WaveMatrix™

WaveMatrix ソフトウェア

動的および疲労試験のためのインテリジェントなソフトウェア

WaveMatrix™ は材料やコンポーネントの疲労お
よび動的試験用に設計されたインテリジェン
トなソフトウェアです
単純な静的ランプ波形から繰返し波形、さらに、
複雑なマルチステップ試験や多軸試験まで、あら
ゆる試験を実行する柔軟性をお届けします
統合されたタブ形式の画面、わかりやすいメ
ニュー構成、時系列のマトリクス試験プレビュ
ー、構成可能なライブ試験ワークスペースを
備えたビジュアルな操作環境は、直観的で分か
りやすくかつ信頼性の高い設計です
データ圧縮ツールやビルトインプロジェクト
編成などのインテリジェント機能を備えており、
お客様の試験をより簡単にします
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単純な繰返し試験でも高度な多軸試験でも、統合されたメソッド設定画面により、論
理的に試験を定義することができます。試験波形を選択し、データ取り込み条件を設
定し、メソッドを保存すれば、即座に試験を実行する準備が整います。

タブ形式で快適な操作環
境を提供します
好評を得たBluehill® プラットフォームを基に設
計されたWaveMatrix™ は、動的試験にWindows®
の慣れ親しんだ機能性をもたらします。完全統
合されたタブ形式のレイアウトにより、重要な
情報やパラメータがウインドウのレイヤーの下
になって見逃してしまうようなことなく、試験
やメソッドに素早くアクセスできます。切り取
り、コピー、貼り付け、ツールヒントなど、汎
用的な機能により使いやすさが向上します。

インテリジェントなデー
タプロセッサが時間を節
約します
高度なデータプロセッサは、データ収集を標準
化し、適切なファイルサイズに収め、なお重要
なデータを逃しません。データ圧縮やピーク/
トレンド監視などのツールを用い、データの取
得間隔や収集レートを設定し、トラッキング
（ヒステリシス）データとピーク/トレンドデ
ータの両方を保存することもできます。また、
重要な試験片遷移を見逃しません−最後の10サ
イクルは常に捕捉されます。

グラフィカルなマト
リクスプレビューが
確信を高めます
すべての設定を表す時系列のグラフィ
カルなマトリクスによって、実行する
試験を明確に表します。ステップの順
序、ステップごとの制御、データ収集
設定、入出力、イベントおよび監視パ
ラメータを瞬時に確認できます。より
複雑な試験であっても、試験片の破損
や時間の無駄につながる可能性のある
隠れたステップやパラメータに煩わさ
れることはありません。
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マルチステップが試験に完
全な柔軟性を提供します
WaveMatrix では、ホールド波形、ランプ波形、マルチ
レートランプ波形、台形波、シンプルまたはトリ-モ
ーダル制御繰返し波形、サンプルデータ、またはタ
ーニングポイントファイルを組み合わせて使用し、
マルチステップ試験を作成することが可能です。デ
ータ収集条件を定義し、ステップバイステップ制
御、ループ、入れ子ループを使用して試験シーケン
スを決定します。さらに必要な機能がある場合、イ
ベント、アナログ出力、デジタル入出力の追加、ス
トレーンデバイスのバランス、温度コントローラの
制御を追加できます。
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ユーザ構成可能なライブ試験ワークスペースは、試験の完全な明瞭性と制御を提供
します。レイアウトの選択、必要に応じてグラフ表示の設定、ステータスのチェッ
ク、シンプルなコントロールによる試験の開始、一時停止、続行、終了。そして結
果フォルダを表示するにはボタンをクリックするだけです。

ライブ試験ワークスペー
スは強力な機能です
ライブ試験ワークスペースは見たいものを見る
という柔軟性を提供します。4つまでのユーザー
が構成したグラフ、進捗状況インジケータ、現
在の状態、試験入力ペインを表示できます。画
面構成は、設定してメソッドの一部として保存
したり、試験実行中にワークスペースで定義で
きます。Windows® の機能により、ダブルクリック
してグラフ設定の変更、ペインサイズの変更、
グラフの一部の拡大、ペインの全画面表示、そ
して必要なものだけを表示するようにレイアウ
トを構成することができます。重要な試験段階
中に、右クリックしてグラフを他のWindowsアプ
リケーションに直接コピー&ペーストすることが
できます。

シーケンスインジケータ
により瞬時に試験の状態
が分かります
最新の試験状況をお知らせします。進捗状況イン
ジケータと現在の状態ペインにより、全てのステッ
プ、現在のステップ、繰返し数および進行中の試
験ループが瞬時に、かつ明確に表示されます。

総合的なグラフツールボ
ックスが高度な試験をわ
かりやすくします
必要なグラフ数に関わりなく、総合的なグラフツ
ールボックスにより、単純なX-Yグラフや2Y軸グ
ラフ、ピーク/トレンドデータチャート、マルチ
チャンネルプロットを明確に表示できます。タイ
トルの表示、凡例の追加、グリッド表示の選択が
可能です。希望するデータチャンネルを即座に表
示できる時系列チャートレコーダーと組合わせれ
ば、WaveMatrix™ のグラフ表示機能に並ぶものは
ありません。
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グラフ上の取得データ点の信頼性が
高まります
X-Yグラフの高度な機能により、試験開始後にデータ収集設定を検
証するためにデータファイルを検索するという無駄はありません。
X-Yグラフは、試験実行中に実際に収集されたデータ点を表示します。

