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まえがき 

マニュアルの使用方法 
印刷されたマニュアルのイエローページは、クイック・スタート（“は

じめに”を参照）のために も重要な情報を提供しています。 

完全なインストール 

ソフトウェアとハードウェアをインストールするために、“はじめに

/ハードウェア・インストール”章の始めの指示に従ってください。 

視聴者が、インストールだけです 

視聴 Klippel データベース（*.kdb）のために、ハードウェアなしで

QC ソフトウェアバージョンをインストールするために、章はじめに

/QC ビューア・インストールを読んでください。 

QC リモート構成セットアップ 

設定を操作するためにまたはちょっと視聴 Klippel データベース

（*.kdb）のためにハードウェアなしで QC ソフトウェアバージョンを

インストールするために、章にはじめに/QC リモート構成セットアッ

プを読んで聞かせてください。 

初の測定 

ハードとソフト・セットアップをチェックするために、始まる/ 初

の測定を得ている章で、セクション『 初の測定』へ行ってください。

そこで、あなたはあなたの 初の測定を通してあなたを案内するステ

ップ毎の説明を見つけます。 

何、オペレーターとして読むために？ 

オペレーターとして、あなたはセクション演算子を章ユーザモードで

読まなければなりません。 

何、エンジニアまたはプログラマーとして読むために？ 

エンジニア/プログラマーとして、あなたは測定システム（ 小の読

み）に精通しているようになるために、以下の章を読まなければなり

ません： 

1. はじめに 

2. プロジェクト管理 

3. ユーザモード 

4. テスト構成 

エンジニアは、章ハードウェアを読みもしなければなりません。 

プログラマーは、さらに、プログラマーが別々のマニュアル（常にオ

ンライン・ヘルプ・ファイルとして使われる）としてその伴星を導く

ことを読まなければなりません。 

どのように、サンプルデータベースからデータを視覚化するために？ 
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サンプルデータベースからデータがソフトウェアで、または他のどの

データベース（顧客または供給元から）からも解放されるのを思い浮

かべることは、セクション視聴実績を章はじめにで読みました。 

詳細な情報 

付録は、測定技術について用語集と拡張情報から成ります。 
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コンセプト 
KLIPPEL QC システムは、生産ラインの終わりに電子音響トランスジ

ューサをテストするために捧げられる広範囲のハードとソフト解釈

です。強力なハードウェアは、生産環境で操作のために設計されます。

それは手で操作されることができるだけでなく、完全にオートメーシ

ョン化した線で集積されることができます。以下のデータは測られる

ことができて、制限を通過して/失敗するために比較されることがで

きます： 

 周波数レスポンス（絶対レベル） 

 こすってとガヤガヤ言ってください（衝動的な欠陥歪み） 

 高調波歪（THD と高調波） 

 統計処理コントロール・パラメータ（Cpk、Ppk） 

 Thiels-Small パラメータ 

 インピーダンス 

 極性 

ソフトウェアは、3つのアクセス・レベル（オペレーター、エンジニ

ア、プログラマー）を持ちます。アルゴリズムをセットしている直観

的なユーザ・インタフェース（異なる言語に翻訳できる）とスマート

なリミットは、オペレーターとエンジニアのためにトレーニングとセ

ットアップ期間を短くするために実行されます。 

KLIPPEL QC システムは、非常に柔軟です。テストは、個々の信号で

各々いくつかのサブテストに分けられることができます。これは、

も短いテスト・サイクルが身体的な制限でテストへの大部分の重要な

動機を使っているのを許します。スクリプト言語 SCILAB（MATLABR と

類似の）は、簡単に新しい測定アイデア（プログラム可能なバージョ

ンだけで）をインプリメントするだけでなく、ユーザ・インタフェー

スを変えるのに用いられることができます。 

KLIPPEL のメタ聴力技術は、大部分の衝動的な欠陥歪みをモーターと

中止の規則歪から分離することによって Rub&Buzz 欠陥を敏感にテス

トすることを提供します。それで、デバイスは障害症が規則的な出力

によってほとんど覆い隠される 大限の振幅までテストされること

ができます。 

システム要求事項 
KLIPPEL 生産アナライザ・ハードウェアと KLIPPEL QC ソフトウェア

に加えて、次のアイテムが必要です： 

PC は QC システムのコントロールだけの専用で使用してください。QC

測定は時間にクリティカルなため、QCソフトウェアとパラレルに動

作するプログラムはすべて測定を妨害します。 

注意：アンチ・ウィルス、アンチ・スパイ・ツールとその他のバック

グランドソフトウェアは、QC ソフトウェアの安定な動作を妨害する

可能性があります。必要ないバックグラウンド処理を無効にします。 

PC に対する要求事項は次のとおりです： 

 ハイパーPentium IV もしくは等価 

 小 1024MB RAM、長時間測定が必要な場合 2048MB RAM を推奨） 

 300MB の空きディスク容量（測定データ用追加ディスク容量） 

 PC モニタ、1024x768 以上のピクセル画面分解能 

 OS、MS Windows XP（Win2000 サポートはされません！） 

 USB 1.1 インターフェース 

PC 
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 Firewire（IEEE 1394）インターフェース 

インストール部長のために、権利は必要です。 

ソフトウェアを走らせるために、制限されたユーザーアカウントが、

以下の状況の下で使われるかもしれません： 

 OS：プロの XP 

 ユーザーは、Windows XP の下で電力ユーザーグループに割り当

てられなければなりません。あなたがあなたのウインドウ・ア

カウント右について確かでないならば、あなたのシステムに

administratior を尋ねてください。 
 

 

従来の交流結合オーディオ増幅器は、トランスデューサーを運転する

ために必要です。 
推薦された特性： 

 平衡入力によるプロのアンプ。 

 （またはスイッチを切られる）知的な入力保護（例えばミュー

ティングまたは DSP 保護）でない。 

 （またはスイッチを切られる）電力を節約している特徴（低い

入力のためにアンプのスイッチを切る）でない。 

 DC 継手でない。 

 AC 高域フィルター周波数が 10Hz でなければならないか、下が

らなければなりません（-3dB）。 

 デジタル・アンプ（クラス D-タイプ）も、使われるかもしれま

せん。 

 アンプは、制限することなくスピーカに電流と電圧の波高値を

提供することができなければなりません。 

注意します：わかっていてください、若干のパワー増幅器は、かなり

の DC を相殺しておきます。低い電流（ハイインピーダンス・ドライ

バー（データ通信ドライバー））をテストするとき、このオフセット

はあなたの測定の地位を下げるかもしれません。標準 DC 電圧計を使

っている入力信号なしで相殺される DC を測って、それを必要な試験

レベルと比較してください。それは、通常のテストのために 3%未満

でなければなりません。 

スピーカ・ドライバーは、閉じた空洞でテストされることができます。

これは試験マイクロホンで生産ノイズを減らして、再生可能な音響上

の状況を確実にします。それで、感想と減衰は全てのテストでほとん

ど同一です。そして、それは自由空気で保証するのが難しいです。ボ

ックス構内は、テストされるデバイスとマイクの音圧リミットに従い

十分なサイズを持たなければなりません。 

詳細は、パフォーマンス/SPL テスト/測定ボックスを 適化している

セクションをリファレンスしてください。 

生産条件の下で起こっているノイズ・レベルは、欠陥 DUT（テストの

下のデバイス）で発生する徴候を簡単に覆い隠すことができます。場

合によっては、ノイズはボックス構内と更なる孤立したテストが閉じ

込める even が十分な抑制に与えないそのような高さです。KLIPPEL QC

システムは、それで、腐敗する測定を認めるように構成されることが

できます。第 2のマイクで、周囲の音圧は測られます、そして、DUT

の位置のノイズが予測されます。 

詳細は、パフォーマンス/SPL テスト/測定ボックスを 適化している

セクションをリファレンスしてください。 

PC ユーザーアカウント 

アンプ 

ボックス構内 

生産ノイズ 
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高い SNR を達成するために、音響上の出力は、DUT のニアフィールド

で測られなければなりません。このように、測定マイクは、制限する

ことなく期待される音圧レベルを測ることができなければなりませ

ん。 

各々のマイクのための 大 SPL レベルは入られることができます（校

正の間）、そして、このレベルが上回られるならば、警告は発生しま

す。 

セクション・ハードウェア/補機/マイクで、測定マイクの提供された

選択のリストは、第三者マイクのための一般であるだけでなく所定の

要求事項です。 

ボックス囲いで期待される 大の音圧レベルを計算することが章付

録で見つかるヒント/ 大限の SPL。

マイク 
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はじめに 

何が、バージョン 2.0 で新しいです

か？ 
あなたが QC 版 1.x からの更新であるならば、あなたは新機能の選抜

候補者名簿と関連を新しいソフトウェアバージョンでここで見つけ

るかもしれません： 

1. 個々の高調波を測ってください。セクションをリファレンスし

てください 
テスト構成/方法と制限/高調波/THD 

2.  テストをボックス減衰と考えている改善された環境騒音発見。

セクションをリファレンスしてください 
テスト構成/方法と制限/障害とうなり/環境騒音 

3. 主観的なテストのための手動サイン・スイープ。セクションを

リファレンスしてください 
ユーザモード/演算子/マニュアル・スイープ 

4. 同期 mulitple 生産ライン。 
セクション組織化プロジェクト/QC-Start・ツールをリファレ

ンスします∥/同期複数の QC システム 
（マスター・テスト）。 

5. どんなネットワークからでもの QC システムのリモート・コン

フィギュレーションは、コンピュータ（必要な、特別なライセ

ンスが必要とした QC ハードウェアでない）を接続しました。 
セクション組織化プロジェクトをリファレンスします∥/リモ
ート構成 

6. 大規模なデータを柔軟な引き出すこと。セクションをリファレ

ンスしてください 
統計/オフライン統計は/処理のためのデータを引き抜く 

7. 同じコンピュータで QC ソフトウェアと研究開発ソフトウェア

（バージョン 202 から）を走らせることは、現在可能です。 

8. Rub&Buzz 処置のためのリミット計算のシフト・アルゴリズムは、

現在もう、周波数の機能として、そして、平均以外の上で全て

のリファレンス単位の 大値に基づきます。パフォーマンス
/SPL Taks 制限/Rub&Buzz リミット計算を 適化しているセク

ションをリファレンスしてください。 
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ハードウェア・インストール 
注意：まだ PC と QC システムの間で USB と Firewire ケーブルを接続

しないでください。 
これらのケーブルは、ソフトウェア・セットアップ（次のセクション

をリファレンスしてください）の間、接続されなければなりません 

 
届けられた部品をチェックしてください。システムは、含まなければ

なりません（多くの若干のアイテムは、オプションに依存するかもし

れません）： 

 

Nr 解説  

1 
 
2 

生産アナライザ電源サプライ、 
 
電源サプライ用ケーブル 

  

3 XLR-ケーブル 

 

4 
 
 
 
 
 
5 

アンプ-ケーブル 
（そこにあるいろいろなアンプ出

力構成のために、2 本の予備

speakon プラグは、下記のアンプ

に関するセクションをリファレン

スします） 
 
予備の Speakon ケーブルコネクタ  

6,7 BNC-ケーブル（個数は注文による） 

 

8,9 測定マイク 
（個数は注文による） 

10 スピーカ-ケーブル 

システムの部品 
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11 USB ケーブル 

 

12 Firewire-ケーブル 

 

13 USB ドングル 

 

 

下記の結線図によって、KLIPPEL 生産アナライザを配線してください。

配線図に示されるアクセサリーは、章ハードウェア/補機（フートス

イッチ、テンパレチャセンサ）で記述されます。 

 

フロント・サイド： 

 
 

リア・サイド： 

 

 

1. 生産アナライザ電源装置(1)に電源装置(2)のためにケーブル

を接続してください 

2. KLIPPEL 生産アナライザ（A－コネクタ電力）に、生産アナライ

ザ電源装置(1)を接続してください 

3. KLIPPEL 生産アナライザ（B－コネクタ・アウト 1）とパワー増

幅器入力（図示せず）の間で XLR-ケーブル(3)を接続してくだ

さい。 

4. KLIPPEL 生産アナライザ（D（E）－コネクタ MIC 1、MIC 2）に、

マイク（8,9）と向こう側に BNC-ケーブル（6,7）の一方を接続

してください 

標準構成に、マイク 1はテストの下にドライバーのニアフィールドに

位置しなければなりません。生産ノイズを減衰することは、マイク 1

をボックスに置くと勧められます。 
Mic2 は、およそ 1m の距離で自由空気（ボックス以外で）で開始され

なければなりません。 

システムを接続するこ

と 
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このマイクは、環境騒音をモニターするのに用いられます。注意して

ください：このマイクは、QC ベーシック・バージョンで必要ではあ

りません。 
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Power

Nearfield
(Box)

Ambient Noise
(1 m Distance)

Temperature
Humidity
Sensor

Startswitch
(Foot, Hand)

Firewire

USB

AMP

Input

default routing

alternative routing

Production Analyzer

OUT1 OUT2 MIC1 LINE1 LINE2 MIC2FIREWIRE POWER USB DIGITAL I/0 AMP SPEAKER 1 SPEAKER2

DO NOT CONNECT
BEFORE SOFTWARE

INSTALLATION!
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KLIPPEL生産アナライザ（デフォルトとしてのF-コネクタスピーカ1）

に、スピーカ-ケーブル(10)を接続してください。 

Klippel がドライバーを接続するためにクランプを届けるけれども、

彼らは毎日の QC 作業に適していません。 

それは、特定のドライバーの接続計画に専用のアダプターを製造する

と強く勧められます。 

Klippel QC システムは、4つのワイヤー（ケルビン構成）話者関係を

提供します。届けられたクランプを使用して、4つのワイヤーはクラ

ンプの直前に接続されますので、even 長いケーブルは問題ではあり

ません。 

あなた自身のクランピングを作るとき、あなたは話者ターミナルまで

直接ケルビン構成（力とセンス・ワイヤで）を確立するために 4つの

ワイヤーを使うかもしれません。詳細は、A3-ケーブル仕様とケーブ

ル生産 Guide.pdf（書面にしたマニュアルに含まれる）をリファレン

スしてください。 

 

 
ケーブルが全4つのワイヤーで標準Speakon-Speakonケーブルでされ

るかもしれない下院スピーカは、構成（少なくとも 1.5mm2 ワイヤー

を使います）を 1：1 に接続しました。 

拡張ケーブルは、オプションの部品として Klippel から入手可能です。 

 
あなたが使っているアンプに従いパワー増幅器接続のために必要な

異なる配線計画が、あります。 

下記のリストからアンプ・タイプを選んで、下記の特定の章によると、

アンプを接続してください。 

 
 ステレオ Speakon コネクタ付きのステレオ・アンプ、下記のセ

クション・ステレオ Speakon 出力アンプを続行してください。 
アンプが Klippel によって配布した全ては、このセットアップ

にかなうということです！ 

 2 つのモノラル Speakon コネクタ付きのステレオ・アンプ、下

記の 2 つのモノラル Speakon コネクタで、セクション・ステレ

オ・アンプを続行してください。 

 ケーブル端子によるステレオ・アンプ、下記のケーブル端子で、

セクション・ステレオ・アンプを続行してください。 

 ケーブル端子によるモノ・アンプ、下記のケーブル端子で、セ

クション・モノラル・アンプを続行してください。 

注意してください：我々は、平衡オーディオ入力専用で強くプロのパ

ワー増幅器を使用に推薦します。この種のアンプだけは以下に記しま

す。あなたのアプリケーションが 1種類の異なるアンプを必要とする

ならば、詳細は Klippel に連絡してください。以下のセクションで―

仮定する―アンプが入力したことは、XLR コネクタです。 

どのように、スピーカを
接続するために？ 

どのように、私のパワー
増幅器を接続するため
に？ 
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 XLR-ケーブル(3)で、KLIPPEL 生産アナライザの OUT1（B）への

アンプ入力を接続してください。 

 あなたがアンプを Klippel によって配布しておくならば、設定

はすでにされます。あなたは、何も調節する必要はありません。 
ちょっとパワー増幅器の出力 1にアンプ・ケーブル(4)を接続

してください、そして、KLIPPEL に、生産アナライザ・アンプ

は(C)を入力しました。 
セクション・ソフトウェアインストールを続行してください。 
 

 他の全てのケースで： 
平行にステレオ・アンプの両方の入力を接続してください。こ

れは、アンプでまたはパッチケーブルによってスイッチでされ

ることもできました。これはあなたが使っている特定のアンプ

に依存します、アンプ・マニュアルをチェックしてください。 

 Speakon があとに続くことと同じくらい割り当てられるアンプ

の出力したアンプ・マニュアルでチェックしてください： 
 

アンプのケーブル端子出力 信号 

Speakon 出力：1+ ホット(+) Ch. 1 

Speakon 出力：1 コールド(-) Ch. 1 

Speakon 出力：2+ ホット(+) Ch. 2 

Speakon 出力：2 コールド(-) Ch. 2 

 
 アンプ・ケーブル(4)に 1 つの Speakon ケーブルコネクタ(5)を

開始してください： 

アンプのケーブル端子

出力 
接続するために： 

（アンプ・ケーブルでラベルをリ

ファレンスしてください） 

Speakon 出力：1+ スピーカ 1+ 

Speakon 出力：1 スピーカ 1 

Speakon 出力：2+ スピーカ 2+ 

Speakon 出力：2 スピーカ 2 

 
 上った後に、それはこれのように見えなければなりません： 

 
 パワー増幅器のステレオ出力にアンプ・ケーブル(4)を接続し

てください、そして、KLIPPEL に、生産アナライザ・アンプは

(C)を入力しました。 

 セクション・ソフトウェアインストールを続行してください。 
 

ステレオ Speakon 出力ア
ンプ 
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 XLR-ケーブル(3)で生産アナライザのOUT1へのアンプ入力を接

続してください。 

 平行にステレオ・アンプの両方の入力を接続してください。こ

れは、アンプでまたはパッチケーブルによってスイッチでされ

ることもできました。これはあなたが使っている特定のアンプ

に依存します、アンプ・マニュアルをチェックしてください。 

 Speakon があとに続くことと同じくらい割り当てられるアンプ

の出力するアンプ・マニュアルでチェックしてください： 
 
 
 

