振動/騒音/構造解析のための

実験モード解析
STARModal のご紹介

ストラクチャルサイエンス

The STAR７Modal システム情報
STAR7 Modal / Modal Premier / Modal Educational

－

Presented by Spectral Dynamics
STAR7 システムは、既存の計測システム（ハードウェア、ソ
フトウェア）と組み合わせて使用することができます。それ
ぞれの計測システムからデータをインポートし、多様なアプ
リケーションに解析結果をエクスポートすることが可能です。
例えば、多くのデータ収集システムあるいは STAR5.x などの
共通データベースからテスト・データをインポートすること
ができます。また、文書処理、プレゼンテーションおよびス
プレッドシート・アプリケーションへペーストするためにデ
ータおよびグラフィックスをコピーすることができます。

STARModal 実験モード解析の主な機能


モーダル解析（Modal Analysis）



多点参照法アドバンスド・カーブフィット解析
（ACF:Advanced Curve Fitting）



構造変更シミュレーション
（SDM:Structural Dynamics Modifications）



外力応答シミュレーション
（FRS:Forced Response Simulation）



時間領域解析（TDA:Time Domain Analysis）



実稼動解析（ODS:Operating Deflection Shapes）

効率的な実験構造解析システム
STAR7 システムは、システム導入費用やトレーニング時間を
節約し、標準的なウインドウズ操作環境によるプルダウン・
メニュー、ポイント・アンド・クリック・インターフェイス
を特徴としています。STAR7 システムの強力な解析モジュー
ルを使用するにあたって、ツールバー上のわずかなアイコン
操作によって、論理的なメニュー構造を操作することができ
ます。ビギナー・ユーザーは、STAR7 の Assistant ダイアログ
を参照し、そのガイドに従って実験構造解析プロセスを着実
に進めることができます。

STARSystem は、MS Windows の優れたインターフェイスを
備えた PC ベースの構造解析システムです。最新の STAR7
システムは、モード解析をはじめ、実稼動シェープ、モード
と時間領域解、多点参照パラメータ推定法解析および構造変
更/外力応答シミュレーションなどの解析機能を搭載してい
ます。さらに、先進の STAR7 システムは、実験構造解析シ
ステムとしての多様な機能を提供します。

計測データの集録、表示および解析
STAR7 システムは、実稼動テスト、インパクト・モードテス
ト、シェーカー・テストによる多点参照テストによる計測デ
ータを使用します。それらの計測データは、一般の計測機器
システムによって測定され、保存されたデータです。また、
計測データは、必要に応じてデータ・ディスク・トランスレ
ータを使用し、STAR7 システムへインポートされます。計測
データを識別し、その測定ラベルやデータ・タイプを選択す
ることも可能です。

振動／騒音のための解析機能
構造解析に携わる多くの技術者に最良の実験システムを提供
します。STAR7 システムの強力な機能によって、また、マイ
クロソフト・ウインドウズに基づいたインターフェイス、ネ
ットワーキング技術を使用することによって、柔軟な実験構
造解析システムを構築することができます。
STAR7 システムは、高精度なモード解析をはじめ、時間領域
解析、実稼動シェープ解析などの構造エンジニアリング技術
を統合しています。それらの動的解法は、構造ダイナミクス
の解析に必要なすべての機能を提供します。解析結果のアニ
メーション表示は、機械構造の振動・運動を直感的に観察し、
問題を識別するために効果的に使用されます。

STAR7 システムの計測データを容易に検証するために、計測
データの測定 DOF、データ・タイプおよびその他のパラメー
タの詳細を確認することができます。
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STAR7 Modal マネージメント
計測データ表示は、特に構造解析に共通の時間ベース、周波
数ベースの計測データ用に設計されています。その表示ディ
スプレイはインタラクティブに操作され、それぞれのデータ
に従って、実数、虚数、マグニチュード、ログ･マグニチュー
ド、位相などのデータ・フォーマットによって表示されます。
ｘ軸のフォーマットとしては、周波数や RPM および時間か
ら選択することができます。さらに、表示オプションの選択
により、ナイキスト線図、ボード線図、コクアド線図などに
よって表示することができます。

エクスプローラ/ワークスペース
ワークスペースには、1 つ以上のプロジェクト（構造モデル、
1 セットの測定データとそのセットアップおよび解析結果な
ど）を定義することができます。ワークスペース内のそれぞ
れのプロジェクトのデータは、STAR7 エクスプローラから操
作し、定義することができます。

