRitzel

プラネタリギア 回転歯の破損 UmlaufenderSchaden
プラネットの部分的な異常 FehlerPlanet
サンの部分的な異常 FehlerSonne
内歯の部分的な異常 FehlerHohlrad

ベルトギア ベルトの部分的な異常 FehlerRiemen
3相モータ 磁気のアンバランス MagnetischeUnwucht
定常周波数 定常周波数 FesteFrequenzSchaden
定常周波数エンベロープ 定常周波数エンベロープ FesteFrequenzHKSchaden
定常オーダ 定常オーダ FesteOrdnungSchaden
定常オーダエンベロープ 定常オーダエンベロープ FesteOrdnungHKSchaden
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13  Video
imcSTUDIO VideoはimcSTUDIOプラグインで、ビデオデータのキャプチャと処理のためのものです。
カメラは、imcSTUDIOが起動しているオペレーティングPCに接続されている必要があります。imc測定デバイスか
らのデータと、ビデオデータを同時に記録、保存することができます。

カメラデバイスへの注意

· imcSTUDIOはカメラのドライバを使用します。ドライバにより、imcSTUDIOユーザインターフェースの上で構
成可能なカメラ設定ができます。

· 実行できる内容はカメラにより異なります。従って、このドキュメントでは、お客様のカメラに付随しているオプ
ションよりも多く、または少なく説明している場合があります。

· imcSTUDIOは、いくつかのドライバ設定が持つ効果には影響しません。例えば、ドライバの細目のために、
正の輝度値は画像をより明るく、もしくは暗くする可能性があります。
ご希望通りに設定を調整するため、画像プレビューがオプションの隣に表示されます。

· ご使用中のカメラに、最新ドライバがインストールされていることを確認してください。

ドライバの変更に関する警告

· ドライバのメーカを変更する場合は、imcSTUDIO構成からカメラを外してください。
· 古いカメラ設定での実験はどれも正常に動作しません。
· この注意は、フレームグラバと圧縮にも有効です。

PCの性能についての注意

達成できるデータ速度は、ご使用のPCの性能により決まります。

imcSTUDIO製品構成
カメラを使用するために、製品構成でオプションのimcSTUDIOビデオアダプタを有効化してください。

13.1  Setup構成
カメラの構成と管理は、imc測定デバイスと同じ方法で行うことができます。接続したカメラを使用するには、デ
バイスの検索を開始します。
デバイスの検索後、見つかったカメラは[デバイス]リストに表示されます。

カメラとデバイスが選択されているデバイス リスト[ ]
デバイス検索では、デバイスが見つかったかどうかがレポートされます。このレポートは、imcデバイスにのみ関係し
ます。最終レポートでは、カメラは考慮されません。

35
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Setup: デバイス - 設定とビデオプレビュー
[デバイス]リストからカメラを選択すると、新しいダイアログ[ビデオ]が表示されます。ここでは、全ての設定を変更
できます。

ページ デバイスのダイアログ ビデオSetup : [ ] : [ ]
ビデオプロパティの値を調整するには、スライダコントロールを使用するか、任意の値を入力ボックスに入力しま
す。ビデオプレビューを使用すると、画像複製のテストと修正を行うことができます。ビデオフォーマットと目的の解
像度を調整できます。これらの設定によって、保存されるビデオデータの品質と量が決まります。

高解像度および高サンプリングレートの使用に関する警告
ビデオ解像度が高い場合は、サンプリングレートを高く設定しないようにする必要があります。そうしないと、
システムの容量に関する問題が生じる可能性があります。

Setup: チャンネル - ビデオチャンネルの設定
ビデオチャンネルの設定方法は、デバイスチャンネルと同じです。これを行うには、Setupページ: [アナログチャン
ネル]を開きます。
各カメラにはビデオチャンネルとモニタチャンネルがあります。

カメラの つのビデオチャンネルが含まれているチャンネルリスト2
メインチャンネルは、スナップショットなどの高速データキャプチャおよび保存の目的を果たします。モニタチャンネル
は、メインチャンネルよりもサンプリングレートが遅くなっており、ビデオデータを記録せずに長期の測定や観察など
の他の目的を果たします。
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ビデオチャンネルを選択すると、新しいダイアログ: [ビデオ]が表示されます。ここでは、データ圧縮を設定できま
す。

ページ アナログチャンネル のダイアログ ビデオSetup : [ ] : [ ] 

13.1.1  保存
ビデオファイルは自動的に保存されません。

· 測定に関連付けられているビデオデータを保存する場合は、それぞれのビデオチャンネルのデータ保存を有
効にします。

· そうしないと、測定を再起動するか、imcSTUDIOを閉じるか、または別の試験設定をロードすると、ビデオデ
ータがなくなります。

ビデオチャンネルは、imc測定デバイスに属する測定チャンネルと同じように設定できます。
データ保存を有効にするには、[保存(PC)]のボックスにチェックマークを入れます。
· ビデオファイルは、PCのハードドライブ上で測定の保存済みデータと同じフォルダに保存されます。
· ビデオファイルのサイズは、ハードドライブによって制限されます。 

参照: データ保存の概要
データ保存の概要については、
「Setup - Dialog: Data transfer」 を参照してください。

13.1.2  トリガを使用したビデオ測定
ビデオチャンネルは、測定チャンネルと同様にトリガすることができます。これを行うには、Setupページ: [トリガ]を
開きます。ここでは、ビデオチャンネルのトリガを設定できます。
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トリガに関する注記
· ビデオチャンネルは、アクティブな測定チャンネルと共にトリガターゲットとしてのみ使用できることに注意してく
ださい。

· メインチャンネルとモニタチャンネルは、imc測定デバイスに属する別ーのトリガにそれぞれ割り当てることができ
ます。

達成可能なフレームレートは、ビデオトリガの結果として減少します。
トリガされたデータキャプチャでは、使用される循環バッファメモリがシステム上でより多くの要求を行うため、達
成可能なフレームレートは半分に減少します。
· これは、1-Triggerに割り当てられていない全てのビデオチャンネルに適用されます。

トリガイベントを別々のファイルに保存
· ビデオチャンネルのトリガイベントは、別ーのファイルに保存することもできます(Setupページ: [デバイス] > [保
存] > [個別のファイルにトリガイベントを保存する(PC)])。

プリトリガ
· ビデオチャンネルでは、imc測定デバイスに属するチャンネルの場合と同じようにプリトリガを設定できます。つま
り、トリガイベントに先行する画像は、トリガイベントの後のデータと共に記録されます。

· プリトリガ時間は、0秒から10分までの値に設定できます。

13.2  Panelページでのビデオチャンネルの表示
[プロセス構成]または[ダウンロード]をクリックします。これにより、Panelページにビデオチャンネルを表示できるよ
うになります。

ビデオチャンネルを備えたDataBrowser

Panelでは、他のチャンネルと同じようにビデオチャンネ
ルを扱います。
アクティブなチャンネルとビデオチャンネルは、
DataBrowserに表示されます。
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Panelページでのビデオの表示
Panelページにはビデオを表示できます。
ドラッグアンドドロップを使用して、ビデオチャンネルをPanelページに移動します。ビデオ-Widgetは、画像複製と
ともに表示されます。表示を設定するには、[プロパティ]を開きます。

画面表示がアクティブになっているビデオ-Widget
各ビデオ-Widgetには、メインチャンネル、モニタチャンネル、または保存済みのビデオ割り当てることができます。
複数のビデオを単一のPanelページに配置できます。

表示に関する注記
Widgetは、測定のトリガ/トリガのリリースの前に現在の画像を表示します。
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オンスクリーン表示(OSD)
オンスクリーン表示(OSD)を使用することにより、ビデオ記録プロセスの状態を観察できます。例えば、トリガ測定
では、記録が進行中または停止中かどうかが表示に反映されます。

オンスクリーン表示の解釈
1. 記録の日付
2. 時間(開始時間)
3. 表示された解像度
4. ビデオ解像度
5. 表示されたフレームレート 
6. 設定されたフレームレート
7. 最新のビデオ記録の開始時間、または現在の再生の時間
8. 最新のビデオ記録の終了時間

9. 記録中:
すでに記録された画像の数

再生中:
すでに再生された画像の数

10.記録中:
記録される画像の数(設定された測定期間とフレームレ
ートによって異なる)

再生中:
記録された画像の数

11.現在の再生のイベント数(トリガされた測定の場合)
12.イベント数
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<%PLUG_PAN_S%&>ページでのビデオ設定の変更
一部のカメラ設定は、Panelで直接変更できます。これを行うには、適切なWidget (例えば、[自動車: バーメ
ータ])をPanelページにドラッグします。それをカメラのデバイスシステム変数にリンクします。

ページ上のカメラプロパティPanel
Widgetを使用して別のカメラプロパティを調整できるようにするには、プロパティ: [変数]の拡張機能である[フィー
ルド]の選択として目的のカメラプロパティを選択します。これは、特定の変数がウィジェットにリンクされている場
合にのみ表示されます。
Widgetは、今後の記録と現在のビデオ出力に直接影響を及ぼします。
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ビデオ測定 - 記録と再生
Panelページでは、測定の実行中に測定チャンネルとビデオデータを表示できます。測定の終結後には、測定
チャンネルとビデオファイルを一緒に再生できます。
これを行うには、対応するカーブウィンドウとビデオ-Widgetをナビゲーションバーで接続します。
メニュー項目[パネル-ナビゲーション] > [コントロール]を使用すると、記録の開始時間までスキップしてから再生
することができます。また、ナビゲーションバーまたはカーブウィンドウを使用して任意の位置に移動することもで
きます。
数多くのナビゲーション機能の詳細については、ナビゲーションバーに関するマニュアルを参照してください。

ナビゲーションバーのビデオ とカーブウィンドウによる時間領域内のナビゲート-Widget

保存したビデオファイルの再生
測定チャンネルとビデオチャンネルの両方についてデータ保存を有効にした場合、測定結果はDataBrowserに
測定として表示されます。
様ーな 測定を同じPanelページで再生できるようにするには、Widgetsを測定の固定名ではなくシンボリック測
定番号 に関連付けます。
これにより、現在の測定と保存された測定を同じPanelページで連続して再生できます。
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13.3  ビデオファイルのエクスポート/インポート
ビデオチャンネルは、測定チャンネルと同様にエクスポート/インポートできます。これは、DataBrowserまたはコマ
ンドを使用して行うことができます。
これを行うには、以下の機能を使用します。
[変数のエクスポート] 変数の値をファイルにエクスポートします。

この場合、ビデオチャンネル(変数)に属するビデオ記録(値)は、ユーザが選択したフォルダ(ファイル)に保存さ
れます。

[変数のロード] ファイルからの値を使用して変数を作成します。
この場合は、ビデオチャンネル(変数)が作成されます。これは選択したビデオ(値)を含んでおり、再生すること
ができます。

[変数のインポート] ファイルから既存の変数に値をインポートします。
この場合、データは既存のビデオチャンネル(変数)にインポートされます。これは選択したビデオ(値)を含んで
おり、再生することができます。

使用可能なファイルフォーマットはWindowsビデオファイル(AVI)です。

待ち時間が長くなることがある
大きなビデオファイルをインポート/エクスポートすると、待ち時間が長くなることがあります。

エクスポート およびインポート の詳細については、コマンドのリファレンスを参照してください。

13.4  インフォメーションおよびヒント 
13.4.1  仕様と注意事項
データキャプチャ:
· カメラごとに2つの測定チャンネルが同時に使用可能です。メインチャンネルとモニタチャンネルです。特に、サン
プリングレートとトリガのために異なる設定を使用できるということです。

· 高速キャプチャとストレージのためのメインチャンネル、例えば、トリガされたスナップショットなどです。
· 低速サンプリングレートでの重複したモニタチャンネル、例えば、トリガされておらず、連続的な長期間の測定
です。
可視化:
· Panelページ上で、ビデオデータを表示するために、[ビデオWidget] (ウィンドウ)が用意されています。
· 複数のそのようなビデオウィンドウはPanelのページ上に配置することができます。
· それぞれのビデオウィンドウを、カメラのメイン、またはモニタチャンネルのどちらかに割り当てることができます。
· ビデオウィンドウでは、たとえトリガのリリース前であってもデータが表示されます。
トリガ:
· メイン、またはモニタチャンネルをそれぞれ、異なるimc測定デバイストリガに割り当てることができます。
· imc測定デバイストリガはまた、カメラ用のトリガでもあります。これは、ビデオチャンネルは、同時に関連する

imc測定デバイスチャンネルとしてトリガされるということです。
· プリトリガ: imc測定デバイスチャンネルとして、ビデオチャンネルにプリトリガを設定することも可能です。これは、
記録されたデータは、トリガイベントに先立つ状況に関するイメージを含むことも可能である、ということです。

· プリトリガ期間: 0秒から10分まで。
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同期: 
· ビデオデータと測定データの自動同期。
· 達成可能な精度は、システム全体の負荷により決まります。
最大dt = [1 frame duration + 20 ms]が達成可能です。

· デバイスは、間に最大1hubもしくはスイッチを装備し、少なくとも100MBit/sのイーサネットラインでPCに接続す
る必要があります。全測定期間の間、この接続はそのまま維持されます。

注意書き: 
· 安定した確かな操作を行うために、表に準じ、検査済みで承認を受けたカメラモデルと選択されたソフトウェ
アデバイスを使用することを推奨します。: サポートされているカメラ 。これら一覧にある組み合わせにのみ
imcはサポートをいたします。

· デバイスが制御不能に影響する可能性があるため、異なるメーカのカメラを装備したシステムは推奨いたしま
せん。

· 制御PCとカメラの間のケーブル最大長に関しては、カメラ用の個別の技術仕様を参照してください。
データスループット/フレームレート: 
· データ転送レートは、フレームレートとして指定されます(通常60fps)
· フレームレートは、Bayerコード化のピクセルあたり1バイトで640 * 480ピクセルサイズの画像を基にしています。
つまり、1フレームごとに300kByteです。この結果、1秒ごとに17.5Mbyteがデータストレージメディアに継続的に
書き込まれます。

· 適切に装備されたコンピュータでは、Bayerフォーマットで、640 * 480ピクセルに対し最大100fps、または320 *
240に対し200fpsを実現することが可能です。

· 前述のデータ転送レートは合計です。複数のカメラが使用されている場合は、転送レートを分け合います。
従って、60fpsのカメラには、各ー30fpsのカメラ2台と同じくらいの転送容量があります。640×480の最大解像
度で1台のカメラは、320×240の解像度を持つ4台のカメラと同じくらいのデータ量を生成します。

· 他のコード化(例えば、BayerではなくRGB)で、データ量は3倍に増加します。これは、達成可能なフレームレ
ートは3分の1に減少するということです。

· トリガされたデータ記録(どの1トリガにも割り当てられていないビデオチャンネル全て)と共に、使用中の循環
バッファメモリによるシステムへのより高い負荷のために、達成可能なフレームレートは半分にカットされます。
最大フレームレートに達するための必須要件: 
· Windows 7オペレーティングシステム。XPとVistaのパフォーマンスは、幾つかの領域で十分ではありません。
· ハードドライブ: Solid State Disk (SSD)、もしくはRaid 0 1として構成された3.5” SATAハードドライブ(毎分、少なくとも5400回転)。

2.5”ハードドライブは、より低速であることに注意してください。特にノート型パソコンには、しばしばより低速の
ハードドライブがインストールされています。

· データキャリアは、最大70%までのみ書き込むことができます。ほとんど満杯のハードディスクへの書き込みは、
大幅な書き込み速度の減少につながることに注意してください。

· データキャリアが断片化されない恐れがあります。書き込みヘッドが過度の変位を強いられていない場合の
み、高い書き込み速度が得られることに注意してください。

· ハードドライブコントローラ: これにより、書き込みモードでのデータスループットが可能になります。測定操作モ
ードの間、ビデオファイルのみではなく、他のデータも書き込まれる必要があることに注意してください!

· プロセッサ: 2.4GHzのクアッドコア(または、Intel I7を使用している場合は、2つのプロセッサコアに十分な容量が
必要です)。

· カメラへのインターフェース: 1GBitイーサネット、Firewire AまたはB、もしくはバージョン2.0以降のUSB。
· ビデオファイルにはウィルススキャナはありません。
· 測定中に使用するバックアップツールはありません。
· コンピュータで作動をしている追加プログラムはありません。ハードドライブのデフラグメンテーション、またはファイ
ルのインデックス付けのようなサービスもまた、測定中は作動しない可能性があります。

 1 A RAIDシステムは、ストリップモード(RAID 0)で一緒に接続されている複数のハードドライブで構成されています。これは、データスルー
プットだけではなく容量も増やします。2つ以上のハードドライブを接続することも可能ですが、結果的にハードドライブコントローラがデータス
ループットに制限をかけることになります。
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最適なフレームレートパフォーマンスのための重要なパラメータ: 
· 最大フレームレートはカメラのプロパティによって決定されます。
· カメラへのインターフェースのパフォーマンス能力、例えば、Firewire Aに対して400MBit/s
· ハードドライブコントローラとそのPCのインターフェースとドライバ
· プロセッサとメインボードチップセット
· ハードドライブの最大書き込み速度
· 圧縮

13.4.2  ビデオ圧縮
日付: 2013年
ビデオ圧縮用のプログラムは、以下のWebページからダウンロードできます。
www.accusoft.com/pvmjpegpricing.htm
このページでは、imcによって以下のオプションがテストされ、推奨されています。PICVideo Motion JPEG Codec -
32ビット圧縮および圧縮解除.

注意: バージョン4はサポートされていない
バージョン4のPICVideo コーデックについては、製造元にお問い合わせください。

PICVideoが正常にインストールされたら、構成プログラムを開いてください。コーデック: [PicVideoコード]を選択し
て構成します。

http://www.accusoft.com/pvmjpegpricing.htm
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構成ダイアログで、[ ...行を超える場合は2フィールド]を選択解除します。

13.4.3  ビデオと統合されたimcSTUDIO-PC
ビデオ-PCは、imc CRONOScompact ラックに組み込まれたPCユニットです。

デバイスマニュアルの参照
詳細と仕様については、デバイスのマニュアルを参照してください。

Windowsバージョンに関する注記
この説明はWindows 7に適用されます。他のWindowsバージョンに関係する情報は異なる場合があります。

ビデオ-PCへのWindowsリモート接続
前提条件: インターネットに接続されている2台のコンピュータ。このケースでは、ビデオ-PCとクライアントコンピュー
タ。

リモートデスクトップ接続の前提条件
全てのエディションのWindowsとリモート接続を確立することはできません。リモートコンピュータ(ビデオ-PC)は、以
下のいずれかのWindows 7エディションをオペレーティングシステムとして実行する必要があります。
· Windows 7 Professional
· Windows 7 Ultimate
· Windows 7 Enterprise
クライアントコンピュータでは、どのWindows 7エディションが実行されているかは問題になりません。どのエディショ
ンでも、ビデオ-PCへのリモート接続を確立できます。
ビデオ-PCは、スタンバイモードまたは休止状態ではなくオンにする必要があります。必要であれば、PCの省電力
設定を事前に確認して調整してください。
ビデオ-PCのファイアウォール構成をチェックして、リモートデスクトップのポート(通常はポート3389)が開いていること
を確認してください。
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リモートコンピュータ(ビデオ-PC)の構成
[リモートの設定]を開きます。
· [コントロール パネル] > [システムとセキュリティ] > [システム]を開きます。
· 左側で[リモートの設定]を選択します。場合によっては、管理者パスワードを入力する必要があります。
· [リモート アシスタンス]で、[このコンピューターへのリモート アシスタンス接続を許可する]オプションを有効にしま
す。

· [リモートデスクトップ]で、接続を許可するための2つの代替オプションのいずれかを選択して構成します。
· [OK]をクリックして確定します。
クライアントコンピュータからビデオ-PCへのリモート接続の確立
· [スタート]メニューを開きます。
· 検索ボックスに「リモート」と入力します。
· 結果の[リモート デスクトップ接続]をクリックして起動します。[リモート デスクトップ接続]ダイアログが表示され
ます。

· 入力ボックス[コンピューター]に、ビデオ-PCの名前またはIPアドレスを入力します。接続を構成するには、[オプ
ション]ボタンをクリックして、対応するダイアログを開きます。

· [接続]をクリックして、接続確立のプロセスを開始します。
· 必要に応じて、ユーザ名とパスワードを入力します。
· 接続を確立できた場合は、ビデオ-PCのログインダイアログが表示されます。
· ここでも、必要に応じてユーザ名とパスワードを入力します。

ビデオ-PCへのVNC接続
前提条件: 2台のコンピュータ。このケースでは、サーバ(ビデオ-PC)とクライアントコンピュータ。

VNCソフトウェア(UltraVNC)のインストール
· クライアント-PC上で、UltraVNC Viewerコンポーネントのみをインストールします。
· ビデオ-PC上で、UltraVNC Serverコンポーネントのみをインストールします。
サーバ構成(ビデオ-PC)
パスワードの指定 
· VNCタスクバー記号(青い目)に属するコンテキストメニューを開きます。
· [Admin Properties]を選択します。
· [Authentication] > [VNC Password]で、接続に適用するパスワードを入力します。
注意: 接続は暗号化されません。他のプログラムに関連付けられている重要なパスワードは使用しないでくだ
さい。
ファイアウォール設定のチェック
ファイアウォール構成をチェックして、プログラムwinvnc.exeが例外のリストに含まれていることを確認します。
クライアントコンピュータからビデオ-PCへのVNC接続の確立
· クライアントコンピュータ上で、VNC Viewerを起動します。
· ビデオ-PCの(サーバの) IPアドレスを入力します。
· 接続の設定を開始し、必要に応じてパスワードを入力します。
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13.5  最終変更内容
Rev. 3.0における訂正およびバグ修正
章 訂正
「Supported Cameras」 技術仕様書は、ソフトウェアのマニュアルに含まれています。その内容は技術データでも提供されている

ため、この章は省略されています。
「Frame Grabber and
Compression」

技術仕様書は、ソフトウェアのマニュアルに含まれています。その内容は技術データでも提供されている
ため、この章は省略されています。

Rev. 2.2における訂正およびバグ修正
章 訂正
全ての章 新規
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14  スクリプト
imcSTUDIO ScriptingはimcSTUDIOプラグインで、プログラミングインターフェース(C#、.NET)をimcSTUDIOに
提供します。開発環境SharpDevelop (エディタ)が含まれています。
ユーザ定義のプログラミングに加えて、全ての基本機能から成るimcSTUDIOが使用できます。例えば、
· 読み込み、書き込みデバイスとチャンネル設 定 (Setup)
· PanelとWidgetsへのアクセス
· データブラウザへのアクセス: 変数の作成、読み込み、そして書き込み
· imcFAMOSのアプリケーション-チャンネルデータへの機能
· メニューアクションの実行
· Sequencerコマンドの実行
· イベントへの応答
以下のスクリプトタイプが利用できます。

· スクリプト
· Panelスクリプト
· コンテキストスクリプト
· タイプライブラリスクリプト
· イベントスクリプト
· 第三者デバイススクリプト

スクリプトのエクスポートとインポートが、DLLとしても可能です。
スクリプトを実行するために、スクリプトのタイプに応じて以下のメカニズムが可能です。
· コマンドとして

· Sequencer内で
· Widgetで
· イベントで

· バックグラウンドで
· Panelページへのリンク
· 実験かプロジェクトへのリンク

このマニュアルではScriptingへのエントリポイントを説明しています。

注記

· スクリプトの作成と編集には、imcSTUDIOの開発者ライセンスが必要です。
· スクリプト1は特別なライセンスが無くても、全てのエディションで作動させることができます。
· プログラミング言語はC#です。
1は第三者デバイススクリプトの例外があります
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14.1  メニューバーとコンテキストメニュー
ツールウィンドウ
Scriptingを使用するには、Sequencerページに移動します。ページの下部に [スクリプ ト ]というタブがあります。

ツールウィンドウ スクリプトSequencer [ ]
このツールウィンドウでは、列名をクリックすることでスクリプトをソートすることができます。

ツールウィンドウ スクリプト[ ]

メニュー

メニューアクション  説明
選択したスクリプト を実行します。

選択したスクリプト をエディタで開きます。

スクリプトを作成 するためのダイアログを開きます。

インポートダイアログ を開きます。

エクスポートダイアログ を開きます。

選択したスクリプトを削除します。

スクリプトオプションをimcSTUDIOオプションダイアログで開きます。

スクリプトを編集するには、メニュー項目[スクリプトエディタで開く]☆アイコン☆を選択します
。

コンテキストメニュー

1204

1203

1199

1205

1205

1279
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メニューアクション  サブメニュー

[追加 ]
· [新しいスクリプトの追加]
· [既存のスクリプトの追加]

[編集 ] · [プロキシの再生 ]
· [ビルドログの表 示 ]

[スクリプトアクション] · [スクリプトのプロパティ]: [新しい保存範囲 ]
· [スクリプトウィジェットの再生 ]  (Panelスクリプト )

14.1.1  スクリプトの作成
新しいスクリプト(C#)を作成するには、Sequencerに切り替えて、ツールウィンドウ[スクリプト]を開きます。
[新しいスクリプトの追加]をクリックします 。 。 . 新しいスクリプトを追加する前にスクリプトエディタを
閉じる必要があります。

ダイアログ スクリプトのプロパティ: [ ]
他のスクリプトタイプ では、このダイアログとエディタテンプレートは異なる外観になります。対応するセクション
「Panelスクリプト」 、「コンテキストスクリプト」 、「タイプライブラリスクリプト」 、「イベントスクリプト」 も
参照してください。
[OK]をクリックしてダイアログを終了すると、スクリプトエディタが開きます。プログラミング言語はC#です。
参考になる例は、ソーステキストの「Examples」部分に用意されています。スクリプトは、使用する前にコンパイ
ルする必要があります([ビルド] > [ビルドソリューション])。

1199
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ScriptEditor

注意: エディタの言語の変更
エディタの言語は、[ツール] > [オプション] > [全般] > [UI言語]で変更できます。
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14.1.1.1  スクリプトタイプ
以下のスクリプトタイプを使用できます。スクリプトタイプは、 対象とする用途に合ったものを選択してください。

スクリプトタイプ 説明
スクリプト · スクリプトは、コマンドによって呼び出されて実行されます。

パネルスクリプト · Panelスクリプトの作成時には、対応するPanelページを選択する必要があります。
· Panel スクリプトは、対応するPanelページにリンクされます。
· スクリプト内のRun()メソッドは、対応するページを閲覧するとき、またはページがすでに開いていて設
計モードが無効になっているときに呼び出されます。これは、試験設定のロード時にも当てはまります。

· Stop()メソッドは、他のページを閲覧するか 、試験設定を閉じるか、または設計モードを有効に
すると呼び出されます。

 コンテキストスクリプト · コンテキストスクリプトは、範囲([試験]、[プロジェクト]など)にリンクされます。 
· Run()メソッドは、試験設定(範囲[試験])を開くと呼び出されます。
· Stop()メソッドは、試験を終了するか、imcSTUDIOを閉じるか、または別の試験設定を開くと呼
び出されます(範囲[試験])。

· ここで、使用可能なアクションのいくつかは、アクションをイベントに登録(フック)し、それらのアクションをイ
ベントから登録解除(アンフック)します。

タイプライブラリスクリプト · タイプライブラリスクリプトは、独自のクラスとメソッドを他のスクリプトタイプにDLLとして提供するための
手段です。

イベントスクリプト · イベントスクリプトは、関連するイベントにコマンドとして追加されます。 
· スクリプトでは、トリガされたイベントの引数にアクセスできます(測定の名前やインターバル保存のパスな
ど)。 

サードパーティデバイススク
リプト

· サードパーティデバイススクリプトを利用すると、サードパーティデバイスをimcSTUDIOで統合して
使用することができます。

アクションをイベントに登録したり、イベントから登録解除するときには、コンテキストスクリプト (ウィジェットアク
ションの場合は、Panelスクリプト)を通常のスクリプトの代わりに使用することをお勧めします。
詳細については、下記の対応するセクションを参照してください。「Panelスクリプト」 、「コンテキストスクリプ
ト」 、「タイプライブラリスクリプト」 、「イベントスクリプト」 または「Third Party Device Script」
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14.1.1.2  スクリプトのプロパティ
スクリプトのプロパティ 説明
[名前] スクリプトの名前は数字以外でで始まる必要があります。スペースや特殊文字は

使用できません(下線を除く)。また、C#コマンドの名称(or、foreach、if、else、
class、private、public、int、double、stringなど)にすることもできません。

[保存範囲] スクリプトの可用性(たとえば、[試験]、[プロジェクト]、[アプリケーション]または[シー
ケンサ])。この設定を変更するには、[スクリプトアクション] > [スクリプトのプロパティ]
> [新しい保存範囲] をクリックします。

[タイプ] 選択されたスクリプトタイプ 。

[接続されたタイプライブラリ
スクリプト]

作成されたタイプライブラリスクリプト のリストからの選択。タイプライブラリスクリプ
トは、スクリプト内でライブラリとして使用できます。

[個別プロキシクラスライブ
ラリ]

プロキシクラスは別個のリファレンス(DLL)として追加され、他のスクリプトで使用する
こともできます(たとえば、スクリプトクリップボード を使用してスクリプトの名前空
間からオブジェクトをグローバルに使用する場合など)。

[追加のプロキシクラス] imcFAMOS関数の数学ライブラリおよびキットの選択。これらのクラスは再生可能
です。「プロキシの再生」 を参照してください。

[アクティビティ範囲] コンテキストスクリプト専用:
スクリプトがアクティブである範囲([試験]、[プロジェクト]、[アプリケーション])

注意: 名前の割り当て
· 異なるスクリプト保存範囲を使用している場合であっても、同じスクリプト名を複数回使用することはでき
ません。

· 例:
o試験設定Exp_001で、保存範囲[試験]を使用してスクリプト"Test"を作成します。
o別の試験設定Exp_002で、保存範囲[プロジェクト]を使用してスクリプト"Test"を作成します。
o試験設定Exp_001をロードすると、警告がログブックに表示され、すでに(プロジェクト内に)存在するため
にスクリプト"Test"をロードできないことが示されます。

14.1.1.3  保存範囲
オプション[保存範囲]([一緒に保存] / [スクリプト保存])では、メモリ内のスクリプトの場所が指定されます。
同じプロジェクトに属する他の試験設定でスクリプトを使用するために、[一緒に保存] > [プロジェクト]設定でス
クリプトが作成されます。 

1202
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[保存範囲] 説明
[試験] スクリプトは試験設定フォルダに保存され、試験設定内でのみ使用可能になります。
[プロジェクト] スクリプトはプロジェクトフォルダに保存され、リストされて、プロジェクトに属する全ての試験

設定で使用可能になります。試験設定を別のシステムに転送する場合は、その試験設定
と共にプロジェクトスクリプトもエクスポートして転送する必要があります。

[アプリケーション] スクリプトはアプリケーションフォルダ(たとえば、C:\ProgramData\imc\imc STUDIO
\Applications\_1\Scripts)に保存され、全てのプロジェクトと試験設定で使用可能になり
ます。ここでも、試験設定を別のシステムに転送するためには、その試験設定と共にスクリプ
トもエクスポートして転送する必要があります。

[シーケンサ] (異なる)試験設定がコマンドによってロードされた場合、このスクリプトは使用可能なままに
なります。このスクリプトはアプリケーションフォルダに保存され、メイン試験設定でのみリストさ
れます。

このオプションは、コンテキストメニュー[スクリプトアクション] > [スクリプトのプロパティ] > [新しい保存範囲]で変
更できます。

スクリプトアクション スクリプトのプロパティ[ ]: [ ]

ダイアログ スクリプト範囲の変更: ダイアログ スクリプトオプション コンテキストスクリプトの場合: ( )

重要: プロジェクトと試験設定を保存する
保存範囲を変更したら、プロジェクトと試験設定を保存してください。そうしないと、変更内容が失われる可
能性があります。

14.1.2  スクリプトの編集
スクリプトを編集するには、ツールウィンドウ[スクリプト]を開き、[スクリプトエディタで開く]をクリックします

。また、スクリプトをダブルクリックして、そのスクリプトを編集することもできます。
別のスクリプトを編集する前に、スクリプトエディタを閉じる必要があります。
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注記
スクリプトは、imcSTUDIOの範囲を越えて置かれます。
スクリプトの保存状態は、対応する保存範囲([試験]、[プロジェクト])が保存される場合にのみ転送されま
す。

14.1.3  スクリプトの実行
スクリプトを実行する場合は、スクリプトのタイプに応じて以下のメカニズムを使用できます。

スクリプトタイプ メカニズム
スクリプト · Sequencerにおけるコマンド

· イベントでのコマンド
· ツールウィンドウスクリプト

§ メニュー
§ コンテキストメニュー

Panelスクリプト · ページの閲覧(Runメソッド)
· ページから出る(Stopメソッド)

コンテキストスクリプト · 対応するコンテキストをロード/開く(Runメソッド)
· コンテキストを出る/閉じる(Disposeメソッド)

タイプライブラリスクリプ
ト

· 実行できない
· 他のスクリプトで使用される

イベントスクリプト · イベントでのコマンド

Third Party Device
Script

· 実行できない
· エディタを閉じた後のサードパーティデバイスのリフレッシュ

Runを使用してスクリプトを実行した後にコンテキストメニューで[編集] > [ビルドログの表示]を選択すると、ビル
ドログを表示できます。
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14.1.4  エクスポートとインポート

エクスポート

スクリプトをエクスポートするには、[スクリプト]ツールウィンドウで[スクリプトのエクスポート]をクリックします
 。その後、全てのスクリプトを表示するダイアログが開きます。 

ダイアログ スクリプトのエクスポート: [ ]
ここでは、エクスポートするスクリプトを選択し、ターゲットパスを入力します。
スクリプトのライブラリ(DLL)のみをエクスポートする場合は、それに対応する選択を[DLLのみ]列で行います。
スクリプトはアーカイブ(*.zip)としてエクスポートされます。スクリプトファイルと共に、ZIPファイルのタイプおよび保
存タイプに関する情報も記録されます。これはDLLエクスポートにも適用されます。

インポート
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ツールウィンドウ[スクリプト]で[既存のスクリプトの追加]をクリックします 。以下のダイア
ログが表示されます。

ダイアログ 既存のスクリプトの追加: [ ]
[名前]でファイルを選択します。 スクリプトタイプに応じてダイアログが変わり、その他の設定([名前]や[保存
範囲]など)を変更できるようになります。[OK]をクリックして、スクリプトをリストに追加します。ライブラリ(DLL)の
み含まれているスクリプトをインポートした場合は、当然ながらこれらのライブラリの編集はできず、実行のみ
可能です。
また、[追加] > [既存の項目]を使用して、単一のスクリプトファイル(*.cs)をScriptEditorでC#プロジェクトに追
加することもできます。拡張子*.csscriptを使用した以前のスクリプトは、拡張子*.csを使用して名前変更す
る必要があります。

ヒント

リソースがC#プロジェクトで使用される場合は、プロパティ[ビルドアクション]が[リソース]または[埋め込みリソー
ス]に設定されていること、および/または[出力ディレクトリにコピー]がtrueに設定されていることを確認してくだ
さい。
これらの設定により、DLLエクスポートの使用時にはResourcesフォルダが考慮されます。

14.1.5  プロキシの再生
古いimcSTUDIOバージョンのスクリプトをインポートし、新しい関数がこのスクリプトに必要な場合は、プロキシク
ラスを再生する必要があります。また、imcFAMOS関数を使用したいが、スクリプトの作成時にプロバイダを選
択していなかった場合も、プロキシクラスを再生する必要があります。ツールウィンドウ[スクリプト]でスクリプトを選
択し、コンテキストメニューで[編集] > [プロキシの再生]をクリックします。
以下のダイアログが開きます。
新しい imcFAMOS関数を追加する必要がない場合は、現在の設定を維持して、[OK]ボタンをクリックします。
それ以外の場合は、[Kit]および/または[Math]を選択し、[OK]をクリックします。
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ダイアログ プロキシリジェネレータ: [ ]

注意
新しい関数により、内部構造が変更されている可能性があります。したがって、プロキシの再生後には、ソ
ースコードを確認して変更し、コンパイラエラーを修正する必要があります。
ヒントについては、「重要な情報」 の章を参照してください。

14.1.6  デバッグ
スクリプトをデバッグするには、コンパイル後に以下のステップを実行する必要があります。

ステップ1: ブレークポイントを追加する
F7を押すか、メニュー項目[デバッグ] > [ブレークポイントの切り替え]を使用して、ブレークポイントを追加します。
このステートメントに到達すると、プログラムカウンタはこの行で停止します。

エディタ ブレークポイントの設定: 

ステップ2: <%imcSTUDIO%&>にアタッチする
メニュー項目[デバッグ] > [プロセスにアタッチ]を使用して、デバッガを実行中のimcSTUDIOプロセスにアタッチし
ます。ダイアログで、imc.Studio.exeを選択します(複数のプロセスがリストされている場合は、試験の名前と同じ
名前のタスクを選択します)。 
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 代わりにメニューバーの[再生]ボタン(緑色の三角形)を使用すると、デバッガをimc.STUDIO.exeに直接ア
タッチできます。
その後、ブレークポイントの色は黄色になります。

エディタ プロセスへのアタッチ: 

プロセスの選択

エディタ デバッグがプロセスにアタッチされる: 

ステップ3: スクリプトを実行する
スクリプトのタイプに従って、imcSTUDIOでスクリプトを実行します。
ブレークポイントに達するために必要なアクションを実行します。
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ステップ4: プログラムカウンタ
この行に到達すると、プログラムカウンタ(黄色の矢印)はブレークポイントで停止します。

エディタ プログラムカウンタ: 

ステップ5: ナビゲート
スクリプト内をナビゲートするには、F10キーとF11キー(またはSHIFT+F11)を使用します。デバッグを続行するに
は、F5キーを使用します。

キー 説明(英語)
F5 デバッグの続行

Shift+ F5 プロセスの停止
[F7] ブレークポイントの切り替え
[F10] ステップオーバ
[F11] ステップイン

Shift + F11 ステップアウト

警告
デタッチの前に必ず[デバッグの続行]を使用すること

デバッグ中にプロセスからデタッチしないでください。ユーザのプログラミングによっては、imcSTUDIOが未定
義状態や操作不能状態になる可能性があります。デタッチする前に、必ず[デバッグの続行](青色の「再
生」記号)を使用してデバッグを終了してください。

14.2 スクリプト（全般） 
14.2.1  デバイス 関数

注記
· パラメータを設定する場合は、クラスEClassIDを使用します。パラメータの値は、ParameterValuesクラスで設
定できます。「デバイスパラメータ」 も参照してください。

· メソッドExecuteActions()は、デバイスおよびチャンネルアクションにのみ必要です。.パラメータの場合は、
SetValue()を使用します。

必要な定数/クラスを使用するには、以下のライブラリを追加する必要があります。
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using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator; // EClassID
using imc.Studio.Interfaces.V2.DevSetup; // DeviceAdapters
using imc.Studio.Interfaces.DevSetup; // EDeviceCoreType_V2

パラメータは以下のように使用されます。
// EClassID_Parameter as string or from EClassID-Class
//var myPara = myChannel.Parameters["eMyParameter"]; 
var myPara = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceName]; // Example
// set parameter value
myPara.SetValue("SetValue");
// get parameter value
string sParameter = myPara.GetValue().ToString();
// get printout of the parameter value
string sParameterText = myPara.Text;
// select list of parameter values, if available
string [] sParaTextArray = myPara.TextList;

デバイスの制御とパラメータ

デバイスの検索
デバイス検索は、以下のコマンドによって実行されます。
DevSetup.SearchDevices();

DNS名またはIPによるデバイスの追加
以下のコマンドを使用して、DNS名またはIPによってデバイスを追加します。
using imc.Studio.Interfaces.V2.DevSetup; // add Library
// IP
DevSetup.SearchDevice("192.168.0.2", DeviceAdapters.imcDevcies2x); 
 // DNS
DevSetup.SearchDevice("imcDev__09123456", DeviceAdapters.imcDevcies2x);
// The return value of type "EnumItem" is the according device.
EnumItem myDevice = DevSetup.SearchDevice("0.0.0.0", DeviceAdapters.imcDevcies2x); 

デバイスの選択
デバイス名が不明な場合は、デバイスのシリアルナンバーを使用してデバイス名を特定できます。
// getting the device object via serial number
string strSN = "123456";
EnumItem myDevice = DevSetup.Devices.GetItemBySerialNumber(strSN);
// getting the device identifier
string myDevName = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceName].GetValue().ToString();
// getting the device name
string myDevNickName =
myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceNickname].GetValue().ToString();

デバイスの実際の選択は、デバイス名(EClassID.eDeviceNickname)またはデバイス識別子
(EClassID.eDeviceName)に基づきます。
using imc.Studio.Interfaces.DevSetup;
// selecting device via nickname
DevSetup.SelectDevice(myDeviceNickName,true, EDeviceCoreType_V2.Measurement);
// selecting device via name
DevSetup.SelectDevice(myDeviceName,false, EDeviceCoreType_V2.Measurement);

デバイスリストを使用してデバイス名を取得することもできます。 
デバイスの新しいパラメータが使用可能になるため、後でデバイスオブジェクトを割り当てる必要があります。
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// via device name
myDevice = DevSetup.Devices[myName];
// via serial number
myDevice = DevSetup.Devices.GetItemBySerialNumber(strSN);

デバイスの選択解除
using imc.Studio.Interfaces.DevSetup;
DevSetup.DeselectDevice("DeviceNickName", true, EDeviceCoreType_V2.Measurement);

リストからのデバイスの削除
DevSetup.RemoveDevice("DeviceNickName", true);

デバイス制御アクション
デバイスに接続する場合や、デバイスを起動および停止する場合は、以下の関数を実行する必要があります。
var myStatus = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceControlAction];
// for action values see ParameterValues.eDeviceControlAction
// connect to device
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDeviceControlAction.Connect);
myStatus.ExecuteAction();
// start measurement
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDeviceControlAction.Start);
myStatus.ExecuteAction();
// stop measurement
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDeviceControlAction.Stop);
myStatus.ExecuteAction();
// disconnect from device
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDeviceControlAction.Disconnect);
myStatus.ExecuteAction();

選択した全てのデバイスを起動/停止する場合:
DevSetup.ExecuteAction(ParameterValues.eDeviceControlAction.Start); 
DevSetup.ExecuteAction(ParameterValues.eDeviceControlAction.Stop); 

または
Actions.FireAction(this, "acDeviceConnect"); // connecting
Actions.FireAction(this, "acDeviceStart"); // starting
Actions.FireAction(this, "acDeviceStop"); // stopping
Actions.FireAction(this, "acDeviceDisconnect"); // disconnect

クエリ(デバイスが選択されている場合)
bool bSelected = myDevice.Parameters[EClassID.eConnectionStatus] != null; 
選択したデバイス(シリアルナンバー)のリスト
using System.Collection.Generic;
using System.Linq; // may needs to be added to the references
using System.Windows.Forms;
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;
List<string> Lstr = new List<string>();
var query = from dev in DevSetup.Devices
 where (dev.Parameters[EClassID.eConnectionStatus] != null &&
dev.Parameters[EClassID.eDeviceSN] != null)
 select dev.Parameters[EClassID.eDeviceSN].Text;

for (int k=0; k < query.Count(); k++){
 Lstr.Add(query.ElementAt(k));
}
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測定状態
int mState = (int)myDevice.Parameters[EClassID.eMeasurementStatus].GetValue();
string stateText = myDevice.Parameters[EClassID.eMeasurementStatus].Text;

警告
 ExecuteAction を使用する場合は、内部でインスタンスが変化するため、対応するパラメータ/デバイスの
読み取り/割り当てを再度行う必要があります。その結果は、NullReference例外となります。これは、デバ
イスの選択時やTEDの読み取り時などに起こることがあります。

注記
複数のアクション(デバイスの複数選択など)を実行する必要がある場合は、メソッド
DevSetup.BeginTransaction() およびDevSetup.EndTransaction()を使用します。

例: リスト内の最初のデバイスを使用する
IEnumerator<EnumItem> myList = DevSetup.Devices.GetEnumerator();
myList.Reset();
myList.MoveNext(); // get next element in the list
EnumItem myDevice = myList.Current;
if (myDevice != null)
 string myDevName = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceName].GetValue().ToString();
}else{
 // do something, e.g.
 myDevName = String.Empty;
}
// Alternative
using System.Linq;
// ...
EnumItem myDevice = DevSetup.Devices.First(); // first known device in the list
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保存

デバイス固有のオプション - デバイス
// Storage interval ; 0 = End of measurement
myDevice.Parameters[EClassID.eUMIntervalTime].SetValue(60d); // 60 seconds
// Storage interval count
myDevice.Parameters[EClassID.eUMIntervalCount].SetValue(128); // all = 0
// Storage locaction: 0: Removable medium, 1: Hard disk (HD); 2: Network drive
myDevice.Parameters[EClassID.eUMDrive].SetValue(0); 
// Save trigger events in individual files (valid for ALL devices!)
myDevice.Parameters[EClassID.eExtraTriggerDirUMHD].SetValue(1); 

選択したディスク上のファイルの削除
選択したストレージデバイス上の全てのデータが削除されます。
デバイス保存場所(リムーバブルメディアなど)が正しく設定されていることを確認してください。

myDevice.Parameters[EClassID.eUMDrive].SetValue(0); // Removable medium
myDevice.Parameters[EClassID.eDeleteFilesOnSelectedDisk].ExecuteAction();

試験オプション(全てのデバイスに適用) - PC

注記
これらのオプションは、デバイスのパラメータの設定によって設定されますが、試験設定内の全てのデバイス
に適用されます。
// Storage interval ; 0 = End of measurement
myDevice.Parameters[EClassID.ePCIntervalTime].SetValue(60d); // 60 seconds
// Storage interval count
myDevice.Parameters[EClassID.ePCIntervalCount].SetValue(128); // all = 0
// Save trigger events in individual files
myDevice.Parameters[EClassID.eExtraTriggerDirPCHD].SetValue(true); 
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ディスクスタート

ディスクスタートを宛先に書き込む
myDevice.Parameters[EClassID.eDiskStartSelfStartOption].SetValue(true); // Self-start
var myStatus = myDevice.Parameters[EClassID.eDiskStartAction];
// See ParameterValues.eDiskStartAction for setting values, e.g.
// 2503: Device HD; 2505: Device intern; 
// saving to removable device
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDiskStartAction.Device_PCMCIA);
myStatus.ExecuteAction();
// saving to PC-HD
myStatus.SetValue(ParameterValues.eDiskStartAction.Device_PC_HD);
myStatus.ExecuteAction();
自動スタート試験設定をデバイスに書き込むと、手動で確認する必要があるダイアログが表示されます。

ダイアログ オートスタート: 
このダイアログを抑制する場合は、オプションダイアログを開き、[一般オプション] > [デフォルトダイアログ応答] >
[オートスタート構成を上書きする]に進んで、選択肢から[OK]を選択します。
これは、Scriptingで行うこともできます(章を参照)。
using imc.Studio.Interfaces.V2.Gui;
UserRequest.SetDefaultResultValue("Dev2x_OverwriteSelfStart", EMessageBoxResult.OK); 

選択した全てのデバイスでディスクスタートを削除
foreach(var cConfig in DevSetup.Items[EClassID.eConfig]) {
 var cDeleteAction = cConfig.Parameters[EClassID.eDiskStarDeleteConfig];
 if((cDeleteAction != null) && (cDeleteAction.Base != null)) {
 //cDeleteAction.SetValue(11001); // should be set by default
 cDeleteAction.ExecuteAction();
 }
}

14.2.2  チャンネル関数
注記

· パラメータを設定する場合は、クラスEClassIDを使用します。パラメータの値は、ParameterValuesクラスで設
定できます。「チャンネルパラメータ」 も参照してください。

· メソッドExecuteActions()は、デバイスおよびチャンネルアクションにのみ必要です。.パラメータの場合は、
SetValue()を使用します。

後続の例には以下の行が必要です。チャンネルChannel_001が使用されます。チャンネル名では大文字と小文
字が区別されます。
var myChannel = DevSetup.Channels["Channel_001"];

ビットのパラメータの設定(コメントなど):
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var myPort = DevSetup.Channels["DIN001"];
var myBit = myPort.ChildItems["DIN001_Bit01"];
myBit.Parameters[EClassID.eChannelComment].SetValue("MyComment");

クラスEClassIDを使用するには、以下のライブラリを追加する必要があります。
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;

全般

パラメータは以下のように使用される
// EClassID_Parameter as string or from EClassID-Class
//var myPara = myChannel.Parameters["eMyParameter"]; 
var myPara = myChannel.Parameters[EClassID.eSampleTime]; // Example

パラメータ値を設定する
myPara.SetValue("SetValue");

パラメータ値を取得する
string sParameter = myPara.GetValue().ToString();

パラメータ値のプリントアウトを取得する
string sParameterText = myPara.Text;

パラメータ値のリストを選択する(可能な場合)
string [] sParaTextArray = myPara.TextList;

メタデータ列は、識別子(ここでは、MyIdentifier)を介して編集できます。
var myPara = myChannel.Parameters["MyIdentifier"]; 
// get or set a parameter value
myPara.SetValue("MySettingValue");
string sParameter = myPara.GetValue().ToString();

[チャンネル]

チャンネル名
var myDevParameter = DevSetup.Devices["DeviceName"].Parameters;
var myChnParameter = DevSetup.Channels["ChannelName"].Parameters;
// Change Channel name
myChnPara[EClassID.eChannelName].SetValue("Channel_001_new");

バランスアクション
var paraBalanceAct = myChannel.Parameters[EClassID.eBalanceAction];
// set offset
paraBalanceAct.SetValue(ParameterValues.eBalanceAction.Offset);
paraBalanceAct.ExecuteAction();
// set bridge
paraBalanceAct.SetValue(ParameterValues.eBalanceAction.Bridge);
paraBalanceAct.ExecuteAction();
// set tare
paraBalanceAct.SetValue(ParameterValues.eBalanceAction.Tare);
paraBalanceAct.ExecuteAction();
// set manufacture's calibration
paraBalanceAct.SetValue(ParameterValues.eBalanceAction.Reset);
paraBalanceAct.ExecuteAction();
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バランス状態
string balanceState = myChannel.Parameters[EClassID.eBalanceStatus].Text;

ケーブル補償
var paraCalibAct = myChannel.Parameters[EClassID.eCalibrationAction];
paraCalibAct.SetValue(ParameterValues.eCalibrationAction.CableCompensation); // Cable
myChannel.Parameters[EClassID.eCalibrationAction].ExecuteAction();
double dR_cable = (double)myChannel.Parameters[EClassID.eCableResistor].GetValue();

チャンネルのコメント
myChannel.Parameters[EClassID.eChannelComment].SetValue("My Channel");

コネクタを介したチャンネル名
コネクタ"[01] IN01" のチャンネル名は、ここでクエリされます。チャンネルオブジェクトとそのパラメータは変数query
に入ります。
using System.Linq;
string sPlugInName = "[01] IN01";
var query = from chn in DevSetup.Channels
 where (chn.Parameters[EClassID.ePlugInName] != null) &&
(chn.Parameters[EClassID.ePlugInName].Text.CompareTo(PlugInName) == 0)
 select chn;
// read channel name
string sName = string.Empty;
if ( null != query ){
 sName = query.First().Parameters[EClassID.eChannelName].GetValue().ToString();
}
// write channel name
string sName = "MyChannel";
if ( null != query ){
 query.First().Parameters[EClassID.eChannelName].SetValue(sName);
}

from-where-selectクエリで問題が生じた場合は、代わりにforeachを 使用してください。

チャンネルステータス
チャンネル名が存在する必要があり、送信される値はこのタイプのチャンネルに対して有効である必要がありま
す。
// setting status of channel "Channel_1" to "active"
myChannel.Parameters[EClassID.eStatus].SetValue(ParameterValues.eStatus.Active);
// setting status to "passive"
myChannel.Parameters[EClassID.eStatus].SetValue(ParameterValues.eStatus.Passive);
// setting status to "write"
myChannel.Parameters[EClassID.eStatus].SetValue(ParameterValues.eStatus.Write);
// setting status to "read/write"
myChannel.Parameters[EClassID.eStatus].SetValue(ParameterValues.eStatus.Read_Write);

コネクタ
string myConName = myChannel.Parameters[EclassID.ePlugInName].GetValue().ToString();

カップリング
myChannel.Parameters[EClassID.eCoupling].SetValue(ParameterValues.eCoupling.AC); 
myChannel.Parameters[EClassID.eCoupling].SetValue(ParameterValues.eCoupling.DC); 
// See ParameterValue.eCoupling for more setting values

期間
測定期間は以下のコードで設定できます。引数は秒単位の時間です。
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double duration = 60d;
myChannel.Parameters[EClassID.eDuration].SetValue(0); // undefined
myChannel.Parameters[EClassID.eDuration].SetValue(duration); // 60 seconds

フィルタリング
フィルタリングは、遮断周波数10Hzおよび50Hzを使用したButterworthバンドパスに設定されます。
var paraFilterChar = myChannel.Parameters[EClassID.eFilterCharacteristic];
paraFilterChar.SetValue(ParameterValues.eFilterCharacteristic.Butterworth);

var paraFilterType = myChannel.Parameters[EClassID.eFilterType];
paraFilterType.SetValue(ParameterValues.eFilterType.Bandpass);

myChannel.Parameters[EClassID.eFiltCutoff1].SetValue(10); // 10 Hz
myChannel.Parameters[EClassID.eFiltCutoff2].SetValue(50); // 50 Hz

入力範囲
入力範囲は±2.5Vに設定されます。
string str = "\u00b1" + "2.5 V"; // \u00b1 = PlusMinus-Symbol
myChannel.Parameters[EClassID.eRange].SetValue(str);

チャンネルChannel_001の入力範囲はテキスト変数に設定されます。
using imc.Studio.PlugIns.DevSetup.Common;
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;
var paraRange = DevSetup.Channels["Channel_001"].Parameters[EClassID.eRange];
string sRange = paraRange.Text; // Display value of range, e.g. "±5 V"
// Alternative: get the value
var paraRange = DevSetup.Channels["Channel_001"].Parameters[EClassID.eRange];
object oRange = paraRange.GetValue();
CValueArray cRange = oRange as CValueArray;
string sRange = cRange[1].ToString(); // range is element with index 1

注記: [セットアップ]ページの選択リストで使用できるのは、設定可能な値のみです。
可能な範囲のリストは、以下のコードによって取得できます。
var pRange = DevSetup.Channels["Channel_001"].Parameters[EClassID.eRange];
string [] sRange = pRange.TextList;

Module type: UNI2-8
Input range
±50 V
±25 V
±10 V
±5 V
±2.5 V
±1 V
±0.5 V
±0.25 V
±0.1 V
±0.05 V
±0.025 V
±0.01 V
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±0.005 V

他のモジュールタイプの値は、対応するデータシートにリストされています。
モジュールタイプ
// Return value is language dependent
string sModuleType = myChannel.Parameters[EClassID.eModuleType].Text;
// -> Bridge, current and voltage amplifier and temperature measurement unit "UNI2-8"

前処理

以下のコードでは、5つのサンプルポイントにわたる算術平均値が前処理として設定されます。
var paraProc = myChannel.Parameters[EClassID.eProcessing];
paraProc.SetValue(ParameterValues.eProcessing.ArithMean);
myChannel.Parameters[EClassID.eProcessingPoints].SetValue(5);

サンプル時間 / サンプルレート
サンプル時間は1msに設定されます。
// setting Sample Time to 0.001s = 1ms = 1000 Hz
myChannel.Parameters[EClassID.eSampleTime].SetValue(0.001);

注記: [セットアップ]ページの選択リストで使用できるのは、設定可能な値のみです。
可能なサンプル時間のモジュール固有のリストは、以下のコードによって取得できます。
var pSampleTime = DevSetup.Channels["Channel_001"].Parameters[EClassID.eSampleTime];
string [] sSampleTimeList = pSampleTime.TextList;

Module type: UNI2-8
Sample rate Sample time

100 kHz 10 µs
50 kHz 20 µs
10 kHz 100 µs

5 kHz 200 µs
1 kHz 1 ms

500 Hz 2 ms
200 Hz 5 ms
100 Hz 10 ms

50 Hz 20 ms
20 Hz 50 ms
10 Hz 100 ms

5 Hz 200 ms
2 Hz 500 ms
1 Hz 1 s

0.5 Hz 2 s
0.2 Hz 5 s
0.1 Hz 10 s
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0.05 Hz 20 s
0.0333333 Hz 30 s
0.0166666 Hz 60 s

他のモジュールタイプの値は、対応するデータシートにリストされています。

感度/スケールおよびオフセット
チャンネルのスケーリングとオフセットは、以下のコードで設定されます。

myChannel.Parameters[EClassID.eUserUnit].SetValue("Pa"); // Pascal
myChannel.Parameters[EClassID.eUserOffset].SetValue(1); // 1 Pa
myChannel.Parameters[EClassID.eUserScalingFactor].SetValue(5); // = 1/Sensitivity

歪みゲージ
カップリング
myChannel.Parameters[EClassID.eCoupling].SetValue(ParameterValues.Coupling.HalfBridge;
ブリッジ抵抗
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeResistor].SetValue(120);
Bridge mode
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeBridgeMode].SetValue(1);
// 1=>strain; 2=>stress
Bridge factor N
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeN].SetValue(1);
// 1=>1; 2=>2; 4=>3; (1-v)=>4; (1+v)=>5; 2*(1-v)=>6; 2*(1+v)=>7
Gauge factor k
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeFactor].SetValue(1);
Bridge unit
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeUnit].SetValue(1);
横歪み係数v
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeEps].SetValue(0.3);
Modolus of elasicity
myChannel.Parameters[EClassID.eBridgeEModule].SetValue(1);

TED: センサ情報の読み取り/書き込み

警告
 ExecuteAction を使用する場合は、内部でインスタンスが変化するため、対応するパラメータ/デバイスの読み
取り/割り当てを再度行う必要があります。その結果は、NullReference例外となります。これは、デバイスの選
択時やTEDの読み取り時などに起こることがあります。

// read
var paraReadSensor = myChannel.Parameters[EClassID.eSensorAction];
paraReadSensor.SetValue(ParameterValues.eSensorAction.ReadSensorFlash);
paraReadSensor.ExecuteAction();

// write
var paraReadSensor = myChannel.Parameters[EClassID.eSensorAction];
paraReadSensor.SetValue(ParameterValues.eSensorAction.WriteSensorFlash);
paraReadSensor.ExecuteAction();

// delete
var paraReadSensor = myChannel.Parameters[EClassID.eSensorAction];
paraReadSensor.SetValue(ParameterValues.eSensorAction.ResetChanWithSensorh);
paraReadSensor.ExecuteAction();
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2ポイントスケーリング
2ポイント値をstringとして設定します。2ポイント値をdoubleとして設定した場合は、スケーリング係数とオフ
セットが考慮されます。
myChannel.Parameters[EClassID.ePoint1SetValue].SetValue("20"); 
myChannel.Parameters[EClassID.ePoint1BalanceAction].ExecuteAction();
myChannel.Parameters[EClassID.ePoint2SetValue].SetValue("50");
myChannel.Parameters[EClassID.ePoint2BalanceAction].ExecuteAction();
var paraCalibAct = myChannel.Parameters[EClassID.eCalibrationAction];
paraCalibAct.SetValue(ParameterValues.eCalibrationAction.TwoPoint); // Two Point
myChannel.Parameters[EClassID.eCalibrationAction].ExecuteAction();

単位
バックスラッシュ(\)を使用して引用符(")をエスケープします。
// setting User Unit to N/m
myChannel.Parameters[EClassID.eUserUnit].SetValue("\"N/m\""); 
// reading unit
var paraUnit = DevSetup.Channels["Channel_001"].Parameters[EClassID.eUserUnit];
object oUnit = paraUnit.GetValue();
CValueArray cUnit = oUnit as CValueArray;
string sUnit = cUnit[0].ToString(); // unit is the element with index 0

デバイス起動時のバランス
デバイス起動(ディスクスタート/自動スタート)時にバランスアクションを実行するには、以下のパラメータを設定し
ます。
myChannel.Parameters[EClassID.eBalanceAtDeviceStart].SetValue(true);
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データ転送

PC
[PCへ転送]
// activate
myChannel.Parameters[EClassID.eTransferToPC].SetValue(true);
// deactivate
myChannel.Parameters[EClassID.eTransferToPC].SetValue(false);
測定データの表示、計算
// Available Events (Display) ; 0 = all; 1 = last
myChannel.Parameters[EClassID.eDisplayAvailableEvents].SetValue(0);
// Circular buffer time (Display)
myChannel.Parameters[EClassID.eDisplayRingTime].SetValue(60d);

データの保存
// aktivieren
myChannel.Parameters[EClassID.ePCTransferToHD].SetValue(true);
// deaktivieren
myChannel.Parameters[EClassID.ePCTransferToHD].SetValue(false);
// Saved events (PC) ; 0 = all; 1 = last
myChannel.Parameters[EClassID.eAvailableEvents].SetValue(0);
// Circular buffer time (PC)
myChannel.Parameters[EClassID.ePCRingTime].SetValue(60d); // 60 Sekunden

デバイス
データの保存
myChannel.Parameters[EClassID.eUMTransferToHD].SetValue(true);

RAM
バッファ時間
myChannel.Parameters[EClassID.eBufferTime].SetValue(60d); // 60 seconds; auto = 0

カーブウィンドウ

表示時間/循環バッファ時間(カーブウィンドウ)
myChannel.Parameters[EClassID.eDisplayRingTime].SetValue(60d);

グラフの色
測定中は変更しません。
// preset Color
int myCol = Color.Tomato.ToArgb();
// via RGB
int myCol = Color.FromArgb(0,255,255).ToArgb();
// set
myChannel.Parameters[EClassID.eCurveColor].SetValue(myCol);

y軸(スケール)
myChannel.Parameters[EClassID.eCurveYAxisOption].SetValue(2); 
// Input-Range (1), user-defined (2), auto (3)
myChannel.Parameters[EClassID.eCurveYAxisMax].SetValue(20d);
myChannel.Parameters[EClassID.eCurveYAxisMin].SetValue(-20d);
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例

アクティブなアナログチャンネルを全てハードディスクドライブに保存する
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;
// for all channels
foreach (var channel in DevSetup.Channels){
 
 var paraType = channel.Parameters[EClassID.eChannelType];
 
 // analog channels
 if ( (paraType != null) && ((int)paraType.GetValue() ==
ParameterValues.eChannelType.AnalogInput) ){
 var paraState = channel.Parameters[EClassID.eStatus];
 
 // active channels
 if ( (paraState != null) && ((int)paraState.GetValue() ==
ParameterValues.eStatus.Active) ){
 var paraSaveHD = channel.Parameters[EClassID.ePCTransferToHD];
 
 // set save to HD 
 if (paraSaveHD != null){
 paraSaveHD.SetValue(true);
 } // paraSaveHD
 } // paraState 
 } // paraType 
 
} // foreach

14.2.3  PanelおよびWidget関数

Panel

アクティブなPanelページを取得
PanelPage myPage = Panel.GetActivePage();

"Page 1"という名前のPanel ページをアクティブとして設定
string strPageName = "Page 1";
Panel.SetActivePage(Panel.GetIndexOf(strPageName)); // index is needed

Panelページをエクスポート
using imc.Common.Interfaces.Panel.Scripting;
Panel["Page 1"].Export(eFileFormat.PDF,@"c:\temp\myPage.pdf");
Panel["Page 1"].Export(eFileFormat.BMP,@"c:\temp\myPage.png");
Panel["Page 1"].Export(eFileFormat.DBV,@"c:\temp\myPage.dbv");

Panelページをインポート
string sFilename = @"c:\temp\myPage.dbv";
ind pageIndex = 0; // page index, after the page has to be imported
Panel.InsertPageAfter(pageIndex,sFilename, "Page 1", "Page 1");
string sFilename = @"c:\temp\meineSeite.dbv";
ind pageIndex = 0; // page index, before the page has to be imported
Panel.InsertPageBefore(pageIndex,sFilename, "Page 1", "Page 1");

Panelページを削除
Panel["Page 1"].DeletePage();
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Panelページの名前を変更
string error = string.Empty;
Panel["Page 1"].SetPageName("Page renamed", out error);

PanelページでWindows.Formsを作成
初期化メソッド内のPanelスクリプトでこのフォームを作成することをお勧めします。
Control MyForm = new Control();
// ... configure form
Panel["Page 1"].Controls.Add(MyForm); // add form

Windows.Formsは、設計モードに入ると削除されます。Panelスクリプトを使用することをお勧めします。
例: Panelページへのボタンの追加

テキスト"MyText"付きのボタンがページの特定の位置に所定のサイズで追加されます。ボタンのクリック時に
アクションを追加できます。
Button cButton = new Button();
cButton.Text = "MyText";
cButton.Bounds = new Rectangle(100, 50, 100, 50);
// cButton.Click += new EventHandler(eventFunction); 
Panel["Page 1"].Controls.Add(cButton as Control);

その後、Windowsコントロールをスクリプトクリップボードにコピーできます。

Widgets

Widgetのプロパティは、Panel["Page name"]["Widget name"]を使用して変更できます。ページ名とWidgetで
は大文字と小文字が区別されます。
プロパティをWidgetsに使用できることを確認してください。

位置とサイズ
int x = 10; // x-position
int y = 50; // y-position
int h = 100; // height
int w = 200; // width
Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Bounds = new Rectangle(x,y,h,w);
いくつかのプロパティ
Widget w = Panel["Page 1"]["Standard_meter1"];
//Panel["PageName"]["WidgetName"].PROPERTY = VALUE;
// Range
w.Max = 30;
w.Min = 10;
w.Interval = 10;
// Active 
Panel["Page 1"]["Rocker_switch1"].Enabled = true;
// Visibility
w.Visible = true
// Texte setzen
w.Text.SetText("en", "MyText");
// Connect variable to widget
Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Variable.Name = "MyVariable";
SetText()の最初のパラメータは、異なる言語でテキストを設定するための国コードです。
標準Widget
標準Widgetのテキストを設定するには、プロパティStandardTextを設定する必要があります。SetText()は、標
準Widgetには使用できません。
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Panel["Page 1"]["CheckBox1"].StandardText = "MyText"; 
Panel["Page 1"]["CheckBox1"].StandardVariable = "MyVariable"; 
Panel["Page 1"]["Label"].StandardText = "Hello World!";

リストの設定ゾーン
using System.Linq;
// Automotive, Designer, Industrial
Panel["Page 1"]["List1"].Zones.ElementAt(0).Text.SetText("en", "Entry_1");
Panel["Page 1"]["List1"].Zones.ElementAt(0).SetValue = 0.1;
Panel["Page 1"]["List1"].Zones.ElementAt(0).UpperLevel = 0.1; // sets the upper level
Panel["Page 1"]["List1"].Zones.ElementAt(0).LowerLevel = 0.1; // sets the lower level

注記
ゾーンをScriptingで追加することはできません。選択リストが必要な場合は、Windows.Formsクラスの
ComboBoxを使用できます。このコントロールには項目を追加できます。

テーブルセルへの変数のリンク
以下のコードは、最初の列内の最初のセルを変数Var_01にリンクします。
using System.Linq;
var myTable = Panel["Page 1"]["Table1"];
var myCell = myTable.Columns.ElementAt(0).Cells.ElementAt(0); // 1st col, 1st element
myCell.Variable.Name = "Var_01";

Curve window: add Signal
// add signal to a new y-axis
Panel["Page 1"]["Curve1"].AddSignal("Channel_001",eAppendConstants.AppendNewAxis);
// add Signal to a new coordinate system
Panel["Page 1"]["Curve1"].AddSignal("Channel_001",eAppendConstants.AppendNewCosy);
// add signal to existing y-axis
Panel["Page 1"]["Curve1"].AddSignal("Channel_001",eAppendConstants.AppendNewLine);
信号のプロパティは、Panel["Page 1"]["Curve1"].Signalsで設定できます。
変更されたゾーン(たとえば、リスト)

注記
イベント処理メソッドは非同期的に実行されます。
public class MyPanel : AbstractMyPanel {
 
 /// List1 : GaugeWidget
 public override void Run() {
 List1.ZoneChanged += new Action<object, EventArgs>(List1_ZoneChanged);
 } // run

 void List1_ZoneChanged(object arg1, EventArgs arg2) {
 MessageBox.Show("Hello World!");
 } // List1_ZoneChanged
 
 public override void Stop() {
 List1.ZoneChanged -= List1_ZoneChanged;
 } // stop
} // class
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14.2.4  データプール関数
注記

· 変数がDataBrowserで使用できること、または変数がスクリプトで作成されることを確認してください。
· 変数をスクリプトで使用できるかどうかをチェックしてください。
var myVar = Datapool["myVariable"];
if (myVar != null){
 //... do something
}else{
 // ... throw error
}

以下のライブラリが必要です。
using imc.Common.Interfaces.DataPool;

変数

変数の作成
// create numeric and text variable
bool bSuccessD = Datapool.CreateVariable<double>("MyNumericVariable", 0d);
bool bSuccessS = Datapool.CreateVariable<string>("MyTextVariable", "MyText");

DataBrowserでは、変数は、デフォルト範囲 temporaryを使用してカテゴリScripting で作成されます。
範囲付き変数の作成
// create variables with scope
Datapool.CreateVariable<double>("MyTemporaryNumber", 0d, EVariableScope.Volatile);
Datapool.CreateVariable<double>("MyExperimentNumber", 0d, EVariableScope.Experiment);
Datapool.CreateVariable<double>("MyProjectNumber", 0d, EVariableScope.Project);
Datapool.CreateVariable<double>("MyGlobalNumber", 0d, EVariableScope.Persistent);
グループ内での変数の作成
// Sub-group / folder
bool bSuccessD = Datapool.CreateVariable<double>("Group.Name", 0d);
変数の削除
// delete variable
bool bSuccessDel = Datapool.DeleteVariable("MyNumericVariable");

変数の内容の設定
// sets a text to the variable "MyTextVar" in the Data Browser
string strText = "Hello World!";
Datapool["MyTextVar"].SetContent<string>(myText);
// sets a number to the variable "MyNumVar" in the Data Browser
double dNumber = 42.21;
Datapool["MyNumVar"].SetContent<double>(myNumber);

変数の内容の取得
// gets the content of the text variable "VariableName_str" in the Data Browser
string strVariable = Datapool["VariableName_str"].GetContent<string>(); 
// gets the content of the numerical variable "VariableName_num" in the Data Browser
double dVariable = Datapool["VariableName_num"].GetContent<double>();

変数のプロパティ
// Variables Properties can be read via "VariableProperties" 
DataPoolVariable myVar = Datapool["VariableName"];
string myUnit = myVar.VariableProperties.Unit; // gets the unit
myVar.VariableProperties.Scrope = EVariableScope.Experiment; // set scope
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カテゴリの変更
「ユーザ定義変数」カテゴリ内の変数を表示します。
DataPoolVariable myVar = Datapool["VariablenName"];
myVar.VariableProperties.Set<string>(EVariableProperty.eCategory, "__USER__");

[チャンネル]

チャンネルの取得
// Channel from Current Measurement
string channelName = "Channel_001";
// from specific time stamp
string channelName = "Channel_001@2013-01-01 09-00-00 (1)";
// from measurement number 1
string channelName = "Channel_001@Measurement#1";
// from last measurement
string channelName = "Channel_001@Measurement#LAST"
var dp_chn = Datapool[channelName];
IDmChannel myIChannel = null;
if (dp_chn != null){
 myIChannel = dp_chn.GetContent<IDmChannel>();
}
測定は、[Data Browser]でロードする必要があります。
チャンネルデータの取得
double[] data = null;
if (myIChannel != null){
 if (myIChannel.Length > 0){
 data = chn.Data; // access to channel data. if available
 // Do something
 }
}

チャンネルデータの取得(イベントトリガ)
循環バッファ時間([PCへ転送])は、[無制限]に設定する必要があります。
double[] data1 = myIChannel.Events[0].Data;
double[] data2 = myIChannel.Events[1].Data;

チャンネルの設定
DmChannel ChannelOut = new DmChannel(); // create new Channel
ChannelOut = DmChannel.CloneOf(myIChannel); // creates a copy of "myIChannel"
ChannelOut.Name = "Channel_output"; // rename
// ... calculations ...
DatapoolVariable dpOut = Datapool[ChannelOut.Name];
// if variable does not exist, create
if (null == dpOut){
 Datapool.CreateVariable<DmChannel>(ChannelOut.Name,ChannelOut);
}else{
 Datapool[ChannelOut.Name].SetContent<DmChannel>(ChannelOut);
}
ChannelOut.Dispose(); // DmChannel has to be disposed

チャンネルをimcFAMOSに転送
myIChannel.TransferToFamos();

チャンネルをファイルに保存
myIChannel.Save("C:\\Users\\myName\\Desktop\\myChannel.raw");
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チャンネルをファイルからロード
myDmChannel.Load("C:\\Users\\myName\\Desktop\\myChannel.raw");
チャンネルを別のカーブウィンドウに表示
myChannel.Show();
XYチャンネルの作成
using imc.Common.Components.DataManager;
using imc.Common.Components.DataManager.Interfaces;
double[] xData = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19}; // 8 elements
double[] yData = {4, 9, 25, 49, 121, 169, 289, 361};

DmChannel channel = new DmChannel("xyChannel", IDmChannel.DmChannelType.XY);
channel.Length = xData.Length;
channel.Cmp.X.SetData<double>(xData);
channel.Cmp.Y.SetData<double>(yData);

if (Datapool[channel.Name] == null){
 Datapool.CreateVariable<DmChannel>(channel.Name, channel);
}else{
 Datapool[channel.Name].SetContent<DmChannel>(channel);
}

channel.Dispose();

注記
DmChannel オブジェクトの使用時には、そのオブジェクトが破棄されることが重要となります。
DmChannel myChannel = new DmChannel();
// ...
myChannel.Dispose();

レポートチャンネル

レポートチャンネル
IDmChannel myReport = Datapool["ReportChannel"].GetContent<IDmChannel>();
var Chn_Report = Datapool["ReportChannel"];

既存のレポートチャンネルへの書き込み
現在の時間がタイムスタンプとして使用されます。
Chn_Report.SetContent<string>("This is a Report-Channel.");

最後の項目を取得
string lastEntry = Chn_Report.GetContent<string>();

レポートチャンネル項目を取得
int ind = myReport.Tsa.FindFirst();
ind = myReport.Tsa.FindNext(ind); // do as long as you got yours
byte [] data = myReport.Tsa.GetData(ind);
// convert data to string needed, e.g. 
// string t = Encoding.UTF8.GetString(data);

レポートチャンネルをファイルに保存
myReport.Tsa.SaveAscii("C:\\Users\\myName\\myReportText.txt",(byte)';',0,1,0,1);
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DataTable
DataTableを使用すると、テーブルを容易に設定できます。

"DataTable"タイプのユーザ定義変数
using System.Data;
var dpVar = Datapool["Table"]; // variable name
if (dpVar != null){
 DataTable dt = dpVar.GetContent<DataTable>();
}

列の追加
string columnName = "Name";
if (!dt.Columns.Contains(columnName)){
 dt.Columns.Add(columnName);
}

行の追加
dt.Rows.Add("MyName");

詳細については、インターネットでタイプSystem.Data.DataTableを検索してください。

複素変数へのアクセス

コンピュータ変数
コンピュータ変数にアクセスするには、リファレンスimc.Studio.PlugIns.CoreExtensions (GAC)をスクリプトプロジェ
クトに追加する必要があります(プロジェクトのコンテキストメニュー > [リファレンスの追加])。
複素変数をScriptingで使用するには、以下のコードを使用します。
using imc.Studio.PlugIns.CoreExtensions.LocalSystemInformation;
var dpComputer = Datapool["Computer"];
var oComputer = dpComputer.GetContent<object>();
CLocalSystemInformation infoComp = oComputer as CLocalSystemInformation;

SystemClock
システムクロックにアクセスするには、以下の.NETリファレンスをスクリプトプロジェクトに追加する必要があります。
C:\Program Files (x86)\imc\imc STUDIO 5.0 R3\imc.Studio.Components.UnmanagedObjects.dll
複素変数をScriptingで使用するには、以下のコードを使用します。
using imc.Studio.Components.UnmanagedObjects; 
var dpClock = Datapool["SystemClock"];
var oClock = dpClock.GetContent<object>();
imc.Studio.Components.Clock.CSystemClockImpl infoClock = oClock as
imc.Studio.Components.Clock.CSystemClockImpl; 
デバイスシステム変数
デバイスシステム変数にアクセスするには、以下の.NETリファレンスをスクリプトプロジェクトに追加する必要があり
ます。
C:\Program Files (x86)\imc\imc STUDIO 5.0 R3\imc.Studio.Components.UnmanagedObjects.dll
複素変数をScriptingで使用するには、以下のコードを使用します。
using imc.Studio.Components.UnmanagedObjects;
var dpDevice = Datapool["System_T_123456_CS_7008_1"]; // check for name
var oDevice = dpDevice.GetContent<object>();
CDeviceGlobals_V1 infoDevice = oDevice as CDeviceGlobals_V1;
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例

アクティブなPanelページ名をユーザ定義変数にコピーする
アクティブなPanelページを取得し、その名前をデータプールテキスト変数"myText"に設定します。
PanelPage myPage = Panel.GetActivePage();
string pagename = myPage.Name.ToString();
DatapoolVariable myText = Datapool["myText"];
if (null == myText){
 Datapool.CreateVariable<string>("myText",pagename);
}else{
 myText.SetContent<string>(pagename);
}

ユーザ定義チャンネルを作成し、チャンネルデータを設定する

DmChannel myChannel = new DmChannel();
myChannel.Name = "MyChannel";

myChannel.Data = new double[]{1, 1, 2, 3, 5, 8, 13};

var dpVar = Datapool[myChannel.Name];

if (dpVar == null){
 Datapool.CreateVariable<DmChannel>(myChannel.Name, myChannel,
EVariableScope.Experiment);
}else{
 dpVar.SetContent<DmChannel>(myChannel);
} 

14.2.5  カーブウィンドウ
後続の例には以下の行が必要です。
Widget w = Panel["Page 1"]["Curve1"];

以下の ライブラリは、定数と色のために必要です。
using imc.Common.Interfaces.Panel.Scripting;
using System.Drawing;

カーブウィンドウの制御

信号の追加
定数eAppendConstantsには、新しいy軸または新しい座標系として追加するためのオプションが含まれます。
w.AddSignal("Channel_001",eAppendConstants.AppendNewAxis); 
w.AddSignal("Channel_002", eAppendConstants.AppendNewLine);
w.AddSignal("Channel_003", eAppendConstants.AppendNewCosy);

表示モード
w.DisplayMode = eDisplayMode.Stacked;
// Display mode
public enum eDisplayMode {
 Default = 1,Stacked, Waterfall, ColorMap, LastValue, Barmeter, Table, ThreeD
}
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カーブウィンドウ構成のロードと保存
w.Save(@"c:\Test\MyCurve"); // ccv is appended automatically
w.Load(@"c:\Test\MyCurve"); // ccv is appended automatically

軸設定
CurveAxis xAxis = w.xAxis;
CurveAxis yAxis = y.yAxis;
// Scale
xAxis.ScaleType = eAxisScaleConstants.ccwAbsTime; // ccwUnit
// Display range
xAxis.MinMaxType = eAxisMinMaxConstants.ccwFix; 
// Minimum / Maximum
xAxis.SetMinMax(-10;10);
double max = xAxis.CurrentMax;
double min = xAxis.CurrentMin;

信号設定
CurveSignalLine line = w.Signals[0];
// Color
line.Color = Color.Blue;
// Line shape
line.Shape = eLineShape.Line; // Bar, Bar3D, Dots, LineCubic, None, Steps, VertLine
//
line.ShowInLegend = eAutoBool.Auto; // Yes , No
//
string name = line.SignalName;
//
line.width = 3;
// Delete a signal from the curve window
line.Delete();
全ての信号の削除
foreach (var signal in w.Signals){
 signal.Delete();
}
全ての座標系の削除
リファレンスimc.Comman.Controls.ImcPanelをスクリプトプロジェクトに追加してください。
if nullチェックは、ここでは省略されています。
その後、削除できない1つの座標系のみ残ります。
using imc.Common.Controls.ImcCurves.Interfaces;
using imc.Common.Controls.ImcPanel.Widgets;
var imcCurve = w.Base as CimcCurveWidget;
var imcCurveCtrl = imcCurve.CurveCtrl;
for (int i = imcCurveCtrl.CoSystems.Count - 1; i>= 1; i--){
 imcCurveCtrl.CoSystems.Delete(i, CwIncludeConstants.IncludeRelated);
}

詳細については、チュートリアル 「カーブウィンドウとチャンネル選択」 も参照してください。1287
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imcFAMOSによる制御

ライブラリ
クラスCurve_Windowには、カーブウィンドウのimcFAMOS関数が含まれています。このクラスを使用すると、カー
ブウィンドウをimcSTUDIOで制御できます。
using imc.Famos.Kits;

カーブウィンドウ構成のロード
Curve_Window.General.CwLoadCCV("Curve1",strFilename);

既存のカーブウィンドウへのチャンネルの追加
対応するパネルページは可視である必要があり、設計モードは無効になっている必要があります。
Curve_Window.General.CwSelectWindow("Curve1"); // Widget name
DmChannel channel = new DmChannel();
channel.Name = "MyChannel";
Curve_Window.Elements.CwNewChannel("append last axis", channel);
channel.Dispose();

カーブウィンドウ測定カーソルの位置の変更
// Run method of Panel script
w.CursorMove += CursorMoveEvent;
public void CursorMoveEvent(object sender,EventArgs e){
 Curve_Window.General.CwSelectWindow("Curve1");
 double xleft = Curve_Window.Properties.CwDisplayGet("measure.x.left");
 Datapool["xleft"].SetContent<double>(xleft);
 // ...
}
// Stop method
w.CursorMove -= CursorMoveEvent;

スクロールモード
Curve_Window.General.CwSelectWindow("Curve1");
Curve_Window.Properties.CwDisplaySet("scroll",0);

いくつかのアクション
Curve_Window.General.CwAction(""); // see editor's tool-tip for more information

y軸の色を最初の行の色に設定する
Curve_Window.General.CwSelectWindow("Curve1");
Curve_Window.Elements.CwSelectByIndex("y-axis", 1);
Curve_Window.Properties.CwAxisSet("font.color", -3);
// -1 automatic; RGB-Color (as int) for fixed

14.2.6  ログブック
ライブラリ
using imc.Common.Interfaces.Logbook;
// for ElogbookEntryCategory, ILogbookEntryBase, ...

ログブック項目の設定
try{
 // ...
}catch (Exeption myException){
 Logbook.LogEntry("myScript.cs",myException);
}
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// create Exception
Exception myException = new Exception("My Error!");
// write logbook entry
Logbook.LogEntry("myScript.cs", myException);
string errorSender = "myScript.cs";
string errorText = "My Error";
int errorCode = 0;
ELogbookEntryCategory myCategory = ELogbookEntryCategory.Error;
Logbook.LogEntry(errorSender,errorText,errorCode,myCategory);
/* 
ELogbookEntryCategory: Error, Fatal, Information, Warning
*/
/*
public void LogEntry(string sender, System.Exception x) ;
public void LogEntry(string sender, System.Exception x,ELogbookEntryCategory
category);
public void LogEntry(string sender, string message, int code, ELogbookEntryCategory
category) ;
public void LogEntry(ILogbookEntryBase entry) ;
public void LogEntry(ILogbookEntryBase entry, ELogbookEntryCategory category) ; 
*/

所定の日付以降のログブック項目をエクスポート
DateTime dt = new DateTime(2014,1,1);
Logbook.Export(@"c:\temp\logbook.xml", dt);

ログブックウィンドウの表示
Core.Windows.ShowWindow("Logbook")

ログブックの表示をクリア / ツールウィンドウ内のログブック項目を削除
Logbook.ClearViews();



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1233Script (general)★

例: スクリプトの開始以降のログブック項目を保存する
この例では、スクリプトの過程で発生した全てのログブック項目がテキストファイルに書き込まれます。この目的の
ために、スクリプト開始時に時間が記録されます。この時間は、対応するログブック項目をクエリするためにスクリ
プトの最後に使用されます。
using System.IO;
using imc.Common.Interfaces.Logbook;

namespace SaveEntries {
 using System;
 
 public class SaveEntries : AbstractScript {
 
 public override void Run() {

 DateTime _start = DateTime.Now; // save Time
 string filename = @"x:\myLogbook.txt";
 
 // ... body of the script, do something here
 Logbook.LogEntry("MyScript", "My Info", 0, ELogbookEntryCategory.Information);
 Logbook.LogEntry("MyScript", "My Warning", 0, ELogbookEntryCategory.Warning);
 Logbook.LogEntry("MyScript", "My Error", 0, ELogbookEntryCategory.Error); 
 // ...

