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本書の内容は情報提供のみを目的としています。
この取扱説明書の正確性には万全を期していますが、記載内容に
一切誤りや欠落がないという保証はありません。
製造元は技術仕様を予告なく変更する権利を有しています。
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以下のいずれかの方法で開始してください。
 
SW-D USBドングルに付属しているカードに表示されたQRコードを読み取ってソフトウェアをスマートフォンに
ダウンロードし、ダウンロードが完了したら、ファイルをオンラインまたはオフラインでコンピューターに転送する。
 
または、
 
URL（www.straightpoint.com/software/insight.zip）をウェブブラウザーのアドレスバーに入力して、
ソフトウェアをコンピューターに直接ダウンロードする。

ダウンロードが完了したら、ダウンロードしたファイルをダブルクリックしてください。ソフトウェアが自動的にイン
ストールされます。

ご使用のWindowsのバージョンによっては、このINSIGHTソフトウェアがコンピューターに損害を与える可能性
があることが通知され、インストールの許可が求められる場合があります。その場合は、ソフトウェアをインストー
ルするパスを指定してください。

重要事項：

Windows10にソフトウェアをインストールする場合は、この取扱説明書の「Windows10へのソフトウェアの
インストール」（28ページ）に進み、記載されているアドバイスをお読みください。

インストール

INSIGHTソフトウェアを使用するには、USBドングル（SW-D）と1台以上のロードセルを使用する必要があり
ます。

必要条件

INSIGHTソフトウェアパッケージは、以下の機能を有しています。

• 手持ち式ディスプレイと同等の能力で動作。
• ロードセルの読み取りデータのグラフ化、記録、レポート作成。
• 作業環境の視覚表現を作成・表示。
• 重心（COG）を計算し、COGレポートを作成。

概要

ご使用の前に
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USBドングルをコンピューター
に差し込んでください。ドライバ
ーをインストールする必要はあ
りません。

USBドングルとロードセルの接
続状態を見やすくするため、スポ
ーツカメラやアクションカメラ
（Go-proなど）の取り付けキッ
トにUSBドングルを取り付ける
ことができます。

その後に、USB延長ケーブルを
使用して、ドングルをコンピュー
ターに接続できます。

ドングルとロードセルの接続状
態が直接確認できるよう、ドング
ルを取り付けキットで取り付け
てください。

USBドングル
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INSIGHTアイコンを探すか、Windowsの検索バーに「INSIGHT」と入力し、
INSIGHTアイコンをダブルクリックして実行します。

以下の画面がすぐに表示されます（以下を参照）。
INSIGHTを有効化する必要がある場合は、7ページの「INSIGHTの有効化」の項を
参照してください。

上の画面に続いて、下の画面が表示されます。

INSIGHTの実行

注記：USBドングルが正しく
差し込まれたら、画面の下に
「USB Connected（USB接
続）」とオレンジ色で表示さ
れます。
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重要事項： INSIGHTを実行するには、有効化する必要があります。

下の画面が表示されたら（下を参照）、一意のID（この場合はA22ED5CE）、ドングルの型番、およびシリアル番
号を記載して、Eメールで以下のアドレス宛にストレートポイント社までご連絡ください。

activate@straightpoint.com

Eメールを送信いただくと、「Activation Code（アクティベーションコード）」欄に入力する必要のあるテキストを
記載したEメールが返信されます。コードを正しく入力すると、メッセージが消え、ソフトウェアの全機能を使用で
きるようになります。

INSIGHTの有効化



Co
nfi
gu
rin
g 
Lo
ad
 C
el
ls

v1.00
Part No:
SU3343

8

INSIGHTの機能を使用できるようにする前に、ソフトウェアがロードセルを使用できるようにするため、ロードセ
ルのデータベースを作成する必要があります。

ストレートポイント社のロードセルを少なくとも1台準備してください。

ロードセルの環境設定

ロードセルがオンになっている（バッテリーが挿入されている）ことを確認して、右上隅の[Scan（スキャン）]ボタン
（上図で赤く囲んだボタン）をクリックします。

RFチャネルまたはセキュリティーキーが[RF Channel（RFチャネル）]ドロップダウンオプションに表示されてい
るものと異なる場合は、これらを正しく設定しなければ、スキャンを開始できません。正しいチャネルまたはキーに
設定されていない場合は、ロードセルが表示されません。ロードセルの既定チャネルは15です。

