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データシート
ArtemiS SUITE
実稼働振動形状解析モジュール
測定対象物の実稼働振動形状と
時刻歴振動特性分析の為の拡張モジュール

概要
実稼働振動形状 (ODS) 解析モジュールは
実際の測定結果と（最適な）測定点ライブ
ラリーから振動パターンを計算し、定義づけられ
た実稼働条件でアニメーション表示します。
さらに、このモジュールでは時間領域アニメー
ションプロジェクト (TDA) により、構造物の振
動を時刻歴で表示、分析します。

フィーチャー
アプリケーション
・定義された定常状態の実稼働条件に
おける関連振動形状の特定、解析、アニ
メーション化（実稼働振動形状プロジェクト
- ODS）
・テスト対象物の時刻歴振動特性評価
（時間領域アニメーションプロジェクト –
TDA）
・パターンと問題周波数レンジの詳細検知
・指定公差を逸脱した際の通知表示
・シミュレーション結果の検証
・振動形状の比較
ユーザーインターフェース
・すべての制御と俯瞰ができるクリアな全体表
示（コックピット感）
機能
・チャンネル選択
- テーブル形式の測定リスト
- チャンネルの迅速仕分けとフィルター処理
- チャンネルのアクティベートと非アクティベー
ト
・アニメーション（3D & 2D)
- モデルアニメーション中のズーム、回転、
傾斜
- 加速度、速度、振動の個別制御
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・FFT vs 時間/RPM
・分析結果のエクスポート
- AVI、GIF（ビデオ）
- PowerPoint、PDF、画像（PNG,
JPEG, TIFF, GIF）
プロジェクト
・実稼働振動形状プロジェクト (ODS)
- オートスペクトル
・カラーバンドと 2D グラフ上で選択
したすべてのチャンネルの Auto
Spectrum 表示
・問題の周波数とチャンネルを（FFT
分析の為に）スライダーによりグラフ
上で直接選択。
- 追加でデータ収集された空気伝搬
チャンネルの為のグラフ
・FFT vs 時間/RPM/FFT（平均）
- シェイプテーブル
・シェイプの保存
・保存したシェイプの上をマウスクリックし
該当するアニメーションを直接
アクティベート
- MPC値（モーダルフェーズ共線性）
の自動計算

記載内容は変更となる可能性があります。

このモジュールの計算、分析、アニメーション化
は自動で行われる為、ユーザーは即座に評価
を開始することができます。チャンネルや周波数
の選択をマニュアルで行うとアニメーションやその
他の分析結果に直接影響を及ぼしてしまいま
すが、ユーザーが再計算をマニュアルで開始す
る必要はありません。その結果、特性分析が
素早く直感的に実行可能です。
ODS 解析を行う際、個々の形状を Shape
Table に保存することができます。プロジェクト
は自動でMPC 値を同定し、選択したすべての
チャンネルのモーダルフェーズの共線性を評価し
ます。

・時間領域アニメーションプロジェクト（TDA）
- 時刻歴モーションのアニメーション化と分析
- 時間データ（カラーバンドグラフ）
・グラフ上に単一カラーバンドとして時間
信号表示
- 指定チャンネルの FFT vs 時間/RPM
グラフ

プロジェクト（ODS / TDA）
必要なファイル
ODS プロジェクトを実行するには、測定点
ライブラリー（HMPL ファイル）とひとつ以
上の対応している測定ファイル（HDF ファ
イル）が必要です。関連測定点に加え、
測定点ライブラリーはより可視化を促進す
る為に CAD モデルからのモデルポイントを
含めることもできます。モジュールが互換性
をチェックすると即座に分析が開始されます。
TDA プロジェクトを実行するには、各測定
点ライブラリーに対して対応する測定ファイ
ル（.HDF ファイル）をひとつだけ用いるこ
とができます。
操作性コンセプト