 // entries since the beginning of the script
 ILogbookEntryBase[] entries = Logbook.GetEntries(_start);
 
 // save entries to text-file
 StreamWriter myFile = new StreamWriter(filename, true);
 for (int k = 0; k < entries.Length; ++k){
 myFile.WriteLine(entries[k].ToString());
 }
 
 myFile.Close();
 myFile.Dispose(); 
 } // of void run
 } // of class
} // of namespace
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例: 送信元が "Sequencer"であるメッセージのリスト
この例では、送信元が"Sequencer"であるログブック項目のメッセージが全てリストされます。

[スクリプトオプション] で[高度なコード補完]を有効にする必要があります。
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;
using imc.Common.Interfaces.Logbook;
string str = string.Empty;

foreach (var entry in Logbook){
 API_LogbookEntry_V1 e = entry.GetAPI<API_LogbookEntry_V1>();
 
 if (string.Compare(e.Sender,"Sequencer") == 0){
 str += e.Message + "\n"; 
 } 
}

MessageBox.Show(str);
// Alternative
var query = from entry in Logbook
 where entry.GetAPI<API_LogbookEntry_V1>().Sender == "Sequencer"
 select entry.GetAPI<API_LogbookEntry_V1>();
 
API_LogbookEntry_V1[] entries = query.ToArray();

全てのエラーを取得する場合も、コードは上記と同様です。

14.2.7  imcFAMOS関数
重要

· imcFAMOS関数 を使用する場合は、imcFAMOS Runtimeライセンスのアクティベーションを行う必要があ
ります。

· imcFAMOS Kits関数を使用する場合は、対応するライセンスのアクティベーションを行う必要があります。
· imcFAMOS関数を使用するには、スクリプト作成時にimcFAMOS Math Providerおよび/または

imcFAMOS Kit Providerを[追加プロキシクラス]として選択します。これらは、コンテキストメニュー[編集] >
[プロキシの再生]を使用して後で更新することもできます。

· imcFAMOS の64ビットインストールしか存在しない場合は、CurveWindow-およびTime-Stamp-Ascii-Kit
のみ使用できます。他のキット(SpectralAnalysis、OrderTrackingおよびClassCounting)にアクセスするに
は、imcFAMOSの32ビットインストールが存在する必要があります。

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。

1279



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1235Script (general)★

スクリプトオプションSequencer
以下の行を使用した場合は、imcFAMOS関数を使用する際にプレフィックス
imc.Common.Components.Famos.Math / imc.Famos.Kitsは必要ありません。
using imc.Common.Components.Famos.Math; 
using imc.Famos.Kits;

チャンネルの初期化
以下のチャンネルが存在する必要があります。
// get the channel named 'Channel_001'
IDmChannel channelA = Datapool["Channel_001"].GetContent<IDmChannel>();
IDmChannel channelCMP = Datapool["Channel_compare"].GetContent<IDmChannel>();
// init Result channel
DmChannel channelB = null;

チャンネルの計算
加算と乗算: +、*、Add、Mul
// Add 42 to the channel
Famos.Add(channelA, 0,null, 42, out channelB);
// multiply channel by 42
Famos.Mult(channelA, 0, null, 42, out channelB);

積分と微分: int、diff
// Integration
imc.Common.Components.Famos.Math.FnBasic.Int(channelA, out channelB);
// Derivation
FnBasic.Diff(channalA, out channelB); // if library integrated by means of "using"

フィルタ: FiltLP、smo
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// Butterworth Filter, 10th Order, Cut-off frequency 50 Hz
FnFilter.LowPass(channelA, 0, 0, 10, 50, out channelB);
// smoothing over 10ms 
FnFilter.Smooth(channelA,0.01,out channelB);

編集: cut、cutIndex
// Cut data (use time in [s]) ; [0.1s,0.2s]
FnEdit.CopyPartX(channelA, 0.1, 0.2, out channelB);
// Cut data (use index) ; [5,10]
FnEdit.CopyPartI(channelB, 5, 10, out channelB); 

近似: Regr、PTast
// linear Regression
FnMisc.FitLin(channelA, out channelB);
// Resample
FnMisc.ResampleRef(channelA, channelCMP, out channelB);

統計: mean、StDev、SearchLevel、xMax、All0
// Mean value
FnStat.Mean(channelA, out channelB);
// Standard deviation
FnStat.StDev(channelA, out channelB);
// find XY-Points in the interval [-5;5] with gain [-1000,1000] 
FnStat.SearchLevel(channelA, 3, -5, 5, 3, -1000, 1000, 0, out channelB);
// find relative maxima over threshold 10 
FnStat.XPostofMaxima(channelA, 10, out channelB);
// Zero crossings
FnStat.XPosOfZeros(channelA, out channelB);

imcFAMOS関数の戻り値は、タイプboolの値であり、関数が正常に実行されたかどうかを示します。
追加の関数は以下で使用できます。 

· Famos.* 
· FnBasic.* 
· FnCompare.* 
· FnEdit.* 
· FnFilter.* 
· FnMisc.* 
· FnSpec.*
·  FnStat.* 

および 
· Class_Counting_Kit.*(32ビット) 
· Curve_Window.*  
· Order_Tracking_Kit.*(32ビット) 
· Spectrum_Analysis_Kit.*(32ビット) 
· Timestamp_Ascii_Kit.*

データプールに戻る

1231
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チャンネル名は、imcFAMOS関数によって変更されているため、それに応じて設定する必要があります。
結果は、タイプ"Channel"の既存のユーザ定義変数"UDvar_Return"に書き込まれます。
if (null != channelB) {
 channelB.Name = "UDvar_Return"; // Name must be set to Datapool-variable
  Datapool[channelB.Name].SetContent<DmChannel>(channelB);
 channelB.Dispose();
}

ライセンス違反
imcFAMOS Runtimeライセンスのアクティベーションが行われていない場合は、imcFAMOS関数を使用してス
クリプトを実行する際に以下のダイアログが表示されます。
このダイアログでは、シーケンサと測定を停止し、試験設定とプロジェクトを保存できます。

ダイアログ ライセンス違反: 

14.2.8  InlineFAMOS関数
以下では、ScriptingにおけるInlineFAMOS関数について説明します。この目的のためには、imcSTUDIO
InlineFAMOSの適切なライセンスが必要です。

ライブラリ
using imc.Studio.Interfaces.V2.DataProcessing;
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IFAタスクの取得または作成
InlineFamosTask task = InlineFamos.CreateTask(); // Display name will be generated
// If task available, get it, otherwise create
InlineFamosTask task2 = InlineFamos.GetOrCreateTask("InternalName"); 
InlineFamosTask task3 = InlineFamos.GetOrCreateTaskByDisplayName("DisplayName");
InlineFamosTask task4 = InlineFamos.GetTaskByName("InternalName"); 
InlineFamosTask task5 = InlineFamos.GetTaskByDisplayName("DiaplayName");
// Create Task with Owner
InlineFamosTask task5 = InlineFamos.GetOrCreateTask("MyPrivateTask", "Owner",
ETaskAccess.Public, "MyDisplayName");
ownerを使用して作成されたタスクは、試験設定に保存されません。これにより、IFAコードの動的な生成が可
能になります。タスクを使用するには、タスクを作成するスクリプトを最初に実行する必要があります。
プライベートタスクの作成
プライベートタスクは、GUIには表示されません。
InlineFamosTask taskP;
taskP = InlineFamos.GetOrCreateTask("MyPrivateTask", "Owner", ETaskAccess.Private);

全てのパブリックタスクを取得する
IInlineFamosTaskBase[] tasks = InlineFamos.Tasks;

所有者の全てのタスクを取得する
IInlineFamosTaskBase[] tasks = InlineFamos.GetTasks("Owner");

IFAタスクの削除
Result r = InlineFamos.DeleteTask(task.Name); // delete
task.Delete();

タスクの適用
task.Apply();

タスク名
string name = task.Name;
task.Setup.SetDisplayName("NewName");

ソースコード
ソーステキストは、テキスト変数として直接渡すことができます。または、関連するIFAファイルのパスが指定されま
す。
// Get the source code
string src = task.Setup.SourceCode;
// Set source code: Path
task.Setup.SetSourceCode(@"c:\temp\MyTask.ifa.xml");
// Set source code: text
task.Setup.SetSourceCode(@"Virt_Chn = Channel_001 * 2");

タスクのシリアライゼーション/デシリアライゼーション
task.Setup.GetXml();
task.Setup.ReadXml(stream);
task.Setup.SetXml(xml);
task.Setup.WriteXml(stream);



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1239Script (general)★

例: タスクを作成して、チャンネルを計算する
表示名"My IFA Task"を使用した新しいパブリックタスクが作成され、それによってアナログチャンネルの2倍が
作成されます。
InlineFamosTask task = InlineFamos.GetOrCreateTask("MyTask");
task.Setup.SetDisplayName("My IFA Task");
task.Setup.SetSourceCode("Channel_out = 2 * Channel_001"); // write IFA Code
task.Apply(); // apply code

14.2.9  コマンド
注記

Scriptingでは、Commands.Invoke を介して各コマンドを使用できます。 このコマンドの入力中に、CTRL+Space
を押し、[Command Invoke]を選択してダイアログを開きます。このダイアログでは、対応するコマンドを選択で
きます。パラメータ化は同じダイアログで行われ、XML文字列に変換されます。

例: Delete Panel page Page 1 
Commands.Invoke("Delete page Page: Page 1",
 "<AppPlotFactoryCmd version=\"1\">" +
 "<common version=\"1\" cuid=\"PanelPageDelete\" caption=\"Delete page\">" + 
 "<command version=\"1\">" + 
 "<properties version=\"1\">" + 
 "<DeletePageCommandTemplate>" + 
 "<Version>1.0</Version>" + 
 "<Page1>Page 1</Page1>" +
 "<Kind>Delete</Kind>" + 
 "<ShowExportDialog>False</ShowExportDialog>" + 
 "<ShowPrinterDialog>False</ShowPrinterDialog>" + 
 "</DeletePageCommandTemplate>" + 
 "</properties>" + 
 "</command>" + 
 "</common>" +
 "</AppPlotFactoryCmd>");

メニューアクションの実行
Actions.FireAction(this,"COMMANDONAME"); // for commandos, see table below

React to a menu action
With a Context script you can react to the manually execution of a menu action.

using imc.Studio.Interfaces.V2.Core;
public override void Run() {
   Actions["COMMANDAME"].Execute += new
CommonEventHandler<ICoreActionExecutionEventArgsBase>(Test_Execute);
}

void MyContextScript_Execute(object sender, ICoreActionExecutionEventArgsBase e){
   // do something
}

protected override void MyContextScriptDispose() {
   Actions["COMMANDNAME"].Execute -= MyContextScript_Execute;
}
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メニューアクション名(コマンド名)
コマンドの一覧を以下の表に示します。メニューアクション名は、コマンド"Execute menu action"の構成ダイアロ
グの[追加情報]に表示できます。 

メニューアクション名の例

<%PLUG_SEQ_S%&>
アクション コマンド名

· 開始 StartSequencer
· 停止 StopSequencer

デバイスアクション
アクション コマンド名
· デバイス構成(ダイアログ) [acImcDev30ShowDeviceConfigDlg]
· imcOnlineFAMOSエディタを開く [acImcDev30ShowOFADialog]
· ディスクスタートダイアログを開く acDevSetupShowLayout_Diskstart
· [デバイス検索] acSearchNetwork
· 選択したデバイスに接続する acDeviceConnect
· 選択したデバイスを起動する acDeviceStart
· 選択したデバイスを停止する acDeviceStop
· 選択したデバイスから切断する acDeviceDisconnect
· 準備 acCheckConfiguration
· ダウンロード acDeviceDownload
· データ保存を中断する acSuspendDiscRecording
· データ保存を再開する acResumeDiscRecording
· 再構成 [acImcDev30ForceDownload]
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Panel
アクション コマンド名

· 設計モードを切り替える cmd_Panel_ToggleDesignMode
· ナビゲーションバーを切り替える m_biNavBarShow
· Panelを表示する ShowPanel
·  全画面モードのPanelページ acPanelFullScreen
· 標準Panelページを挿入する cmd_Panel_InsertPageStandard
· Panel ページ上のロックを切り替える cmd_Panel_Toggle_Lock
· 最後のPanelページを表示する m_biNavLastPage
· 次のPanelページを表示する m_biNavNextPage
· 前のPanelページを表示する m_biNavPrevPage
· 最初のPanelページを表示する m_biNavHome

ナビゲーション
アクション コマンド名

· 絶対時間 NavigationActions.SetAbsTime
· 相対時間 NavigationActions.SetRelTime
· スクロール NavigationActions.SetXScroll
· 伸張 NavigationActions.SetXStretch
· スクロールなし NavigationActions.SetNoScroll

ユーザ管理
アクション コマンド名
· ユーザをログアウトする UserLogOut
· ユーザを変更する ChangeUser

ファイルアクション
アクション コマンド名
· 新しい試験設定(ダイアログ) NEW
· 試験設定をロードする(ダイアログ) LOAD
· 試験設定を保存する SAVE
· 名前を付けて試験設定を保存する SAVEAS
· インポート/エクスポートダイアログ IMPORTEXPORTDIALOG

その他
アクション コマンド名
· ヘルプを開く imcStudioHelpContent
· 現在の測定を保存する imcStudioSaveMeasurement
· オプションを開く imcStudioSharedOptionsDlg
· imcSTUDIOを終了する EXIT
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14.2.10  追加機能

14.2.10.1  デフ ォ ルト ダイア ログ応答
Scriptingでは、デフォルトダイアログ応答のオプションを以下のように設定できます。
using imc.Studio.Interfaces.V2.Gui;
public static class DialogConstants {

// Measurement running - reconnect not possible
public const string StopAndConnect = "DevSetup_StopAndConnect";
// Overwrite autostart configurations
public const string OverwriteSelfStart = "Dev2x_OverwriteSelfStart";
// Overwrite existing file
public const string OverwriteFile = "VariablesOverwriteFileDialog";
// Project has changed
public const string SaveProject = "SaveProjectDocumentUserRequest";
// Connection failed - transfer configuration
public const string ConnectionFailed = "DevSetup_ConnectionFailed";
// Disconnect from running measurement
public const string DisconnectFromRunningMeasurement =

"DevSetup_DisconnectFromRunningMeasurement";
// No new devices found
public const string NoNewDevicesFound = "DevSetup_NoNewDevicesFound";
// Measurement running
public const string Reconnect = "DevSetup_Reconnect";
// Devices deselected
public const string DeselectDevices = "DevSetup_DeselectDevices";
// Experiment has changed
public const string SaveExperiment = "SaveExperimentDocumentUserRequest"

}
UserRequest.SetDefaultResultValue(DialogConstants.StopAndConnect,
EMessageBoxResult.OK); // Ok: Stop and Connect - reconnect not possible

UserRequest.SetDefaultResultValue(DialogConstants.DisconnectFromRunningMeasurement,
EMessageBoxResult.Yes); // Yes: Disconnect, No: Stop and Disconnect

UserRequest.SetDefaultResultValue(DialogConstants.Reconnect,
EMessageBoxResult.Yes); // Yes: Reconnect, No: Stop and Connect

UserRequest.SetDefaultResultValue(DialogConstants.DeselectDevices,
EMessageBoxResult.Yes); // Yes: Discard, No: Transfer
// read setting for Overwrite autostart configuration
EMessageBoxResult result = UserRequest.GetDefaultResultValue(OverwriteSelfStart);
// None = Show Dialog

詳細については、「オプション: デフォルトダイアログ応答」 の章を参照してください。

14.2.10.2  スクリプトクリップボード
2つのスクリプト間でオブジェクトを交換する場合は、ScriptClipboardをこの目的に使用できます。
オブジェクトをクリップボードに書き込むと、後で別のスクリプトにインポートできます。
クリップボードの寿命は、imcSTUDIOプロセスと関連しています。

新規オブジェクトをクリップボードにコピー(スクリプトA)
string myText = "My Object";
ScriptClipboard.Add("MyKey",myText);

オブジェクトをクリップボードからクエリ(スクリプトB)
object o = ScriptClipboad["MyKey"];
string s = o as string;

57
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クリップボードからオブジェクトを削除
ScriptClipboard.Remove("MyKey");

存在するかどうかのテスト
if (ScriptClipboard.ContainsKey("MyKey")) {
 var value = ScriptClipboard["MyKey"];
} 
デバイスオブジェクトをコピーする場合は、対応するインスタンスをクリップボードにコピーする必要があります。

デバイスオブジェクトをクリップボードにコピー(スクリプトA)
using imc.Studio.Interfaces.V2.DevSetup;
EnumItem dev = DevSetup.Devices.GetItemBySerialNumber("123456");
IEnumItemBase myDeviceInstance = dev.Base.GetAPI<IEnumItemBase>();
ScriptClipboard.Add("MyDeviceInstance",myDeviceInstance);

デバイスオブジェクトをクリップボードから取得(スクリプトB)
using imc.Studio.Interfaces.V2.DevSetup;
object o = ScriptClipboard["MyDeviceInstance"] ;
IEnumItemBase item = o as IEnumItemBase;
EnumItem myDevice = EnumItem.GetInstance(item);

ヒント
· オブジェクトをスクリプトクリップボードに追加する際には、オブジェクトに名前空間があることを確認する必
要があります。Widgetの場合は、プロキシクラスにより、これはスクリプトの名前になります(たとえば、
TestScript.Widget)。

· オブジェクトをスクリプトクリップボードから取得する際には、オブジェクトタイプがスクリプトとは異なる名前空間
に属するためにキャスティング例外が発生することがあります。

· これを回避するには、[個別プロキシクラスライブラリ]オプションを使用して、スクリプトクリップボードにオブ
ジェクトを書き込むスクリプトを作成します。

· スクリプトは、リソースProxyClassesを使用して作成されます。
· オブジェクトをクリップボードからインポートするスクリプトプロジェクトに、このスクリプトのファイル

ProxyClasses.dllをリソースとして組み込んでください。 
· タイプを使用する際には、名前空間を正しく指定してください。
· 詳細については、「スクリプトクリップボードの使用」 を参照してください。

14.2.10.3  スクリプト変更内容の復元
注記

スクリプトは、保存範囲([試験]、[プロジェクト]など)だけでなく、別個のフォルダにも保存されます。したがっ
て、保存状態は異なる可能性があります。

スクリプトとそれに対応する保存範囲で行った変更を保存しなかった場合、スクリプトに対するこれらの変更内
容は試験/プロジェクトと共に保存されません。
再ロード時には、以下のダイアログが開きます。
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ダイアログ 保存されなかったスクリプト変更内容: [ ]
スクリプトの変更内容を復元するか、または保存範囲(ここでは、[試験])の現在の状態をロードすることができま
す。
[はい] スクリプトの最後の変更内容が使用されます。
[いいえ] 保存範囲(ここでは、[試験])の現在の状態が使用されます。

[スクリプトオプション] では、このダイアログにデフォルトの回答を設定できます。

14.3  スクリプトのタイプ 

14.3.1  スクリ プト
スクリプトは、以下に応じて実行されます。
· Sequencerにおけるコマンド[スクリプト] > [スクリプトの実行]
· Panelページ上のボタンイベントとしてのコマンド[スクリプト] > [スクリプトの実行]
· ツールウィンドウ[スクリプト]での[編集] > [実行]のクリック
[保存範囲]オプションは、スクリプトを使用できる[試験]、[プロジェクト]、[アプリケーション]または[シーケンサ]に
設定できます。

1279



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1245Script types★

ダイアログ タイプライブラリスクリプトなしでスクリプトを作成: 

ダイアログ タイプライブラリスクリプトを使用してスクリプトを作成: 

コマンド スクリプトの実行: [ ]

エディタ
新しいスクリプトを追加すると、ScriptEditorが以下のコードと共に開きます。
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namespace myScript {
 using System;
 
 public class myScript : AbstractScript {
 
 public override void Run() {
 // Start your script here
 // Access your variables by using "Datapool[variableName]"
 // Access your devices by using "DevSetup.Devices[devicename]"
 // Access your channels by using "DevSetup.Channels[channelname]"
 }
 }
}

このコードは、メソッドpublic override void Run()に挿入する必要があります。 
変数、デバイスおよびチャンネルにアクセスするためのエントリポイントは、コメントに示されています。

注記
有用な例は[例]の領域で提供されます。

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。

14.3.2  Panelスクリプト
Panel スクリプトは、コマンドに応じて実行することはできません。これらのスクリプトは、対応するPanelページに
リンクされます。
Panelスクリプトの作成時には、対応するPanelページを選択する必要があります。
ページを選択していない場合は、スクリプトのプロパティを介してスクリプトをページにリンクできます。
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ダイアログ スクリプトの作成: Panel

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。

警告
PanelページがすでにPanelスクリプトにリンクされている場合、そのリンクは新しいPanelスクリプトに置き換えら
れます。古い Panelスクリプトは、 どのPanelページともリンクされなくなります。
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ダイアログ スクリプト すでにリンクされているページを選択: Panel  - 



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1249Script types★

Panelページのプロパティでは、リンクされたスクリプトを変更できます。

ページプロパティ スクリプト名: [ ]

全般

新しいPanelスクリプトを追加すると、ScriptEditorが以下のコードと共に開きます。
namespace myScript {
 using System;
 
 public class myPanel : AbstractmyPanel {

 // Custom ComboBox Example (in Region)
 // Custom ListBox Example (in Region)

 // public override bool PanelScriptInitialize() {}
 // public override bool PanelScriptDispose() {}
 
 /// Rocker_switch1 : ButtonWidget
 /// Standard_meter1 : PotentiometerWidget
 public override void Run() {
 // Add your initialization code here
 }
 
 public override void Stop() {
 // Add your cleanup code here
 }
 }
}
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Panelページ上のWidgetsは、関数Run()の上のコメントにリストされています。この例では、ロッカースイッチ
(Rocker_switch1)とゲージWidget (Standard_meter1)がPanelページ上にあります。
完成したPanelスクリプトは、実行前にコンパイルする必要があります。

Run()およびStop()メソッドは、対応するPanelページを開くか終了すると実行されます。

メソッド 実行されるタイミング 要件/特徴
Run() 対応するPanelページへの変更時 他の Panelページが開いている

試験設定のロード時 全てのPanelスクリプトが実行され、 それらのスクリプ
トがPanelページにリンクされている

設計モードの終了時 対応するPanelが開いている必要がある
Stop() 他のPanelページへの変更時 対応するPanelが開いている必要がある

試験設定を閉じるとき 対応するPanelが開いている必要がある

設計モードに入るとき 対応するPanelが開いている必要がある

メインウィンドウの変更時には、どのメソッドも実行されません。

オプションとして、以下のオーバーライドメソッドを使用できます。

メソッド 実行されるタイミング 応用
PanelScript
Initialize()

スクリプトの変更時¹
¹ 必要に応じて、ページを変更するか、設計モードを切り替える必要があります。

ウィジェットまたはWindowsフォー
ムでイベントを初期化および登録
する試験設定をロードして、Panel ページを閲覧するとき

PanelScript
Dispose()

試験設定を閉じるとき ウィジェットまたはWindowsフォー
ムでイベントを破棄および登録解
除する再初期化の前

注記
· イベントがボタンアクションに追加された場合、これらのイベントはStop()メソッドでアンフックする必要があ
ります。そうしないと、このアクションはスクリプトの再起動時に2回または複数回実行されます。

·
· this.PanelPage.Nameでは、現在のパネルページ名を使用できます。

Widget

Widgetのプロパティは、以下の行によって変更できます。プロパティをWidgetに使用できることを確認してくださ
い。

クラスオブジェクトの使用
Standard_meter1.Max = 30;
Standard_meter1.Min = 10;
Standard_meter1.Interval = 10;
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パネルページを介したアクセス
Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Max = 30;
Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Min = 10;
Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Interval = 10;

標準Widget
// Change text from Standard-Widgets
Label1.StandardText = "Hello World!";
Label1.TextColor = Color.Aquamarine; // System.Drawing
Button1.StandardText = "Hello World!";
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例:
ロッカースイッチによって標準メータの可視性を切り替える
(Panelクラス経由)
bool isHooked = false; 

public override void Run() {
 if (!isHooked){
 isHooked = true; // State -> hooked
 Rocker_switch1.SwitchOn += new Action<object, EventArgs>(turnon);
 Rocker_switch1.SwitchOff += new Action<object, EventArgs>(turnoff);
 }
}

public void turnon(object myObject,EventArgs args){
 if (isHooked){
 Standard_meter1.Visible = false;
 }
}

public void turnoff(object myObject,EventArgs args){
 if (isHooked){
 Standard_meter1.Visible = true;
 }
}

public override void Stop() {
 if (isHooked){
 isHooked = false; // State -> unhooked
 Rocker_switch1.SwitchOn -= turnon;
 Rocker_switch1.SwitchOff -= turnoff;
 }
}

Via Panel-Class
bool isHooked = false; 

public override void Run() {
 if (!isHooked){
 isHooked = true; // State -> hooked
 Widget w = Panel["Page 1"]["Rocker_switch1"];
 w.SwitchOn += new Action<object, EventArgs>(turnon);
 w.SwitchOff += new Action<object, EventArgs>(turnoff);
 }
}

public void turnon(object mySender, EventArgs ev){
 if (isHooked){
 Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Visible = false;
 }
}

public void turnoff(object mySender, EventArgs ev){
 if (isHooked){
 Panel["Page 1"]["Standard_meter1"].Visible = true;
 }
}

public override void Stop() {
 if (isHooked){
 isHooked = false; // State -> unhooked
 Panel["Page 1"]["Rocker_switch1"].SwitchOn -= turnon;
 Panel["Page 1"]["Rocker_switch1"].SwitchOff -= turnoff;
 }
}
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新しいWidgetsの追加
新しいWidgetsをPanelページに追加する場合は、これらのWidgetsをスクリプトで使用するために以下のステッ
プが必要になります。
1. エディタを閉じる
2. Panelスクリプトを強調表示する
3. ツールウィンドウ[スクリプト]でスクリプトアクションを使用して、スクリプトWidgetsを再生する
4. Panelスクリプトを編集する
5. コンパイルする
Widgetsを削除する際には、スクリプトがウィジェットにアクセスしなくなっていることを確認する必要があります。

データプールとログブック
データプールまたはログブックにアクセスするには、クラスCoreを使用します。
double myVariable = Core.Datapool["VariableName"].GetContent<double>();
Core.Logbook.LogEntry("MySender", "MyMessage", 0, ELogbookEntryCategory.Warning);

14.3.3  コンテキストスクリプト

ダイアログ コンテキストスクリプトの作成: 
コンテキストスクリプトを追加するには、適切なアクティビティ範囲([試験]、[プロジェクト]、[アプリケーション]、
[シーケンサ])を選択する必要があります。
このスクリプトは、対応する範囲を開くとRun()メソッドを呼び出します。その範囲を離れると、Dispose()メソッド
が呼び出されます。
たとえば、アクティビティ範囲 [試験]を使用したコンテキストスクリプトを含む試験を開くと、Run()が呼び出さ
れます。
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他の試験を開くか、imcSTUDIOを閉じると、メソッドMyContextDispose()が呼び出されます。このメソッドは、ス
クリプトの削除時にも呼び出されます。プレフィックスMyContextは、スクリプト名から導出されます。
namespace MyContext {
 using System;
 
 public class MyContext : AbstractScript { 
 
 public override void Run() {
 // Start your script here
 }
 
 protected override void MyContextDispose() {
 // Release all your resources and event hooks here.
}
 }
}

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。

イベントへの対応
コンテキストスクリプトでは、デバイスイベントに対応することができます。イベント名は、[シーケンサ]ページにリスト
されます。
using imc.Studio.Interfaces.V2.Core;
public override void Run() {
 Events["Devices_Connected"].Execute += new
CommonEventHandler<ICoreEventEventArgsBase>(MyContextScript_Execute);
}

void MyContextScript_Execute(object sender, ICoreEventEventArgsBase e){
 // do something
}

protected override void MyContextScriptDispose() {
 Events["Devices_Connected"].Execute -= MyContextScript_Execute;
}

React to a menu action
With a Context script you can react to the manually execution of a menu action.
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using imc.Studio.Interfaces.V2.Core;
public override void Run() {
   Actions["COMMANDAME"].Execute += new
CommonEventHandler<ICoreActionExecutionEventArgsBase>(Test_Execute);
}

void MyContextScript_Execute(object sender, ICoreActionExecutionEventArgsBase e){
   // do something
}

protected override void MyContextScriptDispose() {
   Actions["COMMANDNAME"].Execute -= MyContextScript_Execute;
}

詳細については、「コマンド」 の章を参照してください。

例

以下の例では、チャンネルの状態が変わった場合にダイアログが表示されます。メソッドRun()では、アクションメ
ソッドValChanged がイベント DevSetup.ValueChangedに割り当てられます。パラメータは、
DevSetupValueChangedArgsから導き出して処理することができます。
メソッドValChanged 内では、InValueChangedに起因するtry-finallyおよびif条件を追加する必要がありま
す 
試験を開くと、スクリプトが開始されます(アクティビティ範囲[試験])。

1239
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チャンネルパラメータ"Status"が変わった場合は、ダイアログを表示する
using System.Windows.Forms;
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;
// namespace: ParameterChanged
// class: ParameterChanged
private bool isHooked = false;
private bool InValueChanged = false;
 
public override void Run() {
 if (!isHooked) {
 isHooked = true;
 DevSetup.ValueChanged += new Action<object, DevSetupValueChangedArgs>(ValChanged);
 } // of if 
} // of void Run

private void ValChanged(object arg1,DevSetupValueChangedArgs arg2){
 // try{
 // if(!InValueChanged){ 
 foreach (var item in arg2.Changes.Keys){
 if (item.ClassID == EClassID.eStatus.ToString()){
 var channel = DevSetup.Channels.GetItemByHWID(item.HWID);
 if (channel != null && channel.Base != null) {
 var channelNameItem = channel.Parameters[EClassID.eChannelName];
 if (channelNameItem != null) {
 string strChannelName = channelNameItem.GetValue() as string;
 MessageBox.Show(strChannelName + "=" + item.Text, "State Changed");
 }
 }
 }
 } // for each
// } // of if InValueChanged
// } finally {
// InValueChanged = false;
// } // of try catch
} // of void

// Class name "ParameterChanged" -> "ParameterChangedDispose"
protected override void ParameterChangedDispose() {
 // Release all your resources and event hooks here.
if (isHooked) {
 DevSetup.ValueChanged -= ValChanged;
 isHooked = false;
 } // of if
} // of void Dispose

チャンネル状態がアクティブに設定された場合は、PCへの保存を有効にする
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using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;
// namespace: ParameterChanged
// class: ParameterChanged
bool isHooked = false;
 
public override void Run() {
 
 if (!isHooked) {
 isHooked = true;
 DevSetup.ValueChanged += new Action<object,
DevSetupValueChangedArgs>(DevSetup_ValueChanged);
 }
}
void DevSetup_ValueChanged(object arg1, DevSetupValueChangedArgs arg2)
{
 if (isHooked) {
 foreach (var item in arg2.Changes.Keys){
 // when state is not passive, save channel
 if (item.ClassID == EClassID.eStatus.ToString()) {
 var channel = DevSetup.Channels.GetItemByHWID(item.HWID);
 if (null != channel && null != channel.Base) {
 SaveChannelActive(channel);
 }
 } // if eStatus
 
 // when selecting device, all non-passive channels are saved
 if (item.ClassID == "Dev_SelForMeasurement"){
 foreach (var channel in DevSetup.Channels) {
 SaveChannelActive(channel);
 } 
 } // if Dev_Sel
 } // foreach keys
 } // hooked 
}
protected void SaveChannelActive(EnumItem channel){
 var paraSave = channel.Parameters[EClassID.ePCTransferToHD];
 var paraState = channel.Parameters[EClassID.eStatus];
 
 if (null != paraSave) {
 if (null != paraState) {
 if ((int)paraState.GetValue() != ParameterValues.eStatus.Passive) {
 paraSave.SetValue(1); // set saving on, if active
 } else {
 paraSave.SetValue(0); // set saving off, if passive
 } 
 } // if state
 } // if save
} // SaveChannel

protected override void SaveActiveChannelDispose() {
 
 if (isHooked) {
 isHooked = false;
 DevSetup.ValueChanged -= DevSetup_ValueChanged;
 }
}
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14.3.4  タイプライブラリスクリプト

ダイアログ タイプライブラリスクリプトの作成: 
タイプライブラリスクリプトでは、他のスクリプトタイプに組み込める独自のクラスとメソッドを入力できます。組み
込んだクラスとメソッドは、後でそれらのスクリプトタイプで使用できます。タイプライブラリスクリプトは、他の複数
のスクリプトで使用することもできます。そのため、特定のクラスとメソッドを繰り返し使用する場合は、この種類の
スクリプトが特に役立ちます。したがって、これらを各スクリプトに別ーに組み込むプロセスは必要ありません。
独自のクラスとメソッドは、タイプライブラリスクリプトで実装できます。
タイプライブラリスクリプトは、スクリプト作成時に[スクリプトオプション]ダイアログで他のスクリプトタイプに接続で
きます。
using System;
namespace MyLibrary {
 // Insert your TypeLibrary code here
}

重要
タイプライブラリスクリプトの使用時には、たとえ保存範囲を変更しても、リンクされたスクリプトからタイプライ
ブラリスクリプトにアクセスできるように保存範囲が選択されていることを確認してください。

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。
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ダイアログ プロキシリジェネレータ: [ ]

ヒント
Assembly Versionを設定することをお勧めします(ファイルAssemblyInfo.csを参照)。
[assembly: AssemblyVersion("1.0.1.0")]
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例

タイプライブラリスクリプト
using System;
namespace MyLibrary {
 // Insert your TypeLibrary code here
 public class MyClass{
 
 private double dNumber = 12;
 public string ClassName = "MyClass"; 
 
 public void SetNumber(double d){
 this.dNumber = d;
 }
 
 public double GetNumber(){
 return this.dNumber;
 }
 
 } // end of class MyClass
}

スクリプト

実際のスクリプトは、タイプライブラリスクリプトMyLibraryへの接続を使用して作成されます。

ダイアログ タイプライブラリスクリプトを使用したスクリプト: 
スクリプトではライブラリのクラスとメソッドを使用できます。
namespace MyScript {
 using System;
 using MyLibrary;
 
 
 public class MyScript : AbstractScript {
 
 public override void Run() {
 
 MyClass a = new MyClass();
 a.SetNumber(8);
 double dNum = a.GetNumber();
 string name = a.ClassName;
 }
 }
}
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14.3.5  イベントスクリプト

ダイアログ イベントスクリプトの作成: 
イベントスクリプトを使用するには、[Sequencer]および[イベント]ツールウィンドウに移動して、コマンド[スクリプ
トの実行]をイベントに追加します。
イベントスクリプトでは、イベント引数/パラメータを使用できます。
namespace MyEvent {
 
 public class MyEvent : AbstractScript {
 
 public override void Run() {
 // Access event arguments by using e.g. this.DevSetupValueChangedArgs
 }
 }
}

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。
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例

Sequencerでは、イベントStorage_DirectoryUpdate を使用できます。 
測定フォルダ(たとえば、間隔のフォルダ)内の測定データが完了するか更新されると、このイベントが呼び出されま
す。

イベントSequencer Storage_DirectoryUpdate
このイベントのリリースによってイベントスクリプトが実行されると、データ保存パラメータが
this.QuickStorageInfoEventArgsで指定されます。

this.QuickStorageInfoEventArgs

Directory 測定フォルダのフルパス
EventNumber トリガ/イベントを使用すると、イベントカウントと個ーのファイルへの保存が有効になります。
MeasureID ハッシュコード
MeasurementName フォルダ名前
RootPath 測定が保存される試験設定パス/フォルダ
StartTime 開始時間コード
StopTime 停止時間コード
Trigger トリガ名(Trigger_48のみ使用している場合は空)
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using System.Windows.Forms;
using System.IO;

namespace MyEvent {

public class MyEvent : AbstractScript {

public override void Run() {

var MyInfo = this.QuickStorageInfoEventArgs;
if ( MyInfo != null){
double dStartTime = MyInfo.StartTime;
double dStopTime = MyInfo.StopTime;
string strMeasureID = MyInfo.MeasureID;
string strRootPath = MyInfo.RootPath;
string strDirectory = MyInfo.Directory;
string strTrigger = MyInfo.Trigger;
int iEventNum = MyInfo.EventNumber;
// do something with these parameters

}else{
// do something
} // if
} // run
}

}

// do something with these parameters
string strFullPath = Path.Combine(strRootPath,strDirectory);
double dDuration = dStopTime - dStartTime;
string msg = "Your measurement " + strMeasureID.ToString() + " triggered by \"" +
strTrigger + "\" last " + dDuration.ToString("#.###")+
"s and was saved in " + @strFullPath + " .\n" +
"This is the Event #" + iEventNum.ToString();

MessageBox.Show(msg);

また、以下の設定を[セットアップ]ページで行う必要があります。
§ Channel_001: 保存(PC)
§ Trigger_01: イベント - Virt_Bit01、アクション - Channel_001開始/停止
§ Devices: トリガイベントを別のファイル(PC)に保存

14.3.6  サードパーティデバイススクリプト
詳細については、「サードパーティデバイススクリプト」 の章を参照してください。

14.4  EClassID - パラメータ

14.4.1  デバイスパラメータ
注記

パラメータを設定する場合は、クラスEClassIDを使用します。パラメータの値は、ParameterValuesクラスで
設定できます。EClassID Deviceパラメータは以下にリストされています。

クラスEClassIDを使用するには、以下のライブラリを追加する必要があります。
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;

1299
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パラメータをクリックして、対応するテーブルを参照してください。

デバイス制御(アクション)

[eDeviceControlAction]
接続 1000
ダウンロード 2000
開始 3000
[停止] 5000
接続解除 7000

ExecuteAction() を値の設定後に実行する必要があります。

ディスクスタート(アクション)

[eDiskStartAction]
PC + デバイスHD* 2501
PC HD 2502
デバイスHD 2503
リムーバブルデバイス 2504
デバイスインターン 2505
デバイスインターンRAM 2506
全てのデバイスメモリ領域* 2507

ExecuteAction() を値の設定後に実行する必要があります。
* 実装されていない機能

[eDiskStartOption]
即時 1
定義された時間 2
次の秒 3
次の分 4
次の時間 5
次の日 6
自動 7
次の10分 8
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同期信号: 入力/出力

[eSynchSignalInput]
[eSynchSignalOutput] 

信号なし 1
DCF 2
GPS 3
SYNC + GPS 4
同期信号NTP 5
同期Ethercat 6
PTP 7
IRIG B002W 8

開始オプション

[eStartOption]
即時 1
定義された時間 2
次の秒 3
次の分 4
次の時間 5
次の日 6
自動 7
次の10分 8

接続状態

[eConnectionStatus]
接続解除 0
接続 1

測定状態

[eMeasurementStatus]
停止 1
[実行中] 2
再構成済み 3
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14.4.2  チャンネルパラメータ
注記

パラメータを設定する場合は、クラスEClassIDを使用します。パラメータの値は、ParameterValuesクラスで
設定できます。EClassID チャンネルパラメータは以下にリストされています。

クラスEClassIDを使用するには、以下のライブラリを追加する必要があります。
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;

パラメータをクリックして、対応するテーブルを参照してください。

ステータス

[eStatus]
アクティブ 1
パッシブ 2
書き込み 1001
読み取り/書き込み 1002
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チャンネルタイプ

[eChannelType]
アナログ入力 1
DAC出力 2
デジタル入力/出力(ポート) 3
トリガ 4
仮想チャンネル 5
デジタル入力/出力(ビット) 6
仮想ビット 7
ネットビット 8
カウンタ入力 9
温度基準チャンネル 10

[eChannelType]
モニタ: アナログ入力 11
モニタ: デジタル入力/出力(ポート) 12
モニタ: カウンタ入力 13
モニタ: デジタル入力/出力(ビット) 14
表示変数 15

[eChannelType]
フィールドバス: アナログ入力 17
フィールドバス: デジタル入力/出力(ポート) 18
フィールドバス: デジタル入力/出力(ビット) 19
フィールドバス: 和事象 20
フィールドバス: 送信チャンネル 21

[eChannelType]
シンセサイザ 22
通信オブジェクト 23
プロセスベクトル変数 24
Video 1001
モニタ: Video 1002
デジタル入力/出力(ポート) 4099
デジタル入力/出力(ポート) 8195
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バランス(アクション)

[eBalanceAction]
オフセット 2011
ブリッジ 2012
Tare 2013
製造の較正 2014

ExecuteAction() を値の設定後に実行する必要があります。

バランスステータス

[eBalanceStatus]
未定義のバランス状態 0
バランスされていない 1
ブリッジバランス実行 2
ブリッジバランスok 3
tare実行 4
tare ok 5
オフセット実行 6
オフセットok 7
製造実行 8
製造ok 9

ケーブル較正(アクション)

[eCalibrationAction]
2ポイントスケーリング 2021
無効 2022
ケーブル補償 2023
リセットケーブル 2024
リセット2ポイント 2025

ExecuteAction() を値の設定後に実行する必要があります。
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較正ステータス

[eCalibrationStatus]
未定義 0
バランスされていない 1
ポイント1実行中 10
ポイント1 ok 11
ポイント2実行中 12
ポイント2 ok 13
ポイント1および2 ok 14
2ポイントスケーリング実行中 15
2ポイントスケーリング ok 16
2ポイントリセット実行中 17
2ポイントリセット ok 18
ケーブル補償実行中 19
ケーブル補償 ok 20
ケーブル補償リセット実行中 21
ケーブル補償リセット ok 22

フィルタタイプ

[eFilterType]
ローパス 1
ハイパス 2
バンドパス 3
ない 4
AAF 5
低速 6
高速 7
インパルス 8
ピーク 9
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フィルタ特性

[eFilterCharacteristic]
Butterworth 1
Bessel 2
Tschebbychew 3
Cauer 4
A-重み付け 5
B-重み付け 6
C-重み付け 7
D-重み付け 8
重み付けなし 9

イベント

[eEvent]
信号 = 1 381
信号 = 0 384
信号変化1 -> 0 383
信号変化0 -> 1 384
正の傾き 391
負の傾き 392
信号 > しきい値 393
信号 < しきい値 394
信号入力範囲 401
信号出力範囲 402
範囲内 403
範囲外 404

イベントタイプ

[eEventType]
しきい値 1
範囲 2
比率 3
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カップリング

[eCoupling]
AC 1
DC 2
ハーフブリッジ 3
電流供給付きAC 4
フルブリッジ 5
クォータブリッジ 6
マイクロフォン 7
DC電荷 8
AC電荷 9
TTL 10
歪みゲージ - クォータブリッジ 1001
ポアソンハーフブリッジ 1002
単軸方向に2つのアクティブ歪みゲージを備えたハーフブリッジ 1003
1つのアクティブおよび1つのパッシブ歪みゲージを備えたハーフブリッジ 1004
対向したブランチにポアソン歪みゲージを備えたフルブリッジ 1005
隣接するブランチにポアソン歪みゲージを備えたフルブリッジ 1006
4つのアクティブアームを備えたフルブリッジ 1007
汎用歪みゲージ - フルブリッジ 1008
汎用歪みゲージ - ハーフブリッジ 1009
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チャンネルモード

[eChannelMode]
サンプリング/距離(差分) 1
ビット出力/角度(差分) 2
ビット入力/速度 3
RPM 4
イベント 5
周波数 6
時間 7
パルス時間 8
角度(絶対) 9
距離(絶対) 10
電圧 1000
Current 1001
歪みゲージ 1002
電荷 1003

前処理

[eProcessing]
なし 1
算術平均値 2
最小 3
最大 4
RMS 5
MinMax 6
低減 7

14.4.3  試験設定パラメータ
注記

試験設定の EClassIDパラメータは、以下の表に示した文字列として設定されます。

例
DevSetup.Experiment["CompanyName"].SetValue("imc");
DevSetup.Experiment["TestEngineer"].SetValue("Average Joe");

まとめ EClassIDパラメータ
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説明 DescriptionLong
プロジェクト

会社名 CompanyName
ヒント ヒント
プロジェクトドキュメント ProjectDoc
リンクされたプロジェクトドキュメント LinkedProjectDoc
プロジェクトドキュメントのパス ProjectDocPath
プロジェクトオフィサ ProjectOfficer
電子メールアドレスプロジェクトオフィサ EMailProjectOfficer

試験エンジニア
試験エンジニア TestEngineer
試験エンジニアの電子メールアドレス EMailTestEngineer

試験セットアップ
試験セットアップの説明 TestObjectDesc
試験ステーションの写真 TestObjPic
試験セットアップのドキュメント TestObjectDoc

試験対象
試験対象の説明 TestSetupDesc
試験対象の写真 TestStationPhoto
試験対象のドキュメント TestSetupDoc

試験オペレータ
ユーザ ユーザ
電子メールアドレスユーザ EMailUser

注釈(測定前)
コメント(開始) AnnotationStart
環境条件(開始) ConditionsStart
条件パラメータ名(開始) ConditionsParamNameStart
条件パラメータ値(開始) ConditionsParamValueStart
写真(開始) PicStart
場所 場所
日付 日付
時間 時間

注釈(測定後)
コメント(終了) AnnotationEnd

環境条件(終了)終了) ConditionsEnd

条件パラメータ名(終了) ConditionsParamNameEnd
条件パラメータ値(終了) ConditionsParamValueEnd
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写真(終了) PicEnd
結果

結果ステータス(名前) ResultStatusName
結果ステータス(値) ResultStatusValue
結果の特性名 ResultCharacName
結果の特性 ResultCharac
結果の説明 ResultDesc
結果のドキュメント ResultDoc
結果の写真 ResultPic

その他
試験部品番号 TestPartNo
試験対象番号 TestObjNo
短い説明 DescriptionShort

14.4.4  パラメータと値の検索

パラメータと値の検索

テーブル記述に基づいてEClassIDパラメータを検索する方法を以下に示します。もう1つの方法は、「設定値の
検索」 に記載されています。

[テーブル記述]ツールウィンドウのアクティブ化

1274
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まず最初に、ツールウィンドウ[テーブル記述]を[セットアップ]ページでアクティブにします。[セットアップ]ページが開
いたら、メニューリボンで[ビュー] > [レイアウト] > [ツールウィンドウ]をクリックします。

ビュー レイアウト ツールウィン[ ] > [ ] > [
ドウ]

新しいダイアログが開きます。[テーブル記述]のボックスにチェックマークを入れて、ウィンドウを閉じます。新しいタ
ブが画面の右端に追加されます。

ダイアログ ツールウィンドウの選択: [ ]
ビューを保存することもできます。その場合、ツールウィンドウは、imcSTUDIOの次回起動時に再度使用可能
になります。

テーブル記述の表示
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右端のタブ[テーブル記述]をクリックして、テーブル記述を開きます。

ツールウィンドウ テーブル記述: [ ]
目的のパラメータがあるテーブルのコンテキストメニューで(たとえば、[アナログチャンネル]のコンテキストメニューで)
項目[プロパティ]をクリックします。

プロパティ アナログチャンネル[ ]: 
[列]の項目で3つのドット"..."が付いているボタンをクリックします。

パラメータ識別子
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列記述を開いたら、関係するパラメータを左側で選択します。右側には、関連する識別子が示されます。
この例では、スケーリング係数が選択されており、示された識別子はeUserScalingFactorとなっています。

コレクションエディタ[ ]

設定値の検索

以下のセクションでは、パラメータとそれぞれの設定値を取得するための別の方法を説明します。

独自のテーブル記述の作成
最も簡単な方法は、独自のテーブル記述を作成することです。これを行うには、[テーブル記述]ツールウィンドウ
でフォルダアイコン(同様に[テーブル記述]というタイトルが付いている)を右クリックして、コンテキストメニューを開き
ます。次に、そのコンテキストメニューで、項目[追加]を選択します。テーブル記述の名前を入力します。

ユーザ定義テーブル記述のプロパティ
列挙子クラスとして、パラメータを含む目的のクラス(たとえば、[チャンネル])を選択します。
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[フィルタエディタ]
StaticFilterの下で、設定されている値を調べたいパラメータ(たとえば、[チャンネルステータス])を選択します。値
については、必要な値を入力するか、またはドロップダウンリストから選択します。ウィンドウを閉じます。

フィルタエディタ[ ]

表示
その後、EClassID名とStaticFilter で設定される値を[プロパティ]ウィンドウに表示できます(たとえば、([eStatus] =
2))。このケースでは、これはチャンネルステータスがパッシブであることを意味します。

プロパティ[ ]: StaticFilter
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14.5  スクリプトオプション

スクリプトオプション

[スクリプト保存(作業コピー)]
[サブフォルダでのスクリプト保存の分類]
この分類では、スクリプト保存に依存する異なるフォルダを使用するか、あるいは1つの共通フォルダを使用する
かが指定されます。
[スクリプト保存用のユーザ定義パス]
ユーザ定義のスクリプト保存場所が有効な場合に、全てのスクリプトの作業コピーが保存されるフォルダです。
[ユーザ定義のスクリプト保存場所]
スクリプトは、試験設定またはプロジェクトとして異なる場所に保存されます。これは、サブバージョンツール(SVN)
を使用する場合に役立ちます。
任意のユーザ定義の場所に全てのスクリプトのコピーを保存します。全てのスクリプトを所定のフォルダで見つけ
ることができます。
[スクリプトエディタのオプション]
[高度なコード補完]
高度なコード補完を有効にすると、エディタのコード補完で内部インターフェースが表示されます。これらのインタ
ーフェースは特殊な関数にのみ必要であり、高度なユーザだけが使用すべきものです。このオプションを有効/無
効にする場合は、エディタを再度開く必要があります。
[復元オプション]
[バックアップのデフォルトダイアログ応答]
スクリプトは、imcSTUDIOの外部に保存されます。スクリプトの現在状態は、関連する保存範囲 が保存され
る場合にのみ適用されます。
 保存範囲の最後の変更後にスクリプトエディタでスクリプトを変更した場合は、このオプションを使用して、スクリ
プトを最後に保存された状態に自動的に戻すことができます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1280 Scripting

選択 説明
[常に尋ねる(ダイアログを表示する)] 最後に保存された状態に戻すためのオプションを備えたダ

イアログが表示されます。
[常に復元する(最後のスクリプト保存状態を使
用する)]

変更内容が常に復元されます。スクリプトエディタから最
後に保存された状態が使用されます。

[復元しない(それぞれの保存範囲で最新の
バックアップを使用する)]

変更内容は復元されません。[試験]または[プロジェクト]
から最後に保存されたスクリプトの状態が使用されます。

詳細については、「スクリプト変更内容の復元」 の章を参照してください。

14.6  チュートリアル
チュートリアルのリストを以下に示します。

チュートリアル 説明
デバイスおよびチャンネル設定 デバイスがデバイスリストに追加されます。デバイスの選択後、アナログ

チャンネルが構成されます。
チャンネル計算 チャンネルを計算するための別の方法が示されています。

カーブウィンドウとチャンネル選択 カーブウィンドウに表示するチャンネルを選択するためのチャンネル選択
リストが作成されます。

RS232インターフェース シリアルデバイスを制御する方法の例です。
スクリプトクリップボードの使用 簡単な例でスクリプトクリップボードを説明しています。

14.6.1  デバイスおよびチャンネル設定

チャンネルの設定

このチュートリアルでは、 シリアルナンバー(ここでは123456)に基づいてデバイスがデバイスリストに追加され、選択
されます。また、全てのアナログチャンネルが以下のように設定されます。

パラメータ 値

[状態] アクティブ

[HDDに保存] オン

[サンプルレート] 1000 Hz

[期間]: 10秒

[測定モード] 電圧

[カップリング] DC

[入力範囲] ±5V

以下のライブラリが必要です。
using imc.Common.Interfaces.Logbook;
using imc.Studio.Interfaces.DevSetup;
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator;

imcSTUDIOを起動すると、DeviceSettings という名前のスクリプトがSequencerページによって作成されます。

1243
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最初のステップでは、上記のデータが記録されます。
string ERRORSENDER = "DeviceSettings Script"; // Sender for Logbook
string serialNumber = "123456"; 

double dSampleTime = 0.001; // 1 ms = 1000 Hz
double dDuration = 10.0; // 10 s
double dRange = 5; // +/- 5 V
string strRange = "\u00b1" + dRange.ToString() + " V"; // +/- Symbol and Unit

デバイスが[デバイス]リストにまだ表示されない場合は、デバイス検索が実行されます。その後、デバイスが存在
する場合は、そのデバイスが選択されます。
// Get Device via serial number
EnumItem myDevice = DevSetup.Devices.GetItemBySerialNumber(serialNumber);
 
// if device is not in list, do device search
if ( null == myDevice ) {
 DevSetup.SearchDevices();
 myDevice = DevSetup.Devices.GetItemBySerialNumber(serialNumber);
 
 // if device is not still in the list -> Warning 
 if ( null == myDevice) {
 Logbook.LogEntry(ERRORSENDER,"Device with S/N " + serialNumber + " could not be
found.",0,ELogbookEntryCategory.Warning);
 return; // end script
 } // if
} // if
 
// get device name
string NickName = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceNickname].GetValue().ToString();
string Name = myDevice.Parameters[EClassID.eDeviceName].GetValue().ToString();
 
// select device for measurement
DevSetup.SelectDevice(NickName,true,EDeviceCoreType_V2.Measurement); 

全てのアナログチャンネルについて、上記のパラメータが以下のように設定されます。
foreach( var channel in DevSetup.Channels){
 var paraType = channel.Parameters[EClassID.eChannelType]; // 
 if ( null != paraType ){
 int chnType = (int)paraType.GetValue();
 // for analog channels
 if ( chnType == ParameterValues.eChannelType.AnalogInput) {

 // ... next block

 } // chnType
 } // paraType
} // foreach

// Download
Action.FireAction(this,"acCheckConfiguration"); 

パラメータの設定は、以下のように実行されます。
// Parameters
var paraStatus = channel.Parameters[EClassID.eStatus];
var paraSaveHD = channel.Parameters[EClassID.ePCTransferToHD];
var paraSampleTime = channel.Parameters[EClassID.eSampleTime];
var paraDuration = channel.Parameters[EClassID.eDuration];
var paraRange = channel.Parameters[EClassID.eRange];
var paraMode = channel.Parameters[EClassID.eChannelMode];
var paraCoupling = channel.Parameters[EClassID.eCoupling];
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// set state to active
if ( null != paraStatus ){
 paraStatus.SetValue(ParameterValues.eStatus.Active);
} // paraStatus
// enable saving to PC
if ( null != paraSaveHD ){
 paraSaveHD.SetValue(true);
} // paraSaveHD
// set sample rate
if ( null != paraSampleTime ){
 paraSampleTime.SetValue(dSampleTime);
} // paraSampleTime 
// set duration
if ( null != paraDuration ){
 paraDuration.SetValue(dDuration);
} // paraDuration
// set mode to "Voltage"
if ( null != paraMode ){
 paraMode.SetValue(ParameterValues.eChannelMode.DAQ_Voltage);
} // paraMode
// set coupling to DC
if ( null != paraCoupling ){
 paraCoupling.SetValue(ParameterValues.eCoupling.DC);
} // para Coupling
// set Range
if ( null != paraRange ){
 paraRange.SetValue(strRange);
} // paraRange

スクリプトが正常にコンパイルされたら、エディタを閉じることができます。その後は、たとえば、コマンドを使用してス
クリプトを実行できます。
デバイスが[デバイス]リストにまだ表示されない場合は、デバイス検索が実行され、デバイスがリストに追加されま
す。チャンネル設定が実行され、[アナログチャンネル]ページで確認できるようになります。デバイスが全く見つから
ない場合は、警告がログブックに記録されます。 

拡張: Widgetsを介した入力

上記例をさらに展開したいと仮定します。目標は、サンプリング間隔、入力範囲、および測定期間をWidgets
によって入力できるようにすることです。

まず、これらのパラメータを表すために、ユーザ定義変数SampleTime、RangeおよびDuration を[Data Browser]
で作成します。これらの変数は、[Data Browser]からPanelページにドラッグされ、数値表示ウィジェットとして表
示されます。これは、セットアップページ[アナログチャンネル](Widget: デバイス制御Setup)を表示する場合にも
役立ちます。 

これらの各変数はスクリプトでクエリされ、対応する変数に代入されます。
string ERRORSENDER = "DeviceSettings Script"; // Sender for logbook
string serialNumber = "123456"; 

double dSampleTime = Datapool["SampleTime"].GetContent<double>(); // 
double dDuration = Datapool["Duration"].GetContent<double>(); // 
double dRange = Datapool["Range"].GetContent<double>(); // 
string strRange = "\u00b1" + dRange.ToString() + " V"; // +/- Symbol and Unit

スクリプトをコンパイルしたら、設計モードが無効になっている間に、ウィジェットを使用してパラメータを設定できま
す。押したときにスクリプトを実行させるボタン(コマンド: [スクリプトの実行])は、Panelページに追加されます。ボタ
ンを作動させると、値が[アナログチャンネル]ページに更新されます。
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拡張: メタデータ列
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セットアップページ[アナログチャンネル]で、独自のメタデータ列 MyParameterを作成します。これを行うには、
左上隅のコンテキストメニューを開き、[テーブル記述「アナログチャンネル」] > [新しいメタデータ列を作成...]をク
リックします。

アナログチャンネル メタデータ列の追加[ ]: 

コレクションエディタ メタデータ列「 」[ ]: MyParameter

この列は、スクリプトによって、次第に高くなる数値で埋められます。この目的を達成するために、カウンティング
変数が生成されます。このビューを保存します。
int count = 1;
foreach( var channel in DevSetup.Channels){
 // ...
} // foreach 

183
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パラメータ設定プロセスは、以下のコードで補完されます。
var paraMy = channel.Parameters["MyParameter"]; // Identifier
// ...
if ( null != paraMy ){
 paraMy.SetValue("#" + count.ToString());
 count++;
}

スクリプトの実行後、アナログチャンネルの新規に追加されたテーブル列は自動的に埋められます。

14.6.2  チャンネル計算

imcFAMOSなしでの計算

このチュートリアルでは、imcFAMOSを使用した操作がアナログチャンネルに適用される場合があります。以下の
設定は、2つのアナログチャンネルについて行われます。

パラメータ 値

[状態]: アクティブ

[HDDに保存]: オン

[サンプルレート] 1000Hz

[期間]: 10秒

[測定モード]: 電圧

[カップリング]: DC

[入力範囲]: ±5V

スクリプトは測定後に始まり、現在のチャンネルは出力チャンネルで追加されて出力されます。
以下のライブラリが必要です。
using imc.Common.Components.DataManager;
using imc.Common.Components.DataManager.Interfaces;

 最初に、チャンネルがデータプールから取得され、出力チャンネルが作成されます。
IDmChannel channel1 = Datapool["Channel_001"].GetContent<IDmChannel>();
IDmChannel channel2 = Datapool["Channel_002"].GetContent<IDmChannel>();
DmChannel channelOut = DmChannel.CloneOf(channel1);
channelOut.Name = "Channel_Out";

 その後、データに計算操作をまとめて適用できます。
double[] data = new double[channel1.Data.Length];
 
for (int k = 0; k < channel1.Data.Length; k++){
 data[k] = channel1.Data[k] + channel2.Data[k];
}
 
channelOut.SetData<double>(data);

出力チャンネルはデータプールに書き込まれます。
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DataPoolVariable cOut = Datapool["Channel_Out"];
if ( null == cOut ){
 Datapool.CreateVariable<DmChannel>(channelOut.Name, channelOut);
}else{
 cOut.SetContent<DmChannel>(channelOut);
}  

その後、測定が開始されます。測定が終了すると、スクリプトが実行されます。ユーザ定義変数Channel_Outが
まだ存在しない場合は、その変数が作成されます。 
2つのアナログチャンネルと結果のチャンネルは、カーブウィンドウに表示できます。

拡張: 重みとオフセット
上記例では、チャンネル値が合算されます。重み付けは、以前に作成したユーザ定義変数に依存します。
これを行うには、[Data Browser]でユーザ定義の数値変数w1およびw2と オフセットを作成し、それらを数値ウィ
ジェットとして表示します。
上記のスクリプトには以下の行が追加されます。これらの行は、重み付けとオフセットの値をデータプールから取
得します。
double w1 = Datapool["w1"].GetContent<double>();
double w2 = Datapool["w2"].GetContent<double>();
double offset = Datapool["offset"].GetContent<double>();

計算は以下のように実行されます。
double[] data = new double[channel1.Data.Length];
 
for (int k = 0; k < channel1.Data.Length; k++){
 data[k] = w1 * channel1.Data[k] + w2 * channel2.Data[k] + offset;
}
 
channelOut.SetData<double>(data);

重み付けとオフセットの値を変更してから、スクリプトを実行します。結果のチャンネルは、それに応じて重み付け
とオフセットを反映します。

拡張: imcFAMOS関数

ヒント
スクリプトを作成する際には、imcFAMOS ProviderのKit  およびMath を選択する必要があります。

次に、以下のライブラリをスクリプトの先頭に追加します。
using imc.Common.Components.Famos.Math;

計算は、imcFAMOSコマンドによって実行されます。このコマンドは、重み付けを考慮しながら2つのチャンネルに
演算操作を適用します。
関数内でチャンネル名が上書きされるため、チャンネル名を再設定することが重要となります。
bool bSuccess = Famos.Add(channel1, w1, channel2, w2, out channelOut);
channelOut.Name = "Channel_Out";

また、追加のimcFAMOS関数を使用することできます。
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14.6.3  カーブウィンドウとチャンネル選択
このチュートリアルでは、ウィジェットを使用してアナログチャンネルを選択します。そのアナログチャンネルは、カーブ
ウィンドウに表示されます。
これを行うには、全てのアナログチャンネルをアクティブに切り替えて、Prepareを実行します。標準カーブウィンドウ
をPanelページに追加して、それに"MyCurve"という名前を割り当てます。
新しいPanelスクリプトをChannelChooserという名前で作成します。

以下のライブラリが必要です。
using System.Windows.Forms; // ComboBox
using imc.Common.Interfaces.Panel.Scripting; // eAppendConstant
using imc.Common.Interfaces.Logbook; // Logbook Category
using imc.Studio.Tools.DevSetupGraphGenerator; // EClassID

対応するウィジェットはクラス内の属性として作成されます。
public class ChannelChooser : AbstractScript {
 ComboBox controlName = new ComboBox(); 
 string indexVariable = "ChannelIndex";

 public override void Run() {
 // ...
}

]

WidgetゾーンをScriptingで追加することはまだできません。そのため、Windows.FormsクラスのComboBoxが代
わりに使用されます。
このコンボボックスはアナログチャンネルのリストで埋められ、Panelページに表示されます。これは、
PanelScriptInitialize()メソッドで行われます。
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public override bool PanelScriptInitialize()
{
 // ComboBox erstellen
 ComboBox cb = new ComboBox();
 cb.Name = controlName;
 cb.Location = new System.Drawing.Point(100, 200);
 cb.Items.Clear();
 
 // Add channels to list
 foreach (var chn in DevSetup.Channels){
 
 var paraState = chn.Parameters[EClassID.eStatus];
 var paraType = chn.Parameters[EClassID.eChannelType];
 var paraName = chn.Parameters[EClassID.eChannelName];
 
 if (paraState != null && paraType != null && paraName != null){
 
 if ( ((int)paraState.GetValue() == ParameterValues.eStatus.Active) && 
 ( (int)paraType.GetValue() == ParameterValues.eChannelType.AnalogInput) ){
 cb.Items.Add(paraName.GetValue());
 }
 }
 } // foreach
 
 
 if (Core.Datapool[indexVariable] != null) {
 cb.SelectedIndex = Core.Datapool[indexVariable].GetContent<int>();
 }
 
 // Hook an event listener
 cb.SelectedIndexChanged += MyCombo_SelectedIndexChanged;
 PanelPage.Controls.Add(cb); 
 return true;//Return true if everything is initialized, otherwise return false
}

選択が変わると、信号がカーブウィンドウで変更されます。
private void MyCombo_SelectedIndexChanged(object sender, System.EventArgs e)
{
 ComboBox cb = sender as ComboBox;
 if (cb != null)
 {
 if (cb.Name == controlName)
 {
 if (!Core.Datapool.CreateVariable<int>(indexVariable, cb.SelectedIndex))
 {
 Core.Datapool[indexVariable].SetContent<int>(cb.SelectedIndex);
 } 

 // delete every signal in curve window
 foreach (var s in MyCurve.Signals){
 s.Delete();
 }
 
 MyCurve.AddSignal(cb.SelectedItem.ToString(), eAppendConstants.AppendNewLine); 
 }
 }
} 

イベントはアンフックする必要があり、古いComboBoxは削除する必要があります。
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public override bool PanelScriptDispose()
{ 
 try
 {
 if (PanelPage != null)
 {
 foreach (System.Windows.Forms.Control el in PanelPage.Controls)
 {
 ComboBox cb = el as ComboBox;
 
 // Unhook events from the ComboBox named "MyCombo"
 if (el.Name == controlName && cb != null)
 {
 cb.SelectedIndexChanged -= MyCombo_SelectedIndexChanged;
 }
 }
 PanelPage.Controls.Clear(); 
 }
 return true;// Return true if everything is disposed, otherwise return false
 }
 catch (Exception e)
 {
 // Write to the logbook if anything went wrong
 this.Core.Logbook.LogEntry(this.ToString(), e, ELogbookEntryCategory.Warning);
 }
 return false;
} 

メソッドRun()およびStop()は空です。
この組み合わせを使用すると、カーブウィンドウのチャンネルをコンボボックスで直接選択できるようになります。 

14.6.4  RS232インターフェース
以下のライブラリが必要です。
using System.IO.Ports;

イベント
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初期化 / 接続
コマンド[スクリプトの実行]を以下のコードでイベントDevices_connectedに追加します。デバイスに接続すると、
イベントがリリースされます。

InitDevice.cs
try{
 // Create a COM port object and define the port's settings
 SerialPort cCOMPort = new SerialPort("COM1", 9600, Parity.None, 8, StopBits.One );
 // Open the port
 cCOMPort.Open();
 // Store the COM port in the clipboard
 ScriptClipboard.Add("COM1", cCOMPort);
}catch(Exception x){
 // error handling
}

閉じる / 接続解除
コマンド[スクリプトの実行]を以下のコードでイベントDevices_disconnectedに追加します。デバイスから切断する
と、イベントがリリースされます。

CloseDevice.cs
try{
 // Get the COM port from clipboard
 SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as SerialPort;
 // Close the COM port
 cCOMPort.Close(); 
 // Remove the COM port from clipboard
 ScriptClipboard.Remove("COM1");
}catch(Exception x){
 // error handling
}

データを読み取る

ReadData.cs
try{
 // Get the COM port from clipboard
 SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as SerialPort;
 // Read a message from the device
 string strData = cCOMPort.ReadLine("*IDN?");
}catch(Exception x){
 // error handling
}

データを書き込む

WriteData.cs
try{
 // Get the COM port from clipboard
 SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as SerialPort;
 // Send a message to the device
 cCOMPort.WriteLine("*IDN?");
}catch(Exception x){
 // error handling
}
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14.6.5  スクリプトクリップボードの使用
このチュートリアルでは、スクリプトクリップボードを使用して、Panelページに属するWidgetを別のスクリプトで使
用できるようにします。

ScriptA.cs
オブジェクトをスクリプトに追加する際には、オブジェクトに名前空間があることを認識している必要があります。
Widgetの場合は、プロキシクラスにより、これはスクリプトの名前になります。
そのため、スクリプトは、オプション[個別プロキシクラスライブラリ]を使用して作成する必要があります。それによ
り、プロキシクラスはリソースとしてスクリプトに組み込まれます。
Widget myWidget = Panel["Page 1"]["MyWidget"]; // Type: ScriptA.Widget
ScriptClipboard.Add("MyWidget",myWidget);

ScriptB.cs

スクリプトは、オプション[個別プロキシクラスライブラリ]を使わずに作成できます。
Under References > Add Reference, the ProxyClasses.dll is added from the ScriptA-Project.The file is
located in the ScriptA-project's bin-folder.
object o;
bool b = ScriptClipboard.TryGetValue("MyWidget", out o);

if ( (b) && (o != null) ){
 ScriptA.Widget myWidget = o as ScriptA.Widget;
}

14.7  重要な情報
[試験] > [名前を付けて保存]を選択する前にスクリプトエディタを閉じる

ヒント
[試験設定] > [名前を付けて保存..]を実行する際には、スクリプトエディタを閉じる必要があります。そう
しないと、スクリプトエディタは元の試験設定に属するスクリプトを開いたままにし、パスを自動的に変更しま
せん。

imcFAMOS関数とタイプライブラリスクリプト

注記
· タイプライブラリスクリプトおよび使用されるimcFAMOS関数にスクリプトがリンクされている場合は、

imcFAMOSプロキシクラスをタイプライブラリスクリプトで有効にする必要があります。
· [編集] > [プロキシの再生]を使用してimcFAMOS Math Providerを後でタイプライブラリスクリプトにアップ
ロードする場合は、タイプライブラリスクリプトにリンクされているスクリプトでimcFAMOS Math Providerへ
の参照を手動で追加する必要があります。
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スクリプトを含む4.0R1試験設定の使用

imcSTUDIO 4.0R1試験設定とスクリプトのインポート
新しい関数のインターフェースと規定の変更により、imcSTUDIO 4.0R1試験設定のスクリプトを使用するには
以下のステップが必要となります。

変更をコミットする前に、スクリプトをバックアップとしてエクスポートすることをお勧めします。

エラー: このスクリプトは実行できません。 対処法:
コンパイルエラーCS0535
..\AbstractScript.cs(6,24) : Error CS0535:
'ScriptName.AbstractScript' does not
implement interface member
'System.IDisposable.Dispose()'

メソッドDispose()をAbstractScript.csに挿入してくだ
さい。
public virtual void Dispose() {}

コンパイルエラーCS1729 
..\AbstractScript.cs(163,23) : Error
CS1729: 'ScriptName.DataPool' does not
contain a constructor that takes 1
arguments

new を使用した全てのインスタンス化をメソッド
GetInstance()に置き換えてください。例:
MyClass myObject = new MyClass(*) を以下に
置き換える
MyClass myObject = MyClass.GetInstance(*) 

コンパイルエラーCS0234
..\ProxyClasses.cs(6754,53) : Error CS0234:
The type or namespace name
'EVariableProperty' does not exist in the
namespace
'imc.Common.Interfaces.DataPool' (are you
missing an assembly reference?)

影響を受けるメソッド:
public bool Set<T>(*)
public T Get<T>(*)

リファレンスimc.Common.Interfaces.UnManagedを
スクリプトプロジェクトに追加して([プロジェクト] > [リ
ファレンスの追加]) 、再度コンパイルしてください。

コンパイルエラーCS0029
Error CS0029: Cannot implicitly convert
type 'System.EventHandler' to
'System.Action<object,System.EventArgs>'

EventHandler(*) を
Action<object,EventArgs>(*)に置き換えてくださ
い。
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複数のimcSTUDIOバージョンの並行インストール

旧バージョンでスクリプトを実行可能にするために必要な適応
新しいimcSTUDIOバージョンを並行してインストールすると、古いバージョンにおけるスクリプトを実行できなく
なる可能性があります。 
スクリプトを古いバージョンで実行できるようにするには、以下の手順に従います。
o影響を受ける試験設定を開きます。
o エクスプローラを使用して、スクリプトプロジェクトファイル(*.csscriptproj)をエディタプログラムで開きます。
o以下のテーブルに従ってコマンド行を編集し、ファイルを保存します。
o試験設定を保存し、スクリプトを再起動します。これで、スクリプトは正しく実行されるはずです。

テーブル: imcSTUDIO 4.0R1に属するスクリプトの*.csscriptprojファイルの変更

元のテキスト 変更
<Reference
Include="imc.Studio.Interfaces.V2">

 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
</Reference>

<Reference
Include="imc.Studio.Interfaces.V2,
Version=4.0.1.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=68a4b1d388e6c0b6">
 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>True</SpecificVersion>
</Reference>

<Reference Include="imc.Common.Interfaces>

 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
</Reference>

<Reference Include="imc.Common.Interfaces,
Version=4.0.1.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=9350ef35614b8d14">
 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>True</SpecificVersion>
</Reference>

<Reference Include="imc.Studio.Interfaces">

 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>False</SpecificVersion>
</Reference>

<Reference Include="imc.Studio.Interfaces,
Version=4.0.1.0, Culture=neutral,
PublicKeyToken=68a4b1d388e6c0b6">
 <Private>False</Private>
 <SpecificVersion>True</SpecificVersion>
</Reference>

スクリプトは、この特定のバージョンでのみ実行可能です。後続バージョン(5.0R1 -> 5.0.1.xxxx)へのリファレンス
バージョンの適応は、同様に実行する必要があります。

imcSTUDIO GUIは操作できない

注記
スクリプトのRun()メソッドが進行している間は、imcSTUDIOユーザインターフェースを操作できません。そのた
め、スクリプトにブロッキング関数を含めることはできません。

要素の名前変更

注記
imcSTUDIO Scriptingによってアクセスされるデバイス、チャンネルまたはWidgetsをimcSTUDIOで名前変更
または削除した場合は、それに応じてスクリプトを適応させる必要があります。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1294 Scripting

デバッグ中にデタッチしないこと

警告
デバッグ中にプロセスからデタッチしないでください。ユーザのプログラミングによっては、imcSTUDIOが未定義状
態や操作不能状態になる可能性があります。デタッチする前に、必ず[デバッグの続行](青色の「再生」記号)
を使用してデバッグを終了してください。 

イベント処理は非同期である

ヒント
イベント処理メソッドは非同期的に実行されます。

14.8  最終変更内容
Rev. 3.3における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · フォーマットと設計

· 索引を拡張
スクリプトのプロパティ · [アクティビティ範囲]を追加

· [個別プロキシクラスライブラリ]の説明を修正
プロキシの再生 補足情報を追加
デバイス関数 · ストレージデバイス/リムーバブルディスクからデータを削除

· ExecuteActionに起因するヒントを追加
· 個ーのフォルダでのトリガ
· 測定状態を追加

チャンネル関数 · ExecuteActionに起因するヒントを追加
· デバイス起動時のバランスを追加

データプール関数 · 最後の測定からチャンネルにアクセス
· ユーザ定義チャンネルの例を追加
· DataTableを追加

カーブウィンドウ · カーブウィンドウアクションとスクロールモードを追加
· カーブウィンドウキット: チャンネルを追加
· カーブウィンドウキット: y軸設定を追加

InlineFAMOS関数 · プライベートタスクの新規関数を追加
· 例を追加

コマンド メニューアクションの実行にメソッドを追加する処理を追加
Panelスクリプト · ブールパラメータに関する説明を削除

· ウィジェットアクセスの見出し
コンテキストスクリプト アクションとイベントの追加/削除を追加
イベントスクリプト パラメータ説明のテーブルを追加
デバイスパラメータ eDiskStartOptionを追加

章 バグ修正
全般 翻訳

1202

1206

1209

1214

1225

1229

1237

1239

1246
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章 バグ修正
デバイス関数 IntervalCountが2回言及されているため、IntervalTimeに置換

Rev. 3.2における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · フォーマット

· 概要をチュートリアルに追加
· テキストをソフトウェアの変更に適応

PanelおよびWidget関数 · パネルページの削除を追加
· パネルページの名前変更を追加

データプール関数 · グループとカテゴリの説明を改善
· XY信号の作成を追加
· チャンネルデータにアクセスする際の空のチャンネルのクエリを追加

ログブック · ヒントを例に追加
· 例「最後の項目」を削除

スクリプトオプション · 章名を変更
· テキストを変更し、説明を追加

コンテキストスクリプト 全てのアクティブチャンネルの自動保存に起因する例を追加

章 バグ修正

Rev. 3.1における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 「スクリプト変更内容の復元」  の章を追加
メニューバーとコンテキストメ
ニュー

· コンテキストメニュー[追加]の説明
· [プロキシの再生]ダイアログを変更

エクスポートとインポート DLLエクスポートとリソースに起因するヒントを追加

チャンネル関数 · 構造を変更
· バランスアクション状態を取得

ログブック ログブック項目をクリア
imcFAMOS関数 [ライセンス違反]ダイアログを追加
スクリプトオプション · スクリプト保存のオプションの拡張と説明

· コード補完の新規オプションを追加

章 バグ修正
全般 · コンテキストのテーブル内のアイコンを修正

· フォーマット
· いくつかの箇所で用語「Panel」を「Panelページ」に置換

カーブウィンドウ 切り替えが機能していなかった

1209

1222

1225

1231

1279

1253

1243
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1205

1214

1231

1234

1279

1229
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Rev. 3.0における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · 「スクリプト」という章名を「スクリプト(全般)」に変更

· パラメータの一般的な設定を説明
· テーブル設計を再構築
· 「カーブウィンドウ」 の章を追加
· 「試験設定パラメータ」 の章を追加
· 「InlineFAMOS関数」 の章を追加
· 構造を修正
· 「スクリプトオプション」 の章を追加

メニューバーとコンテキストメ
ニュー

· imcFAMOS Math Providerに起因するプロキシ再生時の注意事項を追加
· スクリプト範囲/スクリプト保存を変更するためのダイアログを変更
· スクリプトオプション、スクリプトタイプおよびスクリプト保存を表で説明
· スクリプトの作成時にスクリプトオプションに言及
· グラフィックへのリンクを追加
· プロキシリジェネレータを追加
· 保存に関するヒントを削除
· Panelスクリプトのプロパティを変更
· シーケンサでの保存を削除。この操作はもうできなくなっている。
· スクリプト範囲を変更するための情報を追加: プロジェクトと試験設定を保存する必要がある
· 「スクリプトの作成」 の章を分割
· 「デフォルトダイアログ応答」の章を追加

インポートとエクスポート · スクリプトインポートダイアログが変更されたため、画像を更新
· 複数のスクリプトを一度にエクスポートすることができる
· [試験設定] > [名前を付けて保存]とスクリプトエディタに起因するヒントを追加
· スクリプトでのインポートを追加

デバッグ · 画像を追加して編集
· ショートカットキーのテーブルを追加

重要な情報 · イベントのフックとアンフックに起因する重要な情報を追加
デバイス関数 · デバイスの選択状態のクエリを追加

· ディスクスタート: オプションおよび Scriptingでのデフォルトダイアログ応答の設定を追加
· 選択後のデバイスオブジェクトの割り当て
· セクション「保存」を追加
· 選択したデバイス(シリアルナンバー)のリストを追加

チャンネル関数 · getValue およびCValueArrayによるパラメータeUserUnitの値の取得に関する説明を追加
· PC保存に起因する注記を削除
· アクティブなアナログチャンネルの保存の例を追加
· 入力範囲の表示値の取得を追加
· データ保存/データ転送に関するセクションを編集および修正
· 歪みゲージの段落を追加
· UNI2-8のサンプル時間および範囲に関するテーブルをポップアップウィンドウに表示
· センサ情報(TED)の書き込みを追加

ログブック · 送信元による項目のリスト例を追加
imcFAMOS関数 · imc FAMOS Runtimeライセンスのアクティベーションを行う必要があることを明記

1229
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章 訂正
コマンド · メニューアクション[再構成]を追加
Panelスクリプト · Panelスクリプトのプロパティ(Run()およびStop()メソッド)を変更

· イベントのフックとアンフックに起因する重要な情報を追加
· スクリプト名に起因するPanelページプロパティを追加
· PanelページがすでにPanelスクリプトにリンクされている場合の情報を追加
· イベントをフックおよびアンフックするための例にブール変数を追加
· 標準ウィジェットのテキストの設定を追加
· 新しいメソッドを追加

デバイスおよびチャンネル設
定

· パラメータと値のリストをテーブルに表示

チャンネル計算 · パラメータと値のリストをテーブルに表示
カーブウィンドウとチャンネル
選択

· imcFAMOSコマンドなしでチュートリアルを使用可能
· 新しい関数の初期化とPanelスクリプトの破棄をチュートリアルで使用

データプール関数 · カテゴリの変更を追加
· 複素変数へのアクセスを追加

RS232インターフェース · このチュートリアルを追加
スクリプトクリップボードの使
用

· このチュートリアルを追加

章 バグ修正
全般 · 機能しない切り替えを修正

· 書式設定とスペルの誤りを修正
· 用語「スクリプト範囲」を「保存範囲」に変更
· C#コードテーブルのフレームを再構成

デバッグ · ステップ2のPDFバージョンでトグルボタンが表示されていた
デバイス関数 · DevSetup.BeginTransaction()およびDev.EndTransaction()を使用したデバイスアクションの要

約時にDevSetup.BeginTransaction()が2回言及されていた
· C#コードのいくつかの行で「Parameters 」の"s"が欠けていた 

チャンネル関数 · C#コードのいくつかの行で「Parameters 」の"s"が欠けていた
· コネクタを介してチャンネル名を取得する際に問題が発生したため、コードを変更し、foreachを代わ
りに使用するようにとの助言を追加

データプール関数 · DmChannelの Dispose()が欠けていた
imcFAMOS関数 · 欠けていた行(cmp_channel)を追加
デバイスパラメータ · パラメータeDiskStartActionの実装されていない値をグレー表示
スクリプト · 欠けている画像を追加
デバイスおよびチャンネル設
定

· パラメータ[サンプル時間]を[サンプルレート]に変更
· プレースホルダが解決されなかった

チャンネル計算 · パラメータ[サンプル時間]を[サンプルレート]に変更
カーブウィンドウとチャンネル
選択

· アナログチャンネルを使用したComboBoxの項目が欠けていた

Rev. 2.2における訂正およびバグ修正
章 訂正
全ての章 改訂と数多くの訂正
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Rev. 2.1における訂正およびバグ修正
章 訂正
全ての章 新規
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15  ThirdPartyDevice Interface
imcSTUDIOプラグインimcSTUDIO ThirdPartyDevice Interfaceのドキュメント。

15.1  はじめに
15.1.1  はじめに

ヒント
· サードパーティデバイススクリプトを実行するには、imc STUDIO ThirdPartyDevice License (排他的/包括
的)が 必要です。¹

· サードパーティデバイススクリプトを編集するには、imcSTUDIO Developer-Editionが必要です。
· 3rd Party Device Managementは、Runtime以外の全てのエディションで使用できます。
¹サードパーティデバイスAudioDevice およびChannelLoaderは、3PDIライセンスなしで使用できます。

プラグインimcSTUDIO ThirdPartyDevice Interfaceを使用すると、他のメーカのデバイス(サードパーティデバ
イス)をimcSTUDIOのSetupページに容易に追加できます。
したがって、サードパーティデバイスのプロパティを含むC#スクリプトを実装する必要があります。テンプレートコードと
基本関数は、imcSTUDIOによって提供されます。このスクリプトでは、サードパーティデバイスへのインターフェー
スを実装する必要があります。スクリプトを完了すると、サードパーティデバイスがSetupページのデバイスリストに
表示されます。これでサードパーティデバイスはimcSTUDIOで設定可能になり、imc製のデバイスと組み合わせ
ることもできます。たとえば、オシロスコープやマルチメータを追加できます。

Third Party Device Scriptの利点:
· 一貫性のある測定フォーマット
· 測定データの同期可視化
· 共通データ保存
· 共通プロジェクト管理
· デバイス構成の共通管理
· GUIプログラミング不要、imcSTUDIOでのデバイスの統合
· 既存のデバイスおよびチャンネルパラメータをサードパーティデバイスに使用できる
· 新しいパラメータを作成できる
必要条件:
· C#プログラミングの経験が必要(アンマネージドデータ転送の場合はC++)
· サードパーティデバイスのインターフェースが既知である必要がある

15.1.2  新しいスクリプトの追加
注記

Scriptingの詳細については、ここ を参照してください。

スクリプトをSequencerページで作成するには、ページ上部の[スクリプト]をクリックします。

1199



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1300 ThirdPartyDevice Interface

ツールウィンドウ スクリプトSequencer [ ]

ツールウィンドウ[スクリプト]が開きます。[新しいスクリプトを追加]をクリックして、  新しいスクリ
プトを追加します。

Sequenzer: Werkzeugfenster "Skripte"
[スクリプトのタイプ]で[サードパーティデバイススクリプト]を選択する必要があります。 

C#コードのテンプレートを含むスクリプトを追加すると、エディタが自動的に開きます。
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15.2  一連のインターフェース
15.2.1  デバイス制御
設定ページへの統合が不要で、イベントまたはボタンのクリックによってデバイスからデータをポーリングする必要が
ある場合は、通常のスクリプトを使用できます。
たとえば、RS232によって制御される気候キャビネットが命令で温度の単一値を送信する場合が考えられます。
ここでは、接続を開閉するためのスクリプトおよび読み取りと書き込みを行うためのスクリプトについて説明しま
す。
これらのコードスニペットは、シーケンサイベント("Device connected/disconnected"など)にバインドすることがで
きます。

COMポートを開く / デバイスに接続する
try{
 // Create a COM port object and define the port's settings
 System.IO.Ports.SerialPort cCOMPort = new System.IO.Ports.SerialPort("COM1", 9600,
Parity.None, 8, StopBits.One );
 // Open the port
 cCOMPort.Open();
 // Store the COM port in the clipboard
 ScriptClipboard.Add("COM1", cCOMPort);
}catch(Exception x){
 // error handling
}

COM Portを閉じる / デバイスから切断する
try{
 // Get the COM port from clipboard
 System.IO.Ports.SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as
System.IO.Ports.SerialPort;
 // Close the COM port
 cCOMPort.Close(); 
 // Remove the COM port from clipboard
 ScriptClipboard.Remove("COM1");
}catch(Exception x){
 // error handling
}

データを書き込む
try{
 // Get the COM port from clipboard
 SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as SerialPort;
 // Send a message to the device
 cCOMPort.WriteLine("*IDN?");
}catch(Exception x){
 // error handling
}

データを読み取る
try{
 // Get the COM port from clipboard
 SerialPort cCOMPort = ScriptClipboard["COM1"] as SerialPort;
 // Read a message from the device
 string strData = cCOMPort.ReadLine("*IDN?");
}catch(Exception x){
 // error handling
}
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15.3  デバイススクリプト（サードパーティ）
15.3.1  デバイスの追加
まず初めに、デバイス(または複数のデバイス)を構成する必要があります。メソッドGetAvailableDevices()で
は、デバイスのプロパティがプログラムされます。 
この例では、デバイスはシリアルナンバー"123456"付きで追加されます。その他のデバイスパラメータも追加できま
す。したがって、対応するEClassIDパラメータを追加する必要があります。

GetAvailableDevices
protected override void GetAvailableDevices(SetupNodeList deviceList) {
// Add the currently available devices here! Example:
 var device = deviceList.GetOrAdd(ESetupNodeType.Device, "<DeviceName>");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceNickname, value: "<DeviceDisplayName>");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceSN, value: "123456");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceProduct, value: "<ProductName>");
}

エディタを閉じると、Third Party DeviceがSetupのデバイスリストに表示されます。

設定 デバイスリスト: 
デバイスを選択すると、デバイス構成(チャンネルと変数)がロードされます。次のステップでは、チャンネルと変数を
デバイスに追加します。

15.3.2  チャンネルの追加
パラメータのチャンネル構成は、以下の手順で設定されます。このメソッドは、デバイスを選択すると実行されま
す。この例では、1つのチャンネルについてのみ構成が行われます。追加のチャンネル を構成するには、ループ
を使用するか、メソッドを作成します。ここでは、チャンネルタイプはアナログ入力に設定されますが、表示変数や
他のタイプも可能です。全ての可能性については、ParameterValues.eStatusを参照してください。

GetDeviceDescription
protected override void GetDeviceDescription(SetupNode device) {
 // Add the full device description here! Channels, modules...Example:

var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel,
"<DeviceName>.Channel1");

channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Channel1");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "IN01");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value:

ParameterValues.eStatus.Active);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:

ParameterValues.eChannelType.AnalogInput);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: "V"); // The original
(electrical) measurement unit
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: "V");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEFLOAT);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.01 // 100 Hz - set also
the selectable values in the method
 );
}

1302
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// ParameterValues.cs
public sealed class eChannelType {
 public const int AnalogInput = 1; 
 public const int DAC = 2;
 public const int DIOPort = 3;
 public const int VirtChannel = 5;
 public const int DIOBit = 6;
 public const int VirtBit = 7;
 public const int NetBit = 8;
 public const int EncoderInput = 9;
 // ...
public const int DisplayVar = 15;
 // ...
public const int PVVar = 24;
 public const int VideoChannel = 1001;
 // ...
public const int DIO_In = 4099;
 public const int DIO_Out = 8195;
}

デバイスを選択すると、アナログチャンネルリストでチャンネルを使用できるようになります。

設定 アナログチャンネル: 
表示変数を デバイスに追加するには、チャンネルタイプを"DisplayVar"に設定する必要があります。

15.3.2.1  FFTチャンネル
FFTチャンネル
FFTチャンネルを作成するには、eXFormatをFFTに設定する必要があります。また、各種セグメントパラメータも設
定する必要があります。
var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "<DeviceName>.Channel1");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eXFormat, value: ParameterValues.eXFormat.FFT);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEFLOAT);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSamplesPerSegment, value: 512);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSegmentOffset, value: 0);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSegmentDelta, value: 5);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSegmentUnit, value: "Hz");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.1, editorType:
EEditorType.ReadOnlyEdit);
上記セクションは、折りたたみ領域「FFTチャンネルパラメータ(ストリーミングベクトル/セグメント化されたチャンネ
ル)の例」のソーステキストに属します。

タイムスタンプ付きチャンネル
タイムスタンプ付きチャンネル(TSA)の場合、パラメータeXFormatは"Timestamp"に設定されます。

1323
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var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "<DeviceName>.Channel1");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eXFormat, value:
ParameterValues.eXFormat.Timestamp);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEFLOAT); 
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.001, editorType:
EEditorType.Hidden);
// for TimeStamped-ASCII (protocol channel) set DataType to ASCII
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.ASCII);
このセグメントは、折りたたみ領域「タイムスタンプ付きチャンネルパラメータの例」にあります。

15.3.2.2  eRangeパラメータ
eRangeパラメータをチャンネルに追加するには、以下の命令が必要です。

GetDeviceDescription
eRangeパラメータをデバイスの記述に追加する必要があります。値は、コンボボックスで選択できます。
// var channel = ...
//...
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eRange, value: 10, editorType:
EEditorType.ComboBox);

GetParameterConstraints
メソッドGetParameterConstraints ([オプションのメソッド]領域内)では、選択の項目が設定されます。
if (parameter.Name == EClassID.eRange.ToString()) {
 constraint.ValueList.Add(20); 
 constraint.ValueList.Add(10); 
 constraint.ValueList.Add(5); 
 constraint.ValueList.Add(2.5); 
 constraint.ValueList.Add(1); 
}

GetParameterDisplayText
異なるテキストをリストに表示する場合は、以下のコードをメソッドGetParameterDisplayText ([表示テキスト
処理]領域内)に追加する必要があります。
if (parameter.Name == EClassID.eRange.ToString()) {
// if (object.Equals(value, 20) ) {
 return "\u00b1" + value + " V";
// }
}
値を区別する必要がある場合は、if-またはswitch-caseステートメントを使用します。
メソッドは、値(例えば、nullなど)も返す必要があります。
DataTransferDrivcer.cs : Prepare()
パラメータを使用するには、SetupNode-Childrenを反復処理する必要があります。
foreach (SetupNode child in configuration.Children) {
 if (child.NodeType == EClassID.eChannel.ToString()) {
 SetupParameter range = child.Parameters.GetByName(EClassID.eRange);
 // do something with range.Value;
 }
}

15.3.3  アクション列(eAction)
デバイス/チャンネルのアクション列を追加することができます。これは、ボタン操作で構成をデバイスから再インポ
ートする場合に必要になることがあります。この列をユーザインターフェースに表示するには、[テーブル記述]ツー
ルウィンドウを使用して、この列を関連するテーブルにも追加する必要があります。
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ソースコードには、パラメータeActionに関係する例 (コメントアウトされている)がすでに含まれています。

GetDeviceDescription
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eAction, value: 1, editorType:
EEditorType.ListButton);
次に、値をこの選択リストに書き込む必要があります。

GetParameterConstraints
新しい要素を対応するIDと共に追加します。
if (parameter.Name == EClassID.eAction.ToString()) {
 constraint.ValueList.Add(1); 
 constraint.ValueList.Add(2); 
 constraint.ValueList.Add(3);
}

GetParameterDisplayText
選択リストでは、IDに従って、対応するテキストがリストされます。
if (parameter.Name == EClassID.eAction.ToString()) {
 if ((int)value == 1) {
 return "Edit configuration";
 } else if ((int)value == 2) {
 return "Import configuration";
 } else if ((int)value == 3) {
 return "Export configuration";
 }
}

ExecuteParameter
ここでは、特定の選択に応じて実行されるアクションを決定します。
switch (actionStepID) {
 case 1:
 MessageBox.Show("Editiere Konfiguration");
 // do something
 break;
 case 2:
 MessageBox.Show("Importiere Konfiguration");
 // do something
 break;
 case 3:
 MessageBox.Show("Exportiere Konfiguration");
 // do something
 break;
}
ユーザインターフェースのテーブルに正常に追加された列は、対応するデバイスを選択すると使用可能になりま
す。関連付けられたアクションは、ボタンを押すと実行されます。

15.3.4  データ転送
サードパーティスクリプトの作成時には、DataTransferDriver.csでデータ転送テンプレートも提供されます。
次に取り組むべき問題は、ターゲットデバイスがポーリングされるかどうか(SimplePollDevice を参照)、または
ターゲットデバイスにデータがあるときに、そのデバイスが関数呼び出し(コールバック)を引き起こすかどうか
(SimplePushDevice を参照)ということです。
SimplePollDeviceとSimplePushDeviceは、そのようなThird Party Deviceの良い例です。
詳細については、DeviceDriverとPushDeviceDriver を参照してください。

1316
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ログブックへのアクセス
DataTransferDriverでは、Environmentクラスを使用してログブックにアクセスすることができます。
Environment.Logbook.LogEntry("MySender", "MyMessage", 0, ELogbookEntryCategory.Warning);

15.4  3rd Party Device Management
Using the 3rd-Party Device Management, it is possible to select executable 3rd-party device script
templates, e.g. the Function-Simulator, the SimplePollDevice or the SimplePushDevice. Likewise,
there are already pre-made 3rd-party devices. Along with the AudioDevice and the ChannelLoader,
the Agilent Scope and the fos4x are also available. The last of the two device require an extra license.

Note
· The 3rd-Party Device Management is available in the editions Developer, Professional and

Standard.
· For the use of 3rd-party devices, an activated imcSTUDIO 3PDI-Inclusive or imcSTUDIO 3PDI-
Exclusive license is necessary.

· The AudioDevice and the ChannelLoader can be used without any 3PDI license.

Ribbon View
Setup-Control > 3rd Party Device Management ( ) Complete
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3rd Party Device Management Dialog
When selecting a script-template, there is an option for subsequently opening the Script-Editor.
User-defined scripts can be added by clicking on Browse.
In Current active Third party device scripts all Third Party Device Scripts are listed and can be deleted by
selecting and clicking on Next.

AudioDevice
In order to use connected Audio-devices, select the device-script AudioDevice and click on Next.
Subsequently, all Audio-devices appear in the device list. When one of the Audio-devices is
selected, the computer’s Audio-input channels appear on the page Analog Channels. In this way,
when a measurement starts, the computer’s Audio-inputs can be graphed and recorded.

詳細については、「AudioDevice」 の章を参照してください。

ChannelLoader
The ChannelLoader serves to play back data already recorded. To do this, select the ChannelLoader
and click on Next. Subsequently, the device ChannelLoader appears in the device list. When
ChannelLoader is selected, a file selection dialog with multi-selection appears. Here, multiple
already-recorded data or imcFAMOS-data sets can be selected. On the page Analog Channels, the
corresponding channels appear. When a measurement starts, then the selected data are played
back cyclically at their respective sampling rates.

詳細については、「ChannelLoader」 の章を参照してください。

1308
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Device script templates
The devices from the script-templates simulate a sine-signal, or in the case of the
FunctionSimulator, a number of different signals (trapezoid, sawtooth, rectangle, ...).

15.4.1  デバイススクリプト

15.4.1.1 オーディオデバイス

コンピュータのオーディオデバイスをimcSTUDIOに追加することができます。
3rd Party Device Managementを開いて、AudioDeviceを追加します。
その後、全てのオーディオデバイスがデバイスリストにリストされます。

デバイスリスト: AudioDevice
アナログチャンネルページにはオーディオチャンネルがリストされます。また、このページでオーディオチャンネルをPC
に保存することもできます。
複数のチャンネルをデバイスに使用できる場合、デバイスのチャンネルごとに設定できるサンプル周波数は1つの
みです。

チャンネルリスト: AudioDevice

注記

· 測定中にオーディオデバイスが切り離された場合は、各オーディオチャンネルのエラーがログブックに表示され、
このチャンネルのデータ転送が中断されていることが示されます。このチャンネルの測定を続行するには、[セッ
トアップ]ページの[デバイス]テーブルでデバイス制御アクションによってオーディオデバイスを起動します。

· 試験設定を別のコンピュータで開く場合は、対応するハードウェア(USBデバイス、サウンドカード)が使用可
能である必要があります。

· 必要に応じてファイアウォールの設定とルールを確認します。プロセス"imc.Studio.exe" (Programフォルダ)
は、オーディオデバイスへのアクセス権限を必要とします。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

13093rd Party Device Management

特定のデバイスに関する注意事項

注記

· WebカメラLogitech HD Pro C920では、Windows設定に従って2つのチャンネルが存在する必要があっても、
1つのオーディオチャンネルしか提供していないことが認識されています。
これは、他のオーディオデバイスにも当てはまる場合があります。

· Headset Microsoft LifeChat LX-3000では、USBケーブを外して再接続すると、2回目の起動後は新しい測
定のみ可能であることが認識されています。

15.4.1.2  ChannelLoader
ChannelLoaderは、データ(例えば、記録された測定データやimcFAMOSファイルなど)をシミュレートまたは再
生するためのものです。これは、3rd Party Device Managementを使用して追加できます。

ChannelLoaderを選択すると、ファイルを開くためのダイアログが表示されます。このダイアログでは、1つまたは複
数のファイルを選択できます。ダウンロードを実行すると、ファイルがチャンネルとしてアナログチャンネルページにリス
トされます。
デバイスを起動すると、信号が定期的に入力信号として再生されます。

ChannelLoader: sintest1 - sintest5

15.4.2  デバイススクリプトのテンプレート

15.4.2.1 DeviceDriverとPushDeviceDriver

ヒント

· ここでは、例(SimplePollDevice、SimplePushDeviceおよびFunctionSimulator )のデータをシミュレーション
する仮想デバイスクラスについて説明します。

· これらの仮想デバイスクラスは、独自のThird Party Deviceの作成に使用できます。
· アンマネージドのデータ転送ドライバを記述するには、ユーザの要求に応じて提供できるヘッダファイルがいくつ
か必要です。
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DeviceDriver
Third Party Devices FunctionSimulatorおよびSimplePollDeviceの場合は、サードパーティデバイススクリプトで
使用できるDeviceDriverというデバイスクラスがあります。このデバイスクラスは、それぞれのThird Party Device
Scriptによって使用および制御される仮想デバイスを表します。
このクラスには、デバイスとチャンネルの記述、およびシミュレーションされたデータを取得するためのメソッドの記述
があります。
ここで重要となる1つのメソッドはReadData()です。このメソッドを使用すると、DataTransferDriverから仮想デ
バイスのデータにアクセスできます。このメソッドでは、対応する数学関数(sine、cosine、trapezoidなど)が計算
され、ダブル配列フォーマットで返されます。

PushDeviceDriver
デバイスSimplePushDeviceの場合は、クラスPushDeviceDriverがあります。このクラスは、DeviceDriverから導
出されます。オブジェクトの作成時には、コールバックメソッドを渡す必要があります。このメソッドは、デバイスでデ
ータが使用可能になると呼び出されます。
internal class PushDeviceDriver : DeviceDriver {
public PushDeviceDriver(DataTransferEnvironment environment, DataCallback dataCallback)
: base(environment) {

m_dataPumpTimer = new Timer(DataPumpProc, null, Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
m_dataCallback = dataCallback;
}
// ...