1

1

INSIGHTの画面の左上隅
に表示されたロードセルの
データベースアイコンを選
択します。
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スキャンが開始されたら、使用可能なロードセルが1分以内にロードセルデータベースウィンドウに表示されます。

ロードセルがウィンドウに表示されたら、[Stop（停止）]ボタン（下で赤く囲んだボタン）を押して、スキャンを終了
してください。

[Stop（停止）] ボタンをクリックしなければ、他の項目を編集できません。

エントリーをハイライトする場合は、そのエントリーをクリックしてください。データベースからロードセルを削除
する場合は、ロードセルをハイライトしてから [Remove（削除）] ボタンを選択します。  

ロードセルが表示されていない場合は、 [Add（追加）] ボタンを選択して手動で追加できます。これを行うには、
新しい空白のエントリーを選択し、バージョン番号以外の各フィールドに情報を追加します。データが自動的に保
存され、情報の入力中に 「Saved load cell（保存されたロードセル）」 メッセージが表示されます。

ロードセルのデータベースオプションに戻り、必要に応じてロードセルを追加することもできます。

これで、必要なロードセルがデータベースに追加され、INSIGHTソフトウェアの他の機能を確認できるようになり
ます。



ロードセルデータベースにデータを入力したら、次にプロジェクトを作成します。これを行わなければ、ロードセル
のデータ表示やCOG（重心）の計算など、他の機能を利用することができません。プロジェクトを作成すると、ロー
ドセルデータベースから1台以上のロードセルがプロジェクトに割り当てられます。

プロジェクトがすでに存在する場合は、[Projects（プロジェクト）]ボタン（以下に表示）を選択して、ウィンドウに
プロジェクトのリストを表示できます。そこから、1つのプロジェクトをクリックして選択することができます。次に、
必要に応じてプロジェクトの詳細を編集できます。

プロジェクトの設定

新しいプロジェクトを開始するには、[+New（+新規）]（以下で赤く囲んだボタン）をクリックします。これは、デー
タフィールドにデータを入力する前に行う必要があります。

2
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[+New（+新規）]をクリックしたら、次の情報を入力してください。

プロジェクト名と内容
プロジェクト名（「Name」）と内容（「Description」）をプレーンテキストで入力します。

単位
Tonnes（トン）、Kilogram（キログラム）、Kilo Newtons（キロニュートン）、Pounds（ポンド）を選ぶドロップ
ダウンボックス「Display Unit（単位を表示）」から、プロジェクトで使用する単位を選択します。これらの単位は、
ロードセルデータベースに表示されている単位よりも優先されます。

ロギング方式（ドロップダウンリストから選択）

 • None（なし）
 　ロギングは行われず、ログデータファイルは作成されません。

 • Continuous（継続）
 　ロードセルのすべてのデータがロギング周期に従いデータファイルに記録されます。
 　ロギングは、[Log Start（ログ開始）]ボタンを押して開始する必要があります。

 • Manually Triggered（手動トリガー）
　　[Log（ログ）]ボタンを押した場合に、単体のデータ値のみがファイルに記録されます。

 • At Alarm（アラーム発生時）
 　アラーム条件を最初に超えたデータ値がデータファイルに記録されます。
 　ロギングは、[Log Start（ログ開始）]ボタンを押して開始する必要があります。

 • While In Alarm（アラーム発生中）
 　指定されたアラーム条件を超えている間、データ値がデータファイルに記録されます。
 　ロギングは、[Log Start（ログ開始）]ボタンを押して開始する必要があります。