試験コントロールが画面右に常
駐しています
試験を開始、停止、終了します。シンプルな試験コントロ
ールボタンが常に画面の右側にあります。利便性を高める
ため、試験は必要なときに一時停止および続行することが
できます。
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必要なときに支援します

WaveMatrix™ は動的および疲労試験をより簡単に実行できるよう設計されています。
ビルトインプロジェクト編成を使用して試験とメソッドをカタログ化。データファ
イルを見つけるには[結果を表示]ボタンをクリック。必要に応じ、オンラインヘルプを
調べれば試験を正確かつ安全に実行するための案内を利用できます。

ワンクリックで、コンテキストセンシティブ
オンラインヘルプがソフトウェアの画面と機
能に関する詳細情報を表示しますので、熟練
したユーザーにも役立ちます。これにより、遅
延なく試験を正確かつ安全に実行できます。

解析とレポートのための
柔軟なフォーマット
データ解析とレポート作成の完全な柔軟性の
ために、WaveMatrix™ は、広く認められている
カンマ区切り（CSV）ファイルフォーマットで
データを保存します。

オフライン試験作成によ
る生産性

プロジェクトウィザードが試
験における負担を軽減します
プロジェクトウィザードは、試験メソッドファイルの設
計・保存から結果の保存まで、試験の整理を支援しま
す。一連のサンプルを包括するプロジェクトを作成し、
試験とデータファイルに順に名前と番号を付けます。こ
れにより、試験の管理に費やされる時間を節減でき、時
間を生産的に使うことができます。
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オフィスのP C や別の試験機にてオフライン
で試験メソソッドを作成して生産性を最大化
し、直接 WaveMatrix にインポートします。マッ
ピング機能を使用して、ハードウェアが正確
に設定され、試験の準備ができていることを
確認します。

データファイルストレー
ジの整理
トラッキングおよびトレンドデータファイル
は、現在のプロジェクト内で、試験IDに基づい
て名前を付けられたフォルダにグループ化さ
れます。試験メソッドの読み取り専用コピー
と一緒に保存されるので、WaveMatrix内でデ
ータファイルストレージが整理され、時間が
節約されます。
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同期された温度制御
高温または低温試験では、WaveMatrix™ は2台までの Eurotherm® 温度コントローラ
とRS232を介してシームレスに接続します。これによりステップごとにセットポイ
ント作成、試験データと同期してロギングできる温度フィードバック、さらに、温
度の監視とイベント検出が可能です。

WaveMatrix™ は、試験をアシストし、単一のソフトウェアパッケージで高度な機能を
提供できるように設計された、インテリジェントな機能が凝集されています。
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1 つのプログラムで多軸試験が可能

イベントによる自動制御

最大6軸までの制御と5 kHzまでのデータレートがサポートされているため、WaveMatrix
は材料試験において最高の能力を実現します。トランスデューサや誘導チャンネル
の組み合わせを選択し、軸ごとの波形を定義して、各ステップで完全に同期された
データ収集ができます。

各ステップ内で、リアルタイムフィードバック信号がしきい値を超えたときに、イ
ベント検出器が検知するように設定でき、自動的にトリガーします。高度な試験制
御の他に、イベントにより別の波形を起動したり、試験片がクリープや破壊した場
合に、試験を停止したりできます。

ユーザー定義の波形による汎用性

シームレスなフローによる完全な制御

サンプリングされたデータとターニングポイント機能により、ユーザー定義データを
インポートして、各ステップまたは試験軸ごとに複雑な目標波形を作成することが
できます。これにより、一つの荷重パルスから、歩行中の膝にかかる荷重や他の時
系列データで作成されたものなど、複雑な荷重条件の再生まで、プロファイルを実行
する完全な汎用性が実現されます。

8800コントローラとの完全統合により、WaveMatrixは、ユーザーまたはイベントア
クションで決めたとおりに、1msで直ちにステップを移行することが可能です。シ
ームレスな制御モードの移行と瞬時のイベントアクションに加えて、クリティカル
な試験片における応力緩和を最小限に抑えることができます。

マルチチャンネルサポートによる柔軟性

モニターが変化を検知します

WaveMatrix は、油圧サーボアクチュエータ、電気式アクチュエータおよびElectroPuls™ 試
験機、Eurotherm® 機器など様々な機器をサポートします。生のトランスデューサの読み
取り値や、真応力、真ひずみ、制御のための変位などの誘導チャンネル、および必要に
応じて、モーダル補正されたトランスデューサを使用します。

WaveMatrixに備わるピーク/トレンド機能は、選択したピークまたはトレンドチャン
ネルの値を監視し、値が基準値から指定量変化した場合に、ユーザーが選択したア
クションをトリガーします。この高度な機能により、サンプルの剛性が変化した場
合に次のブロックへスキップしたり、試験片が予期せず破壊した場合に制御して試
験を停止するなどのユーザーアクションを実行できます。