アンプのケーブル端子出力 信号 

Speakon 出力 1：1+ ホット(+)チャンネル 1 

1：1 に出力される Speakon－ コールド(-)チャンネル 1 

Speakon 出力 2：1+ ホット(+)チャンネル 2 

2：1 に出力される Speakon－ コールド(-)チャンネル 2 

 
 アンプ・ケーブル(4)に 2 つの Speakon ケーブルコネクタ(5)

を開始してください。あなたは、3つの Speakon コネクタで

Y-ケーブルを得ます。 
 

アンプのケーブル端子出力 接続するために： 

（アンプ・ケーブルでラベ

ルをリファレンスしてくだ

さい） 

  

Speakon 出力：1+ スピーカ 1+ 

Speakon 出力：1 スピーカ 1 

 

Speakon 出力：2+ スピーカ 2+ 

Speakon 出力：2 スピーカ 2 

 
上った後に、それはこれのように見えなければなりません： 

 

2つのモノラルSpeakonコ
ネクタ付きのステレオ・
アンプ 
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ケーブル： アンプへの接続： 

 

 
 パワー増幅器の 2つの出力に用意されたアンプ・ケーブル(4)

を接続してください、そして、KLIPPEL に、生産アナライザ・

アンプは(C)を入力しました。 

 セクション・ソフトウェアインストールを続行してください。 

 XLR-ケーブル(3)で生産アナライザの OUT1 へのアンプ入力を

接続してください。 

 平行にステレオ・アンプの両方の入力を接続してください。

これは、アンプでまたはパッチケーブルによってスイッチで

されることもできました。これはあなたが使っている特定の

アンプに依存します、アンプ・マニュアルをチェックしてく

ださい。 

 折られたフェルール（架空裸線路）で、アンプ・ケーブル(4)

を使ってください。 

 ホット（+）OUT1 が接続するアンプへのスピーカ 1+とラベル

をつけられるワイヤーを接続します、ワイヤーはスピーカに

アンプOUT1コールドへの1-とラベルをつけました(-)ホット

（+）OUT2 が接続するアンプへのスピーカ 2+とラベルをつけ

られるワイヤーを接続しますワイヤーが、スピーカにアンプ

OUT2 コールド（）への 2-とラベルをつけました 

アンプのケーブル端子出力 接続するために： 

（アンプ・ケーブルでラベルをリ

ファレンスしてください） 

 

 

ターミナルの出力：1+（赤い、

ホット） 
スピーカ 1+ 

ケーブル端子によるステ
レオ・アンプ 
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ターミナルの出力：1-（黒い、

冷たい） 
スピーカ 1 

ターミナルの出力：2+（赤い、

ホット） 
スピーカ 2+ 

ターミナルの出力：2-（黒い、

冷たい） 
スピーカ 2 

 
それを接続することがこれのように見えなければならなかっ

たあと： 
  

 
 KLIPPEL 生産アナライザ・アンプ入力(C)に、アンプ・ケーブル

(4)の反対側を接続してください。 

 セクション・ソフトウェアインストールを続行してください。 
 

 
 XLR-ケーブル(3)で生産アナライザのOUT1へのアンプ入力を接

続してください。 

 折られたフェルール（架空裸線路）で、アンプ・ケーブル(4)

を使ってください。 

 アンプ・ホット(+)出力へのスピーカ 1+とスピーカ 2+とラベル

をつけられるワイヤーを接続してください。 

 アンプ・コールドへのスピーカ 1-とスピーカ 2-ワイヤーとラ

ベルをつけられるワイヤーを接続してください(-)出力。 

アンプのケーブル端子

出力 
接続するために： 

（アンプ・ケーブルでラベルをリフ

ァレンスしてください） 

 

 

ケーブル端子によるモノ
ラル・アンプ 
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ターミナルの出力：1+（赤

い、ホット） 
スピーカ 1+とスピーカ 2+ 

ターミナルの出力：1-（黒

い、冷たい） 
スピーカ 1-とスピーカ 2 

 
 それを接続することがこれのように見えなければならなかっ

たあと： 

 
 
  

 KLIPPEL 生産アナライザ・アンプ入力(C)に、アンプ・ケーブ

ル(4)の反対側を接続してください。 

 セクション・ソフトウェアインストールを続行してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QC ビューア・インストール 
注意：これは、通常の QC システム・インストールではありません。 
通常の QC システムをインストールするために、下記の章ソフトウェ

アインストールを続行してください。 

完全な Klippel ソフトウェアのための 新のビューアー・ソフトウェ

ア（必要なバージョン 202）は、無料で Klippel ウェブサイトからダ

ウンロードされることができます： 

www.klippel.de/ダウンロード 

あるいは、Klippel デモ CD/Setup.exe から、直接装置されることが

できます。 

あなたは、少しの免許も必要としません。 

二進データが完全で、より良くてより詳細なコミュニケーションを許

す時から、あなたはバイナリー形式で実績をやりとりして、彼らがビ
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ューアー・ソフトウェアを使用しているのを思い浮かべるのを奨励さ

れます。 

 

QC リモート構成セットアップ 
 

注意：これは、通常の QC システム・インストールではありません。 
通常の QC システムをインストールするために、下記の章ソフトウェ

アインストールを続行してください。 

あなたがフリーなデータ・ビューアー（ステップ 1－5 だけ）として

ライセンスなしで Klippel QC データベースを調べて、分析したいな

らば、あなたはこのインストールも使うかもしれません。 

リモートアクセスの 2つの方法が、基本的にあります： 

1. 生産ラインの上のコンピュータへのリアルタイム・リモートコ

ントロールのために、あなたはリモートアクセス・ソフトウェ

ア（例えば「Teamviewer」（非常に素晴らしいドイツ人のソフ

トウェア、http：//www.teamviewer.de/）またはウインドウ「リ

モート・デスクトップ」）を必要とします。この場合、あなた

はローカル・ドングルまたはライセンスを必要としません。あ

なたは、リモート・コンピュータでドングルとライセンスを使

っています。 
QC ソフトウェアは、リモート・コンピュータで動きます。 
このアクセスを使って、あなたは測定、変化制限その他を離れ

てすることができます。リモート地のユーザーは、彼のスクリ

ーンでも全てのあなたの修正をリファレンスします。これが、

トレーニングと議論のために使われることもできました。 
 

2. リモート QC 構成ツールは、ハードウェア単位（生産アナライ

ザ）を必要とせずに、各々の測定の修正を可能にします。 
これは、リモート地から独立している設定と制限を操作するこ

とに役立ちます。 
リモート構成のために、あなたは余分のドングルとライセンス

を必要とします。この場合、QC ソフトウェアはあなたのローカ

ルマシンで動きます、そして、あなたはリミット設定、セット

アップその他を修正することができます。 
しかし、あなたはリファレンス DUT を測ることができなくて/

加えることができません。それで、あなたがセットアップを修

正する、そして、原物の制限が削除される（例えばレベルが変

わったので）ならば、あなたは新しいもの（あなたが測定シス

テムを持たない時から）をつくることができません。 
リモート Confioguration のために、あなたはテストデータベ

ースへのアクセスだけを必要とします。これは電子メールであ

なたに送られることができます、あるいは、あなたはネットワ

ークによってそれに直接アクセスすることができます。 
「マスター・テスト」を使うならば、このモードは特に役に立

ちます。このコンセプトは、マスター・データベースをネット

ワーク・ドライブに格納します、それであった離れてまたはど

んな測定システムでもまたはリモート・コンピュータから更新

することができた。プロジェクトを組織しているセクションを

チェックしてください 

リモートアクセスへの

導入 
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3. QC-Start/QC-Start・ツールを使用する/同期複数の QC システ
ム 
より多くのために、詳細図を作ります。（マスター・テスト） 

注意してください：特別なライセンスは、リモート構成セットアップ

を使うために requzired されます。 

 
 
 
1. 少しのハードウェア（USB ドングル）も設置しないでください。 

 
2. 標準 QC インストール CD を挿入してください。 

 
3. オートスタート機能が使用可ならば、「QC インストール

Guide.exe」は自動的に始まります。 
 
この場合、この「QC インストール・ガイド」（例えば ALT-F4 で）

を閉じてください。 
 

4. CD ルート・フォルダから「QC リモート構成 Setup.bat」を始めて

ください。 
 

5. インストールプロセスが完了されるまで、導入ガイドの指図に続

いてください。 
 

6. あなたが別々のライセンス（*.klpack）を得るならば、単にそれ

をダブルクリックしてください。免許は、正しい場所に自動的に

インストールされます。 
 
複数のKlippelソフトウェアバージョンがあなたのコンピュータ

の availbale であるならば、あなたはライセンス・インストール

processs のためにセレクトに「QC」インストールをするかもしれ

ません。 
 

7. あなたは、現在、設定と制限を操作するために、どんな Klippel QC

データベースでもとログインを開始するかもしれません。オンラ

イン・ヘルプ（dB-研究室の中で F1 を押します）としてまたはイ

ンストール CD のルート・フォルダにある pdf として詳細な情報

を利用できるこのマニュアルで見つけてください。 

 

注意してください：QC-Start・ソフトウェアによる普通のプロジェク

ト管理は、リモート構成がインストールされるコンピュータで、働き

ません。あなたは、直接どんな QC データベース（*.kdb）でも開ける

（ダブルクリック）ことによって、QC 設定と制限を操作することが

できます。ほとんどの場合、これらはネットワーク上にマスター・テ

スト・フォルダに位置します。このフォルダは、関係のあるハードウ

ェアで QC テスト・コンピュータ上の QC-Start・プログラムを使用す

ることから定められることになっています。手動章 QC マニュアル/
組織化プロジェクト/QC-Start・ツールをリファレンスします∥/同期

複数の QC システム。 

 

インストール 
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ソフトウェアインストール 
インストールプログラムは、ソフトウェア・インストールプロセスを

通して段階的にあなたを案内します。 

あなたがあなたのコンピュータ（特に dB-研究室の前バージョン）上

の他のプログラムを実行していないことを確認してください。 

KLIPPEL 研究開発システムのユーザーのための重要な情報： 
Klippel 測定システムの異なるソフトウェアバージョンは、現在イン

ストールされることができて、個々のパッケージとして取り除かれる

ことができます。それで、一つ以上の研究開発施設と同様に Klippel 

QC システムのインストールが、装置されることができて、1台の PC

で使われることができます。しかし、平行に彼らを利用することは、

可能ではありません。詳細は dB-研究室マニュアルをリファレンスし

てください。 

あなたがPCを KLIPPEL生産アナライザのUSBまたはFirewireポート

にすでに接続したならば、ケーブルを切ってください。インストール

プログラムは、インストールプロセスの間、ケーブルを接続したいと

頼みます。 

Windows XP のための重要な情報： 
あなたは、ソフトウェアをインストールするために、管理者特権を必

要とします。 
QC セットアップは、局部恒星系レジストリのエントリを修正する必

要があります。 
あなたには管理の特権がないならば、あなたのシステム管理者に援助

を求めてください。 

1. Klippel アナライザ CD をあなたの CD-ROM ドライブに挿入して

ください。 

2. セットアップが自動的に始まらなくて、Run…をスタート・メ

ニューから選ばなくて、Dを入力しないならば：ダイアログボ

ックスの\setup（そこで D：あなたの CD-ROM ドライブの手紙で

す）とクリック OK。 

3. スクリーン上の指図に続いてください。 

4. インストールの間、あなたはシステムを調整しなければなりま

せん。あなたが詳細な情報をこれらのステップのために必要と

するならば、確度のセクション・ハードウェア/校正/校正/チ
ェックをリファレンスしてください。 

 

視聴実績 
QC サンプルデータベース 
C：\Documents と Settings\All Users\ 
 アプリケーション Data\Klippel\QC\Examples\QC 
Examples.kdb 
他のどのデータベースもと同様に、QC によってつくられる測定デー

タで、システムは KLIPPEL dB-研究室ソフトウェアで見られることが

できます。このセクションは、データを dB-研究室で見る方法を述べ

ます。 

注意してください：詳細は、また、別々の dB-研究室マニュアルをリ

ファレンスしてください。それは、オンライン・ヘルプ（dB-研究室

での間、F1 を押してください）の一部です。 

あなたが始まる前に、 

インストール 
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QC ソフトウェアインストールで、dB-研究室は、あなたのコンピュー

タ上にすでにインストールされます。インストールされる QC システ

ムなしで、コンピュータでデータベースを見るために、あなたはウェ

ブサイトから dB-研究室の無料のビューアー・バージョンをダウンロ

ードするかもしれません 
www.klippel.de。 

全ての Klippel 測定ソフトウェアへのコモンは、テストの全ての情報

を 1つの一つの（バイナリ）ファイルに格納するコンセプトです。こ

のファイルはデータベース構造に基づいて、テスト・セットアップ、

基準測定、制限、実績その他を含みます。データベースをコピーする

とき、全ての情報は移されます、必要がグループまたはパック複数フ

ァイルにありません。もう一つの利益は計画的にセットアップと実績

の同期です。そして、それは常に、何のためにでもセットアップを調

査することが起こると認めます。 

サンプルデータベースを開ける簡単な方法は、そうです： 

1. 発射 QC-Start（エンジニア・モード） 

2. 表示メニューから例フォルダを開いてください 

 
3. QC Example.kdb ファイルをダブルクリックしてください。 

4. 率直なプロジェクト・ダイアログが開くならば、ルート・フォ

ルダ入場（リストのトップの上の\）と新聞がＯＫするセレク

ト。 

5. デフォルト窓を開けるために、青い QC アイコンをダブルクリ

ックしてください。 

 
 

6. セクションで進行するデータを調査するために下記のデスク

トップ。 
 

dB-研究室データベースは、ファイル名拡張子 kdb を持ちます。デー

タベースを開ける も単純な方法はウインドウ探検家でデータベー

スファイルをダブルクリックすることになっています。dB-研究室は

始まって、自動的にデータベースを開けます。 

要求事項 

データベースは、何で

すか？ 

サンプルデータベース

を見ること 

どのように、データベ

ースを開けるために？ 
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1. 率直なプロジェクト・ダイアログが開くならば、ルート・フォ

ルダ入場（リストのトップの上の\）と新聞がＯＫするセレク

ト。 

 
2. デフォルト窓を開ける青いアイコン（ラベルをつけられた QC）

のダブルクリック 

 
3. 必要ならば、結果ウインドウからのセレクト他の結果ウインド

ウは価格がついています（下記のデスクトップを区分するのを

リファレンスします）。 
あなたは、グラフを輸出するかもしれないか、印刷するかもし

れないか、変えるかもしれません。 

データベースは、ファイルシステムのように組織されます。Windows

の場合のように、あなたにはフォルダ、ファイルと近道があります。

「ファイル」は、テストされたドライバーを代表する物です。あなた

がドライバーを開けるとき、あなたは彼らに適用されたか、適用され

ることができる操作をリファレンスして、これらの操作の実績を見ま

す。 

QC データベースは、特に指定しないと 1つの操作（QC/QC）だけから

成ります。 

要素 明確さ 

 フォルダ

（デフォル

ト：根） 

Windows ファイルシステムのフォルダの様に、フォルダは

ファイル（物）、より別の（下位）フォルダと他のフォル

ダまたは物への近道を含むことができます。dB-研究室プ

ロで、彼らがプロジェクト管理のために使われます。 

（dB-研究室ライトでは入手不可能な） 

 物 
（デフォル

ト：QC） 

テスト中でデバイスを代表します 

 操作 
（デフォル

ト：QC） 

用語操作は、どんな測定または生じる校正または表示デー

タを表します。操作は所定の物に適用されて、出力として

実績を生じます。 

結果 結果は、通常数であるかグラフィック形の操作の出力で

す。ディスプレイの他に、情報はレポート、クリップボー

ドまたはファイルに輸出されることができます。 

どれほどのデータが組

織されますか？ 
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デスクトップは、以下の要素から成ります（ダブルクリックする  

デフォルト結果窓を開ける QC 操作）： 

 
プロジェクト枠は、その操作で QC 物を示します。結果ウインドウ・

リストで、あなたは結果ウィンドウ領域で示される実績（チャートま

たはテーブル）を管理することができます。 

注意してください：QC データベースは、1つの操作（QC）で、通常 1

つのドライバー物（QC）だけを含みます。名前『QC』を変えないでく

ださい！ 

結果ウインドウは、実ラインとして慎重な曲線群（周波数応答、THD、

Rub&Buzz、インピーダンス）を表します。良いスピーカの許容偏差を

記述する各々のカーブへの対応する 大限で 小の制限は、ドットの

曲線群として示されます。 

1. デフォルト結果 Windows を開けるために、青い QC 操作アイコ

ンをダブルクリックしてください 

デスクトップ 

視聴データ 



 

KLIPPEL QC システム はじめには（11 

2. 更なる窓を開けるために、結果ウインドウ・リストで関連し

たチェックボックスをチェックしてください。 

 
 

以下のウインドウは陳列されることができます： 

結果ウインドウ 内容 

チャート 1 周波数応答と全ての動作中の歪み測度（THD、こすって

とガヤガヤ言います）。 

チャート 2 インピーダンス 

チャート 3 高調波歪（注文を選び出してください、THD） 

チャート 4 障害と流行のクレストファクター（IDD 性能指標） 

チャート 5 位相 

チャート 6 電圧（電流（インピーダンス仕事））のスペクトル 

チャート 7、8 使われません 

概要 パス/失敗情報と詳細のための出力ウインドウ 

制御パネル スタート/停止測定のための調節要素 
（ユーザモードだけで動作中の） 

設定 視聴とき、参考のために全てのテスト設定の価格がつい

ていてください 

Scilab ログ デバッギングまたは伐採のための Scilab ルーチンの出

力。 

プログラム可能なバージョンだけのための用途。 

パフォーマンス テストの時間分析。 

校正波形 内部同期とアンプ自己診断の起こってください。異常処

置だけのために。 

校正スペクトラム 内部同期とアンプ自己診断の起こってください。異常処

置だけのために。 
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試験結果（パス/失敗）と慎重なパラメータが共鳴周波数 fs または直