ロギング周期（ms:ミリ秒）
データをデータファイルに記録したい周期を入力します。ここに値を入力すると、ロードセルについて選択された
測定周期が上書きされます。ロードセルの測定周期よりも最小単位が大きいロギング周期は選択しないでください。

ロギング周期はミリ秒単位です。したがって、1000という値は1秒を示します。

ロギング先ディレクトリー
データファイルを保存するディレクトリーパスを入力します。このパスは、COGレポートの保存にも使用されます。
注記： 既定パスは、ユーザーのプロファイルに関連付けられ、通常は、
‘C:\users\your-name\documents\Insight\Data となります。ただし、お使いのネットワーク上で別の場所
を指定しておくことも可能です。

RFチャネルとセキュリティーキー
初期設定では、システムはRFチャネル「15」を使用し、セキュリティーキーフィールドは空白となっています。これ
らの値は、プロジェクトに追加された最初のロードセルから移されるため、編集できません。

過荷重率
これは、ロードセルのWLL（使用荷重）の割合（%）です。この割合を超えると、荷重値データの代わりに
「OVERLOAD（過荷重）」というテキストが表示されます。既定値は101です。この機能をオフにする場合は、0（ゼ
ロ）に設定してください。

他の項目を表示する前に、必ず[Save（保存）]ボタン（下の赤く囲んだボタン）を押してください。



データベースに登録されたロードセルは、プロジェクトに関連付ける必要があります。
これは、「Project Load Cells（プロジェクトロードセル）」の[+New（+新規）]ボタンを押して行います。

1台のロードセルの情報を入力して保存したら、[+New（+新規）]ボタンを押してロードセルを追加することがで
きます。

プロジェクトロードセル
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[+New（+新規）]ボタンを押すと、「Edit Project Load Cell（プロジェクトロードセルの編集）」というタイトルの
ウィンドウが表示されます。

プロジェクトロードセルの編集
この画面内で、プロジェクトに対応するロードセルを選択するか、ロードセルの情報を使用した数式を入力するこ
とができます。アラーム、COGの詳細、およびその他の設定を行うこともできます。

他の項目を表示する前に、必ず[Save（保存）]ボタンを押してください。

ロードセルのシリアル番号
ロードセルのデータの表示などに使用します。ロードセルのシリアル番号しか参照および使用する必要がない場
合もあります。こちらを選択すると、データ表示またはCOG計算のためにロードセルをプロジェクトに関連付ける
ことができます。

ラジオボタンは、既定で[Load Cell Serial Number（ロードセルのシリアル番号）]がオンになっていますが、
[Formula（数式）]に選択が移動している場合は、再度[Load Cell Serial Number（ロードセルのシリアル番
号）]を選択してください。

ロードセルシリアル番号のラジオボタン下のドロップダウンメニューをクリックすると、ロードセルデータベースに
登録されたシリアル番号の一覧が表示されます。ドロップダウンリストに表示されるロードセルから、プロジェクト
内で使用するものを1台選択してください。これにより、選択したロードセルがプロジェクトに関連付けられ、ロー
ドセルデータの表示やCOGの計算に使用できるようになります。

説明（「Description」）フィールドには、既定でロードセルのシリアル番号と同じ値が表示されますが、ここにはど
のような文字列も入力できます。

数式
ロードセルのデータ読み取り値を（前のページに示したとおり）直接使用する代わりに、ロードセルのデータ読み
取り値を利用した数式を使用することができます。これは、変換係数を用いた個別指定単位が必要な場合や、複
数のロードセルの合計値が必要な場合に便利です。

数式で使用するロードセルは、[123456]のように、シリアル番号を角括弧で囲んで直接入力することができます。
または、ドロップダウンリストでロードセルのシリアル番号を基にロードセルを選択し、 [Formula（数式）] ボタン
をクリックして数式に転送することもできます。

