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１ はじめに 

G-Trace.netとは 

G-Trace.net とは、G-MEN の設定、データの読み込みと表示を行うユーティリティです。 

バージョンの確認 

G-Trace.net のバージョンはステータスバーで確認できます。 

 

G-MENの接続 

G-Trace.net は G-MEN の接続を自動的に検出しますので、G-Trace.net の起動に関わらず接続でき

ます。接続せずに使用することも可能です。なお複数の G-MEN は同時に接続できません。 

G-MEN の接続状態は常にステータスバーで確認できます。 

 

スタートメニューではイラストで確認できます。また、接続時に効果音が流れます。 

 

 

 

 

対応 OS 

G-Trace.net は Windows7 専用アプリケーションです。 
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２ 画面と各機能の解説 

２-１ メニューバー／ステータスバー 

 G-Trace.net の画面で常に表示されます。 

 

 

 

 メニューバー 

・G-Trace.net スタートメニューボタン スタートメニュー画面に切り替えます。 

・環境設定ボタン G-Trace.net の環境を設定します。 

・ヘルプボタン G-Trace.net のヘルプを表示します。 

・終了ボタン G-Trace.net を終了します。 

 ステータスバー 

G-Trace.net のバージョン情報、G-MEN の接続状態、グラフの情報を表示します。 

  

メニューバー 

ステータスバー 
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２-２ スタートメニュー 

スタートメニュー 

 G-Trace.net を起動したときに表示される画面です。 

G-MEN の計測条件設定、測定の開始、データ取得、グラフ表示を行います。 

 

A 接続中 G-MENの情報 G-MEN の接続状態、接続中 G-MEN の機種を表示します。 

B G-MENの計測条件 G-MEN の計測条件を表示します。 

C G-MENの設定を変更ボタン G-MEN の計測条件を設定します。 

D 測定開始ボタン 接続中 G-MEN を使って測定を開始します。 

・USB ケーブルをはずして今すぐ測定ボタン 

・日時予約をして USBケーブルをはずして測定ボタン 

・USB ケーブルをつなげたまま今すぐ測定ボタン 

E 測定記録データを取得ボタン 接続中 G-MEN から記録データを取得します。 

F グラフ表示ボタン データ表示画面に切り替えて保存したグラフを表示します。  

A 

C 

D 

E 

F 

B 
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 G-MENを接続していない場合 

全ての測定開始ボタンとデータ取得ボタンが使えません。 

 

 G-MENを接続していても計測条件が未設定の場合 

USB ケーブルをはずして今すぐ測定ボタン、日時予約をして USB ケーブルをはずして測定ボタン

が使えません。 
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接続中 G-MEN の情報 

 接続状態 G-MEN の接続状態を確認できます。また、接続時に効果音が流れます。 

 

 

 接続中 G-MENの機種 接続中 G-MEN の機種を確認できます。 

G-Trace.net は DR10α、DR02αの２機種に対応しています。 

 

 

G-MENの計測条件 

G-MEN の計測条件を確認できます。USB ケーブルをはずして今すぐ測定、日時予約をして USB ケ

ーブルをはずして測定ではここに表示されている条件が使われます。 

  

DR 10α DR 02α 
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G-MENの設定を変更 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。G-MEN の計測条件を設定できます。 

 

 プロファイル名 

入力して追加ボタンをクリックすると計測条件をプロファイルに登録します。 

 プロファイル（登録した計測条件） 

プロファイルを計測条件に設定します。削除ボタンで選択中のプロファイルを削除できます。 

 テンプレート（あらかじめ用意された計測条件） 

テンプレートを計測条件に設定します。削除はできません。 

 計測条件 

計測条件を設定します。詳細は計測条件一覧を参照してください。 

 G-MEN本体から受信ボタン 

接続中 G-MEN に保存されている計測条件を受信します。 

 最大測定値の変更ボタン 

接続中 G-MEN の最大測定値を変更します。  
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 一覧ボタンをクリックすると各計測条件のウィンドウが開きます。 

 サンプリング周期 

 

 記録間隔 

 

 開始オプション 
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最大測定値の変更 

 [最大測定値の変更]ボタンをクリックするとダイアログが開きます。 

 

