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1 正しい用途 

ソフトウェア DATAVIEWERを使うと、SONOLEVELアプリを使って SONOCHEK上で記録した測定を

Windowsの PCまたはタブレットで評価できるようになります。  

SONOCHEKからエクスポートされたディレクトリと測定は、付属の写真、テキストによるコメント、ボイスメモと一

緒にリストアップされます。  

記録した測定データは再生でき、音圧レベル記録とスペクトログラムに適したグラフで視覚化されます。測定デー

タの時間的推移で特定の範囲に焦点を当て、処理用にエクスポートできます。  

 

 

注記  

SONOLEVELアプリの測定データのみ読み込めることに注意してください。  

測定を記録するのに使ったアプリのバージョンによって、可能な表示方法が異なります

（以下の図は実際と多少異なる場合があります）。   
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2 最初のステップ 

 

2.1 測定を準備する  

お使いの SONOCHEK上にある測定データを評価用に DATAVIEWER ソフトウェアに読み込めるようにする

には、まず SONOLEVEL アプリを使って ZIP ファイルとしてエクスポートする必要があります。  

詳しい情報は SONOCHEK の取扱説明書の 4.3 章「測定データをエクスポート用に準備する」をご覧ください。  

その後で、エクスポートした測定データを、DATAVIEWERを実行する PCまたはタブレットのファイルシステムに

コピーする必要があります。そのために、USB経由で SONOCHEKを PCまたはタブレットに接続してください。 

 

2.2 DATAVIEWER ソフトウェアの起動  

DATAVIEWERは別個にインストールをする必要がなく、保存場所から直接起動します。 

1. DATAVIEWER ソフトウェアのプログラムファイルを保存したディレクトリをWindows Explorer で開きます。  

 

 

注記 

ソフトウェアが起動できなくなってしまうので、ファイル名とディレクトリ名は変更しないでく

ださい。  

 

2. SONOLEVEL-DATAVIEWER アプリケーションファイル (exe) をクリックします。  

 

2.3 測定を読み込む  

 「ディレクトリを読み込む」[Load Folders] をタップまたはクリックします。 

 表示されたダイアログボックスで、SONOCHEKから PCまたはタブレットにコピーした測定データの ZIP ファ

イルを開きます。  

 測定データのあるディレクトリ [Folders] がリスト表示の左の列に表示されます。 
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3 ユーザーインターフェース 

DATAVIEWER ソフトウェアでは 2つの表示を利用できます。リスト表示ではディレクトリと測定を選択でき、

付属の写真、テキストによるコメント、ボイスメモを表示できます。詳細表示では、適切なグラフを使って測定をオ

ーディオビジュアルで評価できます。  

 

3.1 リスト表示 

 

 

 

  
1 測定のあるディレクトリ [Folders] のリスト（アクティブなディレクトリ：赤いマーク） 

2 メニューバー  

3 選択したディレクトリの測定 [Measurements]  

4 選択したディレクトリ/測定の添付 [Attachments] 

1 2 3 4 5 

6 
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5 言語設定：ドイツ語/英語  

6 エラーメッセージの表示用ステータスバー。オープンソースソフトウェアに関する注記（SONOCHEK 

DATAVIEWERについて） [About SONOCHEK DATAVIEWER] 

 

 

注記 

DATAVIEWERはオープンソースソフトウェアプロジェクトの一部を使用しています。この

プロジェクトの名前、ライセンス条件、著作権表示はファイル「3RD-PARTY-

NOTICES」をご覧ください。 

これらの情報をソフトウェア内で表示させることもできます。 

「SONOCHEK DATAVIEWERについて」[About SONOCHEK DATAVIEWER] 

をタップまたはクリックして、すべての情報を含むウィンドウを表示させてください。 

 

3.2 詳細表示  

 

 

 

  

1 2 3 

4 



DATAVIEWER ユーザーインターフェース 

  

 

10   

  SONOCHEK 08.2018 

1 アクティブなディレクトリ内の測定 [Measurements]（アクティブな測定：赤いマーク） 

2 メニューバー 

3 音圧レベル記録と温度推移 

4 スペクトログラムとスペクトル 

 

詳細表示 - 音圧レベル記録および温度用のグラフ 

 