流抵抗を好む即時のウィンドーディスプレー不良検出テスト結果の

場合には、リミットを傷つけるパラメータは、パス/失敗の下のテー

ブルの示された赤です。 

ユーザーが QC システムに中で記録されない時から、制御パネルは処

理されます。ユーザーが中で記録されるならば、パネルはコントロー

ル・ボタン（例えばスタート・テストにまたはログアウトに）を含み

ます。 

dB-研究室プロ（QC システムの一部）は、測定したデータを含むカス

タマイズ可能な HTML リポートをつくるのを許します。よりレポー

ト・ツールについて学ぶために、dB-研究室マニュアルをリファレン

スしてください。 

初の測定 
このセクションは、セットアップにステップ毎の説明方法に 初の測

定を実行する初めて使用と方法に対して QC システムを与えます。そ

れは、正しいハードとソフト・セットアップについて調べるためにこ

のセクションを通して働くと勧められます。 

利用できる非常に集中した指導ガイドがいます。そして、

2 ページの上で Klippel QC システムの使用法をまとめま

す。 
 

 

 
このガイドは、リファレンスで新しいユーザーのために

QC システムの近くに置かれることを目的とします。 
 
次の章は、より良い理解のために更に詳細にこのクイッ

ク・セットアップ・ガイドの全てのステップを述べます。 
 

1. 下記のステップに従ってください。エンジニア・モードで

QC-Start・ツールを始めてください。机上アイコンを使ってく

ださい 
 

 

リポート 

クイック・セットアッ

プ・ガイド 

テストをつくってくだ

さい 



 

KLIPPEL QC システム はじめには（11 

 
または、スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC/QC エン

ジニアを Windows スタート・メニューから選んでください。 

2. 非常に 初の始まりの場合には、あなたの QC 実績と試験デー

タを保存するために、経路に入ってください。 

 
注：このフォルダが perferably に aon でなくローカル・ドラ

イブの上になければなりません。そして、窓系は運転します。

後ほどこの場所を変えることは、可能でもあります。 

3. QC-Start・ウインドウは開きます。 

 
 
リストの下の低下は、マウスでした先出しである生産ラインの

ためにすでに準備されるテストを含む。 初の走力の場合には、

我々が 1をつくらなければならないように、テストはまだ準備

されません。 
 

4. メニュー・テスト/New…（または CTRL+N）からのセレクト。 
 
この例では、ウーファーはテストされます。 
あなたの特定のテストチャートによってテンプレートを選ん

でください。 
 
注意してください：ベーシック・バージョン・ユーザーのため

に、あなたはテンプレート（速くテンプレート名のキーワード

で）の速いバージョンを選ばなければなりません。標準テンプ

レートは、ベーシック・バージョンを支持されません。 
 

5. テスト名『私の 初の測定』を入力してください。 
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6. ＯＫボタンを押してください。 
 

7. スタートボタンを押してください。主プログラム dB-研究室は

オープンします、そして、ログイン・ダイアログは現れるかも

しれません（あなたの QC システムユーザー管理に従い）。必

要ならば、エンジニア・レベルでログインしてください。 
 

 
 

ロギングインの後、メイン画面は見えます、そして、資産

ページは開けられます。 

 

 

 
前景における資産ページが部分的にデスクトップを隠す

かもしれない点に注意してください。示されるので、マウ

スであなたのニーズによってちょっと資産ページを動か

してください。 

警告： 
プロジェクト枠（左上）でまたは資産ページ「情報」で操作名「QC」

を変えないでください。名前は、適当な操作のために「QC」としてと

どまらなければなりません。 
テストの名前が、速い識別のデータベース名前（dB-研究室フレーム

の右底角）として使われます。 

テストを構成してくだ

さい 
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あなたのニーズによってテストを構成するために、ステップに従って

ください： 

 
テストされることを要求される全ての測定オプションが

可能にされるならば、チェックしてください。 
1. 資産ページのページ仕事を選んでください。 

2. 仕事リスト（ページの一番上のリスト）からのセレクト・イン

ピーダンス。 

3. パラメータ・リスト（一番下のリスト）のセレクト部測定。 

 
En-/あなたが必要とする測定を働かなくする。 

4. タスク・リストで全ての仕事のためにこのステップを繰り返し

てください。 
 
マイクの、そして、話者チャンネルのハードウェア手順計画をセ

ットして、あなたのニーズによってシリアルナンバー注意/バーコ

ード入力を許してください： 
 
1. 両方の設定のために、資産ページのページ仕事を開けてくださ

い。 

2. 仕事リスト（ページの一番上のリスト）からのセレクト・スタ

ート。 

3. 手順計画をそれに応じてラベルをつけられたセクションでセ

ットしてください。 

4. 連続切片番号で扱えているシリアル番号を準備してください。 
キーボード入力デバイスとして構成されるとき、あなたはバー

コード読者を利用するかもしれません。詳細はまた、セクショ

ン・ハードウェア/補機をリファレンスしてください。 

 
 
データと結果輸出/伐採に関してオプションをセットして

ください。 
 

1. 資産ページのページ仕事を開けてください。 

2. 仕事リスト（ページの一番上のリスト）からのセレクト終わり。 

測定を可能にしてくださ
い 

セットされた手順計画と
シリアルナンバー処理 

結果伐採を準備してくだ
さい 
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3. 輸出オプションをセクション・データ・ロギングでセットして

ください。 

4. 詳細は断面試験構成/シリアルナンバー処理をリファレンスし

てください。 

 
 
これらの 2つのパラメータは、SPL セットアップにとって

も重要です。 
慎重に彼らをチェックするか、調節してください。 

1. 資産ページのページ仕事を開けてください。 

2. 仕事リスト（ページの一番上のリスト）からのセレクト音圧。 

3. 始まりと停止周波数をセットしてください。 

4. テストの電圧をセットしてください。 
この電圧がドライバーの終端の平方二乗平均電圧である点に

注意してください。 
 

 
 

Rub&Buzz のために、それをテストすることは、入力チャ

ネルのダイナミックレンジを 適化すると強く勧められ

ます。これは、完全に入力範囲を開拓することに入力信号

を拡大することによって、簡単にされることができます。

このように、 高の分解能は、even な も小さな欠陥と

人工品の信頼できる探知のための availbale です。 
1. 制御パネルのスタートボタンを押してください。 

 
2. 大まかな窓を開けて/選んでください 

3. HTML 関連ショー信号特性（音圧）を拡大してください。テーブ

ルは、録音された信号の信号特性で示されます。線頭上スペー

ス入力 a.で、値を探してください。 

4. この値は、-10 と-3dB（0dB は、現尺入力に対応します）の間

でなければなりません。 
この範囲ででないならば、以下の規則によってパラメーター入

SPL 電圧と周波数範囲を
調節してください 

マイク頭上スペースを調
節してください 
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力ゲイン 1を調節してください： 
 
ゲイン 1パラメータを入力するために、腹筋（頭上スペースは

6dB、+を入力しました）を加えてください。 
 
または、以下のテーブルを使ってください： 
 

頭上スペースは、Aを入

力しました 
ゲイン 1を入力するた

めに、加わってくださ

い 

0dB（きわだった赤） 
（負担をかけられすぎる入

力 

20dB 入力ゲインを減らし

てください！ 

-6 0（Ok） 

-20 14 

-30 24 

-40 34 

 

注意してください：入力頭上スペースが 30dB 以下であるならば、そ

れはより高感度マイク（ヘッドホンと micropseaker テストのために）

を使うと強く勧められます。 
利用できるいくつかのオプションが、あります。 
また、セクション・ハードウェア/補機/マイクをリファレンスしてく

ださい。 

詳細は∥パフォーマンス/SPL テストを 適化しているセ

クションをリファレンスする/ 適の信号雑音比（SNR）。 
 
 

これらの 2つのパラメータは、インピーダンス・セットア

ップにとって も重要です。 
慎重に彼らをチェックするか、調節してください。 

1. 資産ページのページ仕事を開けてください。 

2. 仕事リスト（ページの一番上のリスト）からのセレクト・イン

ピーダンス。 

3. 始まりと停止周波数をセットしてください。 

4. テストの電圧をセットしてください。 
この電圧がドライバーの終端の平方二乗平均電圧である点に

注意してください。 
 

 
 

インピーダンス電圧と周
波数範囲を調節してくだ
さい 



 

KLIPPEL QC システム はじめには（11 

5. 制御パネルのスタートボタンを押してください。 

 
6. 結果チャート 2を開いてください。インピーダンス・カーブな

めらかさをチェックしてください。 
 

 
カーブが騒がしいならば、更なる調整と 適化のために 適励

起準位と時間を見つけるためにパフォーマンス/インピーダン
ス/方法を 適化しているセクションをリファレンスしてくだ

さい。 
 
このステップを終えるとき、完全な測定パラメーターは正しく調節さ

れます。 

一旦測定パラメーター設定が終わるならば、制限はセットされること

ができます。 
以下のセクションは、慎重なリファレンス DUT に基づくリミット計算

を述べます。これは、一貫して信頼できる制限を得る も簡単な方法

です。 

1. 資産ページのページ仕事を開けてください。 
ボタンを押すリミット計算モードを起動させる。 

 
2. 制御パネル―スタートボタン―を押してください。 

 
リファレンス単位（DUT）は、現在測られます。 

注意してください：ベーシック・バージョンで、1つのリファレンス

DUT だけは支持されます。複数のリファレンス DUT に referening し

ている以下のステップをスキップしてください。 

3. 制限を計算するために、資産ページ制限の上でＯＫボタンを押

してください。 

4. 全てのリファレンス DUT の実績は、計算された制限と同様に結

果図に示されます。例は、リファレンス DUT の基本波 SPL 曲線

リミット設定 

リファレンス DUT を測っ
てください 
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群を示します。 

 
複数のリファレンス DUT を測るとき、テストが環境騒音に

よって腐敗することが、あるいは、他の失敗が無効な実績

を引き起こすことが起こるかもしれません。 
この場合、単に無効な参考試験が DUT リストをできないよ

うにしてください： 

 
 
あなたは、複数の金色の単位を切り離すために、入れられ

るシリアル番号ストリングでリファレンス DUT にラベル

をつけるかもしれません。詳細は、断面試験構成/リファ

レンス単位をリファレンスしてください。 
制限を再計算するために、資産ページ制限の上でＯＫボタ

ンを押してください。 
 
 
現在、全てのリファレンス DUT の実績は、計算された制限と同様に結

果図に示されます。例は、リファレンス DUT の基本波 SPL 曲線群を示

します。 
 
強くそれている DUT を取り外した後に、例リファレンス DUT のすべて

は、SPL 処置の許容値範囲の中にあります。 

 

強くそれている DUT を取
り外してください 

制限をチェックして、調
節してください 
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しかし、それはデフォルト制限を修正することを要求されることがで

きました： 

1. リミットモードが起動することを確認してください。ボタンは、

リミット計算モードが資産ページ制限の上で押されなければ

ならないことを起動させます。 

2. リミット設定が変わるというのために、パラメータ・リストか

ら処置を選んでください。各々の処置に、自身のセクションは

割り当てられます。 

3. 特定の処置に適用できる全ての設定を拡大するために、地域の

(+)徴候左側を押してください。 

 
パラメータを修正してください。若干のパラメータのために、

値（マトリックス）に入るための新しい窓が上の indicitad と

して開けられなければならない点に注意してください： 

 
パラメータの名前は、ommited されるかもしれません。ちょっ

と数に入って、エンターによってスペースと線で値を切り離し

てください。 
 
設定の上で詳細はパフォーマンスを 適化しているセクショ

ンをリファレンスしてください。 
 

4. リミットモードを出てください。 
ボタンを発表するリミット計算モードを起動させる。 
 

それは、利益が測定をチェックして、DUT のより抜きの上で設定を制

限するために練習するということです。全ての欠陥ドライバーがした

がって、見つけられることを確認してください。 

注意してください：テストが失敗するならば、大まかな結果ウインド

ウ（赤いきわだったアイテム）の中でリストから失敗した処置をチェ

ックしてください。それは、制限の上で広がるか、これらの制限の周

波数範囲を制限することを要求されるかもしれません。あなたが地域

で見つけるかもしれないより多くの詳細は、構成/リミット計算を検

証します。 

成功した試験の後、システムは正しく設定されます、そして、テスト

が生産モードで使われるかもしれません。 

 

ログオフして、QC システムをシャットダウンするために、あとに続

きながら、進行してください： 

試験 

ログアウト 



 

KLIPPEL QC システム はじめには（11 

1. ログアウトに制御パネルでログアウト・ボタンを押してくださ

い。 

 
2. dB-研究室ソフトウェアが自動的に閉じられないとき、プロジ

ェクト・メニューを開けて、QC システムまたは新聞｛ALT-F4｝

をシャットダウンするために出口を選んでください。 
 

注意してください：QC システムは、ログオフした後に自動的に dB-

研究室を閉鎖するためにセットアップされることができます。詳細は、

セクション組織化プロジェクト/QC-Start 構成をリファレンスして

ください。 

 

動く生産 
システムのセットアップがドライバー（DUT）と Klippel QC

システムについて若干の背景資料を必要とする間、生産モ

ードは直観的で minimalistic です。 
 

1. 単にアイコン Klippel QC 演算子をダブルクリックしてくださ

い。 
 

 
 

 

2. 上記のセクションによると構成される全てのテストは、 近の

テスト・リストを通してまたは完全なテスト・リストに対する

ボタン・セレクト検査を通してアクセスできます。 
 
用意されたテスト「私の 初の測定」を選んでください。 
 
 

Recent test list 

Complete test list 
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3. スタートボタンを押してください。 
dB-研究室は開かれます、そして、ログイン・ダイアログは現

れるかもしれません（あなたの QC システムユーザー管理に従

い）。必要ならば、ログインとパスワードとオペレーター同一

水準でログインしてください。 
 

4. 単にシリアル番号に入るか、スタートボタンを押すか、外部の

フートスイッチを使うことによって、テストを始めてください。 

  
 

5. dB-研究室と近い QC-Start からログアウトをテストした後に。 
 
veiw のオペレーター点の詳細について、セクション・ユーザモ

ード/演算子をリファレンスしてください。 
 

 

生産の使用の前に 
生産プロセスで QC システムを使用する前に、我々は強く、QC パフォ

ーマンスによって生産環境でシステムの 8時間の性能試験をするこ

とがツールをテストするよう勧めます。 

生産環境と柔軟性の安定性要求事項と Klippel QC システ

ムの速い操作のために、PC はソフトウェアを走らせるた

めに、十分なパフォーマンスを必要とします。QC パフォ

ーマンス・テストツールは、PC が連続的な QC テストを走

らせることができて、いくらかのトラブルシューティン

グ・ヒントをすることができるかどうかについて評価する

のを助けます。 

注意してください：テストの間に他の目的のために PC を使わないで

ください。ハードウェア構成に従い、PC は分の間感受性が鈍く見え

るかもしれません。あなたはテストを中止するためにいつでも停止を

クリックすることができます、しかし、クリーンアップに間がまだか

かるかもしれません。 

1. 生産環境で QC システムをインストールしてください。 

2. エンジニア・モードで QC-Start・ツールを開けてください 
（スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC-Start（エンジ

ニア）を選びます） 

3. QC 性能試験をツール・メニューから選んでください。 

QC パフォーマンス・テストツールは始まります。 

4. セレクト・テスト・ボックスのセレクト生産テスト。 

5. ボタン試みを押してください。 

テストが運ぶ間、ＬＥＤスタイルのインディケータはテストの間に発

生したエラーを示します。良いシステムのために、エラーは発生して

はなりません。 

示される 2種類のエラーが、あります：「同期エラー」と「BCO エラ

ー」。通常、性能上の問題が両方の種類のエラーを引き起こす間、ハ

ードウェア上の問題は「BCO エラー」だけを引き起こします。 
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後のテストまたはテスト系列の報告を示すために、レポートをクリ

ックしてください。より長い歴史のために、ログファイルを示すため

に、Log…をクリックしてください。 

エラーがテストの間に発生するならば、彼らを特定して、問題を固定

する方法を処理している章をリファレンスしてください。 

 

 
 

続く（マニュアルで働く）方法 
一旦 KLIPPEL QC システムがインストールされて、チェックされるな

らば、あなたはあなた自身をシステムに精通しているようにしなけれ

ばなりません。 

オペレーターとして、あなたは現在章ユーザモード/演算子を読まな

ければなりません。 

エンジニアとして、あなたはプロジェクトを組織している章を読まな

ければなりません。 

あなたがユーザ・インタフェースに関する詳細な情報を必要とするな

らば、あなたは章ユーザモードを読まなければなりません。 

あなたがセットアップに情報方法を必要とする、測定、あなたが章テ

スト構成を読まなければなりません 

それは、慎重にマニュアルの目次を読むと強く勧められます。このよ

うに、システムを使用するとき、あなたは少なくとも見出しをするつ

もりです。 
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組織化プロジェクト 
QC-Start を使うこと 

概要 
QC-Start・ツールは、始まって、テストをつくる中心インターフェー

スです、校正手順にアクセスして、そして、決定します、そして、QC

システムが Windows リスタートの後、始まる方法。この章は、テンプ

レートで動作するエンジニアと方法として QC-Start・ツールを使用

する方法を述べます。 

セクション dB-研究室は、KLIPPEL 研究開発測定システムと比較して

QC システムで dB-研究室の使用法の違いを説明します。これは、すで

に KLIPPEL 研究開発システムを使用するが、QC システムに不慣れで

あるユーザーに賛成です。 

新しい：データが QC-Start・ソフトウェアを使用してされることが

できる（推薦された方法）管理するテスト。しかし、QC データを再

編成するために Windows Explorer を使用することは、可能でもあっ

て、convinient でもあります。下記の Windows Explorer を使用して

いるテストを再編成するセクション方法をリファレンスしてくださ

い。 

QC-Start・ツール 
QC-Start・ツールは、2つの異なるモードで始まることができます： 

1. オペレータモードに、それがセレクトに使われます、そして、

特定のテスト・セットアップを始めてください。 

2. エンジニア・モードでは、それがさらに使われることができま

す 
－テスト・セットアップをつくって/削除してください 
－システム校正を始めてください 
－管理するマスター・テスト 
－オペレーターの管理するリファレンス権 

QC の両方の運転モードは、簡単にアイコンを使わせ始められること

ができます 

 

スタートアップ 
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デスクトップでまたはスタート・メニュー項目を使用して： 

 スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC エンジニア 

 スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC 演算子 

注意してください：スタートアップ・モードは、QC-Start・ウインド

ウの水位標から、簡単に見つけ出されるかもしれません。 

    

 

 

既存のテストを始めるために、下記のステップに従ってください。こ

れは、エンジニアとオペレーター・レベルで常にされることができま

す。 

1. 机上アイコンを使っている QC-Start・ツールを開けてください 
（またはスタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC エンジ

ニアまたはスタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC 演算

子を選びます）。 

2. リスト 近のテスト・リストの下で低下からテストを選んでく

ださい。テストがそこで発見されることができないならば、ボ

タン・セレクト・テストを使っている完全なテスト・リストか

らテストを選んでください。 
 

Recent test list 

Complete test list 

 
 
注、そのテストは、複雑なフォルダ structur に位置すること

ができます。詳細は、Windows Explorer を使用しているテスト

を再編成するセクション方法をリファレンスしてください。 

3. テストチャートの絵または試験指導書は、オペレーターのため

に視覚的に DUT を特定するのに用いられることができます。下

記の試験指導書を加えるセクション方法をリファレンスして

ください。 
 

4. スタートボタンとログインを押してください。 

 
5. クローズボタンに出るよう迫ってください。 

 
テストをつくることは、エンジニアによってまたは十分なユーザ

ー権利をもつオペレーターによってされることができます。 

テストを始めてくださ

い 

新しいテストをつくっ

てください 
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1. エンジニア・モードで QC-Start・ツールを開けてください 
（スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC エンジニアを

選びます）。 
 

2. メニュー・テスト|からのセレクトは、新しいテストをつくり

ます。必要ならば、新しい名前とサブフォルダを指定してくだ

さい。 

 
 

3. ドロップダウン・ボックス・テンプレートからテンプレートを

選んでください。 
 
注意してください：ベーシック・バージョン・ユーザーのため

に、あなたはテンプレート（速くテンプレート名のキーワード

で）の速いバージョンを選ばなければなりません。ベーシッ

ク・バージョンを支持されない標準テンプレート。 
 
 

テンプレート Fs 範囲 
[Hz] 

Re 範囲 
[（]1 

SPL リミ

ット 
範囲[Hz] 

SPL 時間 
[s] 

サブウーファ

ー 
10－50 2－8 20－200 2 

ウーファー 20－150 2－8 20－1000 1 

ミッドレンジ 100－500 4－8 50－2000 1 

ツィーター 400－3k 4－8 200－20k 0.5 

ホーン・ドラ

イバー 
200－2k 4－16 400－20k 1 

Microspeaker 200－2k 4－30 200－5k 0.5 

ヘッドホン 
 

30－400 10－2002 20－20k 1 

 
4. ＯＫのボタンを押してください。 

5. 『エンジニア』としてスタートボタンとログインを押してくだ

さい。 

6. テスト仕事、ジェネレータと制限（章テスト構成をリファレン

スしてください）を準備してください 

テスト場所：あなたは、あなたの指定されたテスト根通り道と比較し

て、フォルダを選ぶことができます。テストが絶対の経路 wich の上

で思われることができる新しいものは、｛TestRootPath｝

                                                 
1  Re がこの範囲の外にあるならば、Re（より高い Re、電圧がより高いです）の中央

の指定された価値と比較して電圧レベルを登ってください。手のセクションがパフォ

ーマンスを 適化しているのを見てください。 
2  >30 オーム Re のために、特別なハードウェア版は要求しました。 
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\SpecifiedFolder\SpecifiedTestName の合成物によって組み立てら

れます。テストに根パスを課すために、章アップグレード試験データ

をリファレンスしてください。 

 
 

1. 仕事を 近のテスト・リスト（下に下がります）で削除される

のに選んでください。 

2. セレクト・テスト/Delete…。 

3. リストから仕事を取り除くために、確かめてください。 

 

注意してください：削除操作は、Windows ごみ箱にデータベースと関

連ファイルを動かします。回復のためにウインドウ標準手続きを使っ

てください。 
オプションがテストで全てのファイルを削除するならば、フォルダは

動かされます、また、試験結果（ログファイルのための標準フォルダ）

を含む全ての下位フォルダは削除されます。 
手で、Windows Explorer を使用しているテスト・フォルダの中身を

調べるために、ちょっとメッセージボックスのトップで、青い関連を

クリックしてください。 

一旦あなたが特定のテストを始めるならば、あなたはそれをテンプレ

ートとして保存することができます。テンプレートは、ジェネレータ

とリミット計算設定をテスト系列にたくわえます。それは、リファレ

ンス DUT、制限または測定したデータを含みません。 

1. あなたがテンプレート（必要ならば、それを編集してください）

として使いたいテストを選んでください。 

2. メニューまたは新聞｛Ctrl+Shift+T｝からのテンプレートとし

てのセレクト・テスト/保存。 

 
3. テンプレートの新しい名前を入力してください。 

テスト情報ファイル（絵、html ページ）もコピーされる点に注

意してください。 

4. あなたは、メニューから見解/テンプレートを Windows Exporer

でテンプレート・フォルダを開くのに選ぶかもしれません（オ

プションの）。あなたはテスト情報ファイルを交換するかもし

れないか、テンプレートを修正するかもしれません。 

QC 版 2.2 からのデータ構造は、現在アクセスできて、Windows 

Explorer によって修正されることができます。データは、フォルダ

で組織されます。全てのテスト・フォルダは、専用のアイコンを持っ

テストを削除してくだ

さい 

テンプレートを作成し

てください 

Windows Explorer を使

用しているテストを再

編成する方法 
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ています . 

 

定規座：テストを動かすか、コピーするとき、常に、完全なテスト・

フォルダを使ってください。個々のファイル（例えば*.kdb ファイル）

を動かさないでください。 
あなたはそうするかもしれません in-または、あなたのニーズによっ

てログ・フォルダで実績を除外してください。 

 

 

 

表示メニューはあなたにテンプレート・フォルダとフォルダへの簡単

な接近をします、テストがそうである電流は保存されましたか。 
探検家窓は開けられます、そして、テストデータベースは示されます。 

よみがえらせるネットワークが可能なマスター試験接続のためにド

ライブする（F5）オプション再走査。 

注意してください：Klippel QC システムのデータベースは、拡張「kdb」

を持ちます。これらのデータベースファイルをダブルクリックするこ

とは、dB-研究室を始めて、実行される（また、セクションはじめに

をリファレンスしてください） 後の測定を示します。 

バージョンから、2.2 の QC-Start は、試験データの組織のフォルダ

階層を支持します。全てのフォルダは下に位置しなければなりません

「根パスをテストします」、そしてそれは QC-Start（構成ダイアロ

グもリファレンスしてください）でぶりの始まりの指定のでなければ

なりません。 

注意してください：テストは、既存のテスト・フォルダ（下位フォル

ダとして）の範囲内で、保存されてはなりません。 

 

QC-Start は、セレクトへの対話の新しいテスト・フォルダのための

親のようなフォルダが「新しいテストをつくります」2 つの方法を提

供します。新しいテスト・フォルダは、指定されたテスト名「名」で

名をつけられます。フォルダが指定のでありえる親 

1. コントロール「フォルダの下の低下：」または 

2. ボタン「…」から始まるかもしれないシステムフォルダ選択ダ

イアログ。 

 

セレクトへの「フォルダ」の近くのコンボ・ボックスを使う新しいテ

スト・フォルダ（「フォルダ選択の議事運営委員会」をリファレンス

してください）のコンテナとして有効なフォルダに対する規則を満た

す既存のフォルダ。コンボ・ボックスは既存のフォルダだけを示しま

私のデータは、どこにあ
りますか？ 

テスト・フォルダ階層 

テスト・フォルダ階層を使う

か、構築してください 

既存の親のようなフォル
ダを選んでください 
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す。そして、それはフォルダ選択の原則にマッチします。 

 
 

新しいフォルダを作製して/造るために許すフォルダ選択ダイアログ

を始めるために、ボタン「…」を使ってください。ここでは、あなた

はシステム上で全ての可能なフォルダを得ます。選ばれたフォルダが

フォルダ選択の原則にマッチしないならば、エラー・メッセージは表

示されます。 

 

 
 

無効なフォルダ選択は、エラーを生じます。 

例えば： 

 
 

1. フォルダが、テスト根経路（例えば、ルート・フォルダとして

「D：\QC データ」に基づく「sub1」。）の下になければなりま

せん 

2. フォルダはテスト・フォルダを含んではなりません（例えば、

「私の 初の測定」はテスト・フォルダです。それは、他のテ

ストを含むのに用いられることができません。） 

3. フォルダはテスト・フォルダの下でフォルダを含んではなりま

せん（例えば、「私の 初の measurement\sub1」はテスト・フ

ォルダではありません、しかし、それはテスト・フォルダの下

にあります。それが、また使われることができません。） 

4. もう一つのファイル・ブラウザー（例えば Windows Explorer）

で働くとき、議事運営委員会 1-3 はまた敬意を集めていなけれ

ばなりません。無効なフォルダは示されて、選ばれることがで

存在することを選ぶか、
親のようなフォルダを作
製してください 

フォルダ選択の議事運営
委員会 
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きます、しかし、彼らはエラー・アイコンという特徴があって、

dB-研究室を始めることに慣れていることができません。 

注意してください：テスト・フォルダは、ウインドウ・ファイル探検

家でそのアイコンによって普通のフォルダを区別されることができ

ます。マスター・テストのローカルコピーは、通常のローカルテスト

の象徴と異なる特別なアイコンで示されます。 

 
 

 
各々のテストのために、あなたはオペレーターのために指図として例

えばテキスト、イメージと HTML ドキュメントを加えることができま

す。テストが選ばれるとき、指図は右でテスト情報制御盤で示されま

す。 

テスト情報制御盤は、設定対話において使用可能または使用不可にさ

れることができます。 

あなた自身の指図をテストに加えます： 

1. QC-Start に、テストを選んでください 

2. メニューから、セレクト見解/電流テスト。 
これは、Windows Explorer でテスト・フォルダを開きます 

3. 以下の testinfo のうちの 1 つを加えてください。*は、テスト・

フォルダに綴じ込みます： 

  

testinfo.html HTML ドキュメント 
HTML ドキュメントはテキストを含むことができま

す、絵もと缶も外部のドキュメンテーションとつな

がります。また、下記の提案をリファレンスしてく

ださい 

testinfo.url URL 近道 
あなたは、あなたのイントラネット上で例えば全て

のドキュメンテーションを保管することができて、

更新することができて、ちょうど近道をここに置く

ことができました。Windows Explorer が.url 拡張を

通常示さない点に注意してください 

testinfo.png

testinfo.gif

testinfo.jpg

testinfo.bmp 

これらのフォーマットのうちの 1 つの絵。 

（低解像度画像はより速くロードします－巨大なイ

メージをここで使う必要がありません！） 

testinfo.txt プレーンテキストファイル 
カスタム指図を加える単純な方法。ファイルはつく

られることができて、Windows ノートパッドまたは他

試験指導書を加える方

法 
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のどの単純なテキストエディタでも編集されること

ができます。 

 
あなたは、テスト・ルート・フォルダにまた、デフォルト testinfo

ファイルを缶詰にします。現在選ばれたテストのための testinfo が

見つからないとき、これは示されます。 
 

注意してください：テンプレートを保存するか、マスター・テストを

更新するとき、testinfo は例えば含まれます。testinfo という名前

をつけられる下位フォルダのファイルも含まれます、あなたはイメー

ジその他が html によって文書にそこでリファレンスをつけたことを

置くことができます。 

 

 
 
 

指図を加えます、 

1. 指図を加える検査を選んでください 

2. メニューからのセレクト見解/電流テスト（Windows Explorer

でテスト・フォルダを開くために）。 

3. リストされるファイルのうちの 1 つを加えてください。 
指示がそうである新しいものは、あなたが再びテストを選ぶこ

とを示しました。 

注意してください：設定ダイアログ（メニュー/編集設定）では、テ

スト情報ページは/入れ換えられることができます。スイッチ・ショ

ー・テスト情報制御盤を選んでください。 

 
<html> 
<頭></頭> 
<体> 
<悪霊 style="text-align：センター;」> 

<img src=」。/情報/logo.gif」/> 
</悪霊> 
</体> 
</html> 
 

 

HTML ページはブラウザー・コントロールで表示されますので、あな

たの電流Internet Explorerインストールの大部分の機能性は利用で

きます。 

イメージを加えるとき、彼らを下位フォルダに入れて、相対リンクを

HTML に加えることはしばしば 高です。 

「testinfo.html」のため
の例 

HTML を加えることへの提
案 
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画像が縮尺される必要があるとき、スムーズな展開のために以下のス

タイルを使用してください： 

<img src=」。/testinfo/clamping.png」 
 style=-ms-展開-mode：bicubic;」> 

関連を外部ページに加えるとき、別々のウインドウの中で開くことは

しばしば 高です： 

 <href="url」target="_blank>関連！</> 
 
 

単純なバーコードリーダ・インターフェースはセレクトに実装されま

す、そして、自動的にテストを始めてください。読者がキーボードを

模倣すると仮定されます。 

例： 
テスト・セットアップ「sub1\ab255」（サブフォルダ sub1 で ab255

をテストします）は、バー符号列「XYZsub1_00ab255」を調べること

の直後に始まります。 

解決手段： 

1. テスト|編集設定メニューで、バーコード・スキャンを可能に

してください。 

2. 構成対話においてテスト抽出物マスクを定めてください。それ

がセットされる例のために｛???1111???TTTTT｝。マスクの長

さは、バーコードの必要な（固定される）長さを定めます。異

なる長さによる入力は、無視されます。詳細はセクション

QC-Start・リファレンス| QC-Start 構成|バーコードリーダを

リファレンスしてください。 

 
 

並列式が同じドライバタイプをテストするのに用いられるとき、非常

に同一のセットアップと制限を持つことは、望ましいです。これは、

マスター・テンプレート機能性を使って達成されることができます。 

1 つの場所の線だけでなく複数の工場も、その技術を使用して同期す

ることができます。 

 

ベーシック考えはネットワークに中心フォルダ（サーバー）を持つこ

とです、テストがそうであるマスターは保存されましたか。マスタ

ー・テストは、単に特定の場所に保存されるセットアップと制限によ

るデータベースです。 

 

 

 

 

バーコードリーダ入力

を使う方法 

同期複数の QC システム 
（マスター・テスト） 
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Site A 
Site B 

Server 
Setup + Limits

 
 

使用可なマスター機能によるテストの各々のスタートで、サーバー場

所からのマスター・テストは、テスト・フォルダへコピーされます。

それで、テストがサーバーで 新版を使っているランニングであるこ

とを保証されます。全ての線のためのテスト構成の 新版は、各々の

QC システムをアップデートすることより非常に少ない努力で、グロ

ーバルにされることができます。 
  

特殊関数は、マスター・テンプレートの修正または 新版を支持しま

す。 

これは、ネットワーク・アクセスでリモート・コンピュー

タから各々の接続されたQCシステムまたはevenからされ

ることができます。 
 
テストのためにマスター機能を起動させるために、このテストは、マ

スター・テストに基づいてつくられなければなりません。 

初に、テンプレート-サーバーのマスター・テンプレート・フォル

ダ場所は、構成されなければなりません。 

開いた QC-Start とセレクトは、設定をテストして/編集します。構成

の資産ページは開けられます。 

 
テンプレート・サーバー（ほとんどの場合ネットワーク上で）で、セ

レクトにブラウズ・ボタンの上でフォルダをクリックしてください。 

それで、マスター・テストに関してオペレーター権利を定めてくださ

い。オペレーターがここで与えられる権利を必要とする間、QC エン

ジニアにはデフォルトで全ての権利があります。 

マスター・テストを使う
こと 
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注：関連「マスター・テスト・パス：」、マスター・テストテンプレ

ートを管理するために Windows Explorer で経路を開くために提供さ

れます。 

 
サーバーでマスター・テストをつくるために、下記の指図に続いてく

ださい。 

1. MasterPath を有効なネットワーク経路にセットしてください。 
決めてください、そしてそれは、リファレンス権はオペレータ

ー（エンジニアには、定義上全ての権利があります）に与えら

れます： 
AllowCreateMaster：オペレーターは、サーバーで新しいマス

ター・テストをつくるかもしれません。 
AllowUpdateMaster：オペレーターは、サーバーで既存のマス

ター・テストを更新するかもしれません。 
CanRunOfflineTests：オペレーターはマスター・テストに接続

されるテストを始めるかもしれません、しかし、ネットワーク

接続は働いていません。 
 
初期設定は、全てのオペレーター権利のために使用不能です。 

2. サーバーに接続されるローカルテストを選ぶか、つくってくだ

さい。セクションをリファレンスします∥上記の新しいテスト

をつくる。 
ボックスの下でQC-Start低下でこのテストを選んでください。 

注意してください：ローカルテスト・フォルダの下の Addional 未知

数試験データとフォルダは、マスター経路へコピーされません。現在

では、テスト・ファイル、テストデータベース、情報ファイルと情報

フォルダのコピーとバッチファイルは、つくられるだけである。しか

し、あなたは手でマスター経路で新しいテスト・フォルダに余分の試

験データをコピーすることができます。余分のデータを含む全部のテ

スト・フォルダは、マスター・テストのスタートで、QC-Start・クラ

イアントへコピーされます。 

3. メニュー・ツールから支配者を選んで/つくってください。 
以下の問題を確かめてください。 
成功した操作は確かめられます。 
現在、テストはセレクト・テスト・リストでマスター・アイコ

ンを持っています： 

 
 

4. 青いアイコン  サーバーがオンラインである、そして、接続

が確立されたことを示します。サーバーがオフラインであると

き、赤いマークがあります . 
オペレーター右CanRunOfflineTestsオプションの設定に従い、

テストは実行されることができます。警告は、この場合常に示

されます。 

5. テストは、現在通常通り始まることができます。サーバーから

のコピーは電流テスト・フォルダでなされます、そして、この

コピーは始まります。 

マスター・テストをつく
ってください 
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注意してください：QC-Start（例えばバーコードリーダ）設定と同様