DR02αは、最大値 1G もしくは 2G に変更を行います。 

DR10αは、最大値 10G もしくは 20G に変更を行います。 

バージョンαでない場合、この機能は使うことができません。 

 

対応機種 最大測定値 

DR02 α 1G 2G 
出荷時初期値 

DR10 α 10G  
出荷時初期値 

20G 

 

 

プロファイルの登録 

プロファイル名を入力して OK ボタンをクリックすると、入力した計測条件データをプロファイル

に登録します。登録するとプロファイルに追加されて選べるようになります。 

なお、既存のプロファイルと同じ本体番号は使用できません。本体番号を変更してください。 
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計測条件一覧 
 

プロファイル名 プロファイルの名前です。 

本体番号 G-MEN に 1~99 の番号を設定します。 

ただし、既存のテンプレートに設定した本体番号は指定できません。 

サンプリング周期 計測する周期を設定します。 

トレースモード（トリガーモード）を選択すると、 

計測開始またはしきい値以上を計測した時点から設定したサンプリング周期

ごとに記録を開始します。 

記録間隔 記録間隔を設定します。 

指定した記録間隔内のサンプリング計測最大値を記録します。 

しきい値 しきい値を設定します。 

しきい値を越えたサンプリング計測値は全て記録されます。 

0 を設定した場合、最大値 1 データ/記録間隔となります。 

ハザード ハザードを設定します。 

指定した値以上の G を検出するとサンプリング周期毎に 1000 レコード記録

した後停止します。0 を設定した場合、ハザードは無効になります。 

しきい値超検出 しきい値以上の値を検出した時 LCD に[SHOCKED]を表示します。 

トレースモード実行時は無効となります。 

エンドレス記録 エンドレス記録を有効にするかどうか設定します。 

エンドレス記録が有効（ON）な場合、記録データが満杯になっても停止せず 

最も古いデータを上書きしながら記録を続行します。 

開始オプション 1～4 を指定すると付属マグネットにて記録開始・終了の方法を設定できます。 

5～90 を指定すると計測を開始するまでのカウントダウン時間を秒単位で 

設定できます。日時予約測定の場合、この設定項目は無効となります。 
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USBケーブルをはずして今すぐ測定 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

現在 G-MEN に保存されている計測データをクリアして、今すぐ測定を開始します。 

上記の場合は開始オプションでアイドル時間を 5 秒に設定しています。 

 

USB ケーブルを外した後、設定した開始オプションで測定を開始します。 
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日時予約をして USB ケーブルをはずして測定 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

測定を開始する日時を予約します。 

過去の日時は指定できません。予約測定の場合、開始オプションは無効となります。 

 
現在 G-MEN に保存されている計測データをクリアして、予約測定を開始します。 

 

USB ケーブルを外した後、設定した日時に測定を開始します。  
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USBケーブルをつなげたまま今すぐ測定 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

現在接続している G-MEN の状態を 0.005 秒間隔で設定された時間測定します。 

なお、温度と湿度の計測はできません。 

 

 

測定終了後は自動的にグラフを表示します。  
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測定記録データを取得 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

取得後は自動的にグラフを表示します。なお、取得を中止することはできません。 
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２-３ データ表示画面 

データ表示画面 

 

 ボタンをクリックするとスタートメニュー画面がデータ表示画面に切り替わります。 

ファイルの読み込み、保存、CSV 出力、保存を行います。 

A タブバー 開いているグラフを切り替えます。 

B グラフボタン グラフに関する様々な操作を行います。 

C グラフ データのグラフを表示します。 

D リスト データの一覧を表示します。  

B 

C 

D 

A 
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開く 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

計測データを開きます。 

 

保存されている計測データ（gtr ファイル）を開きます。 

 

新しいタブにグラフとリストが表示されます。  
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タブの切り替え 

 

タブをクリックすることで表示するファイルを切り替えます。 

タブが画面に収まらないときは、タブバーのスクロールボタンが表示されます。 

タブを閉じる 

 

カーソルをタブに合わせると、タブを閉じるボタンが表示されます。 

タブを閉じるボタンをクリックするとタブを閉じます。 

  

