M6 Data Logging System Ver 5.2.0.1
--- README M6.wri ---


この度はM6インターフェイスキットをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。このREADMEファイルでは、M6 Data Logging System Ver 5.2.0.1の使用方法と機能についてご説明しています。

0) 主な特長
0-1) データ記録数に制限はありません(お客様のPCシステム能力によります｡)ただし、長時間のデータ記録時には、システムにかかる負荷とファイルサイズの増大を軽減するために、データ取り込み間隔を長めに設定することをお勧めします。
0-2) 自動バックアップシステムが常に作動していますので、データの記録中にシステムエラーが起きてもバッファの中のデータは消去されません。→ 詳細説明は 2-8)をご参照ください。
0-3) 標準のRS232コミュニケーションプロトコルが使われています｡ お客様側で独自のソフトを開発し、別のアプリケーションの作成も可能です。→ 詳細説明は 5)をご参照ください。
 
1) ソフト動作環境条件
1-1) Windows 95/98/ME/2000/NT4.0/XP/Vista/7オペレーションシステム:
OS		: Windows95/98/ME/2000/NT4.0/XP/Vista/7
CPU		: ウィンドウズに定められた最低要求以上
メモリー	: ウィンドウズに定められた最低要求以上
モニター	: VGA 640x480以上（800x600以上を推奨）
ハードディスク : 20MB以上の空き領域が必要
1-2) 接続ケーブル
シリアルポート接続の場合：付属のRS232CケーブルをCOMポート（9ピンオスコネクタ）に接続して下さい。COMポートが25ピンオスコネクタの場合は、9ピン変換アダプタをご使用ください。
USB接続の場合：付属のケーブルとUSB変換アダプタを組み合わせUSBポートに接続して下さい。
※注：KT-2011とパソコンとの接続には、M6インターフェイスキット付属の専用接続ケーブルをご使用ください。その他の接続ケーブルは使用できません。

2) KT-2011とパソコンの接続
2-1) 同封の『ソフトウェアのインストール方法』を参照し、ソフトをインストールします。USB接続の場合は、USBドライバソフトも必ずインストールして下さい。
2-2) 付属のRS232Cケーブルの光通信側をKT-2011に接続します｡
2-3) シリアルポート接続の場合は、RS232Cケーブルの9ピンメスコネクタをパソコンのCOMポートに接続します｡
2-4) USB接続の場合は、付属のRS232Cケーブル、USBケーブルとUSB変換アダプタを組み合わせてパソコンのUSBポートに接続します。
2-5) M6 Data Logging Systemを起動します。Portコマンド(3-1-4)を使って、データ受信に使用する通信ポートを選択してください。初期設定はCOM2です。
2-6) M6 Data Logging SystemとKT-2011との通信接続および切断にはLink/Unlinkコマンド(3-1-2)を使用します。"Link" をクリックすると通信を開始し、デジタルメータ(Digital Meter)画面にKT-2011の測定値を表示します。表示しない場合は、ケーブルの接続やCOMポートの選択が正しいかどうか確認し、再度通信を行なってみてください。
※注：この段階では、データは記録されていません。測定値の表示のみとなります。
2-7) Graphical Recorderウィンドウ内のAcquisitionメニューから"Start"をクリックするとデータの記録を開始します。 Graphical Recorderウィンドウにデータグラフを、Data Listウィンドウに記録値を表示します。
2-8) 自動バックアップシステムが常に作動していますので、記録中にシステムエラーが起きてもデータは消滅しません。全ての記録データは自動的にソフトインストール先フォルダのtemporary fileに”.tmp”形式で保存されます。　ただし、temporary fileに保存されたデータはM6 Data Logging Systemを終了すると自動的に消去されます。

※注：記録データを保存しない状態でM6 Data Logging Systemを終了しようとすると、警告コード「W8003」が表示されます。データの保存が必要な場合は、「はい(Y)」をクリックして、適当な保存場所にデータを保存してください。この場合、保存データ形式はSave Asコマンドでの保存時と同じ「グラフファイル形式(.g51)」になります。

*ソフトのアンインストール(削除)は、Windowsのスタート―＞設定―＞コントロールパネル―＞アプリケーションの追加と削除から行ってください。

3) 機能について
3-1) システムメニュー
3-1-1) Fileメニュー
3-1-1-1) Exit(終了)
全てのウィンドウを閉じ、M6 Data Logging System を終了します。

