
概要
モーダル解析プロジェクトによりインパクト測定
をベースに測定対象物の自然モードを素早く
インタラクティブに解析することができます。

ボタンワンプッシュで、測定した伝達関数から
特性ポールが同定され、結果が安定化グラフ
に表示され、合成処理された伝達関数が
カーブフィットにより作成されます。

安定化グラフは異なる色で安定度に対応し
てポール表示をします。これによりユーザーは
さらに調整が必要かどうか即座に認識すること
ができます。測定した伝達関数に近くなるよう
にプロパティーで設定を変えながら伝達関数
を合成処理し、インタラクティブに最適化する
ことができます。

また、分析やさらなる詳細の調査の為、様々
なグラフやアニメーションが利用可能です。
殆どの場合、一カ所で行った調整は再計算
の必要なく関連するすべての表示に自動的に
反映される為、ユーザーはリアルタイムでフィー
ドバックを得ながら、直感的にインタラクティブ
に分析を行うことが可能です。

測定対象物の振動特性分析の為の
拡張モジュール
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フィーチャー

アプリケーション

・測定対象物の振動特性分析

・シミュレーション結果の検証

分かり易いユーザーインターフェイス

・分析領域の数とコンテンツの個別設定

・領域の最大化

安定化グラフ / カーブフィット

・LSCF メソッドによるポール計算

・計算されたポールの安定化グラフ上の
ポイント表示

・カラーコーディング（赤黄緑）による
ポール安定度評価

・必要に応じ、選択したポールは変更可
能

・合成処理した伝達関数のカーブフィット
による計算

・選択したすべての伝達関数のエンベロ
ープをオプション表示可能

・インタラクティブな最適化の為の様々
なオプション

- 個々のポールのアクティベート、
非アクティベート

- 新規ポールを自由に追加（周波数
とダンプリングも選択可能）

- 最大モデルサイズと安定化グラフ評価の
為の安定化基準の調整

3D / 2D アニメーション

・すべてのモデルポイントまたは個々の測定
グループのアニメーション化

・異なる表示モード選択

・ループ長、モーション、カラースケール等の
設定

・アニメーション中のモデルのズーム、回転、
傾斜

・結果のエクスポート

・AVI（動画）

・PowerPoint、PDF、画像 (PNG、
JPEG、TIFF、GIF)

伝達関数のグラフ表示

・測定伝達関数と計算（合成）による
伝達関数の表示

- カラーバンドグラフ表示
（共通の横軸上、並列表示）

- 2D グラフ

・関係する振動形状のパターン検知

・信号の詳細モニタリング

・興味のある周波数をグラフ上で直接特
定する為のスライダー

チャンネル選択

・チャンネルのテーブルリスト

・チャンネルのフィルター処理、ソート、アク
ティベート、非アクティベート等

ArtemiS SUITE

モーダル解析モジュール

データシート
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形状テーブル

・振動形状の保存

- 保存された振動形状をクリックすると
対応するアニメーションを表示

・MPC 値表示
（モーダルフェーズ共線性）

・カーブフィットにより作成した振動形状
のダンプリング値表示



モーダル解析プロジェクト

直感的操作

このモジュールは分かり易く直感的なユーザー
インターフェイスと優れた機能性を兼ね合せて
います。すべての必要なセクションがインター
フェイスに組み込まれている為、ユーザーは随
時分析内容を確認することができます。分析
領域の数とコンテンツは個々に設定することが
できます。

安定化グラフ / カーブフィット

モーダル解析プロジェクトの中核は LSCF
（Least Squares Complex 
Frequency) アルゴリズムに基づく安定化
グラフです。ボタンワンプッシュで伝達関数は
異なる数のポール（自然周波数と関連
モーダルダンピング）から多段式の反復処理
により近似値計算されます。各ケースで反復
処理されたすべての周波数の平均から最小
の逸脱を示す安定化ポールに基づいて、この
アルゴリズムはカーブフィットにより伝達関数を
計算します。