タブバーのスクロールボタン 

タブを閉じるボタン 

タブ 
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保存 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

表示中のデータを保存します。 

 

 

保存場所に同名のファイルがあった場合は上書き保存になります。 
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全て保存 

 

 ボタンをクリックするとダイアログが出ます。 

開いているタブを全て保存します。 

 

開いているタブの保存を確認します。はいボタンをクリックすると保存と同様の手順に進みます。 

 

 

開いているタブの分だけくりかえします。 
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CSV 出力 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

表示中のデータを CSV 形式で出力します。 

 

全ての行を CSV 形式で出力します。 

マーク行や抽出行の CSV データはリストのコピーを行うことで入手できます。 
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印刷 

 

 表示中のデータを印刷します。 

ページ設定、グラフ印刷、リスト印刷、印刷プレビュー、カラー出力／モノクロ出力の切り替

え、全体を出力／選択範囲のみ出力の切り替えができます。 
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ページ設定 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

表示されたメニューをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

 用紙 印刷する紙のサイズと給紙方法を選択します。 

 印刷の向き 印刷の向きを選択します。 

 余白 余白を設定します。  
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グラフ印刷 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

表示されたメニューをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

 プリンターの選択 使用するプリンターを選択します。 

・詳細設定 プリンターの詳細設定を行います。 

・プリンターの検索 プリンターを検索します。 

 ページ範囲 選択の必要はありません。 

 部数 印刷する部数を選択します。 

 印刷ボタン 印刷を開始します。 
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グラフ印刷プレビュー 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

表示されたメニューをクリックするとウィンドウが開きます。 

  

印刷イメージを表示します。設定に応じてカラーもしくはモノクロになります。 
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カラー出力／モノクロ出力の切り替え 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

メニュー上でカラー出力とモノクロ出力を選択できます。 
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リスト印刷 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

表示されたメニューをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

 プリンターの選択 使用するプリンターを選択します。 

・詳細設定 プリンターの詳細設定を行います。 

・プリンターの検索 プリンターを検索します。 

 ページ範囲 選択の必要はありません。 

 部数 印刷する部数を選択します。 

 印刷ボタン 印刷を開始します。 

  



G-Trace.net ヘルプ   27 

©2012 SRIC Corporation / Developed by SmileBoom Co.Ltd. 

リスト印刷プレビュー 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

表示されたメニューをクリックするとウィンドウが開きます。 

 

印刷イメージを表示します。 

印刷ボタンをクリックすると印刷を開始します。 
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全体を出力／選択範囲のみ出力の切り替え 

 

 ボタンをクリックするとメニューが表示されます。 

メニュー上で全体を出力と選択範囲のみ出力を選択できます。 
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再生 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

表示中のデータを 3D モデルで再現します。 

 

データから計算した G-MEN の動きが 3D モデルに再現されます。 

ただし 3D モデルの角度には実際と誤差がありますので、あくまでも参考にとどめてください。 

 

再生ボタンをクリックすると表示中のデータを再生します。  
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抽出 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

表示中のデータから、特定の計測条件の抽出を行います。 

 

 プリセット 

ユーザーの作成した抽出条件データです。 

・追加ボタン プリセット名を入力してクリックすると、抽出条件データが保存されます。 

・削除ボタン プリセットを選択してクリックすると、抽出条件データが削除されます。 

 抽出条件 

X 軸、Y 軸、Z 軸、合力、温度、湿度の抽出条件を設定します。 

・全クリアボタン 抽出条件をクリアします。 

・マーク行からのみ抽出 チェックすると、マーク行を対象として抽出を行います。 
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抽出を行うと対象の背景色が変化します。抽出ボタンをクリックすると背景色が元に戻ります。 
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表示設定 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

表示中のデータのグラフの線、時刻表示、印刷タイトルを設定します。 

 

 色 各グラフの色を変更できます。カラーとモノクロをそれぞれ設定することができます。 

 色をデフォルトに戻すボタン 色を初期値に戻します。 

 画面折れ線グラフ線幅 画面に表示される線幅を選択します。 

 印刷折れ線グラフ線幅 印刷される線幅を選択します。 

 時刻表示 時刻表示を選択します。 

 印刷タイトル 印刷タイトルを入力して設定します。 
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G-MENから取得 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