3-1-2) Link/Unlinkメニュー
Link （接続） をクリックすると、M6 Data Logging SystemとKT-2011との通信を開始します。
Unlink (切断）をクリックすると、通信を切断します。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3) Windowメニュー
3-1-3-1) Tile（タイル）
各ウィンドウの位置やサイズをリセットし、初期設定の状態に戻します。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3-2) Digital Meter （デジタルメータ）
デジタルメータ画面が閉じている時にクリックするとウィンドウが開きます。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3-3) Analog Meter（アナログメータ）
アナログメータ画面が閉じている時にクリックするとウィンドウが開きます。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3-4) Comparator（コンパレータ）
コンパレータ画面が閉じている時にクリックするとウィンドウが開きます。
コンパレータ機能をONにすると、測定値が設定した値を超えたときにブザーが鳴ります。Hi. Limit / Lo. Limitボタンをクリックすると上限値と下限値の設定画面が表示されますので、値を入力し、OKを押してください。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3-5) Graphical Recorder（グラフ）
グラフ表示画面が閉じている時にクリックするとウィンドウが開きます。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-3-6) Data List（データリスト）
データリスト画面が閉じている時にクリックするとウィンドウが開きます。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-4) Portメニュー
Port（ポート）メニューをクリックすると、通信ポート選択画面が表示されます。KT-2011からのデータ受信に使用するポート(KT-2011の接続ポート)を選択し、OKを押してください。
初期設定はCOM2です。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-1-5) Help メニュー
3-1-5-1) About（バージョン情報）
クリックすると、M6 Data Logging Systemのバージョンと著作権情報画面が表示されます。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-2) Graphical Recorder（グラフ）メニュー
3-2-1) File（ファイル）メニュー
※注：Fileメニューの各コマンドは、データの記録を行っていない状態で実行してください。

3-2-1-1) Open（開く）
クリックすると、Save Asコマンドで保存したグラフファイル(.g51)を開く画面を表示します。保存ファイルを開くと、そのグラフが表示されます。
※注：保存ファイルを開くと記録中のデータはバッファ内から消去されます。保存が必要な場合は、Save Asコマンドで記録中のデータを保存してください。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-2-1-2) Save As（名前を付けて保存）
記録中のデータをグラフファイル形式(.g51)で保存します。ファイル名と保存場所を指定して、データを保存してください。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-2-1-3) Clear（消去）
記録中のデータをバッファ内から消去します。必要なデータは、Clearコマンド実行前に保存してください。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

3-2-1-4) Export（転送）
記録したデータを他のソフトまたはプリンタへ転送します。
- ツールバーのアイコンを利用できます。-

★ データ転送方法 ★
1. Exportコマンド（または画面上の転送ツールバー）をクリックします。
2. "Exporting Data Logger"画面が表示されますので、以下の転送内容を設定してください。

a) Export (転送ファイル形式)
"MetaFile", "BitMap", "Text/Data Only"のいずれかを選択します。
● MetaFileとBitMapはグラフそのものを画像データとして転送します。
● WordやExcelなどでデータ(テキストデータ）を使用するときは、"Text/Data Only"を選んでください。
● "Text/Data Only"で転送したデータは、.csv形式で保存されます。

b) Export Destination (転送場所）
選択した転送ファイル形式により、以下の転送場所を設定できます。

転送ファイル形式　　	転送場所
--------------------------------------------------------------------
MetaFile		ClipBoard　と　File　と  Printer
BitMap 		ClipBoard　と　File　と  Printer
Text/Data Only 	ClipBoard　と　File
● Fileに転送する場合
必ずファイル名の指定が必要です。Browseボタンをクリックすると「名前を付けて保存」画面が表示されますので、ファイル名と保存場所（＝転送場所）を指定して保存を押してください。
● プリンター(Printer)に転送する場合
あらかじめPrinter setupコマンド(3-2-1-6参照）でプリンタの設定を行ってください｡キーボードのSを押すとグラフ表示が白黒になり、白黒印刷することができます。

c) Page Scope (転送データページ範囲）
転送するページ範囲を以下のいずれかより選択します。
① 全ページ (All pages)
② 現在のページ (This page)
③ ページ指定（Page)
● 転送データページ範囲は、以下の場合のみ設定可能です。
・Text/Data Onlyを選択した場合
・MetaFileまたはBitMapを選択し、転送場所をPrinterとした場合

d) Object Size (転送データサイズ)
● MetaFileまたはBitMap形式を選択した場合のみ設定可能です。

3. 右下の"Export"（転送）ボタンをクリックするとデータを転送します。

3-2-1-5) Print this page（印刷）
クリックすると印刷確認画面(Printing Data Logger画面）が表示されます。"OK"を押すと表示中のグラフを印刷します。
※注：印刷前にPrinter setupコマンド(3-2-1-7参照）で、プリンタの設定を行なってください。
効果的なグラフ表示のため、各ページの印刷データ数はあらかじめ200に設定されています。
キーボードのSを押すとグラフ表示が白黒になり、白黒印刷することができます。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