にユーザーアクセス権利は、ローカルコンピュータに常に保存されて、

マスター検定関数を使って移すはずではなくて/、同期するはずでは

ありません。 

マスター・テストは、各々の接続された QC システムからまたはネッ

トワーク（例えばオフラインのライセンスを使っている研究開発また

は QC マネージャ事務所）の他のどのリモート・コンピュータからも

も更新されることができます。下記のステップに従ってください： 

1. 地元でテストを修正してください。あなたは、セットアップ、

タスク・シーケンスまたは制限を変えるかもしれません。 

2. QC システムへの（オプションの：）ログイン。もしそうでなけ

ればすでに、利用できて、圧迫することによる資産窓を開ける

 ボタン。仕事とセレクトがすっきりさせる資産ページのク

リックは、メニューから生じます。 

 

  
これはテストから 後の実績を取り除きますので、このテスト

を始めるとき、すっきりするディスプレイは示されます。 

3. システムからログオフしてください。QC-Start に返されるとき、

メニューを選んでください 
ツール/ 新版マスター。あなたはこの行動を確かめなければ

なりません、そして、成功は確かめられます、あるいは、警告

が出されます。 

 
 

 

テスト根経路の上のマスター・テストの孤児になるローカルコピーは、

ローカルテストとして署名されることができます。孤児になるテスト

版は、対応するマスター・データがマスターサーバーに存在しないこ

とを意味します。 

新版マスター・テスト 

コピー・ローカルを作っ
てください 
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規則的なローカルのこの実績は試験しますつくります、ローカルコン

ピュータの上で「新しいテストをつくってください」。マスター・テ

ストとの関連は、分離されます。 

 

QC-Start は、特定の点で、ちょうど dB-研究室を経営する前に、そし

て、dB-研究室収益の後で外部コマンドを走らせるのを可能にされる

ことができます。 

これは外部のツール（例えば抽出ツールまたはユーザー-指定のバッ

クアップ）を集積するために許します。そして、ツールを記録して、

処理します。そして、これらの点に走ります。 

バッジ処理支持は、ものをできるだけ単純にしておくために、「バッ

ト」ファイルで認識されます。以下のファイルは、異なる時間点で、

そして、異なる状況の下で外部のツールの祈りを許すために含まれま

す。 

<、フォルダをテストします

>\klbefore.bat 
dB-研究室を実行する前に走るロー

カルバッチ 

<、フォルダをテストします

>\klafter.bat 
dB-研究室を実行することを追い求

めるローカルバッチ 

<テスト根>\klbefore.bat dB-研究室を実行する前に走る世界

的なバッチ 

<テスト根>\klafter.bat dB-研究室を実行することを追い求

める世界的なバッチ 

<、フォルダをテストします

>\klresponse.txt 
QC-Start に情報を提供するために、

バッチファイルのどれにでもよっ

てつくられることができます 

 

各々のテスト・フォルダは、ローカル・バッチファイルを含むかもし

れません。その上、テスト根は、世界的なバッチファイルを含むかも

しれません。ファイルのどれも、存在する必要はありません。ローカ

ルで世界的なバッチファイルが存在するならば、ローカル・バッチフ

ァイルは優位をとります。 

 
バッチファイルの前に、そして、の後で、例えば、独立しています：

あなたは世界的なバッチファイルとローカル klbefore.bat.を持ち

ますそれで、ローカル klbefore.bat と世界的な klafter.bat は、実

行されます。 

バッチコマンドの Pre-

と post-処理 

バッチファイル 
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実行状態情報は、環境変数を通してバッチファイルに通過されます。

バッチファイルは、処理をキャンセルするために、エラー・メッセー

ジで応答ファイルをつくることができます。 

以下の値は、環境変数としてバッチファイルが利用できるようにされ

ます。 

%KLMODE% エンジニア・モードのための ENG、 
オペレータモードのための OP 

%KLFULLTESTPATH% テスト・フォルダを含むテストへの完全な（絶対

の）道 

%KLTESTPATH% テスト・フォルダを含むテスト・ルート・フォル

ダからの相対テスト経路 

%KLTESTNAME% テスト・フォルダ（例えば.testを造るために、.kdb

は綴じ込みます）の名 

%KLHASMASTER% テストは、支配者を持っています：「1」/空き（nicht 

gesetzt） 

%KLMASTERNA% テストは支配者を持っています、しかし、支配者

は利用できなかったです（すなわち試運転オフラ

イン） 

：「1」/空き（nicht gesetzt） 

%KLDBLABEXE% dBLab.exe（価格でない）へのパス 

%KLDBLABRET% dB-研究室（常に klbefore.bat のための 0）から

のリターン・コード 

%KLDBLABARGS% データベース経路、操作経路と dblab.exe 経路以

外の全ての dBLab 引数 

%KLTESTROOT% テスト根経路への絶対の道 

%KLMASTERROOT% マスター・ルート（設定で構成されるならば）へ

の絶対の道 

%KLMASTERPATH% テストがマスターを持っているならば、マスタ

ー・テスト経路への絶対の道。さもなければ、空

になってください。 

%KLGLOBALBAT% ローカル・バッチファイルが始まるならば、それ

が存在するならば、これはそれぞれの世界的なバ

ッチファイルにフルパスを含みます。さもなけれ

ば、それは空です。 
 
これは、世界的なバットを呼ぶことが地元の人か

ら綴じ込むと認めます。 

%KLISLOCALBAT% バッチファイルがローカル（空のさもなければ）

であるならば「1」。 

バックスラッシュは、経路を代表している環境変数に追加されます。

バッチファイルは、テスト経路にセットされるカレント・ドライブと

カレント・ディレクトリで動きます。また、QC-Start が動いたとき、

存在した他の環境変数は、保存されます。 

 

環境変数 
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デバッグモード（後でデバッグモードをリファレンスしてください）

でディスプレイに電流変数を「課される」内部コマンドを使ってくだ

さい。 

ファイル（klresponse.txt）は、処理を止めて、（エラー）メッセー

ジを QC 演算子に表示するのに用いられることができます。バッチフ

ァイルのうちの 1つが動く前にファイルが存在するならば、それは取

り除かれます。ファイルが存在して、バッチファイルを呼んだ後に空

でないならば、 

 コンテンツは、メッセージボックスでオペレーターに表示され

ます 

 テスト実行は、キャンセルされます（klbefore.bat だけ） 

注意してください：あなたは、応答ファイルでメッセージを作成する

ためにあなたのバッチ・スクリプトで「私のテキストを繰り返すが、

が、> klresponse.txt」ことを使うことができます。ですですバッジ

処理は、このメッセージを表示した後にキャンセルされます。空の

「klresponse.txt」は、空の世界的なファイルまたは使っている「タ

イプ notexistingfile が、が、> klresponse.txt」からコピーによっ

てつくられることができます。ですですこれは、どんなメッセージで

ものディスプレイなしで、どんな更なる処理でもキャンセルします。 

オペレータモードで働くとき、cmd-シェルウィンドウは見えないです。

このように、それはバッチファイルで「一時停止」声明を避けると勧

められます。見えないユーザー注意は、QC-Start の一種の行き詰ま

りを引き起こします。あなたは、QC-Start の設定でバッチ法のため

にタイムアウト値「StopBatchAfter」を使っているこの重大なケース

を防ぐことができます。 

ユーザ・インタフェースが顧客ツールを備えている限り、QC-Start

構成で「StopBatchAfter」を処理することは意味をなします。タイム

アウトまでの時間スパンは、この場合予知されることができません。 

重要なエラーは、専門家のモードでバッチコマンドの evalution の間、

occure にそうするかもしれません。Propably、命令シェルウィンド

ウは、エラーをすぐ受け入れます。専門家として、あなたは「デバッ

グモード」のスイッチを入れて、ウインドウを開いていておくことが

できます。命令シェルウィンドウは、操作を続行するために、デバッ

グモードで手で閉じられなければなりません。 

注意してください：ここで meantioned される構成値の解説は、セク

ション QC-Start 構成で利用できます。 

あなたがパラメータを cmd.exe の祈りに加えたいならば、下位セクシ

ョン QC-Start 構成に照会してください。 

 

利用者データの組織の重要な変更はバージョン 2.1～2.2 から起こり

ました。これらの変化のために、addional なステップは新しいバー

ジョンによるスタートであることを要求されます。 

新機能： 

 利用者データの階層的な組織 

 改善された試験データ管理 

 QC 出発点のバーコードリーダ支持 

 ログインの前の、そして、ログアウトの後のコマンド・ライン・

バッチ・スクリプト・サポート 

コントロール・バッジ処
理 

処理タイムアウト 

デバッグモード 

cmd.exe のパラメータ 

QC-Start2.2 に古いデ

ータをインポートする

こと 
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テスト・データが 近のデータ・ギ酸塩の中に存在する限り、試験デ

ータ変換ダイアログは自動的に始まります。下記のセクション・アッ

プグレード試験データをリファレンスしてください。 

 

QC-Start リファレンス 
上の章で問題を指向する aproach が支配的な間、このセクションでは、

全ての機能の詳細は与えられます。 

 

 
 
 

1. エンジニア・モードで QC-Start・ツールを開けてください 
（スタート/プログラム/Klippel アナライザ/QC エンジニアを

選びます）。 

2. プレス・ボタンは、新しいテストをつくります。 

3. ドロップダウン・ボックス・テンプレートからテンプレートを

選んでください。 

4. テストのために固有の名を入力してください。 

5. 選ばれた下位フォルダの下にテスト・フォルダを置くために、

「フォルダ」をセットしてください。（オプション）断面試験

フォルダ階層をリファレンスしてください。 

6. ＯＫのボタンを押してください。 

7. 『エンジニア』としてスタートボタンとログインを押してくだ

さい。 

8. テスト仕事、ジェネレータと制限（章テスト構成をリファレン

スしてください）を準備してください 

注：名は、なければなりませんバージョン 2.2 QC-Start から窓系の

ファイル名方針にかなう。つまり、あなたは性格その他/\を使うこと

ができません：*？」もはやテスト名のための<>|。 

 
あなたは、「たくわえてください」命令を使っているテス

トのコピーを作成することができます。 
 

1. あなたがテンプレートとして使いたいテストを選んでくださ

い 

2. 使用ボタンは、対話を開けるために、「たくわえます」「テス

トを保存する」 

3. テスト版（セクション「テスト・フォルダを含むフォルダの選

択」を見ます）を含まなければならない選ばれた目標フォルダ 

4. テストの「新しい名前」を指定してください 

 

メニュー「テスト」 

New… 

As…を保存してください 
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注意してください：あなたは、マスター・テストのテスト版を作成す

ることができます。このテスト版は、定期的なローカル・テストにな

ります。 

 
一旦あなたが特定のテストを始めるならば、あなたはそれをテンプレ

ートとして保存することができます。テンプレートは、発電機と制限

計算セッティングをテスト・シーケンスにたくわえます。それは、リ

ファレンス DUT または測定データを含んではなりません。備えて、テ

スト・セットアップをテンプレートとして保存するために、ステップ

に従ってください： 

1. あなたがテンプレートとして使いたいテストを選んでくださ

い 

2. Template…としてメニュー項目テスト/保存を使ってください 

3. 新しいテンプレートの名前を指定してください 

4. 創造を始めるプレス「許可」 

新しいテンプレートは、テスト創造対話中のテンプレート・リストで

利用できます。 

 
1. 仕事を削除されるのに選んでください。 

2. アイテムをチェックしなかったことが QC-Start 特定のデータ

（また、下でわかります）だけを削除するために「テスト・フ

ォルダで全てのファイルを削除します」ことを確認してくださ

い。 

3. ボタン削除を押してください。 

4. 「Ok」ボタンを押しているテストを取り除くために、確かめて

ください。 
 

 

 

5. テスト・データを Windows Recylce 箱に放り込むために、確か

めてください。 

注意してください：テスト名（関連であることを示される）をクリッ

クすることは、ファイルと中身をチェックするために Windows 

Explorer で削除されるフォルダを開きます。 

 
確認してください、ステップ 2で、あなたがフォルダの中にものを削

除したいならば、「テスト・フォルダで全てのファイルを削除しさえ

してください」。場合によっては、ログファイル、ドキュメンテーシ

ョンと他のさらなるものが存在するかもしれません。そして、それは

それを保つ相当でありえました。 

Template…としてたくわ
えてください 

Delete… 

QC-Start に特有のデータの

削除 

テスト・フォルダで全てのフ

ァイルを削除してください 
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重大なケースは、テスト・フォルダに誤って保存されるテスト・フォ

ルダの削除であるかもしれません。これは、次に示されて、「『…』

の下の注意：x テスト（s）は、このテストで削除されます」警告す

ることによって示されます。 

 
我々は、その代わりに手で対立を解くことが QC-Start によって削除

を続行するよう勧めます。 

 
 
テストの名前を変えるために、次のステップに従ってください。 

1. あなたがテンプレートとして使いたいテストを選んでくださ

い 

2. 使用ボタンは、短い対話を開けるために、「名前を変えます」

「テストの名前を変える」 

3. 名前を変えられなければならないテストの「新しい名前」を指

定してください 

 

注意：マスター・テストの名前を変えることは、その地元でコピーさ

れたファイルの名前を変えて、フォルダだけをテストするつもりです。

新しいローカル・テストは、このコピーの名前を変えることによって

生まれます。マスター・テスト・ファイルは、マスター経路で利用可

能なままです。このように、全部のマスター・テストは、 近の使い

古したテストのリストにとどまります。 

 

QC-Start・ツールを設定してください：セッティングが全ての関連し

たセットアップ・パラメータで対話を開始すると決意する編集を選ぶ

こと。 

テスト・フォルダのテストの

予想外の削除 

Rename… 

セッティングを編集して
ください 
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選ぶことはいつオペレーターをまねます、継続 QC 始まり（エンジニ

ア・モードだけで）の機能はオペレーター権利に制限されます。これ

は、与えられた権利をテストすることを単純化します。You may exit 

the Operator-Mode by selecting the Setup / Emulate Operator 

again. 

出口は、QC-Start・プログラムを終了します。 

 

 
 

表示メニューはあなたにテンプレート・フォルダ、例フォルダとテス

ト・フォルダへの簡単な接近をします、テストがそうである流れは保

存されましたか。 
探検家窓は開けられます、そして、テスト・ファイル付きのテスト・

フォルダとテスト・データベースは示されます。 

注意：Klippel QC システムのデータベースは、拡張「kdb」を持ちま

す。これらのデータベース・ファイルをダブルクリックすることは、

dB-研究室を始めて、実行される（また、セクションはじめにを見ま

す） 後の測定を示します。 

 

 

よみがえらせるオプション 

1. QCStart.ini セットアップ・ファイルからセッティングを再読

します。 

2. 新しい考えられるマスターのための「MasterPath」がテストす

る rescans と全部のテスト・リストを作り直す地元の

「TestRootPath」道 

3. そして、「TemplatePath」（セクション QC が構成/将軍セッテ
ィングを始めるのを見ます）から、テンプレート・リストを作

り直します。 

 

アプリケーションは、すぐに「Auto-Refresh テスト」を使っている

テストを列挙することができます。ボタン「選ばれたテスト」は、テ

スト・フォルダ階層を示すのに用いられるかもしれません。データ変

換が起こらなかった限り、この木は空かもしれません、あるいは、テ

ストの 初の列挙は未定であるか、単に利用できるテストを受けてい

ません。 

 

 
調整する、メニューは生産アナライザー（ハードウェア）較正とマイ

ク較正への簡単な接近を可能にします。 

このメニューは、直接使い古したマイクの較正と同様にシステムのロ

ーカル較正を関係のあるパワーアンプで始めます。 

オペレーターをまねてく
ださい 

出口 

メニュー「一覧」 

表示フォルダ 

全てに活力を与えてくだ
さい 

Auto-Refresh テスト 

メニューが、「調整し

ます」 
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それは、定期的にシステム（例えば毎月の）を調整すると勧められま

す。このルーチンも、システムのためにセルフテストの働きをします。 

マイク較正のために、pistonphone/音口径測定器は、絶対で正確な結

果を成し遂げると強く勧められます。マイクの指定された敏感さは、

かなり通常温度と圧力によって異なります。 

注意してください：システムも調整した後に、入力は再調整されます、

このように、マイク入力増加は変わったかもしれませんでした、した

がって、常に、マイクの較正は生産アナライザーを調整した後に要請

されます。 

より較正について学ぶために、章ハードウェア/較正/制作アナライザ
ー較正を見てください。 

 

 
このメニューのオプションは、マスター・テスト機能に捧げられます。

複数の QC システムに同期させているセクションをリファレンスして

ください 
（マスター・テスト）。 

 

 
あなたは、システム・チェックまたはトラブルシューティングのため

に QC 作業検査または待ち時間チェックを始めることができます。 

 

アイテム・チェック・インストールは、QC システムのための構成方

法を始めます。 

セットアップは確かめられることができるか、修繕されることができ

ます。 初のページの上で関連診断法をインストールされたコンポー

ネントの上に概要を得るのに選んでください。 

偶然にまたはそばに他が PC セッティングが変わったと結論するなら

ば、彼らはこの手順を使用している必須の国に戻されることができま

す。 

 

テスト・フォルダ階層の導入は、QC-Start・ツールのバージョン 2.2

で、テスト・データの貯蔵フォーマットを変えました。 

1 つのテストのデータセットが含むテスト 

 テスト・ファイル（「TestInfoPath で予想される）、 

 「dB」でテスト・ファイルに保存されるフォルダで予想される

データベース・ファイル。 

新しいテスト構成は 1つのテスト・フォルダで両方のファイルを結び

付けます。そして、それは指定された「TestRootPath」でつくられま

す。 

メニュー「マスター・

テスト」 

メニュー「ツール」 

QC 作業検査（待ち時間チ
ェック） 

チェック・インストール 

アップグレード・テス
ト・データ 
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各々のテスト・テンプレートは、それ自身のフォルダに格納されます。

これは、情報ファイルとバッチ・ファイルのようないろいろなファイ

ルをテスト・テンプレートに加える方法を開けます。テンプレートの

位置は、テスト/編集セッティング対話において修正されることがで

きます。 

バージョン 2.2 の前のテスト・データは、この新しい貯蔵計画に変わ

ることができます。 

1. ツール/アップグレード・テスト・データを始まるのに選ぶ「デ

ータは、ダイアログをアップグレードします」 

2. スタート・アップグレード 

全てのローカル・テストと彼らの関連したマスター・データは、変わ

ります。 

注意してください：マスター・テストのローカル・コピーが存在しな

い限り、遠いマスター・テスト・データはそのままのままです！ 

 
 