その他、任意計測データのハイライト表示、ズーミング、自
動/手動スケーリングなどの表示オプションを利用すること
ができます。そして、グラフィックスやデータをコピーし、
報告書やプレゼンテーションなどの文書処理アプリケーショ
ン、あるいは新たな解析のためにスプレッドシート・アプリ
ケーションへそれらを貼り付けることができます。
計測データ演算機能
時間ベースあるいは周波数ベースのデータに数学的演算オプ
ションを提供します。例えば、FFT、IFFT、加算、減算、乗
算、除算、微分、積分などの演算を行うために計測データブ
ロック機能を使用することができます。必要に応じて、演算
を実行する計測データのチャンネル範囲あるいは周波数範囲
の値を指定することができます。時間領域では、ローパス、
ハイパス、などの時間領域バンドを定義することができます。

STAR7 Modal 計測データ（Measurements）
STAR7 Modal のサポートする計測データ・ファイル・フォー
マットは、次のとおりです。

既存の FFT アナライザーとの互換性


STAR7 Measurement Files（*.sdd)



STAR v5 Measurements（*.frf, *.tim, *.aps, *.cps, *.coh）



Universal File Format（*.uff, *.asc, *.unv）

市販のマルチ・チャンネル・アナライザーを使用し、多点参
照解析を行うことができます。一般に、多点参照データを収
集するには、２チャンネル・アナライザーでは、一度に１つ
の参照データを収集することができます。また、複数の多点
参照データを同時に収集するには、加振コントロール機能を
備えた多チャンネル解析装置を使用することができます。

一連の計測データは、適切なドライビング・ポイント（参照
点）の設定に基づいて測定されていなければなりません。計
測データが応答点固定、加振点固定あるいは ODS（実稼動に
基づく方法）を使用して集録されたかを指定します。

計測データ表示機能
計測データ表示には、多くの新しい機能が搭載され、１つの
ウィンドウに、最大 16 の計測データを重ね合わせ（オーバー
レイ）、あるいは並べて（セパレート）表示することができま
す。それぞれのカラーも任意に選択することができます。
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計測データベース・エディタでは、複数のデータを同時
に管理/編集することを可能にします。



インポート／エクスポート機能のアップデート：UFF モ
デル、計測データ、解析結果をインポートおよびエクス
ポートすることができます。UFF モデルには座標系情報
を付加し、エクスポートすることも可能です。

モード解析
構造ダイナミクス問題の解析

FRF とモード信頼性評価基準の検証

STAR7 システムは、モード周波数およびカーブフィット手法
を決定した後、自動的に計測データセット全体を処理し、モ
ーダル・パラメータを推定します。

計測 FRF データのパラメータを評価するために個々のカー
ブフィット後、カーブフィット結果が自動的に合成されます。
モードシェープの識別において、モード信頼性評価基準はモ
ード間の相関性を推定します。これによってカーブフィット
結果を比較し、モードの連成度を推定することができます。

モデリングとモードの識別
FRF 計測データとモードモデルを作成するには、２つのステ
ップによって行われます。STAR7 システムはモードを識別し、
正確に周波数、減衰、レジデュなどのモード・パラメータを
評価するために、それぞれの機能を提供します。モードの識
別には、すべてのデータセットからモードを識別するための
高精度な推定機能を使用し、正確にモード・パラメータを推
定するために必要なカーブフィット手法を提供します。
ソースデータ・タイプとして、周波数応答関数
（FRF:Freaquency Response）を選択し、その計測データ（モ
ードの識別に適した１つの測定データ）を表示し、カーブフ
ィット結果を重ね合わせ表示で確認することができます。

多点参照データ解析
STAR7 システムのアドバンスド・カーブフィット機能は、複
数データセットの使用によるモード・パラメータを推定する
ために最小二乗法に基づく複素指数関数（LSCE）および多
項式手法の高精度アルゴリズム技術です。複数の参照点に基
づくデータセットによる柔軟性に富んだ多点参照（MIMO）
データを評価することができます。
そのグラフィックス・ユーザー・インターフェイス（GUI）
は、高精度の解析を支援します。例えば、シングル・モード、
マルチ・モードを識別するために、マルチ・モード・インジ
ケータ、スタビリティ・ダイアグラムおよび S-平面ダイアグ
ラムを参照することができます。