ユーザーはデータ評価中にすべての実稼働、分析、アニメーションセクションを常に確認でき
ユーザビリティーに優れています。

このモジュールはクリアで直感的なユーザー
インターフェイスと同時に高レベルの機能性
を兼ね備えています。必要なすべてのセク
ションがインターフェイスに搭載されている為
ユーザーはいつでも分析結果を確認するこ
とが可能です。オートスペクトルのスライダー
やアニメーションのカラーコーディングを用い
てマニュアルで調整を行うことにより現在の
表示に直接の効果を加えることができます。
アニメーションの途中で異なる形状同士を
切替えて表示させることも可能です。
チャンネル選択
チャンネルリストによりユーザーは加速度、
振動速度、変位のチャンネル選択が可能
です。空気伝搬チャンネルが利用可能な
ときは下の別エリアにリストアップされます。

オプションとして、特定のセクションを最大化することができます。

チャンネルと併せて、測定点、チャンネル名、
DOF、サンプリング周波数等の追加情報
がテーブル表示される為、仕分けや選択を
効率的に行うことができます。

チャンネル選択により入力フィールドからチャンネルリストのフィルター処理が可能です。選択されたチャンネ
ルは複数選択によりアクティベート、非アクティベートが可能です。コラムヘディングでの仕分けも可能です。
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記載内容は変更となる可能性があります。

3D または 2D アニメーション
時刻歴データをアニメーション化する際に、
振動が測定点により簡単に直感的に特定さ
れます。データの可視化の方法については複
数の選択肢があります。例としてモーションと
色の組合わせて、振動に対応してアニメーシ
ョン中表示方法の変更ができます。これによ
り、興味のあるパターンや移動経路が素早く
特定できます。
アニメーション中にユーザーは以下の選択が
可能です。
- 振動形状を素早く正確に観察する為
に測定点の位置のみをアニメーション
化する。
- 公差が外れた際に即座に検知する為に
色のみをアニメーション化する。

ODS プロジェクトを実行し、すべてのアニメーションをアクティベートし一斉に稼働させたり、グループごと
に稼働させることが可能です。

- 測定点の位置と色を両方ともアニメーシ
ョン化する。
興味のある領域をハイライトする為に、
Trace Tool が利用可能です。アニメーション
中に Trace Tool は各測定ポイントの動き
をフェーディングトレースの形で可視化します。
これにより動きの経路を可視化できます。

実稼働振動形状プロジェクト
（ODS）
実稼働振動形状プロジェクトは定義された
テスト対象物の定常状態の実稼働条件に
おける振動パターンの分析ツールです。
特別機能

形状の振動は左側に動作スケール、右側にカラースケールを用いて調整することができます。
アニメーション速度はループ長の入力フィールドで調整できます。

・編集モード
ユーザーは分析エリアでレイアウトをカスタマ
イズでき、任意のコンテンツを同時に最大
16 まで表示させることができます。
・シェイプテーブル
シェイプテーブルは興味ある形状を保存して
比較する為に用います。
個々のシェイプに対して MPC 値とそれに対
応する周波数が表示されます。MPC 値は
すべてのチャンネルのモーダルフェーズの共線
性の評価ができる為重要です。
ワンクリックでユーザーは複数のシェイプ間を切
替えることができ、異なるシェイプを即座にアニ
メーション化して比較するのに効果的です。

ODS プロジェクトは最大 16 のアニメーション、グラフ、シェイプテーブルを同時表示可能です。
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記載内容は変更となる可能性があります。

・カラーバンドグラフのオートスペクトル
カラーバンドグラフはチャンネル選択でアクティベ
ートされているすべてのチャンネルのオートスペク
トルをひとつずつ縦に表示します。興味のある
パターンと周波数を一目で素早く特定すること
ができます。
・2D グラフのオートスペクトル
2D オートスペクトルはクリティカルな
または興味のある周波数を特定する為に
ピークを検知するのが主な目的です。
・3D グラフの FFT vs 時間/RPM
データ収集した信号をより詳細に可視化
する為に、選択した入力チャンネルに対して
3D グラフの FFT vs 時間が利用可能です。
HDF ファイルが RPM または エンコーデッド
チャンネルを最低ひとつ含む場合、FFT vs
RPM 分析を代わりに利用することができます。

各シェイプの MPC 指標がすべてのチャンネルのモーダルフェーズの共線性を評価します。チャンネル間の
位相差が小さいかまたは、180°回転が最大 1 のよい値になります。位相差が大きいほどこの値は
0 に近づきます。