例） 
トン単位のデータをポンド単位に変換する場合は、以下の数式を使用します。

[111111]*2204.62

※ロードセルのシリアル番号は、角括弧で囲んで表示されます[111111]。

4台のロードセルの値を合計する場合は、以下の数式を使用します。

[111111]+[123456]+[123411]+[123422]

数式パーサーは、以下のシンボルを認識します。

+ （加算）
- （減算）
/ （除算）
* （乗算）
() （括弧）
[xxxxxx] （角括弧で囲まれたロードセルのシリアル番号）

また、十進数も使用可能です。

数式パーサーは、最初にロードセルのシリアル番号を読み取る必要があります。そのため、

2*[123456] は受け付けられませんが、
[123456]*2 は受け付けられます。

受け付けられる数式の例を以下に示します。
• [111111] + [234567]
• [111111]*2.5
• [111111]+2.0
• ([111111]*2)+100
• ([111111]*2204.62)/100
• ([111111]*2)/(2*[222222])

受け付けられない数式の例を以下に示します。
• 2*[111111]
• (2*[111111])
• (2*6)
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説明
ロードセルが実際の吊り上げ作業現場のどこで使用されているかを理解しやすくするため、ロードセルに関する
説明情報を追記してください（下の赤く囲んだ「Description（説明）」の欄）。この説明情報は、プログラムおよび
レポート内でロードセルを識別するために使用されます。説明フィールドの既定値として、ロードセルのシリアル
番号が自動的に表示されます。

他の項目を表示する前に、必ず[Save（保存）]ボタンを押してください。

アラーム設定

INSIGHTソフトウェアからローカルに生成できるアラームは、以下の3種類です。

• Low（指定値未満）
　入力された「Alarm Low（アラーム下限）」値を読み取り値が下回ると、アラーム条件が満たされます。
• Alarm High 1（指定値超1）
　入力された「Alarm High（アラーム上限）」値を読み取り値が上回ると、アラーム条件が満たされます。
　このアラームは、警告レベルと考えることができます。
• Alarm High 2（指定値超2）
　入力された「Alarm High 2（アラーム上限2）」値を読み取り値が上回ると、アラーム条件が満たされます。
　このアラームはエラーレベルと考えることができます。

アラームを有効化するには、[Low（下限）]、[High 1（上限1）]、[High 2（上限2）]のいずれかのボタンをクリック
して、ボタンをオン（緑色）にします。

閾値を入力してください。アラーム発信までの上限値は「Alarm High（アラーム上限）」に、下限値は「Alarm 
Low（アラーム下限）」に入力します。この値は、先に選択している単位で設定されます。

最後に、閾値に到達したときにアラームを発信し続ける必要がある場合は、[Alarm Low Latch（アラーム下限
保持）]、[Alarm High 1 Latch（アラーム上限1保持）]、または[Alarm High 2 Latch（アラーム上限2保持）]
ボタンをクリックします。

これらのアラームは、各ロードセルまたは各数式で個別に機能します。WLLの割合ではなく、絶対値を入力します。

アラーム閾値に到達すると、ロードセルのディスプレイにはアラームが赤で表示され、コンピューターのスピーカ
ーからビープ音が鳴ります。
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3

3
下限アラームが設定されて
おり、その閾値を超えた場合
の例。

アラーム保持機能が設定されて閾値を超えた場合、アラーム条件が閾値内に戻ってもアラームは継続します。

これを消去するには、右下にある[Stop（停止）]通信ボタンを押し、必要に応じて[Start（開始）]を押して、ディス
プレイを再起動します。

高度な設定
[Show Advanced Settings（高度な設定を表示）]タブを展開すると、他の設定項目が表示されます。
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• Tare（風袋）
シャックルなどの重量を補正する場合は、ここに値を入力します。
この値は、すべての正味値または総計値から差し引かれます。