基本となるピークフィット手法（コインシデント、クオドラ
チャ、複素ピーク）は、モードシェープの迅速な推定に、ロ
ーカル法によるシングル・モード（SDOF）およびマルチ・
モード（MDOF）多項式カーブフィット手法によって、より
高精度なモードシェープの推定に有効です。また、グローバ
ル法によるカーブフィット手法は、連成が深く、高ダンピン
グ、多く重根を持つようなモードのための最良のソリューシ
ョン技術です。SDOF、MDOF およびグローバルなどのカー
ブフィット手法は高精度を保証するためのバンド外剰余項を
考慮することができます。

アドバンスド・カーブフィット・プロセス（ACF）の高速カ
ーブフィット処理により、大規模モデル、広い周波数帯域、
重根が存在する場合などのモード解析の評価を可能にします。
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実稼動シェープ解析

時間領域解析

実稼働シェープ（ODS：Operating Deflection Shapes）は、周波
数特性としての線形結合シェープです。これは実稼動変形シ
ェープとも呼ばれ、モード解析結果とは区別され周波数と加
振力に対する応答を表わします。

時間変化に基づく機械構造物の運動を観察
時刻歴データのアニメーションは、測定時間の機械構造物の
実稼動状態を示します。これは、一般に、振動問題を解析す
るための事前分析、あるいは運動問題の解析に必要とされま
す。時間領域解析は、非定常、非線形な過渡現象、特定周波
数における振動、衝撃応答などに適用され、例えば、運転時
の機械振動など、測定時間内において質量、剛性、減衰の動
的変化が伴う場合の解析に有効です。

実稼働シェープがモードシェープと異なる点は、モードシェ
ープが相対単位に換算されるのに対し、実稼働シェープは、
メートルやインチなどの絶対工学単位に換算することができ
ます。実稼働シェープは特定の周波数における機械構造物の
実際の運動状態を表現し、また、変形の原因などを究明する
のに役立ちます。代表的な周波数応答としては、高速運転、
調和運動、大きな共振周波数や衝撃応答があります。
実稼動時の速度、特定周波数・構造運動の観察
例えば、外力、ギヤー・トラブル、インバランス、緩衝装備
およびその他の要因によって生じる構造運動を解析し、アニ
メーション表示することができます。周波数領域計測データ
を使用し、実稼動シェープ（ODS）の構造解析を可能にしま
す。一般に、ODS 解析はその定常的動作する機械に対して行
なわれ、その構造力学問題を理解するために、所望の周波数
に関するアニメーションを観察することができます。
高精度な実稼動シェープ解析
伝達関数の測定に加えて、オートパワー・スペクトルおよび
クロスパワー・スペクトルを測定することにより、スケーリ
ングされた実稼動シェープを生成します。その結果は、加速
度、速度、変位あるいは、重力加速度などの実稼動シェープ
を得ることができます。これらの実稼動シェープによって、
それぞれの伝達関数が測定できない場合にもそれらのスケー
リングで運動の振幅を比較することができます。

時間領域解析手法
効率的に問題を解決するために、解析とアニメーション表示
の豊富な機能を提供します。例えば、変位データへの積分演
算は実際の運動現象を示し、最大変位部分を識別することが
できます。ディジタル時間領域周波数フィルタリングは、よ
り一層の研究のために問題領域のアニメーション化を可能に
します。また、インパルス応答による周波数応答関数（FRF）
計測データセットに対して逆 FFT 演算を実行し、そのインパ
ルス応答運動をアニメーション表示することができます。こ
のインパルス応答プロセスにおいて、ディジタル・フィルタ
ーや積分などの演算を指定することも可能です。

実稼働状態の機械のある点における振動レベルは、１つのオ
ートパワー計測データから決定され、一連の計測データの任
意のピークおよび周波数をとトラッキングするアルゴリズム
を使用することもできます。それは、特定の周波数での構造
形状を監察したり、あるいは、ピーク付近をバンド設定する
ことによって、バンド内のピーク周波数をトラッキングする
ことができます。ほとんどの機械は実稼動中にわずかに速度
が変るため、ピーク・トラッキング技術なしに、その１周波
数分解能ステップに関する速度変化に伴う機械の正確な実稼
動シェープを得ることは不可能です。
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構造特性とアニメーション
幾何学形状モデル

高品質なリアルタイム・アニメーション表示

ソリッド・サーフェースモデルを構築し、アニメーション表
示が可能です。 ワイヤー・メッシュおよびソリッド・メッシ
ュのウィザードにより、構造モデルの幾何学形状データを容
易に生成するこができます。また、グラフィック上でマウス
を操作し、容易にモデルを手動で定義することも可能です。