接続されている G-MEN から測定記録データを取得します。 

 

取得後は自動的にグラフを表示します。なお、取得を中止することはできません。 
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グラフ縦軸の調整 

 

 グラフの縦軸スケールを９段階に拡大縮小できます。 

 

 

上記のように拡大縮小できます。 

 

グラフ縦軸のリセットボタンをクリックすると元に戻ります。  

リセット 拡大 縮小 一覧から選択 
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グラフ横軸の調整 

 

 グラフの横軸スケールを拡大縮小できます。また、範囲を選択して拡大することができます。 

・範囲を選択して拡大 

 

グラフ上をドラッグします。 

 

ドラッグした範囲が拡大されます。 

グラフ横軸のリセットボタンをクリックすると元に戻ります。 

  

リセット 拡大 縮小 
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加速度単位の切り替え 

 

 表示する加速度の単位を切り替えます。単位は以下の式で計算しています。 

1G = 9.8m/s^2 = 980Gal 
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折れ線／棒グラフの切り替え 

 

 グラフの表示方法を折れ線グラフもしくは棒グラフに切り替えます。 

 

切り替えボタンをクリックすると棒グラフになります。 

 

もう一度切り替えボタンをクリックすると元に戻ります。 
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グラフ同軸表示／独立表示の切り替え 

 

 グラフの表示方法を同軸表示か独立表示に切り替えます。 

 

独立表示ボタンをクリックすると X 軸、Y 軸、Z 軸のグラフが独立して表示されます。 

 

同軸表示ボタンをクリックすると元に戻ります。  
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グラフの表示／非表示の切り替え 

 

 グラフの表示／非表示を切り替えます。 

 

 

X 軸、Y 軸、Z 軸、合力、温度、湿度、それぞれチェックするとグラフを表示します。 
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グラフ／リスト画面比率の調整 

 境界線をドラッグするとグラフとリストの画面比率を調整できます。 
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グラフのコピー 

 グラフ上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[グラフのコピー]をクリックするとグラフを画像としてコピーできます。 

 

コピーした画像は他のアプリケーション（表計算や文書作成ソフトなど）に貼り付けて使うことが

できます。貼り付けたとき、カラー出力／モノクロ出力の切り替えが反映されます。 
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リストにマークを付ける 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[マークを付ける]をクリックするとリストにマークできます。 
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リストのマークを解除 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[マークを解除]をクリックするとリストのマークを解除できます。 
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リストのコピー 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[コピー]をクリックすると選択中のデータを CSV 形式でコピーします。 

 

リストの削除 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[削除]をクリックするとダイアログが表示されます。 

 

 

OK ボタンをクリックすると選択中のデータを削除します。 
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リストの選択を反転 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[選択を反転]をクリックすると選択中のデータ以外を全て選択します。 
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リストを全て選択 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[全て選択]をクリックすると全てのデータを選択します。 
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リストのマーク行を選択 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[マーク行を選択]をクリックするとマークの付いた行を全て選択します。 
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リストの抽出行を選択 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[抽出行を選択]をクリックすると抽出行を選択します。 
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リストの異常行を削除 

 リスト上で右クリックするとメニューが表示されます。 

[異常行を削除]をクリックするとダイアログが表示されます。 

 

 

OK ボタンをクリックすると時刻データに異常のある行を削除します。 
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リストの備考欄に入力する 

 リスト上でダブルクリックすると備考欄に入力できます。 
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２-４ 環境設定 

 

 ボタンをクリックするとウィンドウが開きます。 

全般タブ、G-MEN タブ、CSV 出力タブ、ファイルタブで G-Trace.net の環境を設定します。 

ファイルタブ 

 

 スタートメニュー スタートメニュー画面の表示を設定します。 

・色をデフォルトに戻すボタン 色を初期値に戻します。 

・アイコンをアニメーションする チェックすると、ボタン選択時にアイコンが動きます。 

 機能 チェックすると G-Trace.net を簡単モードにします。 

 フォントサイズ G-Trace.net で表示する文字の大きさを選択します。 

  



G-Trace.net ヘルプ   52 

©2012 SRIC Corporation / Developed by SmileBoom Co.Ltd. 