}
シミュレーションでは、タイマを使用してメソッドDataPumpProc()が実装されます。このメソッドは、状況に応じてデ
ータを渡します。
private DataCallback m_dataCallback = null;

private void DataPumpProc(object state) {
if (Monitor.TryEnter(this)) {
try {
Synchronize();

foreach (Channel channel in m_channels.Values) {
double[] data = channel.ReadData(); // read data from device
if (data != null && m_dataCallback != null) {
m_dataCallback(channel.Name, new DataEventArgs(DataEvent.Data, data));
}
}
} finally {
Monitor.Exit(this);
}
}

}

15.4.2.2  FunctionSimulator
FunctionSimulatorは、様ーな数学関数(sine、cosine、triangle、sawtooth、squarewaveなど)をシミュレー
ションするデバイスです。
このデバイスは、周波数、スケーリングおよびオフセットも調整することができます。
アナログチャンネルと表示変数は、デバイス/チャンネル記述で設定されます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

13113rd Party Device Management

GetAvailableDevice
protected override void GetAvailableDevices(SetupNodeList deviceList) {
 // Add the currently available devices here! Example:
 var device = deviceList.GetOrAdd(ESetupNodeType.Device, "FunctionSimulator");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceNickname, value: "Function Simulator");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceSN, value: "");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceProduct, value: "");
}

GetDeviceDescription
protected override void GetDeviceDescription(SetupNode device) {
 // Add the full device description here! Channels, modules...

AddDisplayVariable(device, "Scale", "Scale", "V");
 AddDisplayVariable(device, "Frequency", "Frequency", "Hz");
 AddDisplayVariable(device, "Offset", "Offset", "V");
 
 AddChannel(device, FunctionType.Sine.ToString(), "sin");
 AddChannel(device, FunctionType.Cosine.ToString(), "cos");
 AddChannel(device, FunctionType.Rectangle.ToString(), "rect");
 AddChannel(device, FunctionType.Sawtooth.ToString(), "saw");
 AddChannel(device, FunctionType.Triangle.ToString(), "tri");
 AddChannel(device, FunctionType.Noise.ToString(), "noi");
 AddChannel(device, FunctionType.DC.ToString(), "dc");
 AddChannel(device, FunctionType.Trapezoid.ToString(), "tra");
}
FunctionTypeの機能は、データ転送 に示されています。 
アナログチャンネルの追加を容易にするために、関数AddFunctionChannelToDevices() を以下に示します。.
private void AddChannel(SetupNode device, string functionName, string functionNameShort)
{
 var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, functionName);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: functionName);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: functionNameShort);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value: ParameterValues.eStatus.Active);

 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:
ParameterValues.eChannelType.AnalogInput);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eXFormat, value:
ParameterValues.eXFormat.Normal);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEDOUBLE);

 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.001, editorType:
EEditorType.ComboBox); // 1 kHz (default value)

 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: "V"); // The original
(electrical) measurement unit
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: "V");

 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eExternalTriggerTarget, value: true);
}

1305
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周波数、スケーリングおよびオフセットは、メソッドAddDisplayVariableToDevice()を使用して実装できます。
private void AddDisplayVariable(SetupNode device, string variableName, string
variableNameShort, string unit) {
 var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, variableName);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: variableName);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: variableNameShort);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value: ParameterValues.eStatus.Active);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:
ParameterValues.eChannelType.DisplayVar);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: unit); // The original
(electrical) measurement unit
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: unit);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEDOUBLE);
 
 channel.Parameters.Remove(EClassID.eSampleTime);
 channel.Parameters.Remove(EClassID.eDuration);
 channel.Parameters.Remove(EClassID.ePCTransferToHD);
}
その後、アナログチャンネルは、Setupページの[アナログチャンネル]に表示されます。

設定 アナログチャンネル: FunctionSimulator ( )
表示変数は、Setupページの[変数]に表示されます。

設定 変数: FunctionSimulator ( )

DataTransferDriver.cs
DataTransferDriverは、Third Party DeviceからimcSTUDIOへのデータ転送を処理します。
そのためには、Third Party DeviceオブジェクトがDataTransferDriverで認識される必要があります。このオブジェ
クトを使用すると、Third Party Deviceの制御が可能になります。
この例では、初期化時に、対応するオブジェクトDeviceDriver が作成されます。 1310
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public class DataTransferDriver : AbstractDataTransferDriver {
// ...
private DeviceDriver m_deviceDriver = null; // device object

 protected override ILogbookEntryBase[] Initialize(DataTransferEnvironment environment){
 m_deviceDriver = new DeviceDriver(environment); // initializing device
 return null;
 }
// ...
}

ダウンロード時には、チャンネル設定が適用されてデバイスに転送されます。
protected override ILogbookEntryBase[] Prepare(SetupNode configuration,
DataTransferNodeList dataTransferNodes) {
// ...
m_deviceDriver.ConfigureChannel(child.Name, FunctionType.Sine, (double)
sampleTime.Value); // setting channels in the device
// ...
}

また、表示変数も設定されます。 
if (dataTransferNode.Name == "Frequency") {
 dataWriter.WriteData(1.0);
} else if (dataTransferNode.Name == "Offset") {
 dataWriter.WriteData(0.0);
} else if (dataTransferNode.Name == "Scale") {
 dataWriter.WriteData(1.0);
}

開始および停止時には、datWriterが開始/停止されます。
測定の間、データはタイマによってデバイスで継続的にポーリングされ、dataWriterによってimcSTUDIOにエク
スポートされます。同様に、表示変数がインポートされて処理されます。
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public DataTransferDriver() {
 m_processDataTimer = new Timer(OnProcessData, null, Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
}
private void OnProcessData(object state) {
// ...
// processing Display-variables
 if (dataTransferNode.Name == "Frequency") {
 if (dataReader.ReadData(out frequency) == EResult.Success) {
 if (frequency <= 0.1) {
 frequency = 0.1;
 dataWriter.WriteData(frequency);
 } else if (frequency >= 10000.0) {
 frequency = 10000.0;
 dataWriter.WriteData(frequency);
 }
 }
 } else if (dataTransferNode.Name == "Offset") {
 if (dataReader.ReadData(out offset) == EResult.Success) {
 if (Math.Abs(offset) > 1e20) {
 offset = Math.Sign(offset) * 1e20;
 dataWriter.WriteData(offset);
 }
 }
 } else if (dataTransferNode.Name == "Scale") {
 if (dataReader.ReadData(out scale) == EResult.Success) {
 if (Math.Abs(scale) > 1e20) {
 scale = Math.Sign(scale) * 1e20;
 dataWriter.WriteData(scale);
 }
 }
 }

 // data retrieved from the device and exported to STUDIO
 double[] data = m_deviceDriver.ReadData(dataTransferNode.Name); 
 EResult result = dataWriter.WriteData(data);
//...
}

DeviceDriver.cs
このトピックの詳細については、「DeviceDriverとPushDeviceDriver」 の章を参照してください。

imcSTUDIOの機能
デバイスを選択して構成すると、チャンネルと表示変数が[Data Browser]にリストされます。

1309
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[Data Browser]: FunctionSimulator

信号はカーブウィンドウに表示できます。

カーブウィンドウ: FunctionSimulator
表示変数を変更することにより、周波数、振幅およびオフセットを実行時に変更できます。
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注記

· FunctionSimulatorは、imcデバイスのトリガターゲットアクションとして使用できます。
· 重要: imcデバイスにおけるタイムゾーンは、PCのタイムゾーンに対応している必要があります。

15.4.2.3  SimplePollDevice
Third Party Deviceの1つの簡単な例は、"SimplePollDevice"です。これは、正弦信号を生成します。

GetAvailableDevices
protected override void GetAvailableDevices(SetupNodeList deviceList) {
// Add the currently available devices here! Example:
var device = deviceList.GetOrAdd(ESetupNodeType.Device, "SimplePollDevice");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceNickname, value: "SimplePollDevice");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceSN, value: "");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceProduct, value: "");

}

GetDeviceDescription
デバイス記述では、チャンネル情報が示されます。このケースでは、チャンネルは"Poll_Input_001"という名前のア
ナログチャンネルであり、0.01秒のサンプリング間隔がプリセットされています。
protected override void GetDeviceDescription(SetupNode device) {
// Add the full device description here! Channels, modules...

//
// Example code (equidistant channel with a float sample every 10ms):
var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "Poll_Input_001");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Poll_Input_001");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "IN01");
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value: ParameterValues.eStatus.Active);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:

ParameterValues.eChannelType.AnalogInput);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: "V"); // The original

(electrical) measurement unit
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: "V");

channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eXFormat, value:
ParameterValues.eXFormat.Normal);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:

ParameterValues.eDataType.IEEEDOUBLE);
channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.01, editorType:

EEditorType.ComboBox); // 100 Hz (default value)
}
データ転送は、クラス(マネージド)の特殊オブジェクトによって処理されます。
public override IDataTransferDriverBase CreateDataTransferDriver() {
return new DataTransferDriver();

}

DataTransferDriver.cs
DataTransferDriverは、Third Party DeviceからimcSTUDIOへのデータ転送を処理します。
そのためには、Third Party DeviceオブジェクトがDataTransferDriverで認識される必要があります。このオブジェ
クトを使用すると、Third Party Deviceの制御が可能になります。
この例では、対応するオブジェクトDeviceDriver は初期化プロセスで作成されます。1310
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public class DataTransferDriver : AbstractDataTransferDriver {
// ...
private DeviceDriver m_deviceDriver = null; // Device-Object

 protected override ILogbookEntryBase[] Initialize(DataTransferEnvironment environment){
 m_deviceDriver = new DeviceDriver(environment); // Initializing device
 return null;
 }
// ...
}

ダウンロード時には、チャンネル設定が適用されてデバイスに転送されます。
protected override ILogbookEntryBase[] Prepare(SetupNode configuration,
DataTransferNodeList dataTransferNodes) {
// ...
m_deviceDriver.ConfigureChannel(child.Name, FunctionType.Sine, (double)
sampleTime.Value); // Setting channels in the device
// ...
}

開始および停止時には、dataWriterが開始/停止されます。
測定の間、データはタイマによってデバイスで継続的にポーリングされ、dataWriterによってimcSTUDIOにエク
スポートされます。
public DataTransferDriver() {
 m_processDataTimer = new Timer(OnProcessData, null, Timeout.Infinite, Timeout.Infinite);
}
private void OnProcessData(object state) {
// ...
double[] data = m_deviceDriver.ReadData(dataTransferNode.Name); // retrieving data from
the device
 EResult result = dataWriter.WriteData(data);
//...
}

DeviceDriver.cs
詳細については、「DeviceDriverとPushDeviceDriver」 の章を参照してください。

imcSTUDIOの機能
デバイスとその構成を選択すると、アナログチャンネル"Poll_Input_001"が[Data Browser]に表示されます。

[Data Browser]: SimplePollDevice
測定が始まったら、生成された正弦信号をカーブウィンドウに表示できます。

1309
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カーブウィンドウ: SimplePollDevice

15.4.2.4  SimplePushDevice
Third Party Deviceのもう1つの例は、"SimplePushDevice"です。これは、正弦信号を生成します。このプロセ
スでは、デバイスがコールバックを開始します。

GetAvailableDevices
protected override void GetAvailableDevices(SetupNodeList deviceList) {
// Add the currently available devices here! Example:
var device = deviceList.GetOrAdd(ESetupNodeType.Device, "SimplePushDevice");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceNickname, value: "SimplePushDevice");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceSN, value: "");
device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceProduct, value: "");

}

GetDeviceDescription
デバイス記述では、チャンネル情報が示されます。このケースでは、チャンネルは"Input_001"という名前のアナロ
グチャンネルであり、0.01秒のサンプリング間隔がプリセットされています。
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protected override void GetDeviceDescription(SetupNode device) {
 // Add the full device description here! Channels, modules...

// Example code (equidistant channel with a float sample every 10ms):
 var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "Push_Input_001");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Push_Input_001");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "IN01");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value: ParameterValues.eStatus.Active);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:
ParameterValues.eChannelType.AnalogInput);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: "V"); // The original
(electrical) measurement unit
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: "V");
 
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eXFormat, value:
ParameterValues.eXFormat.Normal);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEDOUBLE);
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eSampleTime, value: 0.01); // 100 Hz (default
value)
}
データ転送は、クラス(マネージド)の特殊オブジェクトによって処理されます。
public override IDataTransferDriverBase CreateDataTransferDriver() {
 return new DataTransferDriver();
}

DataTransferDriver.cs
DataTransferDriverは、Third Party DeviceからimcSTUDIOへのデータ転送を処理します。
そのためには、Third Party DeviceオブジェクトがDataTransferDriverで認識される必要があります。このオブジェ
クトを使用すると、Third Party Deviceの制御が可能になります。
この例では、初期化時に、対応するオブジェクトPushDeviceDriver  (ファイルDeviceDriver.csに記述され
ている)が作成されます。メソッドOnProcessDataはSimplePushDeviceに渡されます。データがThird Party
Deviceで確定されて、imcSTUDIOに転送(プッシュ)されると、このメソッドが呼び出されます。 
public class DataTransferDriver : AbstractDataTransferDriver {
// ...
 private PushDeviceDriver m_deviceDriver = null;

 protected override ILogbookEntryBase[] Initialize(DataTransferEnvironment environment) {
 m_deviceDriver = new PushDeviceDriver(environment, OnProcessData); 
 return null;
 }
// ...
}

ダウンロード時には、チャンネルの設定が適用されてデバイスに転送されます。
protected override ILogbookEntryBase[] Prepare(SetupNode configuration,
DataTransferNodeList dataTransferNodes) {
// ...
m_deviceDriver.ConfigureChannel(child.Name, FunctionType.Sine, (double)
sampleTime.Value); // setting channels in the device
// ...
}

開始および停止時には、dataWriterが開始/停止されます。
測定時にThird Party Device自体がデータパッケージを完結して、このイベントを呼び出した場合、メソッド
OnProcessedData()が呼び出されます。 

1310



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1320 ThirdPartyDevice Interface

private void OnProcessData(string channelName, DataEventArgs e) {
// ...
switch (e.DataEvent) {
 case DataEvent.Begin:
 dataWriter.Open();
 result = dataWriter.BeginWrite(e.Time.Value);
 // Error-Handling
 break;
 case DataEvent.Data:
 result = dataWriter.WriteData(e.Data);
 // Error-Handling
 break;
 case DataEvent.End:
 result = dataWriter.EndWrite();
 dataWriter.Close();
 // Error-Handling
 break;
 default:
 break;
 }
//...
}

DeviceDriver.cs
このトピックの詳細については、「DeviceDriverとPushDeviceDriver」 の章を参照してください。

imcSTUDIOの機能
デバイスとその構成を選択すると、アナログチャンネル"Poll_Input_001"が[Data Browser]に表示されます。

[Data Browser]: SimplePushDevice
測定が始まったら、生成された正弦信号をカーブウィンドウに表示できます。

1309
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カーブウィンドウ: SimplePushDevice

15.5  チュートリアル
Im Folgenden finden Sie einige Tutorials:

チュートリアル Beschreibung
チャンネルの追加 新しいチャンネルがSimplePollDeviceに追加されます。

表示変数の追加 信号周波数を設定するための表示変数がSimplePollDeviceに追加
されます。

15.5.1  SimplePollDeviceの拡張子
15.5.1.1  チャンネルの追加
タスクは、アナログチャンネルを既存のSimplePollDeviceに追加することです。この目的のために、新しい試験が
作成され、さらに3rd Party Device ManagementによってSimplePollDeviceがデバイスリストに追加されます(こ
の処理がまだ行われていない場合)。 

注記 
· 変更を行っている間は、SimplePollDeviceを選択できません。

GetAvailableDeviceDevices
デバイスの名前は、SimplePollDeviceExtendedに変更されます。

1321
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protected override void GetAvailableDevices(SetupNodeList deviceList) {
 // Add the currently available devices here! Example:
 var device = deviceList.GetOrAdd(ESetupNodeType.Device, "SimplePollDeviceExtended");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceNickname, value:
"SimplePollDeviceExtended");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceSN, value: "");
 device.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDeviceProduct, value: "");
}

GetDeviceDescription
最初のチャンネルと同じプロパティを持つチャンネルが追加されます。このセグメントは、コピーして挿入できます。
新しいチャンネル名は変更されます。
protected override void GetDeviceDescription(SetupNode device) {
 // Add the full device description here! Channels, modules...Example:
 var channel = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "Poll_Input_001");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Poll_Input_001");
 channel.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "IN01");
 // ... code is omitted
 var channel2 = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "Poll_Input_002");
 channel2.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Poll_Input_002");
 channel2.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "IN02");
 // ... same settings as Input_001, code is omitted here
}

DataTransferDriver.cs
クラスDataTransferDriverでは、SimplePollDeviceが設定されます。メソッドPrepare()では、チャンネルが設定
されます。
デフォルトでは、全てのチャンネルについて正弦信号が生成されます。チャンネル名をポーリングすることにより、別
の信号(余弦など)を設定できます。
protected override ILogbookEntryBase[] Prepare(SetupNode configuration,
DataTransferNodeList dataTransferNodes) {
// ...
if (sampleTime != null && sampleTime.Value is double) {
 
 // Channel 1 : Sine 
 if (child.Name == "Poll_Input_001"){
 m_deviceDriver.ConfigureChannel(child.Name, FunctionType.Sine, (double)
sampleTime.Value);
 }
 
 // Channel 2 : Cosine 
 if (child.Name == "Poll_Input_002"){
 m_deviceDriver.ConfigureChannel(child.Name, FunctionType.Cosine, (double)
sampleTime.Value);
 }
 
 }
//...

}

デバイスを選択すると、Poll_Input_001 およびPoll_Input_002 がアナログチャンネルのリストと[Data Browser]に
表示されます。
測定が開始されたら、チャンネルをカーブウィンドウに表示できます。
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カーブウィンドウ 拡張: SimplePollDevice

15.5.1.2  表示変数の追加
表示変数を追加します。これにより、アナログ信号の周波数が調整されます。

GetDeviceDescription
以下のセグメントがGetDeviceDescriptionメソッドに追加されます。したがって、表示変数"Frequency" がデ
バイスに追加されます。
var displayVar = device.Children.GetOrAdd(ESetupNodeType.Channel, "Frequency");
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelName, value: "Frequency");
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.ePlugInName, value: "Freq");
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eStatus, value:
ParameterValues.eStatus.Active);
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eChannelType, value:
ParameterValues.eChannelType.DisplayVar);
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDivisionUnit, value: "Hz"); // The
original (electrical) measurement unit
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eUserUnit, value: "Hz");
displayVar.Parameters.UpdateOrAdd(EClassID.eDataType, value:
ParameterValues.eDataType.IEEEDOUBLE);
 
displayVar.Parameters.Remove(EClassID.eSampleTime);
displayVar.Parameters.Remove(EClassID.eDuration);
displayVar.Parameters.Remove(EClassID.ePCTransferToHD);

DataTransferDriver.cs
クラスDataTransferDriverでは、以下のコードをメソッドOnProcessData()で修正/編集する必要があります。
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if (dataTransferNodes != null) {
 // defining parameters (inserting into existing framework)
 double frequency = 1.0;
 double offset = 0.0;
 double scale = 1.0;
// ...
}
if (dataTransferNodes != null) {
// ...
// importing Display-variable (foreach-block to be inserted before other foreach)
 foreach (DataTransferNode dataTransferNode in dataTransferNodes) {
 DataReader dataReader = dataTransferNode.Reader;
 if (dataReader != null){ 
 DataWriter dataWriter = dataTransferNode.Writer;
 if (dataWriter != null) {
 if (dataTransferNode.Name == "Frequency") {
 if (dataReader.ReadData(out frequency) == EResult.Success) {
 if (frequency <= 0.1) {
 frequency = 0.1;
 dataWriter.WriteData(frequency);
 } else if (frequency >= 10000.0) {
 frequency = 10000.0;
 dataWriter.WriteData(frequency);
 } // frequency
 } // ReadData
 } // Name = Frequency
 } // dataWriter
 } // dataReader
 } // foreach
/ ...
}
// the existing foreach-block must be edited
foreach (DataTransferNode dataTransferNode in dataTransferNodes) {
 
 DataWriter dataWriter = dataTransferNode.Writer;
 if (dataWriter != null){
 // this line must be inserted for setting the frequency 
 m_deviceDriver.SetTunableParameters(dataTransferNode.Name, frequency, offset, scale);
 double[] data = m_deviceDriver.ReadData(dataTransferNode.Name);
 // ...
}
}
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エディタを閉じてサードパーティデバイスを選択すると、表示変数が[Data Browser]に表示されます。これで、信
号の周波数は表示変数によって変更できるようになります。 

カーブウィンドウ 拡張された 表示変数: SimpleDevice - "Frequency"

振幅とオフセットの調整を行うには、表示変数をさらに追加します。この件については、「FunctionSimulator」
も参照してください。

15.6  最終変更内容
Rev. 3.3における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · チュートリアルの概要を追加

· 画像を編集(フレーム)
· 新しい章: 「eRangeパラメータ」

AudioDevice 特定のデバイスに関する注記を1つのボックス内に記載
FunctionSimulator トリガとタイムゾーンに関する注記を追加

章 バグ修正
全般 · 画像サイズを修正

· 欠けている翻訳
AudioDevice · 特定のデバイスに関する注意事項がドイツ語になっていた

· チャンネルの画像がデバイスページを示していた

1310
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Rev. 3.2における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · "Assistant"を"Management"に名前変更

Rev. 3.1における訂正およびバグ修正
章 訂正
全般 · 章の構造を変更

· AudioDeviceとChannelLoaderは3PDIライセンスを必要としない
AudioDevice · オーディオデバイスの切り離しに関する注記を追加

· デバイス固有の注記を追加

Rev. 3.0における訂正およびバグ修正
章 訂正
全ての章 新規

1308
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16  共通コンポーネント
複数のimcSTUDIOプラグインによって使用されるコンポーネントのドキュメント。
コンポーネント 説明
imcOnline/
InlineFAMOSFunctio
nReference

すべてのimcOnlineFAMOSおよびimcInlineFAMOSの機能の説明

コマンドリファレンス すべてのコマンドの説明。
コマンドシーケンス コマンドのシーケンスの作成と機能の説明。
プレースホルダ すべてのプレースホルダの説明。
ユーザ定義変数 ユーザ定義変数の作成の説明。

注記
これらのドキュメントには、実際のインストール環境にはない製品への参照が含まれている場合があります。ヘ
ルプではそのような製品へのリンクは機能しません。

16.1 imcOnlineおよびimcInline FAMOSの関数のリファレンス

本書には、imcOnlineFAMOSおよびimcInlineFAMOSの関数のリファレンスが掲載されています。
それらの関数は、アルファベット順になっています。
コントロールコマンドがサポートされているimcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOSの関数は、1つのグル
ープ内にリストされています。

16.1.1  演算子と記号
(+) 加算
加算: 基本演算

Sum = Summand1 + Summand2
2つの加数の一方が実数である場合は、結果も実数になります。2つの整数を加算すると、結果は整数になり
ます。
発生する可能性のあるデータオーバーフローに対する手動のメカニズムは用意されていないため、ユーザはオーバ
ーフローの発生に対して予防策を講じる必要があります。

(-) 減算
減算: 基本演算

差 = 被減数 - 減数
減数または被減数が実数である場合は、結果も実数になります。整数から整数を減算すると、結果も整数に
なります。
発生する可能性のあるデータオーバーフローに対する手動のメカニズムは用意されていないため、ユーザはオーバ
ーフローの発生に対して予防策を講じる必要があります。

1327
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(*) 乗算
乗算: 基本演算

Product = Factor1 * Factor2
2つの因数の一方が実数である場合は、結果も実数になります。2つの整数を乗算すると、結果は整数になり
ます。
発生する可能性のあるデータオーバーフローに対する手動のメカニズムは用意されていないため、ユーザはオーバ
ーフローの発生に対して予防策を講じる必要があります。

(/) 除算
除算: 基本演算

Quotient = Numerator / Denominator
除算の場合、結果は常に、実数です。
整数同士の除算の場合は、演算子iDiv を使用します。

(^) 指数
指数: 基数(Base)の指数(Exponent)乗。

Result = Base ^ Exponent
0 ^ 0(0の0乗)は1と定義されています。

(%) 法
法: 2つの変数による除算の剰余

Result = Numerator % Denominator

例
Result = 10 % 3 ; Result = 1

分子または分母が実数である場合は、結果も実数になります。
2つの整数に対して法演算子を使用すると、結果は整数になります。「iDiv」 も参照してください。

(=) 等号(代入)
等号: 「=」(等号)は、ローカルチャンネルおよび仮想チャンネルへの代入を実行するのに使用します。

文字: 「=」(等号)

例
_LocChan = Data + 1
VirtChan = _LocChan * 2

1375
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(=) 等号演算子(比較)
「等号」演算子。2つのオペランドを比較し、等しいか否かをチェックします。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsEqual = a = b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsEqual: 結果

2つのオペランドが等しい場合、IsEqual = 1。その他の場合は0。

例

(<>) 不等号演算子
不等号演算子。2つのオペランドを比較し、等しくないかチェックします。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsUnequal = a <> b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsUnequal: 結果

2つのオペランドが等しくない場合はIsUnequal = 1、それ以外の場合は0。

OnlTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 If Value = 1

  VirtChannel = Channel_01 + 10
 Else

 VirtChannel = Channel_01 + 5
 End

End
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(<) 小なり演算子
「小なり」演算子2つのオペランドを比較し、1番目のオペランドが2番目のオペランドより小さいかどうかチェックしま
す。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsLess = a < b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsLess: 結果

第1オペランドが第2オペランドより小さい場合はIsLess = 1。それ以外の場合は0。

例

(<=) 以下演算子
「以下」演算子2つのオペランドを比較し、1番目のオペランドが2番目のオペランド以下かどうかチェックします。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsLessEqual = a <= b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsLessEqual: 結果

第1オペランドが第2オペランド以下の場合はIsLessEqual = 1。それ以外の場合は0。

(>) 大なり演算子
「大なり」演算子2つのオペランドを比較し、1番目のオペランドが2番目のオペランドより大きいかどうかチェックしま
す。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsGreater = a > b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsGreater: 結果

第1オペランドが第2オペランドより大きい場合はIsGreater = 1。それ以外の場合は0。

OnlTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 If Value < 1

 VirtChannel = Channel_01 + 10
 Else

 VirtChannel = Channel_01 + 5
 End

End
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(>=) 以上演算子
「以上」演算子2つのオペランドを比較し、1番目のオペランドが2番目のオペランド以上かどうかチェックします。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

IsGreaterEqual = a >= b
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド
IsGreaterEqual: 結果

第1オペランドが第2オペランド以上の場合はIsGreaterEqual = 1。それ以外の場合は0。

( ) 開閉かっこ
左丸かっこ: かっこ"("および")"は、ネストした式および関数で使用します。

文字: "(" (左丸かっこ)

例
VirtChannel1 = 2 * ( Data + 1 )
VirtChannel2 = Max( Data, 5, 10 )

(;) セミコロン
セミコロン: セミコロン「;」は、コメントの前に記述します。セミコロンの右側に記述されている情報は全て、本プロ
グラムによって無視されます。

文字: ";" (セミコロン)

例
VirtChan = Data + 1 ; first virtual channel
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16.1.2  機能（アルファベット順）
16.1.2.1  A
ABCRating
ABC-Rating: DIN IEC 651に従って、信号のA、B、またはC周波数評価を実行します。さらに、これに続いてタイ
ムレーティング(指数平均による変動RMS値)およびリサンプリングを実行できます。

a = ABCRating( b, FrequencyRating, TimeConstant, ReductionFactor)
a: 結果
b: 入力チャンネル(評価対象となる信号)
FrequencyRating: この信号の周波数レーティング

1: A-rating
2: B-rating
3: C-rating

TimeConstant: 平均化の時間定数
imcOnlineFAMOSの場合:
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。
たとえば、FAST-weightingには0.125、SLOW-weightingには
1.0。
imcInlineFAMOSの場合:
-1: 高速(0.125s)
-2: 低速(1s)
-3: パルス
-4: ピーク
-5: 間隔内のRMS
-6: 開始からのRMS
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。

ReductionFactor: リサンプリングの係数、>= 1
ReductionFactor = 1の場合は、リサンプリングなし

時間定数 = 0 の場合、それ以降、時間加重化は実行されません。この場合の低減係数は1でなければなりま
せん。
IEC 61672-1、第1版、2002-05、クラス1およびDIN IEC 651、1981、クラス0に対応するA-rating。

例
SignalA = ABCRating ( Signal, 1, 0.125, 1000 )
· 信号にはA-ratingが適用されます。
· 周波数重み付け信号は、時間定数0.125s (FAST)の時間加重信号になり、係数1000でリサンプリングされ
ます。

· 信号の元ーのサンプリング周波数は20kHzです。
· A-ratedの結果のサンプリング周波数は20Hzです。

Abs
入力チャンネルの絶対値

a = Abs( b )
b: 入力チャンネル

Accu*関数に関する一般情報
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcInlineFAMOS
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AccuLength
測定全体の長さ

Result = AccuLength( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定期間全体にわたる入力信号の長さを決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、長さを決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuLength1 = AccuLength( signal )

AccuMax
測定全体の最大値

Result = AccuMax( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定期間全体にわたる入力信号の最大値を決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、中間値を決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuMean1 = AccuMean( signal )
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AccuMean
測定全体の平均値

Result = AccuMean( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定期間全体にわたる入力信号の中間値を決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、中間値を決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuMean1 = AccuMean( signal )

AccuMin
測定全体の最小値

Result = AccuMin( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定全体にわたる入力信号の最小値を決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、中間値を決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuMean1 = AccuMean( signal )
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AccuRMS
測定全体にわたるRMS値

Result = AccuRMS( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定期間全体にわたる入力信号のRMS値を決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、RMS値を決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuRMS1 = AccuRMS( signal )

AccuStDev
測定全体にわたる標準偏差

Result = AccuStDev( Signal )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号

備考:
この関数は、測定期間全体にわたる入力信号の標準偏差を決定します。
結果は、仮想チャンネルまたは単一値になります。結果が仮想チャンネルの場合、この仮想チャンネルには、測
定の最後に厳密に1つの結果値が挿入されます。

例
測定期間全体にわたる入力信号の最小値、最大値、標準偏差を決定します。
「signal」は入力チャンネルです。
AccuMin1 = AccuMin( signal )
AccuMax1 = AccuMax( signal )
AccuStDev1 = AccuStDev( signal )

Acos
入力チャンネルの逆コサイン

a = Acos( b )
b: 入力チャンネル(ラジアン単位)
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AND
論理AND。bとcの論理積。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

a = b AND c
b: 第1オペランド
c: 第2オペランド

a = 1、第1オペランドも第2オペランドも0に等しくない場合、その他の場合は0。
And演算子は、BOOLタイプのオペランドに対してのみ使用できます。
BOOLタイプの結果は、演算子<、<=、>、>=、=、<>、AND、OR、およびNOTによって返されます。

例

Asin
入力チャンネルの逆サイン

a = Asin( b )
b: 入力チャンネル(ラジアン単位)

[Atan2]
b/cの逆タンジェント

a = Atan2( b, c )
b: 分子
c: 分母

OnlTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value1 = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 ) 
 Value2 = CurrentValue( Channel_02, 0, 0.0 ) 
 If Value1 > 0 AND Value2 > 0

  VirtChannel_01 = Channel_01 + 10
 Else

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 5
 End

End
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AudioBoardThirds
第3オクターブベクトル: 第3オクターブベクトルを作成します。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = AudioBoardThirds( b )
a: 33個の要素を持つベクトル
b: ベクトルに変換される値を持つ入力チャンネル

入力チャンネルデータは、以下のフォーマットで示されます。
.....Framebit1 Framebit2 HW1 LW1 HW2 LW2 ...HW33 LW33 .....
2つのフレームビットは常に、入力の生データ位置の前に固定されます。次の2*33の値は生データです。戻り値
は、生データのHIWORD(HW)およびLOWORD(LW)のシーケンスから決定されます。
33個の要素を持つ結果ベクトルを生成するには、68個の入力値の各セットを使用します。
関数によって生成されるデータを、他のデータフォーマット(加算関数を使用した場合など)と結合することはでき
ません。

16.1.2.2  B
BitAnd
bとcのビット形式AND接続

a = BitAnd( b, c )

例
lownibble = BitAnd( DIO_Port01, 0x0f )
DIOポートの下位4ビットを抽出します。

BitNot
ビット単位の否定

a = BitNot( b )

BitOr
bとcのビット形式OR接続

a = BitOr( b, c )

BitXor
排他的OR、ビット形式bとcのビット形式排他的OR演算

a = BitXor( b, c )
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16.1.2.3  C
Charact
特性: 入力チャンネルは、特性カーブを使って修正されます。各オリジナル値に対し、ファイルの特性から結果が
計算されます。

a = Charact( b, "Filename")
"Filename": ファイルの特性

2つの特性ポイント間の値はリニア補間されます。
出力サイクル: この関数を使用して、アナログ出力やフィールドバスに波長を出力できます。

参照
章「CANバスインターフェース」 > ...>「DACモジュールへの波形の出力」 の例を参照してください。

imcSTUDIOを使用したファイルのロード
imcSTUDIOでは、特性カーブのファイルが、試験設定に永続的に統合されます。

· リボン[Setup-構成] > [補助ファイル]を使用して、このファイルをインポートします。

注意
特性カーブでは、値の数が50000個に制限されています。

ClHistogram
分類ヒストグラム: 振幅time-of-stayプロシージャ

a = ClHistogram( b, MinValue, MaxValue, Total, ResUnit, EndClass)
a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1

ResUnit: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

分類結果は、測定終了まで完全ではないため、それ以上の計算には使用できません。
このデータ分類プロシージャは、DIN 45667(ドイツの規格)に基づいています。

· クラスごとに、クラスのそれぞれの境界内に信号がある期間の合計が個別に平均化されます。
実際に、この関数は、測定中に各クラスで発生するサンプル数をカウントします。

· クラスのtime-of-stayは、サンプル数を除算して計算されます。

例
Histo1 = ClHistogram( Chan01, -10.0, 10.0, 32, 0, 0 )
· 入力チャンネルは、32クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはクローズです。
· 結果はクラス0～31として表示されます。

345 388
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ClLevelCrossing
レベル交差ヒストグラム: レベル交差方式によるクラスカウンティング。

a = ClLevelCrossing( b, MinValue, MaxValue, Total, Reference, Hysteresis, ResUnit, EndClasses )
a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Reference: 参照レベル
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
クラス幅のパーセントで指定

ResUnit: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

クラスレベル交差の数がカウントされているため、結果はクラス数+1に分割されます。
· クローズ状態の終了クラスが指定されている場合、結果の終了クラスは必然的に空になります。
· 終了クラスがオープンの場合、上部クラスと下部クラスを通じてレベル交差がカウントされます。

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。

例
Histo1 = ClLevelCrossing( Chan01, -10.0, 10.0, 64, 0.0, 10.0, 0, 0 )
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10です。0.0に対するレベル交差が、
クラス幅に対して10%のヒステリシスでカウントされます。

· 終了クラスはクローズです。結果はクラス0～64として表示されます。
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ClMarkov
Markovプロシージャによるデータ分類

a = ClMarkov( b, MinValue, MaxValue, Total, Hysteresis, Axes, ResType, ResUnits, EndClass, Option )
a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
Axes: 軸の設定。x軸の状態

0: ターゲットクラスまたは振幅
1: 開始クラスまたは平均値

ResType: 結果行列のタイプ
0: ターゲット/開始クラス
1: 振幅/平均

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

Option: アルゴリズムのバージョン
0: メインアルゴリズム

分類結果は、測定終了まで完全ではないため、それ以上の計算には使用できません。
Markovプロシージャに従うクラスカウンティングは、論理信号極値間の連続するクラス遷移(最大値1から最小
値1、最小値1から最大値2など)をすべてカウントします。
ヒステリシスは、ノイズと小(重要でない)サイクルを抑制します。前のピークまたはバレーへの距離が指定されたヒ
ステリシスの幅よりも大きい場合にのみ、新たなピークまたはバレーが認識されます。
結果行列は、開始/ターゲットクラスまたは振幅/平均をディメンションとして使用できます。

例
Matrix1 = ClMarkov(Chan01, -10.0, 10.0, 64, 0.15, 0, 0, 0, 1, 0)
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはオープンです。
· 結果は、0～63のクラスを持つ開始/ターゲットクラス行列に保存されます。
· ヒステリシス幅は、クラス幅の約半分です。
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CloseSaveInterval
この関数により、新しい保存フォルダが内部ストレージメディアに設定されます。フォルダは、現時点までにキャプ
チャされたデータをすべて含めて閉じます。
以降の測定データはすべて新しいフォルダに保存されます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

CloseSaveInterval()
事前設定された保存間隔内でこの関数が生じる場合、進行中の保存間隔は終了し、新しいフォルダが作成
されます。このフォルダには、間隔の実際の最後に達するまで測定データが挿入されます。その後、インターバル
保存は、通常のプロシージャに従い再開します。
この関数は、デバイスのデータ保存を有効にすると使用できます。呼び出しごとに、フォルダが新たに作成されま
す。この場合、構成に応じて実行の遅延が可能なコマンドがトリガされます。
本関数を常時呼び出すと、制御不能な量のフォルダが作成されるおそれがあります。

例
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

 If Virt_Bit01 > 0
 CloseSaveIntervall()
 Virt_Bit01 = 0

 End
End
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ClRainFlow
レインフロープロシージャによるデータ分類

a = ClRainFlow( b, MinValue, MaxValue, Total, Hysteresis, Axes, ResType, ResUnits, EndClass, Option)
a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
Axes: 軸の設定。x軸の状態

0: ターゲットクラスまたは振幅
1: 開始クラスまたは平均値

ResType: 結果行列のタイプ
0: ターゲット/開始クラス
1: 振幅/平均

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

Option: アルゴリズムのバージョン
0: メインアルゴリズム
1: Clormann-Seeger修正

分類結果は、測定終了まで完全ではないため、それ以上の計算には使用できません。
レインフロープロシージャは、測定信号のサイクル数をカウントします。各サイクルは、ピークバレーペア(最大値と
最小値など)で構成されます。
ヒステリシスは、ノイズと小(重要でない)サイクルを抑制します。前のピークまたはバレーへの距離が指定されたヒ
ステリシスの幅よりも大きい場合にのみ、新たなピークまたはバレーが認識されます。
結果行列は、開始/ターゲットクラスまたは振幅/平均をディメンションとして使用できます。

例
Matrix1 = ClRainFlow( Chan01, -10.0, 10.0, 64, 0.15, 0, 0, 0, 1, 0 )
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはオープンです。
· 結果は、0～63のクラスを持つ開始/ターゲットクラス行列に保存されます。
· ヒステリシス幅は、クラス幅の約半分です。
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ClRainFlowRes
剰余付きレインフロー: レインフロープロシージャによるデータ分類。剰余を出力

ClRainFlowRes( a, Remainder, b, MinValue, MaxValue, Total, Hysteresis, Axes, ResType, ResUnits,
EndClass, Option )

a:: 結果行列
Remainder: 剰余
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
Axes: 軸の設定。x軸の状態

0: ターゲットクラスまたは振幅
1: 開始クラスまたは平均値

ResType: 結果行列のタイプ
0: ターゲット/開始クラス
1: 振幅/平均

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

Option: アルゴリズムのバージョン
0: メインアルゴリズム
1: Clormann-Seeger修正

分類結果は、測定終了まで完全ではないため、それ以上の計算には使用できません。測定が終了するまで、
剰余は出力されません。
レインフロープロシージャは、測定信号のサイクル数をカウントします。各サイクルは、ピークバレーペア(最大値と
最小値など)で構成されます。
ヒステリシスは、ノイズと小(重要でない)サイクルを抑制します。前のピークまたはバレーへの距離が指定されたヒ
ステリシスの幅よりも大きい場合にのみ、新たなピークまたはバレーが認識されます。
結果行列は、開始/ターゲットクラスまたは振幅/平均をディメンションとして使用できます。

例
ClRainflowRes( Matrix1, Res1, Chan01, -10.0, 10.0, 64, 0.15, 0, 0, 0, 1, 0)
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはオープンです。
· 結果は、0～63のクラスを持つ開始/ターゲットクラス行列に保存されます。残りの部分サイクルも表示さ
れます。

· ヒステリシス幅は、クラス幅の約半分です。
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ClRainFlowTM
TrueMaxフィルタ付きレインフロー: TrueMaxフィルタ付きレインフロークラスカウンティング、およびクラス幅のパーセ
ントであるヒステリシス。

a = ClRainFlowTM( b, MinValue, MaxValue, Total, Hysteresis, Axes, ResType, ResUnits, EndClass,
Option)

a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
クラス幅のパーセントで指定する。

Axes: 軸の設定。x軸の状態
0: ターゲットクラスまたは振幅
1: 開始クラスまたは平均値

ResType: 結果行列のタイプ
0: ターゲット/開始クラス
1: 振幅/平均

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

Option: アルゴリズムのバージョン
0: メインアルゴリズム
1: Clormann-Seeger修正

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。
レインフロープロシージャは、測定信号のサイクル数をカウントします。各サイクルは、ピークバレーペア(最大値と
最小値など)で構成されます。
ヒステリシスは、ノイズと小(重要でない)サイクルを抑制します。前のピークまたはバレーへの距離が指定されたヒ
ステリシスの幅よりも大きい場合にのみ、新たなピークまたはバレーが認識されます。
結果行列のディメンションは、開始/ターゲットクラスまたは振幅/平均にできます。
信号の最大ポイントは通常、正確にはサンプリングされないため、TrueMaxフィルタはより正確に補間しようとし
ます。

例
Matrix1 = ClRainFlowTM( Chan01, -10.0, 10.0, 64, 50.0, 0, 0, 0, 1, 0)
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはオープンです。
· 結果は、0～63のクラスを持つ開始/ターゲットクラス行列に保存されます。
· ヒステリシス幅は、クラス幅の半分です。
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ClRainFlowTMRes
剰余付きRainflowTM: レインフロープロシージャによるデータ分類。剰余を出力。TrueMaxフィルタ付き、および
クラス幅のパーセントであるヒステリシス

ClRainFlowTMRes( a, Remainder, b, MinValue, MaxValue, Total, Hysteresis, Axes, ResType, ResUnits,
EndClass, Algorithm )

a: 結果行列
Remainder: 剰余
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1
Hysteresis: ピーク識別のヒステリシス、>= 0.0
クラス幅のパーセント単位

Axes: 軸の設定。x軸の状態
0: ターゲットクラスまたは振幅
1: 開始クラスまたは平均値

ResType: 結果行列のタイプ
0: ターゲット/開始クラス
1: 振幅/平均

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

Algorithm: 使用
0: メインアルゴリズム
1: Clormann-Seeger修正付きメインアルゴリズム

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。測定が
終了するまで、剰余は出力されません。
レインフロープロシージャは、測定信号のサイクル数をカウントします。各サイクルは、ピークバレーペア(最大値と
最小値など)で構成されます。
ヒステリシスは、ノイズと小(重要でない)サイクルを抑制します。前のピークまたはバレーへの距離が指定されたヒ
ステリシスの幅よりも大きい場合にのみ、新たなピークまたはバレーが認識されます。
結果行列のディメンションは、開始/ターゲットクラスまたは振幅/平均にできます。
信号の最大ポイントは通常、正確にはサンプリングされないため、TrueMaxフィルタはより正確に補間しようとし
ます。

例
ClRainflowTMRes(Matrix1, Res1, Chan01, -10.0, 10.0, 64, 50.0, 0, 0, 0, 1, 0)
· 入力チャンネルは、64クラスに分割されます。クラスの範囲は、-10～10で、終了クラスはオープンです。
· 結果は、0～63のクラスを持つ開始/ターゲットクラス行列に保存されます。残りの部分サイクルも表示さ
れます。

· ヒステリシス幅は、クラス幅の半分です。
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ClRangePairCount
分類ヒストグラム: 範囲ペアカウンティングプロシージャを使用。

a = ClRangePairCount( b, MinValue, MaxValue, Total, Hyst, ResUnit)
a: 結果
b: 入力チャンネル
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 2

Hyst: ヒステリシス(物理単位)、>= 0
ResUnit: 結果の単位 

0: クラス
1: 類似入力チャンネル

クラス幅は、次の式に従って計算されます。
Classwidth = (MaxValue - MinValue) / (Total + 1)

つまり、-10～10Vの範囲では、1Vのクラス幅を実現するために、クラスを19個作成する必要があります。最小の
「0番目のクラス」は、0～1Vの範囲を表します。この範囲ではまだ何もカウントされていないので、この範囲は省
略され、残りの総クラス数は20ではなく19になります。
カウントされるのはマグニチュードのみです。そのため、どのクラスも1～20Vの範囲になります。
クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。このデー
タ分類プロシージャは、DIN 45667(ドイツの規格)に基づいています。つまり、範囲ペアの合計がクラス単位でカウ
ントされて割り当てられます。

例
Histo1 = ClRangePairCount( Chan01, -10.0, 10.0, 19, 0.1, 0 )
· 入力チャンネルは、19クラスに分割されます。クラスの範囲は、1～20です。
· 結果はクラス1～19として表示されます。

ClRevolutionsHistogram
回転ヒストグラム: 入力チャンネルのクラスへの回転をカウントします。

a = ClRevolutionsHistogram( b, c, MinValue, MaxValue, Total, ResUnit, EndClass)
a: 結果
b: 入力チャンネル
c: 速度(rpm)
MinValue: 範囲の下限値
MaxValue: 範囲の上限値
Total: クラスの数、>= 1

ResUnit: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。
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ClRevolutionsMatrix
2チャンネル回転行列: 行列の回転をカウント。

a = ClRevolutionsMatrix( b, c, MinValue1, MaxValue1, Total1, MinValue2, MaxValue2, Total2, Axes,
ResUnits, EndClasses )

a: 結果
b: 第1入力チャンネル
c: 速度(rpm) (第2入力チャンネル)
MinValue1: 範囲の下限値
MaxValue1: 範囲の上限値
Total1: クラスの数、>= 1
MinValue2: 範囲の下限値
MaxValue2: 範囲の上限値
Total2: クラスの数、>= 1

Axes: 軸のオーダ、速度の状態
0: Z軸
1: X軸

ResUnits: 結果の単位
0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClasses: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。

ClTrueMax
最大値近似: 補間により最大値を近似します。

a = ClTrueMax( b )

ClTwoChannelHistogram
2チャンネルヒストグラム: 2つの入力チャンネルと結果行列を持つ振幅time-at-levelプロシージャ。

a = ClTwoChannelHistogram( b, c, MinValue1, MaxValue1, Total1, MinValue2, MaxValue2, Total2,
ResUnit, EndClass)

a: 結果
b: 第1入力チャンネル
c: 第2入力チャンネル
MinValue1: 範囲1の下限値
MaxValue1: 範囲1の上限値
Total1: クラスの数、>= 1
MinValue2: 範囲2の下限値
MaxValue2: 範囲2の上限値

Total2: クラスの数、>= 1
ResUnit: 結果の単位

0: クラス
1: 類似入力チャンネル

EndClass: 終了クラスの状態
0: クローズ
1: オープン

クラスカウントの結果は測定終了まで完全ではないため、それ以上計算に使用することはできません。
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CodeRange
特定の範囲内で信号の値が下がった場合に、それに対応して指定可能な値を返します。

a = CodeRange( b, Delay, "Filename" )
a: 結果
b: 入力チャンネル

Delay: 遅延時間
"Filename": 係数ベクトルファイル

係数は、(Minimum, Maximum, Code value)のように3個1グループで指定する必要があります。入力チャンネ
ルが指定された範囲の1つに入っている場合、結果はコード値になります。それ以外の場合、結果はゼロになり
ます。
スイッチング時間を指定すると、結果値のデータストリームの出力には、このスイッチング時間だけ遅延が生じま
す。この場合、入力値が少なくともスイッチング時間の期間、対応する範囲内に入っている場合のみ、結果は
コード値になります。それ以外の場合、結果はゼロになります。
結果的に生成されたデータストリームとその他のチャンネルが関数のパラメータとして共に使用される場合、その
他のチャンネルにも遅延を指定する必要があります(Function DelayLine)。

例
Transmission = GearRatio (Nin, Nout, 1, 1, 10, 0 )
Gears = CodeRange( Transmission, 0.1, "CoGear.dat")
DelayedLoad = DelayLine( Stress, 0.1 )
Gear1Load = SamplesGate( DelayedLoad, Gears, 1 )
チャンネルGear1Loadでは、車がファーストギアのときに測定された全てのロードが記録されます。

Cos
入力チャンネルのコサイン

a = Cos( b )

CreateVChannel
この関数を使用して、単一値のみで表現される測定チャンネルをタイムトラックで指定できます。この方法では、
時間の経過とともに値がどのように変化するのかをトレースできます。
この目的のために、仮想チャンネル(実数)が指定の値で生成されます。 このチャンネルには、入力チャンネルのプ
ロパティがあります。

a = CreateVChannel( b, Value )
a: 仮想チャンネル
b: 入力チャンネル
Value: 仮想チャンネルに提供される単一の値

提供される値は、単一の値でなければなりません。数値や、仮想ビット、プロセスベクトル要素などでもかまいま
せん。

例
Virt1 = CreateVChannel( Channel_01, 2.5 )
Virt2 = CreateVChannel( Channel_01, Virt_Bit01 )
Virt3 = CreateVChannel( Channel_01, pv.X123 )
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CreateVChannelInt
この関数を使用して、単一値のみで表現される測定チャンネルをタイムトラックで指定できます。この方法では、
時間の経過とともに値がどのように変化するのかをトレースできます。
この目的のために、仮想チャンネル(整数)が指定の値で生成されます。 このチャンネルには、入力チャンネルのプ
ロパティがあります。

a = CreateVChannelInt( b, Value )
a: 仮想チャンネル
b: 入力チャンネル
Value: 仮想チャンネルに提供される単一の値

提供される値は、単一の値でなければなりません。数値や、仮想ビット、プロセスベクトル要素などでもかまいま
せん。

例
VirtInt1 = CreateVChannelInt( Channel_01, 2 )
VirtInt2 = CreateVChannelInt( Channel_01, Virt_Bit01 )
VirtInt3 = CreateVChannelInt( Channel_01, pv.X123 )

CurrentValue
Current value: 単一値は、特定チャンネルから分離されます。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

SingleValue = CurrentValue( Channel, Option, Init )
SingleValue: 結果
Channel: このチャンネルから値が取られま
す。

Option: 値
0: 最終値
1: 最小値
2: 最大値
3: 平均値

Init: 初期値

チャンネルから実際の値が取得されるまで、戻り値は初期値です。チャンネルのサンプリングレートが高いために
複数の値がまだ処理されていない場合、"Option"パラメータは重要です。この場合、"Option"パラメータは、戻
り値がこれらの値から引き出される方法を決定します。選択肢"最終値"は現在値(チャンネルで最後に測定さ
れたデータポイント)を示します。

例

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 2, 0.0 )
 If Value > 100

  VrtChannel_01 = Channel_01*0 + 100
 Else

 VrtChannel_01 = Channel_01*0
 End

End
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16.1.2.4  D
dB
入力チャンネルがデシベルに変換されます。

a = dB( b )
計算は、式a = 20 * log( abs( b ) )に従い実行されます。

DelayBuffer関数に関する一般情報
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!
· DelayBuffer関数を使用するには、OnInitAllセグメント内のDelayBuffer構造をDelayBuffer関数によって定義しておく必要
があります。

DelayBuffer
遅延バッファの初期化: 最大遅延の指定時に遅延を設定します。

a = DelayBuffer( MaxSize )
a: 結果はDelayBuffer構造です。
MaxSize: 最大バッファサイズ、遅延の最大サイズ

信号をNクロックパルス遅延することができます。測定値用のバッファは作成時に、長さが定義されています。処
理ステップ内では、現在の測定値がバッファの末尾に追加され、最も古い測定値がバッファの先頭から取り出さ
れます。実際の遅延は、バッファの長さと処理ステップのパルスレートによって決定されます(例を参照)。
バッファのサイズは、指定した最大サイズに設定されます。バッファ全体は、デフォルト値0.0により、事前に初期
化されます。実際の遅延は、DelayBuffer.SetSize関数を使用すれば、いつでも設定できます。また、バッファ
は、DelayBuffer.Fill関数により、指定した値でいつでも全てレフィルすることができます。
最後に蓄積された測定値は常に、バッファ(サイズはMaxSize)に保持されます。遅延のウォームアップ時間を考
慮する必要があります。それは、十分な数の測定値をまず満たさないと、遅延値を正しく読み出せないからで
す。
OnInitAllセグメント内で DelayBuffer関数を呼び出す必要があります。その過程で、DelayBuffer構造が作成
され、初期化されます。
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例

OnInitAll
 Dlb1 = DelayBuffer( 100 )
 Value = 0
 DelayValue = 0

End

OnSyncTask( 0.01 )
 ...
 ; delay of the output values by 1s (100*0.01s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End

; Alternatively to the synchronized task, it is also possible to call
; the function .Next() within the timer:
OnTriggerStart( Trigger_48 )

 StartTimerPeriodic( 1, 0.1, 0.0 )
End

OnTimer( 1 )
 ...
 ; delay of the output values by 10s (100*0.1s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End
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DelayBuffer.Fill
バッファのフィル: 指定した値で、バッファ全体がフィルされます。

DelayBuffer.Fill( Value )
[値]: バッファ全体にフィルされる値です。

バッファに既に保存されている値は全て、上書きされます。

例

OnInitAll
 Dlb1 = DelayBuffer( 100 )
 Value = 0
 DelayValue = 0

End

OnSyncTask( 0.01 )
 If Virt_Bit01 > 0

 Dlb1.Fill( -1000.0 )
 Virt_Bit01 = 0

 End
 ...
 ; delay if the output value by 1s (100*0.01s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End

; Alternatively to the synchronized task, it is also possible to call
; the function .Next() within the timer:
OnTriggerStart( Trigger_48 )

 StartTimerPeriodic( 1, 0.1, 0.0 )
End

OnTimer( 1 )
 ...
 ; delay of the output values by 10s (100*0.1s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End
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DelayBuffer.Next
処理ステップの実行: 新しい測定値(b)がバッファの末尾に追加され、バッファの先頭にある最も古い測定値が
返されます。

a = DelayBuffer.Next( b )
a: バッファの先頭にある最も古い測定値が、遅延付きで返されます。
b: バッファの末尾に追加される新しい測定値。

ウォームアップ時間を考慮する必要があります。設定されている遅延が測定値N個分の場合、本関数の最初
のN回の呼び出しでは、事前に初期化されている値のみが返されます。

例

OnInitAll
 Dlb1 = DelayBuffer( 100 )
 Value = 0
 DelayValue = 0

End

OnSyncTask( 0.01 )
 ...
 ; delays the output value by 1s (100*0.01s)
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End

; alternatively to the synchronous task, it is also possible to call
; the function .Next() within the timer:
OnTriggerStart( Trigger_48 )

 StartTimerPeriodic( 1, 0.1, 0.0 )
End

OnTimer( 1 )
 ...
 ; delay of the output value by 10s (100*0.1s)
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End
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DelayBuffer.SetSize
バッファサイズの設定: バッファのサイズが変更されます

DelayBuffer.SetSize( Size )
Size: バッファ内の値の新しい個数、遅延の新しいサイズ

指定したサイズにより、遅延が決まります。信号は、このステップ分だけ遅延されます。サイズは、いつでも変更で
きます。値0は、遅延なしという意味です。ただし、DelayBufferで指定した最大サイズを超えることはできませ
ん。
このサイズを小さくすると、DelayBuffer.Nextを次回呼び出す際、格納されている値はスキップされます。このサ
イズを大きくすると、DelayBuffer.Nextを次回呼び出す際、まだ保存されている古い値がバッファからフェッチされ
ます。

例

OnInitAll
 Dlb1 = DelayBuffer( 100 )
 Value = 0
 DelayValue = 0

End

OnSyncTask( 0.01 )
 If Virt_Bit01 > 0

 Dlb1.SetSize( 50 )
 Virt_Bit01 = 0

 End
 ...
 ; delay of the output values by 1s (100*0.01s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End

; Alternatively to the synchronized task, it is also possible to call
; the function .Next() within the timer:
OnTriggerStart( Trigger_48 )

 StartTimerPeriodic( 1, 0.1, 0.0 )
End

OnTimer( 1 )
 ...
 ; delay of the output values by 10s (100*0.1s):
 DelayValue = Dlb1.Next( Value )

End
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DelayLine
遅延ストリーム: データストリームには、指定された時間だけ遅延が生じます。

a = DelayLine( b, Delay )
a: 結果
b: 入力チャンネル
Delay: 遅延時間

結果値データストリームに遅延が生じ、遅延間隔が経過すると入力チャンネルからの値のみが出力されます。
使用した他の関数によって遅延結果が生じ、該当するチャンネルが他のチャンネルと組み合わされて計算が実
行される場合、他のチャンネルの同じ遅延時間を使用して該当するチャンネルを修正する必要があります。

例
Gears = CodeRange (Transmission, 0.1, "CoGear.dat" )
DelayedLoad = DelayLine( Load, 0.1 )
Gear1Load = SamplesGate( DelayedLoad, Gears, 1 )
· チャンネルGear1Loadでは、車がファーストギアのときに発生した全てのロードが記録されます。
· 関数CodeRangeでは0.1秒だけ結果に遅延が生じるため、ローディングチャンネルでも0.1秒の遅延が生
じなければなりません。

DFilt
デジタルフィルタ: デジタルフィルタを介して入力チャンネルが送信されます。

a = DFilt( b, "Filename" )
a: 結果
b: 入力チャンネル
"Filename": 係数ベクトルファイル

係数のファイルはimcFAMOSフォーマットに保存してください。
係数は、以下の2つの異なるフォーマットに分類されます。

1.積和フォーマット
y[t] = b0 / a0 * x[t] + ...+ bn / a0 * x[t-n] - a1 / a0 * y[t-1] - ...- an / a0 * y[t-n]

an項を先頭に、その次にbn 項を置きます。

係数ベクトルには、同数の分母項と分子項を含める必要があります。非表示項はゼロに設定します。
分母係数をまず最初に指定し、分母係数a0の最初の値は1と等しくなければなりません。これよりも高いオーダ
の分母係数a[n]は全て、ゼロと等しいものとします。

2.4乗フォーマット
フィルタは、「連続的」に接続された第2オーダ要素で構成されます。これらのフィルタそれぞれは、以下のフォーム
の4乗項として定義されます。
y[t] = b0 * x[t] + b1 * x[t-1] + b2 * x[t-2] + a1 * y[t-1] + a2 * y[t-2]

係数ベクトルは、以下のフォームで指定する必要があります。
0 a2 a1 b2 b1 b0 a2 a1 b2 b1 b0 ... a2 a1 b2 b1 b0

先頭の0は、4乗フォーマットを指定しています。
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例
遮断周波数100HzのButterworthの2次ローパスフィルタに対するフィルタ係数が指定されるとします。フィル
タは、5kHzでサンプリングされたチャンネルを処理します。係数のファイルには、以下の数値が含まれます。
0
-0.950212 a2
1.94894 a1
0.000317864 b2
0.000635728 b1
0.000317864 b0

y[t] = b0 * x[t] + b1 * x[t-1] + b2 * x[t-2] + a1 * y[t-1] + a2* y[t-2]

y[t] = 0.000317864 * x[t] + 0.000635728 * x[t-1] + 0.000317864 * x[t-2] + 1.94894 *
y[t-1] + -0.950121* y[t-2]

係数のファイルはimcFAMOSフォーマットに保存してください。ASCII表がある場合は、該当ファイルをまず
imcFAMOSにロードした後、*.datファイルとして保存します。

注意
· DFiltは、最初の測定値が既に長期間存在しているかのように、imcOnlineFAMOSおよび

imcInlineFAMOS内で初期化されます。その後、温度のような「静かな」信号により、過度電流はほ
とんど検出されません。ただし、妨害パルスが最初の値で、それによりフィルタが強く振動する場合、欠点
が明らかとなります。

· 分析ソフトウェアimcFAMOSのDFilt 関数では、フィルタがゼロで初期化されます。そのため、フィルタの過
渡期では、2つのフォーマットの反応が異なります。

Diff
引数の差

a = Diff( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル

結果値は、最終入力値と次の入力値の差が、サンプリングレートで除算されたものです。
最初の入力値に対しては、ゼロが返されます。

DiskFreeSpace
内部ストレージメディアに空のディスクスペースを返します。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = DiskFreeSpace( b )
a: 空のディスクスペース。kByte単位(1kByte = 1024Bytes)。
ストレージメディアに障害があるか、ストレージメディアが見つからない場合は、ゼロが返されます。

b: 予約済みパラメータ(0に設定)
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DiskFreeTime
残り時間: 測定データを記録するときに、内部ストレージメディアがいっぱいになるまでの残り時間を予測します。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = DiskFreeTime( b )
a: 残り時間(秒単位)
b: 予約済みパラメータ(0に設定)

一般に、残り時間を正確に決定することはできません。この関数が実行する近似化の精度は、複数の要因に
左右されます。この関数の精度に疑問がある場合は、より信頼できる予測を返す関数GetDiskFreeSpaceを使
用してみてください。
近似化では、全てのトリガがリリースされており、これらのイベントからのデータが連続的にハードドライブに記録さ
れていることが前提となります。

留意事項:
· この関数はDiskFreeSpace関数を使用します。したがって、その最大分解能は32kByteになります。
· 新たにトリガがリリースされると、ハードドライブのスペースがいっぱいになるまでの時間が速くなります。
· この関数は、データが一定のサンプリングレートで流れていない場合は正確な予測を行えません。このよう
な場合、以下の平均データレートを近似値として使用できます。
· トランジショナルレコーディング: 50%減少
· DIOポート減少: 20バイト/秒
· タイムスタンプ付きCANデータ: 50バイト/秒
· アラームチャンネル: 1バイト/秒
· ヒストグラム、行列: 不可(トリガイベントで一度だけ必要なスペース)
· 剰余: 不可(測定終了時に一度だけ必要なスペース)

ハードドライブのクラスタに障害がある場合、関数による予測の残り時間も減少します。
大きな偏差が予測される場合、関数の戻り値を修正する必要があります。
たとえば、関数の結果に近似係数を掛けることで、不確実性に対応することができます。

例
結果は単一値であり、チャンネルとして扱うことはできません。
Display_01 = GetDiskFreeTime (0) * 0.9 / 60 ;remaining time in min, 10% uncertainty
Duration_Channel = Channel_01 * 0 + GetDiskFreeTime ( 0 )
; returns time duration continuously

DiskRunDir
内部ストレージメディアに現在のディレクトリの番号を取得します。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = DiskRunDir( b )
a: 現在のディレクトリの番号
b: 予約済みパラメータ(0に設定)

障害があるか、ストレージメディアが見つからない場合は、ゼロが返されます。
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DisplaySetButton
ディスプレイボタン設定用の関数
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

DisplaySetButton( Page, Button )
Page: ページ番号
ページ番号の列挙は1から始まります。これは、DisplaySetPage関数での列挙に対応しています。

Button: ボタンの索引。
ボタン番号の列挙は0から始まります。これは、ディスプレイエディタでオプション「クイック編集」を使用して取得するプリセットされた
一覧に対応しています。

注
ディスプレイボタンがチャンネルのバランスやジャンプ較正などの機能にリンクされている場合、そのようなプロ
シージャはimcOnlineFAMOSによりDisplaySetButtonで実行することもできます。

DisplaySetPage
新しいディスプレイページを表示するための関数
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

DisplaySetPage( Page )
Page: ページ番号

16.1.2.5  E
ECU関数に関する一般情報
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!
· ECU関数は、測定デバイスがCAN-MultiIOを持っている場合にのみ利用可能です。

本関数を連続して数回呼び出すと、一連のコマンドが1つずつ別ーに実行されます。そのため、少数のコマンド
に十分な小さなバッファが1つ存在します。
以下のECU関数は、OnECUCmdReturn_ECU_001()によって評価されます。そこには、包括的な例があります。

ECUReadTroubleCodes_ECU_*
本関数は、ECUコマンド「ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus」を実行します。

ECUReadTroubleCodes_ECU_*
ECUReadTroubleCodes_ECU_001()を呼び出すと、コマンドが1つだけアクティブ化された後、オンライン設定が処
理されます。
アクティブ化されたコマンドは、OnECUCmdReturn_ECU_001()から値ECU command 18hが返された場合にのみ
終了します。
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ECUStartSession_ECU_*
本関数は、ECUコマンド「StartDiagnosticSession」を実行します。

ECUStartSession_ECU_*
ECUStartSession_ECU_001()を呼び出すと、コマンドが1つだけアクティブ化された後、オンライン設定が処理され
ます。
アクティブ化されたコマンドは、OnECUCmdReturn_ECU_001()から値ECU command 10hが返された場合にのみ
終了します。

ECUStopSession_ECU_*
本関数は、ECUコマンド「StopDiagnosticSession」を実行します。

ECUStopSession_ECU_*
ECUStopSession_ECU_001()を呼び出すと、コマンドが1つだけアクティブ化された後、オンライン設定が処理され
ます。
アクティブ化されたコマンドは、OnECUCmdReturn_ECU_001()から値ECU command 20hが返された場合にのみ
終了します。

ECUClearDiagInformation_ECU_*
本関数は、ECUコマンド「ClearDiagnosticInformation」を実行します。

ECUClearDiagInformation_ECU_001()
ECUClearDiagInformation_ECU_001()を呼び出すと、コマンドが1つだけアクティブ化された後、オンライン設定が
処理されます。
アクティブ化されたコマンドは、OnECUCmdReturn_S1()から値ECU command 4hが返された場合にのみ終了し
ます。
本関数を連続して数回呼び出すと、一連のコマンドが1つずつ別ーに実行されます。そのため、少数のコマンド
に十分な小さなバッファが1つ存在します。

例

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 If Virt_Bit01 > 0

 ECUClearDiagInformation_ECU_001( )
 Virt_Bit01 = 0

 End
End

OnECUCmdReturn_S1( Return, ECUCmd, CmdID )
 ECUCmd1    = BitAnd( ECUCmd, 0x0000FFFF )
 ECUIndex1  = BitAnd( ECUCmd, 0x00FF0000 )
 NodeIndex1 = BitAnd( ECUCmd, 0x0F000000 )
 If Return <> 0

 If ECUCmd1 = 0x4
 RecordText( "Error occurred in command 0x4" )

 Else
 RecordText( "General error occurred" )

 End
 End

End
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OnECUCmdReturn_ECU_*
Return-treatment: コマンド戻り値の評価

OnECUCmdReturn_ECU_001( Return, ECUCmd, CmdID )
Return: 戻り値、使用可能なオプション:
= 0: 正常終了
= 1: タイムアウトエラーが発生
> 1: プロトコルに固有なエラーが発生、該当プロトコルのマニュ
アルを参照のこと

ECUCmd: ECUコマンドのID。関連IDを使用して次のECUコマン
ドのリストを参照。
CmdID: ECUコマンドのIDまたはアドレス(ルーチンの場合など)、
そうでない場合は0。

関数パラメータReturn、ECUCmd、およびCmdIDはOnECUCmdReturn_ECU_001ブロック内でローカル変数とし
て処理され、本コマンド内でのみ利用可能です。これら3つの変数値は、コマンドの実行時に設定され、
OnECUCmdReturn_ECU_001ブロック内で取得することができます。これらの変数値は単一値です。
複合コマンドの場合、パラメータECUCmdからは最後に実行したコマンドのIDが返されます。たとえば、セキュリティ
アクセスを伴う複合コマンドECU-Startの場合は、パラメータECUCmdからECU-StartコマンドのIDではなく、セキュリ
ティアクセスIDが返されます。

例

CAN-Assistant内で設定されるKWP 2000コマンド、ID (16進数):
StartDiagnosticSession: 10 86
SecurityAccess: 27
LogInKey: 00 00
StopDiagnosticSession: 20
TesterPresent: [3e]
ReadDiagnosticTroubleCodesByStatus: 18 00 ff 00
ReadDataByLocalID: 21
ReadDataByCommonID: 22

ReadMemoryByAddress: 23
WriteDataByLocalID: [3b]
WriteDataByCommonID: [2e]
WriteMemoryByAddress: [3d]
StartRoutineByLocalID: 31
StartRoutineByAddress: 38
RequestRoutineResultsByLocalID: 33
RequestRoutineResultsByAddress: 3a

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 If VirtBit_01 > 0

 ECUReadTroubleCodes_ECU_001( )
 VirtBit_01 = 0

 End
 If VirtBit_02 > 0

 ECUStartSession_ECU_001( )
 VirtBit_02 = 0

 End
 If VirtBit_03 > 0

 ECUStopSession_ECU_001( )
 VirtBit_03 = 0

 End
End
OnECUCmdReturn_ECU_001( Return, ECUCmd, CmdID )

 If Return <> 0
 If ECUCmd = 0x18

 RecordText( "Error occurred in command...!" )
 End

 End
End
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Equal
等しいかどうか比較します。

a = Equal( b, c )
a: 結果
b: 1.引数
c: 2.引数

引数が等しい場合はa = 1、その他の場合は0。

ExpoRMS
変動RMS: 指数加重データウィンドウの変動2乗平均平方根が計算され、低減に適用されます。

a = ExpoRMS( b, tau, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

tau: 指数加重の時間定数
imcOnlineFAMOSの場合:
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。
imcInlineFAMOSの場合:
-1: 高速(0.125s)
-2: 低速(1s)
-3: パルス
-4: ピーク
-5: 間隔内のRMS
-6: 開始からのRMS
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。

RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

ExpoRMS関数は、指数加重データウィンドウの2乗平均平方根を計算します。
RF値ごとに新しい結果の値が1つ生成されます。

· RF > 1の場合は、データ低減が適用されます。

例
eff = ExpoRMS( Channel_01, 0.125, 1000 )
指数加重ウィンドウのRMSを計算し、1000で低減します。
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16.1.2.6  F
[FFT]
マグニチュードスペクトル: マグニチュードスペクトルを出力するFFT

a = FFT( b, Window, FFT_length)
a: 結果、マグニチュードスペクトル
b: 入力チャンネル

Window: ウィンドウのタイプ
0: 矩形
1: ハミング
2: ハニング
3: ブラックマン
4: ブラックマン-ハリス
5: フラットトップ

FFT_length: FFT長さ
imcOnlineFAMOSの場合:
128～8192
imcInlineFAMOSの場合:
128～131072

FFTの長さは、以下のいずれかの値のみを取ります。
imcOnlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192
imcInlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072

結果ベクトルの長さは、1+(FFT_Length/2)で求められます。

例
Res = FFT( Signal_01, 3, 1024 )
ブラックマンウィンドウのFFTとFFTの長さ1024の計算。結果は、長さ513のストリーミングベクトルになります。

FFTAmplitudePhase
マグニチュード-フェーズスペクトル: 大きさと位相を出力するFFT

FFTAmplitudePhase( Amplitude, Phase, b, Window, FFT_length)
Amplitude: 結果1、振幅(マグニチュー
ド)スペクトル
Phase: 結果2、位相スペクトル
b: 入力チャンネル

Window: ウィンドウのタイプ
0: 矩形
1: ハミング
2: ハニング
3: ブラックマン
4: ブラックマン-ハリス
5: フラットトップ

FFT_length: FFT長さ
imcOnlineFAMOSの場合:
128～8192
imcInlineFAMOSの場合:
128～131072

プロシージャの結果は、最初の2つのパラメータMagnitudeおよびPhaseになります。FFTの長さは、以下のいずれ
かの値のみを取ります。

imcOnlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192
imcInlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072

結果ベクトルの長さは、1+(FFT_Length/2)で求められます。

例
FFTAmplitudePhase( Amplitude, Phase, Signal_01, 1, 2048 )
ハミングウィンドウのFFTとFFTの長さ2048の計算。結果は、長さ1025のストリーミングベクトルになります。
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FFTAverage
FFTの平均値を返します

Spectra = FFTAverage( Data, Width, Window, Overlap, Average, Count )
Spectra: 結果、平均化されたFFT
Data: 入力チャンネル、時間領域データ
Width: ウィンドウ幅

imcOnlineFAMOSの場合:
100～8192
imcInlineFAMOSの場合:
100～131072

Window: ウィンドウのタイプ
0: 矩形
1: ハミング
2: ハニング
3: ブラックマン
4: ブラックマン-ハリス
5: フラットトップ

Overlap: %表示
-400: FFT 4つおき
-100: FFT 1つおき
0: 各FFT
50: 50%オーバラップ
75: 75%オーバラップ
90: 90%オーバラップ

Average: 平均化のタイプ
0: なし
1: 算術平均
2: 最大
3: 最小
4: 最初から平均

Count: 平均化するデータの数

Countを10とすると、最初は10個の時間データスペクトルが採取され、平均化されます。平均スペクトルが返され
ます。どの平均も、スペクトルの大きさを使用して実行されます。
ウィンドウ幅が2のべき乗である必要はありません。内部補間は可能です。そのため、たとえばサンプリングレート
が5 kHz、ウィンドウ幅が1000ポイントの場合に、5 Hzの正確な倍数でスペクトル線を取得することができます。

· オーバラップが0以下でない場合は、指定した量で時間ウィンドウがオーバラップします。ただし、その場合
は、計算時間が大幅に長くなります。

· オーバラップが負の場合は、スペクトルの形成時、考慮されない時間データも存在します。
結果値は、有効値と解釈されます。

例
Res = FFTAverage( Signal_Vib, 1000, 3, 0, 1, 100 )
ブラックマンウィンドウの平均化されたFFTとウィンドウ幅1024の計算。すべてのFFTが考慮され、算術平均の
100スペクトルが取得されます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1364共通コンポーネント

FFTInverse
Inverse FFT: 複素数データからの逆FFT

a = FFTInverse( RealPart, ImaginaryPart)
a: 結果、出力時間信号
RealPart: 複素数スペクトルの実数部
ImaginaryPart: 複素数スペクトルの虚数部

内部FFT関数では、最大4096個のポイント(実際には複素数)を操作します。
特殊なテクニックにより、8192個の実ポイント(時間領域)を分解し、4k内部FFTによってスペクトルを計算できる
ようにします。4k内部FFTには、4k実数部と4k虚数部が含まれます。
ただし、このテクニックを周波数領域の複素数データに使用することはできません。それらのデータは既に複素数
であるため、8k複素数データを転送することはできません。

例
FFTRealImaginary( Real1, Imag1, Signal_01, 3, 1024 )
Res = FFTInverse( Real1, Imag1 )
実数部と虚数部の複素数FFTの計算。その後、実数部と虚数部から時間信号が決定されます。

FFTRealImaginary
Complex FFT: 実数部出力と虚数部出力をもつFFT

FFTRealImaginary( RealPart, ImaginaryPart, b, Window, FFT_length)
RealPart: 結果1、スペクトルの実数部
(返されたベクトル)
ImaginaryPart: 結果2、スペクトルの虚
数部(返されたベクトル)
b: 入力チャンネル

Window: ウィンドウのタイプ
0: 矩形
1: ハミング
2: ハニング
3: ブラックマン
4: ブラックマン-ハリス
5: フラットトップ

FFT_length: FFT長さ
imcOnlineFAMOSの場合:
128～8192
imcInlineFAMOSの場合:
128～131072

FFTの長さは、以下のいずれかの値のみを取ります。
imcOnlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192
imcInlineFAMOSの場合: 128、256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536、131072

結果ベクトルの長さは、1+(FFT_Length/2)で求められます。

例
FFTRealImag( Real1, Imag1, Signal_01, 5, 8192 )
フラットトップウィンドウの複素数FFTとFFTの長さ8192の計算。結果は、ベクトル長4097のストリーミングベク
トルになります。
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フィルタに関する一般情報
フィルタ関数FiltBP、FiltBS、FiltHPおよびFiltLPは、それらのアナログの例に類似しています。パラメータは、アナロ
グ回路を選択するような方法で設定してください。orderやcutoff frequencyのようなパラメータを使用すると、
実際のアナログ回路として構築できないようなフィルタを作成することができます。ただし、通常は、極端な設定
を実行すると実用的な結果にならず、オンラインプロセッサに不必要な負荷をかけることになります。
数値的な問題が原因で、遮断周波数に対するサンプリング周波数の割合は、フィルタを使用する場合、特定
の値を超えてはいけません。
その際は、次のルールが適用されます。

fsample/fg < (Order)th Root(1000000); where fsample = sampling frequency and fg = cutoff
frequency

の「調整、ヒント、およびテクニック」も参照してください。「Miscellaneous」 >「調整、ヒント、およびテクニック」>
『imcOnlineFAMOS  -デジタルフィルタ』 も参照してください。

FiltBP
バンドパスフィルタによりチャンネルデータを処理します。

Result = FiltBP( Data, Characteristic, Para, Order, CutoffFreqLow, CutoffFreqUp )
Result: フィルタリング結果
Data: フィルタされるチャンネル
Characteristic: フィルタ特性

0: Butterworth
1: Bessel
2: Chebychev
3: Critical damping

Para: 予約済み
Order: フィルタオーダ

Bessel: 1～40
その他: 1～100

CutoffFreqLow: 低遮断周波数(Hz)
CutoffFreqUp: 高遮断周波数(Hz)

FiltBS
バンドストップフィルタによりチャンネルデータを処理します。

Result = FiltBS( Data, Characteristic, Para, Order, CutoffFreqLow, CutoffFreqUp )
Result: フィルタリング結果
Data: フィルタされるチャンネル
Characteristic: フィルタ特性

0: Butterworth
1: Bessel
2: Chebychev
3: Critical damping

Para: 予約済み
Order: フィルタオーダ

Bessel: 1～40
その他: 1～100

CutoffFreqLow: 低遮断周波数(Hz)
CutoffFreqUp: 高遮断周波数(Hz)

726

731
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FiltHP
チャンネルデータのハイパスフィルタリングを実行します。

Result = FiltHP( Data, Characteristic, Para, Order, CutoffFreq )
Result: フィルタリング結果
Data: フィルタされるチャンネル
Characteristic: フィルタ特性

0: Butterworth
1: Bessel
2: Chebychev
3: Critical damping

Para: 予約済み
Order: フィルタオーダ

Bessel: 1～20
Chebychev: 1～50
その他: 1～100

CutoffFreq: 遮断周波数(Hz)

FiltLP
チャンネルデータのローパスフィルタリングを実行します。

Result = FiltLP( Data, Characteristic, Para, Order, CutoffFreq )
Result: フィルタリング結果
Data: フィルタされるチャンネル
Characteristic: フィルタ特性

0: Butterworth
1: Bessel
2: Chebychev
3: Critical damping

Para: 予約済み
Order: フィルタオーダ

Bessel: 1～20
Chebychev: 1～50
その他: 1～100

CutoffFreq: 遮断周波数(Hz)

Floor
引数を切り捨て、次に最も小さい整数または等しい整数にします。

a = Floor( b )
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16.1.2.7  G
GearRatio
トランスミッション比: ギア系統のトランスミッション比は、エンジンのrpmおよび活軸rpmを基本として計算されま
す。

a = GearRatio( Ne, Na, MinNe, MinNa, Ft, Code )
a: 結果
Ne: 入力rpm、エンジン
Na: 出力rpm、活軸

MinNe: 最小入力rpm
MinNa: 最小出力rpm
Ft: ローパス遮断周波数
Code: コード値、最小値未満を出力

2つのrpm値はローパスでフィルタされ、トランスミッション比Ne対Naが計算されます。さらに、rpm値が各最小値
と照合してチェックされます。
出力rpm値がMinNaに達しない場合、または両方の最小値に達しない場合、出力は指定された結果値にな
ります。
入力rpm値だけが最小値に達しない場合、出力はゼロになります。

例
Transmission = GearRatio( Nin, Nout, 1, 1, 10, 0 )
Gears = CodeRange( Transmission, 0.1, "CoGear.dat" )
DelayedLoad = DelayLine( Last, 0.1 )
Gear1Load = SamplesGate( DelayedLoad, Gears, 1 )
チャンネルGear1Loadでは、車がファーストギアのときに測定された全てのロードが記録されます。

GetDateTime
この関数は、現在の日付と時刻を特定します。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

GetDateTime( SecondsDecimal, Seconds, Minute, Hour, Day, Month, Year )
SecondsDecimal: 現在の秒の端数(10進表記法で0.0～
0.99
Seconds: 現在の秒0～59
Minute: 現在の分0～59
Hour: 現在の時0～23

Day: 現在の日1～31
Month: 現在の月1～12
Year: 現在の年(2009など)

秒の10進表記法による端数の精度は、1/64秒以内です。
関数パラメータは、ローカルな単一値、表示変数、またはプロセスベクトル要素とすることができます。
チャンネルは、パラメータとして許可されていません。不要なパラメータの箇所には、ゼロを入力することができま
す。
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例

例

OnInitAll
 FindDate = 0
 FindTime = 0
 pv.Minute = 0
 pv.Hour = 0
 Time1 = ""

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 If FindDate > 0

  GetDateTime( 0, 0, 0, 0, DisplayVar_Day, DisplayVar_Month,
DisplayVar_Year )

 FindDate = 0
 End

 If FindTime > 0
 GetDateTime( 0, 0, pv.Minute, pv.Hour, 0, 0, 0 )
 FindTime = 0
 ; output as text "Time: ss:mm"
 Time1 = "Time: "
 If pv.Hour < 10

 Time1 = TextAdd( Time1, "0" )
 End
 Time1 = TextAdd( Time1, TextFormatI( pv.Hour ) )
 Time1 = TextAdd( Time1, ":" )
 If pv.Minute < 10

 Time1 = TextAdd( Time1, "0" )
 End
 Time1 = TextAdd( Time1, TextFormatI( pv.Minute ) )
 RecordText( Time1 )

 End
End

OnInitAll
 SecondsDp = 0
 Seconds = 0
 Minute = 0
 Hour = 0

End

OnSyncTask( 0.1 )
 If Virt_Bit01 > 0

 GetDateTime( SecondsDp, Seconds, Minute, Hour, 0, 0, 0 )
 Virt_Bit01 = 0

 End
End
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GetDuration
チャンネルの測定期間: 物理チャンネルの測定期間がわかります。

MeasurementDuration = GetDuration( InputChannel )
MeasurementDuration: 物理チャンネルの測定期間(秒)。
InputChannel: 物理チャンネル

全物理チャンネルの測定値を特定できます。
特に、アナログ入力、インクリメンタルなカウンター入力、フィールドバス入力、デジタルフィードバスポート、および
デジタルポートが対象になります。
測定期間が定義されていない場合は、値0が返されます。

例
; measurement duration of physical channel Channel_01 in s
_MeasDuration_01 = GetDuration( Channel_01 )

GetHistoValue
ヒストグラムの値: ヒストグラムの指定された索引から値が抽出されます。

HistogramValue = GetHistoValue( Histogram, Index )
HistogramValue: 指定した索引のヒストグラム値
Histogram: 指定された索引位置の値が抽出の対象となるヒストグラム
Index: ヒストグラムの索引位置は0、1、...、クラスの数-1

例
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

Histo = Histogramm( Channel_01, -10.0, 10.0, 32, 1, 1 )
; 1st histogram value, histogram index: 0
Histo_0 = Channel_01*0 + GetHistoValue( Histo, 0 )
; Last histogram value, histogram index: 31
Histo_1 = Channel_01*0 + GetHistoValue( Histo, 31 )

End
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[GetHistoValue2]
ヒストグラムの値: ヒストグラムの指定した列索引(X_Index)と行索引(Y_Index)の位置にある値が抽出されま
す。

HistogramValue = GetHistoValue2( Histogram, X_Index, Y_Index )
HistogramValue: 指定した索引のヒストグラム値
Histogram: 指定された索引位置の値が抽出の対象となるヒス
トグラム。

X_Index: ヒストグラム内の列索引; 0、1、...、xクラスの数-1
Y_Index: ヒストグラム内の行索引; 0、1、...、yクラスの数-1

ヒストグラムは、ディメンションの行列の形式: (xクラスの数) * (yクラスの数)で指定する必要があります。
ヒストグラムのX索引は、カーブウィンドウのX方向の索引(ヒストグラムの列索引)を表します。ヒストグラムのY索
引は、カーブウィンドウのY方向の索引(ヒストグラムの行索引)を表します。

例
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

Histo = ClRainFlow( Channel_01, -10.0, 10.0, 32, 0, 0, 0, 1, 1, 0 )
; 1st histogram value, histogram index: 0, column index: 0, row index: 0
Histo_0 = Channel_01*0 + GetHistoValue2( Histo, 0, 0 )
; 69th histogram value, histo index: 68, column index: 4, row index: 2
; Histogram index = row index * 32 + column index = 2 * 32 + 4 = 68
Histo_68 = Channel_01*0 + GetHistoValue2( Histo, 4, 2 )

End
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GetLastError
最後のエラーのエラー番号を特定します。最後のエラーのエラー番号の特定は、どのフィルタを構成するかによっ
て異なります。

GetLastError( ErrorNumber, ErrorOrigin, Filter)
ErrorNumber: 結果。最後のエラーのエラー番号。結果の値は
<= 0です(-5613など)。
ErrorOrigin: 結果。エラーが発生した場所を示します。結果の
値は>= 0、<= 11です。

0: エラーなし
1: フィールドバスシステムのエラー、スロット1
2: フィールドバスシステムのエラー、スロット2
3: フィールドバスシステムのエラー、スロット3
4: フィールドバスシステムのエラー、スロット4
5: フィールドバスシステムのエラー、スロット5
6: フィールドバスシステムのエラー、スロット6
7: フィールドバスシステムのエラー、スロット7
8: フィールドバスシステムのエラー、スロット8
9: オンラインシステムのエラー
10: 内部ドライブのエラー
11: データキャプチャのエラー

Filter: 対象のエラー
-1: すべてのエラー
0: フィールドバスシステムのすべてのエラー
1: フィールドバスシステムのエラー、スロット1
2: フィールドバスシステムのエラー、スロット2
3: フィールドバスシステムのエラー、スロット3
4: フィールドバスシステムのエラー、スロット4
5: フィールドバスシステムのエラー、スロット5
6: フィールドバスシステムのエラー、スロット6
7: フィールドバスシステムのエラー、スロット7
8: フィールドバスシステムのエラー、スロット8
9: オンラインシステムのエラー
10: 内部ドライブのエラー
11: データキャプチャのエラー

関数を呼び出すたびに、指定のフィルタに従い、最後に発生したエラーの番号と発生場所が検出されます。エラ
ーが発生しなかった場合、関数は値0の結果を返します。結果として生じる値は、単一値変数(例を参照)また
はデバイス変数(DisplayVar_01など)に出力できます。エラーの発生場所の戻り変数の代わりに、値0も許可さ
れます。その場合、エラーの発生場所は特定されません。
次に関数を呼び出すと、発生エラー番号は上書きされます。分析の目的の場合、別の変数を使用すると役立
ちます(例を参照)。
この関数は、コントロールコマンドがサポートされているimcOnlineFAMOSでのみ適用可能であり、デバイスに
依存します。 基本ルールとして、GetLastError()関数を呼び出せるのは、特定のパラメータを指定したデバイス
につき1回のみです。GetLastError( ..., -1 )関数を呼び出す場合、GetLastError()関数をさらに呼び出すこと
はできません。GetLastError( ..., 0 )関数を呼び出す場合、GetLastError( ..., 9 )およびGetLastError( ..., 10
)関数のみを追加で呼び出すことができます。
デバイスの計算能力の負荷を回避するには、制御タイマを指定してGetLastError()関数を呼び出すことをお
勧めします(例を参照)。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1372共通コンポーネント

発生する可能性のあるエラー番号の抜粋
CANバス 説明
-5100 必要なチャンネルのデータの読み取りなど、CANバスシステムのint.データリポジトリでオーバーフローが発生しました。
-5101 必要なサンプリング間隔が長いなど、CANチャンネルの合計サンプリング周波数が高すぎます。
-5102 少なくとも1つのCANメッセージが失われています。
-5103 CANバスへのアクセスが、不正なボーレートなど、バスエラーが多すぎるため中断しました。
-5106 同期の開始段階でメッセージの送信に失敗しました。
-5107 サンプリングレートが低すぎるなど、同期チャンネルの測定値が破棄されました。
-5108 同期チャンネルについて、補足表示値が表示されました(バスエラー、サンプリングレートが高すぎます)。
-5109 CANSASモジュールがコマンドの実行に失敗しました。データ送信エラーなどが原因です。
-5110 CANSASモジュールからの応答が確認されません!
-5111 他のバスノードが検出されました。ボーレートを変換できません!
-5112 モジュールは、バスに接続されたモジュールに適していません。ボーレートを変換できません!
-5113 ボーレートの変換後にモジュールが検出されなくなりました!
-5114 CANSASユニットのファームウェアが最新ではありません。
-5115 受信した標準ディスプレイ番号が構成に対応していません。値は無視されます。
-5116 CANチャンネルのビットが、受信したメッセージ外にあります。値は生成されません。
-5117 SeedKeyライブラリのロード中にエラーが発生しました。
-5118 SeedKey関数が見つかりません。

EtherCAT 説明
-5600 imc CRONOSflex DAQシステムの内部エラーが発生しました。
-5601 imc CRONOSflexシステムに属する内部ハードウェアデータ量のオーバーフローが発生しました。
-5602 チャンネルの合計サンプリング周波数が高すぎます。
-5603 計算するイベント(トリガ入力)の数が多すぎます。
-5604 最大チャンネル数を超えました。有効なチャンネルとMon.チャンネルの数を減らしてください。
-5605 同期の設定中にimc CRONOSflexシステムのエラーが発生しました。
-5606 imc CRONOSflexシステムバスに接続しているCRFXモジュールの同期でエラーが発生しました。
-5607 同期エラー、VCXOがキャプチャの範囲外です。
-5610 imc CRONOSflexシステムで通信エラー1が発生しました。デバイスを再初期化してください。
-5611 imc CRONOSflexシステムで通信エラー2が発生しました。デバイスを再初期化してください。
-5612 imc CRONOSflexシステムで通信エラー3が発生しました。デバイスを再初期化してください。
-5613 imc CRONOSflexシステムとCRFXモジュールとの間の通信が失敗しました。
-5614 imc CRONOSflexシステムとCRFXモジュールとの間の通信が適切な状態ではありません。
-5615 imc CRONOSflexシステムの過負荷が発生しました。データの負荷を減らし、デバイスを再初期化してください。
-5616 imc CRONOSflexシステムのイベント計算でエラーが発生しました。
-5617 imc CRONOSflexシステムに接続しているCRFXモジュールが無効な状態です。
-5618 imc CRONOSflexシステムバス経由で送信したデータを処理できません。
-5619 CRFXモジュールによるimc CRONOSflexシステムバスへの測定データのキャプチャが同期していません。
-5620 imc CRONOSflexシステムバスに関する障害が発生しました。ケーブル接続を確認してください。
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Beispiel

GetSampleCount
サンプルカウント: チャンネル内の未処理の値の数がわかります。

Samplenumber = GetSampleCount( Channel )
Samplenumber: 結果
Channel: 入力チャンネル

パラメータChannelに該当する値が含まれない場合は、本関数から値0が返されます。

例

; If an error occurred, the error number and slot of the respective last fieldbus 
; error are outputted as a virtual channel 

OnInitAll
 DisplayVar_32 = 0
 int LastError = 0
 int Slot = 0

End

OnTriggerStart( Trigger_48 )
 StartTimerPeriodic( 1, 0.1, 0 )

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 V_Error = CreateVChannelInt( Channel_001, DisplayVar_31 )
 V_Slot = CreateVChannelInt( Channel_001, DisplayVar_32 )