ユーザーは、その先進の高品質リアルタイム・アニメーショ
ン表示をインタラクティブにコントロールすることができま
す。即ち、回転、方向指定、速度、振幅、ポイント表示強調、
ズーミング、パニングなどのコントロールをコントロール・
パネル上から選択し、クリックします。 複数のモードシェー
プ、実稼動シェープあるいはその両方を同時にアニメーショ
ン表示することができます。

構造モデル
一般に、実験用構造モデルは、単純なメッシュあるいは幾何
学形状を必要とします。STAR7 システムのモデリング機能は、
実際の構造モデルを効率的に構築できるように設計されてい
ます。構造モデルは一連の座標系（ローカルおよびグローバ
ルの直交、円筒、球）およびオフセットや回転軸を伴うコン
ポーネントをテンプレートを使用し、容易に組み合わせるこ
とができます。正確な形状モデルは構造変更のような高度な
解析技術にとっても不可欠です。

構造運動の時間領域アニメーション
ビデオカメラのように加速度センサーによって測定された時
間領域アニメーションの再生画面をキャプチャーすることが
できます。この機能により、実際のカメラでは検知できない
構造物の複雑な運動を時刻歴データの測定により、定義した
形状モデルに基づいてアニメーション表示することができま
す。時間領域アニメーションのための典型的な応用としては、
インパクト試験のような衝撃に対する構造応答、長時間の非
線形運動、非定常運動、機械の実稼動シェープ、機械の運転
開始時や終了時の運動など使用されます。

モデル・エディタを使用し、モデルをインタラクティブに作
成することができます。モデルビューにサイドバーには、次
のようないくつかのツールボックスが表示され、編集に利用
することができます。モデルの特定部分の運動を観察するた
めに、各コンポーネント、各トレースへのカラー指定、ある
いは各コンポーネントを指定することができます。構造運動
を特定成分（ｘ、ｙ、ｚ）に関して検討するために各成分の
アニメーション表示も可能です。

STAR7 システムは、実験解析システムとして高品質な時間領
域アニメーションを提供します。そのアニメーション・タイ
ミングは、コンピュータ上のパフォーマンスにしたがって最
適化されます。また、より最適なダイナミクスを観察するた
めに、コントロール・パネルからアニメーションの速度変数
などを調節することができます。
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モードシェープと解析結果

モードシェープ・アニメーション

コンピュータ・スクリーン上に表示されるアニメーションは
構造物の実際の運動を示しますが、一般に、構造物の実際の
運動や振動と比較すると、アニメーションの振幅は誇張され、
周波数に関しては低速になります。解析結果の周波数（ある
いはバンド）に対応するポイントの相対運動は、運動速度や
振幅にかかわらず正確に維持されます。

アニメーションに先立って使用される解析プロセスは、特定
の周波数あるいはユーザーによって指定された周波数帯域の
構造挙動を分離する役目をします。これは特定の周波数での
トラブルシュートのためにも必要です。
複素モードはデフォルトのモードタイプとして選択されます
が、これは実モードを備えたFRFから複素モードモデル用の
カーブフィット手法によって得られる結果においても、その
得られた実モードは複素モードの特別な結果となるように処
理されることを意味します。それらは、解析結果テーブルか
ら選択され、アニメーション表示に反映されます。

モードシェープは、周波数結果テーブルのデータに従ってア
ニメーション表示されます。モードシェープの振幅値は計測
データに関するプロジェクト・パラメータとして選択された
工学単位に基づいて換算されます。通常、計測データは、STAR
に転送される以前にアナライザー上で校正されていなければ
なりません。
Model View（モデルビュー）はワークスペースの任意のプロ
ジェクトからモデル（構造物）の１つ以上を表示し、アニメ
ーション表示するために使用することができます。必要に応
じて、複数のモデルビューを同時に表示し、さらにそれぞれ
のモードシェープを観察することができます。

拘束条件
構造上におけるいくつかのポイントの測定が困難な場合や他
の測定ポイントと同等であると仮定できる場合には、拘束条
件を利用することができます。拘束条件は、指定の拘束式に
よって測定されなかった任意のポイントを容易に運動させる
ことを可能にし、より詳しく構造上のアニメーションを理解
することが可能となります。
実稼動シェープ、モードシェープおよび時刻歴応答シェープ
およびの操作は、特定の周波数および時刻での構造物の挙動
を示します。実際の構造物の振動は、多数の周波数（周波数
帯域）の影響に依存し、周波数領域アニメーションは任意の
周波数で振動を観察することができます。複雑な振動問題を
識別し、問題の解決策を分析するために、多彩なアニメーシ
ョン・コントロールを利用することができます。