 

 

 

  
1 音圧レベル軸 (dB) 

2 時間と音圧レベル値の凡例 （様々な音圧レベルの選択/表示： 設定） 

3 時間カーソル 

4 推移の曲線を表示するメイン領域（カラー表示、凡例を参照） 

5 時間軸 

6 温度軸 (°C) 

7 測定のメタデータ 

1 2 3 5 6 7 4 
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詳細表示 - スペクトログラムとスペクトル  

 

 

 

 

 

1 周波数軸 (kHz) 

2 周波数カーソル  

3 時間カーソル  

4 スペクトログラムの表示領域  

5 時間軸  

6 スペクトルにおける時間カーソルの周波数値と dB値（kHz、dB） 

7 選択した周波数に印の付いたスペクトル。スペクトルはスペクトログラムにおける現在の時間

カーソル位置に関連しています。 

8 スペクトルの DBスケーリング 

 

 

注記 

アプリのバージョンによっては古い SONOCHEKの測定データに dB値が準備できない

ことがあります。その場合、スペクトルに分解されたデータは dB値なしで表示されます。  

 

1 5 7 3 4 8 2 6 
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4 操作 

4.1 言語を設定する  

ユーザーインターフェースの言語には英語とドイツ語が選択可能です。 

メニューバーの右端で操作要素「英語」„English“または「ドイツ語」„Deutsch“をタップまたはクリックして、言語

を適宜指定してください。 

4.2 グラフ軸を編集する 

すべてのグラフ軸の上限と下限を直接変更できます： 

 軸の上限と下限で数値をクリックまたはタップし、続けて表示される入力フィールドでこの数値を変更します。  

 

 

注記 

軸の上限と下限は測定の読み込み時に記録の最大値と最小値から自動的に定義さ

れます。その後で、説明のように、この値を調整できます。 

 

時間軸はマウスと指のジェスチャーで調整することもできます： 

 スペクトログラムの表示領域、または音圧レベル記録と温度用のグラフの表示領域でタップまたはクリックを

して、そのまま離さないでください。一瞬待ってからマウスポインタを水平方向に希望の位置に動かし、選択

範囲をマークします。 

 希望の位置で左マウスボタンを離します。時間軸が選択した範囲に調整されます 

または 

 スクロールホイールを下方向に動かすか、2本の指を互いに間隔を縮めるように動かす、あるいはスクロールホ

イールを上方向に動かすか、2本の指を互いに間隔を広げるように動かして表示を調節します。 

グラフ軸をリセットする： 

 メニューバーで操作要素「表示 100 %」[Display 100 %] をタップまたはクリックしてください。  
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4.3 リスト表示の各機能 

4.3.1 ディレクトリと測定を選択する、添付を表示する  

 測定ディレクトリ [Folder] または希望の測定 [Measurements] を選択するには、要素をタップまたはクリ

ックしてください。  

 アクティブな要素には赤いマークが付きます（図を参照）。  

ディレクトリに含まれている測定 [Measurements] はリスト表示の中央の列に表示されます。  

アクティブなディレクトリまたはアクティブな測定に付属するボイスメモ、テキストによるコメント [Attachments] は、

リスト表示の右の列に表示されます。  

写真をクリックまたはタップすると、拡大表示されます。写真の拡大表示を終了するには、ユーザーインターフェー

スの任意の場所をクリックまたはタップしてください。 

 

 

4.3.2 詳細表示に切り換える 

 ディレクトリを選択します。 

アクティブな要素には赤いマークが付きます（図を参照）。  

 メニューバーで「測定を詳しく見る」[Inspect Measurements] をタップまたはクリックします。 
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4.4 詳細表示の各機能 

4.4.1 測定の選択 

アクティブなディレクトリの利用可能な測定が左の列に表示されます。 

 測定をタップまたはクリックして、選択します。  

 選択した測定には赤いマークが付きます。付属のグラフと情報は非表示にしておかなかった場合は、読み込

みプロセスの後に表示されます。 

 

4.4.2 列と行を表示/非表示にする 

音圧レベルの推移、そして特にスペクトログラムの表示を画面で最大化するために、詳細表示で個々の領域を

表示したり非表示にしたりできます： 

 