● 全てのデータグラフを1ページで印刷する場合
"View"メニューから"Fit all data"コマンドを選択すると、画面が切り替わり、記録した全てのデータグラフが1ページで表示されます。画面上部のPrint this pageアイコンをクリックすると、このグラフが印刷できます。画面を閉じるには、右上のCloseアイコンをクリックしてください。→ 詳細説明は 3-2-3-5)をご参照ください。

3-2-1-6) Printer Setup （プリンタの設定）
クリックするとプリンタの設定画面が表示されますので、必要な設定をしてください。

3-2-1-7) Exit （終了）
Graphical Recorderウィンドウを閉じます。

3-2-2) Acquisition（データ記録）メニュー
3-2-2-1) Start（スタート）
クリックすると、測定データの記録が開始され、グラフ表示が始まります。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-2-2) Stop（ストップ）
測定データの記録を一時中断します（同時にグラフ表示も止まります）。再開する場合は、Startコマンドをクリックしてください。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-2-3) Manual（手動記録）
このコマンドは、3-2-2-4)のIntervalコマンドでデータ記録方法が"Manual"に設定されている場合のみ有効です。
クリックするとデータを記録します（F7キーを押して手動記録することもできます）。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-2-4) Interval（データ取り込み間隔）
クリックすると、データ記録方法を設定する画面（Aquisition Interval Option画面）が表示されます。
● Manual（手動記録）を選択した場合：
Manualコマンド、またはF7キーを押した場合のみデータが記録されます。
● Automatic（自動記録）を選択した場合：
Startコマンドをクリック後、自動的にデータを記録します。データの取り込み間隔は、"Full Speed"（最速）か"Customization"（カスタマイズ）のどちらかを選択できます。
"Customization"を選択した場合は、秒単位（整数のみ）で取り込み間隔を設定できます。長時間のデータ記録時には、データ取り込み間隔を長く設定することにより、実際の記録データ数を減らすことができます。なお、実際の間隔は、測定項目やご使用になるコンピュータのスピードにより多少の誤差が生じる場合があります。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3) View（グラフ操作）メニュー
※注：Viewメニューの各コマンドは、データの記録を行っていない状態で実行してください。

3-2-3-1) First Page（最初のページ）
クリックすると、記録中のグラフの最初のページが表示されます。
Graphical Recorderは、1ページ単位で表示および動作を行ないます。各ページの記録データ数は200個に設定されています。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3-2) Page Up（前ページ）
クリックすると、表示中のグラフの、ひとつ前のページを表示します。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3-3) Page Down（次ページ）
クリックすると、表示中のグラフの、次のページを表示します。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3-4) Last Page（最終ページ）
クリックすると、記録中のグラフの最終ページを表示します。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3-5) Fit all data(全てのデータを表示）
クリックすると画面が切り替わり、全ての記録データを1ページのグラフにまとめて表示します。この画面(Graphical viewer)上部のアイコンにより、全てのデータを一括転送したり印刷することが可能です。画面を閉じるには、右上のCloseアイコンをクリックしてください。
－ツールバーのアイコンを利用できます－
※注：記録データ数が多い場合は、処理時間が長くなります。

3-2-3-6) Undo Zooming（ズーム解除）
グラフ上の拡大したい部分をマウスでドラッグして□(四角)で囲むとグラフを拡大表示できます。
Undo Zoomingコマンドをクリックすると、拡大したグラフ画面が元のサイズに戻ります。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

3-2-3-7) Graph Line Color（グラフの色設定）
グラフ線の色を変更できます。
－ツールバーのアイコンを利用できます－

4) メッセージコード
4-1) 警告コード
(W8000) "The battery power of the DMM is low. (Will continue automatically in 3 seconds.)"
DMMの電池残量が少なくなっています。(3秒後に自動的に続けます｡)

(W8001) "You must select a valid COM port before linking to the DMM."
有効なCOMポートを選択し設定してください｡

(W8002) "Do you really want to clear the data in buffer ?"
バッファー内のデータを消去して良いですか ?

(W8003) "Buffer has data. Do you want to save the data to a file before exit ?"
バッファー内にデータがあります｡　終了する前にデータをファイルに保存しますか ?