・追加でデータ収集した空気伝搬チャンネル
の分析グラフ
- FFT（平均）
この 2D グラフは Channel Selection で
アクティベートされているすべての空気伝搬
チャンネルの平均 FFT スペクトルを表示しま
す。
- FFT vs 時間/RPM
Channel Selection で選択されている最
初の空気伝搬チャンネルが 3D グラフ表示
されます。しかしながら、他の空気伝搬チャン
ネルもコンテクストメニューから選択可能です。
或いは、 FFT vs RPM も利用可能です。
両方のオートスペクトルにおいて、ユーザーはスライダーで周波数を直感的に選択します。
アニメーションはすべてのアクティブチャンネルの選択された周波数を表示します。

オートスペクトルと同様に、2Dグラフ(空気伝搬チャンネル)上でダブルクリックすることにより、アニメーション
の周波数を指定することができます。スライダーはマウスで横に移動可能です。
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記載内容は変更となる可能性があります。

時間領域アニメーションプロジェクト
（TDA）
時間領域アニメーションプロジェクトは、テスト
対象物の時刻歴振動振動特性の可視化と
アニメーション化を可能にします。
特別機能
・時刻歴データ
テスト対象物の特性におけるクリティカルな
または興味のある時間ポイントを特定する為
に、カラーバンドグラフを用いて事象の確認を
行います。
チャンネル選択上でアクティブなすべてのチャン
ネルの時刻歴信号が縦にひとつずつ表示され、 作業エリア 時間領域アニメーションプロジェクト はいくつかのセクションに分割されています：チャンネル
カラーバンドが横に表示されます。これにより興 選択とアニメーション、そして分析エリアには 2 つのグラフ、即ち時刻歴信号を表すカラーバンドグラフと
味のある事象を素早く特定することができます。 FFT（FFT vs 時間/RPM）があります。
・FFT グラフ
選択されたチャンネルに対応する分析は
FFT vs 時間、または vs RPM のグラフで
表示されます。

アニメーションの途中で、測定点の位置は左のスケールに応じて変更できます。Trace Tool により
各測定ポイントの動作経路がフェーディングトレースではっきり可視化できます。

オプション「Motion & Color」により、ポイントがその位置とカラーを変えるように
両方の表示を結合します。
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記載内容は変更となる可能性があります。

要件：ファイル

必要なファイル作成の為のツール

構造解析パッケージ

ArtemiS SUITE は測定点ライブラリー作成
と測定を実行する為のツールを備えています。

ArtemiS SUITE 構造解析パッケージは
測定点ライブラリー（ASM 00）、
モーダル解析プロジェクト（ASM 42）、
シェイプ比較プロジェクト（ASM 41）、
実稼働振動形状プロジェクト（ODS）、
時間領域アニメーションプロジェク（TDA）
で構成されています。

（ODS と TDA プロジェクト）
・測定点ライブラリー（.HMPL)
測定点を含む。
・測定ファイル（.HDF）
互換性基準：
- 各DOF の定義はひとつのファイルにつき
一回に限定される。

測定点ライブラリー
（Basic Framework – ASM 00）
測定点ライブラリーを用いて測定アイテムを
作成できます。実際の測定の計画、実行は
シンプルになっています。

- すべてのチャンネルのサンプリングレートは
同一でなければならない。

シェイプ比較
（シェイプ比較モジュール – ASM 41）
シェイプ比較モジュールは振動形状の解析と
比較に用いられます。

・ODS プロジェクトのみ複数の測定ファイル
に対応：
- 位相基準を同定する為に少なくとも
同一の DOF を持つひとつの加速度
チャンネルが各ファイルに含まれなけれ
ばならない。

要件：モジュール
・ArtemiS SUITE Basic Framework
(Code 5000)

推奨：モジュール
・ArtemiS SUITE データ収集
(Code 5004)
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ArtemiS SUITE Recorder
（データ収集モジュール – ASM 04）
ArtemiS SUITE Recorder はすべての
測定タスクに最適で、特に測定点ライブラ
リーとの併用において革新的なコンセプトを発
揮します。

記載内容は変更となる可能性があります。

テスト対象物の振動特性分析
（モーダル解析モジュール – ASM 42）
モーダル解析プロジェクトはインパクト測定の
ベースとして、テスト対象物の自然モードの素
早くインタラクティブな分析を可能にします。