End

OnTimer( 1 )
 GetLastError( LastError, Slot, 0 )
 If LastError = -5613 or LastError = -5618

 DisplayVar_31 = LastError
 DisplayVar_32 = Slot

 End
End

OnInitAll
 sc = 0

End
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

 sc = GetSampleCount( Channel_01 )
 If sc > 1

 RecordText( "Proceeding more than 1 sample..." )
 End

End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1374共通コンポーネント

GetSamplingTime
チャンネルのサンプリング期間: 物理チャンネルのサンプリング期間が特定されます。

Samplinginterval = GetSamplingTime( Inputchannel )
Samplinginterval: 物理チャンネルのサンプリング期間
Inputchannel: 物理チャンネル

任意の物理チャンネルのサンプリング期間がわかります。
つまり、任意のアナログ入力、インクリメンタルエンコーダ入力、またはフィールドバス入力だけでなく、デジタルポー
トやデジタルフィールドバスポートも対象となります。

例
_Samplinginterval_01 = GetSamplingTime( Channel_01 )

Greater
1番目の引数が2番目の引数よりも大きいかどうかチェックします。

a = Greater( b, c )
bがcより大きい場合はa = 1、それ以外の場合は0。

例
LED_01 = Greater( Channel_01, 8 )
信号の値が8を超えると必ずLEDが点灯します。

GreaterEqual
1番目の引数が2番目の引数以上かどうかチェックします。

a = GreaterEqual( b, c )
bがc以上の場合はa = 1、それ以外の場合は0。

16.1.2.8  H
HighLowRatio
ウィンドウの信号のパルスデューティー比。低減が実行されます。

a = HighLowRatio( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

本関数は、各RF入力サンプルの値を結果として返します。
比率は、ゼロと等しくないサンプルの数を、ゼロと等しいサンプルの数で除算した値です。全ての完全パルスに対
して実行されます。
完全パルスは、3つのエッジの連続であり、エッジはゼロからゼロ以外の値、あるいはその逆に遷移します。
アナログ信号は事前処理する必要があります(STri )。1430
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Hyst
ヒステリシス: ヒステリシスフィルタは入力チャンネルに適用されます。

a = Hyst( b, Width )
a: 結果
b: 入力チャンネル
Width: ヒステリシス幅

入力チャンネルの傾きで符号が変化すると、最後の2つのサンプルの差がヒステリシス幅よりも大きい場合にのみ
出力チャンネルが続きます。それ以外の場合、出力チャンネルは変わりません。
傾きで符号が変化しない場合、結果は入力チャンネルと等しくなります。これは、ヒステリシス幅よりも小さな振
幅で、全ての振動をフィルタアウトします。

16.1.2.9  I-J
iDiv
整数の除算: 2つの整数の除算。結果は整数値。小数部は省略されます。

結果 = 分子iDiv分母
分子も分母もデータタイプは整数でなければなりません。実数フォーマットの数値は、許可されていません。
整数タイプの単一値変数は、コントロールコマンドがサポートされている場合のみ定義できます。

例
Quotient1 = 14 iDiv 4 ; Quotient1 = 3
Quotient2 = 14 / 4 ; Quotient2 = 3.5

Integral
a = Integral( b )
結果値は、現在の入力サンプルにサンプリングレートを掛けた総和になります。

[Integral2]
0へのリセットが実行される積分。戻り値は、0に対する最後のリセット以降または測定の開始時点以降に累積
された全入力値とサンプリング期間を掛けたそれぞれの和です。

Result = Integral2( Channel, Reset )
Result: 積分
Channel: 入力チャンネル
Reset: この値が0でない場合は、積分が0にリセットされます。

関数Integralとは対照的に、関数Integral2では測定中に積分を0にリセットするオプションがサポートされていま
す。それ以外、これら2つの関数の動作は同じです。

例
Result = Integral2( Channel_01, VrtBit_01 )
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IntegralFFT
振幅スペクトルに渡る積分: 振幅スペクトルの周波数範囲における積分。

IntFFT = IntegralFFT( Vector )
IntFFT: 積分の結果
Vector: 振幅スペクトルマグニチュードスペクトル

積分は、振幅スペクトルと、適切な加重関数を乗算して実行されます。
周波数が0Hzの場合は、積分の結果が0となるため、意味がありません。

例
vFFT = FFT( InputChannel, 0, 1024 )
IntFFT = IntegralFFT( vFFT )
矩形ウィンドウのFFTとFFTの長さ1024の計算。結果は、長さ513のストリーミングベクトルになります。
振幅スペクトルの周波数領域での以降の積分

IntegralP
正確な積分
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = IntegralP( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル

各結果値は、以前の全入力値にサンプリング期間を掛けた総和になります。
正確な積分の内部では、比較的長い積分で発生する様ーなエラーを抑止するために、精度が比較的高い
数値表記を使用します。
ただし、IntegralPはIntegral関数に比べて処理が大幅に遅いです。
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[IntegralP2]
0へのリセットが実行される正確な積分。戻り値は、0に対する最後のリセット以降または測定の開始時点以降
に累積された全入力値とサンプリング期間を掛けたそれぞれの和です。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

Result = IntegralP2( Channel, Reset )
Result: 正確な積分
Channel: 入力チャンネル
Reset: この値が0でない場合は、積分が0にリセットされます。

関数IntegralPとは対照的に、関数IntegralP2では測定中に積分を0にリセットするオプションがサポートされて
います。
それ以外、これら2つの関数の動作は同じです。
関数Integral2とは対照的に、関数IntegralP2では積分が正確に計算されます。
関数IntegralP2では、計算にはるかに多くの時間がかかります。

例
Result = IntegralP2( Channel_01, VrtBit_01 )

Interval関数に関する一般情報
Interval関数を使用すると、1つのチャンネルの信号プロットに関して、1つ以上のチャンネルを分析することができ
ます。

· たとえば、モータの測定を実行する際、RPM値や振動などは、RPMが特定のレベルを超える場合にのみ
興味の対象となります。

· また、回転系の特定の角度範囲と共に、関連チャンネルの静的値を求めることもあります。
トリガマシンとimcOnlineFAMOSを使用すれば、1つの範囲を対象としてこの計算を実行できます。Interval
関数では、より少ないコマンド行で同じ事柄が行えます。トリガなしで、様ーな範囲に対応できます。
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これを、下の例で示します。

例
1つの入力チャンネルを、-500µm/mの下降端～-400µm/mの上昇端の期間内で分析します。この期間
内で、別のチャンネル(ランプ)の最大値と最小値を特定します。
このためのプログラムは次のように表示されます。
ramp = sawtooth( input, 0, 0.00001, 62800 )
interval = IntervalFromLevels( input, -500, -400, 1)
Maximum = IntervalMax( ramp, interval )
Minimum = IntervalMin( ramp, interval )
期間チャンネルは、内部でのみ使用できる補助チャンネルにすぎません。

IntervalMax、IntervalMinなどの関数は、期間ごとに結果を1つだけ返し、余分な時間基準はありませ
ん。
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[IntervalFrom1Level]
信号の値が指定した期間内にあるか否かを指定するチャンネルが生成されます。

Result = IntervalFrom1Level( Signal, Level, Levelcode )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力チャンネル

Level: 期間の制限
Levelcode: 予約済み(常に0に設定)

指定するLevelcodeに応じて、期間の制限と上昇方向または下降方向で交差しないと、期間に入ったものとし
てカウントすることができません。
以降のInterval関数ではIntervalFrom1Levelの結果を使用して、その計算を結果の期間に制限します。
IntervalFrom1Levelによって生成される期間チャンネルには、IntervalFromLevelsとは異なり、与えられた入力
信号の2つのサンプル間で期間の制限と交差する際、時間的に正確なポイントを補間する追加のデータが含ま
れます。以降のInterval関数は、これらのデータを評価し、その精度を向上させることができます。

例
; Determine the mean value of a squared sine signal
; Theoretical value = 0.5, independent of the interval limit
; set in IntervalFrom1Level
saw1 = SawTooth(Channel_01, 0, 0.01, 628)
signal1 = Sin(saw1)
signal2 = signal1 * signal1
interval = IntervalFrom1Level(saw1, 1.0, 0)
iMean1 = IntervalMean(signal2, interval)
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IntervalFromLevels
信号の値が指定した期間内にあるか否かを示すチャンネルが生成されます。

Result = IntervalFromLevels(Signal, Level1, Level2, Levelcode)
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力チャンネル

Level1: 第1期間の制限
Level2: 第2期間の制限
Levelcode: Levelcode

指定するLevelcodeに応じて、第1期間の制限と上昇方向または下降方向で交差しないと、期間に入ったも
のとしてカウントすることができません。それに応じて、第2期間の制限と上昇方向または下降方向で交差しな
いと、期間を出るものとしてカウントすることができません。
許容されるLevelcodeの値:

0 レベル1と上昇方向で交差しないと、期間に入ったものとみなされません。
レベル2と上昇方向で交差しないと、期間を出たものとみなされません。

1 レベル1と下降方向で交差しないと、期間に入ったものとみなされません。
レベル2と上昇方向で交差しないと、期間を出たものとみなされません。

2 レベル1と上昇方向で交差しないと、期間に入ったものとみなされません。
レベル2と下降方向で交差しないと、期間を出たものとみなされません。

3 レベル1と下降方向で交差しないと、期間に入ったものとみなされません。
レベル2と下降方向で交差しないと、期間を出たものとみなされません。

IntervalFromLevelsでは、結果の期間の開始と終了を特殊な値で指定します。そのため、期間を互いに直接
付加することができます。
以降のInterval関数ではIntervalFromLevelsの結果を使用して、その計算を結果の期間に制限します。

例
; Determine min and max of a periodic signal between 20 and 40 degrees.
; the angle is obtained from an incremental counter in Angle-absolute-mode
intervall = IntervalFromLevels( angle, 20, 40, 0 )
iMin = IntervalMin(signal, interval)
iMax = IntervalMax(signal, interval)
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IntervalFromPulse
インクリメンタルなエンコーダ信号から期間チャンネルが作成されます。

Result = IntervalFromPulse( Impulse time, Period duration, Multiplier)
Result: 結果を伴う仮想チャンネル
Impulse time: 測定モードのインパルス時間に設定されるインク
リメンタルなエンコーダチャンネル。

Period duration: 期間長
Multiplier: 予約済み、常に0

入力信号は、パルス時間モードのインクリメンタルカウンターから得られます。IntervalFromPulseは、これを使用
して、正確なパルス時間(これらの時点を補間用に使用する関数などを後で呼び出して使用可能)を示す期
間コードを生成します。
期間は、最初のパルスの到着時に入り、測定の終了時または複数のパルスの到着時(サンプリング期間中)に
のみ出ます。後者の場合、システムは期間長に関連する数のパルスを待ってから、期間に再度入ります。
これにより、周期的なデータに起因するフェーズのシフトを回避することができます。周期的でないデータの場合、
期間長は0にする必要があります。

例
ivl = IntervalFromPulse( Inc_Counter_01, 60, 0 )
res = IntervalResample( Channel_01, ivl, 360.0, 60, "Deg", 1 )

IntervalMax
指定した期間内での入力信号の最大値がわかります。

Result = IntervalMax(Signal, Interval)
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号
Interval: 期間チャンネル

関数IntervalFromLevelsまたはIntervalFrom1Levelにより、期間チャンネルが生成されます。
IntervalMaxでは、期間チャンネルによって指定した期間にこの計算が制限されている間、入力信号の最大値
が特定されます。

例
; Determine min and max of a periodic signal between 20 and 40 degrees.
; the angle is obtained from an incremental counter in Angle-absolute-mode
interval = IntervalFromLevels( angle, 20, 40, 0 )
iMin = IntervalMin(signal, interval)
iMax = IntervalMax(signal, interval)
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IntervalMean
指定した期間内での入力信号の平均値がわかります。

Result = IntervalMean( Signal, Interval )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号
Interval: 期間チャンネル

関数IntervalFromLevelsまたはIntervalFrom1Levelにより、期間チャンネルが生成されます。
IntervalMeanでは、期間チャンネルによって指定した期間にこの計算が制限されている間、入力信号の平均
値が特定されます。
IntervalMeanでは、IntervalFrom1Levelから得られる追加のデータも利用して、計算結果の精度を向上させ
ます。

例
; Determine the mean of a squared sine signal
; Theoretical value = 0.5, independent of the interval limit specified by
; IntervalFrom1Level
saw1 = SawTooth(Channel_01, 0, 0.01, 628)
signal1 = Sin(saw1)
signal2 = signal1 * signal1
interval = IntervalFrom1Level(saw1, 1.0, 0)
iMean1 = IntervalMean(signal2, interval)

IntervalMin
指定した期間内での入力信号の最小値がわかります。

Result = IntervalMin(Signal, Interval)
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号
Interval: 期間チャンネル

関数IntervalFromLevelsまたはIntervalFrom1Levelにより、期間チャンネルが生成されます。
IntervalMinでは、期間チャンネルによって指定した期間にこの計算が制限されている間、入力信号の最小値
が特定されます。

例
; Determine min and max of a periodic signal between 20 and 40 degrees.
; the angle is obtained from an incremental counter in Angle-absolute-mode
interval = IntervalFromLevels( angle, 20, 40, 0 )
iMin = IntervalMin(signal, interval)
iMax = IntervalMax(signal, interval)
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IntervalMult
パルスカウント乗数: 入力期間チャンネルから、パルスカウントを複数持つ新しい期間チャンネルが生成されま
す。

Results = IntervalMult(Intervals, MinFrequency, Multiplier)
Result: 乗算された期間コードが含まれるチャンネル
Intervals: 元の期間コードが含まれる入力チャンネル。サンプリン
グ期間(秒)。

MinFrequency: 含まれるパルスの中での最小周波数(Hz)。
Multiplier: パルスカウントには、この係数が掛けられます。

本関数は主に、1回転当たりパルスが1つ生成されるセンサーからの信号に使用します。ただし、多くのアルゴリズ
ム(リサンプリングなど)では、1回転当たり更に多くのパルスカウントが必要です。そのため、パルス信号から生成さ
れる期間信号に、本関数により、パルスカウントが乗算されます。結果は、他のInterval関数によってのみ処理
することができます。
乗算が実行されるのは、信号に含まれるパルスの周波数が十分に低い場合だけです。これは、結果チャンネル
には、サンプリング期間当たり1つのパルスしか含めることができないためです。たとえば、サンプル10個当たり入力
信号にパルスが1つ含まれる場合は、各結果サンプルにパルスが1つ含まれることになるため、最大乗算係数は
10になります。小さな変動を補正し、数値的な問題を回避するには、得られるこの最大のパルス周波数を係
数0.999で減少させる必要があります。そのため、前述の例の場合、1パルス当たりサンプルが1,000個の入力信
号の場合は乗数を999以下、1パルス当たりサンプルが100個の場合は乗数を99以下、1パルス当たりサンプルが
10個の場合は乗数を9以下とすることができます。
入力信号に含まれるパルスのシーケンスが速すぎると、パルスが削除されます。本関数では、乗算か破棄が実
行されます。そのため、パルスがないか、乗算されるかという結果になります。
また、乗算は、信号の時間単位当たりのパルス数が十分な場合にのみ実行されます。パラメータ
MinFrequencyでは、乗算の実行に十分な最小のパルス周波数を指定します。
パルスは、到着レートが遅くなると、削除されます。そのため、パルス周波数は、[MinFrequency
...SamplingFrequency/Multiplier]の範囲内に限定されます。
本関数では、サイズ[SamplingFrequency/MinFrequency]の一時的メモリが必要です。これは、選択する最
小周波数をあまりに低い値とすることができないためです。

例
; A drive shaft sensor connected to the incremental counter interface returns
; one pulse per revolution.For subsequent resampling by the angle, however,
; 120 pulses per revolution are needed.
; The shaft spins at 600..6000 RPM.600 RPM = 10 Hz = MinFrequency.
; SamplingFrequency = 20 kHz > 12 kHz = 120*100 Hz, 100 Hz = 6000 RPM.
ivl1 = IntervalFromPulse(ImpulseTime, 0, 0) ; create intervals
ivl120 = IntervalMult(ivl1, 10, 120) ; multiply pulses
res = IntervalResample(Channel_01, ivl120, 360, 120, "Degree", 1) ; resampling
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IntervalResample
周期的信号のリサンプリング

Result = IntervalResample(Signal, Interval, MaxAngle, AmtPoints, Unit, IsSegmented)
Result: 結果チャンネル
Signal: 測定信号
Interval: 期間信号
MaxAngle: 総角度または単位長の値

AmtPoints: 総角度または単位長当たりのエンコーダパルス数
Unit: 結果の値
IsSegmented: 結果がセグメント分割されているか否か

0: いいえ
1: はい

時間領域データが含まれる2つのチャンネル(一方は位置依存の測定データを返す実際の測定信号を持ち、他
方は関連する期間データを持つ)が同時にキャプチャされます。
これらの期間データは、関数IntervalFromPulseを使用してインクリメンタルカウンター(インパルス時間モードで動
作)の信号から生成されたものです。IntervalResampleにより、対象となる時点での測定信号の値は、パルス
時間データからリニア補間されます。その過程では、サンプリング期間によって指定されたものより多くの値を生成
することができません。
MaxAngleはパルスの数が対応する値であり、たとえばエンコーダパルスが60個のときの基準が360°、2*pi、1回
転(振動信号の場合)なのか、あるいはエンコーダパルスが2個のときの基準が1メートルなのかを示します。

例
interval = IntervalFromPulse(Inc_Encoder_01, 60, 0) ; Interval codes
res = IntervalResample( Channel_01, interval, 360.0, 60, "Deg", 1) ; resampling

IntervalRMS
指定した期間内での入力信号の二乗平均平方根がわかります。

Result = IntervalRMS( Signal, Interval )
Result: 結果チャンネル
Signal: 入力信号
Interval: 期間チャンネル

関数IntervalFromLevelsまたはIntervalFrom1Levelにより、期間チャンネルが生成されます。
IntervalRMSでは、期間チャンネルによって指定した期間にこの計算が制限されている間、入力信号の二乗平
均平方根が特定されます。
IntervalRMSでは、IntervalFrom1Levelから得られる追加のデータも利用して、計算結果の精度を向上させま
す。

例
; Determine the root mean square of a sine signal
; Theoretical value = 0.707107, independent of the interval limit specified
; by IntervalFrom1Level
saw1 = SawTooth( Channel_01, 0, 0.01, 628 )
signal1 = Sin( saw1 )
interval = IntervalFrom1Level( saw1, 1.0, 0 )
iRMS1 = IntervalRMS( signal1, interval )
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IsSyncronized
ラジオクロックが同期化されているかどうか判別します。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

a = IsSyncronized( b )
a: 結果

1: ラジオクロックが同期化されている
0: ラジオクロックが同期化されていない
-1: このデバイスにラジオクロックがない

b: クロック。データレートの予測にのみ使用します。

JKFlipFlop
JKフリップフロップ関数

a = JKFlipFlop( J, K )
a: 結果
J: J入力
K: K入力

HIGH(H)状態の場合は1、LOW(L)状態の場合は0が返されます。
Jがゼロと等しくなく、Kがゼロと等しい場合に、HIGH状態への変化が発生します。
同様に、Jがゼロと等しく、Kがゼロと等しくない場合に、LOW状態への変化が発生します。
JとKの両方がゼロと等しい場合、状態は変化しません。
JもKもゼロと等しくない場合、状態は変化します。
関数は、同期タスク で使用できます。

例
; The LED flashes while the signal is larger than 9.
res = Greater( Channel_01, 9 )
LED_01 = JKFlipFlop( res, res )

1454
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16.1.2.10  L
LEQ
LEQ値: 本関数では、時間に依存してLEQ値が決定されます。結果は、入力信号の処理済み値全てに対して
LEQが示されます。

LEQSignal = LEQ( Signal, FrequencyRating, ReductionFactor )
LEQSignal: 評価された信号
Signal: 評価対象の信号

FrequencyRating: 信号の周波数レー
ティング

0: レーティングなし
1: A-rating
2: B-rating
3: C-rating

ReductionFactor: リサンプリングの係数、
>= 1
低減係数 = 1の場合は、リサンプリング
なし。

測定の最後では、LEQ信号の最終値として、測定全体に対するLEQが表示されます。信号は、DIN IEC 651に
準拠するA-ratingにより、まず周波数重み付けされます。
本関数では、単位Pa (Pascal)で表現される音声信号が必要です。結果は、20*10-6 Paを基準とし、dB単位
で表現されます。結果は常に、取得済みの全データの平均音圧レベルとして解釈することができます。
カーブウィンドウで表示する場合、「最終値」として表現することをお勧めします。このように、表示される数値
は、徐ーに安定し、極限値に落ち着きます。この値は、測定の最後で読むことができます。
低減係数は、1秒間に複数の値が生成されるような方法で選択することができます。

例
LEQ_Chan1 = LEQ( Chan1, 1, 1000 )
信号はA-ratingに従い、係数1000でリサンプリングされます。信号のサンプリング周波数は元ー20kHzでし
たが、結果では20 Hzになります。この結果は、平均音圧レベルLEQ(dB単位)です。

Less
1番目の引数が2番目の引数よりも小さいかどうかチェックします。

a = Less( b, c )
bがc未満の場合はa = 1、それ以外の場合は0。

LessEqual
1番目の引数が2番目の引数以下かどうかチェックします。

a = LessEqual( b, c )
bがc以下の場合はa = 1、それ以外の場合は0。

Ln
入力チャンネルの自然対数

a = Ln( b )
eを底とする対数(オイラー数)が形成されます。
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LogAnd
bとcの論理積。

a = LogAnd( b, c )
bもcもゼロと等しくない場合はa = 1、それ以外の場合は0。

LogNot
逆引数bを指定します。

a = LogNot( b )

LogOr
Logical Or.

a = LogOr( b, c )
Bがゼロと等しくない場合、またはcがゼロと等しくない場合はa = 1、それ以外は0。

LogXor
bとcの論理積。

a = LogXor( b, c )
bがcに対して反転している場合はa = 1、それ以外の場合は0。

Lower
両方の引数のうち小さい方が返されます。

a = Lower( b, c )

16.1.2.11  M
Max
ウィンドウの最大値(低減付き)。

a = Max( b, WS, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

WS: ウィンドウサイズ(サンプル数)、1 * RF, 2 * RF, ..., 10 * RF
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

各RF入力サンプルに対して、ウィンドウの最大値とWSサンプルが返されます。
したがって、RF > 1の場合、データ低減が実行されます。
ウィンドウサイズは低減係数の整数倍(1～10)でなければなりません。

例
high = Max( Channel_01, 20, 4 )
入力サンプル4つおきに、直前の20個の入力サンプルの最大値が返されます。

注
ウィンドウサイズが1*RFでない場合、最初は充分な入力サンプルがありません。使用できる入力サンプルを
使用して結果の計算が行われます。
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Mean
ウィンドウの平均値(低減付き)。

a = Mean( b, WS, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

WS: ウィンドウサイズ(サンプル数)、1 * RF, 2 * RF, ..., 10 * RF
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

各RF入力サンプルに対して、ウィンドウの平均値とWSサンプルが返されます。
したがって、RF > 1の場合、データ低減が実行されます。
ウィンドウサイズには、低減係数の1～10倍の数の値を含めることができます。

例
average = Mean( Channel_01, 6, 2 )
入力サンプル2つおきに、直前の6個の入力サンプルの平均値が返されます。

注記
ウィンドウサイズが1*RFでない場合、最初は充分な入力サンプルがありません。使用できる入力サンプルを
使用して結果の計算が行われます。

部計算の精度: 40ビット

[Median3]
3つの値の中間値: 入力チャンネルは、直前の3つのサンプルの中間値を使用して平滑化されます。

a = Median3( b )
サンプル3個で1グループとし、各グループは振幅の降順に並び替えされます。結果は、並び替えされたリストの
中間要素になります。

[Median5]
5つの値の中間値: 入力チャンネルは、直前の5つのサンプルの中間値を使用して平滑化されます。

a = Median5( b )
サンプル5個で1グループとし、各グループは振幅の降順に並び替えされます。結果は、並び替えされたリストの
中間要素になります。
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Min
ウィンドウの最小値(低減付き)。

a = Min( b, WS, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

WS: ウィンドウサイズ(サンプル数)、1 * RF, 2 * RF, ..., 10 * RF
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

各RF入力サンプルに対して、ウィンドウの最小値とWSサンプルが返されます。
したがって、RF > 1の場合、データ低減が実行されます。
ウィンドウサイズには、低減係数の1～10倍の数の値を含めることができます。

例
Low = Min( Channel_01, 10, 2 )
入力サンプル2つおきに、直前の10個の入力サンプルの最小値が返されます。

注記
ウィンドウサイズが1*RFでない場合、最初は充分な入力サンプルがありません。使用できる入力サンプルを
使用して結果の計算が行われます。

Monoflop
a = Monoflop( b, Duration )

a: 結果
b: 入力チャンネル
[持続時間]: パルス期間(サンプル数)、>= 1

Monoflopが入力チャンネルの正のエッジ(ゼロからゼロ以外への遷移)を検出した場合、振幅1で事前に決めら
れた期間のパルスを作成します。
再トリガはできません。つまり、信号エッジは、パルスの終了後に初めて評価されます。
関数は、同期タスク で使用できます。

MonoflopRT
再トリガ可能なmonoflop

a = MonoflopRT( b, Duration )
a: 結果
b: 入力チャンネル
[持続時間]: パルス期間(サンプル数)、>= 1

MonoflopRTが入力チャンネルの正のエッジ(ゼロからゼロ以外への遷移)を検出した場合、振幅1で事前に決め
られた期間のパルスを作成します。
この期間内でさらに正のエッジがある場合、出力パルスが延長されます。
関数は、同期タスク で使用できます。

1454

1454
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16.1.2.12  N
NorthCorrection
WFサンプルによるウィンドウ内の北半球補正。

a = NorthCorrection( b, WF )
a: 結果
b: 引数
WF: ウィンドウサイズ(サンプル数)、>= 1

NorthCorrection関数では、加算方法に従い、真北の不連続性を補正します。平均化期間では、360°から
0°へのスキップが回避されます。
360°の回りで変動する値の場合、平均値180°が回避されます。
平均化の結果、風配図の範囲0～360°(365°など)に入らない場合もあります。
WindRoseCorr 関数は、365°から5°への変化といった風配図の範囲(0～360°)に対する結果を返します。
このプロシージャでは、変化が100°以下の風向が条件になります。
関数NorthCorrectionおよびWindRoseCorr を使用するための唯一賢明な方法は、次の例のように組み合
わせて使用する方法です。平均化の代わりに、標準偏差、つまりStDev 関数を使用できます。

例
NC = NorthCorrection( Channel, 10 )
NC_Mean = Mean( NC, 10, 10 )
Result = WindRoseCorr( NC_Mean )

NOT
aの否定
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

LogicalNot = NOT a
LogicalNot: 結果
a: オペランド

オペランドが0に等しい場合はLogicalNot = 1、そうでない場合は0。

例

1449

1449

1429

OnlTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 If NOT Value > 0

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 5
 Else

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 10
 End

End
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NumberOfPulses
低減ウィンドウ内のパルスの数を返します。

a = NumberOfPulses( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

RFサンプルのウィンドウ内のパルス数を返し、RFの係数を使って低減を実行します。
パルスは連続する2つのエッジであり、各エッジは0から0以外の値に、またはその逆に変化します。
アナログ信号は事前処理する必要があります(STri )。

例
_tmp = Stri( Channel_01, 0, 0 )
pulses = NumberOfPulses( _tmp, 100 )
入力サンプル100個おきに、直前の100個の入力サンプルのパルス数が返されます。

16.1.2.13  O
[OnECUCmdReturn_ECU_001]
「ECU関数」 を参照してください。

OR
Logical Or.aとbの論理和。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

LogicalOr = a OR b
LogicalOr: 結果
a: 第1オペランド
b: 第2オペランド

LogicalOr = 1、第1オペランドが0に等しくない、または第2オペランドが0に等しくない場合、その他の場合は
LogicalOr = 0。
Or演算子は、BOOLタイプのオペランドに対してのみ使用できます。
BOOLタイプの結果は、演算子<、<=、>、>=、=、<>、AND、OR、およびNOTによって返されます。

例

1430

1360

OnlTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value1 = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 Value2 = CurrentValue( Channel_02, 0, 0.0 )
 If Value1 > 0 OR Value2 > 0

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 10
 Else

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 5
 End

End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1392共通コンポーネント

Otr関数に関する一般情報
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

OtrAngleAdd
角度信号に対する角度の追加

Result = OtrAngleAdd( Angle, Add)
Result: 結果チャンネル
Angle: 角度信号
Add: 追加される角度

本関数は、ユーザ指定の角度を、指定の角度信号(絶対角モードで動作するインクリメンタルセンサーから派
生)に追加します。結果の角度チャンネルは、OtrResampleAngleによって処理できます。
追加される角度の変更は常に、得られる角度信号の負の信号エッジの到着時にのみ実行されます。その結
果、セグメントが負の角度を持ち、OtrResampleAngleによって無視されます。

例
; angle offset for zero correction
angle = OtrAngleAdd(Inc_encoder_01, -0.1)
; resampling
res = OtrResampleAngle(Channel_01, angle, 360.0, 360, "Degrees", 1)

OtrEncoderPulsesToRpm
RPM値がわかります。本関数は、パルス信号からRPM時刻歴を特定します。

a = OtrEncoderPulsesToRpm( b, Signal_Type, EncoderType, EncoderPulse, RPM_Min, Reduction )
a: Result - RPMHistory: RPM信号の時刻歴
b: 入力チャンネル- Pulse_Signal: パルス信号の時刻歴
Signal_Type: パルス信号のタイプ

0: イベントの数
1: パルスの時間
2: サンプリングされた矩形
3: サイン信号

EncoderType: エンコーダのタイプ、歯欠けの数は?
0: デフォルト
1: 1本
2: 2本

EncoderPulse: 1回転当たりのパルス数、>= 1
RPM_Min: 発生した最小のRPM値
Reduction: 結果のデータポイントの数が入力データより少ない
割合

RPMの時刻歴が特定されます。本関数は、パルスが少なくとも2つ検出されるまで、0.0を返します。検出される
と、RPMの計算が可能になります。計算の品質は、信号のタイプに依存します。たとえば、パルスの時間測定で
は、非常に良質の計算が可能です。本関数は、デバイス内でオンラインで実行されるので、(将来の場所が不
明なため)見積もり値を返さなければならない場合もあります。

Signal_typeに関する注意
0 イベントの数。パルス信号には、サンプリング期間内でカウントされるパルスの数が反映されます。本信号は、デバイスのインクリ
メンタルエンコーダ入力が「イベントカウント」に設定されている場合に受信します。本信号は、一連の整数から構成されます。
各数値は、現在のサンプリング期間内でカウントされたパルスの数を表します。RPM値は、カウントされたパルス数に正比例す
ると仮定されます。本関数では、RPMの見積もりがよくなるように、RPM信号を平滑化します。信号が{ ...., 3, 4, 4, 4, 3, 4,
4, 4, 3...}という一連の値から構成される場合は、この部分ではRPM値の見積もりが約3.75になります。本関数では、信号
の各値をパルス数として処理します。信号が{ 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1 }という一連の値から構成される場合は、パルスが5個検出さ
れることになります。この信号タイプには、サンプリング期間内のいつパルスがカウントされたのかが反映されないので、不正確な
点があります。
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1 パルスの時間。本信号は、デバイスのインクリメンタルエンコーダ入力が「パルスの時間」に設定されている場合に受信します。
本モードでは、サンプリング期間のフレーム内におけるエンコーダパルスの正確な時点が特定されます。これには、パルスの非常
に正確なキャプチャが含まれます。角度に関するそのように正確なサンプリングが可能なのは、この信号タイプだけです。本モー
ドでは、サンプリング期間1つ当たりのエンコーダパルスが2つ以上とならないよう、RPMの測定値が十分に小さいことも重要で
す。そのため、サンプリング期間を十分小さい値に調整しなければならない場合もあります。その場合は、RPM_Maxもそれに
応じて、小さな値に設定しなければなりません。

Maximum possible RPM [revs/min] = 60 / ( encoder pulses * sampling interval [s] )
2 サンプリングされた矩形。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダのデジタル出力の時刻歴をサンプリングします。
ゼロからゼロ以外の値に遷移するたびに、エンコーダは1インクリメント回転したとみなされます。信号が{ 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
1, 0 }という一連の値から構成される場合は、パルスが2個検出されることになります。アナログ電圧をサンプリングする場合に、
ハードウェアコンパレータがないと、アナログ電圧データをデジタルデータシーケンスに変換する必要があります。信号のノイズが
多い場合は、あらかじめ平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。この信号タイプには、サンプ
リング期間内のいつエッジが発生したのかが反映されないので、不正確な点があります。

3 サイン信号。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダの(正弦波形)アナログ出力の時刻歴をサンプリングします。
正弦波形またはプラスの傾きでゼロと交差するその他の信号を処理することができます。信号のノイズが多い場合は、あらかじ
め平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。プラスの傾きにおけるゼロとの交差は、エンコーダ
からのパルスと解釈されます。信号が{ -3.0, -1.0, +1.5, +2.8, +1.3, +0.1, -0.6 }という一連の値から構成される場合は、-
1.0から+1.5への遷移時にパルスが検出されます。

EncoderTypeに関する注意
ミッシングパルスを持つエンコーダの特殊機能:
エンコーダパルスの数は常に、歯欠けを含めて指定します。たとえば、10°回転するたびにパルスを1つ発す
るエンコーダの場合、歯は36個であり、指定するエンコーダパルスの数も36になります。ただし、このエンコー
ダの場合は、パルスが1つ紛失するので、パルスが35個しか生成されません。また、エンコーダは通常、6°ごと
にパルスを1つ生成します。この場合は、60個の歯を指定しますが、2個が紛失するので、実際には58個し
か存在しないことになります。ギャップ後の最初の歯は、ゼロパルスとして解釈されます。ここがサンプリングの
スタートとしてマーキングされます。ミッシングパルスを持つエンコーダは、信号タイプ「パルスの時間」でしか使
用することができません。歯欠けの認識は、ギャップ回りのリージョンにおけるRPM値が比較的安定している
場合にのみ可能です。特にRPM値がきわめて小さい場合は、これを保証することができません。その場
合、ギャップを明確に認識することができないので、RPMの最小値をゼロ以外の値に設定する必要があり
ます。RPM値が比較的大きい場合、ギャップは通常、機械的慣性により明確に認識されます。本関数で
は、パルスシーケンス内で何らかのエラー(または不正に解釈されたと推定されるパルスシーケンス)が発生し
た場合、その後で再同期を実行しようとします。ただし、サンプリングされた値が不正である場合もありま
す。

RPM範囲に関する注意
RPM_Min > 0という値を設定した場合は、そのRPM値以下の信号コンポーネントが結果で無視され、
OrderRefの全期間をプロセス内でスキップすることができます。トラッキングフィルタが動的に制限されるの
で、RPMの最小値を小さすぎる値にしてはいけません。RPM_Maxには、サンプリング後のデータレートが入
力データのデータレートより大きくならないような値のみを設定することができます。OrderRefまたは
Oversamplingの値が大きい場合、一般にデータレートが大きくなります。その場合、RPMの最大値はそれ
に応じて小さくする必要があります。

低減に関する注意
データポイントの数は、本係数により低減できます。デフォルト値は1です。パルスの位置を特定するために
高いサンプリングレートの使用が必要な場合もあるため、それに応じた大きな低減係数を使用して、RPM
に合わせてデータレートを調整することができます。これは、通常はRPM値が急には変化しないためです。
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例1
歯ホイールのRPMを求めます。この目的のために、誘導エンコーダを使用して、矩形の電圧信号を生成し
ます。この電圧は、1 kHzという一定のサンプリングレートで記録されます。電圧は、歯の隙間で約0～3V、
歯の先端で約18～22Vです。歯ホイールには、1つ当たり歯が8つあります。
_Pulses = stri( Voltage, 15, 5 )
Revs = OtrEncoderPulsesToRpm( _Pulses, 2, 0, 8, 0, 1 )
; _STyp = 2 ; sampled rectangle signal
; _ETyp = 0
; _EPulse = 8 ; number of teeth
; _MinRevs = 0
; _Red = 1
; Revs = OtrEncoderPulsesToRpm( _Pulses, _STyp, _ETyp, _Pulse, _MinRevs, _Red )
Since the voltage isn't in an appropriate format, it is altered to produce a proper 0-1sequence.

例2
The device records the signal "Tacho1" of an encoder with 128 pulses using the Time-of-pulse
mode.The sampling time is 0.1ms.
Revs = OtrEncoderPulsesToRpm( Tacho1, 1, 0, 128, 0, 1 )
; _STyp = 1 ; Time-of-pulse
; _ETyp = 0
; _EPulse = 128 ; Pulses per revolution
; _MinRevs = 0
; _Red = 1
; Revs = OtrEncoderPulsesToRpm( Tacho1, _STyp, _ETyp, _EPulse, _MinRevs, _Red )
The RPM-value may reach up to 4680 revs/min [ = 60 / ( 128 * 0.0001 ) ].
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OtrFrequLine
周波数ラインが特定されます。本関数を使用すると、期間が固定の正弦波形振動信号の振幅と位相がわか
ります。

a = OtrFrequLine( VibrationSignal, PeriodLength, PeriodAmount, Option )
a: 結果-振幅または位相の時刻歴
VibrationSignal: 正弦波形の振動信号
PeriodLength: 期間あたりのサンプル数、>= 2.0
PeriodAmount: 平均の算出対象となる期間の数

Option: 計算の対象を指定します。
0: 振幅(有効値)
1: 位相(°)

本関数は、長さPeriodLength * PeriodAmountの各期間の振動の振幅または位相の値を特定します。つま
り、そのような期間における振動の数がPeriodAmountで得られます。振動の期間は、固定かつ一定でなけれ
ばなりません。PeriodLengthは、サンプルの数を表す整数値でなくてもかまいません。ただし、積
PeriodLength*PeriodAmountは、サンプルの数を表す整数値(長さ)でなければなりません
(PeriodLength*PeriodAmountをサンプリング期間で割って得られる)。
本関数では、ハニング窓を使用して、離散フーリエスペクトル(DFT)のラインを1つ見つけます。
他の周波数における重要なコンポーネントが信号に含まれる場合は、それらの他周波数の歪み効果を減らす
ため、期間数に大きな値を設定する必要があります。少数の期間しか使用しない場合は、バンドパスフィルタを
前に接続する方がよいこともあります。
PeriodLength >= 2.0、PeriodAmount >= 1。これら2つのパラメータの積は、2e9を超えることができません。位相
は、-180～+180°の範囲で特定されます。位相の値は、コサイン振動の場合は0°、サイン振動の場合は-90°で
す。

例
振動信号は、回転角(vib_revs)に従ってサンプリングされます。そのため、最大8次までの振動コンポーネ
ントが全て存在します。そのため、信号には1回転当たり16個のポイントが含まれます。1次の位相が特定
されます。位相の値は、5回転当たり1つが望ましいです。
Phase = OtrFrequLine( vib_revs, 16, 5, 1 )
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[OtrFrequLine2]
周波数ラインが特定されます。固定期間の振動が含まれる信号が、正弦波形によって近似計算されます。こ
の近似計算の振幅と位相が特定されます。

OtrFrequLine2( Magnitude, Phase, OscillationSignal, PeriodLength, PeriodCount )
Magnitude: 計算の結果(RMS値)
Phase: 計算の結果(°)
位相は、-180～+180°の範囲で特定されます。
位相の値は、コサイン振動の場合は0°、サイン振動の場合
は-90°です。

VibrationSignal: 振動付きの入力チャンネル
PeriodLength: 1つの期間内におけるサンプリング値の数、>=
2.0
PeriodCount: この多数の期間における平均化、>= 1。

PeriodLengとPeriodCountの積は、2e9を超えることができません。
長さPeriodLength * PeriodCountの各期間内で、本関数は振動の振幅と位相を特定します。この期間に
は、PeriodCountの振動数が正確に含まれます。
振動の期間は、固定かつ一定でなければなりません。期間長は、サンプルの数を表す整数値でなくてもかまい
ません。ただし、積PeriodLength*PeriodAmountは、サンプルの数を表す整数値(長さ)でなければなりません
(PeriodLength*PeriodAmountをサンプリング期間で割って得られる)。
本関数では、矩形窓を使用して、離散フーリエ変換(DFT)のラインを1つ見つけます。
他周波数の重要なコンポーネントも信号に含まれる場合は、それらの他周波数の歪み効果を減らすため、期
間数に大きな値を選択する必要があります。少数の期間しか使用しない場合は、バンドパスフィルタを上流に
接続する方がよいこともあります。

例
振動信号は、角度(vib_revs)に従ってサンプリングされます。そのため、最大8次までの振動コンポーネント
が全て含まれます。
そのため、信号には1回転当たり16個のポイントが含まれます。1次の振幅と位相が特定されます。
5回転おきに、振幅と位相の値がそれぞれ返されます。
OtrFrequLine2( mag, phase, vib_revs, 16, 5 )

[OtrFrequLine3]
周波数ラインが特定されます。固定期間の振動が含まれる信号が、正弦波形によって近似計算されます。こ
の近似計算の振幅と位相が特定されます。また、これらの結果に基づいて、正弦波形振動も形成されます。

OtrFrequLine3( Magnitude, Phase, Sine, VibrationSignal, PeriodLength, PeriodCount, SampleCount )
Magnitude: 計算の結果(RMS値)
Phase: 計算の結果(°)
位相は、-180～+180°の範囲で特定されます。
位相の値は、コサイン振動の場合は0°、サイン振動の場合
は-90°です。

Sinus: 計算の結果(正弦波形振動)

VibrationSignal: 正弦波形の入力信号
PeriodLength: 1つの期間内におけるサンプリング値の数、>=
2.0
PeriodCount: この多数の期間における平均化、>= 1。
SampleCount: 結果として検出された正弦波形振動の長さ(サ
ンプル数)

PeriodLengとPeriodCountの積は、2e9を超えることができません。
長さPeriodLength * PeriodCountの各期間内で、本関数は振動の振幅と位相の値を特定します。そのような
各期間内では、PeriodCount回の振動が発生します。
振動の期間は、固定かつ一定でなければなりません。期間長は、サンプルの数を表す整数値でなくてもかまい
ません。ただし、積PeriodLength*PeriodAmountは、サンプルの数を表す整数値(長さ)でなければなりません
(PeriodLength*PeriodAmountをサンプリング期間で割って得られる)。
本関数では、矩形窓を使用して、離散フーリエ変換(DFT)のラインを1つ見つけます。
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他周波数の重要なコンポーネントも信号に含まれる場合は、それらの他周波数の歪み効果を減らすため、期
間数に大きな値を選択する必要があります。少数の期間しか使用しない場合は、バンドパスフィルタを上流に
接続する方がよいこともあります。
得られる正弦波形振動は、瞬間的な値の表示にしか使用することができません。たとえば、「最後のN個のサン
プル」によるカーブウィンドウ内で使用します。本チャンネルを解釈して時間を示すことは一般に、不可能です。

例
振動信号は、角度(vib_revs)に従ってサンプリングされます。そのため、最大8次までの振動コンポーネント
が全て含まれます。そのため、信号には1回転当たり16個のポイントが含まれます。1次の振幅と位相が特
定されます。5回転おきに、振幅と位相の値がそれぞれ返されます。
50ポイントの解像度を使用して得られる振動が生成されます。
OtrFrequLine3( mag, phase, sinus vib_revs, 16, 5, 50 )

OtrOrderSpectrum
一連のRPMに渡るオーダスペクトル: オーダスペクトルは、RPMに基づく振動およびパルス信号の時刻歴から特定
されます。

OrderSpectrum = OtrOrderSpectrum( Vibration, RPM, RPM_Min, RPM_Max, RPM_Bin_Width,
Resolution, OrderMax, AveragingType )

OrderSpectrum: 一連のRPMに基づくオーダスペクトル
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。U/minにスケーリング
RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_Bin_Width: RPMクラスの幅(期間)

Resolution: オーダスペクトルの分解能
[1, 1/2, 1/3, 1/4, ...]
OrderMax: オーダスペクトルの最高オーダ(ライン)。
AveragingType: 1つのRPMクラス内の全スペクトルの処理

0: 算術平均
1: 最大値
2: 最小値

RPM_Min、RPM_Max、およびRPM_Bin_Widthは、回転数/分の単位でスケーリングされます。サンプリングの
場合は、RPMの絶対値が使用されますが、RPMクラスへの割り当てでは元のRPM値が使用されます。
[分解能]: オーダスペクトルのライン間の距離が0.1オーダの場合は0.1。分解能は、1.0を整数で割った値、つまり
1、1/2、1/3、1/4、...でなければなりません。分解能の逆数が、オーダスペクトルの特定に使用される回転数に
なります。たとえば、分解能が0.1の場合、各スペクトルは10回転から特定されます。
スペクトルラインは、rms値で表現します。FFTは若干多数(2のべき乗)のデータから内部的に計算されるので、ス
ペクトルラインがいくつか切り捨てられます。スペクトル内の先頭ラインは常に、ゼロとして設定されます。FFTに
は、矩形窓が使用されます。
平均化は、振幅スペクトルに作用します。スペクトル内でのRPMの平均値により、RPMクラスが決まります。
追跡用のButterworthローパスフィルタは、アンチエイリアシングに使用されます。そのため、フィルタリング対象の
信号は、回転角の期間でサンプリングされます。その後、FFTが計算されます。このプロシージャの結果、サンプリ
ング時は、比較的高い中間オーダラインが、最終的に返されるスペクトル内に存在するよりも多く現れることがあ
ります。3dBオーダのアンチエイリアシングフィルタは、スペクトルの末尾にあります。FFTは、16～8192個のいずれか
のポイントで構成される可能性があります。矩形ウィンドウが使用されます。
次の場合、本関数は正しく機能します。

OrderMax < 16 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
...
OrderMax < 32 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング周波数です。
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最悪の場合の見積もりには、値16を使用します。ただし、現在値に応じて、値は32まで大きくすることができま
す。係数2によって妥当な値が得られるのは、使用するFFTで値の2のべき乗に内部的に切り上げられるためで
す。分解能を変更すれば、可能な最大オーダが得られることもあります。
RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。RPMは、容量の1%を大きく下回ってはいけません。RPMは、積
分(総和)により回転角をうまく近似できるように使用する必要があります。そのため、RPM値は妥当な範囲で正
確でなければなりません。
特定のRPMクラス内でスペクトルを計算しない場合、そのスペクトルはゼロで満たします。測定時、結果はヒスト
グラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻度でPCに伝送されます。
結果はセグメント分割された波形です。各セグメントがオーダスペクトルです。

例
振動vibおよびRPM rpmの時刻歴から、RPMに基づいてオーダスペクトルが特定されます。RPMの時間トレ
ースは、0.2msのレートでサンプリングされます。
_Min = 1000.0 ; minimum of RPM range
_Max = 6000.0 ; maximum of RPM range
_Delta = 100.0 ; bin spacing of RPM classes
_Res = 0.1 ; spectrum resolution, i.e. 1/10 order visible, calculated
; from 10 revolutions
_OMax = 6.0 ; up to this order, lines in the spectrum are to be displayed.
_MeanType = 0 ; 0 (arithmet. mean)
OSpectrum = OtrOrderSpectrum( vib, rpm, _Min, _Max, _Delta, _Res, _OMax, _MeanType)
; _OMax = 6.0 < 16 / ( 0.0002 * 6000 ) = 13.3

OtrOrderSpectrumP
一連のRPMに渡るオーダスペクトル: オーダスペクトルは、RPMに基づく振動およびパルス信号の時刻歴から特定
されます。

a = OtrOrderSpectrumP( Vibration, PulseSignal, SignalType, EncoderType, EncoderPulse, RPM_Min,
RPM_Max, RPM_Bin_Width, Resolution, OrderMax, AveragingType )

a: 結果-一連のRPMに基づくオーダスペクトル
Vibration: 振動信号の時刻歴
PulseSignal: パルス信号の時刻歴
SignalType: パルス信号のタイプ

0: イベントの数
1: パルスの時間
2: サンプリングされた矩形
3: サイン信号

EncoderType: エンコーダのタイプ、歯欠けの数は?
0: デフォルト
1: 1本
2: 2本

EncoderPulse: 1回転当たりのパルス数、>= 1

RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_Bin_Width: RPMクラスの幅(期間)
Resolution: オーダスペクトルの分解能
[1, 1/2, 1/3, 1/4, ...]
OrderMax: オーダスペクトルの最高オーダ(ライン)。
AveragingType: 1つのRPMクラス内の全スペクトルの処理

0: 算術平均
1: 最大値
2: 最小値

RPM値は、各パルスの角度を集約することにより、パルス信号から派生されます。振動信号は、回転角に基づ
いてサンプリングされます。その後、スペクトルが特定されます。それは、複雑ですが、正確なアルゴリズムです。
RPM_Min、RPM_Max、およびRPM_Bin_Widthは、回転数/分の単位でスケーリングされます。サンプリングの
場合は、RPMの絶対値が使用されますが、RPMクラスへの割り当てでは元のRPM値が使用されます。
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[分解能]: オーダスペクトルのライン間の距離が0.1オーダの場合は0.1。分解能は、1.0を整数で割った値、つまり
1、1/2、1/3、1/4、...でなければなりません。
分解能の逆数が、オーダスペクトルの特定に使用される回転数になります。たとえば、分解能が0.1の場合、各
スペクトルは10回転から特定されます。
スペクトルラインは、rms値で表現します。FFTは若干多数(2のべき乗)のデータから内部的に計算されるので、ス
ペクトルラインがいくつか切り捨てられます。スペクトル内の先頭ラインは常に、ゼロとして設定されます。FFTに
は、矩形窓が使用されます。
平均化は、振幅スペクトルに作用します。スペクトル内でのRPMの平均値により、RPMクラスが決まります。
追跡用のButterworthローパスフィルタは、アンチエイリアシングに使用されます。そのため、フィルタリング対象の
信号は、回転角の期間でサンプリングされます。その後、FFTが計算されます。このプロシージャの結果、サンプリ
ング時は、比較的高い中間オーダラインが、最終的に返されるスペクトル内に存在するよりも多く現れることがあ
ります。3dBオーダのアンチエイリアシングフィルタは、スペクトルの末尾にあります。FFTは、16～8192個のいずれか
のポイントで構成される可能性があります。矩形ウィンドウが使用されます。
次の場合、本関数は正しく機能します。

OrderMax < 16 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
...
OrderMax < 32 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング周波数です。

最悪の場合の見積もりには、値16を使用します。ただし、現在値に応じて、値は32まで大きくすることができま
す。係数2によって妥当な値が得られるのは、使用するFFTで値の2のべき乗に内部的に切り上げられるためで
す。分解能を変更すれば、可能な最大オーダが得られることもあります。

信号タイプに関する注意
0 イベントの数。パルス信号には、サンプリング期間内でカウントされるパルスの数が反映されます。本信号は、デバイスのインクリ
メンタルエンコーダ入力が「イベントカウント」に設定されている場合に受信します。本信号は、一連の整数から構成されます。
各数値は、現在のサンプリング期間内でカウントされたパルスの数を表します。信号が{ 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1 }という一連の値か
ら構成される場合は、パルスが5個検出されることになります。この信号タイプには、サンプリング期間内のいつパルスがカウント
されたのかが反映されないので、不正確な点があります。

1 パルスの時間。本信号は、デバイスのインクリメンタルエンコーダ入力が「パルスの時間」に設定されている場合に受信します。
本モードでは、サンプリング期間のフレーム内におけるエンコーダパルスの正確な時点が特定されます。これには、パルスの非常
に正確なキャプチャが含まれます。角度に関するそのように正確なサンプリングが可能なのは、この信号タイプだけです。本モー
ドでは、サンプリング期間1つ当たりのエンコーダパルスが2つ以上とならないよう、RPMの測定値が十分に小さいことも重要で
す。そのため、サンプリング期間を十分小さい値に調整しなければならない場合もあります。その場合は、RPM_Maxもそれに
応じて、小さな値に設定しなければなりません。

Maximum possible RPM [revs/min] = 60 / ( encoder pulses * sampling time [s] )
2 サンプリングされた矩形。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダのデジタル出力の時刻歴をサンプリングします。
ゼロからゼロ以外の値に遷移するたびに、エンコーダは1インクリメント回転したとみなされます。信号が{ 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
1, 0 }という一連の値から構成される場合は、パルスが2個検出されることになります。アナログ電圧をサンプリングする場合に、
ハードウェアコンパレータがないと、アナログ電圧データをデジタルデータシーケンスに変換する必要があります。信号のノイズが
多い場合は、あらかじめ平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。この信号タイプには、サンプ
リング期間内のいつエッジが発生したのかが反映されないので、不正確な点があります。

3 サイン信号。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダの(正弦波形)アナログ出力の時刻歴をサンプリングします。
正弦波形またはプラスの傾きでゼロと交差するその他の信号を処理することができます。信号のノイズが多い場合は、あらかじ
め平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。プラスの傾きにおけるゼロとの交差は、エンコーダ
からのパルスと解釈されます。信号が{ -3.0, -1.0, +1.5, +2.8, +1.3, +0.1, -0.6 }という一連の値から構成される場合は、-
1.0から+1.5への遷移時にパルスが検出されます。
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EncoderTypeに関する注意
ミッシングパルスを持つエンコーダの特殊機能:
エンコーダパルスの数は常に、歯欠けを含めて指定します。たとえば、10°回転するたびにパルスを1つ発す
るエンコーダの場合、歯は36個であり、指定するエンコーダパルスの数も36になります。ただし、このエンコー
ダの場合は、パルスが1つ紛失するので、パルスが35個しか生成されません。また、エンコーダは通常、6°ごと
にパルスを1つ生成します。この場合は、60個の歯を指定しますが、2個が紛失するので、実際には58個し
か存在しないことになります。ギャップ後の最初の歯は、ゼロパルスとして解釈されます。ここがサンプリングの
スタートとしてマーキングされます。ミッシングパルスを持つエンコーダは、信号タイプ「パルスの時間」でしか使
用することができません。歯欠けの認識は、ギャップ回りのリージョンにおけるRPM値が比較的安定している
場合にのみ可能です。特にRPM値がきわめて小さい場合は、これを保証することができません。その場
合、ギャップを明確に認識することができないので、RPMの最小値をゼロ以外の値に設定する必要があり
ます。RPM値が比較的大きい場合、ギャップは通常、機械的慣性により明確に認識されます。本関数で
は、パルスシーケンス内で何らかのエラー(または不正に解釈されたと推定されるパルスシーケンス)が発生し
た場合、その後で再同期を実行しようとします。ただし、サンプリングされた値が不正である場合もありま
す。
RPM値の変更は、ゆっくりと行う必要があります。最大値の1%を大きく下回ってはいけません。RPMの最小
値は0.0より大きくなければなりません。
特定のRPMクラス内でスペクトルを計算しない場合、そのスペクトルはゼロで満たします。測定時、結果は
ヒストグラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの低い頻度でPCに伝送
されます。結果はセグメント分割されたデータセットです。各セグメントがオーダスペクトルです。

例
RPMに基づくオーダスペクトルは、振動信号vibおよびパルス信号Inc01から特定されます。時間信号は、
0.2msのレートでサンプリングされます。Inc01は、インクリメンタルエンコーダ入力の「パルスの時間」モードで
記録されます。エンコーダの場合、マーキングは1回転当たり8個あります。
OSpectrum = OtrOrderSpectrumP( vib, Inc01, 1, 0, 8, 1000, 6000, 100, 0.1, 6.0, 0 )
; _SType = 1 ; time-of-pulse
; _EType = 0
; _EPulse = 8 ; number of markings
; _Min = 1000.0 ; minimum in RPM range
; _Max = 6000.0 ; maximum in RPM range
; _Delta = 100.0 ; bin-width of RPM classes
; _Res = 0.1 ; resolution of spectrum, meaning 1/10 order is visible,
; computed over 10 revolutions
; _OMax = 6.0 ; lines in the spectrum up to this order are to be displayed
; _Mean = 0 ; 0 (arithmet. mean)
; OSpec = OtrOrderSpectrumP( vib, Inc01, _SType, _EType, _EPulse, _Min, _Max,
; _Delta, _Res, _OMax, _Mean )
; _OMax = 6.0 < 16 / ( 0.0002 * 6000 ) = 13.3
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OtrPulseDuration
パルス時間の測定: インクリメンタルエンコーダのパルス期間の測定

Result = OtrPulseDuration( InputSignal, DxResult )
Result: パルス期間
InputSignal: インクリメンタルエンコーダからの信号
DxResult: 結果チャンネルのDelta-X、> 0

入力信号の2つのパルス間で経過する時間が、サンプル時間の1/32000の精度で特定されます。入力信号は、
パルス時間モードで動作するインクリメンタルエンコーダから得られます。
入力信号に1つのパルスが存在する場合にのみ出力が発生します。つまり、結果は他のチャンネルと結合されま
せん。
複数のパルスが1つのサンプル期間に入ると、0が返されます。

例
; 1 increment per pulse
pulse_dur = OtrPulseDuration( Ink_Geber_01, 1 )

; 10 increments per revolution
pulse_dur = OtrPulseDuration( Ink_Geber_01, 0.1 )

; 10 increments per 360 degrees angle
pulse_dur = OtrPulseDuration( Ink_Geber_01, 36 )

OtrResample

OtrResampleAngle
周期的信号のリサンプリング

Result = OtrResampleAngle(Vibration, Angle, MaxAngle, AmtPoints, Unit, IsSegmented)
Result: 結果チャンネル
Vibration: 測定信号
Angle: 角度信号
MaxAngle: 最大角度
AmtPoints: ポイントの数

Unit: 結果の単位
IsSegmented: 結果のデータがセグメント分割されているか否か

0: いいえ
1: はい

時間領域データが含まれる2つのチャンネルが同時に着信します。一方は定期的な測定データを返す実際の
測定信号を持ち、他方は絶対角モードで動作するインクリメンタルセンサから派生する関連の角度データを持
ちます。
リサンプリングにより、角度の関数として測定データを表すチャンネルが生成されます。この場合、角度ベースのデ
ータは、時間データからの補間によって生じます。
最大角度の振幅は、結果のスケーリングに役立ち、回転が360°、720°、または2*piのいずれとして解釈されるの
かを示します。
リサンプリングによって生成される角度軸上の測定ポイントの数は、ポイントの数により特定します。リサンプリン
グによってデータボリュームが増えるほど、この値を大きくしてはいけません。
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例1
-0.1°単位で修正されるインクリメンタルエンコーダの信号は、Channel_01の定期的な測定信号とともに関
数OtrResampleAngleに渡されます。リサンプリングの結果は、測定信号を0°～360°の範囲の角度にマッ
プするセグメント分割された記録になります。1回転当たりのポイント量は360です。つまり、角度分解能は
1°になります。
; angle offset for zero-correction
angle = OtrAngleAdd(inc_encoder_01, -0.1)
; resampling
res = OtrResampleAngle(Channel_01, angle, 360.0, 360, "°", 1)

例2
以下の例では、回転数に関する結果が表示されます。つまり、完全に1回転すると、値1が取得され、単
位は「Rev」に設定されます。結果は、1回転当たり100ポイントで分解されます。結果の記録はセグメント
分割されないため、測定とともに回転数がカウントされます。
res = OtrResampleAngle(Channel_01, inc_encoder_01, 1, 100, "Rev", 0)

OtrResampleFromRpm
角度のサンプリング: 振動信号は、回転角に基づいています。RPM信号を指定する必要があります。

AngleSignal = OtrResampleFromRpm( Vibration, RPM, OrderMax, RPM_Max )
AngleSignal: 結果(振動信号が回転角の上にプロットされま
す)。
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。単位は回転数/分です。

OrderMax: 結果に含まれる最大オーダ(ライン)
RPM_Max: 望ましい最大RPM値(回転数/分)

角度に対する信号トレースの結果は、x座標に合わせてスケーリングされ、実行された回転の数が反映されま
す。x座標は、0で始まり、半回転後は値0.5、1回転後は値1.0、2回転後は値2.0、...というようになります。結
果のデータレートは、0.5 / ( OrderRef * Oversampling)となります。RPMの絶対値が使用されます。
本関数では、アンチエイリアシングフィルタリングが実行されません。OtrTrackingLowPassは、事前に呼び出す必
要があります。中間値は、リニア補間によって求められます。
次の場合、本関数は正しく機能します。

OrderMax =< 30 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング期間です。
RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。RPMは、最大値の1%を大きく下回ってはいけません。

測定時にRPMの一時的な値がRPM_Maxを上回ると、回転全体が拒否されます。回転角は、積分(総和)に
より、RPM値から求められます。そのため、精度の高いRPM値が利用可能でなければなりません。
信号プロセッサでは、32ビットの実数が、相対精度1e-7で処理されます。測定が長期間に渡る場合は、変数
の位相シフトが発生しやすくなります。
RPM値が不正確であったり、回転角に統合できなかったりすると、同じ影響が顕著になります。
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例
振動信号vibは、0.5msごとにサンプリングされます。RPM値rpmは、3000回転数/分まで上げることができ
ます。振動は、角度の上にプロットされます。最大15次のオーダの信号コンポーネントが含まれます。
tlp = OtrTrackingLowPass( vib, rpm, 8.0, 4 )
res = OtrResampleFromRpm( tlp, rpm, 15.0, 3000.0 )

次のようになります。OrderMax = 15.0 =< 30 / ( 0.0005 * 3000 ) = 20.0
結果の分解能は、0.5 / OrderMax = 0.0333回転になります。サンプル数は、1回転当たり30です。
アンチエイリアシングフィルタは、8次のオーダでは3dB、14.4次のオーダでは20dBだけ弱めるよう構成されま
す。6.1次のオーダでは、振幅誤差は既に5%未満です。

OtrRpmComplexOrder
複雑なオーダライン: RPMに基づいて、オーダラインの振幅と位相を特定します。RPMの望ましい範囲は、等幅
の一連のクラスに分割されます。

OtrRpmComplexOrder( Magnitude, Phase, Vibration, Pulse_Signal, Signal_Type, EncoderType,
EncoderPulse, RPM_Min, RPM_Max, RPM_Bin_Width, OrderMed, WidthPercent, FilterOrder,
Interpolation, DelayTime )

Magnitude: 結果、RPMに基づく振幅
Phase: 結果、RPMに基づく位相
Vibration: 振動信号の時刻歴
Pulse_Signal: パルス信号の時刻歴
Signal_Type: パルス信号のタイプ

0: イベントの数
1: パルスの時間
2: サンプリングされた矩形
3: サイン信号

EncoderType: エンコーダのタイプ、歯欠けの数は?
0: デフォルト
1: 1本
2: 2本

EncoderPulse: 1回転当たりのパルス数、>= 1

RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_Bin_Width: RPMクラスの幅(期間)
OrderMed: フィルタで除去すべきオーダ(ライン)
WidthPercent: バンドパスフィルタの幅(10～100%)
FilterOrder: バンドパスフィルタのフィルタオーダ
Interpolation: 結果を補間するか否かを指定します

0: 補間なし
1: 定数補間(基準値が中心)
2: リニア補間

DelayTime: 遅延時間(秒)

本関数では、指定したオーダラインの期間全体がわかります。期間ごとに、振幅、位相、およびRPM平均値が
特定されます。これらの値のペアが、結果として満たされます。特定のRPM値に対応する値が既に満たされてい
る場合は、平均がとられます。本関数では、回転角の上にプロットされた信号(固定周波数のバンドパスフィル
タが適用される)を処理します。
振幅の二乗平均平方根値が得られます。位相は、-180～+180°の範囲で特定されます。位相の値は、コサイ
ン振動の場合は0°、サイン振動の場合は-90°です。パラメータMagnitudeまたはPhaseの値として「0」を指定す
ると、各量が特定されません。
RPMの範囲はRPM_Minから始まり、分解能は常に、RPM_Bin_Widthです。RPM_Maxの値は、結果値の数
の特定だけに使用されます。RPM_Min、RPM_Max、およびRPM_Bin_Widthは全て、回転数/分の単位でス
ケーリングする必要があります。
(幅がRPM_Bin_Widthの)RPMクラスごとに、振動信号内に十分な期間が存在する必要があります。値が1つも
存在しない場合、そのようなRPMクラスの結果はゼロになります。パラメータInterpolationの選択値がゼロでない
と、満たされないRPMクラスが、隣接する値間の補間により満たされます。補間を選択すると、満たされない外
部bin(マージン部におけるクラス)でさえ、拡張により満たされます。
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パラメータWidthPercentの値域は、[10 ... 100.0]です。たとえば、幅が30%の場合、バンドパスの低遮断周波
数に対する高遮断周波数の比率は1.30です。
パラメータOrderMedは、バンドパスの中間周波数が位置するオーダ(ライン)です。フィルタの中間周波数の内部
設定値は、次の通りです。

Mediumfrequency = OrderMed * ( Current_RPM/ 60 )
高遮断周波数は、フィルタ幅の中間周波数および結果を上回っています。
次の場合、本関数は正しく機能します。

OrderMax << 10 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング周波数です。
OrderMax = OrderMed * sqrt ( 1 + WidthPercent / 100 )
<<は、指定するオーダを大幅に小さくするという意味です。
RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。RPMは、容量の1%を大きく下回ってはいけません。

バンドパスは、遷移が弱まるのに時間が少しかかる点に注意してください。フィルタが狭くなると、時間が大幅に
長くなります。幅が10%のバンドパスは、この意味で、既に非常に狭いと言えます。幅25%は1/3オクターブフィル
タ、幅100%は1オクターブフィルタに対応します。
測定時、結果はヒストグラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻
度でPCに伝送されます。設定した補間プロシージャは全て、測定の完了時にしか実施されません。
信号タイプに関する注意

0 イベントの数。パルス信号には、サンプリング期間内でカウントされるパルスの数が反映されます。本信号は、デバイスのインクリ
メンタルエンコーダ入力が「イベントカウント」に設定されている場合に受信します。本信号は、一連の整数から構成されます。
各数値は、現在のサンプリング期間内でカウントされたパルスの数を表します。信号が{ 0, 0, 1, 0, 1, 2, 1 }という一連の値か
ら構成される場合は、パルスが5個検出されることになります。この信号タイプには、サンプリング期間内のいつパルスがカウント
されたのかが反映されないので、不正確な点があります。

1 パルスの時間。本信号は、デバイスのインクリメンタルエンコーダ入力が「パルスの時間」に設定されている場合に受信します。
本モードでは、サンプリング期間のフレーム内におけるエンコーダパルスの正確な時点が特定されます。これには、パルスの非常
に正確なキャプチャが含まれます。角度に関するそのように正確なサンプリングが可能なのは、この信号タイプだけです。本モー
ドでは、サンプリング期間1つ当たりのエンコーダパルスが2つ以上とならないよう、RPMの測定値が十分に小さいことも重要で
す。そのため、サンプリング期間を十分小さい値に調整しなければならない場合もあります。その場合は、RPM_Maxもそれに
応じて、小さな値に設定しなければなりません。

Maximum possible RPM [revs/min] = 60 / ( encoder pulses * sampling time [s] )
2 サンプリングされた矩形。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダのデジタル出力の時刻歴をサンプリングします。
ゼロからゼロ以外の値に遷移するたびに、エンコーダは1インクリメント回転したとみなされます。信号が{ 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1,
1, 0 }という一連の値から構成される場合は、パルスが2個検出されることになります。アナログ電圧をサンプリングする場合に、
ハードウェアコンパレータがないと、アナログ電圧データをデジタルデータシーケンスに変換する必要があります。信号のノイズが
多い場合は、あらかじめ平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。この信号タイプには、サンプ
リング期間内のいつエッジが発生したのかが反映されないので、不正確な点があります。

3 サイン信号。デバイスのデジタル入力の1つを使用して、エンコーダの(正弦波形)アナログ出力の時刻歴をサンプリングします。
正弦波形またはプラスの傾きでゼロと交差するその他の信号を処理することができます。信号のノイズが多い場合は、あらかじ
め平滑化した後、シュミットトリガを実行しなければならない場合もあります。プラスの傾きにおけるゼロとの交差は、エンコーダ
からのパルスと解釈されます。信号が{ -3.0, -1.0, +1.5, +2.8, +1.3, +0.1, -0.6 }という一連の値から構成される場合は、-
1.0から+1.5への遷移時にパルスが検出されます。
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EncoderTypeに関する注意
ミッシングパルスを持つエンコーダの特殊機能:
エンコーダパルスの数は常に、歯欠けを含めて指定します。たとえば、10°回転するたびにパルスを1つ発す
るエンコーダの場合、歯は36個であり、指定するエンコーダパルスの数も36になります。ただし、このエンコー
ダの場合は、パルスが1つ紛失するので、パルスが35個しか生成されません。また、エンコーダは通常、6°ごと
にパルスを1つ生成します。この場合は、60個の歯を指定しますが、2個が紛失するので、実際には58個し
か存在しないことになります。ギャップ後の最初の歯は、ゼロパルスとして解釈されます。ここがサンプリングの
スタートとしてマーキングされます。ミッシングパルスを持つエンコーダは、信号タイプ「パルスの時間」でしか使
用することができません。歯欠けの認識は、ギャップ回りのリージョンにおけるRPM値が比較的安定している
場合にのみ可能です。特にRPM値がきわめて小さい場合は、これを保証することができません。その場
合、ギャップを明確に認識することができないので、RPMの最小値をゼロ以外の値に設定する必要があり
ます。RPM値が比較的大きい場合、ギャップは通常、機械的慣性により明確に認識されます。本関数で
は、パルスシーケンス内で何らかのエラー(または不正に解釈されたと推定されるパルスシーケンス)が発生し
た場合、その後で再同期を実行しようとします。ただし、サンプリングされた値が不正である場合もありま
す。

DelayTimeに関する注意
DelayTime = 0.0、Default >= 0.0
Delay (遅延)とは、フィルタやアンプなどのアナログ回路が原因で、振動信号がRPM信号より遅れることで
す。時間信号が絶えず遅れると、RPMに依存した遅延が角度信号で発生します。これは、補正すること
ができます。遅延時間が一定であるとします。正確にそうなっているわけではありませんが、これは近似とし
て適しています。この時間差は、デバイスの特性ではなく、むしろ連続測定の特性であり、管理測定によっ
て経験的に特定する必要があります。

例
1.5次オーダラインの振幅と位相(RPMの上にプロット)は、このオーダラインの時刻歴から特定されます。
前提: 振動信号vib(レート0.0005msでサンプリング)、パルス信号Inc01。デバイスのインクリメンタルエンコー
ダ入力は、「パルスの時間」モードに設定。エンコーダは、その周囲に沿ってマーキングが8個あります。
OLine = OtrRpmOrder( vib, Inc01, 1, 0, 8, 1000, 6000, 100, 1.5, 30, 6, 0, 0 )
; _STyp = 1 ; Time-of-pulse
; _ETyp = 0
; _EPulse = 8 ; number of markings
; _Min = 1000.0 ; minimum of RPM-range
; _Max = 6000.0 ; maximum of RPM-range
; _Delta = 100.0 ; width of individual RPM-classes
; _om = 1.5 ; the 1.5th order is selected
; _width = 30 ; 30% of total width
; _fo = 6 ; a 6th-order bandpass filter is used
; _Ipl = 0 ; 0 default (no interpolation)
; _Delay = 0 ; no delay

; OLine = OtrRpmOrder( vib, Inc01, _STyp, _ETyp, _EPulse, _Min, _Max, _Delta, _om,
_width, _fo, _Ipl, _Delay )

Calculation of maximum order: OrderMax = 1.5 * sqrt( 1 + 30 / 100 ) = 1.7
and thus: OrderMax = 1.7 << 10 / ( 0.0005 * 6000 ) = 3.33
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OtrRpmOrder
OrderLine: RPMに関連するオーダラインの有効(r.m.s.)値がわかります。RPMの望ましい範囲は、等幅の一連
のクラスに分割されます。

RpmOrderLine = OtrRpmOrder( Vibration, RPM, RPM_Min, RPM_Max, RPM_ClassWidth, OrderMiddle,
WidthPercent, FilterOrder, Interpolation )
RpmOrderLine: RPMに関連付けた表現
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。単位は回転数/分です。
RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_ClassWidth: RPMクラスのビン間隔(クラス幅)
OrderMiddle: 分離すべきオーダ(ライン)

WidthPercent: バンドパスフィルタのバンド幅(10～100%)
FilterOrder: バンドパスフィルタのフィルタオーダ
Interpolation: 結果を補間するか否かを指定します

0: 補間なし
1: 定数補間(補助値が中心)
2: リニア補間

RPMの範囲は常にRPM_Minから始まり、分解能は常にRPM_ClassWidthです。パラメータRPM_Maxは、結果
内の値の数を指定するためだけに使用します。RPM_Min、RPM_Max、およびRPM_ClassWidthも、RPMの単
位でスケーリングする必要があります。
(ビン間隔がRPMClassWidthの)RPMクラスごとに、振動信号内に十分な数の測定値が存在する必要がありま
す。値が1つも存在しない場合、RPMクラスの結果はゼロになります。Interpolationパラメータでゼロ以外の値を
選択した場合にだけ、満たされないRPMクラスは隣接値の補間によって満たされます。補間の形式を選択する
と、一定のレベルでカーブを拡張することにより、マージン部にある満たされないクラスでさえ満たされます。
パラメータWidthPercentの値域は、[10 ... 100.0]です。たとえば、幅が30%の場合、バンドパスの低遮断周波
数に対する高遮断周波数の比率は1.30です。
パラメータOrderMiddleは、バンドパスの中間周波数が位置するオーダ(ライン)です。フィルタの中間周波数の
内部選択値は、次の通りです。

MediumFrequency = OrderMiddle * ( Momentary_RPM / 60 )
高遮断周波数は、フィルタバンド幅の中間周波数を上回っており、フィルタバンド幅から派生されます。
次の場合、本関数は正しく機能します。

OrderMax << 10 / ( SampleTime_Vibration * RPM_Max )
SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング期間です。
OrderMax = OrderCenter * sqrt ( 1 + WidthPercent / 100 )
<<は、指定するオーダが大幅に小さいことを示します。
RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。RPMは、容量の1%を大きく下回ってはいけません。

バンドパスは、遷移が弱まるのに時間が少しかかる点に注意してください。フィルタバンドパスのバンド幅が狭くな
ると、時間が著しく長くなります。このコンテキストでは、1%というバンドパスバンド幅は非常に狭いと言えます。幅
25%は1/3オクターブフィルタ、幅100%は1オクターブフィルタに対応します。
測定時、結果はヒストグラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻
度でPCに伝送されます。指定した補間は全て、測定の完了後にしか実施されません。
本関数で処理する信号は回転角の周期でサンプリングされ、該当信号には固定周波数のバンドパスフィルタ
が適用されます。また、該当信号からは、その後、RPMクラスごとにr-m-s値が派生されます。
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例
RPMに関連する1.5次オーダラインの有効(r.m.s.)値。入力データは、サンプリング期間が0.0005ms、RPM
信号がrpmの振動信号vibです。
_RPM_Min = 1000.0 ; RPM-range minimum
_RPM_Max = 6000.0 ; RPM-range maximum
_RPM_Delta = 100.0 ; width of individual RPM-classes
_om = 1.5 ; the 1.5th order is selected
_width = 30 ; 30% of total width
_fo = 6 ; a 6th order bandpass filter is used
_Interpolation = 0 ; 0 default no interpolation)
OLine = OtrRpmOrder( vib, rpm, _RPM_Min, _RPM_Max, _RPM_Delta, _om, _width, _fo,
_Interpolation )

Calculation of maximum order: OrderMax = 1.5 * sqrt( 1 + 30 / 100 ) = 1.7
and thus: OrderMax = 1.7 << 10 / ( 0.0005 * 6000 ) = 3.33

OtrRpmPresentation
RPMベースの信号表現: 振動信号およびRPMの時刻歴が評価され、RPMを基準とする振動動作が特定され
ます。RPMの望ましい範囲は、等幅の一連のクラスに分割されます。

RPMRepresentation = OtrRpmPresentation( Vibration, RPM, RPM_Min, RPM_Max, RPM_ClassWidth,
Calculation, Interpolation )
RPMRepresentation: 一時的なRPM値に基づいて記録され
る信号
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。単位は回転数/分です。
RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_ClassWidth: RPMクラスのビン間隔(クラス幅)

Calculation: RPMクラスの値が数学的にどのように表現されるか
0: 二乗平均平方根(デフォルト)
1: 算術平均
2: 最小値
3: 最大値

Interpolation: 結果が補間されているか否か
0: 補間なし
1: 定数補間
2: リニア補間

望ましい範囲の外にあるRPM値に対応する振動値は無視されます(外部binが閉じている場合)。
RPMの範囲は常にRPM_Minから始まり、分解能は常にRPM_ClassWidthです。
パラメータRPM_Maxは、結果内の値の数を指定するためだけに使用します。結果は本来のヒストグラムに類似
していて、多くの場合、棒グラフまたは階段グラフの形式で表現するのが適切です。
「Vibration」も「RPM」も、時間領域または回転角の領域にある場合があります。RPMの単位を回転数/分と
する必要はありません。ただし、RPM信号と、パラメータRPM_Min、RPM_Max、およびRPM_ClassWidthは全
て、共通のy単位に合わせてスケーリングする必要があります。
(ビン間隔がRPMClassWidthの)RPMクラスごとに、振動信号内に十分な数の測定値が存在する必要がありま
す。値が1つも存在しない場合、RPMクラスの結果はゼロになります。Interpolationパラメータでゼロ以外の値を
選択した場合にだけ、満たされないRPMクラスは隣接値の補間によって満たされます。
補間の形式を選択すると、一定のレベルでカーブを拡張することにより、マージン部にある満たされないクラスでさ
え満たされます。
測定時、結果はヒストグラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻
度でPCに伝送されます。
指定した補間は全て、測定の完了後にしか実施されません。
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例
振動の時刻歴は、RPMに基づいて振動のrms値の表現を派生させるために使用します。前提: 振動信
号vibとRPM信号rpm。
rms_rpm = OtrRpmPresentation( vib, rpm, 1000, 6000, 100, 0, 0 )

OtrRpmPresentVector
スペクトルのRPM表現: スペクトルおよび対応するRPM信号の時刻歴がわかります。RPMの望ましい範囲は、等
幅の一連のビンに分割されます。

RPMRepresentation = OtrRpmPresentVector( Spectrum_Sequence, RPM, RPM_Min, RPM_Max,
RPM_Bin_Width, Processing )
RPMRepresentation: RPMを基準とするスペクトルの表現
Spectrum_Sequence: スペクトルの時刻歴
RPM: RPM信号の時刻歴
RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値

RPM_Bin_Width: RPMクラスの幅(期間)
Processing: 単一のRPMクラスの値の処理方法

0: 算術平均
1: 最大値
2: 最小値

本関数は、その入力データとして一連のスペクトルをとります。これは、たとえばfft関数によって特定される、スペ
クトルの時刻歴です。本関数には、対応するRPM値のセットも必要です。これはRPMの時刻歴です。そのた
め、RPM値ごとに対応するスペクトルが存在します。スペクトル-RPMの各ペアは、結果行列に書き込まれます。
結果行列には、各RPM範囲のスペクトルが含まれます。
RPM範囲は常にRPM_Minから始まり、分解能はRPM_Bin_Widthです。RPM_Maxを指定すると、結果の値の
数が決まります。
RPM値が指定範囲内にない場合は、該当するスペクトルが無視されます(外部binが閉じている場合)。
(幅がRPM_Bin_Widthの)RPMクラスごとに、十分なスペクトルが存在している必要があります。スペクトルが1つ
も存在しない場合、そのようなRPMクラス内の結果はゼロになります。測定時、結果はヒストグラムのように転送
されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻度でPCに伝送されます。

例
前提: 振動信号チャンネル「Vibration」とRPM信号チャンネル「Revolutions」。いずれも、サンプリング期
間は1msです。スペクトルは、振動に基づいて計算されます。スペクトルは、RPMの関数として表現されま
す。
Spectra = fft( Vibration, 0, 1024 )
_Revs = mean( Revolutions, 1024, 1024 )
Spectrum_N = OtrRpmPresentVector( Spectra, _Revs, 1000, 6000, 100, 0 )
;_Min = 1000 ; Minimum of RPM-range
;_Max = 6000 ; Maximum dof RPM-range
;_Delta = 100 ; bin-width of RPm-classes
;_Calc = 0 ; 0 = Arithmetic mean
; Spectrum_N = OtrRpmPresentVector( Spectra, _Revs, _Min, _Max, _Delta, _Calc )

振動チャンネルの値1024個ごとに、スペクトルが1つ特定されます。つまり、1024ms経過すると、RPMに対
応する値が1つ必要になります。チャンネルRevsは、スペクトル1つ当たりRPM値を1つ返すために、平均化
されます。
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OtrRpmSpectrum
スペクトル: RPMに関連する振動およびRPMの時刻歴から特定されるFFTスペクトル(rms値)。RPMの望ましい範
囲は、等幅の一連のクラスに分割されます。

RPMSpectrum = OtrRpmSpectrum( Vibration, RPM, RPM_Min, RPM_Max, RPM_ClassWidth,
WindowWidth, WindowType, AveragingType )
RPMSpectrum: RPMを基準とするスペクトル
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。単位は回転数/分です。
RPM_Min: 望ましいRPM範囲の下限値
RPM_Max: 望ましいRPM範囲の上限値
RPM_ClassWidth: RPMクラスのビン間隔(クラス幅)
WindowWidth: データポイント(100～8192)の時間ウィンドウ
の幅8192

WindowType: 使用するFFTのWindow関数
0: 矩形
1: ハミング
2: ハニング
3: ブラックマン
4: ブラックマン/ハリス
5: フラットトップ

AveragingType: 各RPMクラスの複数のスペクトル計算の平均
化方法

0: 算術平均
1: 最大値
2: 最小値

RPM_Min、RPM_Max、およびRPM_ClassWidthは、RPMの場合と同様に、回転数/分に従ってスケーリングさ
れます。ウィンドウ幅は、2のべき乗でなくてもかまいません。たとえば、500や1000サンプルのウィンドウ幅からも、
「かなりの」周波数ライン距離が生成されます。スペクトルラインは、rms値で指定します。
平均化は、振幅スペクトルに作用します。スペクトル時の平均RPM値によって、RPMクラスが特定されます。その
ため、RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。
特定のRPMクラス内でスペクトルを計算しない場合、そのスペクトルはゼロで満たします。測定時、結果はヒスト
グラムのように転送されます。つまり、中間的な結果が定期的ではあるものの少ない頻度でPCに伝送されます。
結果はセグメント分割された波形です。各セグメントがスペクトルです。

例
振動vibおよびRPM rpmの時刻歴から、RPMに基づいてスペクトルが特定されます。
_RPM_Min = 1000.0 ; minimum of RPM range
_RPM_Max = 6000.0 ; maximum of RPM range
_RPM_Delta = 100.0 ; bin spacing of RPM classes
_WindowWidth = 1000 ; width of window for the FFT, in number of measurement values
_WindowType = 3 ; 0 Rectangular, 3 Blackman
_AveragingType = 0 ; 0 (arithmet. mean)
FFTSpectrum = OtrRpmSpectrum( vib, rpm, _RPM_Min, _RPM_Max, _RPM_Delta, _WindowWidth,
_WindowType, _AveragingType )

周波数ラインの間隔が2Hz、サンプリング期間が0.5ms、ウィンドウ幅が1000ポイントのスペクトルが計算され
ます。

OtrSynthSin
imcOnlineFRAMEの内部関数
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OtrTrackingLowPass
平滑化: 追跡用ローパスフィルタ。振動信号がローパスフィルタによって処理され、フィルタの遮断周波数はRPM
値に依存します。

Filtered = OtrTrackingLowPass( Vibration, RPM, Order3dB, FilterOrder )
Filtered: ローパスフィルタで処理された信号
Vibration: 振動信号の時刻歴
RPM: RPMの時刻歴。回転数/分が単位

Order3dB: ローパスフィルタによって信号が3dBだけ弱くなる時
点のオーダ
FilterOrder: ローパスフィルタのオーダ

RPMの絶対値が使用されます。フィルタの遮断周波数の内部設定値は、CutoffFrequency = Order3dB *
( Current_RPM / 60 )となります。
フィルタリング効果が得られるように、遮断周波数は常に、振動信号のサンプリングレートの半分を大幅に下
回っている必要があります。
次の場合、本関数は正しく機能します。

Order3dB << 24 / ( SampleTime_Vibration * max ( RPM ) )
ここで、SampleTime_Vibrationは、「振動」信号のサンプリング期間、max ( RPM )は、発生した最大RPM
値です。
<<は、指定するオーダを大幅に小さくするという意味です。
逆に、最大RPM値が大きすぎてはなりません。RPMの変更は、ゆっくりと行う必要があります。RPMは、最大
値の1%を大きく下回ってはいけません。

ローパスフィルタの高遮断周波数は常に、振動信号のサンプリングレートの半分を大幅に下回っている必要が
あります。約(0.4 * サンプリングレート)より上であると、フィルタリングを実行することはできません。

例
振動信号vibは、0.2msごとにサンプリングされます。RPM信号rpmは、最大6000revs/minまで可能です。
10次のオーダを超えるコンポーネントは、抑止されます。
tlp = OtrTrackingLowPass( vib, rpm, 10.0, 6 )

6次オーダのローパスフィルタが使用されます。10次のオーダで3dB弱くなります。次のようになります。
OrderMax = 10.0 << 24 / ( 0.0002 * 6000 ) = 20.0

ローパスフィルタは、10次のオーダで信号が3dB、22次のオーダで40dBだけ弱まるよう構成されます。8.3次よ
り下のオーダでは、振幅誤差は既に5%未満です。
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16.1.2.14  P
Poll
POLL演算子: 取得モードでは、単一値がDIOビットから生成されます。この単一値は、入力モードのDIOビットと
同じように使用できます。

DIOBitInput = POLL DIOBitAcquisition
また、生成された単一値は、トリガがリリースされていないと、計算の演算が適用されることがあります。たとえば、
コントロールコマンドがサポートされている場合、この単一値にセグメントOnTimer内の計算が適用される場合が
あります。

例
LED_01 = LogNot( POLL DIO_Bit01 )
If DIO_Bit01 = 0, the first LED in the device lights up although no triggers were released.