• Resolution（最小単位） 
 これはロードセルから読み込まれ、起動時に設定されます。この値はWLLに基づき決定されるため、通常は変
更する必要がありません。複数のロードセルのデータを異なる最小単位で表示する場合は、他のロードセルに
合わせて最小単位を調整できます。
最小単位は、データ値が取る「刻み幅」を示し（画面で「0.02」に設定すると、値は1.02、1.04、1.06等になりま
す）、これにより読み取り値に表示される小数点以下の桁数が自動的に設定されます。

• Zero Tracking（ゼロトラッキング）
これはロードセルから読み込まれ、起動時に設定されます。
したがって、通常は変更する必要がありませんが、必要に応じて変更することはできます。
下回った場合にデータ読み取り値が 0 と表示される値を入力します。

• Centre of Gravity（重心）
 この項目をクリックすると、該当のロードセルまたは数式を重心の計算に使用できます。
さらに5つのフィールドが、これに関連付けられています。

• X座標およびY座標
重心計算のため、ロードセルの位置の（局所的に定義された原点または大域座標を基準とした）局所X座
標および局所Y座標を入力します。座標の単位（メートル、フィートなど）はお好みで決められます。
  
• Units（単位）
メートルなど、局所X座標および局所Y座標の単位を文字列で入力します。

ロードセルに関連するすべての設定をプロジェクトに保存する場合は、[Save（保存）]ボタンを押してください。

プロジェクトを設定し、必要なロードセルを割り当てたら、ソフトウェアがロードセルのデータ読み取り値を表示
できるようになります。
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ロードセルデータの表示

また、プロジェクトに関連付けたロードセルと数式のマトリックスが表示されます。

プロジェクトに関連付けられた2台のロードセルの例を以下に示します。

ディスプレイには、ロードセルまたは数式ごとに個別のエントリーが表示されます。それぞれに説明とデータ読み
取り値が表示されます。この例では、データ読み取り値の取得プロセスがまだ開始されていないため、空白になっ
ています（上の画像で赤く囲んだ部分）。

データ読み取り値の取得プロセスを開始するには、右下隅の [Start（開始）] ボタンをクリックしてください。
すると、空白の代わりに読み取り値が表示されます。
既存のプロジェクトは、プロジェクト設定ページにある [Projects（プロジェクト）]から選択できます。
同じ手順に従い、データ取得プロセスを開始してください。
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この画面には、「Gross（総
計）」または「Net（正味）」の
読み取り値も表示されます。
この表示を切り替える場合
は、このボタンをクリックして
ください。

「Low（下限）」
「High 1（上限1）」
「High 2（上限2）」
の3種類のアラームが表示
されます。

ロードセルに関連する警告およびエラーも、過荷重が掛かっている場合（「Overload（過荷重）」と表示）、ロード
セルの内部過負荷エラー（「LC error（LCエラー）」と表示）、校正期限超過、およびバッテリー容量低下の場合に
表示されます。

ロードセルのデータ読み取り値を表示する場合は、右下隅の[Start（開始）]ボタンをクリックしてください。
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ロードセル関連の表示アイコン

無線信号レベル

無線信号レベルは5本のバーで
表示され、データ読み取り値の表
示時は塗りつぶされます。 

過荷重の警告

ロードセルの値がプロジェクト設定パラメーターの過
荷重率フィールドに入力した値を超えた場合、表示中
の読み取り値に代わって、このテキストが表示されます。

校正期限超過の警告

ロードセルがストレートポイント
社で校正されてから約1年が経過
しており、校正が必要です。
これはロードセルが再校正され
るまで表示され続けます。

ロードセルのバッテリー容量低下

これは、一時的に表示される警告
で、新しいバッテリーをロードセ
ルに挿入すると消えます。

過荷重エラー

ロードセルがそのWLL（使用荷
重）を10%以上超えた場合に表
示されます。
ひずみゲージの部品が損傷して
いる可能性があるため、再校正す
る必要があります。
これはロードセルが再校正され
るまで表示され続けます。

ロードセルのエラー

ロードセルが内部のmV/V値を
超えたことを示します。このアイコ
ンが消えない場合は、ロードセル
を修理する必要があります。
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ロードセルチャート
メインチャート画面では、ウ
ィンドウにこのグラフアイコ
ンが表示されます。このグラ
フでは、最新のデータが絶え
ず更新されて表示されます。