(W8004) "No data received. Will re-try automatically in 3 seconds. Check cable connection and COM port selection if required."
データを受信できません。3秒後に自動的に再試行します。ケーブル接続とCOMポートの選択が正しく行なわれているか確認してください。

(W8005) "Reading data from selected file. Please wait ..."
指定ファイルからデータを読み込んでいます。しばらくお待ちください｡

(W8006) "Adding data into buffer. Please wait..."
データをバッファーに入れています。しばらくお待ちください｡

(W8008) "First page."
最初のページです。

(W8009) "Last page."
最後のページです。

(W8010) "All existing data in buffer will be destroyed. Do you really want to proceed?"
バッファー内のすべてのデータが壊れる可能性があります。　本当に続けますか？

(W8011) "A handshaking error occurred. Will retry automatically in 5 seconds."
ハンドシェイクエラー(データ伝達エラー)が起こりました。5秒後に自動的に再試行します。

(W8012) "Acquiring data from DMM ... please wait ..."
DMMからデータを取得しています。しばらくお待ちください。

(W8013) "Processing data ... please wait ..."
データを処理しています。しばらくお待ちください。

(W8014) "Do you really want to abort import data ?"
本当にデータのインポートを取り消しますか ?

4-2) エラーコード
(E9001) "The specified serial port open error. "
指定シリアルポートエラーです｡

(E9002) "You must link to DMM by clicking the link button before starting data logging."
データの取込みをする前に接続ボタンを押してDMMを接続してください｡

(E9003) "Unable to create file for real time temporary storage in hard disk."
ハードディスクにデータ一時保存ファイルを作成できません。

(E9004) "File open error."
ファイルを開けません。

(E9005) "File save error."
ファイルを保存できません。

(E9006) "Insufficient system memory !"
システムメモリーが不足しています。

(E9007) "Not a valid floating point value!"
無効な値です。

(E9008) "Limit setting is unacceptable. Hi Limit is lower than or equal to Low Limit !"
リミット設定ミスです｡　上限は下限よりも大きい数字にしてください｡

(E9009) "The COM port setting raises an error."
COMポート設定が正しくありません。

(E9010) "No data reeived. Please check communication port selection and wire connection."
データを受信できません。ケーブル接続とCOMポートの選択が正しく行なわれているか確認してください。

(E9011) "The DMM data logging function is running."
DMMでデータを記録中です。

(E9012) "Transmission/connection error."
送信/接続エラーです。

(E9013) "Please "Browse" and specify a file name!"
"Browse(ブラウザ)"ボタンをクリックしてファイル名を指定してください。

(E9014) "The DMM connected to this PC does not support built-in DATA LOGGING function."
このPCに接続されているDMMには、DATA LOGGING(データロガー）機能はありません。

5) コミュニケーションプロトコル
M6 Data Logging SystemのRS232Cケーブルは、標準のRS232コミュニケーションプロトコルを使用しています。
コミュニケーションプロトコルをご希望の方は、カイセ株式会社　営業部サービス係にご連絡ください。 (TEL : 0268-35-1601 / FAX : 0268-35-1603 / E-mail : service@kaise.com)

6) 静電容量測定時の注意
静電容量測定時にソフトの動作が遅くなることがあります(特にDMM測定を待っている時)。特に、測定する静電容量が大きい時は､コンピュータが長い間待機していたり､通信時にデータが存在しないものと解釈してデータ受信エラー等の警告メッセージが出ることがあります。静電容量測定では､データ取り込み間隔を40秒以上にすることをお勧めします｡

7) ソフトウェア使用約款
コンピュータ･ソフトウェアM6 Data Logging System Ver 5.2.0.1(以下、ソフトウェア)は、お客様が下記の使用約款に同意いただいた場合に提供いたします｡従って､お客様がこのソフトウェアのご使用を開始された場合には､本使用約款に同意したものとさせて頂きます｡
1.	本約款は､お客様がこのソフトウェアを受領した日から発行します｡
2.	このソフトウェアの著作権は､Gigasoft社及びカイセ株式会社(以下弊社)に帰属します｡
3.	お客様はこのソフトウェアをお客様のコンピュータにおいてのみ使用することが出来ます｡
4.	お客様のコンピュータにおいてのみ使用し､このソフトウェアのバックアップ保有の目的に限り､1本のみ複写できるものとします｡そのいかなる理由においてもこのソフトウェアの複写はできません。
5.	お客様は､このソフトウェアを頒布や貸与などのどの方法をもって第三者に使用させることは出来ません｡また､このソフトウェアを有償無償にかかわらず第三者に譲渡された場合、この使用約款は終了し､弊社の全ての義務は消滅します｡
6.	このソフトウェアに関する弊社の責任は､ディスクの物理的な障害があったときに交換するのみとし､万一このソフトウェアの使用によりお客様に障害が生じても弊社は一切責任を負いません｡

カイセ株式会社
70-1101-M65201-1 0902