[Power1]
単相電力測定が実行されます。

Power1( InstPower, P, S, Q, PowerFactor, uRMS, iRMS, Time, u, i )
InstPower: 瞬時電力を持つ仮想チャンネルの名前
P - TruePower: 真の電力データを持つ仮想チャンネルの名前
S - AppPower: 皮相電力データを持つ仮想チャンネルの名前
Q - ReacPower: 無効電力データを持つ仮想チャンネルの名前
PowerFactor: 力率データを持つ仮想チャンネルの名前

uRMS: RMS電圧データを持つチャンネル
iRMS: RMS電流データを持つチャンネル
Time: 秒単位の平均時間を持つ変数(単一値)
u: 電圧データを持つチャンネル
i: 電流データを持つチャンネル

チャンネル(上の例の無効電力など)が不要な場合は、そのパラメータにゼロを入力します。

例
Power1( IP, P, S, 0, PF, Urms, Irms, 5, Voltage, Current )

参照
概要については、ドキュメントの「imcOnlineFAMOS」: 「Information and Tips」>「Power
Measurement」 を参照してください。719
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[Power2]
2相電力測定が実行されます。

Power2( InstPower, P, S, Q, PowerFactor, uRMS1, iRMS1, uRMS2, iRMS2, Time, u1, i1, u2, i2 )
InstPower: 瞬時電力を持つ仮想チャンネルの名前
P - TruePower: 真の電力データを持つ仮想チャンネルの名前
S - AppPower: 皮相電力データを持つ仮想チャンネルの名前
Q - ReacPower: 無効電力データを持つ仮想チャンネルの名前
PowerFactor: 力率データを持つ仮想チャンネルの名前
uRMS1: 第1相RMS電圧データを持つチャンネル(u1)
iRMS1: 第1相RMS電流データを持つチャンネル(i1)

uRMS2: 第2相RMS電圧データを持つチャンネル(u2)
iRMS2: 第2相RMS電流データを持つチャンネル(i2)
Time: 秒単位の平均時間を持つ変数(単一値)
u1: 第1相電圧データを持つチャンネル
i1: 第1相電流データを持つチャンネル
u2: 第2相電圧データを持つチャンネル
i2: 第2相電流データを持つチャンネル

チャンネル(上の例の無効電力など)が不要な場合は、そのパラメータにゼロを入力します。

例
Power2( IP, P, S, 0, PF, Urms1, Irms1, Urms2, Irms2, 5, Voltage1, Current1, Voltage2,
Current2 )

参照
概要については、ドキュメントの「imcOnlineFAMOS」: 「アプリケーションノート」>「Power
Measurement」 を参照してください。

[Power3]
3相電力測定が実行されます。

Power3( InstPower, P, S, Q, PowerFactor, uRMS1, iRMS1, uRMS2, iRMS2, uRMS3, iRMS3, Time, u1, i1,
u2, i2, u3, i3 )

InstPower: 瞬時電力を持つ仮想チャンネルの名前
P - TruePower: 真の電力データを持つ仮想チャンネルの名前
S - AppPower: 皮相電力データを持つ仮想チャンネルの名前
Q - ReacPower: 無効電力データを持つ仮想チャンネルの名前
PowerFactor: 力率データを持つ仮想チャンネルの名前
uRMS1: 第1相RMS電圧データを持つチャンネル(u1)
iRMS1: 第1相RMS電流データを持つチャンネル(i1)
uRMS2: 第2相RMS電圧データを持つチャンネル(u2)
iRMS2: 第2相RMS電流データを持つチャンネル(i2)

uRMS3: 第3相RMS電圧データを持つチャンネル(u3)
iRMS3: 第3相RMS電流データを持つチャンネル(i3)
Time: 秒単位の平均時間を持つ変数(単一値)
u1: 第1相電圧データを持つチャンネル
i1: 第1相電流データを持つチャンネル
u2: 第2相電圧データを持つチャンネル
i2: 第2相電流データを持つチャンネル
u1: 第3相電圧データを持つチャンネル
i1: 第3相電流データを持つチャンネル

チャンネル(上の例の無効電力など)が不要な場合は、そのパラメータにゼロを入力します。

例
Power3( IP, P, S, 0, PF, Urms1, Irms1, Urms2, Irms2, Urms3, Irms3, 5, Voltage1,
Current1, Voltage2, Current2, Voltage3, Current3)

参照
概要については、ドキュメントの「imcOnlineFAMOS」: 「アプリケーションノート」>「Power
Measurement」 を参照してください。

719

719
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PulseDuration
ウィンドウ内の信号の平均パルス時間。リサンプリングを実行します。

a = PulseDuration( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

本関数は、RF値のウィンドウで機能し、RF値ごとに1つの結果値を生成します。
比率は、ゼロと等しくないサンプルの数を、ゼロと等しいサンプルの数で除算した値です。全ての完全パルスに対
して実行されます。完全パルスは、3つのエッジの連続であり、エッジはゼロからゼロ以外の値、あるいはその逆に
遷移します。
アナログ信号は事前処理する必要があります(STri )。
ウィンドウ内でパルスが完了しない場合、最終パルス時間が返されます。または、ウィンドウサイズにパルスウィンド
ウの数を掛けたものが最終パルス周波数よりも大きい場合、ウィンドウサイズとウィンドウ数の積が返されます。

PulseFrequency
ウィンドウ内の信号の平均パルス時間。低減を実行します。

a = PulseFrequency( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

本関数は、RF値のウィンドウで機能し、RF値ごとに1つの結果値を生成します。
平均パルス周波数は、ウィンドウの全ての完全パルスに基づいて計算されます。「完全インパルス」は、連続する
3つのエッジとして定義されます。「エッジ」は、ゼロからゼロ以外の値、またはその逆の変化を表します。
アナログ信号は事前処理する必要があります(STri )。
ウィンドウ内でパルスが完了しない場合、最終パルス周波数が返されます。また、結果のサンプリングレートをパ
ルスウィンドウ数で除算したものが最終パルス周波数よりも小さい場合、サンプリングレートとウィンドウ数の商が
返されます。

PulsePhase
1つのウィンドウ内の2つの信号間の平均フェーズ差。リサンプリングを実行します。

a = PulsePhase( b, c, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル1

c: 入力チャンネル2
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

本関数は、RF値のウィンドウで機能し、RF値ごとに1つの結果値を生成します。
フェーズ差は、2つの対応するプラス傾きを基本として計算され、その差は秒単位で示されます。プラス傾きは、
ゼロからゼロ以外の値への変化を表します。
アナログ信号は事前処理する必要があります(STri )。

1430

1430

1430



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1414共通コンポーネント

16.1.2.15  R
RangeMax
入力範囲上限値: 入力チャンネルの入力範囲の上限は、の設定に基づいて自動的に決定されます。

a = RangeMax( b )
a: 入力チャンネルの上限値(単一値)
b: 入力チャンネル

RangeMin
入力範囲下限値: 入力チャンネルの入力範囲の下限は、の設定に基づいて自動的に決定されます。

a = RangeMin( b )
a: 入力チャンネルの下限値(単一値)
b: 入力チャンネル

ReadyForPowerOff
デバイスの無効化の準備: デバイスをオフにすることができます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!
· ReadyForPowerOff関数は、コントロールコマンドOnPowerOffでのみ呼び出すことができます。

ReadyForPowerOff( )
本関数を呼び出すセクションOnPowerOffは、デバイスがオフになったときに有効になります。その後、デバイスの
内部バッテリは、最大8秒間電力を供給します。この間に、セクションOnPowerOffでプログラムを正しく終了で
きます。ReadyForPowerOff関数を呼び出すと、デバイスをオフにする準備が整います。デバイスが実際にオフに
なるため、ハードドライブへの保存など他のプロセスを終了する必要があります。

例
OnSyncTask( 0.01 ) ; cycle time of 0.01s
DisplayVar_01 = pv.Channel_01
End

OnPowerOff( 0.01 ) ; cycle time of 0.01s
DisplayVar_01 = 0
DOut01_Bit01 = 0
DOut01_Bit02 = 0
ReadyForPowerOff()
End
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RecordEvent
イベントの記録: ゼロからゼロ以外の値への変化をイベントとして記録します。

RecordEvent( b, "c" )
b: イベントチャンネル
c: イベントテキスト

結果として、TimeStampAsciiチャンネル(OfaEvents)が作成されます。イベントメッセージは、時間の経過に伴
い、表または図としてカーブウィンドウに表示することができます。
Trigger 48のチャンネルが測定を実行している期間しか取得が継続されないので、Trigger 48のソースチャンネル
は1つ以上存在する必要があります。

例
RecordEvent( Greater( Channel_01, 9 ), "High water mark passed" )
Channel_01のレベルが9を超えると、これがイベントとして記録されます。

RecordText
返されるテキスト: 指定したテキストが出力されます。

RecordText ( "Text" )
Text: 出力されるテキスト

本関数は、たとえば、コントロールコマンドSwitchの特定の値に達した場合など、イベントに続くメッセージとして
のみ使用します。本関数が繰り返し呼び出されると、テキストの出力メモリがすぐにオーバーフローになることがあ
ります。

例
OnInitAll
Value = 1
StartTimerPeriodic( 5, 0.1, 0.1 )
End

OnTimer( 5 )
Switch Value
Case 1
RecordText( "Value = 1" )
Value = 2
End
Case 2
RecordText( "Value = 2" )
Value = 3
End
Default
Value = Value + 1
End
End
End

RecordEvent関数とは対照的に、RecordText関数は、常にテキストを出力します(RecordEvent関数では、テ
キストを出力するためにチャンネルパラメータの0からゼロ以外の値への遷移が必要です)。それ以外は、
RecordText関数とRecordEvent関数の制約は同じです。Trigger 48のチャンネルが測定を実行している期間し
か取得が継続されないので、Trigger 48のソースチャンネルは1つ以上存在する必要があります。
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Red
低減: 入力チャンネルの値の数を低減します。

a = Red( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

この関数は、値の量を係数RFによって低減します。RFは整数にしてください。エイリアシング効果を回避するに
は、事前に入力チャンネルのローパスフィルタリングを実行する必要があります。

例
Red = Red( FiltLP( Channel_01, 0, 0, 4, 125 ), 4 )
1kHzでサンプリングされるチャンネルは、係数4で低減されます。これは、結果のサンプリング周波数が半分(つ
まり125Hz)のローパスで遮断周波数として事前にフィルタリングされます。

[ReplaceFirstValues0]
単一値を値0.0に置き換えます。信号の過渡電流の段階で、測定開始時のフィルタリングにより、信号の初期
値が0.0に置き換えられます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcInlineFAMOS

a = ReplaceFirstValues0( Signal, Count )
a: 結果
Signal: 入力チャンネル
Count: 置換対象の値の数

この関数は、測定開始時に行われるフィルタリングが原因で生じる信号の不要な変動を抑制する場合に使用
されます。この目的の場合、パラメータCountに指定された分の初期値が0.0に置き換えられます。
信号パラメータは、チャンネルまたは単一値(PV変数など)のいずれかになります。
SkipFirstValues関数とは対照的に、過渡電流の段階での値は、スキップではなく置き換えられます。

Beispiel
Signal_Filtered = FiltHP( Signal_01, 1, 0, 4, 100 )
Signal_Corrected = ReplaceFirstValues0( Signal_Filtered, 1000 )

ハイパスフィルタは、サイン信号Signal_01に適用されます(Signal_01のサンプリングレートは1kHz)。
測定が開始すると、信号スパイクが生じます(その高さは位相によって異なる)。
この信号スパイクは、フィルタの過渡電流が弱まると発生しなくなります。
過渡電流は1秒間抑制されます。
この目的で、フィルタリングされた信号の最初の1000個の値が値0.0に置き換えられます。
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ReplaceFirstValuesN
信号の値をn番目の値に置き換えます。測定開始時のフィルタの過渡電流の段階で、信号の初期値がn番目
の値に置き換えられます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcInlineFAMOS

a = ReplaceFirstValuesN( Signal, Count )
a: 結果
Signal: 入力チャンネル
Count: 置換対象の値の数

この関数は、測定開始時に行われるフィルタリングが原因で生じる信号の不要な変動を抑制する場合に使用
されます。測定の開始時、この関数は結果を返しません。最初のn個の値が蓄積すると、以前の値はすべて過
去にさかのぼってn番目の値に置き換えられます。
信号のパラメータとして使用できるのはチャンネルのみです。
SkipFirstValues関数とは対照的に、過渡電流の段階での値は、スキップではなく置き換えられます。

Beispiel
Signal_Filtered = FiltHP( Signal_01, 1, 0, 4, 100 )
Signal_Corrected = ReplaceFirstValuesN( Signal_Filtered, 1000 )

ハイパスフィルタは、サイン信号Signal_01に適用されます(Signal_01のサンプリングレートは1kHz)。
測定が開始すると、信号スパイクが生じます(その高さは位相によって異なる)。
この信号スパイクは、フィルタの過渡電流が弱まると発生しなくなります。
過渡電流は1秒間抑制されます。
この目的では、フィルタリングされた信号の最初の1000個の値が1000番目の値に置き換えられます。

ReSample
サンプリングレートの変換: ベクトルデータのリサンプリング。

a = ReSample( b, VectorLen)
a: 結果
b: ベクトル化された入力チャンネル
VectorLen: 結果ベクトルの長さ

ベクトル化された入力チャンネルのベクトルは、リサンプリングによって新しいベクトル長に変更されます。新しいベ
クトル要素は、既存のベクトル要素からの補間によって決定されます。リサンプリングの結果、カーブの形状はそ
のまま変わりありません。

例
FFT513 = FFT( Signal, 0, 1024 )
Res500 = ReSample( FFT513, 500 )
ベクトル長1024の信号のベクトル化、FFTの計算。以降、結果のベクトル長の513から500への変更は、リサ
ンプリングによって行われます。
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Restore
Restore pv.x = 0
本属性を使用すると、デバイスが測定可能な状態にある場合、プロセスベクトル要素の値をデバイス内で自動
的に復旧することができます。
たとえば、プロセスベクトル要素の最終値をデバイス内で復旧することができます(測定が再起動される場合、ま
たデバイスを再度準備する必要がある場合)。

参照
詳細については、imcOnlineFAMOSに関するドキュメントで「プロセスベクトル」>「プロセスベクトル変数
の保存/回復」 を参照してください。

例
OnInitAll
Int Restore pv.x = 0 ; for Integer process vector elements
Restore pv.y = 0.0 ; for Float process vector elements
End
With the syntax Restore pv.x = 0, the process vector variable is loaded with the last value upon
each start, even if "= 0" seems to imply that the variable is set to 0.

RMS
ウィンドウの二乗平均平方根値(低減付き)。

a = RMS( b, WS, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

WS: ウィンドウサイズ(サンプル数)、1 * RF, 2 * RF, ..., 10 * RF
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

RMS関数は、直前のFG値(ウィンドウ)のRMS値を計算し、RFの値ごとに1つの計算値を生成します。RF > 1の場
合、データの低減があります。ウィンドウサイズは低減係数の整数倍(1～10)になります。

例
eff = RMS( Channel_01, 50, 10 )
10個目の入力値ごとに、直前の50個の入力値のRMS値が返されます。

注記
ウィンドウサイズが1*RFでない場合、最初は利用できる値が十分にありません。その場合、利用可能な値
が計算の基準として取得されます。

687



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1419imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference

[Rosette1]
ロゼット解析: ロゼットを使用した歪み測定の分析、Eps1 >= Eps2。

Rosette1( Eps1, Eps2, Sig1, Sig2, SigV, Phi, Grid_A, Grid_B, Grid_C, Type, Poisson, EModul, AngleR )

Eps1: 結果の主歪み [µm/m]
Eps2: 結果の主歪み [µm/m]
Sig1: 結果の主応力  [N/mm2]
Sig2: 結果の主応力  [N/mm2]
SigV: 結果の基準応力(ミーゼスに準拠)  [N/mm2]
Phi: 結果のグリッドA角 [°]
Gitter_A, _B, _C: グリッドA、B、Cのチャンネル、測定
済み応力(µm/m)

タイプ: ロゼットタイプ
1: 矩形ロゼット(0°/45°/90°)
2: デルタロゼット(0°/60°/120°)

Poisson: ポアソン比 
EModul: 弾性係数(GPa) 
AngleR: 以下未満の角度の調整(µm/m)

ロゼットタイプ
(0°/45°/90°)

ロゼットタイプ
(0°/60°/120°)

以下未満の角度の調整: グリッドAの角度を特定する際は、分数のarctanが求められます。この分数の分子も
分母も非常に小さい場合は、値を少し変更しただけでも、角度が大きく変化する可能性があります。
分子と分母の絶対量の合計が角度の指定調整値以下の場合、角度には内部で値0°が代入されます。
測定グリッドの付番: 3要素ロゼットによる測定から正しい値を取得するには、測定グリッドに非常に特殊な方
法で付番する必要があります。測定グリッドの付番は、Formula Assistantの図のように実施する必要がありま
す。
この場合、反時計回りに測定された角度には正の符号、時計回りに測定された角度には負の符号が割り当
てられます。
グリッドA、B、およびCの入力チャンネルも、角度の調整値も、µm/m単位で指定する必要があります。
その場合は、結果のEps1とEps2もµm/mで示され、主応力と基準応力はミーゼスに従ってN/mm22、グリッドA
の角度は°(度)で示されます。
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主歪みの場合は、Eps1 >= Eps2という関係が適用されます。つまり、主歪み1が2つの主歪みの大きい方になりま
す。
仮想チャンネルが不要な場合は、チャンネル名の代わりに0を入力できます。
Rosette1関数のパラメータ化のためには、Formula Assistantをお勧めします。

例
Rosette1( Eps1, Eps2, Sig1, Sig2, SigV, Phi, Grid_A, Grid_B, Grid_C, 1, 0.3, 210,
5.0 )

使用する式:
45°での主歪み:

60°での主歪み:

主応力1:

主応力2:

ミーゼスに準拠した基準応力:

45°での角度グリッド:

60°での角度グリッド:

角度の調整値: (振幅(分子)+振幅(分母)) > 角度の調整値の場合は計算が実行されます。その他の場合は
0。

[Rosette2]
ロゼット解析: ロゼットを使用した歪み測定の分析、|Eps1| >= |Eps2|。
説明: 「Rosette1」 を参照
相違点: 主歪みの場合は、|Eps1| >= |Eps2|という関係が適用されます。つまり、主歪み1の絶対値が2つの
主歪みの大きい方になります。

Round
引数を最も近い整数に丸めます。

a = Round( b )

1419
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RSFlipflop
RSフリップフロップ関数

a = RSFlipFlop( R, S )
a: 結果
R: リセット
S: 設定

HIGH(H)状態の場合は1、LOW(L)状態の場合は0が返されます。
Sがゼロと等しくなく、Rがゼロと等しい場合に、LからHに状態が変化します。
同様に、Sがゼロと等しく、Rがゼロと等しくない場合は、HからLに状態が変化します。
それ以外の場合、状態は変化しません。
関数は、同期タスク で使用できます。

例
LEDは、信号が0～8の範囲に存在する場合は点灯し、いったん信号が0.5～6の範囲になると再度消灯
します。
_R= LogAnd( Less( Channel_01, 6 ), Greater( Channel_01, 0.5 ))
_S= LogOr( Greater( Channel_01, 8), Less( Channel_01, 0))
LED_01 = RSFlipFlop( _R, _S)

RunAutoBalance
選択したチャンネルの自動調整を呼び出すための関数

RunAutoBalance()

RunAutoShuntCalibration
選択したチャンネルの自動シャントキャリブレーションを呼び出すための関数

RunAutoShuntCalibration()

16.1.2.16  S
SamplesGate
値のゲート: 制御チャンネルの現在の値が参照値と等しい場合、入力チャンネルの値が転送されます。

a = SamplesGate( b, c, d )
a: 結果
b: 入力チャンネル

c: 制御チャンネル
d: 参照値

本関数は、不規則な間隔で出力値を生成する場合があります。したがって、一般的に、結果を他のチャンネ
ルと組み合わせて計算することは困難です。

1454
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Sawtooth
入力チャンネルを鋸波形に変換します。

a = SawTooth( b, y0, dy, P )
a: 結果
b: 入力チャンネル
y0: 開始値

dy: インクリメント
P: サイクルカウント(サンプル数)

入力を使用して、鋸歯のサンプリングレートを設定します。

SendMessage
メッセージ(「Message_001」など)が挿入され、指定のチャンネルで送信されます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS
· 本関数は、CAN-Assistantで送信メッセージが定義済みの場合にのみ表示されます。

SendMessage_[Message_001]( Mode, Parameter, CAN_001, [CAN_002], [...])
Mode: 周期的、条件付き、または常時の
どのオプションで送信するか?

0: 周期的送信
1: 条件付き送信
2: 常に送信(コントロールコマンドの場
合のみ)

Parameter: モードに依存: パルスレート、
条件、または予約済み
モード0の場合: パルスレート(秒単位)
モード1の場合: 条件
モード2の場合: 予約済み、0

CAN_001: 送信する第1チャンネル
[CAN_002], [...]: たとえば、2つのチャンネ
ルがCAN-Assistantで定義されている場
合、操作モード2は、コントロールコマンドで
のみ使用できます。

メッセージを伝送するように設定することは、この関数を適用するための条件です(「フィールドバス」>「CANバスイ
ンターフェース」>「CANバスアシスタント」> ..> 「メッセージ送信」 を参照)。CAN-Assistantでは、メッセージおよ
びチャンネルの正規のフレームワークが構築されます。関数SendMessageにより、このフレームワークにメッセージ
を挿入し、送信します。imcOnlineFAMOSのチャンネルおよび単一値は、CAN-Assistantで設定されたフォー
マットで送信されます。SendMessage関数を使用することで、たとえば、imcOnlineFAMOSで作成した仮想
チャンネルをCAN-Assistantで定義したチャンネルに割り当て、それを定義したデータフォーマットで送信すること
ができます。
SendMessage関数は、CAN-Assistantデータに対応して、自動的に設定され、[関数]ディレクトリツリーにリスト
されます。実際の関数名SendMessageは、接尾辞が付いて拡張されます(SendMessage_Message_001な
ど)。
最初の2つのパラメータ(ModeとParameter)は、各SendMessage関数に含まれています。他のチャンネルパラメ
ータは、CAN-Assistantの構成に左右されます。CAN-Assistantでこのメッセージ用に定義されたチャンネルは、
それ自体が関数の追加パラメータです。たとえば、2つのチャンネルがCAN-Assistantで定義されている場合、
SendMessage関数は4つのパラメータを持ちます。
周期的なメッセージ送信では、現在のチャンネルデータを持つ1つのメッセージが各送信パルス間隔で定期的に
送信されます。条件付き送信では、指定された条件が満たされると(条件は0から0以外の値への変化によって
満たされる)、1つのメッセージが送信されます。条件は、チャンネルによって満たされなければならず、単一値はカ
ウントされません。他の使用可能なパラメータ(送信されるデータ)はチャンネルと単一値です。

368
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例
SendMessage関数の以下のパラメータの説明は、2つのチャンネルを持つメッセージに基づくものです。
_Co = Greater( Test1, 500 )
SendMessage_Message_001( 1, _Co, Channel_01, Channel_02 )
または

SendMessage_Message _001( 0, 0.1, Channel_01, Channel_02 )

Sin
Sinus: 入力チャンネルのサイン

a = Sin( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル(ラジアン単位)

SingleValueChannel
仮想チャンネルは単一値から作成されます。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

VirtualChannel = SingleValueChannel ( Trigger, DataRate )
VirtualChannel: 結果
Trigger: チャンネルに割り当てられるトリガ
DataRate: 読み取りの平均値から最大値(秒単位)、使用できる値: 1～10000

関数SingleValueChannelは、仮想チャンネルを宣言するのに使用します。宣言はOnInitAllシーケンスとして
実行されます。この仮想チャンネルは、カーブウィンドウでは仮想チャンネルとして示されますが、
imcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOSでは単一値と見なされます。OnTriggerStart、
OnTriggerMeasure、およびOnTriggerEndでは、必要に応じて単一値を再定義できます。値を単一値変数に
割り当てると、そのたびに、サンプルとして仮想チャンネルに書き込まれます。値が連続的に割り当てられると、仮
想チャンネルの出力メモリはオーバーフローになる場合があります。
この仮想チャンネルは検索できず、アサインステートメントの左側に表示のみできます。

例1
仮想チャンネルは、整数または実数で作成できます。
OnInitAll
VChanReell = SingleValueChannel( Trigger_48, 1000 )
int VChanInt = SingleValueChannel( Trigger_48, 1000 )
End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

End

 If Virt_Bit01 > 0
 VChanReell = 10.5
 Virt_Bit01 = 0

 End
 If Virt_Bit02 > 0

 VChanInt = 10
 Virt_Bit02 = 0

 End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1424共通コンポーネント

例2

作成された仮想チャンネルには、単一値の割り当てに従って値が挿入されます。割り当てが実行されると、この
単一値はサンプル値として仮想チャンネルに追加されます。したがって、仮想チャンネルにサンプルが含まれない
ということが発生する場合もあります。一方、多数のサンプルが短時間に蓄積される場合もあります。このため、
これに合わせてデータレートの大きさを設定する必要があります。
この仮想チャンネルの単位およびクロックレート(Delta-X)は、[プロパティ]ダイアログで設定できます。X-offsetの値
は0固定とし、プリトリガ時間は使用できません。
デフォルトでは、クロックレートは1秒に設定され、カーブウィンドウに単位は表示されません。

OnInitAll
 MinMax = SingleValueChannel( Trigger_48, 1000 )

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 If Channel_01 > 100

 MinMax = 100
 End
 If Channel_01 < 5

 MinMax = 5
 End

End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1425imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference

例
例として、電圧データ(2sプリトリガ)はカーブウィンドウの下部に表示されます。

電圧チャンネルのビッグインパルスが、関数SingleValueChannelを使用して抽出されます(ここでは、インパルス
ごとに1個の値、合計で4個)。結果は仮想チャンネル"Pulse"になります。

x-offsetは0、この例ではdelta-Xは1です。
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SkipFirstValues
信号の値をスキップします。測定開始時のフィルタの過渡電流の段階で、信号の初期値がスキップされます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcInlineFAMOS

a = SkipFirstValues( Signal, Count )
a: 結果
Signal: 入力チャンネル
Count: スキップ対象の値の数

この関数は、測定開始時に行われるフィルタリングが原因で生じる信号の不要な変動を抑制する場合に使用
されます。この目的の場合、パラメータCountに指定された分の値がスキップされます。
関数の結果は、スキップ対象と同じ数の値があるチャンネルとのみ集約できます。
ReplaceFirstValues0関数やReplaceFirstValuesN関数とは対照的に、過渡電流の段階での値は、置き換
えではなくスキップされます。

Beispiel
Signal_Filtered = FiltHP( Signal_01, 1, 0, 4, 100 )
Signal_Corrected = SkipFirstValues( Signal_Filtered, 1000 )

ハイパスフィルタは、サイン信号Signal_01に適用されます(Signal_01のサンプリングレートは1kHz)。
測定が開始すると、信号スパイクが生じます(その高さは位相によって異なる)。
この信号スパイクは、フィルタの過渡電流が弱まると発生しなくなります。
過渡電流は1秒間抑制されます。
この目的では、フィルタリングされた信号の最初の1000個の値がスキップされます。

SlopeClip
2つの隣接する値の間の最大傾きdy/dxがクリップされます。

a = SlopeClip( b, Max )
a: 結果
b: 入力チャンネル
Max: 最大傾き

[Smo3]
3ポイントスムージング: 入力チャンネルは、直前の3つのサンプルの加重平均を使用して平滑化されます。

a = Smo3( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル

[Smo5]
5ポイントスムージング: 入力チャンネルは、直前の5つのサンプルの加重平均を使用して平滑化されます。

a = Smo5( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル
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SoundPressureLevel
音圧レベル: 本関数は、時間の経過と共に音圧レベルを検出します。

a = SoundPressureLevel(Signal, FrequencyRating, TimeConstant, ReductionFactor)
a: 結果-信号の音圧レベル
Signal: 評価対象となる信号
FrequencyRating: 信号の周波数レーティング

0: レーティングなし
1: A-rating
2: B-rating
3: C-rating

TimeConstant: 平均化の時間定数
imcOnlineFAMOSの場合:
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。
たとえば、FAST-weightingには0.125、SLOW-weightingには
1.0。
imcInlineFAMOSの場合:
-1: 高速(0.125s)
-2: 低速(1s)
-3: パルス
-4: ピーク
-5: 間隔内のRMS
-6: 開始からのRMS
>= 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。

ReductionFactor: リサンプリングの係数、>= 1
ReductionFactor = 1の場合は、リサンプリングなし。

本関数では、単位Pa (Pascal)で表現される音声信号が必要です。信号は、DIN IEC 651に準拠するA-rating
により、まず周波数重み付けされます。次に、時間加重(指数平均による変動RMS)とリサンプリングが実行され
ます。
結果は、20*10-6 Paを基準とし、dB単位で表現されます。

例
SPL = SoundPressureLevel ( Signal, 1, 0.125, 1000 )
信号にはA-ratingが適用されます。
周波数重み付け信号は、時間定数0.125s (FAST)の時間加重信号になり、係数1000でリサンプリングされま
す。
信号は元ー、サンプリング周波数20 kHzを持ちます。A-ratedの結果はサンプリング周波数20 Hzのみになりま
す。
結果SPLは、時間経過における音圧レベルであり、dBで表現されます。
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SpecThirds
時間を基準とした1/3オクターブスペクトル: 振動の時刻歴から、時間を基準とした1/3オクターブスペクトルが特
定されます。

要件:
· 以下の場合のみ可能です。imcInlineFAMOS

a = SpecThirds( Vibration, f1, f2, Frequency weighting, Time rating, Output interval)
a: 結果-時間を基準とした1/3オクターブスペクトル
Vibration: 振動信号の時刻歴(秒単位)
f1: 下位1/3オクターブの中心周波数(Hz単位)

10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100、...
f2: 上位1/3オクターブの中心周波数(Hz単位)

1000、1250、1600、2000、2500、3150、4000、5000、
6300、8000、10000、12500、16000、...

Frequency weighting: 結果の周波数重み付け
0: 線形
1: A-重み付け
2: B-重み付け
3: C-重み付け
4: D-重み付け

Time rating: 平均時間、フィルタリングされたデータのタイムレー
ティング

-1: 高速(0.125s)
-2: 低速(1s)
-3: パルス
-4: ピーク
-5: 間隔内のRMS
-6: 開始からのRMS
> 0.0: 時間定数は、ユーザが秒単位で定義します。

Output interval: 1/3オクターブスペクトルは、この時間インクリメン
トを使用して計算されます(デルタ時間、dt)。振動のサンプリング時
間の整数倍。秒単位で指定します。

備考:
2つの周波数制限f1およびf2を1/3オクターブ中心周波数として指定します(f1 = 8Hz、f2 = 12500Hzなど、f1 <
f2)。周波数バンドを含む上位1/3～3のオクターブ全体がサンプリング周波数の半分以内に位置していなけれ
ばなりません。
1/3オクターブの個ーの値は、二乗平均平方根(RMS)の値として示されます。
1/3オクターブ(バンドパス)の個別のフィルタの過渡電流は測定の開始時に弱まりますが、入力信号の値は無視
されます。1kHzの1/3オクターブの過渡期は20msと仮定されます。この時間間隔は、1/3オクターブ周波数に反
比例します。1/3オクターブが極めて低い場合、この時間間隔はかなり大きくなります。これに対応する長期測
定を予測する必要があります。
整定段階では、RMSは0.0と仮定されます。結果は、セグメント分割されたデータセットになります。各セグメント
には、1つの1/3オクターブスペクトルが含まれます。結果のX座標により、1/3オクターブバンドがカウントされます
(Famos関数OctAと同様)。カーブウィンドウで適切に表示するには、1/3オクターブのラベリングを選択してくださ
い。
結果のZ座標は時間を表します。最初のスペクトルは、時間が出力間隔と等しい場合に取得されます。
1/3オクターブのフィルタと分析は、DIN IEC 651 (音響レベル測定)、DIN 45652 (電気音響測定用1/3オクターブ
のフィルタ)、DIN EN 61260またはIEC 1260 (オクターブ用バンドパスフィルタ、オクターブの端数、フィルタクラス0)に
従います。
Time ratingの「パルス」: 振幅が増加すると、時間定数が35msになり、振幅が減少すると、時間定数は1.5sに
なります。したがって、インパルス形状の信号がすぐにキャプチャされ、応答は緩やかに減衰します。
Time ratingの「ピーク」: 極めて短いインパルスに対する極度応答です。ピーク値のキャプチャが確保されます。
振幅が増加する間(コンピュータで正確に実行可能、アナログ操作では近似値のみで可能)、および振幅が減
少する3秒間に時間定数はゼロになります。
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例
1/3オクターブスペクトルは、0.1sごとに振動の時刻歴から計算されます。
信号は、0.025msごとにサンプリングされます。
fEval = 1 ; 0 (linear) 1 (A-weighting)
f1 = 10
f2 = 12500
tEval = -1 ; -1 (Fast)
tInterval = 0.1 ; [s]
Thirds = SpecThirds( vib, f1, f2, fEval, tEval, tInterval )

Sqrt
引数の平方根

a = Sqrt( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル

StDev
ウィンドウの標準偏差(低減付き)。

a = StDev( b, WS, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル

WS: ウィンドウサイズ(サンプル数)、1 * RF, 2 * RF, ..., 10 * RF
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 2

各RF入力サンプルに対して、ウィンドウの標準偏差とWSサンプルが返されます。指定したウィンドウサイズは、RF
の整数倍でなければなりません。最大10*RFまで可能です。

例
erg = StDev( Channel_01, 10, 2 )
入力サンプル2つおきに、直前の10個の入力サンプルの標準偏差が返されます。

注記
ウィンドウサイズが1*RFでない場合、最初は充分な入力サンプルがありません。使用できる入力サンプルを
使用して結果の計算が行われます。
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STri
上限しきい値と下限しきい値を持つシュミットトリガ

a = STri( b, S_upper, S_lower )
a: 結果
b: 入力チャンネル

S_upper: 上限しきい値
S_lower: 下限しきい値

前の結果が0の場合、新しい結果は以下のようになります。
現在値がS_upperよりも小さい場合は0になります。
それ以外の場合は1になります。

また、前の結果が1の場合、新しい結果は以下のようになります。
現在値がS_lowerよりも大きい場合は1になります。
それ以外の場合は0になります。

1番目の値を計算する場合、前の結果は0であると仮定します。

例
制限されていないTTL信号を計算します。
res = STri( Channel_01, 4, 1 )*5

Sum
入力チャンネルの合計。低減を実行します。

a = Sum( b, RF )
a: 結果
b: 入力チャンネル
RF: 低減係数(サンプル単位)、>= 1

この合計関数は、係数RFにより値の数を低減し、入力値の移動合計を計算します。

例
Converts the distance increments in a total distance.
distance = Sum( Inc_01, 1 )
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[Sum2]
0へのリセットが実行される合計。低減付き測定の開始後、最後に0にリセットされた時点以降の全入力チャン
ネル値の合計がわかります。

Result = Sum2( InputChannel, Reduction, Reset )
Result: Sum
InputChannel: 値が合計の対象となるチャンネル。

Reduction: 低減係数
Reset: 0に等しくない場合は合計が0にリセットされます。

関数Sum2では、値の数が係数「Reduction」によって低減されます。関数Sumとは対照的に、関数Sum2では
測定中に累積合計を0にリセットするオプションがサポートされています。それ以外、これら2つの関数の動作は
同じです。

例
Result = Sum2( Channel_01, 10, VrtBit_01 )

パラメータ「Reset」は、単一値(仮想ビットなど)またはチャンネルのいずれかになります。
パラメータ「Reset」が単一値で、リセットが実行される場合、合計では、この処理ステップで累積する入力チャン
ネルサンプルは無視されます。1つの処理ステップ内の複数のサンプルは、サンプリングレートが高い場合や広範
囲にわたる計算(FFTの使用など)がある場合に特に累積する可能性があります。その後、合計結果はゼロにな
ります。
パラメータ「Reset」がチャンネルで、リセットが実行される場合、リセット後に累積する入力チャンネルサンプルが
正しくキャプチャされます。これは、同じ処理ステップでサンプルが累積する場合も同様です。
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SyncOverload
同期タスクが過負荷: 同期タスクが過負荷のとき、指定されている値が設定されます。
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!
· SyncOverload()関数は、同期タスク内でのみ呼び出すことができます。

Overloaded = SyncOverload( Value )
Overloaded: 結果
[値]: 結果に設定される固定値

同期タスクが過負荷の場合は、関数SyncOverload()で指定されている値が結果変数に設定されます。本関
数は、同期タスクの最下位レベルの任意のポイントで呼び出すことができます。他の関数と組み合わせることは
できません。パラメータValueは、固定値(1、2、3など)をとらなければなりません。
その結果、関数VectorChannel()で生成された表示変数、仮想ビット、イーサネットビット、デジタル出力、プロ
セスベクトル要素、およびベクトルエレメントは全て、使用することができます。結果がベクトルエレメントの場合、
同期タスクが常に過負荷であると、(カーブウィンドウ内に)チャンネルもベクトルも出力することができません。
複数の同期タスクが動作中の際、その1つでデータの過負荷が検出されると、過負荷は該当する同期タスクま
たは更に高速な同期タスクで示されます。

例
OnSyncTask( 0.0001 )

Virt_Bit01 = SyncOverload( 1 )
pv.SyncOverloaded = SyncOverload( 10 )
...

End

OnSyncTask( 0.001 )
...
DisplayVar_32 = SyncOverload( 20 )
End

16.1.2.17  T
Tan
入力チャンネルのタンジェント

a = Tan( b )
a: 結果
b: 入力チャンネル(ラジアン単位)
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TextAdd
テキストの結合。2つのテキストが結合されます。Text2がText1の末尾に追加されます。

Text = TextAdd( Text1, Text2 )
Text: 結果
Text1: Text2が末尾に追加されるテキスト
Text2: Text1の末尾に追加されるテキスト

関数TextAddの代わりに、演算子「+」を使用することもできます(例を参照)。
テキスト関数は、長い処理時間が必要なため、テキスト出力を絶えず行うのではなく、個ーに分割して行う必
要があります。

例

OnInitAll
 Text1 = "Number"
 Text3 = ""
 IsText = 0
 Number = 1000

End

OnTriggerMeasure ( Trigger_48 )
 ...
 If IsText

 Text3 = Text1 + TextFormatH( Number, 8 )
 RecordText( Text3 )
 ; The text "Number = 0x000003E8" is returned
 IsText = 0

 End
 RecordEvent( Channel_01, "Index = " + TextFormatI( 250 ) )
 ; If the event occurs, the text "Index = 250" is returned

End
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TextFormatE
実数がテキストに変換されます。実数が浮動小数点表記のテキストに変換されます。

Text = TextFormatE( Number, DecPlace )
Text: 結果
Number: テキストに変換される実数
DecPlace: 小数点未満の桁数

テキストには、本関数で指定したパラメータと同じ数の有効数字が含まれます。
たとえば、小数部の桁数が4の場合、数値35は「3.5000E01」と表現され、数値32767は「3.2770E04」と表現さ
れます。
テキスト関数は、長い処理時間が必要なため、テキスト出力を絶えず行うのではなく、個ーに分割して行う必
要があります。

例

OnInitAll
 Text1 = "Number"
 Text3 = ""
 IsText = 0
 Number = 1000

End

OnTriggerMeasure ( Trigger_48 )
 ...
 If IsText

 Text3 = Text1 + TextFormatE( Number, 6 )
 RecordText( Text3 )
 ; The text "Number = 1.000000E03" is returned
 IsText = 0

 End
 RecordEvent( Channel_01, "Index = " + TextFormatE( 250, 4 ) )
 ; If the event occurs, the text "Index = 2.5000E02" is returned

End
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TextFormatF
実数がテキストに変換されます。実数が固定小数点表記のテキストに変換されます。

Text = TextFormatF( Number, DecPlace )
Text: 結果
Number: テキストに変換される実数
DecPlace: 小数点未満の桁数

テキストには、関数に含まれる該当パラメータと同じ数の小数桁数が含まれます。
たとえば、小数部の桁数が4の場合、数値35は「3.5000」と表現され、数値32767は「32767.0000」と表現されま
す。
テキスト関数は、長い処理時間が必要なため、テキスト出力を絶えず行うのではなく、個ーに分割して行う必
要があります。

例

OnInitAll
 Text1 = "Number"
 Text3 = ""
 IsText = 0
 Number = 1000

End

OnTriggerMeasure ( Trigger_48 )
 ...
 If IsText

 Text3 = Text1 + TextFormatF( Number, 6 )
 RecordText( Text3 )
 ; The text "Number = 1.000000" is returned
 IsText = 0

 End
 RecordEvent( Channel_01, "Index = " + TextFormatF( 250, 4 ) )
 ; If the event occurs, the text "Index = 250.0000" is returned

End
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TextFormatH
数値がテキストに変換されます。数値が16進表記のテキストに変換されます。

Text = TextFormatH( Number, Places )
Text: 結果
Number: テキストに変換される数値
Places: 小数部の桁数

テキストには、本関数で指定したパラメータと同じ数の桁数が含まれます。
たとえば、有効数字の桁数が4の場合、数値35は「0023」と表現され、数値32767は「7FFF」と表現されます。
テキスト関数は、長い処理時間が必要なため、テキスト出力を絶えず行うのではなく、個ーに分割して行う必
要があります。

例

OnInitAll
 Text1 = "Number"
 Text3 = ""
 IsText = 0
 Number = 1000

End

OnTriggerMeasure ( Trigger_48 )
 ...
 If IsText

 Text3 = Text1 + TextFormatH( Number, 8 )
 RecordText( Text3 )
 ; The text "Number = 0x000003E8" is returned
 IsText = 0

 End
 RecordEvent( Channel_01, "Index = " + TextFormatH( 250, 4 ) )
 ; If the event occurs, the text "Index = 0x00FA" is returned

End
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TextFormatI
数値を整数表記のテキストに変換します。

Text = TextFormatI( Number )
Text: 結果
Number: テキストに変換される数値 

テキストに含まれるのは、整数を表す際に必要な分の桁のみです。
たとえば、数値35は「35」と表現され、数値32767は「32767」と表現されます。
テキスト関数は、長い処理時間が必要なため、テキスト出力を絶えず行うのではなく、個ーに分割して行う必
要があります。

例

Tolerance
各入力チャンネルの値が指定の許容値内にあるかどうかを示す論理値を返す関数。

a = Tolerance( b, min, max )
a: 結果
b: 入力(チャンネルまたは単一値)

min: 最小値
max: 最大値

TransRec
トランジショナルレコーディング: アナログデータのデータ低減

a = TransRec( b, Precision )
a: 結果
b: 入力チャンネル
Precision: 引数の単位における精度

高分解能での長期測定を実行するために、特殊な計算アルゴリズムが設計されています。このアルゴリズムが
動作する原理として、本来の信号を指定したレベルの精度で再構築するために必要なデータ(データポイント)
のみを保存します。
つまり、すばやい信号の動きが高いサンプリングレートでサンプリングされます。ただし、速度の遅い信号の動き
は、引き続き信号を再構築できる程度の少数のポイントでサンプリングされます。

OnInitAll
 Text1 = "Number"
 Text3 = ""
 IsText = 0
 Number = 1000

End

OnTriggerMeasure ( Trigger_48 )
 ...
 If IsText

 Text3 = Text1 + TextFormatI( Number )
 RecordText( Text3 )
 ; The text "Number = 1000" is returned
 IsText = 0

 End
 RecordEvent( Channel_01, "Index = " + TextFormatI( 250 ) )
 ; If the event occurs, the text "Index = 250" is returned

End
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測定値を保存するかどうかは、信号や設定した許容しきい値に依存します。データは、指定の許容値内で、
測定した信号を代替のカーブによって表すことができない場合のみ保存されます。データ低減チャンネルは、指
定の振幅差以上に入力信号からはずれることはありません。
最大254のデータ低減係数は、このプロシージャによって可能になります。

例1
10秒という長期の定常状態と9.5Vのピークから成る、以下の入力信号が測定されます。

10.0

 7.5

 5.0

 2.5

 0.0

V

0.0 10.0 20.0 30.0
s

Kanal1

この例では、信号は、TransRecの有無に関係なく一度記録されて保存されます。
データ低減に設定される許容しきい値は10mVです。

S1reductは、データ低減ありで測定されます。
S1normalは、データ低減なしで測定されます。

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

V

S1redukt

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

V

S1normal

0.0 10.0 20.0 30.0
s

カーブは、互いの上に表示されます。塗潰しの円がサンプル値を表し、それらの間のラインが補間されます。
データ低減により、カーブの曲率が著しい測定ポイントのみが追加されます。傾きの直線信号プロットが、2
つの測定ポイントの間の直線として認識されて集約されます。
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例2
以下のイラストでは、温度測定の結果が示されています。オリジナルデータ(ジグザグの線)は、許容範囲
0.3°Cで記録されます。低減されたデータは、塗潰しの円と直線を使用して示しています。
アルゴリズムの有効性を示すために、許容範囲± 3°Cは補間ラインと並行になっています。ご覧のように、オ
リジナルの信号は許容境界を絶対に越えません。

28.5

29.0

29.5

30.0

30.5

31.0

°C

4 6 8 10 12 14

s

塗潰しの円はトランジショナルレコーディングによって得られます。
オリジナルの信号は絶対に許容範囲を超えません。

トランジショナルレコーディングが使用される信号の種類
稀にしか動きがない信号、あるいは一定の傾斜で動きがある信号が対象となります。ただし、大きな変化を高
いレートでサンプリングする必要があります。ある程度の不正確性(入力範囲の1%など)を許容する場合、このプ
ロシージャが特に有効です。温度測定がこれらの基準を満たすことが多いため、このケースにはこのプロシージャ
の使用がかなり役立ちます。
TransRecは特に、データ低減がなければデータがオーバーロードするような長期の測定に適しています。

精度
低減対象のチャンネルでスケーリングが定義済みの場合は、それに合わせて精度を選択する必要があります。

例
倍率: 0.03 A/V
入力範囲: 0.3A
精度: 10 mA
設定する値: 0.01

信号の単位が"A"なので、許容範囲(精度)も"A"で指定します。10mAは0.01Aと表記しますが、本関数では
単位"A"を記述することができません。
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ポストカルキュレーション
TransRec関数の計算結果は、imcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOSでさらに計算対象となることは
ありません。したがって、仮想チャンネルからのデータを使用して他の全ての計算をまず最初に実行し、最後に
TransRecを実行します。

例
_Difference_tmp = Channel_01 - Channel_02
Difference = TransRec (_Difference_tmp, 0.1)
この例では、2つのチャンネルの差が最初に計算されます。
最初の下線は、信号「_Difference_tmp」が仮想チャンネルとして使用されないことを示しています。データ低
減を実行して初めて、正式名称が「Difference」の仮想チャンネルを取得します。

最大低減
TransRec関数は、1～254の低減係数を使って結果データセットを生成します。定数信号でも、254番目のデー
タポイントがそれぞれ記録されるため、最大低減係数は254に制限されます。

デジタルチャンネル
TransRec関数はデジタル信号に適用できます。ただし、これはお勧めしません。
可能な限り、デジタル信号に対して前処理Reductionを使用します。このオプションは、[処理]Setupの[サンプ
リングと事前処理]ダイアログで利用できます。

ファイルフォーマット/データタイプ
TransRec関数の結果は、データタイプXY波長を取得します。それ以外のデータタイプと同様に、他のimcソフト
ウェアパッケージ(imcFAMOSなど)で処理できます。

制限
デバイス内のバッファメモリサイズは、128KByteに制限されています。最大バッファ時間はサンプリングレートに応
じてやや制限される場合があります。ただし、技術を適正に使用し、低減係数を大きくすれば、問題はありませ
ん。

注記
測定データの保存により、常に、64サンプルを1セットとするサンプルセットが自動的に生成されます。した
がって、固定化された時間空間の後で測定(またはファイル)がクローズした場合、固定時間間隔の前後
のデータポイントもファイルに保存されます。通常ファイルがクローズされるときに保存されるデータ値がない
場合でも、ファイルはクローズされます。ファイルの最終データポイントは、指定した停止時間よりもかなり前
のポイントになる場合があります。

16.1.2.18  U
UnEqual
1番目の引数が2番目の引数に等しくないかどうかがチェックされます。

a = UnEqual( b, c )
a: 結果
b: 1.引数
c: 2.引数

bがcと等しくない場合はa = 1、それ以外は0。
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Upper
両方の引数のうち大きい方が返されます。

a = Upper( b, c )
a: 結果
b: 1.引数
c: 2.引数

例
sound = Upper( dB( Channel_01 ), -100 )
入力チャンネルは、デシベルに変換されますが、下限値の-100dBに制限されます。

16.1.2.19  V
VectorChannel関数に関する一般情報
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

関数VectorChannelを使用して、仮想チャンネルが宣言されます。どの要素も、ゼロとして初期化されま
す。宣言は、OnInitAllブロックで実行されます。この仮想チャンネルは、カーブウィンドウでは仮想チャンネルとし
て示されますが、imcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOSでは静的ベクトルとして処理されます。ベクト
ルエレメントは、単一値と同様に、割り当ておよび取得が可能です。
関数VectorChannelSetを呼び出すと、1つのベクトル全体が仮想チャンネルに転送されます。関数
VectorChannelSetは、OnTriggerStart、OnTriggerMeasureおよびOnTriggerEndの中だけでなく、トリガに依
存しないOnSyncTaskのようなブロック内でも呼び出すことができます。関数VectorChannelSetを連続して頻繁
かつ高速に呼び出すと、仮想チャンネルへのメモリの割り当てがオーバーフローする可能性があります。
仮想チャンネルは、整数のベクトルおよび実数のベクトルから生成できます(例を参照)。
バージョンimcSTUDIO 5.0以降、ベクトル処理はローカルベクトルにより強化されています。現在では、
FFTAmplitudePhase( AmlSpec_Local, PhasSpec_Local, ...)のような、結果ベクトルを2つ持つ関数がサポート
されています。この場合、AmlSpec_LocalとPhasSpec_Localは、OnInitAllブロック内でローカルベクトルとして宣
言する必要があります。
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例、ベクトルからの仮想チャンネルの生成

VectorChannel
ベクトルの仮想チャンネル: セグメント分割された仮想チャンネルが、ベクトルから生成されます。

VirtualChannel = VectorChannel( Trigger, DataRate, ElementCount )
VirtualChannel: 結果
Trigger: チャンネルの割り当て先トリガ。

DataRate: ベクトルの平均値～最大値のカウント数(秒単位)、
使用できる値: 1～10000
ElementCount: ベクトル内のエレメント数

VectorChannelSet
ベクトルの書き込み: セグメント分割された仮想チャンネルに、ベクトルが書き込まれます。

VectorChannelSet( Vector )
Vector: 関数VectorChannelで生成された、セグメント分割された仮想チャンネル

VectorFromFile
ファイルからベクトルが読み取られます。

Vector = VectorFromFile( "Filename" )
Vector: 読み取られたベクトル
"Filename": ベクトルエレメントが含まれるファイルの名前
imcSTUDIOでは、ベクトルデータのファイルが、試験設定に永続的に統合されます。

· リボン[Setup-構成] > [補助ファイル]を使用して、このファイルをインポートします。

注意
ベクトルデータは、値の数が50000個に制限されています。

例
Vector = VectorFromFile( "Vector_01.DAT" )

OnInitAll
 int v1 = VectorChannel( Trigger_48, 1000, 3 ) ; vector with integers
 ; v1[1] = 0, v1[2] = 0, v1[3] = 0  happens automatically
 v1[3] = 2

 v2 = VectorChannel( Trigger_48, 1000, 3 ) ; vector with real numbers
 ; v2[1] = 0, v2[2] = 0, v2[3] = 0  happens automatically
 v2[3] = 2.5

End

OnSyncTask( 0.5 )
 v1[1] = v1[1] + 1
 v1[2] = VirtualBit_01
 v1[3] = 1
 VectorChannelSet( v1 ) ; the vector is transferred to the virtual channel

 v2[1] = v2[1] + 1
 v2[2] = VirtualBit_01
 v2[3] = 1.5
 VectorChannelSet( v2 ) ; the vector is transferred to the virtual channel

End
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VectorizeAndSkip
一連のベクトルを作成: 入力サンプルが一連のベクトルにグループ化されます。

Vector = VectorizeAndSkip( b, VLength, SkipLength)
Vector: 出力ベクトルシリーズ
b: 入力チャンネル

VLength: ベクトルあたりのサンプル数、> 1
SkipLength: スキップするサンプルの数、>= 0

入力サンプルが、一連のベクトルにグループ化されます。
特定の数のサンプルを、連続するベクトル間でスキップすることができます。

VectorizeOverlapped
入力チャンネルからのオーバーラップするベクトルのシーケンスを作成します。

Vector = VectorizeOverlapped( b, VLength, Increment )
Vector: 結果のベクトルシーケンス
b: 入力チャンネル

VLength: ベクトル長、> 1
Increment: 次のベクトルまでの距離、>= 1、<= VLength

入力チャンネルは、ベクトルシーケンスに変換されます。
ベクトルは互いにオーバーラップさせることができます。つまり、入力チャンネルからの値は、ベクトルシーケンスに複
数回入力されます。
「Increment」(100など)」の入力チャンネルの値ごとに、それ以降の「Vlength」(1024など)の入力チャンネルの値
がベクトルに変換されます。
サンプリングレートが1kHzの場合、100msごとに長さ1024のベクトルがこれらのサンプルから作成されます。

例
ベクトルは、100個の入力値ごとに1024個の値を持つベクトルを返します。
この結果、オーバーラップ率は(1024-100) / 1024 * 100% = 90.23%になります。
a = VectorizeOverlapped( Channel_01, 1024, 100 )
b = FFT( a, 0, 1024 )

VectorStatic
静的ベクトルが作成されます。静的ベクトルのエレメントは、測定の作成中に変更できます。
前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

VectStat = VectorStatic( Trigger, Element Count)
VectStat: 結果
Trigger: ベクトルの割り当て先トリガ
Element count: ベクトルのエレメントの数

静的ベクトルは、関数VectorStaticを使用して宣言します。どのエレメントも、ゼロで初期化されます。宣言は、
OnInitAllブロック内で実行します。
ベクトルエレメントは、単一値として処理されます。ベクトルエレメントに対して割り当てを実行すると、ベクトルエ
レメントの現在値が結果ベクトルに転送されます。ベクトルエレメントに対する割り当ては、OnTriggerStart、
OnTriggerMeasure、およびOnTriggerEndの中だけでなく、OnTimerやOnSyncTaskのようなトリガに依存しな
いブロック内でも呼び出すことができます。
静的ベクトルは、整数および実数を使用して生成できます(例を参照)。
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例

OnInitAll-ブロック内の静的ベクトル
静的ベクトルは、関数VectorFromFile()を使用して作成することもできますし、現在では次のようにOnInitAllブ
ロック内で作成することもできます。

OnInitAll
int sv1[VectorLength]
; or
sv2[VectorLength]
End

· ベクトルエレメントは、0として初期化されます。
· svのベクトル長は、適切に選択する必要があります。可能なベクトルインデックス(特に可変ベクトルインデック
ス(sv[1]…sv[vector length]の場合))のみを使用するよう注意してください。

· 静的ベクトルは、同期タスク内でも使用できます。
· 静的ベクトルのエレメントは、式の左辺または右辺で使用できます。

Virt_Bit01 = sv[1]
または
if sv[2] > 0
または
sv[1] = sv[1] +1

· 静的ベクトルのエレメントは、次のような可変インデックスを使用してアドレッシングすることができます。
sv[Index+2] = sv[Index+1].

· ストリーミングベクトルを返す関数は、静的ベクトルに割り当てることができます。
sv2 = FFT(...)

· 制御関数グループのGetSampleCount関数は、静的ベクトルに対してベクトルの長さを返します。静的ベクト
ルが関数VectorFromFileを使用して作成されている場合、これは便利です。その場合、本ベクトルの可能
なベクトルインデックスをチェックすることができます。

OnInitAll
 int vs1 = VectorStatic( Trigger_48, 3 ) ; vector with integers
 ; vs1[1] = 0, vs1[2] = 0, vs1[3] = 0  performed automatically

 vs2 = VectorStatic( Trigger_48, 3 ) ; vector with real numbers
 ; vs2[1] = 0.0, vs2[2] = 0.0, vs2[3] = 0.0  performed automatically

End

OnSyncTask( 0.5 )
 If Virt_Bit01 > 0

 vs1[1] = 4
 vs1[2] = 5
 vs1[3] = 6

 Else
 vs1[1] = 1
 vs1[2] = 1
 vs1[3] = 2

 End

 vs2[1] = pv.Channel_01
 vs2[2] = pv.Channel_02
 vs2[3] = pv.Channel_03

End
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VibrationFilter
振動重み付け: 設定されている周波数重み付けに従って、信号がフィルタリングされます。また、遡及的時間加
重(指数平均による変動RMS値)およびリサンプリングを実行できます。

VibSignal = VibrationFilter( Signal, FrequencyWeighting, TimeConstant, ReductionFactor )
VibSignal: フィルタリング後の信号
Signal: 加重の対象となる入力信号(秒
単位)。
FrequencyWeighting: 信号の周波数
重み付け

TimeConstant: RMSの指数計算用時
間定数(秒)、>= 0。
たとえば、FAST-weightingには0.125
SLOW-weightingには1.0

低減係数: リサンプリングの係数、>= 1
ReductionFactor = 1の場合は、リサ
ンプリングなし。
これにより、時間定数が大きい場合、
結果のデータボリュームをうまく低減する
ことができます。

TimeConstant = 0の場合、以降の時間加重なし。この場合の低減係数は1でなければなりません。
数値上の理由から、周波数重み付けに依存する入力信号のサンプリング期間には制約があります(上記を参
照)。

信号の周波数重み付け
(ISO 2631-1、第2版、1997年に準拠)
10 Wk、z方向、垂直のあおむけ方向用。headは除く。
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

11 Wd、x方向、y方向、および水平のあおむけ方向
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

12 Wf、乗り物酔い
許可されている信号サンプリング期間: 5～500ms(2～200Hzに対応)

13 Wc、シートバック測定
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

14 We、回転振動の測定
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

15 Wj、あおむけの人の頭の下の振動
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

(DIN 45671 Part 1、1990年9月に準拠)
16 Hx、全身の振動、立位、座位、測定方向: x、y、あおむけの位置、測定方向: y、z。
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

17 Hz、全身の振動、立位、座位、測定方向: z
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

18 Hxl、全身の振動、あおむけの位置、測定方向: x
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

19 Hb、全身の振動、体の位置の指定なし
許可されている信号サンプリング期間: 0.2～2ms(500Hz～5kHzに対応)

20 Hh、手によって伝えられる振動、全ての測定方向
許可されている信号サンプリング期間: 0.02～0.2ms(5～50kHzに対応)

(ISO 7505、第1版、1986-05-01に準拠):
20 手によって伝えられる振動、加重フィルタ。
許可されている信号サンプリング期間: 0.02～0.2ms(5～50kHzに対応)
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例
SignalVib = VibrationFilter( Signal, 10, 0.125, 1000 )
Wk、ISO 2631-1に準拠した加重
信号には振動重み付けが適用されます。周波数重み付け信号は、時間定数0.125s (FAST)の時間加
重信号になり、係数1000でリサンプリングされます。
信号は元ー、サンプリング周波数20 kHzを持ちます。振動重み付けの結果はサンプリング周波数20 Hzの
みになります。

VIsAnyGreater
bのベクトルエレメントがcの対応エレメントよりも大きい場合、戻り値は1です。それ以外の場合、戻り値は0で
す。

a = VIsAnyGreater( b, c )
a: 戻り値
b: 入力ベクトルシリーズ
c: 入力ベクトルシリーズ

例
_tmpV1 = VectorizeAndSkip( Channel_01, 512, 0 )
_tmpV2 = VectorizeAndSkip( Channel_02, 512, 0 )
a = VIsAnyGreater(_tmpV1, _tmpV2 )
a: Channel_01のサンプルがChannel_02のサンプルよりも大きい場合は1

VMax
ベクトルの最大値: 各入力ベクトルから最大値が返されます。

a = VMax( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VMaxV
ベクトルシリーズの最大値: 低減されたベクトルシリーズの最大値

a = VMaxV( b, WindowOption, RF )
a: 出力ベクトルシリーズ
b: 入力ベクトルシリーズ

WindowOption: 以下から最大ベクトル
を計算

1: RF入力ベクトル
2: 全ての現在の入力ベクトル

RF: ベクトル内の低減係数(RF)、>= 1

ベクトルのエレメントごとに、ベクトルシーケンスのエレメントの最大値が特定されます。結果は、別のベクトルにな
り、時間が経過するにつれてベクトルシーケンスになります。
ウィンドウオプションが1の場合、RFベクトルに関する最大値が検出され、RF入力ベクトルごとに1つの出力ベクト
ルが生成されます。
ウィンドウオプションが2の場合、以前の入力ベクトルすべての最大値が検出されます。RF入力ベクトルごとに、1
つの結果ベクトルが検出されます。
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VMean
ベクトルの平均値: 各入力ベクトルから平均値が返されます。

a = VMean( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VMeanV
ベクトルシリーズの平均値: 低減されたベクトルシリーズの平均値

a = VMeanV( b, WindowOption, RF )
a: 出力ベクトルシリーズ
b: 入力ベクトルシリーズ

WindowOption: 以下から平均ベクトル
を計算

1: RF入力ベクトル
2: 全ての現在の入力ベクトル

RF: ベクトル内の低減係数(RF)、>= 1

この関数は、一連のベクトルのエレメントを比較し、エレメントの平均値を取得します。
つまり、全ての第1エレメントの平均値が検出され、それに続いて、全ての第2エレメントの平均値が検出されま
す。
検出された平均値はオリジナルベクトルと同じディメンションのベクトルに割り当てられます。
その後、これらはさらに一連の平均値ベクトルにグループ化されます。

VMin
ベクトルの最小値: 各入力ベクトルから最小値が返されます。

a = VMin( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VMinV
ベクトルシリーズの最小値: 低減されたベクトルシリーズの最小値

a = VMinV( b, WindowOption, RF)
a: 出力ベクトルシリーズ
b: 入力ベクトルシリーズ

WindowOption: 以下から最小ベクトル
を計算

1: RF入力ベクトル
2: 全ての現在の入力ベクトル

RF: ベクトル内の低減係数(RF)、>= 1

この関数は、一連のベクトルのエレメントを比較し、最小エレメントを検出します。
つまり、全ての第1エレメントの最小値が検出され、それに続いて、全ての第2エレメントの最小値が検出されま
す。
検出された最小値はオリジナルベクトルと同じディメンションのベクトルに割り当てられます。
その後、これらはさらに一連の最小ベクトルにグループ化されます。
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VRedV
ベクトルシリーズの低減: ベクトルシリーズが低減されます。

a = VRedV( b, RF )
a: 出力ベクトルシリーズ
b: 入力ベクトルシリーズ
RF: ベクトルの低減係数、>= 1

各RF入力ベクトルが、信号出力ベクトルに低減されます。

VRMS
ベクトルのRMS: 各入力ベクトルのRMS値が返されます。

a = VRMS( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VSum
ベクトルの合計: 各入力ベクトルのエレメントの合計値が返されます。

a = VSum( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VValueAtXValue
x値におけるy値: 指定したx値に対するy値が返されます。

a = VValueAtXValue( b, XValue )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

XValue: X値
範囲: x-offset～delta-x * vector_length - x-offset

例
frqPos = VXValueOfMax( SPEK_PosA ) ; frqPos = Display-Variable
phaPos = VValueAtXValue( SPEK_PosP, frqPos )

VXValueOfMax
最大値のX値: ベクトルの最大エレメントのx値が返されます。

a = VXValueOfMax( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

VXValueOfMin
最小値のX値: ベクトルの最小エレメントのx値が返されます。

a = VXValueOfMin( b )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ
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VXValueWithYValue
y値におけるx値: 指定したy値に対するx値が返されます。

a = VXValueWithYValue( b, YValue, ErrorValue )
a: 出力値
b: 入力ベクトルシリーズ

YValue: 検出対象のy値
ErrorValue: y値が検出されない場合に返されるエラー値

16.1.2.20  W
WindRoseCorr
ゼロより小さい値には360が加算され、360より大きい値からは360が減算されます。

a = WindRoseCorr( b )
a: 結果
b: 引数

NorthCorrection 関数では、加算方法に従い、真北の不連続性を補正します。平均化期間では、360°か
ら0°へのスキップが回避されます。
360°の回りで変動する値の場合、平均値180°が回避されます。
平均化の結果、風配図の範囲0～360°(365°など)に入らない場合もあります。
WindRoseCorr関数は、365°から5°への変化といった風配図の範囲(0～360°)に対する結果を返します。
このプロシージャでは、変化が100°以下の風向が条件になります。
関数NorthCorrection およびWindRoseCorrを使用するための唯一賢明な方法は、次の例のように組み合
わせて使用する方法です。平均化の代わりに、標準偏差、つまりStDev 関数を使用できます。

例
NC = NorthCorrection( Channel, 10 )
NC_Mean = Mean( NC, 10, 10 )
Result = WindRoseCorr( NC_Mean )

1390

1390

1429
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16.1.3  コントロールコマンドを使用する関数
すべての関数の前提条件:
· コントロールコマンドでのみ使用可能です!

関数グループ 演算子と記号 その他の関数
測定プロセス状態 (=) 等号演算子(比較) AND
ループ、条件 (<>) 不等号演算子 CloseSaveInterval
タイマ関数 (<) 小なり演算子 CurrentValue
CanMsg (<=) 以下演算子 DelayBuffer*
コントローラ関数 (>) 大なり演算子 ECU*

(>=) 以上演算子 GetDateTime
NOT
OnECUCmdReturn_ECU_*
OR
ReadyForPowerOff
SyncOverload
VectorChannel
VectorChannelSet
VectorStatic

16.1.3.1  測定プロセス状態
測定プロセスの各状態に対応して、演算を実行できます。チャンネルデータの計算は、OnTriggerMeasureでの
み実行できます。他の状態では、単一値(状態変数(単一値)、ビット、DAC、LEDなど)を使用する演算のみを
実行できます。
単一値の変数は、式で使用する場合、OnInitAllブロックで初期化する必要があります。各測定状態は、End
コマンドで終了する必要があります。

1450 1329 1336

1457 1329 1341

1460 1330 1349

1462 1330 1350

1466 1330 1358

1331 1367

1390

1360

1391

1414

1432

1442

1442

1443
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OnInitAll
開始時に1回実行

OnInitAll
このセクションで扱うコマンドは全て、開始時に1回実行されます。このセクションは、構成がデバイスにロードされ
た後に1回だけ実行されます。したがって、このセクションは初期化に適しています。特にグローバル変数(単一
値)は、後で使用できるようにここで初期化されます。デジタルビットもここで初期化できます。
imcSTUDIO 3.1R1以降のバージョンでは、ループと条件もサポートされています。
imcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOS内での計算に後で使用されるグローバル変数は全て、
OnInitAllブロック内で最初に初期化する必要があります。

例
OnInitAll

Virt_Bit01 = 1
Voltage = 10
Counter = 0
LED_01 = 0
int v[8]
int i = 0

For i = 1 Till 8 Step 1
v[i] = 1
End

End
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OnAlways
定期的に実行

OnAlways
このセクションのコマンド行は、OnInitAllのコマンドの後に定期的に実行されます。
これは1回限りのイベントではなく、測定が進行中であるかどうかにかかわらず定期的に繰り返されます。
このセクションは、グローバル変数(単一値)とデジタルビットで動作します。計算をグローバル変数(単一値)で実
行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する必要があります。

例

注意
OnAlwaysでは、"LED_01 = 1"のようなデバイスへの書き込みは回避してください。バスの過負荷が生じる
可能性があります。

OnInitAll
 Reset = 0

End

OnAlways
 Virt_Bit10 = 1
 If DisplayVar_01 > 0

 DisplayVar_02 = 0
  Reset = 1

 Else
 DisplayVar_02 = 1
 Reset = 0

 End
End
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OnMeasureStart
開始ボタンを押したときに実行

OnMeasureStart
このセクションのコマンド行は、測定が開始された場合に1回だけ実行されます。つまり、測定開始ボタンを押し
た場合に1回だけ実行されます。
このセクションは、グローバル変数(単一値)とデジタルビットで動作します。計算をグローバル変数(単一値)で実
行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する必要があります。

例

OnMeasureEnd
停止ボタンを押したときに実行

OnMeasureEnd
このセクションのコマンド行は、測定が完了した場合に1回だけ実行されます。つまり、測定終了ボタンを押した
場合または実行したテストが終了した場合に1回だけ実行されます。
このセクションは、グローバル変数(単一値)とデジタルビットで動作します。計算をグローバル変数(単一値)で実
行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する必要があります。

例

OnInitAll
 Reset = 0

End

OnMeasureStart
 Virt_Bit10 = 1
 If DisplayVar_01 > 0

 DisplayVar_02 = 0
  Reset = 1

 Else
 DisplayVar_02 = 1
 Reset = 0

 End
End

OnInitAll
 Reset = 0

End

OnMeasureEnd
 Virt_Bit10 = 1
 If DisplayVar_01 > 0

 DisplayVar_02 = 0
  Reset = 1

 Else
 DisplayVar_02 = 1
 Reset = 0

 End
End
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OnSyncTask
設定した時間間隔の経過後すぐに実行
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS Professional

OnSyncTask( CycleTime )
本セグメントでは、デバイスのADコンバータと同期してサイクリックに有効にする同期タスクを形成します。本セグ
メントに含まれるコマンド行は、指定したサイクル時間が再度経過すると、一度だけ実行されます。可能な同期
タスクの最大個数は4個です。
パラメータTimeは、秒単位で指定します。
指定できるTimeは、0.0001s、0.0002s、0.0005s、...、0.1s、0.2s、0.5s、1sです。

例
OnSyncTask( 0.1 ) ; Cycle time of 0.1s

End

コマンドの実行にcycle timeが不十分な場合は、ビープ音とLED_06が有効になります。また、これはコマンド
SyncOverload を使用して監視できます。

参照
コントローラの詳細については、ドキュメントの「imcOnlineFAMOS」: 「imcOnlineFAMOS
Professional」>「PIDコントローラ」 を参照してください。

OnTriggerStart
測定の開始時に実行

OnTriggerStart( TriggerName )
このセクションのコマンド行は、各測定の開始時に、トリガがリリースされた瞬間に、1回だけ実行されます。
このセクションは、グローバル変数(単一値)とデジタルビットで動作します。計算をグローバル変数(単一値)で実
行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する必要があります。

例

1432

721

 If VirtBit_01 <> 0
  VirtBit_02 = 1

 Else
 VirtBit_02 = 0

 End

OnInitAll
 Counter = 0
 VirtBit_02 = 1

End

OnTriggerStart( Trigger_48 )
 Counter = Counter + 1
 If VirtBit_01 > 0

 VirtBit_02 = 0
 End

End
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OnTriggerEnd
各測定の終了時に実行

OnTriggerEnd( TriggerName )
このセクションのコマンド行は、各測定が終了し、トリガにより到着するデータがそれ以上ない時に一度実行され
ます。
このセクションは、グローバル変数(単一値)とデジタルビットで動作します。計算をグローバル変数(単一値)で実
行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する必要があります。

例

OnTriggerMeasure
測定中に実行

OnTriggerMeasure( TriggerName )
このセクションのコマンド行は、測定中に実行されます。これは1回限りのイベントではなく、トリガ開始とトリガ終
了の間に常に繰り返されます。
このセクションは、チャンネルと仮想チャンネルで動作しますが、単一値とデジタルビットでも動作します。
計算をグローバル変数(単一値)で実行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する
必要があります。

例
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

End

OnInitAll
 Counter = 0
 VirtBit_02 = 0

End

OnTriggerEnd( Trigger_48 )
 Counter = Counter + 1
 If VirtBit_01 < 1

 VirtBit_02 = 1
 End

End

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 5
 If VirtBit_01 > 0

 VirtChannel_01 = Channel_02 + 10
 Else

 VirtChannel_01 = Channel_02 + 5
 End
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OnTimer
設定した時間間隔の経過後に実行

OnTimer( Timer_ID )
本セクション内のコマンド行は、該当するタイマがリリースされるたびに一度実行されます。タイマは、
StartTimerPeriodicまたはStartTimerSingleを使用して作成できます(「タイマ関数」 を参照)。
計算をグローバル変数(単一値)で実行する場合、このグローバル変数をセクションOnInitAllでまず初期化する
必要があります。
指定するタイマIDは、対応するタイマ開始関数のIDと正確に一致する必要があります。許可されている値は、1
～8。

例

OnPowerOff
デバイスのオフ後に実行
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

OnPowerOff( cycle time )
このセクションは、デバイスがオフになると有効になる電源オフプロシージャを実行します。その後、デバイスのバッ
テリが電源供給を最大8秒間引き継ぎます。この間、OnPowerOffセクションでアプリケーションを適切に終了で
きます。関数ReadyForPowerOffを呼び出すと、内部バッテリによるデバイスへの給電を無効化する準備ができ
ます。
各同期タスクに許可されているOnPowerOffセクションは、1つです。同期タスクに関連するOnPowerOffセクショ
ンは、cycle timeを規定することにより示します。
パラメータcycle timeは、秒単位で指定します。指定できるcycle timeは、0.0001s、0.0002s、0.0005s、...、
0.1s、0.2s、0.5s、1sです。

例

1460

OnTriggerStart( Trigger_48 )
 StartTimerPeriodic( 5, 0.1, 0.1 )

End

OnTimer( 5 )
 If VirtBit_01 > 0

 VirtBit_02 = 1
 Else

 VirtBit_02 = 0
 End

End

OnSyncTask( 0.01 ) ; Cycle time: 0.01s
 DisplayVar_01 = pv.Channel_01

End

OnPowerOff( 0.01 ) ; Cycle time: 0.01s
 DisplayVar_01 = 0
 DOut01_Bit01  = 0
 DOut01_Bit02  = 0
 ReadyForPowerOff()

End
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16.1.3.2  ループ、条件
If 条件、Else
このコントロールコマンドは、以下に示す演算を条件付きで実行するように設定します。
条件が満たされた場合にのみ演算が実行されます。渡された単一値が0でない場合、条件は満たされます。
演算は、EndまたはElseで終了します。
Elseは、先行するIf条件が満たされない場合に実行される演算の開始を示します。
演算は、Endで終了する必要があります。

例
OnTriggerMeasure( Trigger_48 )

End

通常、条件は例に示す方法で使用します。比較演算子に従って2つのオペランドが比較されます。"If a"の形
の条件も当然、使用できます。このような場合は、aはBOOLタイプの単一値をとる必要があります。
"<"、">"、"="などの比較演算子もBOOLタイプの変数を返します。"If VirtBit_01 > 0"の代わりに、コマンド行"a
= VirtBit_01 > 0"および"If a"とコーディングすることもできます。"If VirtBit_01 > 0 AND VirtBit_02 = 0"など、異な
る条件の組み合わせも可能です。

 If VirtBit_01 > 0
 VirtChannel_01 = Channel_01 + 1

 End
 If VirtBit_05 = 0

 VirtChannel_02 = Channel_02 + 5
 Else

 VirtChannel_02 = Channel_02 + 10
 End
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Switch
このコントロールコマンドを使用すると、パラメータbの値に基づいて演算を実行することができます。一連のcaseブ
ロックから構成されるリスト内では、パラメータbの様ーな値が処理されます。
パラメータbの数値がCaseコマンドの数値に等しくなるたびに、Caseブロックが実行されます。明示的にリストされ
ていないパラメータbの数値は全て、デフォルトケースで処理されます。
Switchコマンドは、Endコマンドで終了します。
Caseコマンドのパラメータは、非負の整数でなければなりません。実数は、Caseコマンドのパラメータとして許可さ
れていません。

例

For
For Counter = Start Till End Step Iteration
Forループを使用すると、オペレーションを反復実行できます。ループの実行回数は常に、Forループ内で固定さ
れています。Counter = Startの状態から開始され、Counterが値"End"以下になるまで、ループが実行されま
す。各ループが終わるごとに、数値"Iteration"がCounterに加算されます。Counterは、OnInitAllブロック内で
単一の整数値として定義する必要があります。Start、End、およびIterationは、整数でなければなりません。
Forブロックは、"End"コマンドで終了します。
ループ内では、単一値およびデジタルビットは処理できますが、チャンネルの定義は許可されていません。

例

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 Switch Value

 Case 1
 VirtChannel_01 = Channel_01 + 1
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 1

 End
 Case 2

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 10
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 2

 End
 Default

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 100
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 3

 End
 End

End

OnInitAll
 int i = 0
 HistoSum = 0

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
10, 10, 16, 1, 1 ) Histo = Histogramm( Channel_01,  -

 HistoSum = 0
 For i = 0 Till 15 Step 1

 HistoSum = HistoSum + GetHistoValue( Histo, i )
 End
 VrtSum = Channel_01*0 + HistoSum

End
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While条件
While条件
Whileループを使用すると、演算を反復実行できます。Whileのループ回数は、条件によって決まるので、ループ
の呼び出し時に判明している必要はありません。Whileブロックの演算は、条件が満たされるまで、つまりWhile
命令のパラメータが0でない間、実行されます。Whileブロックは、"End"コマンドで終了します。
ループ内では、単一値およびデジタルビットは処理できますが、チャンネルの定義は許可されていません。

例

Whileループは、条件が満たされるまで実行されます。条件が常に満たされていると、Whileループは終了しませ
ん。Whileループは一般に、例に示す方法で使用します。つまり、1つの比較演算子に従って2つのオペランドが
比較されます。"While i <= 15 AND HistoSum <= 5000"など、複数の条件を組み合わせることも可能です。

Default
Caseコマンドでは、以前のswitchコマンドで指定した変数の特定の値を指定します。Caseブロックのリスト内で
は、switchコマンドのパラメータの様ーな値が処理されます。switchコマンドのパラメータの数値がCaseコマンドの
数値に等しくなるたびに、Caseブロックが実行されます。明示的にリストされていないswitchコマンドのパラメータ
の数値は、デフォルトケースで処理されます。Defaultコマンドは、Endコマンドで終了します。Caseコマンドのパラ
メータは、非負の整数でなければなりません。実数は、Caseコマンドのパラメータとして許可されていません。

例

OnInitAll
 int i = 0
 HistoSum = 0

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Histo = Histogramm( Channel_01,-10,10,16,1,1)
 HistoSum = 0
 i = 0
 While i <= 15

 HistoSum = HistoSum + GetHistoValue( Histo, i )
 i = i + 1

 End
 VrtSum = Channel_01*0 + HistoSum

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 Value = CurrentValue( Channel_01, 0, 0.0 )
 Switch Value

 Case 1
 VirtChannel_01 = Channel_01 + 1
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 1

 End
 Case 2

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 10
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 2

 End
 Default

 VirtChannel_01 = Channel_01 + 100
 VirtChannel_02 = Channel_02 + 3

 End
 End

End
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16.1.3.3  タイマ関数
異なるタイマを最大8個まで実装することができます。どのタイマも、関数によって開始する必要があります。定期
タイマ(タイマが一定間隔で定期的にリリースされる)および1回限りのタイマ(タイマが指定された間隔に達するとリ
リースされる)を実行できます。定期タイマを停止するには、関数StopTimerを使用する必要があります。タイマ
は、測定プロセスのどの状態でも開始および停止できます。
OnTimerブロックでは、単一値(単一値変数、ビット、LED、DACなど)のみを計算できます。

StartTimerPeriodic
定期タイマ。定期タイマを作成します。

StartTimerPeriodic ( Timer_ID, TimeInterval, TimeInterval_1 )
Timer_ID: タイマ(1～8)を識別します。
TimeInterval: 時間間隔が経過するとリリースされます(秒単位)。
TimeInterval_1: 本時間(秒単位)が経過した後にリリースが発生します。

タイムカウントは、本関数が呼び出されると開始します。時間TimeInterval_1が経過すると、タイマは1つの単一
時間でリリースされます。その後、タイマはTimeInvervalの間隔で繰り返しリリースされます。タイマがリリースされ
ると、対応するTimer_IDのOnTimerセクションが実行されます。
時間間隔は、0.0001s (0.1ms)の精度まで指定できます。TimeIntervalは0.0001s以上にしてください。
TimeInterval_1を0sにすることもできます。
パラメータTimeIntervalおよびTimeInterval_1の最大許容値は、使用するデバイスのタイプによって異なります。

例
OnTriggerStart( Trigger_48 )
; Create periodic timer
StartTimerPeriodic ( 5, 0.5, 0.0 )
End

OnTimer( 5 )

End

OnTimer( 5 )
 If VirtBit_01 > 0

 LED_01 = 1
 Else

 LED_01 = 0
 End



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1461imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference

StartTimerSingle
1回限定のタイマ。1回だけ使用するタイマを作成します。

StartTimerSingle ( Timer_ID, TimeInterval )
Timer_ID: タイマ(1～8)を識別します。
TimeInterval: 本時間(秒単位)が経過した後にリリースが発生します。

タイムカウントは、本関数が呼び出されると開始します。時間TimeIntervalが経過すると、タイマは1つの単一時
間でリリースされます。その後、対応するTimer_IDのOnTimerセクションが実行されます。
時間間隔は、0.0001s (0.1ms)の精度まで指定できます。これは0.0001s以上にしてください。
パラメータTimeIntervalの最大許容値は、現在使用中のデバイスによって異なります。

例
OnTriggerStart( Trigger_48 )
; Create a one-off timer
StartTimerSingle( 1, 5.0 )
End

OnTimer( 1 )

End

StopTimer
タイマが削除されます。タイマはリリースできません。タイマは存在しません。

StopTimer ( Timer_ID )
Timer_ID: タイマ(1～8)を識別します。

例

 If VirtBit_01 > 0
 LED_01 = 1

 Else
 LED_01 = 0

 End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 If VirtBit_01 > 0

 ; Create periodic timer
 StartTimerSingle( 5, 0.0 )

 End
 If VirtBit_02 > 0

 StopTimer( 5 ) ; Delete timer
 End

End

OnTimer( 5 )
 If VirtBit_05 > 0

 LED_01 = 1
 Else

 LED_01 = 0
 End

End
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16.1.3.4  CanMsg
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS

CanMsg
CanMsg-初期化: デフォルト値によるCanMsg構造の初期化。

CanMsg1 = CanMsg()
CanMsg1: CanMsg構造

CanMsg構造でCANメッセージを送信するには、関数CanMsg()をOnInitAllセクションで呼び出す必要がありま
す。その過程で、CanMsg構造が作成され、初期化されます。CANメッセージを送信する前に、MessageID、
message-length、およびmessage-contentを設定する必要があります。Message-IDとmessage-lengthは、変
数.IDおよび.Lenで設定します。各メッセージのバイト数は、変数.Byte0～.Byte7か、関数.SetData()で設定し
ます。このようにして作成されたCANメッセージは、.Transmit1_S1()によって送信されます。

例: CANメッセージの送信

例: CANメッセージの受信

OnInitAll
 CanMsg1 = CanMsg()

End

OnAlways
 If VirtBit_01 > 0

 CanMsg1.ID = 100
 CanMsg1.Len   = 2
 CanMsg1.Byte0 = 10
 CanMsg1.Byte1 = 20
 CanMsg1.Transmit1_S1()
 VirtBit_01    = 0

 End
End

OnInitAll
 CanID  = 0
 CanLen  = 0
 CanByte0 = 0
 CanByte1 = 0

End

OnCanMessageReceive1_S1( CanMsg1 )
 CanID    = CanMsg1.ID
 CanLen   = CanMsg1.Len
 CanByte0 = CanMsg1.Byte0
 CanByte1 = CanMsg1.Byte1

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 VID    = Channel_01*0 + CanID
 VLen   = Channel_01*0 + CanLen
 VByte0 = Channel_01*0 + CanByte0
 VByte1 = Channel_01*0 + CanByte1

End
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注意
CanMsg関数は、CAN-Assistantが以前開かれた場合にのみ表示されます。CAN-Assistantに対する変
更もCAN-Assistant内での操作も、実行済みである必要はありません。CAN-Assistantが一度開かれてい
れば、CANバスインターフェースが存在することをimcOnlineFAMOSは学習します。

CanMsg.GetData
CANメッセージの値: CANメッセージから抽出された値。

Result = CanMsg.GetData(StartByte, StartBit, BitCount, BitSequence, Format)
Result: CANメッセージから抽出された値
StartByte: メッセージ内の先頭バイト(0～7)
StartBit: メッセージ内の先頭ビット(0～7)
BitCount: 送信される値内のビット数(1～32)
ByteSequence: IntelまたはMotorolaのフォーマット

1: Intel
2: Motorola)

Format: 送信される値の数値フォーマット
1: 符合付き整数
2: 符合なし整数
3: 実数(32ビット)
4: デジタルビット

本関数を使用するには、OnCanMessageReceive1_S1セクション(この中で関数.GetData()が呼び出される)を
生成する必要があります。受信したCANメッセージの内容は、変数.Byte0～～.Byte7か、関数.GetData()を使
用してメッセージから抽出します。

例

OnInitAll
 CanID  = 0
 CanLen  = 0
 CanByte0 = 0
 CanByte1 = 0

End

OnCanMessageReceive1_S1( CanMsg1 )
 CanID    = CanMsg1.ID
 CanLen   = CanMsg1.Len
 CanByte0 = CanMsg1.GetData( 0, 4, 16, 1, 1 )
 CanByte1 = CanMsg1.GetData( 2, 4, 16, 1, 1 )

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 VID    = Channel_01*0 + CanID
 VLen   = Channel_01*0 + CanLen
 VByte0 = Channel_01*0 + CanByte0
 VByte1 = Channel_01*0 + CanByte1

End
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CanMsg.SetData
メッセージ内の値: 値はCANメッセージに挿入されます。

CanMsg.SetData( Value, StartByte, StartBit, BitCount, ByteSequence, Format, Factor, Offset)
[値]: 送信される値
StartByte: メッセージ内の先頭バイト(0～7)
StartBit: メッセージ内の先頭ビット(0～7)
BitCount: 送信される値内のビット数(1～32)
ByteSequence: IntelまたはMotorolaのフォーマット(

1: Intel
2: Motorola)

Format: 送信する値の数値フォーマット
1: 符合付き整数
2: 符合なし整数
3: 実数(32ビット)
4: デジタルビット

Factor: 送信される値にこの値を足します。
[オフセット]: 送信される値にこの値を足します。

本関数を使用するには、CanMsg構造をOnInitAllセクション内で定義する必要があります。
CANメッセージを送信する前に、Message-ID、message-length、およびmessage-contentを設定する必要が
あります。Message-IDとmessage-lengthは、変数.IDおよび.Lenで設定します。各メッセージのバイト数は、変
数.Byte0～.Byte7か、関数.SetData()で設定します。このようにして作成されたCANメッセージ
は、.Transmit1_S1()関数によって送信されます。

例

[CanMsg.Transmit1_S1]
CANメッセージの送信: CANメッセージがノード1に送信されます。

CanMsg.Transmit1_S1( )
本関数を使用するには、CanMsg構造をOnInitAllセクション内で定義する必要があります。
CANメッセージを送信する前に、Message-ID、message-length、およびmessage-contentを設定する必要が
あります。Message-IDとmessage-lengthは、変数.IDおよび.Lenで設定します。各メッセージのバイト数は、変
数.Byte0～.Byte7か、関数.SetData()で設定します。このようにして作成されたCANメッセージ
は、.Transmit1_S1()関数によって送信されます。

OnInitAll
 CanMsg1 = CanMsg()

End

OnAlways
 If VirtBit_01 > 0

 CanMsg1.ID = 100
 CanMsg1.Len = 4
 CanMsg1.SetData( 1000, 0, 4, 16, 1, 1, 1.0, 0.0 )
 CanMsg1.SetData( 2000, 2, 4, 16, 1, 1, 1.0, 0.0 )
 CanMsg1.Transmit1_S1()
 VirtBit_01 = 0

 End
End
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例1

例2

OnInitAll
 CanMsg1 = CanMsg()

End

OnAlways
 If VirtBit_01 > 0

 CanMsg1.ID = 100
 CanMsg1.Len   = 2
 CanMsg1.Byte0 = 10
 CanMsg1.Byte1 = 20
 CanMsg1.Transmit1_S1()
 VirtBit_01    = 0

 End
End

OnInitAll
 CanMsg1 = CanMsg()

End

OnAlways
 If VirtBit_01 > 0

 CanMsg1.ID = 100
 CanMsg1.Len = 4
 CanMsg1.SetData( 1000, 0, 4, 16, 1, 1, 1.0, 0.0 )
 CanMsg1.SetData( 2000, 2, 4, 16, 1, 1, 1.0, 0.0 )
 CanMsg1.Transmit1_S1()
 VirtBit_01  = 0

 End
End
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[OnCanMessageReceive1_S1]
このセクションでは、デバイスから受け取るCANメッセージで、CAN-Assistant内で永続的に設定することができな
いものを処理します。

OnCanMessageReceive1_S1( CanMsg1 )
CanMsg1: 新しく作成されるCanMsg構造。

渡されるCanMsg構造の作成および初期化は、このセクションで行います。CanMsg構造の要素は
OnCANMessageReceive_S1()セクション内のローカル変数のように取り扱われ、このセクション内でのみ使用す
ることもできます。これらの変数値はCANメッセージを読み取るためのコマンドの実行時に設定され、その使用と
取得は式右辺のOnCANMessageReceive_S1()セクション内で実行できます。これらの変数値は単一値です。
CANメッセージの内容は、変数.Byte0～.Byte7か関数.GetData()を使用してメッセージから抽出することができ
ます。

例

16.1.3.5  コントローラ関数
前提条件:
· 以下の場合のみ可能です。imcOnlineFAMOS Professional

参照
コントローラの詳細については、ドキュメントの「imcOnlineFAMOS」: 「imcOnlineFAMOS Professional」
>「PIDコントローラ」 を参照してください。721

OnInitAll
 CanID  = 0
 CanLen  = 0
 CanByte0 = 0
 CanByte1 = 0

End

OnCanMessageReceive1_S1( CanMsg1 )
 CanID    = CanMsg1.ID
 CanLen   = CanMsg1.Len
 CanByte0 = CanMsg1.Byte0
 CanByte1 = CanMsg1.Byte1

End

OnTriggerMeasure( Trigger_48 )
 VID    = Channel_01*0 + CanID
 VLen   = Channel_01*0 + CanLen
 VByte0 = Channel_01*0 + CanByte0
 VByte1 = Channel_01*0 + CanByte1

End
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CtPID
PIDコントローラの作成と初期化: 指定した値で、PIDコントローラが初期化されます。

Controller = CtPID( P_component, I_component, D_component )
Controller: 作成されるコントローラ構造
P_component: Pコンポーネント

I_component: Iコンポーネント
D_component: Dコンポーネント

本関数は、OnInitAllセクションでコントローラが使用されるたびに一度呼び出されます。本関数は、コントローラ
構造を作成します。連続(非離散)コントローラの場合は、定数が渡されます。それらは要素.KP、.KI、.KDを初
期化する役割を果たします。他の要素は全て、0.0として初期化されます。
.DCutOff(約0.1/[コントローラのサイクルタイム]に設定される)は例外です。
PIDコントローラの構造は、強化されています。特に、Dコンポーネントの入力制御、コントローラ出力の制限、お
よびバンド制限が全て可能です。
コントローラの計算は、OnSyncTaskブロック内で.Calc()関数を使用して実行します。該当構造の要素に対する
取得と変更はいつでも実行することができ、設定ポイント.SetPointも同様です。

例

OnInitAll
 EngineController = CtPID( 20.0, 0.5, 0 ) ; P, I, D
 EngineController.SetPoint = 6000

End

OnSyncTask( 0.1 )
 DAC_VoltageEngine = EngineController.Calc( pv.Speed )
 If VirtBit_01 <> 0

 EngineController.Reset = 1
 End
 If VirtBit_02 > 0

 EngineController.SetPoint = 2000
 End

End
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CtPID.Calc
PIDコントローラの計算: PIDコントローラの計算。

ControllerOutput = CtPID.Calc( ProcessValue )
ControllerOutput: コントローラの出力
ProcessValue: 瞬間的な測定値。コントローラの処理値

本関数は、コントローラのステップを1つだけ計算します。現在渡されている処理値に対して、新しいコントローラ
出力が戻り値として決定されます。その場合、戻り値は通常、DACに渡されます。コントローラ出力はその
後、.PV内で利用できます。コントローラ出力は.CO内でも利用できます。
コントローラのパラメータを変更すると、それらの変更は、.Calc()関数が次に呼び出されたときにのみ、有効になり
ます。そのときに、新しいコントローラ出力が初めて(かつ一度だけ)計算されるからです。
.Calc()関数は、同期タスク内でのみ許可されています。

例

OnInitAll
 EngineController = CtPID( 20.0, 0.5, 0 ) ; P, I, D
 EngineController.SetPoint = 6000

End

OnSyncTask( 0.1 )
 DAC_VoltageEngine = EngineController.Calc( pv.Speed )
 If VirtBit_01 <> 0

 EngineController.Reset = 1
 End
 If VirtBit_02 > 0

 EngineController.SetPoint = 2000
 End

End
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CtTwoPos
2ポイントコントローラの作成と初期化: 指定した値で、2ポイントコントローラが初期化されます。

Controller = CtTwoPos( Hysteresis, Output_Inversion )
Controller: 新しく作成されるコントローラ構造
Hysteresis: 2つの反転ポイント間の距離

Output_Inversion: 出力を反転するか否か
0: デフォルト
1: 出力を反転

本関数は、OnInitAllセクションで2ポジションコントローラが使用されるたびに一度呼び出されます。本関数は、
コントローラ構造を作成します。
コントローラ構造には、本関数によって初期化される一連の要素が含まれます。そのため、コントローラの設定ポ
イント.SetPointは0、コントローラ出力.COは0に設定されます。出力が反転されると、.COは1に設定されます。
ヒステリシスは、上反転ポイント～下反転ポイント間の距離です。0より大きな値です。
2つの反転ポイントは、設定ポイントを中心として対称的な位置に存在します。たとえば、設定ポイントが20、ヒ
ステリシスが2の場合、反転ポイントは21と19になります。
コントローラの動作方法: 処理値が上反転ポイントより大きい場合は、.Calc()関数によりコントローラ出力 = 1が
生成され、返されます。処理値が下反転ポイントより小さい場合は、コントローラ出力 = 0となります。処理値が
2つの反転ポイント間の場合、コントローラ出力は変化しません。
通常は、パラメータOutput_Inversionを使用してコントローラ出力を反転できるため、プロセス値が高すぎる場
合、コントローラ出力は0に等しくなります。また、プロセス値が低すぎる場合は、COが1に等しくなります。
コントローラの計算は、OnSyncTaskブロック内で.Calc()関数を使用して実行します。該当構造の要素に対する
取得と変更はいつでも実行することができ、設定ポイント.SetPointも同様です。

例
OnInitAll

Thermostat = CtTwoPos( 2, 0 ) ; Hysteresis, invert output
Thermostat.SetPoint = 20 ; optional: set setpoint
DigitalOut_01 = 0 ; optional: output in rest state

End

OnSyncTask( 0.1 )

End

 DigitalOut_01 = Thermostat.Calc( pv.Temperature_01 ) ; set setpoint
 ...
 If VirtBit_01 <> 0

 Thermostat.SetPoint = 22.0 ; change setpoint
 End
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CtTwoPos.Calc
2ポイントコントローラの計算: 2ポイントコントローラの計算。

ControllerOutput = CtTwoPos.Calc( ProcessValue )
ControllerOutput: コントローラの出力
ProcessValue: 瞬間的な測定値。コントローラの処理値

本関数は、コントローラのステップを1つだけ計算します。現在渡されている処理値に対して、新しいコントローラ
出力が戻り値として決定されます。その場合、戻り値は通常、デジタル出力に渡されます。処理値はその
後、.PV内で利用できます。コントローラ出力は.CO内で利用できます。
コントローラ出力は、0～1の値をとることができます。
コントローラのパラメータを変更すると、それらの変更は、.Calc()関数が次に呼び出されたときにのみ、有効になり
ます。そのときに、新しいコントローラ出力が初めて(かつ一度だけ)計算されるからです。.Calc()関数は、同期タ
スク内でのみ許可されています。

例

16.2  コマンドリファレンス
コマンドを使用して、PanelページへのジャンプやimcFAMOSシーケンスの実行、Panelページをレポートとして印
刷するなど、目的のアクションを実行できます。

コマンド ツールウィンドウ[ ]
コマンドはimcSTUDIOのさまざまな領域で利用できます。
· imcSTUDIO Sequencer
· imcSTUDIO Panel

OnInitAll
 Thermostat = CtTwoPos( 2, 0 ) ; Hysteresis, invert output
 Thermostat.SetPoint = 20 ; optional: set setpoint
 DigitalOut_01 = 0 ; optional: output in rest state

End

OnSyncTask( 0.1 )
 DigitalOut_01 = Thermostat.Calc( pv.Temperature_01 ) ; set setpoint
 ...
 If VirtBit_01 <> 0

 Thermostat.SetPoint = 22.0 ; change setpoint
 End

End
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· imcSTUDIO Automation
注記

ここに記述されるすべてのコマンドが、言及されているすべての領域で利用できるわけではありません。すべての
コマンドがすべての領域に関連するわけではないからです。利用可能なそれぞれのコマンドは、関連するコマン
ドリストに表示されています。

自動化されている場合は、コマンドはSequencerまたはAutomationから呼び出されます。
手動の場合は、コマンドはPanelページのWidgetsとリンクしています。

プラグイン のシーケンステーブルにあるコマンドSequencer

制御に属するイベントとリンクされたプラグイン パネルに属する「イベントダイアログ」のシーケンステーブルにあるコマンPanel Panel
ド
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16.2.1 フローコントロール 

16.2.1.1  If
Ifでは、IfおよびElse命令に呼応したルーチンの分岐が可能になります。

Note that a comparison is performed using the operator "==".

Evaluating the last dialog's answer
Using this command it is possible to react to dialog responses. For more on this topic, see:
Evaluating the last dialog's answer .