画面の下にはシャドーグラフが表示され、グラフ作成の全期間が表されます。これには、カーソルを表す長方形の
シャドウブロックが重ねられています。これは、現在のメイングラフに表示されているデータの一部を示します。こ
のカーソルを（マウスを使用して）左にドラッグすると、メイングラフの別のタイムラインのデータを表示できます。
[Stop（停止）]ボタンをクリックすると最も効果的です。[Stop（停止）]ボタンをクリックしなければ、現在のタイム
ラインのグラフ表示に戻ります。

 • チャートを開いたままにしておくには、チャートの[Stop（停止）]ボタンをクリックします。
　ただし、チャートに測定値が追加されないように必ず時間を固定してください。

 • チャートを再起動するには、チャートの[Clear（消去）]をクリックして、画面上の両方のグラフを消去します。

 • チャート作成を再開するには、 [Record（記録）] ボタンをクリックします。

 • タイムラインの横の尺度を拡大または縮小するには、マウスのスクロールホイールを使用します。

 • チャートの別の位置を表示するには、マウスのカーソルをクリックしたまま左右にドラッグします。

 • [Max History（最大履歴）]フィールドには、バッファーが上書きされるまでに保存される読み取り値の数
　（表示されるグラフのサイズ）が表示されます。

 • 記録の [Intervaｌ（周期）] は、データ読み取り値を累積して表示を更新する周期です。

 • ロードセルの説明の横にあるチェックボックスをクリックすると、そのロードセルをグラフから削除できます。

視覚表現

視覚表現は、右上隅の[Load Image（画像読み込み）]ボ
タン（左のアイコンを参照）を押してロードセルの構成の
画像をアップロードしてから、ロードセルデータ読み取り
値のボックスを画面上の該当の位置にドラッグすることに
よって行われます。

完了したら、右上隅の[Save（保存）]ボタン（右のアイコン
を参照）をクリックします。

注記： 
 • [Save（保存）]を選択すると、データ読み取りが自動的に停止します。
　　この場合、保存の実行後に再起動する必要があります。
 • 視覚表現の設定が行われていない場合、ロードセルのすべてのデータ読み取り値のボックスが左上隅に配置
　　され、単一のデータ読み取り値ボックスとして表示されます。

視覚表現機能を使用すると、ロードセルの構成と位置を可視化することができ、リアルタイムのデータとともに
写真による背景も画面に表示されます。
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レポート

[Generate Report（レポート生成）]ボタンをクリックすると、ソフトウェアがテンプレ
ートからレポートファイルを自動的に生成し、レポートファイルにプロジェクト名など
を含むプロジェクトのデータを書き込みます。次に、レポートファイルがレポート出力
ディレクトリーにエクスポートされ、ユーザーが確認できるようになります。

また、この機能を使用すると、トークンを含む独自のレポートテンプレートファイルを柔軟に作成して、独自仕様の
レポートを作成することができます。レポートを作成するには、最低でも、テンプレートファイルを編集または作成
し、ロードセルのシリアル番号を記入する必要があります。

プレーンテキストまたはHTMLファイルで使用できるトークンは次のとおりです。

[Report（レポート）]機能は、現在のロードセル画面の読み取り値を取得し、プレーンテキストまたはHTML形式
のファイルとしてレポートファイルにエクスポートします。

トークン
++PN++
++DT++
++TM++

++SD[xxxxxx]++
++SV[xxxxxx]++

内容
プロジェクト名

「2桁の日にち、月、2019」で示す現在の年月日
時間：分：秒（すべて2桁）で示す現在時刻

ロードセルの説明 [xxxxxx]
ロードセルの現在のデータ値 [xxxxxx]