拘束条件の自動セットアップ
拘束条件テーブルは、自動的に未計測の従属 DOF に対し１つ
以上の計測済み DOF との線形距離に基づいたデータで満た
すことができます
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構造変更シミュレーション

外力応答シミュレーション

構造変更による構造ダイナミクスの推定

外力応答／調和応答の同定

構造変更シミュレーション（SDM：Structural Dynamics
Modification）は、構造・機械系の振動、騒音、損傷を修正
する試行錯誤的な方法です。モードモデルに対して、「もし、
このように変更したら、．．．」という推定を数秒で計算し、モ
ード・パラメータの修正値を決定し、構造の質量、剛性、減
衰などの構造特性の変化を正確にシミュレートすることがで
きます。SDM の高度なシミュレーション・ツールは、実験モ
ードあるいは有限要素解析の動的モードのデータに対し、つ
ぎのようなハードウェア変更を行うことができます。

構造変更の最適テスト方法として、現実的な外力関数に対す
る応答を推定するために外力応答シミュレーション（FRS：
Forced Response Simulation）を使用することは意義深いこ
とです。実際の測定データおよびシンセシスされたパワー・
スペクトル・データ（ランダム、過渡現象、調和外力あるい
は、構造上の任意ポイントにおける変位、速度、加速度の応
答を決定するための加振力の定義）を使用することができま
す。任意の複数ポイントに外力を入力し、現実的な総応答を
生成することができます。



モードシェープが得られた構造上の任意ポイントに質
量の追加／削除する。



構造上の任意ポイントあるいは DOF 間にバネ／ダンパ
ーを追加する。



構造上の任意ポイントとグランド間にバネ／ダンパー
を追加する。



構造上の任意ポイントに振動吸収器（質量、バネ／ダン
パー）を追加する。



構造上の任意ポイントあるいは DOF 間に材料特性（質
量、ヤング率、断面積）指定によるリブ補強

実験の任意コンポーネント同士あるいは実験と有限要素法の
モデル間を結合し、統合化されたモードのプロパティに基い
て計算されます。

システム構成
STAR7 Modal Educational（教育機関用）は、小規模構造
解析用の低価格モード解析ソリューションとして提供さ
れます。この教育機関版は、コンポーネント数：10、幾何
学ポイント数：100、モード数：10 などの制限付きですが、
MAC、FRF シンセシス、カーブフィット手法（SDOF、
MDOF、グローバル）の基本機能を含み、実験モード解析
の基本を学習することができます。
STAR7 Modal システムは、実験モード解析に必要なすべて
のモード解析ソリューションを提供します。主な仕様は、
コンポーネント数：100、幾何学ポイント数：1000 の大規
模構造を扱うことができます。また、モード数：100、カ
ーブフィット手法（SDOF、MDOF、グローバル）、多点
参照法アドバンスド・カーブフィット（ACF）、時間領域
解析（TDA）、実稼動解析（ODS）、MAC、相関分析、FRF
シンセシス、モード演算、ビデオ生成などの汎用的な機能
を搭載しています。

変更結果を直ちに、アニメーション表示あるいは FRF シン
セシスにより観察することができます。

STAR7 Modal Premier システムは、実験モード解析のシミ
ュレーション機能を搭載したトータル・モード解析ソリュ
ーションを提供します。主な仕様は、コンポーネント数：
100、幾何学ポイント数：3000 の大規模構造を扱うことが
できます。また、モード数：100、カーブフィット手法
（SDOF、MDOF、グローバル）、多点参照法アドバンス
ド・カーブフィット（ACF）、時間領域解析（TDA）、実稼
動解析（ODS）、MAC、相関分析、FRF シンセシス、構
造変更シミュレーション（SDM）、外力応答シミュレーシ
ョン（FRS）、ビデオ生成などのフル機能で構成されます。