例 : 変数の値に応じた別の実験 のロード

例 変数 に応じて実験をロードして開始。: Virt_Bit01
この例では、変数Virt_Bit01に応じて実験をロードして開始します。変数の値が0の場合はExperiment_0001
をロードして開始します。その他の値では、Experiment_0002をロードして開始します。

Note on loading an experiment from the Sequencer
Note that the command Open Experiment/Start measurement does not overwrite the Sequencer.
The Sequencer is ignored when the command Open Experiment/Start measurement is selected.

16.2.1.2  ループ
コードで繰り返し実行されるセクションを、ループ内に配置します。FORループとWHILEループの間には明確な違
いがあります。
· FORループでは、ループが特定回数に達するまで繰り返します。
· WHILEループでは、特別に定義された条件が満たされるまで実行します。
カウンタ変数、PV変数、または表示変数を使用でき、例えばPanelなどに表示できます。
フローコントロールグループに属するコマンドから、ループコマンドをシーケンステーブルにドラッグします。

1476

1493

1493
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フローコントロール ループ: 
FORループエントリの隣を右クリックして、プロパティダイアログを開きます。
· ループタイプ: FORループまたはWHILEループを選択します。

FORループ

フローコントロール ループ: FOR
FORループには、[開始]および[終了]番号があります。これらには定数または変数が可能です(PVV変数または
表示変数)。
現在の実行回数が、[カウンタ]に変数として指定されます。

WHILEループ

フローコントロール ループ: WHILE
WHILEループは、条件が満たされ尽くすまで繰り返されます。

この例では、  記号(変数の横にある)によって、仮想ビット01を使用しています。これが設定されない限り、
Sequencerはループのままになります。
Note that a comparison is performed using the operator "==".

参照
FORループ とWHILEループ の例については、プラグインSequencerの例を参照してください。

Evaluating the last dialog's answer
Using this command it is possible to react to dialog responses. For more on this topic, see:
Evaluating the last dialog's answer .

1116 1118

1476
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16.2.1.3  Sequencerの停止
このコマンドを実行すると、Sequencerが停止します。コマンドは、実行しているSequencerに対してのみ効力が
あります。他のコマンドリスト、例えばPanel-ボタンによって開始されたものは、この方法では停止しません。

16.2.1.4  Switch - Case
Switchコマンドを使用すると、変数の値に応じて複数の分岐(Case)が可能になります。
変数は、単一の値(表示変数またはPV変数)か、またはテキスト変数である必要があります。
Caseは名数(十進数)またはテキスト(テキスト)として定義されます。

フローコントロール: Switch
ここでは、「2<×<5」のような式は使用できません。
別のCaseを追加するには、マウス右ボタンを使用します。

Evaluating the last dialog's answer
Using this command it is possible to react to dialog responses. For more on this topic, see:
Evaluating the last dialog's answer .1476
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例

この例では、表示変数DisplayVar_01がPanelのポップダウンリストにリンクされています。

構造の例Switch - Case
選択されている行は表示変数の値を決定します。アナログチャンネルDAC_01は、値に呼応して設定されま
す。

16.2.1.5  Wait
Waitコマンドを使用すると、Sequencerを停止できます。待ち時間を[タイムアウト]モードで設定するか、または
[条件]に連動するように設定できます。

フローコントロール: Wait

パラメータ 説明
Wait モードを[タイムアウト]または[条件]に設定します。
タイムアウト[s] [タイムアウト]モードで、ここに待ち時間を秒単位で入力します。これを行うには、変数を使用するか、または

固定値を使うこともできます。
遅延後にキャンセルダイア
ログを表示

タイムアウトを時間前にキャンセルするには、指定した時間後に[キャンセル]ダイアログを表示できます。

条件 [条件]モードで、ここに条件を設定します。例: Virt_Bit01==1

Note that a comparison is performed using the operator "==".
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16.2.1.6  前回のダイアログの応答の評価
このプロパティを使用することで、コマンドによってはダイアログの応答に対応できます。このプロパティは以下のコマ
ンドで利用できます。
· If
· WHILEループのループ
· Switch
評価の対象になるのは、常に前回のダイアログへの応答です。これには、[メッセージボックスを表示] と[ダイア
ログとしてPanelページを表示] が含まれます。
前回のダイアログへの応答は、Sequencerが再起動するとリセットされます。その結果、Sequencerを起動する
ごとに同じ「No response provided yet (応答がありません)」という状態になります。

応答は何もないのでしょうか?
その時点までに応答があったダイアログがない場合は応答を評価する必要があり、応答として「OK」が想定され
ます。例えばWHILEループの終わりには、WHILEループを繰り返すかまたは終了するかを決める質問が出されま
す。この場合、WHILEループに入る際には応答はなく、「OK」であることが想定されます。

If-コマンドの例:
変数の値に応じて異なる実験をロードします
メッセージボックスで(コマンド: [メッセージボックスを表示])、測定が適切に処理されプロシージャを終了できるか
どうかがユーザに質問されます。
· Yesの場合は、レポートページがエクスポートされ、Sequencerが停止します。
· Noの場合は、測定が繰り返されます。

例 ダイアログの結果に応じてシーケンサが停止するかまたはもう 回実行する: 1

評価に関する注意事項
· Sequencerの実行途中に呼び出されるダイアログのみが評価されます。Panelのボタンまたは別のイベン
トによって呼び出されるダイアログは評価されません。

· どのダイアログを評価するかの割り当てはないので注意してください。Sequencerによって呼び出された前回
のダイアログが常に評価されます。このため、ダイアログを直ぐに評価するか、またはダイアログとその評価の間
にSequencerによって他のダイアログが呼び出されることがないようにする必要があります。

16.2.2  ユーザインタラクション

16.2.2.1  ワークスペースを参照

[ワークスペースを参照]コマンドを実行すると、imcSTUDIOでは選択したページにジャンプします。すべてのメイ
ンウィンドウをターゲットとして選択できます。それぞれのページを持つメインウィンドウで、特別なページ([Panel]や
[Setup]など)に直接ジャンプすることもできます。

1472
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[Panel]ページがターゲットとして定義されている場合、そのページをユーザが選択したモニタに全画面モードで表
示することもできます。この場合、imcSTUDIOではメインウィンドウは変更されません。このため、例えば
Sequencerをメインのモニタに表示しながらサブモニタでは[Panel]ページで測定されたデータを全画面モードで表
示できます。
このコマンドを使用して、Sequencerで適切なウィンドウを開くこと、または[Panel]ページのボタンを使用してバラ
ンスダイアログなどにジャンプすることが常に可能です。

特定のページの選択
パラメータ 説明
レイアウト メインページの名前の表示ターゲットページに従い自動で調整されます。このボックスは編集できません。
ページ ここで、ターゲットページを定義します。
パラメータ ターゲットページが[Panel]の場合

· [ビュー]: [Panel埋め込みモード]: [Panel]にジャンプします。必要に応じて、全画面の表示を終了し
ます。

· [ビュー]: [Panel全画面モード]: 全画面モードで[Panel]にジャンプします([Panel]メニューリボン: [制
御 > パネルの全画面表示] を参照)。

ターゲットページが[Panel]ページの場合
· [モニタ]: [埋め込み]: [Panel]にジャンプして、選択したページが開きます。
· [モニタ]: <モニタ名>: 選択したモニタにページが全画面モードで開きます。開いているメインウィンドウを
問いません([Panel]のコンテキストメニュー: [Panel]ページのタブ: モニタにページを表示 を参照)。

参照: チュートリアル
コマンド: ワークスペースを参照の例については、本書の
「Sequencer > チュートリアル」 を参照してください。
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16.2.2.2  電子メール
[電子メール]コマンドを使用すると、重要な状況で電子メールを自動的に送信できます。この場合、外部の電
子メールプログラムは必要ありません。
電子メールプロバイダには、送信者のアドレスのログインデータが必要です。

メール
電子メールプログラムの一般的なダイアログボックスが[メール]ページに表示されます。

電子メールの定義

右クリックするか、またはプレースホルダシンボル( )をクリックして、各種のプレースホルダを適用できます。
[アドレス]では、1件または複数の受信者を定義できます。さらに、[添付ファイル]を追加してメッセージの[優先
順位]を指定できます。
[件名]ボックスと送信するテキストは、各種の言語で定義できます。
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設定
[設定]ページでは、電子メールプロバイダ向けのアクセスデータを設定します。

電子メール設定の定義

パラメータ 説明
送信者のアドレス 送信者のアドレス(自分の電子メールアドレス)。
送信者の名前 電子メールの送信者の名前(自分の名前)。
ユーザ ログイン用のユーザ名。
パスワード 認証用のパスワード。
メールサーバ(SMTP) 利用する電子メールプロバイダの送信メールサーバ。
ポート 使用するSMTPサーバポート。
[プリセットを使用] imcSTUDIOのオプションでは、電子メールコマンドのプリセットを定義できます(リボンの[その他 > オプショ

ン])。
[プリセットを使用]を有効にすると、それらの設定が適用されます。これにより、[オプション]で設定を1回で定
義でき、電子メールコマンドごとに再度入力する必要がありません。

暗号化された接続 インターネット上での安全なデータ転送のための暗号化プロトコル。
Postfix このPostfixはすべての電子メールに添付されます。

設定が正しいにもかかわらず、電子メールが送信されないのはなぜですか?
セキュリティ上の理由から、一部のファイアウォールプログラムでは、ファイアウォールにとってプログラムが不明な場
合は電子メールの送信が禁止されます。お使いのファイアウォールをチェックし必要に応じて設定してください。
imcSTUDIOから電子メールを送信する場合は、「imc.studio.exe」プロセスが電子メールを送信するこ
とを許可される必要があります。
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16.2.2.3  メッセージボックスを表示
[メッセージボックスを表示]コマンドを実行すると、ユーザ定義のダイアログが表示されます。このダイアログを使用
して、情報を表示するか、または次に何を実行するかをユーザに問い合わせることができます。
ダイアログは見出しと情報テキスト、さらに音声出力とともに表示できます。

メッセージボックスを表示
パラメータ 説明
名前 シーケンステーブルにテキストを表示します(ダイアログへの影響はなし)。
見出し ダイアログの見出し。
テキスト ダイアログに表示されるテキスト。"\r\n"を使用して、強制的に改行できます。
キャンセル
OK

[OK]と[キャンセル]ボタンの設定。
テキスト: ボタンのキャプション。
表示: ボタンを表示または非表示にできます。
· 表示あり: ボタンを表示します。
この場合、対応するダイアログの反応とともにダイアログを閉じることができます。

· 非表示: ボタンを表示しません。
この場合、対応するダイアログの反応とともにダイアログを閉じることはできません。

音声 音声出力の特性。利用可能な選択肢はWindowsシステムに応じて異なり、通常は英語音声のみが提
供されます。

サイズ ダイアログのサイズ。
タイムアウトのアクション タイムアウト時間が経過すると、選択したアクションが実行されます。ダイアログは[OK] > [キャンセル]で閉じ

ます。
間隔 タイムアウトが発生するまでの時間(秒単位[s])。

"0"はタイムアウトをオフにします。

注記: ダイアログの応答の評価
ダイアログの応答を自動で評価することができます。
参照先: 前回のダイアログの応答の評価

参照: チュートリアル
コマンドの例: [メッセージボックスを表示]については、本書の
「Sequencer > チュートリアル」 を参照してください。
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16.2.2.4  ログブックビューアを開く
このコマンドを実行すると、ログブックビューアが開きます。ログブックビューアの使用方法については、ログブック
ツールウィンドウのコンテキストの説明を参照してください。
ログブックビューアは、定義済みのフィルタ設定を使用して起動できます。例えば、情報 とすべての複製 カ
テゴリのメッセージは非表示にできます。

16.2.2.5  ログブックエントリ
このコマンドを使用すると、ログブックのエントリを作成し、適切な場合にシーケンサを停止できます。

ログブックエントリのプロパティ
パラメータ 説明
送信者 メッセージの発信元に関する情報のエントリ。
カテゴリ 4種類のカテゴリがあります。

· 情報: 情報メッセージ。
· 警告: ログブックの警告テキストのエントリ。テキスト以外の作用はありません。
· エラー: エラーメッセージ。適切な場合に、Sequencerの実行を中断します。
· 致命的: 致命的なエラーメッセージ。適切な場合に、Sequencerの実行を中断します。

エントリ ログブックにメッセージとして入力されるテキスト。
エントリ入力ダイアログを表
示

実行時にテキストの入力を可能にします。

オプションの エントリ入力ダイアログを表示を使[ ]
用

音声 メッセージテキストをコンピュータの音声で発声できます。
同期 有効にすると、音声出力([音声])が完了するまで、Sequencerはこのコマンドに留まります。

65
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ログブックでの出力:
出力がログブックに記録されます。

生成されたエントリを含むログブック

16.2.2.6  メニューアクションの実行
[メニューアクションの実行]コマンドを使用して、すべてのimcSTUDIO機能にアクセスできます。

シーケンステーブルにコマンドをドラッグし、アクションを選択します。アクションは、Panel内のWidgetsにリンクする
こともできます。
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例:
[Panel]ページの押しボタンによる測定の停止
[Panel]ページの押しボタンを、例えば「デバイス\停止」というアクションに割り当てることができます(「イベント」の
章 を参照)。これにより押しボタンを使用して、次のようなアクション: (メニュー項目)[デバイス -> 停止]を実
行することができます。
以下の図は、ツリーダイアグラムの利用可能なアクションの表示を抜粋して示しています。このウィンドウ(プロパ
ティ)を使用して、実行時に行うアクションを選択します。
ツリーダイアグラム上部の検索ボックスを使用して、特定のアクションを検索できます。この例では「display」とい
う検索語を使用して、[デバイス\ディスプレイエディタ]というアクションが検出されています。

アクション

例: Sequencerによるディスプレイエディタの呼び出し
· [メニューアクションの実行]コマンドを、Sequencerのシーケンステーブルに追加します。
· 右側にあるスイッチ をクリックして、[プロパティ]を開きます。
· [プロパティ]ウィンドウで[Name]行の横にある をクリックします。
· ウィンドウが開き、アクションが表示されます(上記「アクション」の図を参照)。
· 割り当てるアクションを選択します(ここでは[ディスプレイエディタ])。

782
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16.2.2.7  測定番号の設定
測定番号の設定コマンドでは、測定に測定番号を割り当てます。
以下の設定を利用できます。
· 指定の測定名に測定番号を設定
· 指定のインデックスに測定番号を設定
· 最後に完了した測定に測定番号を設定
· 最後に完了した測定から指定数だけ前にずらして測定番号を設定
· 測定番号を削除
測定番号の割り当てには、1～99までの番号を使用できます。

指定の測定名に設定

コマンド「指定の測定名に測定番号を設定」
このコマンドでは、コマンドの実行時に特定の測定名を持つ測定に番号を割り当てることができます。
[象徴的な測定名]ボックスで、割り当てる測定番号を指定します。[測定名]ボックスで、その番号が付けられる
測定に名前を割り当てることができます。

指定のインデックスに設定

コマンド「指定のインデックスに測定番号を設定」
このコマンドでは、コマンドの実行時に特定のインデックスを持つ測定に番号を割り当てることができます。
[象徴的な測定名]ボックスで、割り当てる測定番号を指定します。[測定の並べ替え]ボックスで、[インデックス]
ボックスに入力された値にどの種類の並べ替えを適用するかを指定できます。
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最後に完了した測定に設定

コマンド「最後に完了した測定に測定番号を設定」 
このコマンドでは、コマンドの実行時に最後に完了した測定に該当する測定に番号を割り当てることができま
す。
[象徴的な測定名]ボックスで、割り当てる測定番号を指定します。

最後に完了した測定から指定数だけ前にずらして設定

コマンド「最後に完了した測定から指定数だけ前にずらして測定番号を設定」
このコマンドでは、コマンドの実行時に最後に完了した測定から何番目か前の測定に番号を割り当てること
ができます。
[象徴的な測定名]ボックスで、割り当てる測定番号を指定します。[オフセット]ボックスで、完了した測定をいく
つ遡って測定に番号が割り当てられるかを指定できます。例えば、オフセットが1の場合、最後から2番目の完了
した測定に番号が割り当てられます。

選択解除 - 測定番号を削除

コマンドで「測定番号の設定 測定番号を測定から削除」 - 
このコマンドでは、割り当てられた測定番号を測定から削除できます。
[象徴的な測定名]ボックスで、削除する番号を指定します。どの測定にこの番号が割り当てられているかは問
いません。
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16.2.3  データの読み込み/書き込み

 16.2.3.1  音声ファイルの再生

音声ファイルの再生のプロパティ

パラメータ 説明
ファイル WAVフォーマットの音声ファイルを選択します。
保存 音声ファイルを恒久的に実験ファイルに保存するか(実験のコピーとして)またはファイルへのパスのみを保存す

るか(リンクとしてのみ)を設定します。
同期 有効にすると、音声出力が完了するまで、Sequencerはこのコマンドに留まります。

16.2.3.2  音声チャンネルの再生

コマンド 音声チャンネルの再生: 

パラメータ 説明
変数 レポートチャンネル(音声)。ここには、再生する録音内容が保存されています。このトピックについては、「レポ

ートチャンネル」 のセクションも参照してください。
アクション · 開始: このコマンドを実行すると、[変数]フィールドに保存されている内容が再生されます。

· 停止: このコマンドを実行すると、進行中の変数の再生が停止します。

1544
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16.2.3.3  音声チャンネルの録音

音声チャンネルの録音コマンド 

パラメータ 説明
変数 レポートチャンネル(音声)。ここには、録音が保存されます。このトピックについては、「レポートチャンネル」

のセクションも参照してください。
サンプルレート 録音(マイクロフォン)のサンプリングレート。レートが高いほど録音の音質が高くなります。
アクション · 開始: 録音が保存されます。

· 停止: 録音が停止されます。
· 自動:ミュート機能付きのUSBヘッドセットを使用すると、ミュートが自動で中断として認識されます。ミュ
ート機能を解除すると、録音が自動で再開します。

16.2.3.4  データ保存アシスタント
少なくとも1つのアクティブなチャンネルでPCへのデータ保存を選択すると、デフォルトの場合に測定結果がデータ
ベースに保存されます。データ保存アシスタントコマンドを使用すると、測定の特定の処理を継続できます。こ
のコマンドは、パネルイベント(Widget)またはシーケンサイベントによって開始する必要があります。
データ保存アシスタントには、前回測定の開始時以降に作成されたすべての新しい測定フォルダが表示されま
す。フォルダ数は、データ保存間隔またはデータストレージの中断/再開間隔などに応じて異なります。このため
これらの測定は、例えば元のファイルを削除するかまたは残したままエクスポートすることができます。

1544
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データ保存アシスタント

Setupページ
測定に関連する測定コメント(メタデータ)を保存することができます。最上部のリストに、Setupページが表示さ
れます。ページのいずれかを選択すると、このページのパラメータセットが測定データとともに.csvファイルとして保存
されます。
データ保存アシスタントが実行している場合、新しいウィンドウが開きます。選択したページごとに、上部にタブが
追加されます。そこで各フィールドに入力できます。

imcFormatConverter
測定結果の保存またはエクスポートに加えて、結果を他のフォーマットに変換することもできます。
imcFormatConverterのオプションで、ASCIIやEXCELなどのフォーマットを追加して指定できます。
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データのエクスポート
この設定により、保存済みの測定をエクスポートできます。

データのエクスポートを許可
このオプションを有効にすると、測定結果を別の場所にエクスポートできます。このコマンドを実行すると、新たな
ボタンが表示されエクスポートを開始できます。その場合、[エクスポート]ボタンと[保存]ボタンが利用できるように
なります。
· [保存]をクリックすると、測定結果はデータベースのみにエクスポートされます。
· [エクスポート]をクリックすると、データは他のオプションの設定に従ってエクスポートされます。
元のファイルを削除
エクスポート時に、データベースにある元のファイルを削除できます。この場合、データベースにはエクスポートされ
ずに明示的に保存された測定のみが含まれるようになります。エクスポートされた測定は、エクスポートパスのみ
に存在します。
例: 測定結果をデータベースに残しておく必要がないとします。測定が正しく実行されたら、結果がエクスポート
され、元のファイルはすぐに削除されます。それ以外の場合は、[測定を破棄] ボタンを使用して(以降の説明
を参照)測定をすぐに削除できます。
測定の設定をエクスポート
トレーサビリティの理由から、測定の設定(現在の試験設定に有効)は対応する測定結果とともにデータベース
に保存されます(別の設定が適用される場合を除く )。このオプションを有効にすると、現在の試験設定がデ
ータと並行してエクスポートされます。
エクスポートフォルダの選択を許可
· デフォルトのパスを指定する場合、ユーザによる変更を許可または禁止できます。
· このオプションを有効にすると、フォルダ選択ダイアログが常に開きます。デフォルトのパスを指定する場合、その
パスが代表的なターゲットフォルダとしてダイアログに表示されます。

· このオプションを有効にしないと、エクスポートは常に指定されたデフォルトのパスに行われます。
デフォルトのパス
ここではエクスポートのターゲットフォルダを設定します。

測定を破棄
測定結果の破棄には選択肢があります。

すべての測定の破棄を許可
このオプションを有効にすると、測定結果を削除できます。このコマンドを実行すると、結果を削除するための新
たなボタンが表示されます。その場合、[測定を破棄]および[測定を保存]ボタンが利用できるようになります。
[保存]をクリックすると、測定結果はデータベースに残ります。[測定を破棄]をクリックすると、測定結果が削除さ
れます。
破棄を確認するプロンプトを表示
ここでは、[測定を破棄]をクリックした場合に、確認のプロンプトが表示されるかどうかを設定します。

デフォルトのボタン
ここでは、どのボタンを事前に選択済みにするかを設定します。このコマンドを実行すると、Enter-キーをクリックす
ることで、選択したアクションを実行できます。

予告なく実行
[予告なく実行]ボックスにチェックマークを付けると、選択されたデフォルトのアクションが自動で実行され、実行前
に確認の通知はありません。この場合コマンドを実行すると、アクションを変更することはできません。
このボックスは、他の設定で通知が何も必要ない場合のみにチェックマークを付けることができます。例えば、エク
スポートのパスをプリセットする必要があり、削除に際して確認のプロンプトが必要ないなどの場合です。

1489
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16.2.3.5  テキスト読み上げ

テキスト読み上げのプロパティ

パラメータ 説明
テキスト ここに読み上げられるテキスト、例えば「Measurement finished (測定が終了しました)」などを入力しま

す。
保存 音声出力の特性。利用可能な選択肢はWindowsシステムに応じて異なり、通常は英語音声のみが提

供されます。
同期 有効にすると、音声出力が完了するまで、Sequencerはこのコマンドに留まります。

16.2.3.6  SQLコマンド
SQLコマンドにより、データベース言語SQLを使用してimcSTUDIO内からリレーショナルデータベースと通信できる
ようになります。サポートされるアダプタのいずれかを使用して、imcSTUDIO内のデータベースからデータを処理
し、他のデータと値をデータベースに保存することができます。

サポートされているデータベースシステム
以前は、SQLコマンドでは3種類のデータベースアダプタがサポートされました。
· OleDB (MS Accessデータベース、*.mdb)
· MS SQL (Microsoft SQL Server、バージョン7の時点)
· Oracle (Oracle Server、バージョン8の時点)

Oracleデータベースを使用する際の注意事項
SQLコマンドを実行するPCでは、Oracleクライアントソフトウェアのバージョンがデータベースサーバと一致する必
要があります。それ以外の場合、Oracleサーバとの接続を設定できません。

サポートされているSQLコマンド
いくつかの制限を除き(以下の注記を参照)、それぞれのアダプタがサポートするすべてのSQLコマンドは、データベ
ースでコマンドによって使用できます。

注記
SQLコマンド、例えば選択などを、imcSTUDIOで作成されたデータテーブルで使用することはできません。デー
タの選択、削除、その他の変更は、データベース内のテーブルのみで使用できます。
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設定

コマンド「 コマンド」SQL

パラメータ 説明
プロバイダ: アクセス先データベースのプロバイダ。

· Microsoft Access MDB
· Microsoft SQL Server
· Oracle Server

サーバ: サーバインスタンスのIPアドレスと名前。IPアドレスの代わりに、サーバの名前を使用することもできます。<サ
ーバアドレス>\<インスタンス名>
この指定は、Microsoft SQL ServerとOracle Serverのみで行うことができます。

ポート: サーバ上のデータベースシステムのポートがそれぞれのデフォルトと異なる場合、別途ここに指定する必要が
あります。この指定は、Microsoft SQL ServerとOracle Serverのみで行うことができます。

データベース名: アクセス先データベースの名前。この指定は、Microsoft SQL ServerとOracle Serverのみで行うことがで
きます。

データベースのパス: アクセス先データベースの絶対パス。UNCパスを\\Computer\test\data.mdbのように指定することもできま
す。 を使用して、ファイル選択ダイアログからデータベースを選択することもできます。この指定は、
Microsoft Access MDBのみで行うことができます。

ユーザ: データベースに登録するユーザ名(必要な場合)。ユーザ名はセキュリティ用暗号化を使用して試験設定とと
もに保存され、設定ダイアログでプレーンテキストのみで表示されます。

パスワード: データベースに登録するパスワード(必要な場合)。パスワードはセキュリティ用の暗号化を使用して試験設
定とともに保存され、構成ダイアログでプレーンテキストのみで表示されます。

Windowsの認証を使用: データベースシステムによっては、データベースサーバへのログイン用に、現在のMicrosoft Windowsユーザ
のデータ(名前とパスワード)を使用することがサポートされます。データベースサーバへのログインのために、現
在のアカウントが有効に設定されている必要があります。ユーザ名および関連するパスワードを明示的に指
定する必要はありません。ロギングしているWindowsユーザは実行時(コマンドが呼び出される時点)に常に
判定され、現在のimcSTUDIOユーザでなく現在のWindowsユーザが該当します。これらのデータ(名前
とパスワード)はいずれも試験設定には保存されません。 

接続テスト: 入力されたデータを使用して、データベースと接続可能かどうかを検証します。
目標変数: 目標変数の項を参照してください。
ステートメント: ステートメントの項を参照してください。
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目標変数
SQLコマンドを呼び出したときそのコマンドによって返されるすべての値は、ユーザ定義の変数 に保存できま
す。この場合、以下のタイプのユーザ定義変数を使用できます。
· データテーブル
· テキスト
· 数値
どの変数タイプを選択するかは、特定のSQLコマンドから返される内容、および保存する値の個数に応じます。
例えば、SQLコマンドから複数の値またはテーブルが返される場合でも1つの値のみを保存する場合は、テキスト
または数値のデータタイプを選択します。データテーブルのデータタイプを選択する場合は、SQLコマンドによって
必ずテーブルが返されます。データテーブルkのデータタイプでは、単一の値を保存することはできません。 
目標の変数が単一の値(数値またはテキスト)でSQLコマンドがテーブルを返さない場合、第1列の第1行にある
値が常に割り当てられます。

注記
· 呼び出し時に、指定された目標変数が存在する必要があります。
· SQLコマンドの戻り値が必要ない場合、目標変数のボックスを空のままにする必要があります。
· 上記以外の変数タイプを選択することもできますが、それらを戻り値の保存に使用することはできません。

コマンド
ここにSQLコマンドを入力します。このコマンドは、特定のデータベースシステムプロバイダに有効な、1つの広範な
任意の入れ子のコマンドにすることができます。有効性と必要な構文はプロバイダによって異なります。各データ
ベースシステムのマニュアルを参照してください。 
任意の数のコマンドを入力できます。それらのすべてのコマンドは構成済みの接続を使用し、連続的に処理さ
れます。
コマンドにはプレースホルダ を含めることができ、実行時に値を動的に挿入することができます。これにより、実
行時にimcSTUDIOからデータベースにデータを転送できます。

注記
選択されたアダプタに対して特定のSQLコマンドが有効でない場合、または他の理由でSQLコマンドを実行でき
ない場合、対応するエラーメッセージがLogbookに記録され、コマンドの実行が中断されます。

1541
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16.2.4  試験設定を開く/測定の開始
The command [試験設定を開く/測定の開始]コマンドを使用して、測定をSequencerから開始できます。

試験設定を開く 測定の開始コマンドのプロパティ[ / ]

パラメータ 説明
試験設定ファイル 現在のデバイ設定で測定を開始する場合は、この項目を空にします。

別の実験の試験設定を現在の実験にロードするには、ここで試験設定をロードします。
なお重要事項として、実験はロードされません(リボンの[ホーム] > [開く]使用時と同様)。また、現在の実験
はロードされたままになります。すべての試験設定は、ロードされる試験設定によって置き換えられます。
· すべての現在の試験設定は削除されます。例えば、デバイス設定(Setup)、Panel、有効範囲: 実
験をともなうユーザ定義の変数などです。削除は保存されたスクリプトに従います。

· すべての試験設定は、選択した実験からロードされます。
· ロードされる実験のすべてのSequencer設定は無視されます。

イベント 起動手順内にコマンドを挿入できます。
測定の開始 [オン]の場合、測定を開くと測定が開始されます。[オフ]の場合、実験のロードのみが行われます。ここにユ

ーザ定義の変数を入力することもできます。
測定が無期限の場合に警
告

チャネルの期間が無限になるようにチャネルが設定されている場合、測定が停止するまでSequencerはこの
行に留まります。このオプションでは、測定を手動で停止する必要があることをユーザに通知できます。

設定の上書き 設定を上書きするかどうかの確認のプロンプト。または、[プロンプトの後]および[プロンプトなし]に加えて、[変
数]を使用できます。
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イベント
測定ごとにイベントがあるように、この測定のみで設定できるイベントもあります。
パラメータ: [イベント]を使用すると、新たなウィンドウが開きます。

この例では、設定を処理する前にチャンネルバランスダイアログを呼び出す
ここで、この測定のイベントにコマンドを付けることができます。
イベントを使用すると、そのイベントがシーケンステーブルに表示されます。

例 シーケンステーブルでイベントに関連付けられたコマンド: 

16.2.5  エクスターナルの起動 

16.2.5.1  ファイル実行
ファイル実行コマンドを使用すると、Windowsのプログラムが起動します。

実行 この例では を起動してテストドライブを表示: Google Earth

[パラメータ]では、起動パラメータの転送
が可能です。
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16.2.5.2  フォーマットコンバータ
フォーマットコンバータでは、測定されたデータをEXCELデータフォーマットなどの別のフォーマットに変換できます。
以下の図に、設定ダイアログを示します。

コマンドの設定 フォーマットコンバータ: 

ステータス
コマンド設定ウィンドウを開いた直後は、ステータスは[未設定]です。
このボタン  ([ステータス]ボックスにある)を使用して、すべての変換設定を行うダイアログを開きます。
· [変換]: 測定データの変換先のフォーマットを設定します。
· [共通]: 変換したファイルの保存先を設定します。
· [ASCII]: 使用するフォーマットテンプレートと変換したファイルの拡張子を設定します([変換]で[ACSII]を選択
した場合のみに該当します)。

· [EXCEL]: 使用するフォーマットテンプレートと変換したファイルの拡張子を設定します([変換]で[EXCEL]を選択
した場合のみに該当します)。

· [他のファイルフォーマット]: ここでは、新たな外部プログラムを呼び出して、測定されたデータを変換できます
([変換]で[他のファイルフォーマット]を選択した場合のみに該当します)。

フォーマットコンバータの設定

パス
· ここでは、1つの測定データファイル(*.dat、*.raw)を指定し、個別のファイルのみを変換するか、またはフォル
ダにあるすべての測定ファイルを変換するかを選択できます。

· ここでフォルダを指定すると、フォルダ内にあるすべての測定されたデータファイルを変換します。
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· [共通]ページで[フォルダの全ファイルを1つのファイルに保存]オプションを選択すると(「ステータス」セクション
を参照)、指定したフォルダにあるすべての測定データファイルが1つのターゲットファイルに変換されます。

· オプションを選択しないと、フォルダに含まれる測定データのファイルごとに、データが別のファイルに変換されま
す。

16.2.5.3  COMメソッドの実行
このコマンドにより、imcSTUDIOで外部DLLからのメソッドを使用できるようになります。 

このコマンドを使用する際の注意事項
· imcSTUDIOでは、外部DLLとそれらのメソッドが正しく機能するかまたは悪影響の原因になるかを確かめ
ることができないため、悪影響を防ぐことはできません!

· エラーメッセージの内容と必要な設定を正しく把握するために、アンマネージDLLと.NET DLLを区別するスキ
ル、および基本的なプログラミングの経験が推奨されます。

メソッド実行コマンドの設定例COM
[アセンブリ]: このボタン  をクリックすると.NET Frameworkアセンブリが選択され、通常そのタイプは

.dllになります。ただしこのDLLは、リフレクションを使用してその内容にアクセスできる機能
の面で、アンマネージコードによる従来のDLLとは異なります。

[フィルタ]: 利用可能なメソッドのリストから不要なメソッド名を非表示にするフィルタを設定できま
す。ここに表示されるフィルタはプログラムによって固定されており、変更できません。
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[メソッド]: ここにはアセンブリで提供されるメソッドが表示され、当然ながらパブリックとして指定され
ているメソッドに限られます。目的のメソッドが含まれていない場合は、それは直接表示
されずリフレクションを使用してアクセスできません。

[戻り値]: 「戻り値」のセクションを参照してください。
[パラメータ]: 「パラメータ」のセクションを参照してください。

WinAPI-DLLを使用する際の注意事項
WinAPI-DLLを1つのみ使用するのが望ましい場合は、パラメータの記号が正しいことを十分に確認してくださ
い! 正しくないと、imcSTUDIOの機能に影響が及びます。

戻り値
[タイプ]: データタイプは.NETの完全な名前で、メソッドによって返されます。この名前は、異なる

場所での複数の宣言同士を区別するために、完全な形で出力される必要があります
(例では「System」として表示されています)。

[目標変数]: 値が保存されるimcSTUDIOの名前。このボックスは、戻り値が不要な場合は空でもか
まいません。備考: 通常は、メソッドの戻り値は「常に1つだけ」です。ただし、コンパイル済
みMatLab-DLLの特殊な場合は、複数の戻り値を指定できます。このため、目標値の入
力ボックスは表形式になります(1行の場合はその限りではありません)。

パラメータ
[タイプ]: データタイプは.NETの完全な名前で、メソッドによって想定されます。この名前は、複

数の宣言同士を区別するために、完全な形で指定する必要があります。
[パラメータ]: メソッド宣言内のパラメータ名。
[値]: 転送されるパラメータの値。このボックスは[変数を設定] と同じ機能になります。ここで

imcSTUDIOによる変数を使用する場合、ターゲットのデータタイプに変換可能でな
ければなりません。この規則に違反すると、コマンドの実行時にログブックにエラーメッセー
ジが表示されます。

1521
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16.2.6  Panel★
16.2.6.1  ダイアログとしてPanelページを表示

Panelページはダイアログとして表示できます。ダイアログとしてのPanelページコマンドをシーケンステーブルに追加
します。

「ダイアログとしての ページ」コマンドのプロパティPanel

全般
ダイアログのタイトル: 表示するダイアログのタイトル。
[Panelページ]: 利用可能なPanel-ページの中から、...を使用して表示対象のページを選択する必

要があります。任意の*.dbv-ファイルを選択できます。
[ソースファイル]: このボックスが空の場合は、現在の実験のPanel-ページが使用されます。*.dbvファイ

ルをPanelページボックスで選択すると、そのパスを含む名前がここに表示されます。
[ページのストレージ]: [埋め込み]: Panelページが実験に埋め込まれます。この場合、プラグインPanelでペ

ージを削除しても、そのページを引き続き利用できます。
[リンクとして]: 既存のPanel-ページへの参照(リンク)のみが保存されます。
[埋め込みおよびリンクとして]: 上記の両方のオプションに従って保存が行われます。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1499コマンドリファレンス

[ボタン]
[ダイアログボタンを表
示]:

この項目を[いいえ]に設定すると、[イベント時にOKする]オプションによって閉じる場合
を除き(次の項目を参照)、ダイアログは右上隅の"×"を使用した場合のみに閉じるこ
とができます。"×"をクリックして閉じると キャンセルと見なされ、以降のコマンドは実行
されなくなります。この項目を[はい]に設定すると、ダイアログの下にボタンを含む領
域が表示されます。これらのボタンによって、このダイアログを閉じることもできます。

[イベント時にOKす
る]:

選択したイベントが発生したとき、[OK]をクリックしたものとしてダイアログが閉じます。
ここで、選択したPanel-ページに属するすべてのイベントの論理的な組み合わせを構
成することができます。例えば、既存のロッカースイッチをオンにするかオフにするかなど
です。

[イベント時にキャンセ
ルする]:

[イベント時にOKする]のように、イベントが発生した場合を除き、ダイアログは[キャン
セル]をクリックしたものとして反応します。このため、以降のコマンドは実行されませ
ん。

[OKボタン] このフィールドは、[ダイアログボタンを表示]が[はい]に設定される場合のみに有効に
なります。ここで、[OK]ボタンを表示して([表示]ボックス)ボタンキャプションを入力でき
るようにするか([ラベル]ボックス)を設定できます。[アクティブ]フィールドで、ボタンを常に
アクティブにするか、またはページのすべての項目が有効な場合のみにアクティブにする
かを設定できます。このトピックの詳細については、「必須フィールドの作成」の節を参
照してください。

[キャンセルボタン]: このフィールドは、[ダイアログボタンを表示]が[はい]に設定される場合のみに利用でき
ます。ここで、[キャンセル]ボタンを表示して([表示]フィールド)ボタンキャプションを入力
できるようにするか([ラベル]フィールド)を設定できます。

16.2.6.1.1  必須フィールドの作成
すべての項目が有効な場合に限り[OK]-ボタンをアクティブにする機能は、Setupのメタデータ列から生じた項目
のみに作用します。これらの列のみを、必須のボックスとして指定できます。この機能を使用して他の項目
(Widgetsで作成される項目など)を確認することはできません。
メタデータ列を必須フィールドとして指定しているかどうかは、ダイアログとしてのPanel-ページコマンドでのその動
作のみに効力があり、Setupでの動作には効力がありません。
すべての入力が有効な場合にアクティブ機能の働きを説明するために、以下の例について検討します。

例: テスト技術者向けの必須フィールドを含むPanelページをダイアログとして作成
この例では、新しい必須列の[Tester]を既存の実験Setup-ページに追加して、必須フィールドとして宣言しま
す。次に、実験Setup-ページが表示されるPanel-ページを作成します。最後に、この Setup-ページをダイアログ
として呼び出し、必須フィールドにエントリがある場合は[OK]をクリックしたときのみにダイアログが閉じるようにしま
す。
実験ページをSetupで開く
空白の部分で、マウスを右クリックしてコンテキストメニューを開き、[テーブルの説明"実験" > 新しいメタデータ
列を作成...]を選択します。

実験ページのコンテキストメニュー
集合エディタが開いたら、[挿入]ボタンをクリックします。タイトルなしの初期の列が開きます。
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以下のプロパティを入力します。
· タイトル: Tester
· タイプ: 1行のテキスト(元のまま)
· 必須フィールド:
他のすべての設定は、何も編集しません。[OK]をクリックして、ダイアログを閉じます。新しい列が[実験]ページに
表示されます。
次に、Panelに移動します。
[デバイスハンドリング]コントロールのWidgetsツールウィンドウで、[設定(完全なレイアウト)]Widgetを選択し、
それをドラッグアンドドロップでPanelに移動します(ページ名: Page 1)。

デバイスハンドリング セットアップ完全なレイアウト[ ] - [ ( )]Widget
Widgetsのプロパティを開き、[実験]を[レイアウト]として選択します。

セットアップ完全なレイアウト のプロパ[ ( )]Widget
ティ

注記
新しい列が表示されない場合、次の設定を実行します。列を表示するには、Panel-ページコンテキストメ
ニューをWidgetで開き、[列の選択]のメニュー項目を選択します。そこで、[Tester]列を選択して、それを
Panelページにドラッグアンドドラッグで移動します。

次に、Sequencerに移動して、ダイアログとしてのPanel-ページコマンドをそこに追加します。
コマンドを設定します。
· 表示対象のPanel-ページ: Page 1
· [ダイアログボタンを表示]: [はい]
· [OK]ボタン: アクティブ: すべての項目が有効の場合。
他のすべての設定は、何も編集しません。[OK]をクリックして設定を閉じます。
次に、Sequencerを起動します。ダイアログが開き、Testerが有効な値(ここではテキスト)に割り当てられている
場合のみにダイアログが閉じます。
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注記
エントリの有効性の検証は、メタデータ列にあらかじめどのタイプおよびどのフォーマットを選択したかに基づ
きます。このため、例えばフォルダタイプでは、ユーザ定義フォーマットが使用されない限り、文字\が含まれる
かどうかのチェックがあります。

例: 既存の列「短い説明(Short description)」を必須のフィールドとして定義
既存のメタデータ列にアクセスするには、[その他]メニューを使用してSetupで[テーブルの説明]ツールウィンドウを
開きます。このツールウィンドウは、標準バージョンのimcSTUDIOでは利用できません。
次に、表示された[テーブルの説明]から、メタデータ列を含んでいるものを選択します(この例では実験)。その列
が、「短い説明(Short description)」列がある場所だからです。

テーブルの説明ツールウィンドウ[ ]
マウスを右クリックして表示されるコンテキストメニューから、[プロパティ]ダイアログを開きます。別の方法として、F4
を押すこともできます。[プロパティ]ダイアログで[列]の上をマウス左クリックし、   をクリックして列エディタを開きま
す。そこに個別のメタデータ列のプロパティが表示されます。
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実験テーブルのプロパティとリストエディタ
リストエディタで、「短い説明(Short description)」列を選択し、[必須フィールド]のボックスにチェックマークを付
け、[OK]をクリックしてダイアログを閉じます。
これで、「実験」テーブルをダイアログとして表示されるPanel-ページで使用する場合、「短い説明(Short
description)」フィールドが必須フィールドになります。

16.2.6.2  Panelページの印刷
Panelページを印刷できます。印刷することで、レポートを容易に作成できます。これを行うには、レポートとして
表示するPanelページを作成します。

ページを印刷する例Panel
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16.2.6.3  Panelページのエクスポート
指定されたフォルダにPanelページをエクスポートできます。

ページのエクスポートの例Panel

16.2.6.4  Panelページのインポート
あらかじめDBVフォーマットにエクスポートされたPanelページをインポートできます。

16.2.6.5  ページの削除
このコマンドを実行すると、指定されたPanelページが削除され、実行時に削除の確認は行われません。
このコマンドを設定することで、どのPanelページを削除するかを決めます。これを行うには、既存のページを選択
するか、またはページが存在しない場合はページ名を入力します。
リストを使用して複数のページを選択することもできます。削除対象を入力して複数のページを選択するには、
以下の構文を使用します。
Site 1; Site 2; Site 3.
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16.2.7  パラメータセット 

16.2.7.1  パラメータのエクスポート
パラメータセットとは、さまざまな目的で使用可能なパラメータのグループです。例えば、パラメータはデバイスと
チャンネルの設定内容に該当する場合があります。また、メタデータおよび変数の値に該当する場合もありま
す。
コマンド: [パラメータのエクスポート]を使用すると、あらかじめ調整された設定に準じて任意の時間にパラメータ
の自動エクスポートが可能になります。
事前のエクスポート構成として、[すべてのチャンネルをエクスポート](有効なチャンネルの変数値)または[すべての
チャンネルおよび設定をエクスポート](有効なチャンネルの変数値、すべてのアナログチャンネルのチャンネル設
定)などが利用できます。あるいは、エクスポート対象の変数値および設定を手動で選択することもできます。

コマンド パラメータのエクスポート: 

オプション 説明
ファイルフォーマット エクスポートフォーマットの選択。

詳しくは、パラメータセットの説明を参照してください(ファイルフォーマット )。
ファイル ターゲットファイルをパス名で指定します。
基本設定/手動設定 エクスポートを設定するには、基本設定と手動設定のいずれかを選択できます。

· 基本設定 : この場合、あらかじめ用意されたエクスポート設定があり、例えば、アナログチャンネル
のすべての値のみをエクスポートする設定などがあります。

· 手動設定 : この場合、エクスポートする対象に絞って定義できます。
測定 現在の測定に属しているパラメータ、または異なる測定(測定名または測定番号で識別)のパラメータをエク

スポートできます。
既存ファイルを上書き このオプションを有効にすると、宛先フォルダにある同じ名前のファイルが上書きされます。上書きするかどうか

の確認プロンプトは表示されません。このオプションは、自動ルーチンに役立ちます。
エクスポートダイアログの表
示
および
要素リストの表示

2つのオプションのいずれかが有効な場合、コマンドを実行するとダイアログが開き、次の2つの領域で設定を
行うことができます。

· エクスポートダイアログの表示: ファイルのオプション(ダイアログとして保存)
· 要素リストの表示: データループ(変数)およびデバイスの設定。

すべての設定は、検査および編集できます。いずれの変更も、コマンドリストに含まれるコマンドの設定には
影響せず、現在のエクスポートのみに影響します。
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基本設定:
オプション 説明
Mapping この場合、何をエクスポートするかを選択できます。

· 全てのチャンネルをエクスポート: チャンネルのタイプ[アナログ入力]に該当するすべての変数がエク
スポートされます。

· すべてのチャンネルおよび設定をエクスポート: テーブルの説明[アナログチャンネル]の内容すべて
がエクスポートされ、チャンネルのタイプ[アナログ入力]に該当するすべての変数がエクスポートされま
す。

· ...: ユーザ定義の割り当てを選択します。
詳しくは、パラメータセットの説明(「インポートとエクスポートのマッピング」 )を参照してください。

手動設定:
タブ 説明
データプール 保存する変数の選択。

ここで、エクスポートする変数のリストを作成します。実行時に、これらは自動でエクスポートされます。リストは
動的ではなく、変数の追加または削除が反映されません。状況により、リストへの入力が必要なとき変数が
ない場合があります。
次の空の行に変数を追加するには以下を行います。

· 対応する名前を入力するか、または
· 行の右端にある ボタンをクリックする。

このボタンをクリックすると、行の下にDataBrowserが開き、利用可能なすべての変数のリストが表示され
ます。必要に応じて、プロセスの設定  ( )を実行し変数のリストを更新します。

エクスポートする変数のリスト
目的の変数をすべて選択し(複数の選択可能)、[OK]ボタンをクリックします。選択したすべての変数が、エク
スポートする変数のリストに追加されます。

212
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タブ 説明
デバイスの構成 保存するデバイスとチャンネルの設定の選択。

ここでは、エクスポートする設定を選択します。

デバイス設定のリスト
個別のテーブルの説明が表示され、選択できます。これらは、どのパラメータをエクスポートするかを定義しま
す。エクスポートを個別の変数、デバイス、または他の要素に限定するには、テーブルの説明を展開して目的
の要素を選択できます。

デバイスの構成エキスパー
トモード

このタブは、各オプションでパラメータセットのエクスポートのエキスパートモード を有効にした場合のみに表
示されます。
この場合、エクスポート対象の個別のパラメータを選択できます。
左側の領域で、エクスポートするパラメータを持つテーブルの説明:
要素(変数またはデバイスなど)の行を選択します。
右側の領域で、エクスポート対象となる関連するテーブルの説明:
パラメータの列を選択します。

左側 テーブルの説明に含まれる行のリストデバイスおよび変数: ( )
右側 テーブルの説明の列のリストパラメータ: ( )

この例では、"Channel_001"変数に属する"フィルタ特性"、"フィルタカットオフ周波数1"、"フィルタカットオフ
周波数2"、"フィルタタイプ"というパラメータがエクスポートされます。
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注記: 変数の値とデバイスの構成を分けて扱う
変数の値とデバイス構成をともに1つのファイルにエクスポートできます。また個別のタブでの選択内容を合わせ
ることもできます。さらに「デバイス構成」とエキスパートモードの組み合わせも可能です。
ただし、これらを別ーに扱うと、より明快に処理できる点に留意してください。ミスの原因を極力なくしミスが生
じてもすぐわかるように、これらを別ーにエクスポートすることをお勧めします。

注記: 重要なパラメータは常にエクスポートする
インポート時の割り当てのために必要になる特定の重要なパラメータは、エクスポートのプロセスに常に含まれま
す。これらを選択しない場合でも、チャンネルパラメータのエクスポートには以下のパラメータが常に含まれます。
デバイス名、デバイス識別子、チャンネル名、名前。

16.2.7.2  パラメータのインポート
パラメータセットとは、さまざまな目的で使用可能なパラメータのグループです。例えば、パラメータはデバイスと
チャンネルの設定内容に該当する場合があります。また、メタデータおよび変数の値に該当する場合もありま
す。
コマンド: [パラメータのインポート]を使用すると、あらかじめ調整された設定に準じて任意の時間にパラメータの
自動インポートが可能になります。また、どのファイルからどの変数の値や設定をインポートするかも選択できま
す。

コマンド パラメータのインポート: 

オプション 説明
ファイルフォーマット ファイルフォーマットの選択。

詳しくは、パラメータセットの説明を参照してください(ファイルフォーマット )。
ファイル インポートするファイルのパス名による指定。
Mapping ここでは、どのパラメータがインポートを実行するかに準じて選択できます。パラメータが目的のチャンネルにも

割り当てられるように、少なくとも1つのパラメータを割り当てのために使用する必要があります。
割り当てが不適切な場合、パラメータがインポートされないかまたは誤ったパラメータがインポートさ
れる原因になります。
詳しくは、下記の「インポートのマッピング」を参照してください。
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オプション 説明
エクスポートダイアログの表
示
および
要素リストの表示

2つのオプションのいずれかが有効な場合、コマンドを実行するとダイアログが開き、次の2つの領域で設定を
行うことができます。

· エクスポートダイアログの表示: ファイルオプション(ダイアログを開く)
· 要素リストの表示: データループ(変数)およびデバイスの設定。

すべての設定は、検査および編集できます。いずれの変更も、コマンドリストに含まれるコマンドの設定には
影響せず、現在のインポートのみに影響します。

すべての要素をインポート このオプションは、[要素リストの表示]を選択しない場合のみに利用できます。このオプションを有効にすると、
すべてのパラメータが設定され、データループとデバイス構成が割り当て指示に従って常にインポートされま
す。この場合の長所は、コマンドの作成時にパラメータセットにどの要素が含まれるかを知る必要がないこと
です。

注記: このボックスにチェックマークを付けると、システムはデバイス構成とデータループを区別しなくなりま
す。データループのみをエクスポートする場合は(Channel_001の場合など)、インポート時に、チャンネル
構成もインポートされます。この場合、単位も設定されます。

タブ 説明
データプール 保存する変数の選択。

ここで、インポートする変数のリストを作成します。実行時に、これらは自動でインポートされます。リストは動
的ではなく、変数の追加または削除が反映されません。 

インポートする変数のリスト
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タブ 説明
デバイスの構成 インポートするデバイスとチャンネルの設定の選択。

ここで、どの構成をファイルからインポートするかを選択します。

デバイス設定のリスト
テーブルの説明の一部は選択のためにすでに利用できます。
エクスポートにXMLファイルフォーマットを選択した場合、ソースとなるテーブルの説明はそのファイル内にありま
す。どのテーブルの説明でインポートが可能かによって、パラメータセットのインポートがそこから得られます。
どのテーブルの説明からエクスポートされたかがファイルに明示されない限り、可能なテーブルの説明を選択
できます。表示されるテーブルの説明は、元のテーブルの説明と一致しない場合があります。
例: 上図ではテーブルの説明として、[Analog channels, Channels (Balance, Shunt calibration,
Scaling, TEDS)](アナログチャンネル、チャンネル(バランス、シャントキャリブレーション、スケーリング、
TEDS))と、[Digital channels](デジタルチャンネル)が表示されています。これらは、ファイルに含まれるパ
ラメータから決められました。
ただし、パラメータセットはテーブルの説明[アナログチャンネル]から生成されています。
テーブルの説明は多くの場合同じパラメータを含んでいるので、これら2つはインポートをカバーする最初に
検出されたものです。ターゲットのコンピュータにすべてのパラメータが存在するようにするには、インポートの
ために正しいテーブルを常に選択します。

インポートを個別の変数、デバイス、または他の要素に限定するには、テーブルの説明を展開して目的の要
素を選択できます。

注記: 構成のインポート
構成をインポートできるようにしてください。
特定の設定が他のパラメータに依存する場合が多くあります。例えば、測定範囲はオフセット/係数に依存し
ます。測定範囲をインポートするときは、適切なオフセット/係数の値を範囲とともにインポートするか、またはす
でに設定されている必要があります。
このような相互依存性は他にも多くあります。
パラメータをインポートできない場合は、対応するメッセージがログブックに表示されます。

注記: データループ/変数へのインポート
· 現在の測定に属するデバイスチャンネルにインポートすることはできません(DataBrowser: 現在の測定)。
これに該当するのは、アナログチャンネル、増分カウンタ、などです。
一方、表示変数などの単一値の変数、DACなどはこれに該当しません。これらにインポートすることは可能
です。

· 変数の値をインポートするには、[パラメータのインポート]コマンドでなく[変数のインポート]コマンドを使う必
要があります。このコマンドは、変数の値に特化して作られています。
[パラメータのインポート]コマンドを使用すると、デバイス制御が誤って変更される原因になります。
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インポートのマッピング
ここでは、どのパラメータがインポートを実行するかに準じて選択できます。パラメータが目的のチャンネルに確実
に割り当てられるように、少なくとも1つのパラメータを割り当てのために使用する必要があります。

Selection Description
Import mapping by
name

For all  parameters (all  table descriptions), the settings are imported. The assignment
is made on the according to the name.
This means: All  parameters belonging to a source-row (from the parameter set) are
imported to a row in the target, if the parameter Name is identical in both the source
and the target.

Special case: If the parameter set contains the columns: Name and Channel name
with different names:
In this case, the column Name is sti l l  used for the assignment, but the column
Channel name for setting the new name! Then it is possible to adapt the name by
means of the name assignment. But this means that the parameter set can no
longer be used since the previous name then no longer exists.
By this method it would be possible, for example, to initialize the channel names.
Then assign the new names of the parameters using a second parameter set.

Import of channels
according to
connector and device
serial number

For all  channels/variables (parameters of the table description: Channels), the
settings are imported. The assignment is made according to the connector designation
and the device serial number.
Note: When using multiple devices, this selection is preferable to "Import of
channels according to connector", since each connector designation is unique
within a device.
Disadvantage: it is not possible to assign parameters to other devices this way. If
necessary, edit the parameters beforehand, in order to adapt the serial number to
the target device.

Import of channels
according to
connector

For all  channels/variables (parameters of the table description: Channels), the
settings are imported. The assignment is made according to the connector
designation.
Note: When using multiple devices, the connector designation is not always
unique; the same one could appear in every device. Use this setting only when
using only one device.

... Select a user-defined mapping. See Mapping - Modifications of the default behavior
.

質問: パラメータセットに変更を加えてもインポート後にその効果がないのはなぜですか?
回答: いくつかの理由が考えられます。
· 不適切な割り当てが使用されている。
例えば、名前の割り当てを使用していながら、パラメータセットファイルにある名前がチャンネルリストにある名
前と一致しない場合です。名前がパラメータセットによって変更される場合が、これに該当します。
解決策: 代わりに、例えばコネクタ指定に準じたインポートを使用します。または名前によるマッピングの説
明に従ってください(「インポートのマッピング」を参照)。

· 設定が他のパラメータによってリセットされている。
例えば、[アナログチャンネル]ページのパラメータセットをエクスポートする場合、特にアナログチャンネルとアナ
ログモニタチャンネルのパラメータを取得します。これら2つのチャンネルタイプのパラメータは相互に関連してい
ます。例えば、パラメータセットファイルでアナログチャンネルのカップリングを「フルブリッジ」から「DC」に変更し
ながら、モニタチャンネルを変えないと、モニタチャンネルのインポート時にアナログチャンネルが上書きされま
す。
解決策: 常にパラメータセットを最小化して、最も重要なパラメータに絞り込みます。不要なものはすべて削
除します。
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16.2.8  設定
16.2.8.1  Setupダイアログの表示
設定コマンドグループでは、すべての設定の項目がダイアログ形式で提供されます。

設定のプロパティ

[レイアウト]を選択して、[幅]と[高さ]を設定
します。または、ダイアログの表示を最大化で
きます。

トリガ ダイアログの例、設定コマンドにより起動[ ]

16.2.8.2  シンセサイザ/コントローラ設定のインポート
シンセサイザまたはコントローラの設定をロードします。
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16.2.8.3  補助ファイルのインポート
このコマンドを使用すると、imcOnlineFAMOSで使用されたファイルをインポートできます。

で 関数とともに使用される特性カーブの例imcOnlineFAMOS Charact()

16.2.9  スクリプト/imc FAMOS 

16.2.9.1  imc FAMOSプロジェクトの実行

imcFAMOSプロジェクトを選択して開始します。

コマンド プロジェクトの実行: imcFAMOS

この記号 をクリックして[ファイルを開く...]を選択します。
プロジェクトフォルダで、Default.FamosPrjファイルを選択します。
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16.2.9.2  imcFAMOSシーケンスの実行

imcSTUDIOから、現在測定されている変数をimcFAMOSに転送し、そこでimcFAMOSシーケンスによって処
理することができます。imcFAMOSシーケンスの結果はimcSTUDIOに転送して戻しPanelページなどで表示で
きます。

注記
前提条件は、同じへのimcFAMOSのインストールです([技術仕様シート] > [追加のimcソフトウェア製品]
を参照)。

参照
imcFAMOSの機能範囲の詳細については、別途imcFAMOSのマニュアルを参照してください。

imcFAMOSダイアログを開くには、シーケンステーブルのボタン  (3点の記号)をクリックします。

16.2.9.2.1  imcFAMOSダイアログ
このダイアログには、複数の領域が含まれています。

シーケンスエディタと から に変数を渡す転送テーブルimcFAMOS imcSTUDIO imcFAMOS

· 転送テーブル (1): imcSTUDIO-変数の転送はこのテーブルによって行われます。
· imcFAMOSシーケンスエディタ(2): ここで、使用中のimcFAMOSシーケンスを表示して編集できます。
プロシージャ
· [imcFAMOSへ]の転送テーブル で設定される測定済み変数は、imcFAMOSに転送されます。
· シーケンスに属する計算が実行されます。
· [imcFAMOSから]の転送テーブル で設定される結果の変数は、imcSTUDIOに転送されます。

1572
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imcFAMOSシーケンスの編集
imcFAMOSシーケンスを作成するために、各種の手法があります。
· imcFAMOSのシーケンス-エディタで編集する。
· [imcFAMOSを開く]ボタンを使用して、imcFAMOSの開始コマンドを使用する(imcFAMOSの関数とそのパ
ラメータを把握していない場合に望ましい)。

· [シーケンスのインポート]ボタンを使用して、既存のシーケンスファイルをインポートする。
imcFAMOSでシーケンスを編集またはテストするには、[imcFAMOSを開く]ボタンを使用します。

チェックボックス: 同期イベント
[同期イベント]は、imcFAMOSがシーケンスを終了するまでソースが待機することを意味します。この場合、以
下のようになります。
· Sequencer: imcFAMOSがシーケンスを終了したときのみに、次のコマンド行が開始されます。
· Automation: imcFAMOSがシーケンスを終了したときのみに、次のステップが開始します。

チェックボックス: タイムアウト
[タイムアウト]オプション(コマンドからダイアログが呼び出された場合のみに利用可能)は、[同期イベント]を有効
に設定した場合のみに表示されます。
· 遅くとも、指定されたタイムアウト時間後に、Sequencerが次の行を実行します。

チェックボックス: デバッグモード
[デバッグモード]オプションが有効なときコマンドを実行すると、imcFAMOSが開きます。この場合、シーケンスは
自動で実行されません。デバッグモードでは、シーケンスを一段階ずつ実行し、変更を加えることができ、変更は
コマンドに保存されます。
imcFAMOSを閉じると、[imcFAMOSから]のテーブルで結果を利用可能な場合に、それらの結果が
imcSTUDIOに転送されます。コマンドはこの時点でのみに終了します。

注記
· デバッグモードでは、コマンドの実行により時間がかかるので注意してください。
· オプション: [同期イベント]が有効な場合: 以降のコマンドはimcFAMOS-コマンドが終了するまで待
機します。

· オプション: [同期イベント]が無効な場合: コマンドが引き続き実行中なので、必要な結果が所定の
時点で得られていない場合があります。

· また、オプション: [タイムアウト]オプションは有効に設定しないでください。imcFAMOSが閉じていない
にもかかわらず、コマンドが未完了の段階で終了する原因になります。

imcFAMOSを開く
別の方法として、[imcFAMOSを開く]ボタンを使用してimcFAMOSを開始することもできます。この場合、
imcFAMOSエディタを使用して入力を行います。機能アシスタントのヘルプテキストなどあらゆる機能を自由に
使用できます。
imcFAMOSでは、テストのためにシーケンスを直接実行できます。そのために、[imcFAMOSへ]のテーブルにあ
る変数が現在の値で自動的に設定されます。それらの変数は、imcFAMOSの[変数]リストに表示されます。そ
の時点で変数がimcSTUDIOに存在しない場合は、空の変数が代わりに使用されます(以下の注記 を参
照)。
テスト評価の結果は、imcSTUDIOに返送されません。

1041
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エディタとしてのimcFAMOS
imcSTUDIOでの変更を使用する場合は、シーケンスを保存します。

参照
imcFAMOSと連携して機能するSequencerの例については、Sequencer-チュートリアル を参照してくださ
い。

注記: 変数が存在しない
変数をimcFAMOSに転送するとき変数がimcSTUDIOにない場合は、代わりに「空」の変数がimcFAMOS
に作成されます。
· データタイプ: 標準データセット
· X-Delta: 1
· 合計サイズ: 0

1113
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16.2.9.2.2  転送テーブル
imcSTUDIO変数またはimcFAMOS変数の転送は、転送テーブルによって行います。変数の名前は変更でき
ます。この変更で、既存のシーケンスを直接適用できます。

変数をシーケンスに渡す([imcFAMOSへ])
列[imcSTUDIO変数]に入力される変数は、
imcFAMOSシーケンスに渡されます。そこで、変数に
は[imcFAMOS変数]列の該当するセルの名前が割り
当てられます。
変数はimcSTUDIOにすでに登録済みの必要はあり
ません。この場合、変数は「空」の変数として
imcFAMOSに作成されます(注記 を参照)。
表示されている例では、測定された変数Channel_001
がimcFAMOSシーケンスに変数Sensorとして渡されま
す。

測定: ソースの選択
定義されているすべての変数は、選択した測定から転送されます。
· 現在の測定: 現在の測定データが転送されます。この場合、カーブウィンドウ表示に設定された循環バッファ
メモリの量のみが使用可能になります。これは測定全体のごく一部の場合があります。

· 最後に終了した測定: 測定データを保存する場合、保存される最後の測定が自動でロードされます。関
連する変数がimcFAMOSシーケンスに渡されます。

· 測定#<番号>: それぞれの測定番号を持つ測定に属する変数が渡されます。

シーケンスの結果の受け取り([imcFAMOSから])
imcFAMOSによって計算された変数が、転送テーブル
とともにimcSTUDIOに転送されます。

結果がDataBrowserに表示されます。

保存しない場合:
結果がDataBrowserに表示されますが、保存されません。
測定: 目標の選択
· 現在の測定: 目標変数がすでに存在する場合(ユーザ定義の変数など)、変数のタイプが正しければ、結果
が既存の変数にコピーされます。
目標変数が存在しない場合は、結果がimcFAMOSカテゴリで作成され、[一時的]として範囲(有効範囲)
が割り当てられます。変数タイプの選択は内容に基づきます。

· 最後に終了した測定および測定#<番号>: 結果が、最後の測定または選択した測定とともに
DataBrowserに一時的に表示されます。結果は保存されず、測定が終了した直後に削除されます(ロード
されない)。

1041
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保存する場合:
結果がDataBrowserに表示され、.datファイルとして保存されます。
測定: 目標の選択
· [保存]オプションを選択する場合は、[最後に終了した測定]または[測定#<番号>]を使用します。結果
が、選択した番号#<番号>を持つ測定のフォルダに、最後に終了した測定とともにそれぞれ保存されます。測
定のロード後は、結果をいつでも使用できます。なお少なくとも1つのチャンネルをPCに保存する必要があ
る点に注意してください。そうしないと、測定フォルダが存在しません。
DataBrowserで、選択した測定番号が「現在の測定」に割り当てられると、システムは現在の測定が選択
されたように動作します。

· 現在の測定を目標として選択すると(推奨されません)、保存済みの測定は選択されません。現在のタイム
スタンプ(「imcFAMOSResult_2014-07-31 12-50-43」など)を反映するサブフォルダが、結果用に試験設定フォ
ルダに設定されます。

オプション
このページでは、シーケンスで使用される固定パラメータを定義できます。

パラメータと連動するシーケンスの使用

16.2.9.3  スクリプトの実行
このコマンドを使用すると、Visual Basicスクリプトなどのスクリプトを統合できます。

スクリプトコマンド プロパティ: 

[名前]を割り当てます。
[タイプ]を次のように設定します。
vbs= Visual Basicスクリプト
pas= Pascal
[ソースコード]: [ソースコード]横のボックス内をクリッ
クすると、エディタが開きます。
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16.2.10  変数

 16.2.10.1  変数のエクスポート

変数のエクスポートコマンドを使用すると、変数とそれらの値を目的の場所に保存できます。
エクスポートする1つまたは複数の変数を選択できます。すべてのオプションはSequencerの実行中に手動で指
定するかまたは選択できます。

ファイルオプション
· フォルダ: ターゲットフォルダを指定
ターゲットフォルダを指定せず[ダイアログの表示]オプションが有効でないと、このコマンドの実行時にフォルダ選択
ダイアログが開きます。
· ファイルフォーマットごとに1つのファイルに保存(allとして保存する)
このオプションを有効にすると、すべての変数が1つの(マルチチャンネル)ファイルに保存されます。ファイル名を指
定できます。ファイルのファイルフォーマットは指定する必要はありません。ただし、ファイル名が指定されていない
と、すべての変数は自動でdata.datファイルに保存されます。さらに、ファイルフォーマットごとに個別のファイルが
作成されます。
このオプションを有効にしないと、それぞれの変数は個別のファイルに保存されます。この場合、変数ごとにファイ
ル名を別ーに指定できます。
マッピング命令
· マッピング命令: ここで、事前に定義されたエクスポートの設定を選択できます。
選択なし: ユーザ定義の設定を使用します(変数の選択など)。
デフォルトのエクスポートマッピング: 変数を選択することはできません。代わりに、すべての変数(単一値の変数
は対象外)がエクスポートされます。これにより、メニューアクション[現在の測定データを保存]と同じ機能が実
装されます。さらに、エクスポートされる変数を持つ測定を選択できます。
· 測定: ここでは、どの測定の変数をエクスポートするかを指定します。このオプションは、マッピング命令と併用
する場合のみに使用できます。
選択なし: 現在の測定による変数をエクスポートします。
選択または入力の可能性: 測定名または象徴的な測定名(測定番号付き)
変数
· 変数を追加: ここでは、エクスポートする変数を選択して変数リストに入力します。
変数がDataBrowserにある場合は、 ボタンを使用してそれらを選択できます。
変数がない場合は、変数を追加できます。今後使用する名前を入力し、[入力]をクリックします。
選択して入力された変数が変数リストに表示されます。
変数リスト
· チェックボックスを使用して、すでに入力済みの変数のエクスポートを選択解除できます。これにより、変数はリ
ストに表示されたままエクスポートされません。後でいつでもエクスポートを再び有効にできます。

· 変数名: DataBrowserに表示される変数の名前。
· 測定名: この測定から変数がエクスポートされます。
選択なし: 変数は現在の測定から選択されます。
選択または入力の可能性: 測定名または象徴的な測定名(測定番号付き)
· ファイルフォーマット: エクスポートするファイルのターゲットフォーマット。
· ファイル名([allとして保存する]の場合を除く): デフォルトで、ファイル名は変数の名前から付けられます。その
名前をここで変更できます。
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その他のオプション
· エラーを警告として扱う
すべての選択した変数が存在するわけでないときこのコマンドを実行すると、エラーメッセージが表示されます。通
常の場合、エラーメッセージが表示されるとSequencerが終了します。これによりエクスポートされない変数が生じ
る原因になります。リスト中の変数は連続してエクスポートされるので、存在しない変数の下にあるすべての変
数はエクスポートされなくなります。
コマンドが常にすべての既存の変数をエクスポートするようにするために、このオプションを有効にできます。この場
合、Logbookにエラーメッセージは表示されませんが、警告が表示されます。警告はSequencerシーケンサが終
了する原因になりません。
· [ファイルオプションの表示]と[変数オプションの表示]
2つのオプションのいずれかを有効にすると、このコマンドの実行時にそれぞれの目的の設定ダイアログが開きま
す。
ファイルオプションの表示: ファイルオプション。
変数オプションの表示: マッピング命令、変数と変数リスト。
すべての設定は、点検および編集できます。変更を加えてもコマンドリスト中のコマンドの設定に影響しません
が、現在実行されているエクスポートのみに影響します。
· 既存のファイルを常に上書き
このオプションを有効にすると、宛先フォルダにある同じ名前のファイルが上書きされます。上書きするかどうかの
確認プロンプトは表示されません。このオプションは、自動ルーチンに役立ちます。

16.2.10.2  変数のロード/インポート
変数のロードコマンドを使用すると、事前に定義された値を持つユーザ定義の変数を作成できます(保存
済みのファイルから)。このコマンドを実行する前に、変数がなくてもかまいません。
変数のインポートコマンドを使用すると、既存の変数の値を設定できます(保存済みファイルから)。このコマン
ドを実行する前に、変数がすでに存在する必要があります。
値はこの目的に適したファイル、例えば変数のエクスポート コマンドを使用して作成したファイルなどに保存す
る必要があります。
インポートまたはロードする1つまたは複数の変数を選択できます。すべてのオプションはSequencerの実行中に
手動で指定するかまたは選択できます。

ファイルオプション
· フォルダ: 保存済みファイルのインポート先となるフォルダを指定します。選択リストで、フォルダまたはファイルを
選択できます。
フォルダを選択すると、適したファイルごとに[変数]リストに1つのエントリが表示されます。
ファイルを選択すると、そのファイルが[変数]リストに表示されます。
· ファイルを追加
これを使用して、ファイルがない[変数]リストにファイルを入力できます。例えば、インポートするファイルが存在し
ない時点でコマンドを設定する必要がある場合です。
拡張子付きの完全なファイル名を入力してください。
· ファイル要素を追加
これを使用して、[変数]リストでファイルの新たな変数を入力できます。例えば、ファイルを追加したものの、その
ファイルにすべての変数があるわけではない場合です。ファイルには1つまたは複数の変数を含めることができま
す。
[変数]リストでファイルを選択し、変数名を入力してください。
カテゴリオプション
· コマンドに対してのみ変数のロード
· 別のカテゴリを使用: 偏ったカテゴリで変数を作成する場合は、ボックスにチェックマークを付けます。新しいカテ
ゴリの入力ボックスが表示されます。このカテゴリは、このコマンドに属するすべての変数に適用されます。
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変数リスト
· チェックボックスを使用して、すでに入力済みの変数のインポートを選択解除できます。これにより、変数はリス
トに表示されたままインポートされません。後でいつでもインポートを再び有効にできます。

· 変数名: ファイルの名前、またはファイルで検出される変数の名前。
· 目標変数名: インポート後にDataBrowserで検出される変数の名前。
· ファイルフォーマット: ファイルのフォーマット。
その他のオプション
· エラーを警告として扱う
すべての選択した変数が存在するわけでないときこのコマンドを実行すると、エラーメッセージが表示されます。通
常の場合、エラーメッセージが表示されるとSequencerが終了します。これによりインポートされない変数が生じる
原因になります。リスト中の変数は連続してインポートされるので、存在しない変数の下にあるすべての変数は
インポートされなくなります。
コマンドが常にすべての既存の変数をインポートするようにするために、このオプションを有効にできます。この場
合、Logbookにエラーメッセージは表示されませんが、警告が表示されます。警告はSequencerを終了させませ
ん。
· ダイアログの表示
このオプションを有効にすると、コマンドの実行時に設定ダイアログが開きます。
すべての設定は、点検および編集できます。変更を加えてもコマンドリスト中のコマンドの設定に影響しません
が、現在実行されているインポートのみに影響します。
· すべてをロード/インポート: このオプションを有効にすると、コマンドの実行時に、選択したフォルダに存在する
すべての変数がインポートされます。

注記: ファイルへの変更は適用されません
コマンドの設定が完了すると、[変数]リストの構成は固定されます。
このため、以降にファイルを変更しても、変更は無視されます。
例: ファイルに2つの変数、Var_1とVar_2があります。
このファイルを選択するようにコマンドを設定します。このコマンドを実行すると、両方の変数がインポートされま
す。
後から、ファイルを置き換えます。2つの変数は引き続きファイルにあり、さらに新たな変数Var_3が加わりまし
た。この場合コマンドを実行すると、Var_1とVar_2のみがインポートされます。新しい変数はインポートされませ
ん。
ファイルへの変更が適用されるようにする場合は、[すべてをロード/インポート]の設定を有効にしてくだ
さい。

16.2.10.3  変数の削除
変数の削除コマンドを使用して、既存の変数を削除できます。このコマンドを実行すると、すべての選択された
変数が削除されます。
削除する1つまたは複数の変数を選択できます。すべてのオプションは指定するか、またはSequencerの実行中
に手動で選択できます。

変数リスト
· 変数をリストに追加するには、まず空のボックスをクリックしてから
· 変数の名前を入力するか、
· または  ボタンをクリックして、DataBrowserから既存の変数を選択します。
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その他のオプション
· エラーを警告として扱う
選択した変数がすべて存在するわけでないときこのコマンドを実行すると、エラーメッセージが表示されます。通
常の場合、エラーメッセージが表示されるとSequencerが終了します。これにより削除されない変数が生じる原
因になります。リスト中の変数は連続して削除されるので、存在しない変数の下にあるすべての変数は削除さ
れなくなります。
コマンドが常にすべての既存の変数を削除するようにするために、このオプションを有効にできます。この場合、
Logbookにエラーメッセージは表示されませんが、警告が表示されます。警告はSequencerシーケンサが終了す
る原因になりません。
· ダイアログの表示
このオプションを有効にすると、コマンドの実行時に設定ダイアログが開きます。
すべての設定は、点検および編集できます。変更を加えてもコマンドリスト中のコマンドの設定に影響しません
が、現在実行されている削除のみに影響します。

16.2.10.4  変数の設定
変数の設定コマンドでは、変数に値を割り当てます。

コマンド 変数の設定: 
PV変数、表示変数、仮想ビット、またはユーザ定義の変数を設定することができます。またトリガを0または1に
設定し、テキストのエントリをレポートチャンネル に書き込んで、全チャンネルにデータを割り当てることができま
す。
既存の変数を選択するには、 をクリックして、DataBrowserを開きます。このコマンドの実行時には、コマン
ドで使用するすべての変数が存在する必要があります。
[値]列では、プレースホルダを使用できます。プレースホルダ の詳細については該当する章を参照してくださ
い。

自動解決
以下の説明のように、このコマンドは各種の式を自動で解決します。この自動解決を行わないようにするに
は、割り当てられる値を引用符で囲みます。
ルールとして、[値]ボックスに書き込むテキストを引用符で囲むことが推奨されます。これにより誤った解
決を防ぎます。
引用符は割り当ての前に自動で削除されるので、以降の処理や変数の表示では使われません。
変数に引用符を含むには、\"を使用します。
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既存の変数の解決
既存の変数の名前を[値]ボックスで使用する場合は、実行時にそれが現在の値と置き換わります。新しい名
前が値と置き換わらないように、テキストを引用符で囲みます。引用符で囲まれたテキスト内の目標の変数を
解決する場合は、以下のプレースホルダを使用します。<VARS["My_Variable"].VALUE>
算術演算子
[値]ボックスでは、算術演算子(+、-、/、*など)を使用できます。これにより、変数aを例えば値a+1に設定できま
す。
論理演算子
[値]ボックスでは、論理演算子(&&、||など)を使用できます。
比較
[値]ボックスでは、比較(<、>、<=、>=、==など)を実行できます。比較演算子が比較演算子として認識されるよ
うに、演算子の左右に数値(数字または解として得た変数)が必要です。
リセット
チェックボックス[リセット]にチェックマークを付けると、変数が初期値に設定されます。[値]ボックスに入力された値
は無視されます。
ユーザ定義の変数には、変数の作成時に設定される初期値があります。
デバイス変数には初期値はありません。ここで、値は"0"に設定されます。
削除(使用しないこと)
チェックボックス[削除]にチェックマークを付けると、変数が削除されます。[値]ボックスに入力された値は無視され
ます。
デバイス変数を削除しようとしても、デバイス変数は削除されず、エラーメッセージも表示されません。

注記
変数を削除するには、変数の削除 コマンドを使用してください。このコマンドを使用すると、不正な変数タ
イプの削除などの特殊な場合を除外できます。

16.3  コマンドシーケンス
imcSTUDIOを使用して、シーケンスを作成できます。シーケンスは各種のコマンドを手動または自動で順次
実行します。
シーケンスはさまざまなimcSTUDIOプラグインで作成できます。
· Sequencer
· Panel
· Automation
シーケンステーブル

シーケンステーブル 複数のコマンドを含む例: 
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シーケンスにはテーブルが含まれています(下記のシーケンステーブルを参照)。そこではコマンドがツリーダイアグラ
ムで表示されます。シーケンステーブルの構造と複雑さは、使用するプラグインに応じて異なります。
Sequencerプラグインに属するシーケンステーブルの構造については、対応するマニュアルを参照してください
(Sequencer > シーケンステーブル を参照)。
他のプラグインでは、コマンドを特定のイベントにリンクできます。これは、イベントダイアログ のシーケンステ
ーブルで行います。

一連のコマンドの作成
シーケンスには、上下に配置される複数のコマンドが含まれています(参照: 一連のコマンドの作成 )。

参照
個別のコマンドの仕組みについては、「コマンドリファレンス」の章を参照してください。

16.3.1  イベントダイアログ
特定のイベントは、コマンドとリンクできます。コマンドはイベントの発生時に実行されます。
イベントの設定のために、イベントダイアログを使用します。
イベントは、例えば、スイッチが作動するときPanelプラグインで発生し、またはある信号の状態になるときや状態
が止むときAutomationプラグインで発生する場合もあります。

例
例として、2つのイベント( )がStandardグループからのSwitchに属します。
· スイッチオフ(オンからオフ)
· スイッチオン(オフからオン)

「イベントダイアログ」: 
グループからの に属するイベントStandard Switch
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16.3.2  一連のコマンドの作成
以下に、イベントダイアログ でグラフィックに表示された例を示します。これらは、Sequencerプラグインのシーケ
ンステーブルにも適用されます。
シーケンステーブルにコマンドを追加するには、2つの方法があります。
· ドラッグアンドドロップ を使用する
· コンテキストメニュー を使用する
次のような位置にコマンドを追加できます。

現在位置の前

現在位置: グループ (Sequencer)またはイベント (呼び出したグループに続く)の下または内部

現在位置の後

ドラッグアンドドロップによるコマンドの追加
ドラッグアンドドロップを使用して以下の場所にコマンドを追加できます。
· [コマンド]ツールウィンドウからSequencerプラグインの中。
· ダイアログ右側からイベントダイアログの中。
グループへのコマンドの追加
· ドラッグアンドドロップを使用して、目的のコマンドを目的の位置に移動します(下記を参照)。

「イベントダイアログ」からの例 ドラッグアンドドロップを使用した「ワークスペースを参照」コマンドか: 
ら「スイッチオン」イベントへのリンク

イベントの左側に、位置が指定されます( )。
· マウスボタンを離します。コマンドがグループ内に追加されます。
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既存のコマンドの前後にコマンドを追加
ここで、追加のコマンドをコマンドの前または後に挿入できます。これを行うには、マウスを上/下に少し動かしま
す。

「ワークスペースを参照」
コマンドの前に挿入 「ワークスペースを参照」

コマンドの後に挿入

· マウスボタンを離します。コマンドが既存のコマンドの前/後に挿入されます。

コンテキストメニューによるコマンドの追加
コンテキストメニューを使用して、コマンドをさまざまな位置に追加できます。

グループへのコマンドの追加
· 目的の位置のコンテキストメニューを開き、[新規]を選択します(下記を参照)。

「イベントダイアログ」からの例 コンテキストメニューを使用した新規 コマンドの「スイッチオン」イベントへのリンク: [ ]

· [下]位置( )を選択します。
· 目的のコマンドを選択します。コマンドがグループ内に追加されます。
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既存のコマンドの前後にコマンドを追加
ここで、追加のコマンドをコマンドの前または後に挿入できます。これを行うには、コマンドのコンテキストメニューを
開き、[新規]を選択します(下記を参照)。

「ワークスペースを参照」
コマンドの前後への挿入

· [前] > [後]位置( / )を選択します。
· 目的のコマンドを選択します。コマンドが既存のコマンドの前/後に挿入されます。

コマンドの削除、コピー、移動

コマンドの削除
選択したコマンドを削除するには、そのコマンドをハイライトしてコンテキストメニューの[削除]項目を選択しま
す。
シーケンス全体を削除するには、[すべてを削除]コマンドを選択します。

切り取り(移動)、コピー、貼り付け
コマンドを切り取るかまたは別の場所にコピーするには、コンテキストメニューを使用するかまたはドラッグアンドド
ロップを使用してコマンドを目的の場所に移動できます。
· ドラッグアンドドロップ: 切り取り+貼り付け
· ドラッグアンドドロップ+ <CTRL>: コピー+貼り付け

16.4  プレースホルダ
imcSTUDIOでは、プレースホルダをさまざまな場所で使用できます。プレースホルダは自動で認識、解決され
ます。
プレースホルダを利用することで、例えばパスを把握しないまま現在の試験設定フォルダにパラメータセットを記録
すること、またはテキストの変数の値を表示することができます。
プレースホルダは、一部のコマンドとWidgets の両方で使用できます。既知のすべてのプレースホルダのリスト
については、プレースホルダのリスト のセクションを参照してください。

プレースホルダは、プレースホルダ記号( )が表示される場所に提示されます。すべてのプレースホルダをあらゆ
る場所で使用できるわけではありません。利用可能なプレースホルダを取得するには、プレースホルダ記号( )
の上でマウス左ボタンをクリックします。

765
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「パラメータのエクスポート」コマンドで利用可能なプレースホルダのリスト
プレースホルダ記号でマウスをクリックする方法以外に、入力ボックスには利用可能なプレースホルダのリストを表
示する他の方法があります。
· CTRL + Spaceのキーの組み合わせを使用
· コンテキストメニュー(マウス右ボタン)を使用
· 入力アシスタントによりコンテキストメニューで

入力ボックスのコンテキストメニュー
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目的のプレースホルダをすべて手動で入力する方法もありますが、その場所でプレースホルダがサポートされるか
どうかを確認することはできません。
次の2つのセクションでは、以下の情報が提供されます。
· 既知のプレースホルダのリストと説明
· プレースホルダのフォーマッティング
· imcSTUDIOでサポートされるOSの環境変数

16.4.1  プレースホルダのリスト
このセクションでは、以下のプレースホルダについて説明します。
· CONTROL
· DATABASE/DATABASES
· EXPERIMENT/EXPERIMENTS
· PAGE
· PANEL
· PROJECT/PROJECTS
· SELCONTROL
· SETUP
· SYSTEM
· VARS

16.4.1.1  CONTROL
これらのプレースホルダは、Widgetsのみで使用できます。
名前 コンテキストメニュー 説明

UNIT [制御] - [単位] 現在のWidgetの単位、[プロパティ]ダイアログの[単位]ボックスに対応します。[単
位]がないか空の場合は、リンクされる変数の単位が適用されます。

TITLE [制御] - [タイトル] 現在のWidgetのタイトル、[プロパティ]ダイアログの[タイトル]ボックスに対応しま
す。

VALUE [制御] - [値] 変数の現在の値、現在のWidgetにリンクします。

例
以下の例は、3つのプレースホルダの意味を示しています。
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のプロパティWidget
この例では、上記のプレースホルダに以下の値があります。
· <CONTROL.UNIT> = °C
· <CONTROL.TITLE> = Temperature
· <CONTROL.VALUE> = 25

16.4.1.2  DATABASE/DATABASES
このプレースホルダは、エクスポートやインポートのコマンドなど、ファイルパスが必要なあらゆる場合に利用できま
す。
名前 コンテキストメニュー 説明
NAME [データベース] - [名前] データベースの名前(データベースフォルダの名前)。
PATH [データベース] - [パス] データベースフォルダへのパス。

ここでは、[グローバルオプション]に入力されるエントリが使用されます。

注記

DATABASEプレースホルダは常に現在のプロジェクトデータベースに関連します。このプレースホルダを別のデータ
ベースで使用する場合は、DATABASESプレースホルダを使用する必要があります。例:
<DATABASES["Another_Database"].PATH>

例
以下に、2つのプレースホルダの仕組みを2つの例で示します。
最初の例はimcSTUDIOのデフォルトのままの設定に関するもので、ここではWindows 7を使用しています。
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デフォルトのデータベースパス の場合(Windows 7 )
· <DATABASE.NAME> = DB
· <DATABASE.PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB
2番目の例では、データベースパスを変更した場合に解決されるプレースホルダを示しています。

データベースパスを変更した場合
· <DATABASE.NAME> = Desktop
· <DATABASE.PATH> = C:\Users\admin_user\Desktop
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DATABASESプレースホルダを使用して同じ値を取得するには、呼び出しを以下のように構成する必要がありま
す。
· <DATABASES["Desktop"].NAME> = Desktop
· <DATABASES["Desktop"].PATH> = C:\Users\admin_user\Desktop

16.4.1.3  EXPERIMENT/EXPERIMENTS
名前 コンテキストメニュー 説明
CFG [試験設定] - [構成パス] 試験設定の構成フォルダ(configフォルダ)へのパス。
NAME [試験設定] - [名前] 試験設定の名前。
PATH [試験設定] - [パス] 試験設定の保存フォルダへのパス。
SETTINGS [試験設定] - [構成ファイル] パスを含む試験設定ファイル(*.imcStudio)

注記

EXPERIMENTプレースホルダは常に現在の試験設定に関連します。このプレースホルダを別の試験設定で使
用する場合は、EXPERIMENTSプレースホルダを使用する必要があります。例:
<EXPERIMENTS["Another_Experiment"].PATH>

例
以下の例はimcSTUDIOのデフォルトのままの設定に基づいており、ここではWindows 7を使用しています。

デフォルトのデータベースパス の場合(Windows 7 )
プロジェクトの名前はStandardProject、試験設定はMy_Experimentという名前です。
これらの設定では、上記に表示されるプレースホルダに以下の値があります。
· <EXPERIMENT.CFG> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\My_Experiment\config
· <EXPERIMENT.NAME> = My_Experiment
· <EXPERIMENT.PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\My_Experiment
· <EXPERIMENT.SETTINGS> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\My_Experiment\config
\My_Experiment.imcStudio
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EXPERIMENTSプレースホルダを使用して同じ値を取得するには、呼び出しを以下のように構成する必要があり
ます。
· <EXPERIMENTS["My_Experiment"].CFG> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject

\My_Experiment\config
· <EXPERIMENTS["My_Experiment"].NAME> = My_Experiment
· <EXPERIMENTS["My_Experiment"].PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject

\My_Experiment
· <EXPERIMENTS["My_Experiment"].SETTINGS> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject

\My_Experiment\config\My_Experiment.imcStudio

Note: Deviating System Behavior

Deviating system behavior in absence of the component: imcSTUDIO Project Management:
If the component imcSTUDIO Project Management is deactivated, no database is used to manage
the experiments jointly. For this reason, the placeholder returns different results.
Name Context menu Description
CFG - Not supported.
NAME - Not supported.
PATH Experiment - Path Path to the storage directory of the configuration fi le

".imcStudio"/".imcExp"
SETTINGS - Not supported.