G-MENタブ 

 

 接続 G-MEN 接続時の効果音を設定します。 

・ G-MEN接続時に効果音を再生する チェックすると、接続時に効果音を再生します。 

・テスト再生ボタン 現在設定されている効果音を再生します。 

・デフォルト効果音 チェックすると、初期設定の効果音を設定します。 

・参照ボタン パソコンに保存されている wav ファイルを効果音に設定します。 
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CSV 出力タブ 

 

 加速度単位 CSV 出力時の単位を選択します（換算式 1G=9.8m/s^2=980Gal）。 

 出力項目 CSV に出力する項目を選択します。 
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ファイルタブ 

 

 未保存のデータを閉じる時に警告ダイアログを表示する 

チェックすると警告ダイアログを表示します。 
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３ 測定とデータ保存の手順 

３-１ 計測条件の設定 

測定を始める前に計測条件を設定します。G-Trace.net を初めて起動したときは、まだデータ計測

のための条件が設定されていません。計測条件の設定は G-MEN を接続しなくても行えます。 

ここでは、基本的な操作の一例を解説します。 

計測条件を設定する流れ 

1 スタートメニューの[G-MEN の設定を変更]ボタンをクリックする 

2 [G-MEN の設定を変更]ウィンドウの[テンプレート]から[サンプル 1]をクリックする 

3 [記録間隔]を 10 秒に変更する 

4 [プロファイル名]に[サンプル 5]と入力して[追加]ボタンをクリックする 

5 [G-MEN の設定を変更]ウィンドウの[OK]ボタンをクリックする 

計測条件を設定する方法 

 手動で設定 

各項目はクリックやキーボード入力で設定できます。 

 テンプレート 

G-Trace.net に付属する計測条件データです。最初はテンプレートを参考に条件を変更し、プ

ロファイルを作成してください。なおテンプレートに測定データは含まれません。またテンプ

レートは追加や削除、変更ができません。 

 プロファイル 

プロファイルとは、ユーザーが設定した計測条件データです。G-Trace.net を初めて起動した

ときはプロファイルがありません。プロファイルは追加や削除、変更することができます。 

 G-MEN本体から受信 

接続中の G-MEN に設定されている測定条件を受信します。この機能を使用する場合は G-MEN

の接続が必要です。 
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３-２ 測定 

G-MEN を使って今すぐ測定を開始してみましょう。  

測定の流れ  

1 計測条件と G-MEN の接続状態を確認する（G-MEN を接続する） 

2 スタートメニューの[USB ケーブルをはずして今すぐ測定]ボタンをクリックする 

3 ダイアログの[OK]ボタンをクリックする 

4 G-MEN からケーブルを外す  

測定の方法 

 USB ケーブルをはずして今すぐ測定 

USB ケーブルをはずした後、計測条件の開始オプションに従って今すぐ測定を開始します。

G-MEN に保存されている計測データは開始時にクリアされます。 

 日時予約をして USB ケーブルをはずして測定 

USB ケーブルをはずした後、設定した日時に測定を開始します。G-MEN に保存されている計

測データは開始時にクリアされます。開始オプションは無効となります。 

 USB ケーブルをつなげたまま測定 

USB ケーブルをつなげたまま、接続中の G-MEN の状態を 0.005 秒間隔で測定します。なお、

温度と湿度の計測はできません。G-MEN に保存されている計測データは保持されます。計測

条件は全て無効となります。 

３-３ データ取得と保存 

測定を終えたら G-MEN からデータを取得してみましょう。 

データ取得と保存の流れ  

1 G-MEN を接続する  

2 スタートメニューの[測定記録データを取得]ボタンをクリックする 

3 データ表示画面の[保存]ボタンをクリックする 
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４ ファイル形式 

gtr ファイル 

G-Trace.net データの計測条件、計測結果を保存します。 

CSV ファイル 

G-Trace.net データの計測結果のみをカンマ区切り CSV ファイル形式で保存します。  

環境設定の CSV タブで、下記の設定ができます。  

 CSV ファイル出力時の単位  

 CSV ファイルの出力項目  
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