見易く、操作が簡単な安定化グラフ上でマニ
ュアル調整が素早く行われます。視覚的な
サポートとして、各ポールはカラーコーディング
されたポイントとして表示され、ポールの安定
レベルは色（赤黄緑）で表示されます。

必要に応じて、ポールの選択変更も、異な
る反復処理からのポールの組合わせも可能
です。合成された伝達関数をインタラクティブ
に最適化する為に、ワンクリックでポールを
アクティベート、非アクティベートできます。

プロパティーにてさらなるオプションが利用でき
ます。例として、反復の最大数、モードごとの
安定化ポールの最小数、周波数、ダンピング
公差が個々に設定可能です。

また、伝達関数のエンベロープのスイッチオン、
オフが可能です。

ポール計算後、殆どの調整をライブでフィット
再計算の必要なく行うことが可能です。

安定化グラフはマウスでカットオフ周波数を調整し、カーブフィット（上の図）で考慮するデータの範囲を決定することが
できます。インタラクティブにカスタマイズをアシストするいろいろな表示と処理のオプションが利用可能です。（下の図）

編集モードで、ユーザーは分析中に表示されるエレメンツの数と位置とともに、対応するコンテンツを個々に選択します。
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3D / 2D アニメーション

アニメーション領域は選択された測定ポイント
ライブラリーに含まれる測定ポイントやオプション
として既存モデルの表示ができます。データの
アニメーション化には様々なオプションがありま
す。

オプションとして、既存モデルのすべてのモデル
ポイント、或いは同じ測定グループに属してい
るモデルポイントのみをすべて補間することがで
きます。

興味のある領域をハイライトする為に、トレー
スツールが利用可能です。アニメーション中、
トレースツールは Channel Selection の中
で選択された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
個々の測定ポイントの移動経路を簡単に追
跡することができます。

モーダル解析プロジェクトのインターフェイスに表
示したいアニメーション領域を複数選択した場
合、すべてのアニメーションを結合したり、それ
ぞれ別々に再生することができます。

形状テーブル

形状テーブルは興味のある形状を保存して比
較するのに用います。カラーコーディングにより、
測定された形状か、合成された伝達関数か、
または、モーダル形状かがわかります。

形状ごとに MPC 値とそれに対応する周波数
が、そしてもしモードが含まれている場合、それ
に対応するダンピング値が表示されます。MPC 
値によりユーザーは含まれるすべてのチャンネル
のモーダルフェーズの共線性について有益な分
析結果を得ることができます。

収録信号の分析の為に、ユーザーは複数の
形状のあいだを切替え、対応するアニメーション
を直接確認することができます。

ユーザーは形状テーブルをエクスポートし、異な
るプロジェクトの異なる形状を形状比較プロジェ
クト（形状比較モジュール – ASM41）で直
接比較することができます。

形状テーブルは表形式ですべての定義された形状をリストアップします。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。チャンネル間の小さいフェーズ差や 180°の回転は最大 1 の良好な結果を出力します。
フェーズ差が大きいほど、この値は 0 に近くなります。

アニメーションの色は右側のカラーバーで調節し、形状振動は両方のバーでスケーリングします。
アニメーションの動作速度はループ長の入力フィールドで調節します。
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Channel Selection により入力フィールドからフィルターを用いたチャンネル選択が可能です。チャンネルは
複数選択によりアクティベート、非アクティベートできます。列のヘディングを用いてソートも可能です。

2D グラフとカラーバンドグラフを測定伝達関数と合成伝達関数の表示に利用可能です。マウスホイルにより、
ユーザーは左マウスボタンを押したまま、X軸やZ軸上でズームし、表示エリアを調節することができます。
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伝達関数のグラフ表示

測定した伝達関数と合成した伝達関数は
それぞれ 2D グラフとカラーバンドグラフで表
示されます。これにより収録信号のより詳細
表示と、関連モードに関するパターン検知
が可能です。