16.4.1.4  MEASUREMENT
このプレースホルダでは、保存された測定に属するプロパティとメタデータにアクセスできます。例えばディレクトリパ
スや、測定とともに保存されたメタデータなどです。
名前 コンテキストメニュー 説明
SQL [測定SQL] 保存済みの測定のデータへのアクセス。

プレースホルダは、保存された測定に属するプロパティやメタデータを読み取ります。このためにデータベース言語
SQLのコマンドを使用します。プレースホルダを入力すると、SQLコマンドの入力を処理するアシスタントが自動で
開きます。
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アシスタントMEASUREMENT.SQL-
アシスタントでは、各種の[列]を選択でき、その列を[条件]と関連付けることができます。
· 列 : ここには利用可能なすべてのプロパティとメタデータが表 示されます。目 的 のプロパティを選 択します。複数

を選 択する場合は、Ctrlキーを使用します。新たなデータのエクスポートがない場合、デフォルトでは以下のプ
ロパティから選 択できます。

·  測 定 の最終変更時 (AlterationTime)、
·  測 定 の最終作成時 (CreationTime)、
· 測 定 のディレクトリパス(Path)および
· 測 定 の名前 (Name)。これは常に固定 の名前を返します。
測 定とともにメタデータを保存した場合、それがここに表 示されます。  
· 条件 : ここでは、どの測 定 の選 択済みプロパティとメタデータを表 示するかを指定します。例えば、測 定 #1に属
するメタデータを常に表 示するには、以下の手順を行います。

· ボタン   をクリックし、条件を表 示します。
· 次に、 [AlterationTime]をクリックして "Name"を選 択します。
· 続けて、 "Equals"の後ろの選 択リストから、 "Measurement#1"を選 択します。
条件が空のままの場合は、すべての測 定 のプロパティ/メタデータが連続して (カンマ ','で区切られ)表 示されます。

注記 : 列と条件

[列]では、どのプロパティ/メタデータを表示するかを選択します。[条件]では、どの測定のプロパティ/メタデ
ータを使用するかを指定します。

例

上図の選択内容からは、現在(DataBrowserで)#1として指定されている測定のディレクトリパスが返されま
す。



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

1534共通コンポーネント

16.4.1.5  PAGE
このプレースホルダは、Panelのみで利用できます。
名前 コンテキストメニュー 説明
NUMBER [ページ] - [番号] 現在のPanelページの番号。
VARS [ページ] - [変数] 現在のページで少なくとも1つのWidgetとリンクされているすべての変数。

例
Panelでは、以下のページが生成されます。
· [開始 ]
· [測 定 ]
· [レポート ]

の既存のページPanel
例えば、[開始]ページでこのプレースホルダを使用すると、<PAGE.NUMBER> = 1となり、[レポート]ページでは
<PAGE.NUMBER> = 3となります。
例えば、カーブウィンドウが[開始]ページでChannel_001とリンクされており、標準のメータがユーザ定義変数Test
とリンクされている場合、<PAGE.VARS> = Channel_001,Testとなります。

16.4.1.6  PANEL
このプレースホルダは、Panelのみで利用できます。
名前 コンテキストメニュー 説明
PAGECOUNT [Panelのページの数] Panelのページの総数。

例
Panelでは、以下のページが生成されます。
· [開始 ]
· [測 定 ]
· [レポート ]
この場合、<PANEL.PAGECOUNT> = 3になります。

16.4.1.7  PROJECT/PROJECTS
名前 コンテキストメニュー 説明
CFG [プロジェクト] - [構成パス] プロジェクトの構成フォルダ(configフォルダ)へのパス。
NAME [プロジェクト] - [名前] プロジェクトの名前。
PATH [プロジェクト] - [パス] プロジェクトの保存フォルダへのパス。
SETTINGS [プロジェクト] - [構成ファイル] プロジェクトの設定(*.imcAppSettingsファイル)。

注記

PROJECTプレースホルダは常に現在のプロジェクトに関連します。このプレースホルダを別の試験設定で使用す
る場合は、PROJECTSプレースホルダを使用する必要があります。例: <PROJECTS["Another_Project"].PATH>

例
以下の例はimcSTUDIOのデフォルトのままの設定に基づいており、ここではWindows 7を使用しています。
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デフォルトのデータベースパス の場合(Windows 7 )
プロジェクトの名前はStandardProjectです。
これらの設定では、上記に表示されるプレースホルダに以下の値があります。
· <PROJECT.CFG> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\config
· <PROJECT.NAME> = StandardProject
· <PROJECT.PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject
· <PROJECT.SETTINGS> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\config
\StandardProject.imcAppSettings

PROJECTSプレースホルダを使用して同じ値を取得するには、呼び出しを以下のように構成する必要がありま
す。
· <PROJECTS["StandardProject"].CFG> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\config
· <PROJECTS["StandardProject"].NAME> = StandardProject
· <PROJECTS["StandardProject"].PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject
· <PROJECTS["StandardProject"].SETTINGS> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\config

\StandardProject.imcAppSettings 

16.4.1.8  SELCONTROL
このプレースホルダは、Panelのみで利用できます。
名前 コンテキストメニュー 説明
VARS [選択したコントロールの変数] 選択したWidgetとリンクされているすべての変数のリスト。

例
カーブウィンドウが以下のチャンネルとリンクされます。
· [Channel_001]
· [Channel_002]
· [Channel_003]
この場合、<SELCONTROL.VARS> = Channel_001,Channel_002,Channel_003になります。
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16.4.1.9  SETUP
このプレースホルダを使用することで、Setupからデータにアクセスできます。
名前 コンテキストメニュー 説明
SQL [SQLの設定] Setupから現在のデータへのアクセス。 

このプレースホルダは現在のパラメータ値をSetupから読み取ります。このために、SQLデータベース言語で表現さ
れるコマンドを使用します。プレースホルダを入力すると、SQLコマンドの入力を処理するウィザードが自動で開き
ます。 

ウィザードSETUP.SQL
このウィザードには、以下の列が表示されます。
·  テーブル : ここにはすべてのテーブルの説明が表 示されます。ここから目 的 の項 目 を選 択します。SETUPプレー

スホルダが現在 の値をSetupから取得できるようにするには、プレースホルダがテーブルの説明を取得する必要
があります。テーブルの説明とSetupのページの詳細については、以下の参照先に従ってください。 

· 列 : 目 的 のテーブルの説明を選 択すると、利用可能なすべての関連する列 (パラメータ)がここに表 示されま
す。複数のパラメータを選 択するには、Ctrlキーを使用します。

· 条件 : ここに、必要に応じて特定 のチャンネル名などの条件を指定します。条件を空のままにする場合は、
選 択した列に属するすべての値 (全チャンネルのサンプリングレートなど )が表 示されます。

例

上図での選択内容からは、チャンネル「Channel_001」のサンプリングレートが「100Hz」などのテキスト文字列
で返されます。入力した条件を削除すると、全部のサンプリングレートが「100Hz、1kHz、100Hz、100Hz、
1kHz、、、100Hz、...」のように列挙されて返されます。サンプリングレートを所有しない要素は、空の要素
(", ,")を返します。

参照

テーブルの説明、完全なレイアウト、Setupのページの関係について詳しくは、「テーブルの説明と完全なレイア
ウト」 の章を参照してください。 

Documentation、Annotation before measurement、Annotation after measurementページのエントリなど
のメタデータはSetupに属するので、それらはPanelに表示すること、またはこの方法でコマンドに使用することがで
きます。

198
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注記

プレースホルダはSQLコマンドによってSetupから常に現在の値を読み取ります。このため、Setupで変更された
値は直ちに更新されます。

16.4.1.10  SYSTEM
このプレースホルダにより、現在の日付とシステムの時刻を使用できます。
名前 コンテキストメニュー 説明

DATE
[システム] - [日付] - [標準] オペレーティングシステムの現在の日付。英語(USA)オペレーティングシステムでは

M/d/yyyyのフォーマットになります。
[システム] - [日付] - [該当する
パス] オペレーティングシステムの現在の日付。yyyy-MM-ddのフォーマットになります。

TIME
[システム] - [時刻] - [標準] オペレーティングシステムの現在の時刻。英語(USA)オペレーティングシステムでは

hh:mmのフォーマットになります。
[システム] - [時刻] - [該当する
パス] オペレーティングシステムの現在の時刻。hh-mm-ssのフォーマットになります。

日付 と時刻 のフォーマッティングの例については、「フォーマッティング」 のセクションを参照してください。

例
英語(USA)オペレーティングシステムで時刻2011年6月14日午後2時30分が設定されているとします。この場合、
2つのプレースホルダがそれぞのでフォルトのフォーマッティングを返します。
· <SYSTEM.DATE> = 6/14/2011
· <SYSTEM.TIME> = 2:30 PM
その他のフォーマッティングオプションについては、「フォーマッティング」 のセクションを参照してください。

16.4.1.11  VAR/VARS
名前 コンテキストメニュー 説明
COMMENT [変数] - [コメント] 変数へのコメント、例えばチャンネルのコメントなど。
FILE [変数] - [ファイル] 変数が保存されるファイル。
NAME [変数] - [名前] 変数の名前。
PATH [変数] - [パス] VARS.FILEが保存されるパス。
PROPS [変数] - [プロパティ] チャンネルデータ内に書き込まれている、カテゴリまたはメタデータなどのいくつかの

変数プロパティ。 
UNIT YUNITを参照 YUNITを参照。
VALUE [変数] - [値] チャンネルまたはビットの、変数の現在の値。
XUNIT [変数] - [X-単位] 変数のX-単位、秒のsなど。
YUNIT [変数] - [Y-単位] 変数のY-単位。
YUNIT2 [変数] - [Y-単位2] 2番目のコンポーネントのY-単位(複合データセットのみと関連)。
ZUNIT [変数] - [Z-単位] 変数のZ-単位。

注記

VARプレースホルダは、Widgetとリンクされている変数を常に参照します。このプレースホルダを経由して異なる
変数にアクセスする場合は、VARSプレースホルダを使用します。例: <VARS["myVariable"].PATH>.

例
µ eps単位の振動は、所定の期間(秒)で測定します。imcOnlineFAMOSでは、入力信号のFFTが実行され
ます。

1538 1539 1538
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結果として得られる仮想チャンネルは、測定チャンネルとともにPCに保存されます。
データ保存の設定:
· パス: C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\My_Experiment
· パスの命名: 連続番号
· 保存間隔: 測定の終了
この例での仮想チャンネルの名前はmyFFTで、コメントはResult of FFTという名前です。
このため、上記に示されるプレースホルダは、最初の測定後に次のように解決されます。
· <VARS["myFFT"].COMMENT> = Result of FFT
· <VARS["myFFT"].FILE> = myFFT (01).RAW
· <VARS["myFFT"].NAME> = myFFT
· <VARS["myFFT"].PATH> = C:\Users\Public\Documents\DB\StandardProject\My_Experiment

\00000001
· <VARS["myFFT"].UNIT> = µ eps
· <VARS["myFFT"].XUNIT> = s
· <VARS["myFFT"].YUNIT> = µ eps
· <VARS["myFFT"].ZUNIT> = Hz
 <VARS["myFFT"].VALUE>は解決されますが、この例(FFT-計算)では妥当な値は返されません。VALUEプレー
スホルダのフォーマッティングに関する注記について、フォーマッティング - VALUE を参照してください。 

16.4.2  フォーマッティング
一部のプレースホルダでは、目的のフォーマッティングを指定できる場合があります。各種のフォーマッティングオプ
ションについて、例を使用して説明しています。
通常は、フォーマッティング文字列を手動で入力する必要があります。VALUEプレースホルダは、入力作業をサ
ポートします。 
フォーマッティングは以下のプレースホルダで可能です。
· PAGE.NUMBER/PANEL.PAGECOUNT
· SYSTEM.DATE
· SYSTEM.TIME
· VALUE

16.4.2.1  PAGE.NUMBER/PANEL.PAGECOUNT
PAGE.NUMBERとPANEL.PAGECOUNTの各プレースホルダは整数で、桁数を設定できます。
例えば、<PANEL.PAGECOUNT>の値が3の場合、この値は以下のように出力されます。
· <PANEL.PAGECOUNT("00")> = 03
· <PANEL.PAGECOUNT("000")> = 003
これらのフォーマッティング文字列は、<PAGE.NUMBER>でも同様に使用できます。  

16.4.2.2  SYSTEM.DATE
日付のフォーマッティング文字列では、以下のコンポーネントを使用できます。
· dまたはdd = 現在 の日付
· MまたはMM = 現在の月
· yyまたはyyyy = 現在の年
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· '.'、','、'-'、'_'などの区切り文字

注記

パスを文字列として指定するときプレースホルダを使用するには、区切り文字"-"を使用します。この文字は、
すべての言語でパス名に特殊文字として使用できます。

例
2011年7月13日の例では(英語(USA)オペレーティングシステム)、フォーマッティング文字列は以下のように使用し
ます。
· <SYSTEM.DATE> = 7/13/2011
· <SYSTEM.DATE("yyyy-MM-dd")> = 2011-07-13
· <SYSTEM.DATE("yy-M-d")> = 11-7-13
· <SYSTEM.DATE("dd_MM_yy")> = 13_07_11

16.4.2.3  SYSTEM.TIME
時刻のフォーマッティング文字列では、以下のコンポーネントを使用できます。
· hまたはhh = 現在 の時間、12時間制
· HまたはHH = 現在 の時間、24時間制  
· mまたはmm = 現在の分
· sまたは ss = 現在 の秒
· '.'、','、'-'、'_'などの区切り文字

注記

パスを文字列として指定するときプレースホルダを使用するには、区切り文字"-"を使用します。この文字は、
すべての言語でパス名に特殊文字として使用できます。

例
午後1時5分3秒の例では(英語(USA)オペレーティングシステム)、フォーマッティング文字列は以下のように使用
します。
· <SYSTEM.TIME> = 1:05
· <SYSTEM.TIME("hh-mm-ss")> = 01-05-03
· <SYSTEM.TIME("h-m-s")> = 1-5-3
· <SYSTEM.TIME("HH_mm_ss")> = 13_05_03
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16.4.2.4  VALUE
VALUEのフォーマッティングは、入力アシスタントにより入力するか(下図を参照)、または手動で入力します。 

フォーマッティングの入力アシスタント
以下の表では、変数pi=3.1415926535に基づいて各種のフォーマッティングの可能性を説明しています。
ここに指定される小数点前後の桁数は、任意の整数値と置き換えることができます。
説明 入力アシスタント 手動 出力

フォーマッティングなし フォーマッティングな
し <VARS.["pi"].VALUE> 3.14159

固定小数点、小数点以下2桁 数値 <VARS.["pi"].VALUE("f2")>
<VARS.["pi"].VALUE("0.00")>

3.14

固定小数点、小数点以下1桁 数値Short <VARS.["pi"].VALUE("0.0")> 3.1
固定小数点、小数点以下6桁 数値Long <VARS.["pi"].VALUE("0.000000")> 3.141593
浮動小数点、指数表記、小数点以
下2桁 指数 <VARS.["pi"].VALUE("e2")> 3.14e+000

固定小数点、小数点以下2桁、常に
符号を出力 <VARS.["pi"].VALUE("+#.##; -#.##")> +3.14

固定小数点、整数2桁、小数点以下
1桁、常に符号を出力、有効ゼロの出
力なし

<VARS.["pi"].VALUE("+00.0;-00.0")> +3.14

正の値の前にあるスペース、負の値の
前にある"-" <VARS.["pi"].VALUE(" 0.00;-0.00")>  3.14

全般 全般 <VARS.["pi"].VALUE("g")> 3.1415926535
固定小数点、小数点以下4桁 10進値 <VARS.["pi"].VALUE("0.0000")> 3.142

16進値
16進値Short <VARS.["pi"].VALUE("x4")> 0003
16進値Long <VARS.["pi"].VALUE("x8")> 0003

通貨 通貨 <VARS.["pi"].VALUE("c2")> 3.14

パーセント
パーセント <VARS.["pi"].VALUE("0.0%")> 314%
パーセントLong <VARS.["pi"].VALUE("0.00%")> 314.16%

小数点の代わりにカンマも使用できます。この場合、出力にはカンマが以下のように表示されます。
· <VARS.["pi"].VALUE("0,00")> = 3,14
整数値でも、フォーマッティングが可能です。例えば、変数amountに瞬時値4がある場合、この値は04、004、
などのように出力できます。
· <VARS.["amount"].VALUE("00")> = 04
· <VARS.["amount"].VALUE("000")> = 004
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16.4.3  OSの環境変数
imcSTUDIOでは、オペレーティングシステムの環境変数にアクセスすることもできます。
使用上のヒント:
· 解決する変数をパーセント記号付きでかぎ括弧(<>)で囲みます。例: <%USERNAME%>
· 文字の大小に注意してください。変数のスペルは、オペレーティングシステムで使われているスペルに完全に合
わせる必要があります。例: ProgramData、HOMEDRIVEまたはwindir
64ビットシステムの注意事項

· 64-ビットシステムでは、変数ProgramFilesとCommonProgramFiles(Microsoft Windowsでの)がそれぞれ
の32-ビットフォルダを参照する点に注意してください。その理由は、imcSTUDIOが32ビットプログラムで、オ
ペレーティングシステムから返される変数の値が実行中のプログラム(imcSTUDIO)を参照するからです。この
場合、オペレーティングシステムは値を32ビットのパスに返します。

· 64ビットのパスが必要な場合は、変数ProgramW6432とCommonProgramW6432を使用します。
· 上記の理由から、インターフェースは64-ビットシステムの変数PROCESSOR_ARCHITECTUREをサポートしませ
ん。

16.5  ユーザ定義変数
imcSTUDIOでは、ユーザ定義変数を作成して使用することができます。

16.5.1  変数の作成
ユーザ定義の変数をDataBrowserで作成できます。これを行うには 記号をクリックします。さらに、変数を
使用できる特定の場所には、作成というキャプション付きのボタンがあります。例えば、変数の設定 コマンド
などです。変数の設定を支援するダイアログが開きます。

1521
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ユーザ定義の変数の作成ダイアログ
ダイアログには2つの領域があります。[変数]には名前を入力するボックスとタイプを選択するボックスがあります。
下方の[拡張]領域では、初期値や単位などの追加プロパティを指定できます。

変数

名前
ここに変数の名前を入力します。すべてのアルファベット文字を使用できます。
複数の変数を1つのグループにつなげるには、変数の名前に'.'文字を使用できます。例えば、Result.a1,
Result.a2はDataBrowserで以下の表示を返します。
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での表示DataBrowser
既存の変数の名前を使用すると、既存の変数が削除され、指定したプロパティをともなう新しい変数が作成さ
れます。

タイプ
使用するユーザ定義の変数に、さまざまなタイプを選択できます。

数値
数値を保存します。このタイプは整数値と浮動小数点数の両方に適しています。[初期
値]で、変数の初期化に使用する値を設定できます(「拡張」セクションを参照)。この値
のデフォルトは0.0です。

テキスト
任意のテキストを保存します。[初期値]で、変数の初期化に使用する値を設定できま
す(「拡張」セクションを参照)。この値のデフォルトは空の文字列で、[空の値]というグレー
の文字で表されます。

データテーブル
SQLによりデータベースからインポートするデータを保存するには、このデータタイプを使用
します。データテーブルは作成時は空です。ここでは、初期値を指定することはできませ
ん。

チャンネル
チャンネルを作成します。ここでは、隣接する時間参照データを保存できます。チャンネ
ルは作成時は空です。ここでは初期値は使用できません。データストレージのオプション
については、「拡張」セクションを参照してください。

レポートチャンネル テキストまたは音声のコメントを保存します。詳しい使用方法については、「レポート
チャンネル」 のセクションを参照してください。

拡張

初期値
変数はこの値によって初期化されます。つまり、変数の作成時に、試験設定をロードして変数を再設定すると
き(変数の設定 )、ここに入力する値が変数に書き込まれます。
このボックスには、変数のタイプが数値またはテキストの場合に限り任意の内容を入力できます。他のすべての
タイプでは、このボックスは使用できず変数は作成時に空になります。

カテゴリ
カテゴリを割り当てると、DataBrowserで変数を構成できるようになります。
すでにユーザー定義の変数のカテゴリがある場合にそれを表示するには、名前を入力した後に  記号を[カテ
ゴリ]ボックスでクリックします。これにより以前からあるすべてのカテゴリの選択リストが展開されます。カテゴリは構
成プロセスのみに役立ち、変数がどの値を取ることができるかに影響しません。

単位
変数に単位を割り当てることができます。

有効範囲
[有効範囲]の設定によって、変数を利用できるかどうかが決まります。保存されるのは常に変数自体のみで、
現在の値ではありません!

一時的 一時的な変数はセッションに関連付けられ、これによりそれらの変数はimcSTUDIOが閉
じるまでに限り存在します。次の起動時には、それらの変数は利用できなくなります。
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試験設定 この有効範囲を持つ変数は、現在の試験設定と関連付けられます。それらの変数は有
効範囲とともに保存され、ロード後に再び利用できるようになります。 

シーケンサ
この有効範囲を持つ変数は、Sequencerと関連付けられます。Sequencerによって他の
試験設定をロードする予定の場合は、この有効範囲を使用する必要があります。使用
する変数は、新規の試験設定に独自の変数が含まれている場合でもそのまま残りま
す。

プロジェクト この有効範囲を持つ変数は、プロジェクトと関連付けられます。これにより変数はプロジェ
クトのすべての試験設定で利用できます。

永続 永続変数はプロジェクトに依存し、すべてのプロジェクトと試験設定でグローバルに利用
できます。

コメント
変数にはコメントを追加できます。コメントはDataBrowserの[コメント]列に表示するか、または例えばプレース
ホルダを利用してWidgetに表示できます。

表示、計算のための測定データ
これらの設定は、チャンネルまたはレポートチャンネルのいずれかのタイプの変数を作成する場合のみに関係し
ます。 
レポートチャンネルタイプでは、このプロパティは永続的かつ不変に選択されます。
保存されたイベントと循環バッファ期間設定の説明については、「データ転送」章の

測定データの保存
これらの設定は、チャンネルまたはレポートチャンネルのいずれかのタイプの変数を作成する場合のみに関係し
ます。さらに、このオプションを選択可能にするには、[表示、計算のための測定データ]オプションを選択する必
要があります。
測定データ(チャンネル)をPCに保存するには、このオプションを選択します。保存されたデータは、他の保存済み
チャネル(アナログチャンネルなど)からのデータと同じフォルダに格納されます。 
保存されたイベントと循環バッファ期間設定の説明については、「データ転送」章の

16.5.2  レポートチャンネル
レポートチャンネルでは、測定データとともに、テキストまたは音声によるコメントをチャンネルとして保存することが
できます。レポートチャンネルは、カーブウィンドウなどの他のチャンネルと同様に表示できます。

レポートチャンネルの作成
レポートチャンネルを作成するには、まずレポートチャンネルタイプのユーザ定義変数を作成します。

注記: トリガ名
· レポートチャンネルは常にトリガと関連付けられ、該当するトリガがアクティブな間のみに書き込むことができ
ます。

· トリガ名を入力しないと、[OK]または[適用]をクリックしたとき、Trigger_48が自動で入力されます。デフォルト
の場合、これは最初のデバイスの開始トリガです。ただし状況によっては、このトリガの名前が変更されてお
りTrigger_48が存在しない場合があります。レポートチャンネルにデータを書き込むときは、ここで指定される
トリガが存在しておりアクティブなことを確かめてください。

· 少なくとも1つの新たなアクティブな測定チャンネルがそのトリガに依存する状況であれば、レポートチャンネ
ルを任意のトリガと関連付けることができます。
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レポートチャンネルを測定データとともに保存する場合は、レポートチャンネルの作成時に[測定データを保存]オ
プションを選択します。測定の設定(格納場所、データ保存間隔など)が測定チャンネルに適用されます。 

注記: データ保存
レポートチャンネルはその性質上、PC側の変数です。このため、レポートチャンネルはPCのみに保存でき、デバ
イスには保存できません。

レポートチャンネルにはテキストまたは音声のいずれかのコメントを含めることができ、両方を含めることはでき
ない点に注意してください。このチャンネルをどのように使うかは、チャンネルでの最初の入力内容によって決まり
ます。チャンネルにテキストを書き込むとそのチャンネルではテキストのみを保存できます。このため、チャンネルの
作成時には、チャンネルにテキストまたは音声いずれのコメントを含めるかを後から指定する必要はありません。

レポートチャンネルへの書き込み
レポートチャンネルにデータを書き込むとき、トリガの作成時にチャンネルを割り当てたトリガがアクティブでなけれ
ばなりません。テキストまたは音声のコメントを追加するには、特別なWidgetsを使用するかまたはコマンドを使
用します。

Widgets
テキストベースのレポートチャンネルの場合は、[レポートチャンネルのテキスト入力]Widgetが[入力、出力]カ
テゴリにあります。音声ベースのレポートチャンネルの場合は、[音声]Widgetがあります(カテゴリなし)。
Widgetsの詳細については、「Panel」 の章を参照してください。

注記: コンテキスト
テキストが入力されたレポートチャンネルでは、テキストの入力内容とともにコンテキストも保存できます。コンテ
キストは一般的に、コメントの参照先となるイベントが発生するチャンネルです。コンテキストの使用方法につい
ては、[レポートチャンネルのテキスト入力] Widgetsを参照してください。

コマンド
変数の設定 コマンドを使用して、テキストベースのレポートチャンネルに書き込むことができます。音声ベース
のレポートチャンネルの場合は、音声チャンネルの録音 コマンドを利用できます。

質問: 入力内容はどの時点でチャンネルに書き込まれますか?
回答: Widgetとカーブウィンドウのいずれもナビゲーションバー にリンクされていない場合、入力内容には常
にトランスミッションのタイムスタンプが発行されます(コマンドを開始するには、Widgetをクリックします)。
両方ともナビゲーションバーにリンクされている場合は、ナビゲーションバーの[設定] を使用して、上記の動
作を行うかどうか、または入力内容がマーカ(スライダ )で挿入されるかどうかを設定できます。

入力内容の検索および以降の変更

注記: ナビゲーション
チャンネルの入力内容間を移動できるように、チャンネルはナビゲーションバーにリンクする必要があります。こ
のトピックの説明と入力内容間の移動の説明については、「Panel」章の「ナビゲーションバー」 セクションを
参照してください。
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注記: 後処理
終了した測定に属するレポートチャンネルを編集するために、DataBrowser(コンテキストメニュー > [チェックア
ウト])を使用してそれぞれのチャンネルをチェックアウトする必要があります。次に、目的の変更を加えます。変
更を保存するには、編集後にチャンネルをチェックインする必要があります(コンテキストメニュー > [チェックイ
ン])。
次のパラグラフでは、レポートチャンネルの以降の編集について説明します。ナビゲーションバー、スライダ、ナビ
ゲーション機能の詳細な情報については、「Panel」章の「ナビゲーションバー」 セクションを参照してくださ
い。
チャンネルを編集するには、以下の3つの条件を満たす必要があります。 
· 編集するチャンネルが対応するWidgetとリンクしている必要があります。象徴的な測定名(Measurement
#x)も可能です。

· 編集するチャンネルがナビゲーションバーとリンクしている必要があります。
· チャンネルとリンクしているWidgetがナビゲーションバーともリンクしている必要があります。

質問: 測定をチェックイン/アウトする必要があるのはなぜですか?
回答: 保存した測定データは書込み保護されています。チェックアウトによって、元のデータの書き込み可能
なコピーが作成され、それを編集できます。チェックインによって、このコピーが新しい有効なバージョンとして保
存、表示されます。ただし、編集はコピーに対して行われるので、元の状態をいつでも復元できます。

入力内容の変更
入力内容の変更では、常に既存の入力内容の削除と新規内容の挿入が同じ場所で行われます。直接的
な変更はできません。

入力内容の挿入
入力内容を挿入するには、まずナビゲーションバーを使用して、入力内容をどこに挿入するかを設定します。
新規の値の挿入位置はスライダの位置に対応します。スライダを目的の場所に置いたら、リンクされている
Widgetを適用して値を挿入します。

入力内容の削除
[変数内の検索]ダイアログを開きます(「Panel」 章を参照)。そこでマウスを使用して、削除する入力内容を
ハイライトし、Deleteキーをクリックします。この操作では、Widgetsはナビゲーションバーにリンクする必要はありま
せん。

16.6  最終変更
Rev. 3.0での変更とバグ修正
章 変更
カーブウィンドウ カーブウィンドウに関する説明をPanelの説明に移動しました。
imcOnline/
InlineFAMOSFunctio
nReference

ここに説明を組み入れました。

1004

747
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imcOnline/InlineFAMOSFunctionReference

Rev. 3.3での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 · imcInlineFAMOSの新機能について記載されています。

ReplaceFirstValues0
ReplaceFirstValuesN
SkipFirstValues

· 関数
ABCRating、
ExpoRMS、
SoundPressureLevel
では、パラメータ「Time Constant」が拡張されています(imcInlineFAMOSの場合のみ)。

FFT関数 imcInlineFAMOSの拡張されたウィンドウ幅について記載されています。 
ReSample 関数「ReSample」の説明が更新されています。

章 バグ修正
Accu*関数に関する一般
情報

Accu*関数は、「imcOnlineFAMOSでのみ使用可能」と指定されていました。これが
「imcInlineFAMOS」に変更されています。

Rev. 3.1での変更内容とバグ修正
章 バグ修正
Rosette 1 以下の計算の場合の訂正:

vorher:

nachher: 

Rev. 3.0での変更内容とバグ修正
章 変更内容
各自 · 構造上の改訂。一部の記述が部分的に改訂および更新されています。

· imcOnlineFAMOSまたはimcInlineFAMOSでのみ使用可能な関数のID。
· imcInlineFAMOSの新機能について記載されています。 

AccuLength
AccuMax
AccuMean
AccuMin
AccuRMS
AccuStDev
SpecThirds

章 バグ修正
各自 訂正が追加されています。

Kommandoreferenz

Rev. 3.2での変更とバグ修正
章 変更
その他 ユーザインターフェースのテキストを適用しました。
メッセージボックスを表示 説明を完全に改訂しました。
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Rev. 3.1での変更とバグ修正
章 変更
パラメータのエクスポート · 説明を完全に改訂しました。

· 機能の説明を新たに追加しました。
既存のファイルの上書き
デバイスの構成エキスパートモード

· 注記を追加しました。
パラメータのインポート · 説明を完全に改訂しました。

· 説明を新たに追加しました。
すべてのパラメータをインポートできるようにするためのインポートの重要な注記。
現在の測定に属するチャンネルにインポートできないことの注記。
変数のインポートの場合「変数のインポート」コマンドが推奨されることの注記。

Rev. 3.0での変更とバグ修正
章 変更
データ保存アシスタント · [元のファイルを維持]オプションを逆転しました。このオプションを有効にすると、ファイルを維持するので

なく、ファイルを明示的に削除するようになりました。
オプションの新しいテキストは[元のファイルを削除]です。

· [予告なく実行]チェックボックスの記述を加えました。
変数の設定 · 引用符使用時の動作の説明を、より詳細にしました。

· [リセット]と[削除]の説明を加えました。
変数のエクスポート · [ダイアログの表示]オプションを複数のオプション、[ファイルオプションの表示]と[変数オプションの表示]

に分割しました。これにより、一部のオプションを保護できます。
· 新機能: [既存のファイルを常に上書き]

その他 説明を更新したセクション: ワークスペースを参照、電子メール、試験設定を開く/測定の開始
測定番号の設定 以下の機能を追加しました。

· 選択解除
前回のダイアログの応答の
評価

以下の動作の説明を加えました。
· Sequencerの起動
· No response provided yet (応答がありません)

imcFAMOSシーケンスの
実行

imcFAMOSダイアログ - 新機能の説明を加えました。
· デバッグモード
· imcFAMOSエディタが開いている場合の変数の転送。
転送テーブル - 機能を改訂しました。
· 測定の選択
· 結果の保存

章 バグ修正
データ保存アシスタント データ保存アシスタントは、前回測定の開始時以降に作成された測定フォルダのみを表示します。ま

た、以前の間違った表記の、前回のアシスタント開始以降に作成された測定フォルダは表示されま
せん。

変数の設定 以前は、引用符内で囲まれる変数は、かぎ括弧(<>)で囲まれて表示される場合に解決される、と説
明していました。これは間違いで、変数には完全なプレースホルダを使用する必要があります。

ログブックエントリ imcSTUDIO 3.0では、「致命的」カテゴリのエラーメッセージが発生するとき通知ダイアログが表示され
ました。imcSTUDIO 4.0以降では、この表示はなくなりました。ただし、この機能については「ログブック
エントリ」コマンドで引き続き解説されていました。今回、この対応する説明もなくなりました。
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Rev. 2.2での変更とバグ修正
章 変更
If/Switch/WHILEループ
前回のダイアログの応答の
評価

新項目: 前回のダイアログの応答の評価

新項目: コマンドの説明:
· Sequencerの停止
· ログブックビューアを開く
· [Panel]ページの削除
· 変数のエクスポート
· 変数のインポート
· 変数のロード
· 変数の削除
· データ保存アシスタント

プレースホルダ

Rev. 3.0以降の変更とバグ修正
章 変更
MEASUREMENT · 新規。
VAR/VARS · PROPSの説明を追加しました。

· VARの説明を追加しました。
VALUE · 小数点の代わりにカンマを使用するフォーマッティングについて説明を加えました。

章 バグ修正

Rev. 3.0での変更とバグ修正
章 変更
EXPERIMENT/
EXPERIMENTS

imcSTUDIOプロジェクト管理コンポーネントがない場合の偏りのあるシステムの動作についての注記を
追加しました。 

章 バグ修正
EXPERIMENT/
EXPERIMENTS

プレースホルダ解決例のエラー。
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17  技術データシート
最新の技術データシートとより詳しい情報は、www.imc-berlin.com/download-centerをご覧ください。

17.1  imcSTUDIO
imcSTUDIOは、様ーなソフトウェアコンポーネント(プラグイン)をモジュラのシステムに結び付ける、一般的な
フレームワークです。プラグインの個別コンビネーションはエディション(製品パッケージ)から成り、各ー特定のアプ
リケーションのために設計されています。

エディション
以下のエディションがimcSTUDIOのために有効で、それぞれにプラグインか機能の何か1つの基本パッケージが
含まれています。
エディション オーダーコード
imcSTUDIO Runtime imcSTUDIO-RUN
imcSTUDIO Standard imcSTUDIO-STD
imcSTUDIO Professional imcSTUDIO-PRO
imcSTUDIO Developer imcSTUDIO-DEV

追加オプションや個別にライセンスを受けたプラグインも統合できます。
各エディションを上位エディションで作成された構成に適用することはできますが、それらを変更することはできませ
ん。

インストールの種類
構成オプションが大きく異なり得る、imcSTUDIOのための様ーなインストールの種類、パーツがあります。
インストールの種類 必要なライセンス 説明
デフォルトバリアント: 
imcSTUDIO

1つのimcSTUDIOエディ
ション

imcSTUDIOにより、測定デバイスの構成、測定の実行、そして即時の読
み込みの監視が可能になります。データは1つのワークステーションで表示、編
集ができます。

特別なアプリケーション用: 
imcSTUDIO Monitor

1つのimcSTUDIOエディ
ション+ 
imcSTUDIO Monitor

imcSTUDIO Monitorにより、測定を実行している間1つ以上の測定デ
バイスに接続することが可能になり、特に即時の読み込みの監視を目的と
しています。データは複数のワークステーション上で表示、編集ができます。

http://www.imc-berlin.com/download-center
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使用可能なプラグイン/コンポーネント
下記は、プラグインと個別のエディションに対するそれらの機能に関する表です。
使用可能なプラグイン/コ
ンポーネント 説明 imcSTUDIO

エディション  MON*

  : 付属 : オプション

: 全機能セットのサブセット

S
T
D

P
R
O

D
E
V

 

 

imcSTUDIO フレームワーク  
 ユーザ管理: アクセスコントロール、役割と権利の管理   
Setup imcデバイスのデバイス構成   
 第三者(imc以外)のデバイスのデバイス構成(例えば、適切なライセンスが与えら

れているビデオ、または第三者デバイスなど)   
Monitor 複数クライアントの監視と可視化     
Panel 測定データの表示  
Widgets : 標準 ゲージと制御要素(基本選択)  
Widgets : Automotive、
Industria l、Des igner、
Aviation

拡張の選択とスタイル
  

プロジェクト管理 DataBrowser内の保存された測定データの表示   
 プロジクェトと試験のテンプレート    
Sequencer バッチジェネレータ、ワークフローの自動化    
Automation (1) リアルタイムテストステーション自動化の設計     
Scripting 外部ハードウェア(アクチュエータ、実験室設備、デバイスなど)へのアクセスを含

む、顧客仕様のユーザコードの統合    
Thi rdPartyDevice
Interface (2)

メーカからのデバイス(第三者デバイス)のimcSTUDIO内への統合     
DataProcess ing 数学関数の構成のためのユーザインターフェース

DLL-データストリームの顧客仕様の処理のためのインターフェース  
imcInl ineFAMOS (2) データストリームのリアルタイム分析(PCベースのプラットフォームとライセンス)  
PowerQual i ty EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class  A)に準拠する、電力特性分析のための拡張

パッケージ  
BusDecoder (2) フィールドバスログチャンネルの解読のための拡張パッケージ  
Powertra in Monitoring 
(2)

パワートレイン監視のための拡張パッケージ  
Video 同期されたビデオ取得   
imcSENSORS センサデータベース統合   
センサ Setup用拡張パッケージは、imcSTUDIOセンサの設定とimcSENSORSセンサ

の管理のためのものです。   

*: 適切なエディションで、この機能はインストールの種類 imcSTUDIO Monitorに含まれています。
1: imcOnlineFAMOS Professionalのライセンスが基になった追加デバイスを要求します。
2: imcSTUDIO 5.0R3に有効

17.1.1  ライセンス
imcLICENSEManagerを使用して行われるライセンスアクティベーション。追加の2台目アクティベーションが可
能です。詳細は、imcLICENSEManagerドキュメントを参照してください。
imcSTUDIO Runtimeエディションは限定バージョンで無料です。トライアルデモバージョン(imcSTUDIO
Developerエディションの全機能付き)もまた無料です。両方ともアクティベーションが必要です。

1551

1551

1551

1551

1551

1551
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17.1.2  システム要件
Supported operating systems
Windows 10
Windows 8 / 8.1
Windows 7 (32 bit; recommended: 64 bit)
Windows Vista (32 bit) as of SP1
Windows XP (32 bit) as of SP3

Minimum requirements for the PC 1 Recommended configuration for the PC 2
Hyper-threading or Dual Core processor with 2 GHz
clock speed

Quad Core processor with 2 GHz clock speed or higher

2 GB RAM / 4 GB RAM for Windows 7 and 8 (64 bit) 3 GB RAM (32 bit) / ≥ 8 GB RAM (64 bit)
10 GB free hard disk space (NTFS format) 10 GB free hard disk space (NTFS format)
For installation of the software via DVD an appropriate
drive is needed

For software installation via DVD an appropriate drive
is needed

Color graphics (16 bit color depth) True color graphics (32 bit color depth)
Display resolution 1280 x 768 Display resolution: 1280 x 1024 or more

64 bit operating system
1  A system with minimum requirements  i s  not adequate for connection with multiple devices  and complex des ign

tasks  with the imcSTUDIO Developer. Use such systems preferably only for data  monitoring purposes .
2  The requirements  for the PC’s  configuration increase with the number of devices  involved and the scope of the

DataProcess ing-ca lculations  to be performed.

17.2  プラグインimcSTUDIO Setup
imcSTUDIO Setupは、システム構成での保存とともに、全測定パラメータの完全な構成のために統合されたユ
ーザインターフェースです。このユーザインターフェースは、個ーのニーズに合わせることができます。これにより、特
定の設定オプションを、権限のユーザ固有レベルにリンクさせることができます。同様に、不要なインターフェースの
要素は隠すことができます。結果的に、ルーチン実験を操作するためにユーザに求められる練習は、最小限に
抑えられています。
身近にあるimc測定デバイスのハードウェアプロパティはすべて、完全にサポートされています。

imcSTUDIO Setup機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

: 付属 : オプション
: 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Setup imcデバイスのデバイス構成
第三者(imc以外)のデバイスのデバイス構成(例えば、適切なライセンスが与えられて
いるビデオ 、または第三者デバイスなど)
構成テーブルのカスタマイズ
結合されたパラメータ、メタデータ、写真、文書など。

レイアウト設計 カスタムの自由設計Setupメニュー(GUI)
メタデータ 説明用メタ情報を含んだ増大データ

カスタムメタデータの定義(実験とチャンネルのための追加のテーブル列)
imcOnl ineFAMOS データストリームのリアルタイム分析(デバイスベースのプラットフォームとライセンス)
センサ Setup用拡張パッケージは、imcSTUDIOセンサの設定とimcSENSORSセンサの管

理のためのものです。
imcSENSORS センサデータベース統合

1567
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特別な機能とアプリケーション: 
· 互換性のある測定デバイス、imc's Ethernetのためのオペレーティングソフトウェアを統一してください(参照:
サポートされているimc測定デバイス)

· イーサネット経由でネットワーク化された、複数の同期されたデバイスの操作。最大デバイスカウントは、コ
ンピュータのメモリ容量とオペレーティングシステムによって決まります(64-もしくは32-bit)。30デバイス以上あ
るシステム構成が実現できます

· Setupは、自動的に測定システムの機能を認識し、それに応じて適合した構成を提供します(低い練習
の必要性-高い測定の信頼性)

· 物理的に使用可能な測定デバイス(「オフライン」)がたとえなくても、システム構成の設定(「実験」)は可
能です

· 自律、自主的測定のための自動スタートを設定します(ディスクスタート/オートスタート)
· IEEE 1451.4に準拠するTEDSを使用したセンサの認識をサポートします。

サポートされているimc測定デバイスグループ: 
· imc CRONOScompact
· imc CRONOSflex
· 2005年7月時点のimc CRONOS-PL/-SL

· imc C-SERIES
· シリアル番号13xxxxとそれより上位のimc BUSDAQ
· シリアル番号13xxxxとそれより上位のimc SPARTAN

基本的な機能 説明
チャンネルの設定 · 1つのシングルユーザインターフェース(入力/出力、デジタル入力/出力、フィールドバスチャンネル、仮想

チャンネル、など)を用いて、測定システムの入力および出力のすべてが設定できます。
· チャンネルごとの構成(例えば、名前、サンプリング間隔、測定期間、入力範囲、特性カーブ修正、フィル
タ、その他多数)

· imc CRONOSflexの24ビットキャプチャチャンネルデータ
· Panelページと接続されていない[独立カーブ開始]ウィンドウ

データ処理 · データ保存は各チャンネルに対して個別に設定できます。
· 異なるファイル形式への測定済データの保存(例えば、imc Format Converter、ASCII、EXCEL、その
他)

· PCとデバイスの両方またはどちらか、もしくはネットワークサーバでの保存場所
· 各ーのトリガイベントを別ーのデータファイルに保存することができます。
· チャンネルは、内部処理だけのためにパラメータ化することもできます(データは保存されません)
· ファイル形式でのCANログデータ: ベクトル(CANAlyser)が可能です

[ファイルマネージャ] · Windows Explorer®を強化します
· デバイスの内部ストレージからPCへの、ファイルとフォルダのコピーと削除を可能にします。

トリガマシン · 直接開始したか、トリガによる測定かのどちらか
· トリガによる開始と停止の両方、またはどちらか
· サポートされた48の独立したトリガ
· プリトリガは調整可能です
· 様ーな定義可能なイベント(しきい値、範囲内時間、信号エッジ、など) 
· 複数イベントの論理積は複雑なトリガ状態を形成することができます。
· 自由に選択可能なトリガリリースの数(マルチトリガ)
· イベント駆動のデジタル出力
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基本的な機能 説明
imc Messaging · 関連するインターフェースのあるデバイス(例えば、imc CRONOScompact)は、特定のイベントに応えてテ

キストメッセージを送信することができます。
· 使用可能なトリガイベントは、仮想ビットおよびネットワークビットのすべての信号遷移を含みます。
· これらのメッセージテキストのそれぞれに、特定のターゲットを設定することができます。使用可能なメッセー
ジのタイプは、電子メール、fax、そしてこれらを組み合わせたもの全てです。

· FAXを送信するためには、G3-Faxバージョン2もしくは2.0をサポートするモデムが必要です。また、2つの規
格のどちらかとの互換性をFAX機が備えている必要があります。ほとんどの新型機械では、全く問題があ
りません。電子メールは、適切なサーバがネットワーク経由で接続可能な場合、モデム経由あるいはネッ
トワークインターフェース経由で送信できます。インターネットを使って使用可能なサービスを活用し、電子
メールをSMSやfaxメッセージとして転送することも可能です。 

· GSMモデムやGSMモバイルが使用されている場合は、SIMカードのアクティベーションは不要です。
バランスとテア機能 · チャンネルごとの基準で行われているスケーリングおよびバランスの設定と結果が、進行中の実験のために

表示されます。
· 全ての、もしくは選択されたチャンネルへの調整設定のためのエクスポート/インポート

センサの認識 · TEDSからのセンサ情報の読み取り
· センサデータベース内のセンサ情報の取り込み(imcSENSORS)

オプションの機能 説明
センサデータベース
imcSENSORS (オプショ
ン)

センサ情報の編集目的の、ターンキー方式でシステムに依存しないセンサデータベースimcSENSORSは、
統合することができます。センサデータベースに関する詳細は、「imcSENSORS」データシートを参照してくだ
さい。

アプリケーション指向型機
能(オプション)

· デバイスディスプレイ(内部ディスプレイ、またはハンドヘルド端末装備) -ディスプレイ構成/ディスプレイエ
ディタ

· タイマスタート
· オートスタート/ディスクスタート
· 複数のデバイスと同期された測定。マスタデバイスは、DCF77またはIRIG-B(2)信号を生成します。
· リアルタイムクロック(DCF 77(1)、GPS(1)、NTP(2)、PTP(3)、またはサンプリングクロックと絶対時間の同期のた
めのIRIG B002(2)ラジオクロック)

· 地理的位置のキャプチャ用GPSレシーバのサポート
· 夏時間と標準時間の間のタイムゾーンと切り替え
· ネットワーク経由の表示変数の交換
· imcOnlineFAMOS: リアルタイム制御だけではなく、デバイスに基づく即時リアルタイム信号分析(デジ
タルフィルタリング、制御コマンド、閉ループ制御、FFT、オーダートラッキング)用。

· シンセサイザとPIDコントローラモジュール
· プロセスベクトル
· 同期タスク、imcOnlineFAMOS Professionalが必要

1: グループ2時点のデバイスと上位
2: グループ5時点のデバイスと上位
3: グループ7時点のデバイスと接尾辞「-GP」のついた上位デバイスによってサポートされています
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サポートされているインタ
ーフェース

説明

デバイスとの接続 · イーサネット(LAN)
· モデム、PPPリモート制御用外部モデム(アナログ、ISDN、GSM)
· WLAN (54MBit)
· FTP経由のデバイス構成
· imc REMOTE LinkSecure: セキュリティで保護されたhttpsアクセス経由の、imcLINKによるデバイスア
クセス(シリアル番号14xxxのimcデバイス用)

· imc REMOTE SecureAccess: シリアル番号14xxxと上位のimcデバイスのための、セキュリティで保護
されたhttpsアクセス経由のアクセス

· imc REMOTE Webserver: プラットフォームに依存しないリモートアクセスをimc測定システムに提供しま
す(インターネットブラウザ経由のデバイス操作の目的のため)

· デバイスへの接続は、オプションでパスワードにより保護することができます
· 最大3つ(SN 12xxx)または4つ(SN >13000)のimcSTUDIOモニタ、もしくはデバイスごとにimc

REMOTEとMicrosoft-Explorerの3接続
例: SN19123装着デバイスは、同時に2つのimcSTUDIOモニタ、1つのimc REMOTE WebServer、そ
して1つのimc REMOTE LinkSecure connectionsとの接続を、一斉に維持することができます。また、3
台のコンピュータがMicrosoft-Explorerを経由して内部データキャリアにアクセスできます。

フィールドバス · 例えば、CAN +プロトコル、LIN、FlexRay、AFDX、XCPoE、J1587、MVB、IPT
· imcSTUDIO Setup経由のimcCANSAS構成、ベクトルデータベースインポート(オプション)

データフォーマット 説明
表示変数 Float ±1030

imcOnlineFAMOS ローカル変数: Float ±1030

FloatとしてのPV変数: ±1030

整数としてのPV変数: ±231

デバイスごとの最大チャンネルカウント
タイプ CRPL/SL/compact

C-SERIES、SPARTAN、BUSDAQ
CRONOSflex

全アクティブチャンネルの合計
それらのモニタチャンネルを含む 512

アクティブなアナログ入力
それらのモニタチャンネルを含む 198 128(2)

アナログ入力
(アクティブ+パッシブ) 240 (+240モニタチャンネル)

フィールドバスチャンネル(アクティブ
+パッシブ)
それらのモニタチャンネルを含む

1000

インクリメンタルカウンターチャンネル 16 (+16モニチタャンネル)
DIOポート+ DACポート(
アナログ出力付モジュール) 16(1)

プロセスベクトル変数 800
1: 例: 1つのDIOポートに対応する1つのDO-16モジュール/ 

2つのDIOポート+ 1つのDACポートに対応する1つのDI8-DO8-ENC4-DAC4モジュール
2: DAC-8タイプのflex出力チャンネルを含む。
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デバイス用、追加のimcSTUDIOソフトウェアオプション: 
[成分] 説明
imcDEVICES デバイスドライバ、ファームウェア、そしてWebサーバ。

また、代替的ではあるものの限定的で制限されたオペレーティングソフトウェアの形式です。例え
ば、ストレージ、トリガ、構成、メッセージ送受信などの機能のサブセットで構成されます。

imcOnlineFAMOS 
(Professional)

imcOnlineFAMOSは、前処理のための多くのリアルタイム機能を提供します。前処理は、デ
バイスのデジタル信号プロセッサ(DSP)で実行されます。

オンラインクラスカウンティング imcOnlineFAMOS用拡張子: 疲労解析用、クラスカウンティングとレインフローカウンティング
オンラインオーダートラッキング imcOnlineFAMOS用拡張子: 回転機械のオーダートラッキング分析
ベクトルデータベースインターフェース *.dbc CAN構成ファイルのインポート
CANインターフェース用ECUプロトコル 複雑なECUプロトコル(CAN-バス)用サポート
imcCANSAS
構成ソフトウェア

imcCANSASモジュールの構成用アシスタント

[成分] オーダーコード CRPL/SL/
compact/flex、

C-SERIES

SPARTAN、
 BUSDAQ

imcDEVICES  
imcOnlineFAMOS DEV(1)/OFA

imcOnlineFAMOS
Professionalでの
imcOnlineFAMOSのアップデート

DEV(1)/OFA-UP

オンラインクラスカウンティング DEV(1)/ONLKLASS
オンラインオーダートラッキング DEV(1)/ONORDER
ベクトルデータベースリンク DEV(1)/VEC-DATB
CANインターフェース用ECUプロトコル DEV(1)/ECUP
imcCANSAS
構成ソフトウェア CAN/CONSOFT

 : 付属  : オプション ---
: imcSTUDIOでは使用できません

1: DEVは、デバイスのオーダーコードの略称で置き換えられます。
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17.3  プラグインimcSTUDIO Panel
imcSTUDIO Panelは、一般的なimcカーブウィンドウに加えて、広範囲の新しいグラフィック表示の可能性を提
供します。 
測定と分析結果のドキュメントのためのレポートページを作成することが可能です。 

imcSTUDIO Panel機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Panel 測定データのある印刷可能なpdfレポートを含む、カスタマイズされたデータの可視化  
 個別のデザインとレイアウトのリポジトリ  
Widgets ゲージと制御要素(基本選択)  
 拡張された選択とスタイル(Automotive、Industria l、Des igner、Aviation)   
全画面表示 隠されたメニューと制限されたアクセス(Panelの全画面を用いて)   
DataBrowser 保存データの管理: ブラウズ、検索、そしてフィルタ  
 メタデータに準じた構造化  
Panel制御要素 Panel制御要素を用いた、アクションとコマンドの相互起動

(Sequencerコマンド、 例えば、Panelページの呼び出し、imcFAMOS機能の
チャンネルへの適用、...)

 

実行時機能 実行しますが全ての機能を変更はしません(含Widgets、全画面)

機能
説明

特別な機能とアプリケーショ
ン

· レポートページのレイアウトは自由にデザインすることができ、PDFへのエクスポートも可能です(レポートモ
ード)。

· 自由に構成可能なページでのimcSTUDIO Widgetsの構成(ダイアログモード)
· 特別なimcSTUDIO Widgetsをコマンドに割り当てることができます。(例えば、測定開始、または

imcFAMOS分析)
基本的な機能 · 例えば、カーブウィンドウ、電位差計、スケール、ステータスインジケータなどのimcSTUDIO Widgets

(表示と制御要素)をどんな配置にでも置くことができる複数ページの作成
· 1つのスケールされた時間軸に沿った、複数のカーブウィンドウでのデータセットを用いる同期されたナビゲ
ーション

1559
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DataBrowser 説明
データを用いた表示とナビ
ゲーション

· チャンネルカテゴリに従った構造化、もしくは名前による分類
· 検索とフィルタリング
· 可視化の目的で、3つの図と、固定もしくは可変チャンネルのどちらかの選択を使用したナビゲーション

現在の測定 · 現在の測定に属する全てのチャンネルと変数を表示します
保存された測定 · 保存された測定をロード、処理します

· 保存された測定に属する全てのチャンネルと変数を表示します
注意: インストールの種類のimcSTUDIO Monitorでは、無効です

ユーザ定義の変数 変数の宣言
· 数値、テキスト、データテーブル、チャンネル、レポートチャンネル

表示 · 全ての有効なチャンネルと変数はWidgetsとリンクすることができます
· Panelと関連のない独立したカーブウィンドウを開きます
· 確かな変数の最新値と共に、独立した値ウィンドウを開きます

エクスポート/インポート エクスポート変数
· 1つのファイルで個別に、もしくは全て
インポート変数
· 既存の(デバイスかユーザ定義された)変数への値のインポート 
ロード変数
· インポートされる変数のプロパティと共に変数を作成します

Widgets 説明
Widgets · imcカーブウィンドウ

· ステータスインジケータ、編集ボックス、数値の入出、テーブル、ボタン、スイッチなどの標準制御要素
· 拡張Widgetsは4つの事前に定義されたスタイルで有効です(Automotive、Industrial、Designer、

Aviation)
· ステータスインジケータ、編集ボックス、電位差計、温度計、バーメータ、テーブル、ボタン、スイッチなど
の制御要素

· Widgetsへの設定が保存できるリポジトリが有効です
スキン · Widgetsに対し事前に定義された複数のスキンの中からの選択

· 独自のスキンの定義が有効です
その他の機能 · Widgetsのコピーと貼り付け

· カーブウィンドウ構成のロードと保存
· Widgetsの複数選択と、方向と固定のための様ーなオプション
· Widgetsはグループ化することができます

Panelページ 説明
その他の機能 · ページのロードと保存、コピーと貼り付け

· 最適な有効表示までのズーム
· それぞれのモニタサイズへのページ調整
· 各ページに別ーに限定できるアクセス権
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17.4  プラグインimcSTUDIO Sequencer
imcSTUDIO Sequencerは、自動測定ワークフローを作成するプラグインです。アクションテーブルにあるグラフィッ
クエディタを使用して、アクションのシーケンスは設計されます。別の方法として、コマンドシーケンスをイベントに加
えることができます。ユーザ定義のイベントだけではなく、グローバルな事前定義されたシステムイベントも使用で
きます。
imcFAMOSを使用して分析を行う目的のために、imcSTUDIOとimcFAMOSの間でのやり取りが可能です。
ランタイムとしてバージョン6.1もしくは上位のimcFAMOS Professional、もしくはEnterpriseエディションのインス
トールが必須です(追加のimcソフトウェア製品 参照)。

imcSTUDIO Sequencer機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Sequencer バッチジェネレータ、ワークフローの自動化   
実行時機能 実行しますが変更はしません。
外部アプリケーション 外部コード(DLL)と実行ファイルの起動   
imcFAMOS 分析シーケンス、広範な後処理を実行します
imcFAMOS Runtime 自動分析シーケンスを実行します(即時の後処理)  
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17.5  プラグインimcSTUDIO Automation
imcSTUDIO Automationによって、テストスタンドの自由化のためのリアルタイム制御の実装が可能になりま
す。制御構造とルーチンの、定義と構成は、このプラグインが提供するグラフィック指向の環境を備えたPC上で
行われます。結果として生じるルーチンは、測定デバイス自体で直接実行されるコードに自動的に適合しま
す。実行には、リアルタイム可能なプラットフォームimcOnlineFAMOSが必要です。
imcFAMOSを使用して分析を行う目的のために、imcSTUDIO AutomationとimcFAMOSの間でのやり取り
が可能です。ランタイムとしてバージョン6.1もしくは上位のimcFAMOS Professional、もしくはEnterpriseエディ
ションのインストールが必須です(追加のimcソフトウェア製品 参照)。
測定デバイス要件
imcSTUDIO Setupに同じハードウェアの必須要件が適用されます。
追加のデバイスオプションが必要です。imcOnlineFAMOS Professional

imcSTUDIO Automation機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Automation リアルタイムテストスタンド自動化の設計    
実行時機能 実行しますが変更はしません。
imcFAMOS 分析シーケンス、広範な後処理を実行します
imcFAMOS Runtime 自動分析シーケンスを実行します(即時の後処理)  

機能
説明

特別な機能とアプリケーショ
ン

· リアルタイム可能な処理制御(状態に基づいた制御モデル)
· トレース情報(実行中の現状の追跡)
· 制限値のモニタリング(しきい値のバックグラウンド監視)
· 例外の発生とエラー処理
· 状態モデルのグラフィック指向の定義(ドラッグアンドドロップ)
· PC相互作用の追加統合(Sequencerコマンドの実行、Panelページの呼び出し、そしてimcFAMOS
機能のチャンネルデータへの適用)

· ドラッグアンドドロップを使用した、個別ユーザインターフェースの素早く簡単な設計(GUI)
特徴 · タスクフローのグラフィック表示

· 100µsから1sまでの選択可能な間隔周期のリアルタイムで、測定デバイスごとに最大5つまでの並行す
る同期されたタスクを実行することができます。
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17.6  プラグインimcSTUDIO Scripting
imcSTUDIO Scriptingは、プログラミングインターフェース(C#、.NET)を提供するimcSTUDIOプラグインです。開
発環境として、SharpDevelopエディタが備わっています。
ルーチンを自由にプログラムできる性能と共に、スクリプトにより、ユーザは次にあげるようなimcSTUDIOの全ての
主な機能にアクセスすることもできます。
· Setup: デバイスとチャンネル構成の読み込みと書き込み
· Panel: PanelとWidgetsへのアクセス
· DataBrowserへのアクセス: 変数の作成、読み込み、そして書き込み
· imcFAMOS機能を使用したチャンネル測定データの処理
· メニューアクションの実行
· Sequencerコマンドの実行
· イベントへの応答。
スクリプトの実行のための以下のメカニズムがあります。
· コマンドとして
· Sequencer内で
· Widgetsへ
· イベントへの応答内で
· バックグラウンドで
· Panelページへのリンク
· 実験かプロジェクトへのリンク
以下のスクリプトタイプが利用できます。
· スクリプト
· Panelスクリプト
· コンテキストスクリプト
· タイプライブラリスクリプト
· イベントスクリプト
· 第三者デバイススクリプト
スクリプト(DLLフォーマットも)のエクスポート、インポートが可能です。

imcSTUDIO Scripting機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Scripting 外部ハードウェア(アクチュエータ、実験室設備、デバイスなど)へのアクセスを含む、顧
客仕様のユーザコードの統合    

実行時機能 実行しますがスクリプトの変更はしません。
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17.7  プラグインimcSTUDIO ThirdPartyDevice Interface
プラグインimcSTUDIO ThirdPartyDevice Interfaceを使用して、他のメーカ(第三者デバイス)からのデバイス
をimcSTUDIO内に統合し、imcSTUDIOシステムで作動させることができます。
この目的で、第三者デバイスのプロパティを真似たC#スクリプトが実装されています。第三者デバイスと、既存の
設定メニューと設定テーブル内へのそのチャンネルを、シームレスに統合するプロセスを簡易化するテンプレートが
あります。具体的には、これらのデバイス、チャンネルは、imcSTUDIO Setupのデバイスとチャンネルのリスト内に
表示されている、ということです。従って、統一した操作形式と構成管理を提供します。スクリプトはさらに、デー
タドライバという意味で、第三者デバイスへのインターフェースを実装する必要があります。 
プラグイン3PDIは、補足的な専用デバイスとデータソースを備えた、imcハードウェアから成るシステム構成を強化
することに特に適しています。しかし、imcデバイスを使用しなくても、第三者デバイスの操作専用に特定的に
有効なライセンスもあります。
開発者フレームワークと個人で用意したスクリプトを作動させるライセンスに加えて、既成の実装もまたご購入
可能です。 
全ての実行時ライセンス(3PDIスクリプト実行用)は、imcSTUDIOのどのエディションを使用しても必ず操作する
ことができます。
第三者デバイス管理は、Runtime以外の全てのimcSTUDIOエディションで有効です。

3PDIスクリプトの利点は以下の通りです。
· Setupページを経由する、統合され、統一した操作
· 測定されたデータに対して、一貫したフォーマット
· 同期されたデータ

要件
C#プログラミングスキル(管理されていないデータ転送、またC++のため)
第三者インターフェースは既知でなければなりません。

imcSTUDIO ThirdPartyDevice Interface機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

3PDIスクリプトを実行させて
ください

3PDIスクリプトによって実行された第三者デバイスの使用
必要ライセンス数: 3PDI(包括的/独占的)

3PDIスクリプトを編集してく
ださい

3PDIスクリプトを作成し、編集してください    
第三者デバイス管理 3PDIスクリプトを追加してください(実行は追加ライセンスによる可能性があります)
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既に実装されたテンプレートと有効な第三者デバイス
デバイス 実行のために追加で要

求されるライセンス
説明

AudioDevice なし 第三者スクリプト「AudioDevice」を使用して、データソースとしてコンピュータの
オーディオデバイス(マイクロフォン入力など)へ可能です。

ChannelLoader なし 「ChannelLoader」のスクリプトは、imcフォーマットのファイルが測定の間に信
号として再生されることを可能にします。

FunctionSimulator imcSTUDIO 3PDI-包括
的または独占的

「FunctionSimulator」テンプレートは様ーな信号タイプを生成します(正弦、
余弦、台形、方形波...)。

SimplePollDeviceと
SimplePushDevice

imcSTUDIO 3PDI-包括
的または独占的

これらの第三者スクリプトは実行可能なテンプレートで、そのため拡張することが
できます。

AgilentInfniiVision
DSCO6014L (デジタルスコ
ープ)

imcSTUDIO 3PDI-デジ
タルスコープ

デジタルオシロスコープ、つまりAgilent InfiniiVision DSO 6014Lシリーズを
統合します。

fos4x imcSTUDIO 3PDI-
fos4x

光ファイバセンサと光学歪みゲージ(ファイバブラッグ)を使用した測定のための、
メーカfos4xのデバイスをサポートします。

17.8  プラグインimcSTUDIO DataProcessing
imcSTUDIO DataProcessingは、データストリーム処理を目的としたユーザ定義のDLLsのためのインターフェース
です。以下のプラグインにはDataProcessingが必要です。
· imcInlineFAMOS
· imcSTUDIO PowerQuality
· imcSTUDIO BusDecoder
· imcSTUDIO Powertrain Monitoring
imcSTUDIO DataProcessing機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

DataProcess ing DLL-データストリームの顧客仕様の処理のためのインターフェース
データ分析 機能パッケージ     
imcInl ineFAMOS
 (2)

データストリームのリアルタイム分析(PCベースのプラットフォームとライセンス)

PowerQual i ty 配電網分析(EN 50160、IEC 61000-4-30)
BusDecoder  (2) フィールドバスログチャンネルの解読のための拡張パッケージ
Powertra in Monitoring

 (2)
パワートレイン監視のための拡張パッケージ

2: imcSTUDIO 5.0R3に有効

1564

1563
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17.9  機能のパッケージimcInlineFAMOS
測定実行中に測定されたデータの処理と分析
imcInlineFAMOSは、DataProcessing のための機能パッケージです。
imcInlineFAMOSにより、現在実行中の測定からのデータストリームで行われる計算が可能になります。PCの
処理能力を利用して、この計算はPC上で行われます。一方、imcOnlineFAMOSでは、計算はデバイスに
よって行われます。

機能の範囲: 
計算のために、事前定義された数多くの機能が有効です。大部分のimcOnlineFAMOSの機能は、
imcInlineFAMOSの場合と同じ方法と構文で使用可能です。imcInlineFAMOS専用の追加機能が数
個あります。
クロスデバイス計算: 
チャンネルがトリガ_48(測定開始/停止)に割り当てられている場合は、imcOnlineFAMOSとは対照的に
imcInlineFAMOSには、異なるデバイスに属するチャンネルへ計算操作を適用させる機能があります。
結果の表示: 
生成された結果はデバイス変数/チャンネルとして扱われます。それらは、Setupページ(例えば、ストレージ)上で
構成され、Panelページ上に表示することができます。
タスク: 
複数の独立した、完全な計算シーケンス(タスク)を並行して処理することができます。これらのタスクの最大可
能範囲/量は、使用されるPCへの可能な演算リソースと併せて、使用される機能が必要とする演算リソースに
よって決まります。
ライセンス: 
imcInlineFAMOSを使用するには、ライセンスの購入が必要です。imcOnlineFAMOSとは対照的に、この
ライセンスはデバイスの使用に使われるのではなく、PCへのimcSTUDIOのインストールに使われます。
デバイスファームウェアへの要件(imcDEVICES)
DACの書き込みにimcInlineFAMOSを使うように要求された場合は、2015年8月15日、もしくはそれ以降に
製造されたファームウェアバージョン2.8R7の使用が必須になります。
強化キット
概要 説明
imcInlineFAMOS
ClassCounting

このimcInlineFAMOSのための拡張キットには、疲労強度分析の一般的な機能だけではなく、幾つかの
きわめて特別な新しい機能が含まれています。多様な計算、分類手順、特にレインフロー分析、が可能で
す。
imcInlineFAMOS ClassCountingを使用するには、ライセンスの購入が必要です。

imcInlineFAMOS
ClassCounting

説明

レインフロー レインフロー行列と剰余はロード時間機能に基づいて計算されます。アルゴリズムをユーザの要望に合わせ
るために、多くのオプションが用意されています。 

標準的なクラスカウンティン
グ手順

有効な、DIN 45667に準拠するクラスカウンティング手順(レベル交差、ヒストグラムなど)がいくつかあります。
1次元、または2次元ヒストグラムを求める機能が特に有用です。1次元、または2次元回転クラスカウントで
さえも計算することができます。

TrueMax手順 たとえ正しくサンプリングされた信号でも、極値は常にサンプルと一致しません。しかしレインフロー分析では、
これらの極値の正しいキャプチャが重要です。このアプリケーション用に特別に考案された手順を使用してくだ
さい。
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17.10  機能のパッケージPowerQuality
EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class A)に準拠する、電力特性分析のための拡張パッケージ
imcSTUDIO PowerQualityは、DataProcessing のための機能パッケージです。
このプラグインにより、EN 50160 (IEC 61000-4-30 Class A)に従って、電力特性インジケータの計算を行うことがで
きます。計算は、測定が続行している間、現在測定されたデータを基にPCにより行われます。これは、PCの演
算のリソースを利用します。
以下の機能を利用できます。
· 単相電力計算
· 3相電力計算(デルタ構成とスター構成)。
· 結果チャンネルの保存
各機能は、計算された特性インジケータの数を出します。
· 電力
· RMS
· 周波数
· 高周波ひずみ
· ちらつき
· 高周波コンポーネント
· 中間周波
返された結果は、Panelページ上に表示し、関連する測定データと共に保存することができます。 

17.11  機能のパッケージBusDecoder
フィールドバスログチャンネルの解読のための拡張パッケージ
imcSTUDIO BusDecoderは、DataProcessing のための機能パッケージです。
このプラグインにより、ログチャンネルに属する全て、または、個別の測定チャンネルが、解読されるか抽出される
ことになります。ログチャンネルはロギングされたフィールドバス通信になり得ます(「ログファイル」)。
通常別の構成ファイル(例えば、*.dcb内のCANなど)に位置する解読情報は、代わりにログチャンネルで埋め込
まれます。従って、ログチャンネルには解読に必要な全ての情報が含まれています。このことにより、圧縮ログファ
イルからの個別チャンネルにある、目標とされた抽出の解読に対しより柔軟でダイナミックな性能が得られます。
解読は、PC上で実行中の測定のデータストリームに基づいて行われます。これは、PCの演算のリソースを利用
します。
以下の機能を利用できます。
· ログチャンネルからの全て、または、個別の測定チャンネルの解読
· チャンネルのリサンプリング
· 結果チャンネルの保存
得られた結果は、Panelページ上に表示し、関連する測定データと共に保存することができます。
imcInlineFAMOSを使用した後続処理もまた可能です。

1563
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17.12  機能のパッケージPowertrain Monitoring
コンポーネントimcSTUDIO Powertrain Monitoringは、機械と軸受診断が専門であるGfM社(Gesellschaft
für Maschinendiagnose mbH)との密接な協力関係のもとで開発されてきました。
パワートレインの診断専用です。パワートレインは、ブレーキのためのデバイスの他にも、モータ、シフトギアボック
ス、エンジンから構成することができます。診断は、フィールドのシナリオ、テスト装置、または製品の完成品性能
テストで使用されます。
Powertrain Monitoringは、2つの異なる種類の振動診断ができます。特性値を基にした基本診断と、運動
学的パターンの振動数選択調査に基づく高度な診断です。
特定のギアタイプへの構成はimcSTUDIOプロジェクトの中で設定され、異なる試験位置へ割り振ることができま
す。選択された構成に沿って物理的測定チャンネルに入力を割り当てることで、実際のアプリケーションを実験
で実行させます。これにより、同じパワートレインのタイプで複数の試験位置が稼働している場合、異なる測定
システムで同じ構成を使用することが可能になります。
Powertrain Monitoringのために、追加ライセンスが必要です。imcMeﾟsystemeGmbHで入手できます。そ
れは、様ーなimcSTUDIOの基本エディションと一緒に組み合わせ、作動させることができます。

17.13  プラグインimc STUDIO Project Management
imc STUDIO Project Managementは、構成とデータ取得処理の両方から生じる全てのファイルを管理します。
全ての構成(実験)と測定データが保存されたデータベースが作成されます。実験そのものがプロジェクトに保存さ
れるだけではなく、設定は実験の境界を越えて適用できます。これらの関連する設定は、それぞれのプロジェク
トに属する全ての実験に有効です。複数のプロジェクトを作成することで、明確な構造の維持が可能になりま
す。

基本的な機能: 
· 複数プロジェクトの管理とそれぞれの設定
· プロジェクトのエクスポート/インポート、もしくは選択された実験
· 任意のデフォルト設定での複数実験テンプレートの作成
imcSTUDIOプロジェクト管理機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

プロジェクト管理 実験テンプレート   
 プロジェクト内での実験の管理とグループ分け   
 実験選択中のメタデータの表示  

測定結果の保存領域  

機能
説明

基本的な機能 · 複数プロジェクトの管理とそれぞれの設定
· プロジェクトのエクスポート/インポート、もしくは選択された実験
· 任意のデフォルト設定での複数実験テンプレートの作成
· 実験選択中のメタデータの表示

測定 · DataBrowser内の保存された測定の表示を可能にします
· 測定結果の保存領域: 測定が様ーな(従属変数を含む)フォルダへ保存されることを可能にします。
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17.14  プラグインimcSTUDIO Video
imcSTUDIO Videoは、ビデオデータのキャプチャと処理のためのimcSTUDIOプラグインです。同時に、またimc
測定デバイスによるデータキャプチャとの同期において、カメラからのビデオデータが記録されます。カメラは、
imcSTUDIOが起動しているオペレーティングPCに接続されていなければなりません。
達成できるデータ速度はPCの性能により決まります。

imcSTUDIO Video機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属  : オプション
 : 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Video 同期されたビデオ取得

17.14.1  仕様と注意事項
データキャプチャ: 
· カメラごとに2つの測定チャンネルが同時に使用可能です。メインチャンネルとモニタチャンネルです。特に、サン
プリングレートとトリガのために異なる設定を使用できるということです。

· 高速キャプチャとストレージのためのメインチャンネル、例えば、トリガされたスナップショットなどです。
· 低速サンプリングレートでの重複したモニタチャンネル、例えば、トリガされておらず、連続的な長期間の測定
です。
可視化: 
· Panelページ上で、ビデオデータを表示するために、[ビデオWidget] (ウィンドウ)が用意されています。
· 複数のそのようなビデオウィンドウはPanelのページ上に配置することができます。
· それぞれのビデオウィンドウを、カメラのメイン、またはモニタチャンネルのどちらかに割り当てることができます。
· ビデオウィンドウでは、たとえトリガのリリース前であってもデータが表示されます。
トリガ: 
· メイン、またはモニタチャンネルをそれぞれ、異なるimc測定デバイストリガに割り当てることができます。
· imc測定デバイストリガはまた、カメラ用のトリガでもあります。これは、ビデオチャンネルは、同時に関連する

imc測定デバイスチャンネルとしてトリガされるということです。
· プリトリガ: imc測定デバイスチャンネルとして、ビデオチャンネルにプリトリガを設定することも可能です。これは、
記録されたデータは、トリガイベントに先立つ状況に関するイメージを含むことも可能である、ということです。

· プリトリガ期間: 0秒から10分まで。
同期: 
· ビデオデータと測定データの自動同期。
· 達成可能な精度は、システム全体の負荷により決まります。
最大dt = [1 frame duration + 20 ms]が達成可能です。

· デバイスは、間に最大1hubもしくはスイッチを装備し、少なくとも100MBit/sのイーサネットラインでPCに接続す
る必要があります。全測定期間の間、この接続はそのまま維持されます。
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注意書き: 
· 安定した確かな操作を行うために、表に準じ、検査済みで承認を受けたカメラモデルと選択されたソフトウェ
アデバイスを使用することを推奨します。: サポートされているカメラ 。これら一覧にある組み合わせにのみ
imcはサポートをいたします。

· デバイスが制御不能に影響する可能性があるため、異なるメーカのカメラを装備したシステムは推奨いたしま
せん。

· 制御PCとカメラの間のケーブル最大長に関しては、カメラ用の個別の技術仕様を参照してください。
データスループット/フレームレート: 
· データ転送レートは、フレームレートとして指定されます(通常60fps)
· フレームレートは、Bayerコード化のピクセルあたり1バイトで640 * 480ピクセルサイズの画像を基にしています。
つまり、1フレームごとに300kByteです。この結果、1秒ごとに17.5Mbyteがデータストレージメディアに継続的に
書き込まれます。

· 適切に装備されたコンピュータでは、Bayerフォーマットで、640 * 480ピクセルに対し最大100fps、または320 *
240に対し200fpsを実現することが可能です。

· 前述のデータ転送レートは合計です。複数のカメラが使用されている場合は、転送レートを分け合います。
従って、60fpsのカメラには、各ー30fpsのカメラ2台と同じくらいの転送容量があります。640×480の最大解像
度で1台のカメラは、320×240の解像度を持つ4台のカメラと同じくらいのデータ量を生成します。

· 他のコード化(例えば、BayerではなくRGB)で、データ量は3倍に増加します。これは、達成可能なフレームレ
ートは3分の1に減少するということです。

· トリガされたデータ記録(どの1トリガにも割り当てられていないビデオチャンネル全て)と共に、使用中の循環
バッファメモリによるシステムへのより高い負荷のために、達成可能なフレームレートは半分にカットされます。
最大フレームレートに達するための必須要件: 
· Windows 7オペレーティングシステム。XPとVistaのパフォーマンスは、幾つかの領域で十分ではありません。
· ハードドライブ: Solid State Disk (SSD)、もしくはRaid 0 1として構成された3.5” SATAハードドライブ(毎分、少なくとも5400回転)。

2.5”ハードドライブは、より低速であることに注意してください。特にノート型パソコンには、しばしばより低速の
ハードドライブがインストールされています。

· データキャリアは、最大70%までのみ書き込むことができます。ほとんど満杯のハードディスクへの書き込みは、
大幅な書き込み速度の減少につながることに注意してください。

· データキャリアが断片化されない恐れがあります。書き込みヘッドが過度の変位を強いられていない場合の
み、高い書き込み速度が得られることに注意してください。

· ハードドライブコントローラ: これにより、書き込みモードでのデータスループットが可能になります。測定操作モ
ードの間、ビデオファイルのみではなく、他のデータも書き込まれる必要があることに注意してください!

· プロセッサ: 2.4GHzのクアッドコア(または、Intel I7を使用している場合は、2つのプロセッサコアに十分な容量が
必要です)。

· カメラへのインターフェース: 1GBitイーサネット、Firewire AまたはB、もしくはバージョン2.0以降のUSB。
· ビデオファイルにはウィルススキャナはありません。
· 測定中に使用するバックアップツールはありません。
· コンピュータで作動をしている追加プログラムはありません。ハードドライブのデフラグメンテーション、またはファイ
ルのインデックス付けのようなサービスもまた、測定中は作動しない可能性があります。

 1 A RAIDシステムは、ストリップモード(RAID 0)で一緒に接続されている複数のハードドライブで構成されています。これは、データスルー
プットだけではなく容量も増やします。2つ以上のハードドライブを接続することも可能ですが、結果的にハードドライブコントローラがデータス
ループットに制限をかけることになります。
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最適なフレームレートパフォーマンスのための重要なパラメータ: 
· 最大フレームレートはカメラのプロパティによって決定されます。
· カメラへのインターフェースのパフォーマンス能力、例えば、Firewire Aに対して400MBit/s
· ハードドライブコントローラとそのPCのインターフェースとドライバ
· プロセッサとメインボードチップセット
· ハードドライブの最大書き込み速度
· 圧縮

17.14.2  サポートされているカメラ
サポートされていて検査済みのカメラ: 

· コネクタタイプ: 1394-Fire Wire A
カメラ ドライバ オペレーティン

グシステム
制限/注意

メーカ モデル メーカ バージョン

The Imaging
Source社

DFK 21BF04 The Imaging
Source社

4.1.1.1
Win XP/
Win Vista/
Win 7

DFK 31AF03-Z2 Win 7

Allied Vision
社 Marlin F-033C Allied Vision

社
Win XP/
Win Vista/
Win 7

可能なカメラ設定はほとんどありません

· コネクタタイプ: 1394-Fire Wire B (Aとの互換性)
カメラ ドライバ オペレーティン

グシステム
制限/注意

メーカ モデル メーカ バージョン

Basler AG社 Scout scA640-
120fc Basler AG社

Win XP
Win Vista
Win 7

接続/引き抜きの認識をしません
カメラで完全なフレームレートを実現するために、
カメラのパケットサイズを8192まで増やす必要が
あります。これは、メーカ仕様のアプリケーション
(ツール)を使用して、カメラプロパティの中の見出
し[トランスポート層]の下で行われます。カメラの
設定、また他の設定に関する詳細は、ご使用中
のカメラメーカにお問い合わせください。
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· コネクタタイプ: ギガビット-イーサネット
カメラ ドライバ オペレーティン

グシステム
制限/注意

メーカ モデル メーカ バージョン

The Imaging
Source社 DFK 21BG04.H The Imaging

Source社 1.0.0.513
Win XP/
Win Vista/
Win 7/

接続/引き抜きの認識をしません
露出はフレームレートに応じて自動的に制限さ
れます 

Basler AG社

Scout scA640-
120gc 

Basler AG社

Win XP/
Win 7

ホットプラグの認識をしません

Ace acA640-90g
センサ: 1/3" Sony ICX424
PoE (イーサネットを利用した電力供給)
ホットプラグの認識をしません

Ace acA640-100g
センサ: 1/4" Sony ICX618
PoE (イーサネットを利用した電力供給)
ホットプラグの認識をしません

Ace acA645-100g Win 7
センサ: 1/2" Sony ICX414
PoE (イーサネットを利用した電力供給)
ホットプラグの認識をしません

FLIR Systems
社

A35 f = 9mm
with SC

FLIR Systems
社 1.9.1.0 Win 7

赤外線カメラ
カメラの操作には、eBus SDK (v4.0.6)が必要で
す。imc Hotlineで入手可能です。
カラーマップの色(ヒートマップ)は、温度に合わせ
て較正されていません。色から正確な温度を推
測することはできない、ということです。

· コネクタタイプ: USB 2.0
カメラ ドライバ オペレーティン

グシステム
制限/注意

メーカ モデル メーカ バージョン

Microsoft社

LifeCam Cinema

Microsoft社

3.20.240.0
(XP)

Win XP/
Win Vista/
Win 7/

M-JPEG圧縮LifeCam HD-6000
for Business

6.1.7600.
16543

Win 7 
LifeCam Studio 6.1.7600.

16543

Logitech社

HD Webcam
C615

Microsoft 3

6.1.7601.
17514 Win 7 M-JPEG圧縮

QuickCam Pro
9000 Webcam

5.1.2600.
2180 (XP)

Win XP/
Win Vista/
Win 7

M-JPEG圧縮
チルト/パンは一覧に記載されていますが機能は
ありません

C600 Webcam 6.1.7600.
16385 (W7) Win 7 M-JPEG圧縮

 3サポートされていて、検査済みのMicrosoft社のドライバを使用し、Logi tech社のドライバは使用しないでください。
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17.14.3  フレームグラバと圧縮
フレームグラバ-ドライバテーブル

フレームグラバ コネクタタイ
プ

ドライバ オペレーティン
グシステム

制限/
注意メーカ タイプ メーカ バージョン

The Imaging
Source社4

DFG/
USB2-it

USB 2.0/
PCI/
PCIe

The Imaging
Source社 1.1.0.3 Win 7 最小1ピクセルあたり2バイトの色での

ビデオフォーマット(推奨される圧縮)

Enciris
Technologies社 LT-102-PCIE PCIe

Enciris
Technologie
s社

1.40 Win 7 ハードウェアビデオ圧縮
WV1 (H264同様)

4製品タイプは既に入手不能です

圧縮テーブル
メーカ タイプ バージョン オペレーティン

グシステム
制限/注意

Pegasus 
Imaging社
(Accusoft社) 

PICVideo
 (Motion-JPEG) 3 Win 7

注意: 外部ライセンスが必要
(デモバージョンでは十分ではありません)
ca. 1:12の圧縮がデフォルトとして設定されます。

17.15  imcSTUDIO Monitor
imcSTUDIO Monitorプラグインにより、最新の測定データの観察を特に目的として、測定を実行している間1
つ以上の測定デバイスに接続することが可能になります。データは複数のワークステーション上で表示、編集が
できます。
測定デバイス要件
imcSTUDIO Setupに同じハードウェアの必須要件が適用されます。
imcSTUDIO Monitorとの接続の目的で、さらにデバイスには少なくとも32MBの内部デバイスメモリ容量が必要です。

imcSTUDIO Monitorは、imcSTUDIOの中の1つの独立したインストールの種類です。つまり、1つの独立した
アプリケーションとしてインストールされ、開始されるということです。それに応じて、Monitorに関しては、別のライ
センスが必要になります(imcSTUDIO + imcSTUDIO Monitorエディション)。
imcSTUDIO MonitorにはimcSTUDIOと比べて機能の異なる範囲があります。以下の機能/コンポーネントは
絶対に使用できません(いかなるエディションでも)。
使用可能なプラグイン/コ
ンポーネント 説明

Setup imcデバイスのデバイス構成
 第三者(imc以外)のデバイスのデバイス構成(例えば、適切なライセンスが与えられているビデオ、または第三

者デバイスなど)
プロジェクト管理 DataBrowser内の保存された測定データの表示
 プロジェクトと試験のテンプレート
Automation (1) リアルタイムテストステーション自動化の設計
ThirdPartyDevice
Interface (2)

メーカからのデバイス(第三者デバイス)のimcSTUDIO内への統合

Video 同期されたビデオ取得
imcSENSORS センサデータベース統合
センサ Setup用拡張パッケージは、imcSTUDIOセンサの設定とimcSENSORSセンサの管理のためのものです。

1551
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imcSTUDIO Monitor機能のimcSTUDIOエディションとの関連付け

機能 説明 imcSTUDIOエディ
ション

 : 付属 : オプション

: 全機能セットのサブセット

R
U
N

S
T
D

P
R
O

D
E
V

Monitor 複数クライアントの監視と可視化  
実行時機能 実行しますが変更はしません。 

機能
基本的な機能 説明
デバイスのアクセス 最大、 

· 3つのimcSTUDIO Monitor PCを1つのデバイス(SN 12xxx)と直接接続することができます。または、
· 4つのimcSTUDIO Monitor PCを1つのデバイス(SN 13xxx時点)と直接接続することができます。

チャンネルの設定 チャンネル/変数ごとの設定
· 表示の有効化(モニタ)
· 可視化のための循環バッファメモリ

ストレージ設定 全ての可視化されたチャンネルの設定
· データ保存の有効化
· フォルダ指定

· 日時
· 連番

· 保存間隔(選択した最大カウントでのオプション)
書き込み権利 デバイス変数への書き込みは任意で可能です

17.16  追加のimcソフトウェア製品(オプション)
製品 説明

imcFAMOS

いくつかのimcSTUDIOプラグイン(Automation 、Sequencer 、Panel )は、データ分析の
目的(シーケンスの実行)で、imcFAMOSを統合することができます。imcFAMOSは、複雑な分析、表
示、PC上の信号表現のためのimcソフトウェアです(「オフライン」)。www.imcfamos.com
imcFAMOSは必ず、PCに対して個別に購入して、ライセンスを得るようにしてください。imcFAMOSに
関する詳細は、ソフトウェアドキュメントを参照してください。imcSTUDIOでの分析のための、すぐに処理
可能なシーケンスを実行するためには、ランタイムとしてバージョン6.1もしくは上位のimcFAMOS
Professional、もしくはEnterpriseエディションのインストールが必要です。

imcOnlineFAMOS
Professional

いくつかのimcSTUDIOプラグインは、デバイスにimcOnlineFAMOS Professionalを装備している
必要があります。
imcOnlineFAMOS 、もしくはそのProfessionalバージョンは、測定デバイス内でデータを処理す
るソフトウェアです(「オンライン」)。imcOnlineFAMOS Professionalは必ずデバイスと共に購入し、
ライセンスを受けなければなりません。

imcSENSORS

imcSTUDIO Setupは、imcSENSORSのデータベースを使用することができます。imcSENSORSは、
センサの情報を管理、編集するために、すぐに使える普遍的なアプリケーションです。特に、その較正値同
様、センサの技術データシート内のエントリは処理され、そして管理されますIEEE 1451.4で定義されたス
マートセンサ(TEDS)へのこれらの値と共に、追加センサプロパティの選択を入力することができます。
imcSENSORSバージョン1.3R3、または上位のインストールが必須です。

1014 1090 747

681

http://www.imcfamos.com
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Index

     (     
( ) 開閉かっこ     1331
(%) 法     1328
(-) 減算     1327
(*) 乗算     1328
(/) 除算     1328
(;) セミコロン     1331
(^) 指数     1328
(+) 加算     1327
(<) 小なり演算子     1330
(<=) 以下演算子     1330
(<>) 不等号演算子     1329
(=) 等号     1328
(=) 等号演算子     1329
(>) 大なり演算子     1330
(>=) 以上演算子     1331

     *     
*.msg     632

     [     
[3D]     832
[A2L]     412
[ASCII表示]     851
[Atan2]     1336
[CanMsg.Transmit1_S1]     1464
[Channel name for the log]     477
[DCF77]    
[同期]     597
外部クロック     589

[DEV001.MSG]     632
[FAT12]     734
[FAT16]     568, 734
[FAT32]     568, 734
[FFT]     1303, 1362
[GetHistoValue2]     1370
[ID]     70, 185
[idb2]     313
[ImportRoot]     198
[Integral2]     1375
[IntegralP2]     1377
[IntervalFrom1Level]     1379
[KWP2000]     352
[Median3]     1388
[Median5]     1388
[OK]ボタン    
テキスト(ボタンのキャプション)     1480
メッセージボックスを表示     1480

表示     1480
表示(表示あり)     1480
表示(非表示)     1480

[OnCanMessageReceive1_S1]     1466
[OnECUCmdReturn_ECU_001]     1391
[OtrFrequLine2]     1396
[OtrFrequLine3]     1396
[Panel]ページ    
コマンドで削除     1503

[Power1]     1411
[Power2]     1412
[Power3]     1412
[ReplaceFirstValues0]     1416
[Rosette1]     1419
[Rosette2]     1420
[RS232]     1301
[Signal = 0]     537
[Signal = 1]     537
[Smo3]     1426
[Smo5]     1426
[Sum2]     1431
[Trigger_48]     533
[x=0の表示(トリガ)]     832
[Xml]    
EtherCAT-IF     425

[Y軸のスタック]     832
[アクション開始]     539
[Begin = 0]     539
[Begin = 1]     539
[End = 0]     539
[End = 1]     539
start     539

[アンプ調整]ダイアログ経由の2ポイントスケーリング     737
[イベント]     952
[インポート/エクスポート]    
メニュー     48

[インポート]    
ビデオ     1191
プロジェクト     51
試験設定     51
試験設定テンプレート     51

[ウォータフォール図]     832
[エクスポート]    
ビデオ     1191
プロジェクト     51
試験設定     51
試験設定テンプレート     51

[オートスタート構成を上書き]     57
[オートリピートモード]     93
[オフラインキャッシュ(マップ)]     908
[カーブウィンドウでのチャンネルの追加]: [使用可能な波形]     918
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[カーブウィンドウでの波形の追加]: 適応チャンネル選択     921
[カラーマップ]     832
[キャプションで無効な列を非表示にする]     186
[キャンセル]ボタン    
テキスト(ボタンのキャプション)     1480
メッセージボックスを表示     1480
表示(表示あり)     1480
表示(非表示)     1480

[ギリシャ文字]     983
[グリッド]     832
xティック小(-1 = 自動)     832
yティック小(-1 = 自動)     832

[クロック]     93
[この列が空の場合は無効にする]     186
[サウンドの直接出力]     982
[セグメント]     952
[その他]: 3D     949
[その他]メニュー    
[オプション]     54
[メタデータアシスタント]     54
[ユーザアクセス権]     54
[ログアウト]     54
[ログイン]     54
[停止(シーケンサ)]     54
[管理]     54
[開始(シーケンサ)]     54
[開始動作]     54

[タイトル]     185
[タイムスタンプ - 日時(測定番号)]    
[データパスネーミング]     563

[チャンネル]    
Scriptingを介したアクセス     1225
SimplePollDeviceへの追加     1321
Third Party Deviceへの追加     1302
パラメータ(Scripting)     1214
プロパティ(Scripting)     1214
保存(Scripting)     1214

[ツールウィンドウの選択]     64
[ディスクスタート]     93
[ディスプレイ]    
[ファームウェアの更新]     614

[データパスネーミング]     563
[テーブル]     832
[テキストリスト]     192
[デバイス] / [チャンネル]    
ツールウィンドウ     1135

[デバイスが選択解除されました]     57
[デバイス検索] (imcSTUDIO Monitor)     1134
[デフォルト値]     192
[トリガによって停止]     539
[トリガによって開始]     539

[バーメータ]     832
[パスワード]     70, 73
最小長さ     70

[パッシブ]    
トリガイベント     539

[ビュー]メニュー    
[ウィンドウ配置のリセット]     53
[ツールウィンドウの選択]     53
[ビューの保存]     53
[ビューの削除]     53
[ユーザ定義ボタン]     53
[リボンメニューのカスタマイズ]     53
[名前を付けてビューを保存]     53
[復元]     53
リボン     53
ロード     53

[ファームウェアの更新]    
ディスプレイ     614
パスワード     136
ブロック/ブロック解除     136

[フォント]     848
[プレースホルダの表示]     192
[プロジェクト]メニュー    
[インポート/エクスポート]     48
[プロジェクトの保存]     48
[プロジェクトの管理]     48
[保存]     48
[名前を付けて保存]     48
[名前を付けて現在の測定データを保存]     48
[名前を付けて試験設定を保存]     48
[新規]     48
[新規の試験設定]     48
[現在の測定データを保存]     48
[管理]     48
[試験設定の保存]     48
[試験設定を開く]     48
[開く]     48

[プロジェクトが変更されています]     57
[プロジェクトの保存]    
メニュー     48

[プロジェクトの管理]    
メニュー     48

[マップ(インターネットから)]     906
[マップキャッシュ]     908
[マップと時間データのリンク]     904
[マップリンク]     904
[マップ用のインターネット設定]     908
[マップ設定]     908
[メニューアクションの実行]    
データ保存の中断     570
データ保存の再開     570
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[ユーザ名]    
最小長さ     70

[レベル]     536
[ロード]    
ビデオ     1191

[仮想デバイスクロック]    
[最小精度(ミリ秒)]     61

[使用可能な波形]: [カーブウィンドウでのチャンネルの追加]     918
[使用可能な波形]: コンテキストメニュー     918
[保存]    
メニュー     48
試験設定     52

[保存]ダイアログ(カーブウィンドウ)     789
[保存タイプ]     192
[保存の有効化] (imcSTUDIO Monitor)     1134
[保存の無効化] (imcSTUDIO Monitor)     1134
[信号 < レベル]     536
[信号 > レベル]     536
[値の表示]     186
[入力]    
EtherCAT-IF     424

[入力フォーマット]     192
[凡例]:カーブウィンドウ     895
[出力]    
EtherCAT-IF     422, 424

[列]     848
[列キャプション]     198
[削除]    
プロジェクト     51
試験設定     51

[匿名ユーザのログインを許可]     70
[右揃え]     848
[同期(サウンド)]     982
[同期]    
[DCF77]     597
GPS     596
GPS + DCFマスタ/スレーブ     594
GPSマスタ/スレーブ     593
IRIG-B     597
NTP     598
NTPマスタ/スレーブ     595
位相オフセットの補正     591
周波数誤差     591

[同期スタート]     93, 587
[名前]     848
[名前を付けて保存]    
メニュー     48

[名前を付けて現在の測定データを保存]    
メニュー     48

[名前を付けて試験設定を保存]    
メニュー     48

[埋め込み]     186
[場所(マップ)]     908
[変数表示フォーマット]     186
[大きさ]     848
[存続時間]     169
トリガイベント     538
定義     534
最大     538

[実行中の測定から切断]     57
[小数点の右側の桁数]     848
[小数点の左側の桁数]     848
[座標(マップ)]     908
[座標系のサイズ]     832
[必須フィールド]     192, 194
[接続]     828
[接続失敗 - 構成の転送]     57
[新しいデバイスは見つかりません]     57
[新規]    
プロジェクト     51
メニュー     48
試験設定     52
試験設定テンプレート     51
試験設定をテンプレートから作成     52

[新規の試験設定]     52
テンプレートから作成     52
メニュー     48
保存     52
名前を付けて保存     52

[既存のファイルを上書き]     57
[日/時間/分: 相対]     832
[日付/時刻: 絶対]     832
[書き込み保護]     185
[最大遅延(サウンド)]     982
[最小精度(ミリ秒)]     61
[最終値]     832
[最終値][表示]     848
[最近使用した値]     192
[最近使用した値の表示]     192
[条件付きAND]    
トリガイベント     539

[極座標プロット]     879
[構成]: [配置]     958
[測定]ウィンドウ(カーブウィンドウ)     796, 797
[日/時間/分]表示     797
[日付/時刻]表示     797
カラーマップ     802
コンテキストメニュー     802

[測定実行中 - 再接続できません]     57
[測定実行中]     57
[測定結果の保存領域]     571
[現在の測定データを保存]    
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[現在の測定データを保存]    
メニュー     48

[結合されているパラメータ]     186, 194
[編集]メニュー     53
[色] (カーブウィンドウ)    
[カーブ]     965
[コピー]     965
[画面]/[プリンタ]     965

[色コンポーネント]     965
[表示]     185, 832
[表示][数値]     848
[表示フォーマット]     186
[表示フォーマットパラメータ]     186
[試験設定が変更されています]     57
[試験設定の保存]    
メニュー     48