振幅制御の信頼性

I/Oによる機能の拡張

繰返し波形を実行する際、Instron® の8800コントローラの高度な振幅制御機能を各ステッ
プ内で使用することができます。自動チューニングを使用して、試験中の制御ルー
プと振幅制御を設定し、ピークと谷が達成されるようにします。また、粘弾性材料
など難しい試験片の場合には、トリ-モーダル制御を使用して、異なる制御モードに
わたってピーク、ミーンレベルまたは振幅を調整します。

データ収集システムや試験片冷却システムなどの外部機器を、8800コントローラの
入出力機能を使用して、WaveMatrix試験と同期させることができます。ステップご
とにアナログ出力電圧レベルを設定、デジタル出力を使用してシステムをトリガ
ー、あるいはデジタル入力を使用して次のステップに移行させることができます。

データ圧縮ツールでファイルを最適化

バランスにより解析時間を短縮

データ圧縮ツールは、任意に設定できるリアルタイムツールで、最後に保持された
データ点から大幅な変化のないデータ点を廃棄することができます。データファイ
ルサイズを最小限にするとともに、不必要に長いデータストリームを検索したり、
類似のデータ点を解析する必要がないので、時間を節約することにも貢献します。

データ解析中にオフセットを取り除く必要をなくすために、WaveMatrixは、試験中
のいかなるステップでも、伸び計、変位トランスデューサ、変位誘導チャンネルの
ゼロバランスをサポートします。
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WaveMatrix は、同期されたマルチステップ試験を、完全な6自由度で実行することがで
きます。
TM

ワールドワイド本社

825 University Avenue
Norwood, MA 02062-2643 USA
電話：+1 800 564 8378
+1 781 575 5000
ファックス：+1 781 575 5725

ヨーロッパ本社

Coronation Road
High Wycombe, Bucks
HP12 3SY United Kingdom
電話：+44 1494 464646
ファックス：+44 1494 456814

産業製品グループ

900 Liberty Street
Grove City, PA 16127-9005 USA
電話：+1 800 726 8378
+1 724 458 9610
ファックス：+1 724 458 9614

Instron® 製品およびサービスの詳細については、世界中にあるお近くの販売、サービスおよび技術サポート事業所
までお電話ください：
米国
スイス
北米 IMT 販売、サービス センター
販売
電話：+1 800 564 8378
サービスおよびテクニカルサポート 電話：+1 800 473 7838
北米 IST 販売、サービス センター
販売およびサービス
電話：+1 248 553 4630

チューリッヒ
ドイツ、オーストリア
ダルムシュタット
イアリア
ミラノ
スペイン、ポルトガル
バルセロナ

カナダ

アジア太平洋

オンタリオ州

電話：+1 905 333 9123
+1 800 461 9123

南米、中央米
メキシコ、カリブ海諸国
ブラジル
サンパウロ
カリブ、メキシコ、南アメリカ
および中央アメリカ
ノーウッド

電話：+55 11 4689 5480
電話：+1 781 575 5000

ヨーロッパ
イギリス、アイルランド、北欧
ハイウィカム
ベネルクス
Edegem
フランス
パリ

電話：+44 1494 456815
電話：+32 3 454 0304
電話：+33 1 39 30 66 30

オーストラリア
メルボルン
中国
北京
上海
インド
チェンナイ
日本
東京
韓国
ソウル
シンガポール
台湾
新竹
タイ
バンコク

電話：0800 561 550

電話：+49 6151 3917 444
電話：+39 02 3659 7000
電話：+34 93 594 7560
電話：+61 3 9720 3477
電話：+86 10 6847 0012
電話：+86 21 6215 8568
電話：+91 44 2 829 3888
電話：+81 44 853 8520
電話：+82 2 552 2311/5
電話：+65 6774 3188
電話：+886 35 722 155/6
電話：+66 2 513 8751/52

www.instron.jp

東京営業所 〒216-0006 神奈川県川崎市宮前区宮前平 1-8-9
電話： 044-853-8530
大阪営業所 〒564-0082 大阪府吹田市片山町 1-5-23-201
電話： 06-6380-0306
名古屋営業所 〒456-0022 愛知県名古屋市熱田区横田 1-11-6 フジ神宮ビル 8F 電話： 052-799-4300

販 売 に 関 す る お 問 合 せ 先 ：instron-jpn-sales@instron.com
サービスに関するお問合せ先： instron-jpn-service@instron.com
Instron は、Instron の登録商標です。ここで参照した Instron 製品およびサービスを表す他の名前、ロゴ、アイコンおよびマークは、Instron の商標であり、
Instron からの書面による事前承諾なしに使用できません。記載した他の製品および社名は、それぞれの会社の商標または商号です。
Copyright 2007 © Instron 無断転載・複写禁ず。
このパンフレットに記載したすべての仕様は、予告なしに変更されます。

FAX： 044-861-0411
FAX： 06-6337-2390
FAX： 052-681-4600

WB1253-JP