まさしくその左側で、アイコンは転換の国を示します。エラーは、赤

十字という特徴があります。うまく変わるテストまたはテンプレート

は、緑のフックという特徴があります。アイコンをクリックすること

はより詳細なヘルプを提供します、そして、関連したファイルへのリ

ンクは対話の底で示されます。 

QC-Start の次のスタートについての意見交換を抑えるために「二度
と尋ねないでください」ことをチェックしてください。 

コマンド・ラインからプログラムを実行して、スタート・パラメータ

は、スタート・ツールがどのモードで呼び出されるかについて決めま

す： 

 オペレーター・モード 
C：\Program Files\Klippel\DA\QC\QC-Start.exe 

 エンジニア・モード 
C：\Program の Files\Klippel\DA\QC\QC-Start.exe/専門家 

 

ツールがありえる QC 始まりの構成メニュー項目セットアップ/編集
セッティングを選ぶことによって変わります。 

スタート・パラメータ 

QC-Start 構成 
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セクション「一般的なセッティング」は、重要な経路定義とさらなる

ものを含みます。 

 

アイテム 説明 

テンプレート経路 テンプレート・ディレクトリへの道。ネットワー

ク・ドライブの上にあるかもしれません。テスト

のテンプレートは、新しいテストをつくることを

要求されます。 
注意してください：あらかじめ定義された交替ス

トリングは、QC インストール・フォルダにアクセ

スするのに用いられることができます。置き換え

｛KlippelQC｝を含める[+]ボタンを使ってくださ

い 
c：\Documents と Settings\All Users\Application 

Data\Klippel\QC\ 
（イギリスのシステムのデフォルト経路）。 

根本の経路をテストし

てください 

詳細は下記のセクションを見てください 

空きディスク容量 ディスク容量のこの制限の下を走ることは、ユー

ザーに警告メッセージを起こします。 

ディスク容量は、ギガバイトで指定されます。 

ディスクは、根本の経路をテストするために関係

があります。 

（デフォルト値は、recommentation ではありませ

ん...） 

アプリケーション・オー

トスタート 

あなたはセットアップを缶詰にします。そして、

QC がツールを始めるそのような方法の QC システ

ムは自動的に Windows ログインから始めます。こ

れは、バージョン 2.2 から QC-Start でオペレー

ターによって変わることができません。 

 

そこで試験結果データを格納するために、根本の経路は定義します。

セットアップがある各々のテストは、テスト根経路をそれ自身のサブ

ディレクトリ関係詞に保管しました。Windows フォルダ構造（下位フ

ォルダ）が、グループ・テストに使われなければなりません。 

テスト根経路は、近づきがたいネットワーク・フォルダの間、紛争を

避けるために、ネットワーク・ドライブに置かれてはなりません。 

一般的なセッティング 

テスト根経路を決めるこ
と 
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注：それは、ローカル・ドライブでテスト根経路をシステム駆動 Cと

異なるように設定すると勧められます：\ 
低い堅いディスク・スペースの場合には、システムはさもなければ不

安定になるかもしれません。 

バーコード読者は、自動的にテストを選んで、始めることに慣れてい

ることができます。例は、バーコード読者を利用することが入力した
QC-Start| QC-Start・ツール|を使っているプロジェクトを組織して
いるセクションで挙げられます。 

限界： 

1. あなたのバーコード・ストリングは、下位フォルダの、そして、

テストの正式な名前を含まなければなりません。下で指定され

るように、これらの名前は「TestExtractMask」によって引き

抜かれます。 
名前とフォルダをテストするバーコードひもの抽出された部

分からのマッピングは、まだ現在サポートされません。 

2. あなたは、1種類のバーコード・ストリングで働くことができ

るだけである。 

3. バーコードは、lentgh を固定するにちがいありませんでした。 

4. バーコードは、整列するままにしておかれなければなりません。 

5. テストを始めるとき、シリアル番号は引き出されることができ

ません。これは、実際のテスト・セットアップにおいて定めら

れなければなりません。 

 

アイテム 説明 

テスト抽出物マスク 名前とフォルダをバーコード・ストリングから引

き抜くマスクを指定してください。 

マスクは、以下の性格からの増強です： 

？ 無視する品格 

T テスト名のための性格のための姿

勢 

1 フォルダ・レベル 1のテスト・フォ

ルダ名のための性格のための姿勢 

2 フォルダ・レベル 2のテスト・フォ

ルダ名のための性格のための姿勢 

… 

n 性格がテスト・フォルダ・レベル n

のテスト名のために引き抜く売店 
 
マスクの長さは、extration のために分析される

ひもの長さを定めます。 
 
例： 

マスク：「？11？TTTT に???????」 

バーコード・ストリング：「A12-2345-ABCDEF」
 
フォルダ・レベル 1 =「12」の名前 

テスト=「2345」の名前 

これは、テスト根経路に相対パスとして 12\2345

に終わります。 

 

バーコード読者 

オペレーター権利 
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このセクションは、エンジニア・モード機能のうちどちらが

QC-Start・ツールのオペレーター-方法でも可能にされるかについて

定めます。 

これらの権利がチェックされないならば、オペレーターは対応するメ

ニュー項目にアクセスすることができません。 

ヒント：訓練されていない人は、較正を変えるか、偶然にセットアッ

プをテストすることは許されてはなりません。このようにオペレータ

ー・モードでは、全てのエンジニア機能は使用不能でなければなりま

せん。 

セクションが上記のマスター・テストを使っているのを見てください。 

マスター・テスト経路オペレーター権利が指定されたセクションで記

述されるのと同じくらいよく。 

 

測定システム dBLab（また、dB-研究室マニュアルを見ます）の作用

の上で、始まりを指定します。 

初にオペレーターまたはエンジニア・アクセスを選んで、アイテム

と特性を選んでください、対応するユーザーグループは与えられます。 

セッティングからの派生コマンド・ラインも、示されます。 

 

全てのセッティングが上述の資産ページを使って編集されることが

できるけれども、セッティングがそうすることができる全ては直接、

QC-Start の ini ファイルの範囲内で変わるということです。

QCStart.ini ファイルは、デフォルトで中で場所を指定されます 
C：\Documents と Settings\All Users\Application 
Data\Klippel\QC\QC\System。 
 

QCStart.ini ファイルは、4つのセクションを持っています： 

1. [経路] 

2. [アクセス] 

3. [選ばれた] 

4. [StartParams] 

5. [BarCodeReader] 

6. [その他] 

7. [BatchProcessing] 

各々のセクションは、一組のパラメータを含みます。パラメータは、

Windows 編集プログラムでファイルを開くことによって、簡単に変わ

ることができます。 

注意してください：それは、セッティングのグラフィック編集を使う

と勧められます。必要でないならば、直接 ini ファイルを編集しない

でください。ファイルの構造は、構成ダイアログの構築物と異なりま

す。 

 

[経路]セクションは、特定のデータが QC システムによって格納され

るディレクトリを指定する全ての変数を含みます。以下の変数は、こ

のセクションで定められなければなりません： 

変数 説明 

TemplatePath 「一般的なセッティング」を見てください 

TestRootPath 「一般的なセッティング」を見てください 

使用マスター・テスト 

スタート・パラメータ 

QC-Startini ファイル 

[経路] 
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MasterPath マスター・テストのサーバー位置への道。ネット

ワーク・ドライブ（例えば W：\…）、更には UNC

表記法（\\Server21\…）は、サポートされます。

 

このセクションは、エンジニア・モード機能のうちどちらが

QC-Start・ツールのオペレーター-方法でも可能にされるかについて

定めます。変数の許された価値は、そうです 

=機能がそうである 0が、働かなくしました 

=機能がそうである 1が、可能にしました 

全ての変数のデフォルト・セッティングは、0（使用不能な）です。 

変数 説明 

AllowCreate En/Disable ボタンが、新しいテストをつ

くります 

AllowDelete En/Disable ボタン削除 

AllowSaveAs En/Disable ボタンが、たくわえます 

AllowRename En/Disable ボタンが、名前を変えます 

AllowCalibrate En/Disable メニューCalibrate/ 

CalibrateProduction アナライザー 

AllowCalibrateMic En/Disable メニューCalibrate/ 

マイクを調整してください 

AllowViewTemplates En/Disable メニュー見解/テンプレート 

AllowViewCurrentTest En/Disable メニュー見解/流テスト 

AllowViewExamplesFolder En/Disable メニュー見解/例フォルダ 

AllowPerformanceTest En/Disable メニューSystem/ 

QC 作業検査。 

AllowCheckInstall En/Disable メニューSystem/ 

チェック・インストール 

AllowCreateTemplate En/Disable メニュー・ツール

/SaveAsTemplate 

AllowCreateMaster En/Disable メニューTools/は、支配者を

つくります 

AllowUpdateMaster En/Disable メニュー・ツール/アップデ

ート・マスター 

AllowMakeCopyLocal En/Disable メニュー・ツール/製造コピ

ー・ローカル 

CanRunOfflineTests 支配者からの分離の場合にはローカ

ル・マスター・テスト版のための

En/Disable ボタン「スタート」 

ヒント：訓練されていない人は、較正を変えるか、偶然にセットアッ

プをテストすることは許されてはなりません。このようにオペレータ

ー・モードでは、全てのエンジニア機能は使用不能でなければなりま

せん。 

QC-Start・ツールを始めるとき、コンボ・ボックスの表示へのテスト

を選ぶテストを指定します。それも、どれくらいのテストがこの箱で

許されるかについて定めます。 

コンボ・ボックスは、 近使い古したテストのリストを表示します。

テストの各々のスタートは、テスト・リストでテスト・アイテムの位

置を 初の位置に変えます。リストの 初の位置のテストは、スター

トで自動的に選ばれます。 

  

[アクセス] 

[選ばれた] 
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変数 説明 

MaxCntTestsInList Default=10 

より大きくなければならないか、4に等

しくなければなりません 

注意してください：缶詰にする使用また

多くのテストは、十分に箱を取り扱いま

せん。 

Test1 
Test2 
… 
テスト｛MaxCntTestsInList｝ 

このリストを編集しないでください！ 

近使い古したテストのリストで、現在

テストを指定します。それが存在するな

らば、 初の位置のテストはスタートで

自動的に選ばれます。 

 

測定システム（dBLab;、また、dB-研究室マニュアルを見てください）

のコマンド・ライン・パラメータを指定します。 

エンジニア・モードのパラメータ： 

paramExpert=フォルダ｝活動｝/選ぶ:{optFlags｝/皮:{hideFlags｝ 

デフォルト： 選ぶ paramExpert= \QC\QC/：der 

オペレーター・モードのパラメータ： 

param=フォルダ｝活動｝/選ぶ:{optFlags｝/皮:{hideFlags｝ 

デフォルト： param=\QC\QC/選びます：dxer/の皮：tpsm 

 

交替ストリング 説明 

｛フォルダ｝ 選ばれたデータベースの核心と比較してフォル

ダの名前 

｛作動｝ 始まる作動の名前 

｛optFlags｝ スタートアップの d…open デフォルトのウイン

ドウ 

r…は、自動的に作動を走らせます 

x…は、活動を終えた後に、自動的に dB-研究室

を出ます 

e…exits データベースが見つからないならば、 

｛hideFlags｝ p…は、プロジェクト・ウインドウを隠します 

t…は、ツールバーを隠します 

s…は、ステータス・バーを隠します 

m…は、メニューを隠します 

 

セクションは、バーコード読者の使用法に関連したセッティングを保

存します。 

変数 説明 

TestPathExtractMask セクション・バーコード読者に会ってく

ださい 

 

このセクションは、輸入ダイアログのセッティングを保存します。 

変数 説明 

DataUpgradeAskAgain 0 の…は、データ・アップグレード・ダ

イアログを抑えます 

旧フォーマットのテストまたはテス

ト・テンプレートが存在するならば、1

つの…は自動的にデータ・アップグレー

[StartParams] 

[BarCodeReader] 

[その他] 
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ド・ダイアログを開けます 

ShowInfoWindow 0 の…は、情報ウインドウを抑えます 

1 つの…は、適切なサイトの情報ウイン

ドウを示します 

DiskSpaceAvailWarnLimit これは、空きディスク容量制限です。メ

ッセージがある警告は、底流にさえ関し

て価値を示しました。制限は、いろいろ

な点でチェックされます。 

デフォルト値：1.00 ギガバイト 

AutoRefreshTests テストの Auto-Refresh は、指定された

のと同じくらい遠く、ファイルの列挙と

テスト根経路の、そして、マスター経路

のフォルダです。 

0 台の…自動車が、スイッチを切られて、

よみがえらせます 

1 台の…自動車が、スイッチを入れられ

て、よみがえらせます 

 

 

 

このセクションは、輸入ダイアログのセッティングを保存します。 

変数 説明 

StopBatchAfter バッチ処理まで数秒で待つ時間は、ユー

ザ・インタフェースで行き詰まりを避け

るために、QC-Start によって中断されま

す 

DbgMode 各々の cmd シェルは、デバッグ・モード

の専門家によってキャンセルされなけ

ればなりません。これは、特定のケース

でシステムからエラー・メッセージを調

査するのを助けます。 

=1：デバッグ進行中の（cmd.exe/K） 

=0：デバッグ休みの（デフォルト、

cmd.exe/C） 

CmdExtraArgs ほら助けて、命令シェルの、「cmd/？」 

QC-Start は、自動的にパラメータ「/」C

を使用します。「/」、Kがデバッグ・モ

ードのために使われます。 

 
遠い構成 
 
リモート QC 構成ツールは、ハードウェア単位（生産アナ

ライザー）を必要とせずに、各々の測定値に伐採を提供し

ます。 
 
それは、限度の安全な修正を許します、そして、の 
測定セットアップは、テストが運んでいる時を平らにしま

す（マスター・テストを使用して、複数の QC システムに
同期させることを見てください 
（マスター・テスト）上記の）。それは、限度の訂正をゆ

っくり生産の（一時的な）変更によるようにします。修正

[BatchProcessing] 
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されたデータ・ファイル（データベース）を共有するとき、

これらの変化は顧客によって簡単に認可されることがで

きます。 
 
オペレーターのために、そして、QC エンジニアのために

QC デスクトップのグラフィック外観を修正することは、

可能でもあります。 
 

注意してください：リモート構成ツールは、オプションの構成要素で

す。 
特別なインストール・セットアップと同様に特別な許可は、必要です。 
詳細は Klippel に連絡してください。 

それが生産において使われる間、リモートな PC から QC

データベースにアクセスすることは推薦されなくて、予想

外のデータ損失を与えることがありえます。 
リモート QC 構成ツールを使用して、マスター・テストと

共に（複数の QC システムに同期させることを見る 
（マスター・テスト）上記の）、QC テストが進行中の間、

テストのコピーの安全な修正を許します。変化に順応する

ために、オペレーターは Klippel QC からログオフして、

再びログオンする必要があるだけです。 
 
マスター・テスト機能が主に複数の線 synchroization に

捧げられるけれども、彼らは 1 つの一つの QC システムの

遠いコンフィギュレーションに適用されもしなければな

りません。 
  
この場合、マスター・テストは、ローカル PC に保存され

なければなりません。 
 

  

  

Production -
Line 

 

Remote QC 
Setup Tool  

Network 

 

 
 
 

非常に役に立つ組合せは、マスター・テスト機能でリモー

ト QC 構成ツールを使用しています（複数の QC システムに
同期させることを見る 
（マスター・テスト）上記の）複数の線のための QC シス

一つの QC システム 

複数の QC システム 
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テムの： 
1. 生産がどんなリモート・コンピュータからでも運ぶ間、オフラ

インでマスター・テストを修正してください。 
 

2. ちょっと生産線でオペレーターにログオフして、もう一度ログ

インするように命じてください。現在のテスト・セットアップ

を更新するこの力 
離れて、自動的に修正をセットしてください。 

 

  

  

 Site A Site B 

 

Remote QC 
Setup Tool 

Setup + Limits  

 

Network 

 

Server 
Setup + Limits 

 
 

 

dB-研究室 
KLIPPEL QC 測定システムは、dB-研究室と呼ばれている一般的なフレ

ームワーク・ソフトウェアの範囲内で動作します。KLIPPEL 研究開発

測定システムですでに dB-研究室を使うユーザーは、以下の違いに気

がつかなければなりません： 

 The   ボタンは直接 QC 測定を始めなくて、QC システムにロ

グインするのに用いられます。スタートがそうであるドキュメ

ンタリーは、コントロールパネル、I/O ピン、シリアル番号走

査または、リリースすることのボタンで、休止アイコンを起こ

しました。 

 The  ボタンは、測定値を終えるが、QCシステムからログオ

フするのに用いられません。 

 The  ボタン（休止します）は、常に押されて、一回の測定

を始めるために発表されることができます。 

 あなたが中で記録される限り、dB-研究室の多くの機能は使用

不能です。あなたは、dB-研究室物に関して全ての既知の機能

にアクセスするためにログオフしなければなりません。 
QC-Start ツールのセットアップに従い、ログオフするとき、dB-

研究室は自動的に閉鎖されるかもしれません。この場合、テス

ト・フォルダでデータベースをダブルクリックしてください。 

dB-研究室を知らないユーザーは、よりソフトウェアについて学ぶた

めに、dB-研究室マニュアルを読まなければなりません。 

 

 
注意してください：たとえ dB-研究室に精通しているとしても、それ

はテストを管理するための QC-Start 道具を使用すると強く勧められ

ます。この場合、それはデータベースで 1つの活動だけをすることを
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要求されます、QC/QC です（1つの物は「QC」にラベルをつけました;、

1つの活動は「QC」にラベルをつけました。 
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ユーザ・モード 

オペレーター 
オペレーター・モードは、エンジニアによって構成されたテスト・セ

ットアップを使っている QC テストを走らせるために捧げられます。

セットアップに従い、オペレーターにはリファレンス装置によって限

度を再調整するために、仕事もあるかもしれません。 

QC ソフトウェアは、QC-Start・ツール（下記の絵を見ます）を使用

させ始められます。 

 
アイコンをダブルクリックしてください。 

アイコンが見えないならば、あなたは Windows-スタート・メニュー

を使用し始めることができます： 

 スタート/プログラム/Klippel アナライザー/QC 演算子 

テストを始めるために、あなたはそうしなければなりません： 

1. 選ばれたテスト・ボックスからあなたのアプリケーションに対

する検査を選んでください。 

2. テストを始めるために、スタートボタンを押してください。 

 
 