[試験設定を開く]    
メニュー     48

[軸]: [配置]     931
[軸のラベル]     832
[連続番号]    
[データパスネーミング]     563

[選択したx単位]     832
[選択した内容に基づいてデフォルト値を生成]     99
[配置]: [構成]     958
[配置]: [軸]     931
[開く]    
メニュー     48

[開始]ボタン     533
[開始オプション]     93
[開始遅延(サウンド)]     982
[関数ダイアログ]    

imcOnlineFAMOS     714

     「     
「単相電力測定」     719

     <     
<auto>     815

     1     
1/3オクターブ、オクターブラベリング     832
1/3オクターブのラベル     929
1/3オクターブ軸:表示オプション     884
16ビット整数     159
1トリガ     533
トリガイベント     539

1信号     204
1信号カウンタ     204
1行でコメントする     700

     2     
24ビットモード     159
2ポイントコントローラ     1466
2ポイントスケーリング     153
2ポイント較正     168
2ポジションコントローラ     725
2信号     204
2信号エンコーダ     204
2相電力測定(ARON)     720

     3     
3D    
[その他]     949
オプション     944
カラーパレット     946
パースペクティブ     947
等値線     948
表面     944

3D + カラー(=4D)     910
3D: 表示     878
3rd Party Device Management     1306
3相電力測定     721
3軸加速度計     118

     4     
4次元表示     910

     A     
A2Lインポート     378
A2LファイルXCPoE    
ロード     529
作成     527

ABCRating     1332
Abs     1332
AccuLength     1333
AccuMax     1333
AccuMean     1334
AccuMin     1334
AccuRMS     1335
AccuStDev     1335
Acos     1335
AFDXアシスタント     334
AFDXバス    
アシスタント     334, 334
アシスタントの起動     334
チャンネルのコピー     342
チャンネルの切り取り     342
チャンネルの削除     342
チャンネルの検索     342
チャンネルの編集     341
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AFDXバス    
チャンネルの貼り付け     342
チャンネルパラメータ     344
検索フィルタの定義     344
構成     343
構成ファイルリスト     341
構成リスト     343

AFDXバスインターフェース     333
AFDXバスチャンネル    

IPアドレス     338
IPアドレスマスク     338
LSB値     340
MACアドレス     338
Yオフセット     340
スケーリング     340
スタートバイト     339
スタートビット     339
ソース     338
データワード     339
バイト位置     340
ビット数     339
ポート     338
仮想リンク     338
作成     336
値     340
単位     340
宛先     338
数値フォーマット     339
設定     338
関数の状態     340

AFDXバス構成ファイル     335
[idb2]     313
idb     313
ロード     313, 336
作成     313, 335
保存     314, 336

AND     1336
トリガイベント     539

ARINCバス    
BCDデータワード     317
BCDパラメータ     332
BNRデータワード     315, 322
BNRパラメータ     331
DSCデータワード     320
DSCパラメータ     333
Rx     328
アシスタント     312
アシスタントの起動     312
チャンネルパラメータ     329
トランスミッタチャンネル(Tx)     322
バスの通信速度     329
プロトコルチャンネル     329

ラベル(Rx)     314
ラベル(Tx)     322
ラベル定義のコピー     327
ラベル定義の切り取り     327
ラベル定義の削除     327
ラベル定義の検索     327
ラベル定義の編集     326
ラベル定義の貼り付け     327
ラベル番号     314, 322
レシーバチャンネル(Rx)     314
構成     328
構成の混在     321
構成ファイルリスト     326
構成リスト     328
機器ID     314, 322

ARINCバスアシスタント     312
ARINCバスインターフェース     311
ARINCバスの通信速度    
低速     329
全て低速     329
全て高速     329
高速     329

ARON測定回路     720
Asin     1336
ATZ     292
Audio     990
AudioBoardThirds     1337
AudioDevice     1308
Auto-IP     275
Auto-IP (DHCP + APIPA)     274

     B     
BCDデータワード     317
BitAnd     1337
BitNot     1337
BitOr     1337
BitXor     1337
BNRデータワード     315, 322
BusDecoder     520, 1162

     C     
Call by Callのインターネットアクセス    

GSM     647
固定電話回線     647

CAN    
BLOB     366
バスデコーダ     366
全てのチャンネルをデコード     366

CAN-1プロトコル     361
CANALYSER     367
CANALYSERフォーマット     552
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CanMsg     1462, 1462
CanMsg.GetData     1463
CanMsg.SetData     1464
CANopen over EtherCAT-IF     414
CANopenオブジェクトフォルダEtherCAT-IF-     416
CAN-TimeStampASCII     732
CANチャンネル    
データフォーマット     355

CANチャンネル、メッセージ、ノードの検索     380
CANチャンネルがimcOnlineFAMOS内に表示されない     735
CANデータベース     378, 382
CANデータベースインポート    
有効     108, 109

CANの診断     405
CANバス     345
[A2L]     412
CANアナライザとしてのimcSTUDIO     392
CANノードの数     349
CANの診断     405
CANを介したブリッジモジュールのバランス     385
CAN構成の編集     358
CCP     409
CURVE     412
DiagOnCAN     405
D-SUBピンの構成     346
ECUの構成     393
ECUプロトコル     350
GMLAN     411
ID     350
imcOnlineFAMOSによる送信     703
Intelフォーマット     372
J1939     370
KWP2000     398
KWP2000 for TP2.0     405
MDF     367
Motorolaフォーマット     372
OBD-2     406
UDS     412
VAL_BLK     412
XCP     411
Yアダプタ     347
アシスタント     357
アナログCANチャンネル     372
エキスパート設定     360
エラー処理     350
オプション     382
クイックチュートリアル     358
サンプリング周波数     383
サンプリング間隔     383
シャント較正     387
センサの初期化     355
ターミネータ     347

タイムスタンプ     350, 383
チャンネル - エラー処理     376
チャンネルの検証     375, 376
チャンネル構成     383
チャンネル状態     375, 375
デジタルCANチャンネル     374
ビットあたりのサンプル数     360
ビット時間におけるサンプリング位置     360
フォーマット     350
メッセージ     349
メッセージの受信     367
メッセージの送信     368
メッセージログ     367
モニタチャンネル     384
ログチャンネル     375, 383
仕様     349
傾きの検出     360
初期化     355
割り当て     383
安全性に関する注意     347
検証     361
転送レート     348
配線     347

CANバス(メニュー)    
[挿入]     381
その他     382
ファイル     378
編集     380

CANバスインターフェース    
オーダ情報     346

CANバスデータ     851
CANバスメッセージ     552
CANバス同期    
CAN-1プロトコル     361

CANバス定義    
ターミネータ     359
ノード     359
フォーマット     359
ボーレート     359
接続     359

CANバス検証    
J1939     362
Wake On CAN     365
Wake on CANのサポート     365
エラーフレーム     364
デザイン     366
モニタチャンネル     366
測定値がないならばデバイスをディアクティベート     365
肯定応答     362
診断メッセージ(DM)     362

CANメッセージ    
センサ遅延時間     371
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CANモニタチャンネル     366
CAN構成CBA    
ロード     378
保存     378

CAN構成CBAのロード     378
CAN構成CBAの保存     378
CBAインポート     378
CCP     352, 409
ccvファイル    
ロード     787
保存     789

ccv内の時間シフト     969
CE認定     13
CFastストレージメディア     578
CFカード(コンパクトフラッシュ)     577
ChannelLoader     1309
Charact     1338
CiAドラフト規格     346
ClHistogram     1338
ClLevelCrossing     1339
ClMarkov     1340
CloseSaveInterval     1341
CloseSaveInterval()     574
ClRainFlow     1342
ClRainFlowRes     1343
ClRainFlowTM     1344
ClRainFlowTMRes     1345
ClRangePairCount     1346
ClRevolutionsHistogram     1346
ClRevolutionsMatrix     1347
ClTrueMax     1347
ClTwoChannelHistogram     1347
CodeRange     1348
CoE     414
Command Help     1046
CommandWindow     1046
CommandWindow: Command Help     1046
CommandWindow: Formula Assistant     1046
COMポート     292, 1289, 1301
CONTROL     1528
Cos     1348
CreateVChannel     1348
CreateVChannelInt     1349
CRFXモジュール     150
CtPID     1467
CtPID.Calc     1468
CtTwoPos     1469
CtTwoPos.Calc     1470
CurrentValue     1349
CURVE     412

     D     
DAC    

imcInlineFAMOSのスケーリング     1146
スケーリング     1146

DACがどの値も出力しない     735
DACモジュールへの波形の出力     388
DATABASE/DATABASES     1529
DataTable    

Scriptingを介したアクセス     1225
DataBrowser     751
[チェックアウト]     756
[チェックイン]     756
[ナビゲーションモード]     755
[リビジョンの更新]     756
DataBrowserの測定     753
DataBrowserの現在の測定     753
Scriptingを介したアクセス     1225
ナビゲーションのステップサイズ     755
保存された測定     753
測定の名前変更     753
測定番号     754

DataBrowser列    
[イベント時間]     752
[カテゴリ]     752
[コメント]     752
[単位]     752
[名前]     752
メタデータ列(オプション)     752
番号列([#])     752

dB     1350
DBC    
J1939     370

DBC、A2L、CBAのインポート     378
DBCインポート     378
DBCのエクスポート     378
DCB     382
DCF77     144
受信の中断     144

Default     1459
DelayBuffer     1350
Fi l l      1352
Next     1353
SetSize     1354

DelayBuffer.Fi l l      1352
DelayBuffer.Next     1353
DelayBuffer.SetSize     1354
DelayLine     1355
Delta-x     708
Delta-z     708
DFi lt     1355
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DHCP     273, 275
DHCPクライアントID     269, 274
DHCPホスト名     274
DHCPを使用     274
DiagOnCAN     405
Diff     1356
DIN-EN-ISO-9001     13
DirClosed     565, 566
DiskFreeSpace     1356
DiskFreeTime     1357
DiskRunDir     1357
DisplaySetButton     1358
DisplaySetPage     1358
DMサービス     362
DNSサーバアドレス     269
DoWhile     1032
DSCデータワード     320
DST     587
DSUB-9    
FlexRay     439
LIN     469

DSUBプラグ    
EMD (MVBバス)     493
ESD (MVBバス)     494

Dコントローラ    
imcOnlineFAMOS     721

Dコンポーネント     722

     E     
ECAT-IF     414
ECU     455, 455, 468
Cmdの返却     1360
セッションの中止     1359
セッションの開始     1359
共通プロパティ     413
故障診断コードの読み取り     1358
診断情報のクリア     1359

ECUClearDiagInformation     1359
ECUReadTroubleCodes     1358
ECUStartSession     1359
ECUStopSession     1359
ECUコントロールユニット     352
ECUの構成     393
ECUバージョン    
クエリ     455, 455

ECUバージョンのクエリ     455
ECUプロトコル     352
有効     108, 109

ECUモニタチャンネル     366
ECU構成     393
ECU要件     352

Else     1457
EMD接続(MVBバス)     493
Equal     1361
eRange     1304
ESD接続(MVBバス)     494
ESI    
EtherCAT-IF     425

ESI EtherCAT-IF     425
ESI EtherCAT-IFの表示     424
ESIデバイス固有    
EtherCAT-IF     425

ESI保存    
EtherCAT-IF     425

EtherCAT-IF    
[Xml]     425
[入力]     424
[出力]     424
CANopenオブジェクトフォルダ     416
ESI     425
ESIデバイス固有     425
ESI保存     425
PDO     424
PDOの削除     423
PDOの追加     423
PDO自動作成     423
RxPDO     424
TxPDO     424
デバイス固有のESI     425
マッピング     424
マッピングありの構成     421
マッピングなしの構成     420
入力     422
出力     422
前提条件     415

EtherCAT-IF ESIメニュー     425
[Save device-specific ESI]     425
[Save general ESI]     425

EtherCAT-IFアシスタント     420
EtherCAT-IFインターフェース     414
EtherCAT-IFの編集     421
EtherCAT-IFモジュール     414
EtherCAT-IF一般     414
EtherCAT-IF構成     416
EtherCAT-IF構成メニュー     421
[インポート]     421
[エクスポート]     421
[変更を承認]     421
[新規]     421

EtherCAT-IF編集メニュー     421
[Add PDO]     423
[Create PDOs automatically]     423
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EtherCAT-IF編集メニュー     421
[Delete PDOs]     423
[出力]     422
マッピング     424
入力     422

EtherCAT-IF表示メニュー     424
[Xml]     425
[入力/出力]     424
[入力]     424
[出力]     424
PDO     424
RxPDO     424
TxPDO     424

Ethernet for Control Automation Technology     414
EventTyp     1051
Excel表示     851
EXPERIMENT/EXPERIMENTS     1531
ExpoRMS     1361
ExpressCardストレージメディア     577

     F     
Falcom A1、A2D-1、A2D-2     299
FAMOSに転送    
転送オプション     973

FAQ     646, 735
imcMessaging     646
Scripting     1291
コンパイラエラー     1291
ユーザ定義の測定保存領域     574

FAX    
メッセージ型     630
構成     639

FFTAmplitudePhase     1362
FFTAverage     1363
FFTInverse     1364
FFTRealImaginary     1364
FIBEX FlexRay     448, 449
FIBEX-Plus FlexRay     449
FIBEXファイルFlexRay     450
Fi ltBP     1365
Fi ltBS     1365
Fi lter    
不安定な状態     1365

Fi ltHP     1366
Fi ltLP     1366
FlexRay     437

DSUB-9     439
FIBEX     448, 449
Fibex-Plus     449
FIBEX-Plusファイルのインポート     449
FIBEXファイル     450

FIBEXファイルのロード     448, 449
PDU     449
オーバービューウィンドウ     440
キースロットID     449
キースロットIDとノードモードについての規則     449
クラスタ     442
クラスタのプロパティ     442
クラスタ測定     450
コールドスタート     450
コールドスタートノードが欠落しているクラスタ     450
ノードモード     449
ピン構成     439
フレーム     444
フレームトリガ     445
フレームトリガのプロパティ     445
フレームのプロパティ     444
プロパティウィンドウ     440
メニュー     440
信号     446
信号のプロパティ     446
制約     438
定義     437
機能     438
設定     440

FlexRayアシスタント    
はじめに     439

Float (24ビットモード)     159
Floor     1366
For     1458
Formula Assistant     1046
FTP    
FTPによる構成 - 構文     656
構成     650

FTPアクセス    
データ転送     581

FTPによる構成 - 構文     656
FTPを使用してのみ可能です    
デフォルトの設定     639

FunctionSimulator     1310
FWの更新および代替IP     274

     G     
GearRatio     1367
GetDateTime     1367
GetDuration     1369
GetHistoValue     1369
GetLastError     1371
GetSampleCount     1373
GetSamplingTime     1374
GetSoftwareVersion     660
GMLAN     411
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GMW 3110バージョン1.5     411
GPS     690
コネクタ     107
同期     596
外部クロック     590

GPS + DCFマスタ/スレーブ    
同期     594

GPSチャンネル     531
GPS-ディスプレイコネクタ     107
GPSマスタ/スレーブ    
同期     593

Greater     1374
GreaterEqual     1374
GSDファイル     504
GSDフォルダ     504
GSMモデム     292

     H     
HighLowRatio     1374
HiL     177
Hyst     1375

     I     
IBCノードアドレスモード     364
idb     313
iDiv     1375
IEEE FLoat     687
If     1457
Else     1472
コマンド     1472
条件     1472

IF-Config     275, 292
If命令     1034
imc CRONOSflex    
モジュールアドレス     109

imc CRONOSflexモジュール     150
imc FAMOSにカーブセグメントを送信!: コンテキストメニュー     799
imc FAMOSに転送    
カーブウィンドウから     790

imc FAMOSへ転送     971
imc Online FAMOSによる送信チャンネル     369
imc REMOTE WebServer     664
[ファイル]     673
LED     678
Mキー (moving、つまり移動)を押します。     677
OEM ID     681
アクティベーション     665
オペレータ     668
カーブ図     680
グリッド     673
システム要件     665

セッションを閉じる     668
デザイナ     668
トグルスイッチ     677
バーメータ     679
パネル     673
ポインタ機器     678
モニタ     668
ユーザの役割     668
形状     677
数値の入力/出力     680
標準-テキスト領域     676
測定の停止     670
測定の開始     670
表示言語     681
言語の選択     668
設計の適合     671
証明書     681
試験設定の変更     669

imc REMOTE WebServer ume.zip     669
imc STUDIOのバスデコーダ     375
imc Systems    
フォーマッティング     582

imcDB://DB     50
imcDevices: デバイスの選択     1048
imcSyslog     565
imcユーザグループのアクセス権     75
imcApplicationModule     451
imcCANSAS     96
有効     108, 109

imcCANSASモジュールのパラメータ化     108, 109
imcDEVICES    
インストール     32

imcFAMOS     1037
imcFAMOSから     1042, 1516
imcFAMOSへ     1042, 1516
Scriptingを介して関数にアクセス     1234
インストール     33
オプション     1042, 1516
タイムアウト     1039, 1513
デバッグモード     1039, 1513
同期イベント     1039, 1513
最後に終了した測定     1042, 1516
測定     1042, 1516
測定番号     1042, 1516
現在の測定     1042, 1516
転送テーブル     1042, 1516
追加のimcソフトウェア製品     1572
開く     1039, 1513

imcFAMOSウィンドウ     1037
imcFAMOSシーケンス     1037, 1513
imcFAMOSシーケンスの実行     1513
imcFAMOSプロジェクト     1512
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imcFAMOSを開く     1039, 1513
imcFormatConverter    
インストール     29
データ保存アシスタント     1488

imcHiL     177
imcHiLインターフェース     452
imcInlineFAMOS     1141, 1147
エディタを開く     1144
コンテキストメニュー     1148
システムの前提条件と制限事項     1143
ソーステキストの保存     1146
チェック - 構文     1146
チャンネル名の追加     1146
データフローの図     1141
ユーザインターフェース     1145
リボン     1139
構文チェック     1146
比較: imcOnlineFAMOS     1141
関数の追加     1146
関数の適用範囲     1144

imcInlineFAMOSエディタを開く     1144
imcInlineFAMOSコンテキストメニュー    
[ヘルプ]ウィンドウ     1149
エディタ     1148
変数リスト     1148
関数リスト     1149

imcLICENSEManager     35
imcMessaging     628

UDPステータスモニタリング     641
UDPノイズ     641
イベントの認識     631
システム要件     630
テンプレート     647
ネットワークビット     640
メッセージ型     630
基本     628
変数     640
技術仕様     647
数値変数のフォーマット     642
日付/時間のフォーマット     643
構成     632
構文     642
設定ファイル     632

imcMessagingの構成    
FAX     639
電子メール     634

imcMessagingメッセージ型    
FAX     630
電子メール     630

imcOnlineFAMOS     681
[ウィンドウ]メニュー     708
[その他]メニュー     708

[ディレクトリ]     708
[ファイル]メニュー     707
[編集]メニュー     707
[関数ダイアログ]     714
DAC     697
Formula Assistant     712
imcOnlineFAMOSの動作     682
iniの例     716
LED     697
ONLFAMOS.INI     716
アナログ出力     697
イーサネットビット     697
クラスカウンティング     725
グローバルRAM     730
コンテキストメニュー     711
コントロールユニット     396
スタート     693
テキストファイルとしてエクスポート     707
デジタル入力     697
デジタル入力のポーリング     697
デジタル出力     697
デフォルトディレクトリ     710
トリガ     697
ビープ音     697
フィルタデジタル-制限     731
プロセスベクトル     687
メニュー     707
ローカルのチャンネル     696
ローカルの単一値     696
ローカルの変数     696
仕組み     682
仮想ビット     697
例-単純なモータシミュレーション     705
単一値     696
参考     726
外部プログラムエディタ     708, 710
式内のチャンネルのタイムベース     700
有効     108, 109, 683
構成およびデバイスの装備     684
構成を保存     707
機能     684
表示変数     697
追加のimcソフトウェア製品     1572
関数のリファレンス     726

imcOnlineFAMOS / imcInlineFAMOS    
比較     1141

imcOnlineFAMOS Formula Assistant     712
Formula Assistantの使用     712
ネスト表現式     712
ユーザインターフェース     712
複数の式の作成     712

imcOnlineFAMOS Professional     691
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imcOnlineFAMOS Professional     691
Controller(コントローラ)     721
Dコントローラ     721
Iコントローラ     721
PIDコントローラ     721
PIコントローラ     721
Pコントローラ     721
システム要件     683
有効     108, 109
追加のimcソフトウェア製品     1572

imcOnlineFAMOSでのコントロールコマンドの使用     685
Comparison operators     702
SingleValueChannel     701
データ配列     701
プロセスベクトル変数の作成     701
単一値     701
変数の作成     701
配列     701

imcOnlineFAMOSでのプロセスベクトル変数の作成     701
imcOnlineFAMOSのコンテキストメニュー    
[ヘルプ]ボックス     712
エディタ     711
チャンネルのディレクトリツリー     711
関数のディレクトリツリー     711

imcOnlineFAMOSのコントロールユニット     396
imcOnlineFAMOSのスタート     693
imcOnlineFAMOSのデフォルトディレクトリ     710
imcOnlineFAMOSプログラムが保存されない     735
imcOnlineFAMOS内の変数の最大数     683
imcSENSORS    
インストール     31
サポートされているセンサ     175
センサデータのインポート     118
センサデータベースでのセンサ情報の採用     119
チャンネルのセンサ情報をリセット     175
追加のimcソフトウェア製品     1572

imcSharedComponents    
インストール     31

imcSTUDIO    
インストール     32
ヘルプ     12
起動     36

imcSTUDIO Automation     1014
imcSTUDIO DataProcessing     1139
リボン     1139

imcSTUDIO Monitor    
有効     108, 109

imcSTUDIOの起動     36
Init     1058
Init / Terminate     1058, 1065, 1073, 1078, 1082
InlineFAMOS    

Scripting     1237
プライベートタスク     1237

Integral     1375
IntegralFFT     1376
IntegralP     1376
Internet Explorer     734
IntervalFromLevels     1380
IntervalFromPulse     1381
IntervalMax     1381
IntervalMean     1382
IntervalMin     1382
IntervalMult     1383
IntervalResample     1384
IntervalRMS     1384
Interval関数     1377
IP/DNSによるデバイスの検索     90, 280
IPアドレス     269, 295

PC用     265, 265
デバイス用     265, 267
構成     265, 267

IRIG-B    
同期     597
外部クロック     589

ISO 11519-2 (低速CANバス)     346
ISO 11898 (高速CANバス)     346
ISO-9001     13
ISOSYNC     609
IsSyncronized     1385
Iコントローラ    

imcOnlineFAMOS     721
Iコンポーネント     722

     J     
J1587 - バス    
ECU     468
チャンネル     464
データフォーマット     462
データベースのインポート     460
ビットマップオプション     465
基本オプション     467
測定チャンネル(PID)     463
要求オプション     465
障害コード     466

J1587_EcuVersion     455
J1587バスアシスタント     459
J1587バスインターフェース     453
J1939     370
CAN     362
DBC     370

JKFl ipFlop     1385
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     K     
KWP2000     398
KWP2000 for TP2.0     405
KWP2000 TP2.0     352

     L     
LAN     269
デバイス接続     275

LANを通じた4段階での接続     265
LAN経由    
の電子メール     649

LAN経由のデバイス接続     275
LCP拡張     295
LED     686
ストレージメディアスロット     576

LEDの点滅     1065, 1073
LEDボタン    
ストレージメディアスロット     576

LED使用のトリガに関する注意     686
LED出力     697
LEQ     1386
Less     1386
LessEqual     1386
LINアシスタント     473
プロパティ     473
制限     474

LINウェイクアップ     485
LINスリープ     485
LINバス    

DSUB-9     469
アシスタント     473
ウェイクアップブレーク(期間)     477
オーバービューウィンドウ     475
スリープ/ウェイクアップ     477
スレーブ     471
データ転送     471
ピン構成     469
フレーム     476
フレーム(メッセージ)プロパティ     480
プロパティウィンドウ     475, 477
ポーリングサイクル時間     477
ボーレート     477
マスタ     471
マスタブレーク(期間)     477
マスタブレークデリミタ(期間)     477
モニタリング     471
ロギング     471
信号     476
制約     488
接続および回路     469
構成のテスト     476

機能     488
LINバスインターフェース     468
Ln     1386
LogAnd     1387
Logbook     65, 851
[検索]     67
Logbookのオプション     68
Logbookビューア     68
カテゴリ     65
コード     65
ファームウェアの更新     133
フィルタリング     66
メッセージ     65
メッセージのコピー     67
メッセージの削除     67
場所     65
自動スクロール     68
送信元     65
重複を表示     67
重複を非表示     67
電子メールの送信     68

Logbookカテゴリ    
エラー     65
情報     65
致命的     65
警告     65

LogNot     1387
LogOr     1387
LogXor     1387
Lower     1387

     M     
MACアドレス     300
Max     1387
McAfee     24
MDF     552
Mean     729, 1388
MEASUREMENT.SQL     1532
MFBイーサネット    
はじめに     425

MFBイーサネットバス    
アシスタント     426
アシスタントの起動     426
チャンネルのコピー     431
チャンネルの作成     428
チャンネルの切り取り     431
チャンネルの削除     431
チャンネルの検索     432
チャンネルの編集     431
チャンネルの貼り付け     431
チャンネルパラメータ     436
メッセージ     434
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MFBイーサネットバス    
接続設定     433
新しいイーサネットメッセージの作成     434
検索フィルタ     436
検索フィルタの定義     436
構成     432
構成ファイル     427
構成ファイルリスト     431
構成リスト     433

MFBイーサネットバスアシスタント     426
MFBイーサネットバスインターフェース     425
MFBイーサネットバスチャンネル    

LSB値     430
Yオフセット     430
エラー処理     430
スケーリング     430
スタートバイト     429
スタートビット     429
データワード     429
ビット数     429
作成     428
値(エラー処理)     430
単位     430
数値フォーマット     429
発生     430

MFBイーサネットバス構成ファイル     427
ロード     427
作成     427
保存     427

Min     1389
Monitor    
[デバイス検索]     1134
[保存の有効化]     1134
[保存の無効化]     1134
システムの前提条件と制限事項     1134
リボン     1134

Monoflop     1389
MonoflopRT     1389
msg     632
MVB    
フレーム     500
プロトコルおよび信号チャンネル名     499
信号     501

MVB (Multifunction Vehicle Bus: 多機能車両バス)     489
MVBバス    

DSUBプラグEMD     493
DSUBプラグESD     494
EMDの配線     491
EMD接続     493
ESDの配線     492
ESD接続     494
アクティベーション     490

アシスタントの起動     495
オーバービューウィンドウ     496
トポロジ     490
パスワード     488
プロパティウィンドウ     496
定義     487
必要条件     488
接続     490
概要     489
配線EMD     491
配線ESD     492

MVB-バスのインターフェース     487

     N     
Next     1058, 1059
Nextスキップ     1058, 1059
Nextブランチ     1065, 1073
Next分岐     1078
NMEA     690
NorthCorrection     1390
NOT     1390
NTFS     734
NTP    
同期     598
外部クロック     590

NTPからのシステム時間のずれ     687
NTPマスタ/スレーブ    
同期     595

NumberOfPulses     1391

     O     
OBD-2     406
OK    
カーブウィンドウ     959

OnAlways     1452
OnECUCmdReturn     1360
OnInitAll      703, 1451
OnMeasureEnd     1453
OnMeasureStart     1453
OnPowerOff     1456
OnSyncTask     1454
OnTimeout     1065, 1078, 1082
OnTimer     1456
OnTriggerEnd     546, 703, 1455
OnTriggerMeasure     546, 1455
OnTriggerStart     546, 703, 1454
OR     1391
トリガイベント     539

OSの環境変数     1541
OtrAngleAdd     1392
OtrEncoderPulsesToRpm     1392
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OtrFrequLine     1395
OtrOrderSpectrum     1397
OtrOrderSpectrumP     1398
OtrPulseDuration     1401
OtrResample     1401
OtrResampleAngle     1401
OtrResampleFromRpm     1402
OtrRpmComplexOrder     1403
OtrRpmOrder     1406
OtrRpmPresentation     1407
OtrRpmPresentVector     1408
OtrRpmSpectrum     1409
OtrSynthSin     1409
OtrTrackingLowPass     1410

     P     
P3タイムアウト     398
PAGE     1534
PAGE.NUMBER    
フォーマッティング     1538

PANEL     1534
Add Windows.Forms     1222
Scriptingを介したアクセス     1222
Video     1186
リポジトリ     761

PANEL.PAGECOUNT    
フォーマッティング     1538

Panelスクリプト     1246
DataBrowser     1246
Widgets     1246
作成     1199
変数     1246
新しいWidgets     1246

PanelのSetupデータ     1536
Panelページ    
ズーム     997
ページサイズを適応     995
リポジトリ     761

Panelページのインポート     1503
Panelページのエクスポート     1503
Panelページのズーム     997
Panelページの印刷     1502
Panelページをウィンドウサイズに適応     995
Panelページをウィンドウサイズに適応(アスペクト比を維持)     995
PCでのデータ処理     555
PCへのデータのコピー     579
PDFの方向     971
PDO    
EtherCAT-IF     424

PDOの削除    
EtherCAT-IF     423

PDOの追加    
EtherCAT-IF     423

PDO自動作成    
EtherCAT-IF     423

PDU FlexRay     449
PID    
J1587 - バス     463
オプション     464

PID 192     457
PID 194    
診断チャンネル     458

PID 448     457
PIDcontroller     1466
PIDクエリ     454
PIDコントローラ    

imcOnlineFAMOS     721
PIコントローラ    

imcOnlineFAMOS     721
Platzhalter    

MEASUREMENT     1532
Poll     1411
Powertrain Monitoring     1162
PowerQuality     1149

(平均)二乗平均平方根     1161, 1161
2kHz～9kHz     1161, 1161
エディタを開く     1149
コンテキストメニュー     1159
チェック - 構文     1153
フリッカ     1161, 1161
ユーザインターフェース     1150
リボン     1139
二乗平均平方根     1161, 1161
出力パラメータ     1157
周波数     1160
基本     1159
有効電力     1160
有効電力(平均値)     1160
構文チェック     1153
次数間高調波     1161, 1161
無効電力     1160
皮相電力     1160
結果の数量の構成     1153
計算の実行     1158
関数の追加     1153
高周波成分     1161, 1161
高調波     1161, 1161
高調波歪み     1161, 1161

PowerQualityエディタを開く     1149
PPP     280, 289, 298

PPPクライアントとしてのPC     295
プロシージャ     301
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PPP     280, 289, 298
切断     298
接続     298
設定     301

PPPサーバとしての測定デバイス     290
PPPデバイスの設定     301
PROFIBUS    
ボーレート     510
モニタ     510
名前     510
最高位アドレス     510
構成のロード     510
構成の転送     510

PROFIBUS Assistant     511
チャンネルの設定     513
メッセージの設定     512
メニュー     511
接続     512

PROFIBUS Configurator    
GSDファイル     504
GSDフォルダ     504
インストール     504
スレーブ     506
マスタ     506
メインウィンドウ     505
メニュー     505

PROFIBUSのインターフェース     504
PROJECT/PROJECTS     1534
PSID     459
PulseDuration     1413
PulseFrequency     1413
PulsePhase     1413
PushDeviceDriver     1309
pv.State.ExternalPower     687
pv.State.SyncTimeDeviviation     687
PWMモード(INC4)     206
Pコントローラ    

imcOnlineFAMOS     721
Pコンポーネント     722

     R     
RAMサイズ     83, 305
RAMバッファ     733
RAMバッファ時間     550, 553, 554, 554
RangeMax     1414
RangeMin     1414
ReadyForPowerOff     1414
RecordEvent     1415
RecordText     1415
Red     1416
ReplaceFirstValuesN     1417

ReSample     1417
Restore     1418
Resume     1060
Resumeブランチ     1082
RMS     717, 1418
Round     1420
RPM     207
RS232     1289
RSFl ipflop     1421
RTC     587
RTF     556
RunAutoBalance     1421
RunAutoShuntCalibration     1421
RxPDO    
EtherCAT-IF     424

     S     
SamplesGate     1421
Sawtooth     1422
ScanDisk    
ストレージメディア     585

Scripting     1197
[RS232]     1301
[アクティビティ範囲]     1202, 1253
[チャンネル]     1225
[保存範囲]     1202
[個別プロキシクラスライブラリ]     1202, 1242
[実行]     1204
[測定結果の保存領域]     1261
[開く]     1203
[高度なコード補完]     1279
4.0R1のインポート     1291
AbstractScript.cs     1291
COMポート     1301
DataTable     1225
DataBrowser     1225
FAQ     1291
imcFAMOS Kit     1206
imcFAMOS Math     1206
imcFAMOS関数     1234
InlineFAMOS     1237
Intell iSense     1279
Panel     1222
Panelスクリプト     1199, 1201
ParameterValues     1209, 1214
Restore     1243, 1279
Scriptingを介したコマンド     1239
Scriptingを介したメニューアクション     1239
SerialPort     1301
SVN     1279
TED     1214
Third Party Device Script     1299
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Scripting     1197
Widget     1222
XYチャンネル     1225
y軸     1229
イベントスクリプト     1201, 1261
インポート     1205
エクスポート     1205
エディタ     1207
エラー     1231, 1291
エラーCS0029     1291
エラーCS0234     1291
エラーCS0525     1291
エラーCS1729     1291
オプション     1202, 1279
オフセット     1214
カーブウィンドウ     1229, 1287
カップリング     1214
クリップボード     1242
コネクタ     1214
コンテキストスクリプト     1201, 1253
コンテキストメニュー     1198
サブバージョン     1279
サンプル時間     1214
スクリプト     1199, 1201, 1244
スクリプトエディタ     1203, 1207
スクリプトクリップボード     1291
スクリプト保存場所     1279
スクリプト範囲     1199, 1201
スケーリング     1214
スケール     1214
ステータス変更(イベント)     1253
ダイアログ応答     1242
タイプライブラリスクリプト     1201, 1258
チャンネル     1225
チャンネルパラメータ     1280
チャンネルプロパティ     1214
チャンネル状態     1214
チャンネル計算     1285
チャンネル選択     1287
チュートリアル     1280, 1280, 1285, 1287
ツールウィンドウ     1198
ディスクスタート     1209, 1263
デバイスアクション     1209
デバイスの選択     1209
デバイスプロパティの取得/設定     1209
デバッグ     1207
はじめに     1199, 1201
パラメータ     1274
パラメータ変更(イベント)     1253
バランス     1214
フィルタリング     1214
プライベートタスク(IFA)     1237

ブレークポイント     1207
プロキシクラス     1206, 1291
プロキシの再生     1206
プロバイダ     1206
メタデータ     1214, 1280
メニュー     1198
モジュールタイプ     1214
ログブック     1231
並行インストール     1291
作業コピー     1279
保存範囲     1202
値の設定     1274
値変更(イベント)     1253
入力範囲     1214
前処理     1214
単位     1214
基底クラス     1206
変数     1225
変更     1243
実行     1204
感度     1214
抽象基底クラス     1206
期間     1214
歪みゲージ     1214
測定の開始/停止     1209
範囲     1214
編集     1203
軸     1229

Seed-Wert     398
SELCONTROL     1535
SendMessage     1422
Sequencer     1090

Scriptingを介したコマンド     1239
Scriptingを介した開始/停止     1239
スクリプトの作成     1199, 1201

SequencerのSetupデータ     1536
Sequencerの停止    
コマンド     1474

Sequencerの起動    
imcSTUDIO起動時に自動的に     40

Sequencer停止    
コマンドについて     1474

SerialPort     1301
SetPoint     722
SETUP     1536
SETUP.SQL     1536
Setupダイアログの表示     1511
SID / PSID     459
signal lcp open     292
SimplePollDevice     1316
チャンネルの追加     1321
拡張     1321, 1323
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SimplePollDevice     1316
表示変数の追加     1323

SimplePushDevice     1318
Sin     1423
SingleValueChannel     1423
skbファイル     398
SkipFirstValues     1426
SlopeCl ip     1426
SoundPressureLevel     1427
soファイル     398
SpecThirds     1428
Spectra     1178
SPI Assistant     521

16ビットワードの構造     522
エラー処理     525
チップ選択     525
マスタ送信リスト     522
メニュー     521

SPIバスインターフェース     519
ソフトウェアの必要条件     520
ハードウェアの必要条件     520

Sqrt     1429
StartTimerPeriodic     1460
StartTimerSingle     1461
STD     587
StDev     1429
Step     1078
StopTimer     1461
STri     1430
Sum     1430
Switch     1458
Switch - Case     1474
SyncOverload     1432
SyncRTC     587
内部クロック     589

syslog     565
SYSTEM     1537
SYSTEM.DATE    
フォーマッティング     1538

SYSTEM.TIME    
フォーマッティング     1539

     T     
Tan     1432
TCP/IP     275

PPPを使用した     289
TCP/IP上のXCP     526
TEDS     173
サポートされているセンサ     175
センサ情報の読み込み     174
チャンネルのセンサ情報をリセット     175

Terminate     1058
Text: 軸     933
TextAdd     1433
TextFormatE     1434
TextFormatF     1435
TextFormatH     1436
TextFormatI     1437
Third Party Device     1309

AudioDevice     1308
ChannelLoader     1309
FunctionSimulator     1310
SimplePollDevice     1316
SimplePushDevice     1318
シミュレータ     1309
チャンネルの追加     1302
データ転送     1305
ログブック     1305
仮想     1309

Third Party Device Script    
スクリプトの作成     1299

Third Party Devices    
eRange     1304
デバイスの追加     1302
範囲     1304

ThirdPartyDevice Interface     1299
TimeStamp表示     851
Tolerance     1437
TransRec     1437
TSAキット     852
TxPDO    
EtherCAT-IF     424

     U     
UAC     24
UDP Status Monitoring.exe     652
UDPステータスモニタリング     641
変数     640
数値変数のフォーマット     642
日付/時間のフォーマット     643
構文     642, 645

UDPステータスモニタリングのテスト     645
UDPノイズ     641
変数     640
数値変数のフォーマット     642
日付/時間のフォーマット     643
構文     642, 645

UDPノイズのテスト     645
UDS    
動的リスト     412

UMC     556
ume.zip (WebServer)     669
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UMI     556
UMU     556
UnEqual     1440
Upper     1441
UPS    
取得時間     107

USBストレージメディア     577
UTC。     587

     V     
VAL_BLK     412
VALUE    
フォーマッティング     1540

VARS     1537
VectorChannel     1442
VectorChannelSet     1442
VectorFromFi le     1442
VectorizeAndSkip     1443
VectorizeOverlapped     1443
VectorStatic     1443
VibrationFi lter     1445
Video    
トリガ     1185
再生     1186
構成     1183
記録     1186

VIsAnyGreater     1446
VMax     1446
VMaxV     1446
VMean     1447
VMeanV     1447
VMin     1447
VMinV     1447
VRedV     1448
VRMS     1448
VSum     1448
VValueAtXValue     1448
VXValueOfMax     1448
VXValueOfMin     1448
VXValueWithYValue     1449

     W     
Wait    
コマンド     1475

Wake On CAN     365
WaveCom Fastrack     299
While     1032, 1459
Whileループ     1065
Widget    

Scriptingを介したアクセス     1222, 1246
Video     1186

リポジトリ     761
Widgets     751, 987
アラインメント     772
カスケード     772
グリッドにスナップ     997
グリッドに再アラインメント     997
グループ化     774
ドッキング     773
挿入     766
新規     766
配置     771, 772

Widgetsのアラインメント     772
Widgetsのカスケード     772
WidgetsをPanelページのサイズに適応     995
Widgetの挿入     766
Windows    
シェル拡張     579
システム要件     20, 1552
セキュリティ警告     38
ファイアウォール     38
ユーザアカウント制御     24

Windows 8 / 8.1とアドホック接続     283
Windowsビデオファイル(AVI)     1191
WindRoseCorr     1449
WLAN     281
アクセスポイント経由のPC - アクセスポイント経由のデバイス    
282
アクセスポイント経由のPC - 統合無線LAN経由のデバイス    
282
接続のセットアップ方法     282
統合無線LAN経由のPC - 統合無線LAN経由のデバイス    
282

     X     
XCP     411
XCP on Ethernet (Ethernet上のXCP)     526
XCP on UDP/IP (UDP/IP上のXCP)     526
XCPoE    

A2Lファイルのロード     529
A2Lファイルの作成     527
スレーブ     526
マスタ     528
定義     526
必要条件     526

XCPoE Assistant    
スレーブ     527
マスタ     528

XmlRpcCmd     650
XYデータ:リサージュ図形     891
XYデータ:極座標プロット     891
XYデータ:測定カーソル     891
XYデータ:異なるサンプリングレート     891
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XYデータ:複素数データ     891
XYプロットとしてのGPSデータ     905
Xオフセット     708
x単位     708
x方向のナビゲーション     971
X軸     161
x軸: スケーリング     924
x軸: マーキング     924
x軸: 四捨五入     924
x軸: 固定範囲     924
x軸: 線形/対数     924
x軸: 自動     924
x軸: 軸のスケーリング     923
x軸の変更     971

     Y     
Yアダプタ    
CANバス     347

y単位     708
Y結線     721
Y軸: 小ティック     934
Y軸: 線の太さ     934
Y軸: 色     934
Y軸の色     934

     Z     
zeitgestempelt     1303
Zオフセット     708
z単位     708
z軸     842, 878
アクション    
データ記録の停止     539
データ記録の開始     539
ビットの設定     539
定義     534

アクションとターゲット    
トリガ     539

アクセスコード     647
アクセスポイントの作成     283
アクセス権    
フルアクセス     75
拒否     75
書き込み保護     75
有効     75
無効     75
非表示     75

アシスタントEtherCAT-IF     420
アナログチャンネル     149
アナログ入力     149
アンインストール     21
アンズーム(カーブウィンドウ)     795

アンプ    
アドレス     109
モジュール     109
モジュールアドレス     109
永続的にインストールされたアンプ     109

イーサネットバスインターフェース     425
イベント     535, 542
定義     534
試験設定を開く/測定の開始     1493

イベントカウント     200, 204
イベントスクリプト    
[測定結果の保存領域]     1261
作成     1199, 1201

イベントの存続時間     169
イベントの定義     535
イベントの時間     538
イベントの結合     535
イベントの計算    
トリガ     535

インクリメンタルエンコーダ     199
コンパレータコンディショニング     203
スケーリング     202
最大入力範囲     202

インクリメンタルエンコーダチャンネルの測定プロシージャ     157
インクリメンタルエンコーダ入力     149
インストール     21

imcDEVICES     32
imcFAMOS     33
imcFormatConverter     29
imcSENSORS     31
imcSharedComponents     31
imcSTUDIO     32
McAfee     24
PROFIBUS Configurator     504
ユーザアカウント制御     24
手順     25
更新     21

インストールタイプ    
デモ     28
ユーザ定義     29
自動     28

インターバル保存     561
インターフェース    

imcHiL:     452
インターフェース構成    
デバイスインターフェース     276

インターフェース-構成     277
現在の設定のエクスポート     277

インデックスチャンネル     204
インポート    

Scripting     1205
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ウィルススキャナ     43, 727
ウィンドウサイズ    

Panel     995
ウィンドウ配置    

import     77
エクスポート     77
ロード     76
保存     76

ウェイクアップ(LIN)     485
ウォータフォール     832
ウォータフォール図(3D): 表示     842
エクスプローラによるデバイスの選択     579
エクスポート    

Scripting     1205
インターフェース-構成     277

エクスポート: 測定ウィンドウ     799
エクスポートフォルダの選択を許可     1489
エラー     65
エラー/例外     1051
エラーソース     646
エラーメッセージ103     740
エラー処理(例外およびエラーイベント)     1030
エンコーダ入力用の測定モード     199
オーダ情報    
CANバスインターフェース     346

オートスタート     93
オーバービューウィンドウ     792
オクターブのラベル:表示オプション     884
オプション     40, 55, 464
ダイアログ応答     1242
メニュー(カーブウィンドウ)     960
名前を付けて現在の測定データを保存     570
現在の測定データを保存     570

オプション: 3D     944
オプション: 事前設定     968
オプションコンポーネント     35
オフセット     153, 165
オフセット(カーブウィンドウ)     804
オフセットありのスケーリング     737
オペレーティングシステム    
システム要件     20, 1552

オンスクリーン表示(OSD)     1186
オンラインオーダートラッキング    
有効     108, 109

オンラインクラスカウント    
有効     108, 109

オンライントリガ     546
オンラインモードの終了: スクロールモード     951
カーブ/値ウィンドウ内で表示     991
カーブウィンドウ     832

[測定]ウィンドウ     797
Scripting     1229
y軸     1229
コンテキストメニュー     985
スクロールモード     951
チャンネルの追加     1229
はじめに     784
伸張モード     951
同期スタートの表示     604
新しいx軸     914
新しいy軸     914
新しい座標系     914
更新     727
測定     797
軸     1229

カーブウィンドウ -「フリーフローティング」     991
カーブウィンドウ: XYプロット     920
カーブウィンドウ: クリップボード     825
カーブウィンドウ: チャンネルの追加     913
カーブウィンドウ: テーブルへのスクロールリンク     828
カーブウィンドウ: 構成     913
カーブウィンドウ:[凡例]     895
カーブウィンドウでのチャンネルの追加     913
カーブウィンドウでのチャンネルの追加: 波形の事前選択     919
カーブウィンドウでの波形の追加     913

OK     959
キャンセル     959
デフォルトとして設定     959
プリセット     959
プリセットとして     959
変更を適用     959

カーブウィンドウでの波形の追加: チャンネル情報     922
カーブウィンドウでの波形の追加: 軸リスト内の波形     920
カーブウィンドウ内の移動領域     986
カーブの転送: クリップボードの使用     825
カーブ構成    
ロード     787
保存     789

カウンタ     199, 1073, 1472
カウンティングループ     1032
カスタマサポート     13
カップリング     152, 155
カップリングはDC     152
カメラ     1183
[検索]     1183
デバイスの検索     1183
構成     1183

カメラドライバ     1183
カラーパレット: 3D     946
カラーマップ     910
カラーマップ(カーブウィンドウ)    
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カラーマップ(カーブウィンドウ)    
測定モード     802

カラーマップ: [ISO線]     873
カラーマップ: [全般]     868
カラーマップ: x、y、z変数が関連付けられている波形     876
カラーマップ: 表示     865
キャンセル    
カーブウィンドウ     959

クラスカウンティング     725
クラスタFlexRay    
プロパティ     442

クラスタサイズ     568
クラスタ測定FlexRay     450
クラスの学習時間     1166
グラフィックのエクスポート     971
グリッド    
カーブウィンドウ     943

グリッド(Panel)    
グリッドにスナップ     997
グリッドに再アラインメント     997

グリッドにスナップ     997
グリッドに再アラインメント     997
グリッドを表示     997
クリップボード     960
クリップボード: カーブ     825
クリップボードのフォーマット     971
クリップボード設定     960
ティック     960
フォント     960
プリントアウト     960
プロット     960
印刷     960
線スタイル     960
線幅     960

グループ    
デバイスの概要     83, 305

グループ(Widgets)    
グループを作成     774
グループを解除     774
グループを閉じる     774
グループを開く     774

グローバルRAM     730
グローバルバッファ時間     554
クロックタイプ    
[DCF77]     588
GPS     588
IRIG-B     588
NTP     588
PTP     588
RTC     588
SyncRTC     588

ゲージ係数     155
コールドスタートFlexRay     450
コネクタ     163
コネクタおよびデバイスのシリアル番号に従ってチャンネルをインポート  
マッピング     214

コネクタに従ってチャンネルをインポート    
マッピング     214

コマンド    
If     1472
imcFAMOSシーケンス     1513
imcFAMOSシーケンスの実行     1513
imcFAMOSプロジェクト     1512
Panel page entfernen     1503
Scriptingを介した実行     1239
Sequencerの停止     1474
コピー     1096, 1526
ログブックビューアを開く     1481
削除     1096, 1526
変数のインポート     1519
変数のエクスポート     1518
変数のロード     1519
変数の削除     1520
変数の設定     1521
移動     1096, 1526

コマンドシーケンス     1522
コマンドによるフォルダの終結     574
コマンドラインパラメータ     40
コマンドリファレンス     1470
コマンド名     1239
コミュニケータ    

imc FAMOSに転送     790
コミュニケータ: スクロールリンクの作成     828
コメント     151
プロパティ     708

コレクションエディタ     183
コレクションエディタによる列の作成     183
コンテキストスクリプト    
[アクティビティ範囲]     1253
ステータス変更(イベント)     1253
パラメータ変更(イベント)     1253
作成     1199, 1201
値変更(イベント)     1253

コンテキストメニュー    
カーブウィンドウ     985

コンテキストメニュー、imcInlineFAMOS    
[ヘルプ]ウィンドウ     1149
エディタ     1148
変数リスト     1148
関数リスト     1149

コンテキストメニュー: [使用可能な波形]     918
コンテキストメニューimcOnlineFAMOS    
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コンテキストメニューimcOnlineFAMOS    
[ヘルプ]ボックス     712
エディタ     711
チャンネルのディレクトリツリー     711
関数のディレクトリツリー     711

コントローラ関数     1466
コントロールコマンド    
トリガ     546

コントロールコマンドを使用するimcOnlineFAMOS    
Comparison operators     687
Control commands     687
Control functions     687
コントロールコマンドの有効化     686

コントロールユニット     393
コントロールユニット(ECU)     352
コンパイラ    
エラーCS0029     1291
エラーCS0234     1291
エラーCS0525     1291
エラーCS1729     1291

コンパクトフラッシュ     577
コンパレータコンディショニング    
インクリメンタルエンコーダ     203

コンポーネント    
製品構成     35

サードパーティデバイススクリプト     1263
サービス     13
サイズ    
メッセージボックスを表示     1480

サウンドの切り取り: サウンド出力     981
サウンド出力     969, 979
サウンド出力: サウンドの切り取り     981
サウンド出力: ツールバー     979
サブネット     274
サブネットマスク     269
サンプリングと事前処理([Setup]ページ)     159
サンプリングレート     159
サンプリング周波数     159
サンプリング時間、長い     729
サンプルカウント     159
サンプルの遅延     738
シーケンサ     1102
[ダイアログの表示]     1108
Else     1119
For     1116
If     1119
imcFAMOS     1113
Switch-Case     1119
While     1118
イベント処理     1097
メッセージボックスを表示     1104

ユーザ定義のイベント     1100
出力ボックス     1104
条件付きブランチ     1116
起動     1097

シーケンサ: [コマンド]ツールウィンドウ     1091
シーケンサ: コンテキストメニュー     1094
シーケンス: 永続ループカウント     1033
シーケンステーブル     1092
シーケンスビュー     1048
シード/キー     398
シェル拡張     579, 734
システムの前提条件と制限事項    

imcInlineFAMOS     1143
Monitor     1134

システム出力の設定     697
システム要件    

imcOnlineFAMOS Professional     683
PCへの推奨構成     1552
PCへの最低必要条件     1552
Windows     20, 1552
オペレーティングシステム     20, 1552
ストレージ     20, 1552
ハードドライブ     20, 1552

シャント較正     167
シリアルインターフェース     1289
シンボル数(0 = 全てのサンプル)     832
ズーム     971
ズーム(カーブウィンドウ)     794
すぐに     143
スクリプト     1199, 1201, 1244
作成     1199, 1201
実行     1244

スクリプトエディタ     1199, 1201
[言語]     1199, 1201

スクリプトオプション     1279
スクリプト範囲     1199, 1201
スクロールモード     728, 951
オンラインモードの終了     951
カーブウィンドウ     951

スケーリング     736
インクリメンタルエンコーダ     202

スケーリング(線)     940
スケーリング: x軸     924
スケーリング済み    
ポイント     153

スケールの変更     969
スタートページ     36
ステータス     151
ステップ     1065, 1073, 1082
ストレージ    
システム要件     20, 1552
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ストレージメディア    
CFast     578
CFカード     577
ExpressCard     577
FAT16/FAT32     582
LED     576
ScanDisk     585
USB     577
コンパクトフラッシュ     577
スロット     576
データ転送     578
ファイルサイズ(最大)     582
ファイルシステム     582
フォルダ数(最大)     585
ボタン     576
ホットプラグ     576
メーカ     585
メモリボリューム     576
制限     585
問題点     583, 585
寿命     585
考えられる問題点     583
障害のあるセクタ     585

ストレージメディアのスワップ     575
スパイク     731
スプライン(カーブウィンドウ)     804
スプラッシュ画面     36
すべての測定の破棄を許可     1489
スムージング(カーブウィンドウ)     804
スリープ(LIN)     485
スレーブポインタ: リセット     855
スレーブポインタのリセット...     827
セキュリティ警告     38
セミコロン     1331
ゼロパルス     204
センサ     113
エクスポート     77

センサ(メニュー)    
<< (上のレベル)     115
>> (インデント)     115
imcSENSORSに追加     115
imcSENSORSを開く     115
フィルタリストの非表示     115
フィルタをインポート     115
フィルタを削除     115
新しい特性カーブを作成     115
検索     115
標準レイアウト     115
特性カーブを削除     115
特性カーブを編集     115

センサTEDS     173

センサデータのインポート     118
センサデータベース    
センサデータのインポート     118

センサデータベースでのセンサ情報の採用     119
センサに接続     175
センサの初期化     355, 390
センサ情報    
チャンネルへの書き込み     114

センサ情報の書き込み     176
センサ情報の読み込み     174
センサ遅延時間(CANメッセージ)     371
センスなしのケーブル補償     169
その他    
メニュー(カーブウィンドウ)     975
メニューとツールバー     975

その他: 線     940
ソフトウェア    
アンインストール     21
インストール     21
更新     21

ターゲット    
トリガ     539

ターミネータ    
CAN     347

ダイアログとしてPanelページを表示     1498
ダイアログとしてのPanelページ     1498
ダイアログ応答     1242
タイプ     1055
タイプライブラリスクリプト     1258
作成     1199, 1201

タイマによる開始     587
FAQ     739

タイマ関数     1065, 1078, 1082, 1460
タイムアウトのアクション    
メッセージボックスを表示     1480

タイムスタンプ     1303
タイムスタンプAscii      852
タイムスタンプ付け    
フィールドバス     309

タイムゾーン     587, 599
タイムトラック     1063
タイムベース    

imcOnlineFAMOS     700
ダウンロード     87
タスク     1065, 1073, 1078, 1082
タブを表示     998
チャンネル     149, 1051

Scriptingを介したアクセス     1225
チャンネルアクション    

Scriptingを介した実行     1266
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チャンネルオプション    
J1587 - バス     464

チャンネルからのセンサ情報の削除     115
チャンネルのセンサ情報をリセット     175
チャンネルのファイル名     550
チャンネルの付番     109
チャンネルの表     149
チャンネルパラメータ    

Scriptingを介した取得/設定     1214, 1266
チャンネルプロパティ    

Scriptingを介した取得/設定     1266
チャンネルへのセンサ情報の書き込み     114
チャンネル再生     1309
チャンネル名     699
チャンネル定義([Setup]ページ)     151
チャンネル情報: カーブウィンドウでの波形の追加     922
チャンネル番号     164
ツインウィンドウ(カーブウィンドウ)     793
ツールウィンドウ     39, 53, 63
[デバイス] / [チャンネル]     1135
ドッキング     65
固定     65
操作     64
浮動表示     65
表示     64
非表示     64

ツールバー     975, 976
ツールバー: サウンド出力     979, 979
ツリー構造    

PCに保存     556
テア     165
ディスクスタート    

Scriptingを介した実行     1209
ディスプレイによる選択     616

ディスプレイ    
[システム]メニュー     614
FAQ     734
GPSコネクタ     107
カーブウィンドウ     622
キーボード     614
コネクタ     107
コンボボックス     619
シャント較正     627
ディスクスタートの選択     616
ディスプレイエディタ     612
ディスプレイタイプの認識     611
ディスプレイのタイプ     107
テキストの選択     619
デモ表示     614
トグルボタン     624
バーメータ     619

バックライト     614
バランス     625
ファームウェアの更新     628
ファンクションキー     623
ブラウズ     623
ページタイマ     614
リフレッシュレート     611
一体型ディスプレイ     610
互換モード     612
値の設定     624
入出力コントロール     618
入力コントロール     618
出力コントロール     618
固定テキスト     617
外部ディスプレイ     610
折れ線グラフ     622
押しボタン     624
時間     617
概要     611
終了     614
表示モード     614
表示変数     611

ディスプレイ-GPSコネクタ     107
ディスプレイエディタ     612
ページの削除     613
ページを追加     613
構成のインポート     613
構成のエクスポート     613

ディスプレイエディタのメニュー    
[その他]     614
オブジェクト     613
デバイス     614
ファイル     613
編集     613

ディスプレイエディタの操作     612
ディスプレイタイプ    
認識     611

ディスプレイによるtare     625
ディスプレイによるシャント較正     627
ディスプレイによるバランス     625
ディスプレイによるブリッジ     625
ティック: 小     924
ディレクトリ構造     563
データオーバーフロー     553, 554, 565, 583, 728, 728, 733

SysLogファイル     583
ストレージメディア     583
バッファサイズ     554, 554
バッファ期間     553
内蔵(リムーバブル)ハードドライブ     554
回避     584

データオーバーフローの回避     584
データからの特定部分     952



© 2017 imcMeﾟsystemeGmbH imcSTUDIO 5.0 - Manual , Doc. Rev.: 3.3 -  2017-04-26

Index1598

データキャリアへのアクセス     575
データストリーム     549
データタイプ    

16ビット整数     159
24ビットモード     159
Float (24ビットモード)     159
メモリ要件     567

データのエクスポートを許可     1489
データの比較     542
データの視覚的な比較     542
データフォーマット    
CANバス     355
J1587 - バス     462

データベースのインポート    
J1587 - バス     460

データベースの変換     22
データレート     584
減少     728

データ保存     563
データ保存アシスタント     1487

imcFormatConverter     1488
Setupページ     1488
エクスポートフォルダの選択を許可     1489
すべての測定の破棄を許可     1489
データのエクスポートを許可     1489
デフォルトのパス     1489
デフォルトのボタン     1489
パラメータセット     1488
元のファイルを削除     1489
測定コメント     1488
測定の削除     1489
測定の設定をエクスポート     1489
測定を破棄     1489
破棄を確認するプロンプトを表示     1489

データ保存の中断     570
データ保存の再開     570
データ転送     579, 1305
FTPアクセス     581
LINバス     471
ストレージメディア     578

テーブル(カーブウィンドウ)     851
テーブル表示     851
テーブル記述     198
インポート     77
エクスポート     77
保存     76

テキスト    
メッセージボックスを表示     1480

テキスト表示     851
デジタル     537
デジタルイベント    

[Signal = 0]     537
[Signal = 1]     537
信号の変化: 0 -> 1     537
信号の変化: 1 -> 0     537

デジタルチャンネル     149
デジタルビット    
トリガターゲット     539

デジタル信号のイベント     537
デジタル入力/出力(ビットとポート)     149
デジタル出力    
トリガターゲット     539

デバイス    
Third Party Deviceへの追加     1302
パラメータ(Scripting)     1209, 1263
プロパティ     105
プロパティ(Scripting)     1209, 1263
接続     38, 265, 266
追加     265, 268

デバイスアクション    
Scriptingを介した実行     1239, 1263

デバイスインターフェース     276
デバイスが前回正しくシャットダウンされませんでした     87
デバイスが既知     130
デバイスが見つからない     270
デバイスグループ     83, 305
デバイスのターミネータ    
CAN     359

デバイスのリスト     265, 268
デバイスの同期に関するFAQ     604
デバイスの接続     265, 266
デバイスの検索     90
デバイスの概要     83, 305
デバイスの構成     105
デバイスの追加     265, 268
デバイスの追加([新規])     579
デバイスの選択     130
デバイスパラメータ    

Scriptingを介した取得/設定     1263
デバイスプロパティ    

Scriptingを介した取得/設定     1263
デバイスリスト     265, 268
デバイスを既知にする     130
デバイス固有のESI    
EtherCAT-IF     425

デバイス情報    
インターフェース構成     276

デバッグ    
Scripting     1207
ブレークポイント     1207

デフォルトとして設定    
カーブウィンドウ     959
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デフォルトのパス    
エクスポート用     1489

デフォルトのボタン    
データ保存アシスタント     1489

デフォルトの設定    
FTPを使用してのみ可能です     639

デフォルトプリンタ(カーブウィンドウ)     791
デフォルト値     99, 1055
[グループ名]     99
[デフォルト値]     99
[パラメータ]     99
[パラメータID]     99
[列挙子クラス]     99
[行範囲]     99
[要素タイプ]     99
[適用条件]     99

デモ: インストールタイプ     28
デルタ結線     721
ドキュメント     19
ドキュメント(Setupページ)     137
ドッキング    
ツールウィンドウ     65

ドッキング(Widgets)    
フィル     773
フリー     773
上     773
下     773
右     773
左     773

ドメイン     269
ドラッグアンドドロップ    
カーブウィンドウ     986

ドラッグアンドドロップ(シーケンサ)     1095
トラブルシューティング     739, 740
トリガ     739

imcOnlineFAMOSの仮想チャンネル     545
イベント制御デジタル出力     548
フォアグラウンド測定     547
定義     534
複数トリガ     542
複数トリガの信号     729

トリガイベント     535
トリガイベントを別ーのファイルに保存する     564
トリガイベント前の表示     546
トリガのリリース回数     542
トリガマシン     534
トリガマシンの構造     534
トリガを使用しない    
バックグラウンド測定     547

トリガを使用しない測定     533
ナビゲーションのステップサイズ(DataBrowser)     755

ナビゲーションバー     1004
ナビゲーションバー: 軸     987
ナビゲーションペイン     39, 63
ナビゲーションモード(DataBrowser)    
イベント上     755
デフォルト     755
測定およびイベント上     755
測定上     755

ナビゲータ     1015
ヌルモデムケーブル    
ハードウェアハンドシェークをサポートしないヌルモデム     298
ハードウェアハンドシェークをサポートするヌルモデム     297
作成     297

ネットビット     149, 150, 150
ネットワーク     734
ファイアウォール     38

ネットワークでの登録     295
ネットワークドライブ     561
ネットワークの最適化     302
ネットワークビット    

imcMessaging     640
ネットワーク名(デバイスホスト名)     274
ノイズ(カーブウィンドウ)     804
バージョン    

GetSoftwareVersionによるバージョンの取得     660
バージョン情報     42
パースペクティブ: 3D     947
ハードウェアハンドシェーク     297, 298
ハードドライブ     83, 305, 575
システム要件     20, 1552

バーメータ     855
ハイパス(カーブウィンドウ)     804
パスワード    

MVBバス     488
バッファサイズ     554, 554
バッファ時間    
増加     728

バッファ期間     553, 554
パネル全画面モード     748, 749
パラメータ    
チャンネル( Scripting)     1266
デバイス(Scripting)     1263
ワークスペースを参照     1476
試験設定( Scripting)     1272

パラメータセットインポート列     197
パラメータセット列     193
インポート     77
エクスポート     77

バランス     165
バランスアクション    

Scriptingを介した実行     1266
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パルス時間     206
ハンドターミナル    

Typ     107
ピーク     731
ピーク(カーブウィンドウ)     802
ピークホールド     848
ビープ音出力     697
ヒストグラム保存間隔     163
ヒストグラム表示の更新間隔     163
ビットマップオプション    
J1587 - バス     465

ビデオ     1183
[インポート]     1191
[エクスポート]     1191
[ロード]     1191

ビデオ-PC    
ビデオ-PCへのVNC接続     1194
ビデオ-PCへのWindowsリモート接続     1194

ビデオ-Widget    
オンスクリーン表示(OSD)     1186

ビデオカメラ    
[検索]     1183
デバイスの検索     1183

ビデオプレビュー     1183
ビデオ圧縮     1193
ビデオ技術仕様    
サポートされているカメラ     1569
フレームグラバ     1571
仕様     1191, 1567
圧縮     1571
注記     1191, 1567

ビデオ設定    
Panel ページを使用した変更     1186

ビュー     53
[保存]     76
[名前を付けて保存]     76
ロード     76, 77
保存     76
削除     76, 77
復元     76, 77

ビュー、メタデータ列、センサなどのエクスポート     77
ビュー、メタデータ列などのインポート     77
ビュー、メタ列、センサなど     77
ビュー設定のエクスポート/インポート     77
ビュー設定の保存/ロード    
ウィンドウ配置     76
テーブル記述     76
パラメータセット列     76
メタデータ列     76
他の列     76
列記述     76

ヒント    
長いサンプリング周波数の回避     729

ピン構成    
CAN     346
FlexRay     439
LIN     469

ファームウェアの更新    
Logbook     133
ディスプレイ     628

ファイアウォール     270
セキュリティ警告     38

ファイル    
メニュー(カーブウィンドウ)     786

ファイルサイズ(最大)     582
ファイルシステム     584
ファイルシステムFAT16/FAT32     582
ファイルの拡張子     743
ファイルフォーマット    
[idb2]     313
CANAlyse-MDF     552
idb     313
imcFAMOS     552
Windowsビデオファイル(AVI)     1191

ファイルヘッダ     567
ファンクションキーの表示     623
フィールドバス    
[サンプリング     307
アナログ入力     149, 161
タイムスタンプ付け     309
デジタル入力/出力     161
デジタル入力/出力(ビットとポート)     149
全般的な注意事項     306
操作方法     306

フィールドバスとアナログのチャンネルの間の時間分解能     306
フィールドバスのチャンネル    

GPS     531
フィルタデジタル    
制限     731

フィルタリング(カーブウィンドウ)     804
フィルタ係数     710
フォーマッティング     582, 584
フォーマットコンバータ     1495
フォーマットマーカ     815
フォルダ数(最大)    
ストレージメディア     585

フォント     969
フォント選択モード     969
プラグイン     39
バージョン情報     42
情報     42

ブランチ     1065, 1073, 1082
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プリセット    
カーブウィンドウ     959

プリセットとして    
カーブウィンドウ     959

ブリッジ     165
ブリッジのパラメータ化     735
ブリッジ供給     164
ブリッジ供給(オン/オフ)     164
ブリッジ係数N     155
ブリッジ抵抗     152
プリトリガ     544
定義     534

プリンタ    
設定(カーブウィンドウ)     791

プリンタ設定     960
ブレークポイント    

Scripting     1207
ブレーク条件     1030
プレースホルダ     1526
CONTROL     1528
DATABASE/DATABASES     1529
EXPERIMENT/EXPERIMENTS     1531
PAGE     1534
PANEL     1534
PROJECT/PROJECTS     1534
SELCONTROL     1535
SETUP     1536
SYSTEM     1537
VARS     1537

プレースホルダのフォーマッティング    
PAGE.NUMBER     1538
PANEL.PAGECOUNT     1538
SYSTEM.DATE     1538
SYSTEM.TIME     1539
VALUE     1540

フレーム(MVB)     500
フレームFlexRay    
プロパティ     444

フレームトリガFlexRay     445
プロパティ     445

ブレのある表示     43, 727
プログラムエディタ     1048
プログラムビュー     1048
プロシージャ     1065, 1073, 1078, 1082
プロジェクト     51, 78
[インポート]     51
[エクスポート]     51
[削除]     51
新しい     51

プロセスベクトル     687
バックアップファイル     689

プロセスベクトルバックアップファイル     689
プロセスベクトルバックアップファイルの削除     689
プロセスベクトル変数     149, 150
モニタチャンネル     688
作成     701
名前     688
回復     689
更新レート     690
無効化     687

プロセスベクトル変数による送信チャンネル     370
プロセスベクトル変数の保存     689
プロセスベクトル変数の回復     689
プロセスベクトル変数の無効化     687
プロセス構成     85
プロセッサの高負荷     727
ブロックエディタ     1062
ブロックのコメント     700
プロトコルおよび信号チャンネル名(MVB)     499
プロトコル表示     851
プロパティ    
デバイス     105

ページ    
リポジトリ     761
ワークスペースを参照     1476

ヘルプ     19
ポイント     159
ポート     270
ホームページ     36
ボーレート     292
ホスト     270
ホスト名(DHCP)     274
ボタン    
ストレージメディアスロット     576

ボックスプロット     892
ホットプラグ    
FTPアクセス     581
ストレージメディア     576

ホットライン     13
マーカ(カーブウィンドウ)     810
[テキスト]     815
[位置]     815
[削除]     815
[接続線]     815
[精度]     815
その他の機能     820
デフォルト     815
プレースホルダ     815
全てのマーカを削除     820
全ての線にマーカ     820
全ての線を選択     820
新規の線     812
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マーカ(カーブウィンドウ)     810
最小/最大でのマーカ     820
移動     814
設定     811

マーカの移動: カーブウィンドウ     814
マーカの設定: カーブウィンドウ     811
マーカ精度     815
マウス操作    
ドラッグアンドドロップ     986

マスタ送信リスト    
Aktivate     522
Deaktivate     522

マッピング     214
EtherCAT-IF     424
コネクタおよびデバイスのシリアル番号に従ってチャンネルをインポ
ート     214
コネクタに従ってチャンネルをインポート     214
全てのチャンネルおよび設定をエクスポート     214
全てのチャンネルをエクスポート     214
名前でマッピングをインポート     214

マッピングありの構成EtherCAT-IF     421
マッピングなしの構成EtherCAT-IF     420
マップ     899
マップ(インターネットから)     905
マップとカーブウィンドウ     903
マップの適応     900
マッププロバイダ     906
マップモード     900
マップ座標の編集/移動/調整     899
マルチイベント     729
マルチセクションメッセージ     457
マルチメータ     848
メインウィンドウ     39, 1015, 1048
メールサーバ     648
メタデータ     51
メタデータのタイプ    
[ディレクトリ]     191
[ドキュメント]     191
[リストのテキスト]     191
[単一行テキスト]     191
[日付]     191
[時間]     191
[画像]     191
[複数行テキスト]     191
[論理値]     191

メタデータ列     191
インポート     77
エクスポート     77

メタファイル: カーブウィンドウの転送     825
メッセージ    
同期化     371

メッセージボックスを表示    
OK     1480
キャンセル     1480
サイズ     1480
タイムアウトのアクション     1480
テキスト     1480
名前     1480
見出し     1480
間隔(タイムアウト)     1480
音声     1480

メッセージ型    
FAX     630
電子メール     630

メニュー    
FlexRay     440
オプション(カーブウィンドウ)     960
その他(カーブウィンドウ)     975
ファイル(カーブウィンドウ)     786
構成(カーブウィンドウ)     831
編集(カーブウィンドウ)     793

メニュー: 適応     976
メニューアクション    

Scriptingを介した実行     1239
メニューとツールバー     975
メモリカード     83, 305
メモリボリューム     576
モード     152, 155
モジュール     150
アドレス     109
プロパティ     109
交換     109
取り外し     109

モジュールアドレス    
再割り当て     109
手動割り当て     109

モジュールのプロパティ     109
モジュールの付番     109, 150
モデム     289, 290

PPPクライアントとしてのPC     295
ヌルモデムケーブル     297, 297, 298
プロシージャ     301
切断     298
接続     298

モデム経由    
の電子メール     650

モニタ     998
PROFIBUS     510
アナログ入力     149
インクリメンタルエンコーダ入力     149
デジタル入力/出力(ビットとポート)     149

モニタチャンネル     149, 546
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モニタチャンネル     149, 546
CAN     366
ECU     366

ユーザ    
ログオフ     73
ログオン     73
切り替え     73
削除     70
追加     70

ユーザアカウント制御     24
ユーザグループ     68, 70, 75

imc上級ユーザ     68, 70
imc標準ユーザ     68, 70
imc管理者     68, 70
imc開発者     68, 70

ユーザタイプ    
Active Directoryドメインのアカウントまたはグループ     70
imcSTUDIO内部ユーザ     70
ローカルコンピュータのアカウントまたはグループ     70

ユーザタイムアウト     1047
ユーザ定義: インストールタイプ     29
ユーザ定義の変数     1073
ユーザ定義の変数(自動化)    
タイプ     1055
デフォルト値     1055
名前     1055
永続     1055

ユーザ定義の測定フォルダ構造     571
ユーザ定義の測定保存領域    
FAQ     574

ユーザ定義の測定結果保存パス     571
ユーザ定義の特性カーブ     113
作成     116

ユーザ定義変数     1541
Scriptingを介したアクセス     1225

ユーザ管理     40, 68, 70
ユーザアクセス権     75
ログオン     73
有効化     70
無効化     70
開始動作     72

ライセンス     35
ライセンス可能なプラグイン     35
ライセンス契約     14
ラジオクロック     144
ラジオモデム     299
ラべリング    
線     938

ランク     1051
リアルタイム     1073
リアルタイムクロック     587

リサージュ図形:カーブウィンドウ     891
リセット    
変数の設定     1521

リセット: スレーブポインタ     855
リポジトリ     1015, 1082

Panel     761
Panelページ     761
Widget     761
ページ     761

リボン     53
カスタマイズ     54

リボンMonitor    
[デバイス検索]     1134
[保存の有効化]     1134
[保存の無効化]     1134

リリース     539
リンク     969
リング(循環)バッファへの保存     550
リングバッファ     555, 733
リングバッファメモリ     728, 728
ルータ     269, 280
ルータ経由のTCP/IP、PPP     280
ルートディレクトリの設定     761
ループ     1032, 1065
FORループ     1472
WHILEループ     1472

ループ: DoWhile     1032
ループ: While     1032
ループ: カウンティングループ     1032
レイアウト     53, 54
カスタマイズ     54
ツールウィンドウ     54
リセット     54
ワークスペースを参照     1476

レイアウトリポジトリ    
インポート     77
エクスポート     77

レイアウト一式    
インポート     77
エクスポート     77

レシーバ    
GPS     690

レベル-トリガイベントタイプ    
[信号 < レベル]     536
[信号 > レベル]     536
正の傾き     536
負の傾き     536

レポートジェネレータ     790
レポートチャンネル    

Scriptingを介したアクセス     1225
レポートチャンネルのテキスト入力     987
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ローカルのチャンネル     696
ローカルの単一値     696
ローカルの変数     696
ローカル時間     587
ロード    
ビュー     76

ロードダイアログ(カーブウィンドウ)     787
ローパス(カーブウィンドウ)     804
ログオフ    
ユーザのログオフ     73

ログオン    
匿名ユーザ     73
登録済みユーザ     73

ログチャンネル     362
ログブック    
[項目]     1231
エクスポート     1231
スクリプトによるアクセス     1231

ログブックビューア    
コマンドで開く     1481

ロゼット(歪みゲージ)     118
ワークスペースを参照    
パラメータ     1476
ページ     1476
レイアウト     1476

一体型ディスプレイ     610
一般条件     13
上限値     1051
下限値     1051
不安定なフィルタ関数     1365
不完全な測定ファイルを表示しない     566
不確定性(表示)     940
不等号演算子     1329
中断のタイミング     365
乗算     1328
事前設定     832
事前設定: オプション     968
交通信号     1078
他のデバイスとの同期    
外部タイマなし     592

他のデバイスへ実験を転送     223
他の列     183
インポート     77
エクスポート     77
パラメータセットインポート列     197
パラメータセット列     193
メタデータ列     191
保存     76
結合列     185

代替IPおよびFWの更新     274
以上演算子     1331

以下演算子     1330
仮想チャンネル     149, 695
トリガ     717
プロパティ     708

仮想チャンネルおよびトリガマシン     717
仮想チャンネルのプロパティ    

Delta-x     708
Delta-z     708
Xオフセット     708
x単位     708
y単位     708
Zオフセット     708
z単位     708
コメント     708
名前     708

仮想デバイス     1309
仮想ビット     149, 150
トリガターゲット     539

仮想ビットのイベント     537
伸張モード    
カーブウィンドウ     951

位相オフセットの補正    
同期     591

低速CANバス     346
例外     1060
例外およびエラーイベント     1030
例外ハンドラ     1082
供給     152
係数     153
係数-オフセットスケーリング     153
保存     1209
クラスタサイズ     568
データタイプ     567
デバイスでのデータ処理と保存     553
ビュー     76
有効化     1134
無効化     1134

保存オプション     550
保存場所(PC)     555
保存済み測定データの表示     575
保存間隔     559, 560
[ストレージメディア]     559
ヒストグラム     163

保証     13
信号(MVB)     501
信号FlexRay    
プロパティ     446

信号の再処理(カーブウィンドウ)     802
信号の変化: 0 -> 1     537
信号の変化: 1 -> 0     537
信号内のパルススパイク     731
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値の変更     827
値の設定    
ディスプレイ     624

停電     107
停電後の取得時間(s)     107
優先試験設定テンプレート     52
元に戻す     969
元に戻す(カーブウィンドウ)     802
元のファイルを削除     1489
入力    
EtherCAT-IF     422

入力範囲     152, 153, 155, 537, 736
全てのチャンネルおよび設定をエクスポート    
マッピング     214

全てのチャンネルをエクスポート    
マッピング     214

全画面     998
imcSTUDIO起動時に自動的に     40
起動     998

全画面モード    
パネル     748, 749

全画面モードで起動     998
内部ストレージメディア     575
再ズーム     971
再構成     87
凡例(線)     939
出力範囲     537
分岐     1078
切断     86

PPP     298
列ID    
CurrentValueDisplay     164
eBridgeSupplyOnOffAction     164
eEnumeratedChannelNumber     164
ePlugInName     163

列挙されるチャンネル番号     164
列挙子クラス     222
列記述    
インポート     77
エクスポート     77
保存     76

初期アクション     1030
初期化    
CANバス     355
センサ     355

初期化(初期アクション)     1030
初期化スクリプト     292
制御     1078
制約FlexRay     438
制限    
ストレージメディア     585

制限MVBバス     488
制限値監視    
イベントタイプ     1051
エラー/例外     1051
チャンネル     1051
ランク     1051
上限値     1051
下限値     1051
期間     1051
無効     1051

削除    
ビュー     76
変数の設定     1521

前回のダイアログの応答の評価    
If     1476
Switch     1476
WHILEループ     1476

前提条件    
EtherCAT-IF     415

割り当て     161
加算     1327
加速度計(3軸)     118
匿名ユーザ    
ロギングの禁止     70
ロギングの許可     70

単一値     696
単一値: ウィンドウ     850
単位     153, 155
印刷    
カーブウィンドウ     790

印刷プレビュー     974
参考文献および標準     438, 488, 526
反復計算     1073
反応時間     1166
取得時間    

UPS     107
取得済み    
ポイント     153

受信の中断     144
同期     586, 587, 738

imc CRONOS PC     609
Scriptingを介した取得/設定     1263
フィールドバスのチャンネル     306
マスタ/スレーブ構成     592
個ーのデバイス     595
制御     606
制約     610
精度     609

同期スタート     146
同期スタートの場合の表示    
カーブウィンドウ     604
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同期スタートの場合の表示    
絶対時間     604

同期タスク     692, 1048
同期の再確立-自動     608
同期の制御     606
同期信号の分離     609
同期化    
CAN-1プロトコル     361
CANバス     361
imc CANSAS     361

同期性     738
同期状態の制御 - PC     607
名前     151
プロパティ     708
メッセージボックスを表示     1480
ユーザ定義の変数     1055

名前でマッピングをインポート    
マッピング     214

名前を付けて現在の測定データを保存     570
オプション     570

周期     956
周期の比較     952, 956
周波数     207
周波数帯: 1/3オクターブ表示     884
周波数誤差    
同期     591

品質管理     13
問題点    
ストレージメディア     583, 585

回復    
プロセスベクトル変数     689

回転     950
回転:     950
固定    
ツールウィンドウ     65

固定小数点     848
基本オプション    
J1587 - バス     467

基礎診断     1165
境界(カーブウィンドウ)     807
境界区間(カーブウィンドウ)     807
増分カウンターがゼロならない     734
変数    

imcMessaging     640
Scriptingを介したアクセス     1225, 1246
UDPステータスモニタリング     640
UDPノイズ     640

変数のインポート     1519
エラーを警告として扱う     1520
すべてをインポート     1520
ダイアログの表示     1520

ファイルオプション     1519
ファイルフォーマット     1520
ファイルを追加     1519
ファイル要素を追加     1519
フォルダ     1519
変数リスト     1520
変数名     1520
目標変数名     1520

変数のエクスポート     1518
allとして保存する     1518
エラーを警告として扱う     1519
ファイルオプション     1518
ファイルオプションの表示     1519
ファイルフォーマット     1518
ファイルフォーマットごとに1つのファイルに保存     1518
ファイル名     1518
フォルダ     1518
マッピング命令     1518
変数     1518
変数オプションの表示     1519
変数リスト     1518
変数を追加     1518
変数名     1518
既存のファイルを常に上書き     1519
測定     1518
測定名     1518

変数のロード     1519
エラーを警告として扱う     1520
カテゴリオプション     1519
すべてをロード     1520
ダイアログの表示     1520
ファイルオプション     1519
ファイルフォーマット     1520
ファイルを追加     1519
ファイル要素を追加     1519
フォルダ     1519
別のカテゴリを使用     1519
変数リスト     1520
変数名     1520
目標変数名     1520

変数の削除     1520
エラーを警告として扱う     1521
ダイアログの表示     1521
変数リスト     1520
変数名     1520

変数の設定    
リセット     1521
削除     1521

変更されたメッセージクロックレート     382
変更に対する保護     998
変更を適用    
カーブウィンドウ     959
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変更要求     14
夏時間     587
外部ディスプレイ     610
外部電源の状態     687
大なり演算子     1330
安全性に関する注意    
CANバス     347

完全なレイアウト     198
定義FlexRay     437
定義MVBバス     487
定義XCP    
CCP     526
XCP     526
XCPoE     526

定義した時間     144
寸法線     813
小ティック     924
小なり演算子     1330
局所制限     1030
履歴     969
工場較正     165
差動測定プロシージャ     202
式内のチャンネルのタイムベース     700
強度に基づく線の色     910
弾性係数E     155
後からマップモードを有効にする     902
後判定ループ     1032
復元    
ビュー     76

循環バッファ動作     560
必要なシステムコンポーネント    
インストール     29

必要に応じた自動ロード     754
必要条件MVBバス     488
必要条件RoaDyn     515
必要条件XCP     526
情報     65
意図的な保存     569
感度     153
戻る     827
技術データシート    

Automation     1560
BusDecoder     1565
DataProcessing     1563
imcInlineFAMOS     1564
imcSTUDIO     1550
Monitor     1571
Panel     1557
Powertrain Monitoring     1566
PowerQuality     1565

ProjectManagement     1566
Scripting     1561
Sequencer     1559
Setup     1552
ThirdPartyDevice Interface     1562
Video     1567

技術仕様    
imcMessaging     647

抵抗     155
押しボタン     1078
拡張+フォーマット    
CAN     359

拡張フォーマット    
CAN     359

指定データフォルダ     563
接続     86, 827

PPP     298
デバイス     38

接続: 断面と3D     828
接続および回路    

LINバス     469
接続されたセンサ     113
接続ステータス    

Scriptingを介した取得/設定     1263
操作     1059
数のトリム(スクロールの際に有効)     832
数値: [表示]     848
数値変数のフォーマット    

imcMessaging     642
UDPステータスモニタリング     642
UDPノイズ     642

数行でコメントする     700
数量     542
断面: 線     942
断面と3D: 接続     828
新しいセンサの作成     116
新しいデバイス構成    
インターフェース構成     276

日、時間、分: 相対     929
日付(フォーマット)    

imcMessaging     643
UDPステータスモニタリング     643
UDPノイズ     643

時間オフセット     144
時間カウンタ    

GPS     690
時間スタート     144
同期スタート     146
開始オプション     143

時間測定     200, 205
更新    
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更新    
アプリケーションのバックアップの設定(imcSTUDIO 3.x)     23
カーブウィンドウ     727
データベース     22
ビュー設定のバックアップ     23
ビュー設定の復元     23

更新レート    
プロセスベクトル変数の     690

最大入力範囲    
INCチャンネル     202

最大存続時間     538
最大遅延(ms)     969
最小長さ    
[パスワード]     70
[ユーザ名]     70

最後の間隔の数     560
有効    
ECU-Protokolle     108, 109
imcCANSAS     108, 109
imcOnlineFAMOS     108, 109, 683
imcOnlineFAMOS Professional     108, 109
imcSTUDIO Monitor     108, 109
Online-Klassierung     108, 109
Online-Ordnungsanalyse     108, 109

期間     159, 1051
期間の比較     832
条件(ブレーク条件)     1030
構成    
FAX     639
メニュー(カーブウィンドウ)     831
電子メール     634

構成(カーブウィンドウ)    
ロード     787
保存     789

構成EtherCAT-IF     416, 421
構成のテスト    

LINバス     476
構成ファイル     313
構成例I (マッピングなし)     420
構成例II     420
構文    

UDPステータスモニタリング     645
UDPノイズ     645

構文チェック     694
標準のゲートウェイ     295
標準フォーマット    
CAN     359

標準時間     587
標準表示     832
横歪み係数&nu;     155
機能FlexRay     438

機能MVBバス     488
正の傾き     536
歪みゲージ([Setup]ページ)     155
歪みゲージロゼット     118
水平測定カーソルの有効化     971
永続     1055
永続ループカウント     1033
法     1328
波形の事前選択: カーブウィンドウでのチャンネルの追加     919
浮動小数点表記     848
浮動表示    
ツールウィンドウ     65

減算     1327
測定    

Scriptingを介した開始/停止     1209, 1239
アンロード     754
ロード     754
ロード中...     754
定義     556
必要に応じた自動ロード     754

測定(カーブウィンドウ)    
1/dx (周波数)     797
dx     797
xl      797
xr     797
xr/xl      797
yl     797
yr     797
yr/yl     797
yr-yl     797
ディケード当たりの傾き     797
傾き     797

測定ウィンドウ    
コンテキストメニュー     799

測定カーソル(カーブウィンドウ)     796
測定が無期限の場合に警告    
試験設定を開く/測定の開始     1493

測定コメント    
データ保存アシスタントについて     1488

測定コンテキストメニュー    
カーブセグメントのエクスポート     799
カーブセグメントの送信...     799
クリップボード     799
チャンネルリスト     799
リストを展開     799
左クリックでマーカを配置     799

測定ステータス    
Scriptingを介した取得     1263

測定データのメモリ要件     567
測定データを保存    
意図的な保存     569
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測定データを保存    
測定後の保存     569

測定の削除    
データ保存アシスタント     1489

測定の自動リスタート     608
測定の設定をエクスポート     1489
測定の開始    

imcSTUDIO起動時に自動的に     40
試験設定を開く/測定の開始     1493

測定フォルダ構造     571
測定フォルダ構造に役立つプレースホルダ    

STORAGE.FOLDERNAME     572
STORAGE.MEASUREMENT     572
VARS.VALUE     572

測定プロセス    
トリガ     546

測定プロセス状態     1450
測定ポイントのサイズ     971
測定モード     159
エンコーダ     157
カーブ     796

測定モード([Setup]ページ)     152
測定を破棄    
データ保存アシスタント     1489

測定後の保存     569
測定準備完了    
インターフェース構成     276

測定番号    
ロック     754
割り当て     754

測定結果保存パス     571
点滅時間     1065, 1073
無効なプロパティが設定されているチャンネル     382
無線LANとWindows 8 / 8.1     283
特定値     1178
特性カーブ    
エクスポート     77
作成     116

特性線     710
特殊文字     699
状態     1030, 1065, 1073, 1078, 1082
状態: If命令     1034
状態: タイムトラック     1063
状態: ブレーク条件     1030
状態: ユーザタイムアウト     1047
状態: 例外およびエラーイベント     1030
状態: 初期アクション     1030
状態: 局所制限     1030
状態の記述     1065, 1073, 1082
状態記述     1078

現在のPC構成    
インターフェース構成     276

現在のデバイス構成    
インターフェース構成     276

現在の値     164
現在の測定データを保存     570
オプション     570

現在到達不能    
インターフェース構成     276

用語集     741
画像またはマップを背景としてインポート     899
矢印キー(カーブウィンドウ内の移動範囲)     987
破棄を確認するプロンプトを表示     1489
空の領域のダブルクリック     971
等値線: 3D     948
等号     848, 1328
等号演算子     1329
算術平均     732
範囲     537, 1304
範囲とスケーリング([Setup]ページ)     153
範囲-トリガイベントタイプ    
入力範囲     537
出力範囲     537
範囲内     537
範囲外     537

範囲内     537
範囲外     537
累積測定     202
終了条件     1065, 1073, 1078, 1082
組み合わせモード     201
結合列     185
結果のサンプリングレート     159
結果のサンプリング時間     159
絶対日付、時間     929
絶対時間    
同期スタートの場合の表示     604

絶縁型熱電対     152
線     935
その他     940
プリンタ/画面:     935
ラべリング     938
断面     942
線     935
線の太さ     935
線の構造     935
線種     935
色     935
記号     935
記号サイズ     935

線シフト     827, 829
線シフトのリセット     829
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編集    
メニュー(カーブウィンドウ)     793
信号(カーブウィンドウ)     802

背景画像     898
自動: インストールタイプ     28
自動サイズ     848
自動時間スタート     144
自動要素     1065, 1082
致命的     65
色スペクトル     865
行列     956
表示    
ツールウィンドウ     64
指針メータ     621

表示: 3D     878
表示: ウォータフォール図     842
表示: カラーマップ     865
表示: バーメータ     855
表示オプション:1/3オクターブ軸     884
表示の更新間隔    
ヒストグラム     163

表示不確定性     940
表示変数     149, 150
表面: 3D     944
補助ファイル    

imcOnlineFAMOSのソースコード     98
シンセサイザディレクトリ構造     98
フィルタデータ     98
メッセージング構成     98
特性カーブ     98

補正     152
製品    
エディション     35
バージョン情報     42
ライセンス     35
情報     42
構成     35

製品の改良     14
製品構成     35
変更     35

複数トリガ     542
メモリ要件     568

複数マスタの同期     599
複数行のコメント     700
要求オプション    
J1587 - バス     465

見出し    
メッセージボックスを表示     1480

角度測定     205
言語のインストール     42
計算(局所制限)     1030

計算された2ポイントスケーリング     737
記録の同期     371
設定    
FlexRay     440
プリンタ(カーブウィンドウ)     791

設定の上書き    
試験設定を開く/測定の開始     1493

設計モード     765
設計方法    

Scriptingを介した(非)アクティブ化     1239
診断チャンネル(P)PID 194     458
診断メッセージ(DM)     362
証明書     13
試験設定     51, 78
[インポート]     51
[エクスポート]     51
[削除]     51
保存     52
名前を付けて保存     52
定義     556
新しい     52

試験設定, 開く    
imcSTUDIO起動時に自動的に     40
特定のimcSTUDIOインストールで     40

試験設定テンプレート     51, 79
[インポート]     51
[エクスポート]     51
優先     52
新しい     51

試験設定パラメータ    
Scriptingを介した取得/設定     1272

試験設定ファイル    
試験設定を開く/測定の開始     1493

試験設定をテンプレートから作成    
新しい     52

試験設定を開く/測定の開始    
イベント     1493
測定が無期限の場合に警告     1493
測定の開始     1493
設定の上書き     1493
試験設定ファイル     1493

詳細構成    
インターフェース構成     276

説明     137
警告     65
負の傾き     536
距離測定     204
転送オプション: FAMOSに転送     973
転送レート    
CAN     348

軸: [Text]     933
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軸: スケーリング     923
軸ナビゲーションバー     987
軸リスト     914
軸リスト内の波形: カーブウィンドウでの波形の追加     920
軸リスト記号     914
軸を固定     827
追加で要求された実行時環境     1552
速度     207
進める     827
適応: ツールバー     976
適応: メニュー     976
適応チャンネル選択: [カーブウィンドウでの波形の追加]     921
選択モード     809
選択済み     130
配線     152
配置    

Widgets     772, 772
配置(Widgets)    
カスケード     772
バックグラウンドへ     771
フォアグラウンドへ     771
上にアラインメント     772
下にアラインメント     772
右にアラインメント     772
左にアラインメント     772

長期測定     728
開始オプション     143
すぐに     143
定義した時間     144
自動時間スタート     144

開始動作     72
開始遅延(ms)     969
開閉かっこ     1331
間隔(タイムアウト)    
メッセージボックスを表示     1480

間隔の標準化     561
関数     159, 1065, 1082
関数のリファレンス    

imcOnlineFAMOS     1327
限定的保証     13
限界値の監視     1082
除算     1328
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