トークン化されたプレーンテキストファイルの例を以下に示します。

 Project - ++PN++

 単純なテキスト形式レポートの例

 Date: ++DT++
 Time: ++TM++

 Load Cell 　　　  Description           　　   Value
 [123411]　　++SD[123411]++　　++SV[123411]++
 [123422]　　++SD[123422]++　　++SV[123422]++

 これにより、出力ファイルが生成されます

 Project - aproject

 単純なテキスト形式レポートの例

 Date: 29 April 2019
 Time: 16:39:05

 Load Cell Description  Value
 [123411] 123411 23.36
 [123422]        123422 20.80

レポートテンプレートウィン
ドウから使用したいテンプレ
ートを選択してください（提
供されたトークンを使用して
作成したテンプレートも表
示されます）。

以下の手順に従い、レポートを作成してください。

 1. 下に示すレポートテンプレートファイルを格納しているディレクトリーを指定します
　　（[Available Report Templates（使用可能レポートテンプレート）]ウィンドウに表示されます)。

 2. 出力されたレポートを格納するディレクトリーを指定します。
 
 3. 画面の右下隅の[Start（開始）]ボタンをクリックして、データ読み取り値のキャプチャーを開始します。
 
 4. カーソルで、[Available Report Templates（使用可能レポートテンプレート）]ウィンドウ内のリスト
　　 から使用したいテンプレートファイルをハイライトします。

 5. [Generate Report（レポート生成）]ボタンを押します。

 6. レポートが作成・表示され、新たに作成されたページに保存されます。
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重心
プログラムには、吊り荷の重心を計算し、それを基に画面に表示する視覚表現とレポートを生成する機能が備わ
っています。

ロードセルの位置を入力するには、次の2つの方法があります。

 1. 任意の固定点からのメートル値を指定するなど、局所相対座標を使用する。
 2. UTM座標系で使用されているグローバルな座標を使用する。

COGプロジェクトにロードセルを使用するには、まず、[Edit Project（プロジェクトの編集）]ロードセルメニュー
内の[Advanced Settings（高度な設定）]セクションでその位置のX座標とY座標を指定する必要があります。
COG機能を有効化し、ロードセルの位置座標を入力してください。局所座標でも大域座標でも入力することがで
きますが、局所座標を入力する場合は、[Units（単位）]フィールドも併せて入力してください。

COGロードセルの情報をす
べて入力したら、このオプシ
ョンボタン（左のアイコンを
参照）をクリックしてCOG画
面に移動してください。 Ce
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ここで、ジョブ詳細項目を入力して、保存します。

まだ完了していない場合は、[Start（開始）]ボタンをクリックして、データ読み取り値のキャプチャーを開始してく
ださい。必要に応じて、値がロードセル表示画面に表示されます。

これで、COG画面にCOG位置が表示されます。このCOGに寄与するロードセルは、ロードセルの重量に比例する
大きさの青い円で表示されます。

図のように、COGは、円と十
字を重ねたマークで中央に
表示されます。

注記：荷重の値と位置は青
い円の中に表示されますが、
わかりやすさを優先するた
め、左のスクリーンショット
では削除されています。
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COGの座標と重量は、COG内に表示されます。

安定を得られる位置が確保されたら、レポートの読み取り値を取得することができます。

3つの読み取り値が取得されたら、[Record 1(記録1)] 、[Record 2（記録2）] 、[Record 3（記録3）] の順にク
リックします。[Record（記録）] ボタンは使用できませんが、取得されたデータ読み取り値を確認し、必要に応じ
て却下および再実行することができます。

レポートを生成するには、次に示す[Generate Report（レポート生成）]ボタンをクリックします（HTMLレポート
が生成されます）。

生成されたレポートは、ロギングディレクトリーフォルダーに格納されます。フォルダーは、[View Report（レポー
トの表示）] タブを使用して選択できます。
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ロードセルとの通信中に、[Log Start（ログ開始）]（ロギング）ボタンをクリックすると、ロギングを開始できます。
[Start（開始）]ボタンを押して（またはロードセルがスキャン実施中に）ロードセルからデータを読み込んでいると
きは、標準メニューオプションの多くを使用することができません。メニュー項目へのアクセスを許可するには、ス
キャンまたは通信を停止する必要があります。