合成した伝達関数の場合は、合成は安定
化グラフで選択したポールをベースに行われ
ます。

ユーザーはスライダーまたは入力フィールドを
用いてアニメーションの為に必要な周波数を
選択します。

・2D Diagram

2D グラフは Channel Selection 上で
アクティベートされているすべてのチャンネル
の測定伝達関数と合成伝達関数を表示
します。多くのチャンネルのカーブは重なって
全体として類似した経路をもつ特徴がある
中で、2D グラフは関連モードのパターン検
知を簡単にします。

・カラーバンドグラフ

カラーバンドグラフは Channel Selection 
上でアクティベートされているすべてのチャン
ネルの伝達関数を一つの共通の横軸上に
別々のカラーバンドとして表示します。

Channel Selection

Channel Selection は使用されるチャンネ
ルを表示します。チャンネルが表形式で表示
され、測定ポイント番号、チャンネル名等の
追加情報、そして DOF と併せ、フィルター処
理、ソーティング、選択等を円滑に行うことが
できます。

チャンネル一つ一つまたは、複数のチャンネル
を選択してアクティベート、非アクティベートで
きます。



要件：ファイル

・測定ポイントライブラリー（*.hmpl）
測定ポイントを含む。

・測定ポイントライブラリーに対応する伝達
関数（*.hdf）を含む測定ファイル
ArtemiS SUITE Recorderのインパク
ト測定で収録したものが推奨。

互換性基準：

- 測定したDOF と基準 DOFの組合わ
せはそれぞれ一つに限定。

- チャンネルには、

・加速度（加速度/力、別称イナータ
ンス）

・モビリティー（速度/力、別称アドミタ
ンス

・または、コンプライアンス（変位/力）
を保存する必要があります。

- サンプリングレートとブロックサイズは
すべてのチャンネルで一致している必要
があります。

モーダル解析プロジェクトはファイルの要件と
互換性をチェックした後、分析をすぐに開始
します。

オンライン解析モジュール（ASM 18）を
用いてインパクト測定（ロービングハンマー
またはロービング加速度センサー）をモニタ
ーする際、ユーザーは以下を特定します：

- モニターするインパクト測定の経路
または

- 測定したインパクト測定結果を含む
フォルダー

要件：モジュール

・ArtemiS SUITE Basic Framework
(Code 5000)

推奨：モジュール

・ArtemiS SUITE データ収集モジュール
ASM 04 (Code 5004)

・ArtemiS SUITE オンライン分析モジュール
ASM 18 (Code 5018)

・ArtemiS SUITE 形状比較モジュール
ASM 41(Code 5041)

・実稼働振動形状解析モジュール
ASM 40 (Code 5040)

必要ファイルの作成ツール

ArtemiS SUITE は測定ポイントライブラ
リーの作成とそれをベースとした測定を実行
する為のツールです。

測定ポイントライブラリー
（Basic Framework – ASM 00）

測定ポイントライブラリーを用いてモデルが作
成され、実際の測定のプランニングと実行が
簡素化されます。

構造解析パッケージ

測定ポイントライブラリー（ASM 00）、形状比
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
プロジェクト（TDA）（ASM 40）と組合わせ
ることにより、モーダル解析プロジェクトは
ArtemiS SUITE は構造解析パッケージを構成
します。

形状比較
（形状比較モジュール – ASM 41）

形状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。

形状解析
（実稼働振動形状解析モジュール
– ASM 40）

このモジュールは実稼働振動形状プロジェクト
（ODS）と時間領域アニメーションプロジェク
ト（TDA）を含みます。これらのプロジェクト
を用いて、定義された静止状態の実稼働条
件における構造と非定常動作ののアニメーシ
ョン化と解析を行うことができます。

PowerPoint は Microsoft Corporation の登録商標です。
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インパクト測定
（オンライン解析モジュール– ASM 18）

インパクト測定はロービングハンマーとロービン
グ加速度センサーメソッドを用いた構造解析
を可能にします。

ArtemiS SUITE Recorder
（データ収集モジュール– ASM 04）

ArtemiS SUITE Recorder はあらゆる測
定タスクに最適であり、特に測定ポイントライ
ブラリーと組み合わせて使用することにより革
新的効果が発揮されます。