 該当する機能、例えば「左の列を非表示」[Left column off] または「左の列を表示」[Left column on] を

タップまたはクリックして、要素を表示したり、非表示にしたりします。 

コンテンツの表示または非表示に関するその他の機能： 

 右の列を非表示/表示 [Right Column on/off] 

 上の行を非表示/表示 [Top Row on/off] 
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4.4.3 カーソル位置を変える 

音圧レベル記録またはスペクトログラムにおける周波数カーソルまたは時間カーソルの位置を変える： 

 カーソルの横をクリックし、左マウスボタンを押し続け、時間カーソルを直接左または右に動かすか、周波数カ

ーソルを上または下に動かします。 

音圧レベル記録またはスペクトログラムにおける周波数カーソルおよび時間カーソルの位置を一緒に変える： 

 周波数カーソルと時間カーソルが交差するエリアをクリックし、左マウスボタンを押し続け、時間カーソルと周

波数カーソルを直接任意の方向に動かします。 

スペクトルにおける周波数カーソルの位置を変える： 

 カーソルの横をクリックし、左マウスボタンを押し続け、周波数カーソルを上または下に動かします。 

 

4.4.4 様々な種類の音圧レベルを表示する/非表示にする  

 音圧レベル記録と温度用のグラフの上にある凡例の設定アイコン  をタップまたはクリックします。  

 値をタップまたはクリックして、グラフでこれを表示または非表示にします： 

 
 

カラー表示の要素 = アクティブ：タップ/クリックすると、関連する音圧レベル記録が非表示 

グレーの要素 = 非アクティブ：タップ/クリックすると、音圧レベル記録が表示  

 利用可能な種類の音圧レベルのリストを非表示にするには、凡例のチェックマークをタップまたはクリックしま

す。  

 

4.4.5 オーディオ再生を起動する 

 スペクトログラムの表示領域、または音圧レベル記録と温度用のグラフの表示領域を短くタップまたはクリッ

クすると、選択した測定に関して可聴化されたオーディオデータを再生します。  

 再生は時間カーソルの現在の位置で開始し、カーソルが時間軸の端に達したら終了します。再生中、時間

カーソル、音圧レベル記録と温度用のグラフの凡例は同期して再生位置に移動します。  
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注記 

オーディオ再生の音量は PCシステムの設定を通じて変更できます。 

 

時間カーソルが時間軸の端に達するとすぐにカーソルは時間軸の初めにセットされ、再生が停止します。 

 再生を手動で終了するには、再生中にもう一度エリアをタップまたはクリックします。 

 

4.4.6 データを CSV フォーマットでエクスポートする  

ソフトウェアを使って処理するために、測定データは CSV ファイルとして以下の説明のようにエクスポートできま

す：  

 データのエクスポートで含めたい音圧レベルを表示させます（4.4.4章様々な種類の音圧レベルを表示する/

非表示にするを参照）。 

 メニューバーで操作要素「データをエクスポート」[Export Data] をタップまたはクリックします。  

 保存場所に関するダイアログボックスが開きます。  

 ダイアログボックスで必要に応じてパスとファイル名を変更し、入力内容を「保存」で確認します。  

 保存した CSV ファイルには、表示させたすべての音圧レベルのデータが含まれています。 

 

4.4.7 リスト表示に切り換える  

 メニューバーで「ディレクトリを選択」[Browse Folders] をタップまたはクリックします。  
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5 エラーメッセージとトラブルシューティング  

 

 

注記 

非常に稀にですが（アプリケーションまたはコンピュータのシステム故障）、キャッシュへの

大きなデータ量の書き込み時に保存プロセスで異常が発生することがあります。その場

合、不整合な/間違ったデータがキャッシュに保存されます。  

それゆえ、アプリケーションを正しく起動できるようにするには、以下のショートカットキーを

用いてアプリケーションのキャッシュをリセットすることが必要になる場合があります：  

Ctrl + Shift + F8。  

 

ステータスメッセージとエラーメッセージはソフトウェアで画面右下隅のステータス行に表示されます。 

その他の問題または故障は当社のサービスにお問い合わせください。ソフトウェアバージョンと、（ある場合は）エ

ラーメッセージを用意しておいてください。 
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