オペレーター・デスクトップの外観は、エンジニア・モードのセット

アップであったテスト構成に依存します。通常、以下のウインドウは、

陳列されます（また、下記の絵を見ます）： 

ウインドウ コメント 

結果 Windows チャートとして測定結果を示してください。 

大まかなウインド 展示は結果と慎重なパラメータを渡して/失敗します 

どのように、テストを

始めるために？ 

デスクトップ 
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ウ 

コントロールパネ

ル 
展示は、測定スタートのようなボタンを制御します 

注意してください：あなたがウインドウを閉めるならば、あなたが次

の測定値を始めたあと、それは自動的に再開されます。コントロール

パネルを閉じないでください。しかし、ホットキーはまだ働きます。 
ウインドウの配列は、異なることができます。これは、QC エンジニ

アによって自由に定義されることができます。 

 

 

即時のウィンドーディスプレー・テストされた装置がＯＫならば。そ

れも試験結果について概要を与えて、装置の線形パラメータを示すこ

とができます。 

パス/失敗 

ウインドウの上部で、パス/失敗試験結果は、示されます。 

パスは、慎重な装置がＯＫの、そして、セットされた限度の範囲内で

あることを意味します。語パスの下にテーブルに現れる全てのパラメ

ータは、示された緑でなければなりません。 

慎重な装置が一つ以上の限度を傷つけた財産に失敗してください。限

度を傷つけるパラメータは、語失敗の下のテーブルの示された赤です。 

注意：雑音制限が傷ついた（雑音は、赤を示しました）場合に備えて、

測定値は周囲の雑音によって腐敗しました。測定値を繰り返してくだ

さい。 

例（下記の絵を見ます）： 

左の映画は、測定を通過します。インピーダンス、fs、Re その他の

ような限度による全てのパラメータは、示された緑です。テストされ

た装置は、テストにパスしました。 

正常な絵は、THD（完全な調和的な歪曲）と Rub&Buzz 制限が上回られ

た（両方の示された赤）失敗測定を表します。通常、この装置は、テ

ストを落第しました。しかし、この例では、周囲の雑音フィールドは、

周囲の雑音レベルが高さにあって、測定値を妨げたことを示して赤く

もあります。この場合、テストされた装置がＯＫかもしれない時から、

測定値は繰り返されなければなりません。 

大まかなウインドウ 
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カウント/テスト名 

詳細な試験結果の下で、現在のテスト・セッションの多くの善悪単位

は、シリアル番号（適用できるならば）とテスト名（QC-Start・ツー

ルで選ばれるテストの名前）と同様にリストされます。 

 

 

注意してください：これらの数は、日につき永久です。彼らは毎日

初の測定値でリセットされて、この特定のテストの日を通して有効で

す。 
あなたは、資産ページ仕事でメニュー・ボタンからはっきりした結果
任意選択を選ぶことによって、エンジニア・モードでカウンターをリ

セットすることができます。 

温度/湿気 

 

外部温度/湿気センサーがつながれるならば、環境データは大まかな

ウインドウの中で自動的に示されます。 
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信号特徴 

 

各々の仕事のために、信号特性はリストされます。このデータは、デ

フォルトで隠されます。この測定値のために平方二乗平均価値、頭上

スペースと慎重なアンプ増加を示すために、関連ショー信号特徴（｛タ
スク名前｝）をクリックしてください。 

Click on this link

 

 
コントロールパネル・ウインドウは測定値を始めることを可能にする

制御要素を含みます。そして、リファレンス装置（装置であるか、テ

ストを出ているシリアル番号のタイプ）によって限度を再調整します。 

測定値を始めてください 

テスト・セットアップに従い測定値を始める 2 つの方法が、あります 

 スタートボタンを押してください。 
（またはキーボードでスペースキーを押します） 

または 

 シリアルナンバーを入力して、キーボードでエンターキーを押

してください。 

第 2のケースでは、テストされた装置のシリアル番号は、測定値で記

録されて、大まかなウインドウ（例えば Sn：12345）の中で示されま

す。 

注意してください：あなたがシリアル番号を調べるためにバーコード

読者を利用するならば、あなたはフィールドを起動させるために 初

の測定値の前にシリアル番号フィールドにクリックしなければなり

コントロールパネル 
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ません。シリアル番号を調べた後に、測定値はそれから自動的に始ま

ります。 

テストを出てください 

テスト・デスクトップを閉めて、QC-Start・ツールに戻るために、ロ

グアウト・ボタンを押してください。 

限度を再調整してください 

ボタンが限度を調整する、コントロールパネルで利用できます、必要

に応じて、あなたはリファレンス装置によってテスト限度を再調整す

ることができます。The limit calibration must be enabled in the 

section Configuration / Allow Limit Calibration of the Start Task 

(Engineer Login required). 

1. 新聞は、限度ボタンを調整します。 

2. 装置（『金色の DUT'）をつないでください∥章テスト構成を見

る/ 
金色の DUT 処理。 

3. プレスＯＫボタン 
 
 

繰り返されたテスト 

限度（それが存在しなければなりません）に対するテストの後、テス

トは繰り返されるかもしれません。シリアル番号は、増加しません。

度重なるテストを確認するためにスキップされて、ログファイルでは、

preceeding しているテストは採点されます。 

 

手動掃除 

手動掃除は、使いやすいサイン掃除発生器です。This button must be 

enabled in the section Configuration / Allow Limit Calibration 

of the Start Task (Engineer Login required). 

詳細は、下記のセクション・マニュアル掃除をリファレンスしてくだ

さい。 

コントロールパネルの例： 

 

 
 
テスト/聞いているマニュアルのために、サイン発生装置は実装され

ます。これは自動の試験結果の単純な確認を提供して、重要な単位の

上で詳細な調査を許します。 

手動掃除 
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手動掃除は、コントロールパネルのボタンで始まることができます。

It must be enabled in the section Configuration / Allow Limit 

Calibration of the Start Task (Engineer Login required). 
 

Open Manual Sweep feature  

Click here 

 

 
頻度があることができます 

 直接入るまたは 

 青いフィールド（選ばれる高解像度ならば、このフィールドは

赤いです）をクリックすることによって、continously に変わ

ります。 
マウス・ボタンが押される限り、頻度は増減されます。そして、

マウスがフィールドのどちら側に置かれるかについて次第で

す。まさしくそのセンター（黒い範囲）では、頻度変化は起こ

りません。マウスがより外の範囲の方へ動かされるほど、頻度

変化はより高いです。 
 
高解像度モードは、狭いバンド欠陥にぴったりの感度頻度調整

を提供します。 

 頻度範囲は、タスク・セッティングによって制限されません。

サンプリング・レートは、高周波を制限します。 

可能にされるならば、電圧は仕事で指定された電圧と比較して

+/-10dB 修正されることができます。潜在的レベル・プロフィールが

手動掃除において考慮される点に注意してください。 

注意してください：手動掃除は、SPL 処置を提供するタスク・リスト

で見つかる 初の仕事の電圧セッティングに基づきます。 
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エンジニア 
あなたがそうすることができるエンジニア・モードに QC システムを

入れることはセットアップ・テストです、限度を定めて、ユーザ・イ

ンタフェースをオペレーターと交換して、システムへのアクセスをコ

ントロールしてください。 

以下のセクションは、エンジニアのためにユーザ・インタフェースを

述べます。テストを構成して、限度を定める説明方法は、章テスト構
成で見つかることができます。アクセス制御に関する情報は、下記の

セクション管理で見つかることができます。 

基本的に、エンジニアはオペレーターの全ての機能性をこのセクショ

ンで記述されるセクション・ユーザ・モード/演算子とさらなる特集

記事で記述しておきます。 

 

 

 

メニューバーとツールバーの他に、以下のウインドウは、エンジニ

ア・モード（また、下記の絵を見ます）で、デスクトップで陳列され

ます： 

ウインドウ 表示 

資産ウインドウ 一組の資産ページ（仕事、タスク・セッティング、限度と

ユーザー・アカウント） 
（オペレーター・モードで見えない） 

結果 Windows チャートとしての寸法の結果;パフォーマンス情報（デバ

ッグ情報） 

大まかなウインド

ウ 
結果と慎重なパラメータを渡して/失敗してください 

コントロールパネ

ル 
制御要素（測定ボタンその他を始めてください。） 

プロジェクト・ウ

インドウ 
QC 測定活動物（dBLab マニュアルを見ます） 

結果ウインドウ・

リスト 
示されることができる全ての結果 Windows のリスト。 
（オペレーター・モードで見えない） 

注意してください：プロジェクト・ウインドウと結果ウインドウ・リ

ストは、固定されて、資産ウインドウによってカバーされるかもしれ

ません。資産ウインドウは、圧迫することによって開閉されることが

できます  ツールバーのボタン。 

開いた資産ページでエンジニアとしてログインした後の州： 

デスクトップ 
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資産ページなしでエンジニアとしてログインした後の州： 

 

 
 
コントロールパネルは、基本的にオペレーターと同一です。 

しかし、オペレーター・コントロールパネルがスタート-仕事でセッ

トアップによって制限されるかもしれない間、QC エンジニアは全て

のボタンにアクセスします。規制の詳細については、構成/仕事/の統
制仕事をテストするために、照会してください。 

 
結果 Windows は、結果ウインドウ・リストで対応するチェックボック

スをチェックすることによって開閉されることができます。以下のウ

インドウは利用できます： 

結果ウインドウ 内容 

チャート 1 周波数レスポンスと全ての積極的な歪曲処置（THD、こ

すってとガヤガヤ言います）。 

チャート 2 インピーダンス 

チャート 3 調和的な歪曲（命令を選び出してください、THD） 

チャート 4 障害と流行の頂上要因（IDD パフォーマンス処置） 

コントロールパネル 

結果 Windows 



 

KLIPPEL QC システム ユーザ・モードは（67 

チャート 5 段階 

チャート 6 電圧（通用している（インピーダンス仕事））の範囲 

チャート 7、8 使われません 

概要 パス/失敗情報と詳細のための出力ウインドウ 

コントロールパネル スタート/停止測定のための制御要素 
詳細はユーザ・モード/演算子/コントロールパネルを見

てください。 

セッティング 視聴とき、参考のために全てのテスト・セッティングの

価格がついていてください 

Scilab ログ デバッグするか、記録するための Scilab ルーチンの出

力。プログラマー使用を目的とします。 

パフォーマンス テストの時間分析 

較正波形 内部の同期とアンプ・セルフテストの起こってくださ

い。トラブルのために、撃つだけです。 

較正スペクトル 内部の同期とアンプ・セルフテストの起こってくださ

い。トラブルのために、撃つだけです。 

 
結果ウインドウ、大まかなウインドウとコントロールパネル・ウイン

ドウは、デスクトップで再編成されることができます。結果ウインド

ウ・リストより上の小さなツールバーは、若干のウインドウ管理機能

を提供します： 

 ウインドウ管理ツールバー 

開いたデフォ

ルト・ウインド

ウ 

セットされるデフォルト窓を開けてください。 

各々の活動のために、一組のデフォルト・ウインドウが

あります。 
あなたがプロジェクト・ウインドウの中で活動をダブル

クリックするとき、彼らは開けられもするか、活動とプ

レス復帰を選びもします。 

デフォルト・ウ

インドウを保

存してくださ

い 

このボタンをクリックして、あなたは決められるデフォ

ルト・ウインドウに代わることができます。 

 
全てのウイン

ドウを閉めて

ください 

全ての結果ウインドウを閉めてください。 

 
近い外国のウ

インドウ 
選ばれた活動に属していない全ての結果ウインドウを閉

めてください 

 
タイル水平に 重なることのないウインドウを配置して、高いウインド

ウの上に広く好む 

 
タイル垂直に 重なることのないウインドウを配置して、広いウインド

ウの上に高いのを好む 

デフォルト・ウインドウは、位置を覚えています  ボタン（デフ

ォルト・ウインドウを保存します）は、クリックされました。他の全

てのウインドウは、彼らの 後の位置を覚えています。全ての位置は、

メイン・ウインドウのサイズと比較してあります。 

注：あなたがクリックすることによって保存するデフォルト・ウイン

ドウ取り決め  ボタン（デフォルト・ウインドウを保存します）

は、オペレーター・モードでもデフォルトで示されます。唯一の違い

は、プロジェクト・ウインドウ、結果ウインドウ・リストと資産ウイ

ンドウが隠されるということです。 

ウインドウ管理 
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各々のテストは分けられることができます資産ウインドウ（また、下

記の絵を見ます）の仕事ページの上で管理される一連の測定仕事で。

シーケンスは、終わり仕事で常にスタート仕事と終わりから始めます。

これらの義務的仕事の間で、あなたはあなたがあなたのテスト（また、

章テスト構成を見ます）のために必要とする測定仕事を加えることが

できます。 
 

 
仕事ページは、2つの対応するセクションに分けられます： 

 測定仕事が示されるタスク地域。 

 対応するパラメータが示されるパラメータ地域。 

各々の仕事には、それ自身のパラメータ・リストがあります。仕事を

クリックすることによって、タスク・パラメータは、パラメータ部で

示されます。 

仕事を加えて/取り除くこと 

仕事をテストに加えます： 

1. Add…ボタンを押して、以下のダイアログボックスでタスク・

ファイルを選んでください。 
 
基本的バージョンにおいて、仕事の数が制限される点に注意し

てください。 

2. タスク・シーケンスを交換する  そして、  ボタン。 

テストから仕事を取り除きます： 

1. 仕事を選んでください。 

2. 距離ボタンを押してください。 

パラメータ 

資産ページ仕事 
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パラメータは、グループ（例えば刺激、寸法その他）の中に配置され

ます。グループは拡大されることができるか、プラスをクリックする

ことによってまたはグループの前のシンボルなしで崩れました。 

 
あなたがパラメータをクリックするとき、援助線はパラメータ部の終

わりに示されます。援助線は、 大/ 小限の値または物理ユニット

のような若干の特定のパラメータ情報を示します。 

メニュー・ボタン 

メニュー・ボタンは、あなたに更なる情報へのアクセスを提供します。 

 
 

スクリプト情報 ― 仕事のスクリプトが格納される展示情報 ― を

示してください。 
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エラー・ログを示します－ログファイルを開けます、エラーが蓄えら

れる全ては、活動でした。Klippel 支持にトラブルの場合にはこのフ

ァイルを送ってください。 

はっきりした結果－全ての現在の結果と限度は削除されます、しかし、

リファレンス単位は保たれます。これは、使い古した寸法からテンプ

レートを作成する前に活動をきれいにすることです。 

選ばれたハードウェア－丈夫な装置（詳細は次のセクションを見ま
す）の機構へのアクセスを許します 

丈夫な装置は、資産ページの終わりのメニュー・ボタンによるセット

アップでありえます。 

1. メニュー・ボタンを押してください。 

2. 選ばれたハードウェアを選んでください。 

選ばれたハードウェア対話は開始されます。それは、箱オートマチッ

クをチェックして、ミキサー・セッティングを維持すると勧められま

す。 

サンプル頻度はより多くのボタンを押すことによって変わることが

できて、以下の対話ウインドウの中で必須のサンプル頻度を選ぶこと

ができます。 

注意：あなたがサンプル頻度を変えるとき、寸法は誤っていることが

ありえます。 
あなたがそうしなければならないサンプル頻度を変えた後に、ログア

ウトと再び中でログインは、システムを再初期化するために注文しま

す。 

 

 

 

 
ウインドウが許す資産の制限ページリファレンス装置の測定値を管

理して、全てを制限することは、カーブとパラメータを測りました。

それは、2つのセクションに分けられます： 

 DUT 部（慎重なリファレンス装置が示されるところ）。 

 パラメータ部を制限してください、そこで、パラメータ限度は

セットされます。 

制限ページには、2 つの活動モードがあります： 

丈夫な装置とサンプリン
グ・レート 

資産ページ限度 
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 測定モード（発表される計算モード・ボタンを制限します） 

 制限計算モード（押される計算モード・ボタンを制限します） 

起動させてまたは制限計算モード・クリックを非能動化する起動させ

る制限ページの 上位の計算モード・ボタンを制限する。 

Refernce DUT の詳細については章テスト構成/リファレンス装置をリ

ファレンスしてください。 

 

ログインがコントロールするのを許す資産ページユーザーによる QC

システムへのアクセスは、説明します。 

詳細は、セクション・ユーザ・モード/内閣を見てください。 

プログラマー 
プログラム可能なシステムは、プログラマーとしてログインして、仕

事としてあなた自身の SciLab 測定スクリプトをロードすることを可

能にします。ユーザ・インタフェースの唯一の違いは、プログラマー

がスクリプトのために編集ボタンを持っているということです。QC

システムをプログラムすることに関する更なる情報は、別々のプログ
ラマー・マニュアルで見つかることができます。 

スクリプトを編集してください 

編集可能なスクリプトは、ファイル名拡張.kla を持ちます。あなた

は、これらのファイルを編集するために、どんなテキスト・エディタ

でも使用することができます。 

1. あなたが編集したい仕事をクリックしてください。 

2. 資産ウインドウの終わりにメニュー・ボタンを押してください。 

 
3. メニューから編集スクリプトを選んでください。 

資産ページ・ログイン 
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探検家窓は、マークされる仕事のスクリプト・ファイルで開けられま

す。 

4. エディタでスクリプト・ファイルを開いてください。 

注意してください：接尾辞.kla によるスクリプト・ファイルだけは、

編集されることができます。Klippel によって提供される標準のスク

リプトは、コンパイルされて、接尾辞.klb を持ちます。また、プロ
グラマー・マニュアルとプログラマー・チュートリアルを見てくださ

い。 

スクリプトを再ロードしてください 

あなたがスクリプト・ファイルを変えたあと、あなたははっきりとそ

れを再ロードしなければなりません。パラメータまたはセッティング

は、変わりません。 

1. あなたが再ロードしたい仕事をクリックしてください。 

2. 資産ページ（上記の絵を見ます）の終わりに、再読込ボタンを

押してください。このボタンは、プログラマー・モードだけの

availbale です。 

内閣 
KLIPPEL QC システムへのアクセスは、ユーザー・アカウントによっ

てコントロールされることができます。各々のユーザー・アカウント

は、ユーザーグループ演算子、エンジニアまたはプログラマーのうち

の 1人に譲渡されます。 

ユーザー識別を起動させてください 

1. 任意のテストを開いて、エンジニアとしてログインしてくださ

い。 

2. 資産ウインドウのページ・ログインをクリックしてください。 

3. 箱がユーザー識別を必要とすることを確認してください。 
 

 