ログデータファイルが作成され、指定されたロギングディレクトリー内に、以下の形式に従ったファイル名で保存
されます。

Insight.20YY-MM-DDTHH-MM-SS.csv

このファイル名形式は、地域の日時の表記形式とは関係なく守られます。

例） Insight.2019-04-25T10-48-38.csv は、2019年4月25日の午前10時48分38秒に作成されたことを
示します。

ファイル形式は標準のコンマ区切り（CSV）形式で保存され、お好みのスプレッドシート内で読み取ることができ
ます。

日時と、その後ろにロードセルのシリアル番号を表示したヘッダー行が1行含まれます。

例：
 　日付　　　　　  時刻　　経過時間（ミリ秒）　  123411　　  333333
2019-07-02 11:31:53   5000 14.580 16.088
2019-07-02 11:31:58 10000 14.580 16.089
2019-07-02 11:32:03 15000 14.580 16.088
2019-07-02 11:32:08 20000 14.580 16.090
2019-07-02 11:32:13 25000 14.577 16.086
2019-07-02 11:32:18 30000 14.577 16.089
2019-07-02 11:32:23 35000 14.576 16.089
2019-07-02 11:32:28 40000 14.578 16.087

データロギング

INSIGHTには、バックアップ・復元機能を使用してプロジェクトと設定を保存する機能が備わっています。

バックアップ・復元機能

ログデータファイルの形式

バックアップ機能は、不注意によるプロジェクトデータの削除を防ぐために、必ず定期的に使用してください。

左下隅にある[Backup（バックアップ）]ボタンを選択してINS IGHTデータを保存すると、状態が
configuration.xmlというファイルに保存されます。このファイルは、既定でINSIGHTディレクトリーに格納され
ます。

プロジェクトと状態は、[Restore（復元）]ボタンを使用していつでも復元できます。

[Restore（復元）]ボタンのもう1つのオプション機能としては、既製のプロジェクトとストレートポイント社が提供
するロードセルの詳細をインストールする機能が挙げられます。
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Windows10へのソフトウェアのインストール 
Windows 10を搭載したコンピューターにINSIGHTソフトウェアをインストールしようとすると、
以下のポップアップウィンドウが表示されることがあります。

インストールを続行するには、[詳細情報]をクリックします。
以下のテキスト表示ウィンドウが表示されます。

[実行]をクリックして、Windowsにインストールを続行するよう指示します。

この項では、各アイコンが何を指しているかを簡単に説明します。
各アイコンは、時系列順（内部で表示される順）に並んでいます。

アイコン一覧
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INSIGHT

このアイコンをダブルクリックす
ると、プログラムが実行されます。

アラーム

アラーム閾値に到達していません。

アラーム

アラーム閾値に到達しました。

保存

自動的に再読み込みされるよう、
事前に読み込んだ写真（データの
視覚表現用の背景作成用）を保
存します。

プロジェクト

既存のプロジェクトの一覧を
表示します。

画像の読み込み

データの視覚表現用の背景を作
成するため、写真を読み込みます。

プロジェクト設定

プロジェクト設定を作成・編集す
る場合は、これをクリックします。

ロードセルチャート

このグラフでは、最新時点のデー
タが絶えず更新されて表示され
ます。

ロードセルデータの表示

ロードセルのデータ読み取り値
を表示します。

レポートの作成

このボタンをクリックすると、
INSIGHTソフトウェアが自動的
にレポートファイルを生成します。

ロードセルデータベース

既存のロードセルをデータベース
に取り込みます。

無線信号レベル

ロードセルの信号強度を示します。

ロードセル読み取り値

このボタンをクリックすると、
「Gross（総計）」または
「Net（正味）」が表示されます。

重心

このボタンをクリックすると、
重心画面に移動します。
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Note