感度解析への応用
振動の制振は、特定の周波数レンジにおける構造上の共振周
波数の変更がしばしば必要となります。SDM は、目的に応じ
て必要な変更量を推定するための感度解析に応用することが
できます。SDM の共振変更コマンドを使用し、希望の構造上
の修正方法（質量、剛性、減衰）およびそのロケーションを
指定します。すると、その変更に必要な変更量を決定します。
ハードウェア変更コマンドを使用し、自動的に指定された共
振変更を含む新しいモードデータを生成し、モデルを修正す
ることができます。
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最新バージョン

直感的ユーザーインターフェイス
最新の AERO（3 次元空間）インターフェイス
プロジェクト・データベース
全ての実験解析データ、ドキュメント、イメージ、ビデオの
一括管理
インタラクティブ表示コントロール
測定データ（FRF,…）、モデルデータ、モードシェープ解析結果のツー
ルボタン等による操作
高機能実験解析
モード解析、実稼動解析（ODS）、時刻歴解析（TDA）対応
ダイレクト・インターフェイス
SD システム（JAGUAR、PUMA、COUGAR、BOBCAT）、Pulse、…


測定座標データ、コンポーネントのリンク（ローカル、グローバル座
標変換）対応



解析モデル、解析結果（モードシェープ、実稼動シェープ、…）のリ
アルタイム表示



高品質グラフィックス機能（モデルエディタ、リアルタイム・アニメー
ション）



有限要素法解析システム（FEMtools など）との統合化シミュレー
ション

先進の実験モーダル解析システム
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STAR7 データ・インターフェイス

UFF（ユニバーサル・ファイル・フォーマット）

STAR5.x/STAR6.x、Excel、テキスト、…

SD 社 CAT システム互換ダイレクト・コントロール

モデル・エディタ（対話形式モデル作成）

グラフィック表示、クリック操作

コンポーネント DOF コントロール

集録コントロール

CATS システムとのシームレスインターフェイス

多点/多チャンネル対応（ACF 解析に応用）

モデルポイントと測定ポイントデータのチェック

測定ポイントの追加／編集

クリック操作による測定データの確認

測定データの観察

各種フォーマットによるデータチェック

コンポーネント計測データベース
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Bobcat



Puma

●
●

Cougar
JAGUAR

STAR7 DOF コントロール

ローカル／グローバル座標対応

モデルビュー・チェック

ポイント／コンポーネントのローカル座標

測定センサーDOF

測定 DOF のチェック

イメージ観察

測定 DOF の定義／編集

グラフィック操作

ローカル／グローバル変換

モデルポイントと測定ポイントデータ

モデル・コンポーネン座標

計測データベースの追加／編集

モデルポイントと測定ポイントデータ

グラフィック操作による編集、チェック

モデル・エディタ、ツール
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直交座標



球座標

●
●

円筒座標
ユーザー座標

STAR7 解析



モード解析（Modal）
時刻歴解析（TDA）

●

解析手法

カーブフィット（SDOF、MDOF、GLOBAL）

多点参照法（SIMO,MIMO）

実稼動解析（ODS）

カーフィット観察

各種フォーマットによるチェック

ボード線図、コクアド線図、ナイキスト、．．．

解析テーブルの確認

解析手法テーブルの編集

解析結果テーブルの確認

計測データ・グラフィックス
 マルチ計測データ、マルチウィンドウ操作
 レイヤーのオーバーレイ、スプリット表示

解析結果の観察

リアルタイム・アニメーション表示

フィット結果、シンセサイズ結果
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STAR7 解析結果観察
 ３D アニメーション
 グリッド、投影、シェーディング、透視、…

レイヤー・コントロール

マルチ・レイヤー・オペレーション

スタック・コントロール

ダイレクト・レイヤー・コントロール

ツールボタン、ポップアップメニュー操作

アニメーション、表示コントロール

マッピング、レイヤー・コントロール

レンダリング・カラー・マッピング

オプション表示

コンポーネント・レイヤー・コントロール

マルチ・レイヤー・オペレーション

コンポーネント選択

レイヤー・コントロール・オプション

スーム、回転、移動、．．．

解析情報、ラベル、．．．
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STAR7 解析結果

データベース・マネージメント

イメージ、ドキュメント、ビデオ出力

MAC 評価関数

3D グラフィックス・マトリックス表示

MAC、CoMAC、．．．

MAC 評価関数の編集

カスタマイズ

コピー、エクスポート、．．．

解析結果の確認

編集

エクスポート／インポート

モデルポイントと測定ポイントデータのチェック

イメージ、ドキュメント

データベース・マネージメント

レポート作成の支援

イメージ、ドキュメント、ビデオ、．．．
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