注意してください：あなたがユーザー識別を起動させるならば、ペー

ジ・ログインのセッティングは全部の QC システムにあてはまって開

かれたテストのためであるだけでははありません。 

ユーザーを加えて/削除してください 

1. ログイン・ページの上でボタン追加ユーザーを押してください。 

2. 箱としてログインにおいてユーザーグループを選んでくださ

い。 

3. ユーザー名と新しいユーザーのパスワードを入力してくださ

い。 

4. ＯＫのボタンを押してください。 

ユーザー管理 
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注意してください：あなたが Windows ログイン（下記リファレンス）
を許すならば、あなたはシステム上でユーザー名をウィンドウズ・ユ

ーザーのリストから選ぶことができて、あるいは、あなたは任意の名

前を入力する。 

あなたがちょうど必要であるユーザーを削除します 

1. あなたが削除したいユーザーをクリックしてください。 

2. ボタン削除ユーザーを押してください。 
 

ウィンドウズ・ユーザー記事を使うこと 

QC システムへのアクセスを容易にするために、あなたは彼らのウィ

ンドウズ・ユーザーと一緒の QC システムへのログオンへの特定のユ

ーザーが説明すると認めることができます。一旦ユーザーが Windows

システムにログオンするならば、QC システムはさらなる QC ログイン

なしで始まることができます。QC は、その Windows ログイン名によ

ってユーザーを特定します。 

あなたが制限されたユーザー・アカウントを使っているならば、あな

たは Windows XP プロフェッショナルを使わなければならなくて、そ

のユーザーを力のユーザーグループに割り当てなければなりません。

制限されたユーザー・アカウントと家で Windows XP は、システム必

要条件を満たしません！ 

注意してください：ウインドウ・ログイン名は、Windows「名」に由

来します。これらは、ウインドウ顧客の創設で指定される名前です。

後ほど、これらの名前は新しい「フルネーム」に変えられるかもしれ

ません。そして、それは原語の「名前」と異なります。あなたがあな

たのウインドウ・アカウントの名前をリストで発見することができな

いならば、スタート/セッティング/コントロールパネルをチェックす

る/、原名を見つけるために、管理のツール/コンピュータ管理/局部

銀河群とユーザーはリストします。 
 

Original 
Windows Name

Modified 
Login name 

 
 

ウィンドウズ・ユーザー・アカウントの使用を起動させます 

1. チェックするる Windows ログイン・ボックス。 

2. 1 を選ぶ要求する Windows ログイン・オプション。 

3. ユーザーを彼らの Windows ユーザー名（パスワードは要求しま

せんでした）と加えてください。 

以下のオプションは、中で利用できます要求する Windows ログイン・

フィールド： 

オプション コメント 

誰以外のために 誰（その人はユーザー・リストで登録されます）でも、シ
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も ステムにログオンすることができます。 

オペレーターの

ために 
それらのオペレーター（その人はオペレーター・リストで

彼らの Windows ユーザー名で登録されます）だけは、QC シ

ステムにログオンしてもよいです。 

誰のためにでも ユーザー（その人はユーザーグループのうちの 1 つで彼ら

の Windows ユーザー名で登録されます）だけは、QC システ

ムにログオンしてもよいです。 

ヒント：あなたがそれを強制することができるセキュリティ理由のた

めにオペレーターが選択をすることによって彼の Windows ユーザー

名で QC システムに常に記録されることオペレーター・オプション。

彼は、もう一人のウィンドウズ・ユーザーとしてログオンすることな

く、異なるオペレーター・アカウントでログオンすることができませ

ん。オプションが全てのユーザーにこの原則にする誰でも。 

全てのユーザー・アカウントは、ファイル qclogin.dat に保存されま

す。ファイルのデフォルト通り道は、そうです｛プログラム・ファイ
ル｝/Klippel/DA/QC/または経路情報のための資産ページの一番下の

上のプレス情報ボタン。 

許す使用オペレーティングシステム機能は、管理者だけのためにこの

ファイルにアクセスを書いて/削除します。オペレーターは、このフ

ァイルへの読まれたアクセスを必要とします。 

注意：ファイル qclogin.dat が削除されるならば、ユーザー・リスト

は削除されます、そして、あなたはパスワードなしでシステムにアク

セスすることができます。エンジニア/プログラマー・パスワードが

なくなる、そして、あなたがシステムにアクセスすることができない

ならば、あなたはこれを使うかもしれません。 

 

あなたはセットアップを缶詰にします。そして、QC がツールを始め

るそのような方法の QC システムは自動的に Windows ログインから始

めます。 

1. エンジニア・モードで QC-Start を開けてください。 
（スタート/プログラム/Klippel アナライザー/QC-Start（エン

ジニア）を選びます） 

2. ウインドウ・スタートとき、メニューからテスト/編集セッテ
ィングを選んで、スタートを起動させてください。 

 

この機能は、エントリをウインドウ・オートスタート・フォルダに挿

入します。 

保安 

QC を Windows で始める

こと 
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テスト構成 

一般的な構造 
特定のテスト物（DUT）の全てのチェックは、1つのテストに組み込

まれます。 

各々のテストは、限度と照合されるための異なる処置を定めるいくつ

かの仕事から成るかもしれません。 

 

テストは、1つの DUT の上で実行される全ての行動から成ります。複

数の仕事は、各々の仕事のための複数であるだけでなく含まれた処置

でありえます。 

各々のテストは、データベース（｛テスト名｝.kdb）に保管されます。

このデータベースの範囲内で、全ての結果とセッティングは、保存さ

れます。しかし、タスク定義（タスク・ファイル）は、データベース

に保管されなくて、ファイルシステムで固定された外部の場所に結ば

れます。 

新しいテストは、テスト・テンプレートに基づく

QC-Start・ツール（章がプロジェクト/QC-Start・ツール
を組織しているのを見ます）を使用してつくられることが

できます。基本的バージョンで、これらのテンプレートは

あらかじめ定義されていて、変えられることができません。

標準とプログラム可能なバージョン・ユーザーで、定義済

みテンプレートがつくられることができて、新しいテスト

（章仕事を見ます）のために使われることができます。 
デフォルトで、各々のテスト（データベース）は、別々のフォルダに

保存されます。このフォルダで、全ての結果は、単純なデータ管理に

備えてたくわえられなければなりません。あなたは、このフォルダが

作製されるあなたのファイルシステムで、場所を変えることができま

す。（章がプロジェクト/QC-Start を組織しているのを見ます）。 

注意：それは、ネットワーク・ドライブに取り組むと勧められません。

高い交通ピークと CPU 荷のために、測定値は中断されることができま

した。そして、それは回避できるエラーに至ります。 
無線ネットワークを使用しないでください！ほとんどの場合高いシ

ステム負荷のために、理にかなった活動は確実にされることができま

せん！ 

1 つの仕事は、DUT（例えばサイン掃除または multitone）に適用され

る 1つの特定のテスト信号を記述します。いくつかの仕事は、1つの

テスト 

テスト保管 

仕事 
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テストで集められることができます。各々の仕事は、タスク・パラメ

ータを使って調節されることができます。 

標準とプログラム可能なバージョンの場合のように複数

の仕事によるテストの任意の構成が提供される所で、基本

的バージョンで、仕事のあらかじめ定義されたシーケンス

だけは選ばれることができます（しかし、変わらない）。

（章仕事を見ます）。 
各々の仕事はタスク・ファイルで定められます。そして、

それは刺激、獲得、ポスト処理と制限のための全ての定義

が計算を制限するだけでなく、チェックすると考えます。

基本的で標準のバージョンで、これらのファイルは、バイ

ナリのタイプです。プログラム可能なバージョンで、これ

らのファイルは、読めて編集可能なテキストファイル（フ
ァイル名慣例を見ます）です。構文は高水準数学ソフトウ

ェア Scilab に基づきます。そして、それは MatlabR と非

常に類似しています。 
 

 

支配仕事は、特別な仕事です。それは測定仕事から全ての情報を集め

て、 終的なパス/失敗決定を計算して、ログファイルを生み出して、

パラメータを完全なテスト（例えばテストの使い古した話者ルート、

レポート・フォルダ）に提供します。 
支配仕事は、タスク・リストでスタートと終わり仕事として示されま

す。詳細とパラメータのために、セクション支配仕事を見てください。 

Impedance, fs
(based on multitone stimulus)

Frequ.-Resp. + THD
(based on sinusoidal sweep)

Pass / Fail:

FAIL

Impedance
fs

Freq.-Resp.
THD

...

Measurement Tasks Control Task

Imp. passed

Frequ. Resp. passed

(passed)

THD failed

Measurement

fs passed

 
処置は、仕事（例えば Re、fs または周波数レスポンス）のポスト処

理された反応からの派生結果です。各々の処置には、制限パラメータ

で個々に調節されることができて、これらの限度と照合されるそれ自

身の制限があります。 
全ての処置の結果から、全体的なパス/失敗結果は、計算されます。 

支配仕事 

処置 
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これは、完全なテスト構成の例構造です： 

テスト 仕事 処置 

中で選ばれます 
QC-Start・ツール 

 

資産ページ仕事で構成され

ます 

 

制限チェックの後の結

果リスト 

 

My Driver

File: ferro.0001.task.kla
Test

Tasks

Re

fs
Impedance

Preconditioning.
For ferrofluid

SPL

Impedance

SPL

THD
Level

Rub&Buzz

Noise
Polarity

Measures

File: spl.0001.task.kla

File: imp.0001.task.kla

 

 

処置と限度 
全ての処置、彼らの対応する限界と上へセッティングのパラメータは、

この章で記述されます。 

これらの処置のために、要請された処置のテストを提供する全ての仕

事は、リストされます。 

注意してください：全ての処置は、資産ページ仕事/パラメータ表/

部測定に関して、個々に使用不能かもしれません。1つの処置が使用

不能ならば、全ての排他的に関連したパラメータ、限度とカーブは隠

されます。 

基本的パッケージの一部である処置は、見出しで基礎という特徴があ

ります。全ての処置（しかし、改善された Rub&Buzz のためのメタ聴

力技術）は、標準とプログラム可能な QC ソフトウェア・パッケージ

の一部です。また、章基礎（標準の、プログラム可能なバージョン）

を見てください。 

方法は、一緒に仕事を

それにします 
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インピーダンスは、電気インピーダンス対頻度の大きさを提供します。 

 

このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それはインピー

ダンス測定を提供します： 

仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

インピーダ

ンス 
 

流れと電圧の測定 
 

基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

悪童 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

流れだけの測定（定電圧を装う） 
 

基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、インピーダンスに関連した全ての基本的特性をリス

トします。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまた

は pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使っ

てください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep（Multitone（インピーダンス仕事だけ）） 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、スムージング、Ｙ軸の表示セッ

ティング 

制限モード 親類（相対的な限度）、統計（標準偏差）、絶対不変（絶対の
限度）、ジター 

結果 インピーダンス対頻度：結果ウインドウ 2 

 
インピーダンス仕事は、2つの異なるテスト信号を選ぶのを許します。

短い概要（正しいものを選ぶ方法）は、ここにあります。 

刺激 説明 

Multitone これは、（まさしく）低周波の 高の SNR のための 適刺激で

す。 
 

SineSweep も高い速度のために、複合 SPL+Imp 仕事は、両方とも、SPL

とインピーダンスのために SineSweep を使います。SineSweep

を使って、相互変調は発生することができません。 

 

注意してください：インピーダンス仕事を調節して、 適化するため

に、パフォーマンス/インピーダンスを 適化しているセクションを

リファレンスしてください。 
Re を計算することに関する背景情報も、そこで提供されます。 

 

インピーダンス（基本

的な） 

T/S パラメータ 
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Thiele/Small（T/S）パラメータは、電気力学的な変換器の等しいひ

とかたまりにされたパラメータ回路を記述している線形パラメータ

です。 

 

このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは T/S パラ

メータ測定を提供します： 

仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

インピーダ

ンス 
 

流れと電圧の測定 
 

標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

悪童 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

流れだけの測定（定電圧を装う） 
 

標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、T/S パラメータに関連した全ての基本的特性をリス

トします。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまた

は pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使っ

てください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep（Multitone（インピーダンス仕事だけ）） 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、スムージング、Ｙ軸の表示セッ

ティング 

制限モード 親類（相対的な限度）、統計（標準偏差）、絶対不変（絶対の
限度）、Cpk/Ppk 限度 

結果 Re、Le、Cmes、Lmes、物、fs、Qts、Qms、Qes 

 
インピーダンス仕事は、2つの異なるテスト信号を選ぶのを許します。

詳細はインピーダンス（基本的な）を測定するために、照会してくだ

さい。Cpk/Ppk に関する詳細のために、付録/用語集/Ppk/Cpk をリフ

ァレンスしてください。 

注意してください：T/S パラメータ測定を調節して、 適化するため

に、パフォーマンス/インピーダンスを 適化しているセクションを

リファレンスしてください。 

 

周波数レスポンスは、慎重な SPL の大きさ対 dB SPL の頻度を提供し

ます。 

 

このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは周波数レ

スポンス測定を提供します： 

仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

周波数レスポンス（基

本的な） 
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音圧 
 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、周波数レスポンスに関連した全ての基本的特性をリ

ストします。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプま

たは pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使

ってください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコーディ

ング遅れ（例えばマイク距離による） 

個人的なパ

ラメータ 
反応スムージング：一部スムージング（空のままにされるなら

ばスムージングでない）のために使われるオクターブの。 

制限モード 変動する限度、統計（標準偏差）、絶対不変（絶対の限度）、

レベル（下記リファレンス）への調整、ジター 

結果 周波数レスポンス対結果ウインドウ 1 の頻度 

 

注意してください：有効な結果を得るために、使い古したマイクの感

度は、システムに知られていなければなりません。セクション・ハー
ドウェア/較正/マイク較正をリファレンスしてください。 

 

水平になる調整： 

選ばれるならば、限度は慎重なレベルに集中するために、比較的移さ

れます（整列する）。従って、カーブ形は、絶対のレベルだけ以外は

チェックされません。これは、「平均レベル」の限度を使ってテスト

されなければなりません。平均レベルは、このモードを許すのを可能

にされなければなりません。 

注意してください：SPL 仕事を調節して、 適化するために、パフォ
ーマンス/SPL テストを 適化しているセクションをリファレンスし

てください。 

 

これは、ユーザー定義済み周波数帯でまたは別々の頻度で平均レベル

を指定している一つの数です。 

 

このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは平均すり

きり測定値を提供します： 

平均レベル 
（基本的な） 
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仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

音圧 
 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基礎 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、平均レベルに関連した全ての基本的特性をリストし

ます。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまたは

pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使って

ください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコーディ

ング遅れ（例えばマイク距離による） 

個人的なパ

ラメータ 
レベル頻度： 
周波数帯で：フォーマット：fmin（fmax（コンマで区切られる）） 

別々の頻度で：フォーマット f1; f2; f3…（セミコロンまたは

改行によって切り離される） 

制限モード 変動する限度、統計（標準偏差）、絶対不変（絶対の限度）、

レベル（下記リファレンス）への調整、ジター 

結果 dB のレベル 

 
平均レベルは、周波数レスポンス制限の「水平になる調整」オプショ

ンを許すのを可能にされなければなりません。 

平均レベルの計算は、なめらかにされた周波数レスポンスに基づきま

す。 

注意してください：SPL 仕事を調節して、 適化するために、パフォ
ーマンス/SPL テストを 適化しているセクションをリファレンスし

てください。 

 
 
 
 

THD と同様に 初の 4つの和声学（第 2－第 5）は、測られることが

できて、チェックされることができます。 

 
完全な調和的な歪曲（THD）は、分析バンド幅（サンプリング周波数

に従い）対頻度の範囲内で、全ての蓄えられた和声学を提供します。 

 

低周波と高周波規制が和声学/THD にある注： 

和声学/THD 
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 高周波は、頻度をざっと試してみるために制限されます/4（第

2 の倍音は、ナイキスト頻度であります）。 
サンプル頻度の上で、部門のユーザ・モード/エンジニア/資産
ページ仕事/音装置とサンプリング・レートをリファレンスし

てください。 

 低周波は、有効な平方二乗平均値を計算するために、時報信号

で 初のまる期間に限られています。このように、より高い頻

度により低く広がられるならば、これは掃除速度とスタート頻

度に依存します。 
結果点決心は、まる期間にも制限されます。より多くの結果点

が 1つの信号期間以内であるとき、点は次の有効な結果に線形

に改変されます。 
高さから低周波まで払われるとき、 後の信号期間は完全では

ありません。それゆえに、平方二乗平均価値は、その信号分数

に適していることはありえません。 

このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは和声学

/THD 測定を提供します： 

 
仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名慣

例 

音圧 
 

マイク 1、マイク 2、第 1 行また

は第 2 行のマイクの測定。 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

マイク 1、マイク 2、第 1 行また

は第 2 行のマイクの測定。 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、和声学/THD に関連した全ての基本的特性をリスト

します。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまたは

pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使って

ください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

 
カテゴリー 特性 

刺激 サイン掃除 

共有パラメータ 発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコ

ーディング遅れ（例えばマイク距離による） 

個人的なパラメー

タ 
和声学スムージング： 

スムージング（空のままにされるならばスムージングで

ない）のために使われるオクターブの一部。 

 和声学タイプ： 

絶対の：dB SPL の THD と第 2 の第-5 の和声学 

親類（dB）：THD amd は第 2～5 の Harm.です、dB（もの）

の原理と比較して、原理は 0dB です。 

絶対ならば、THD は結果ウインドウ 3 に他の結果ウイン

ドウ 1 にあります。 

制限モード 床、絶対不変（絶対の限度）、ジターによる変動する限

度 

制限モード 変動する限度、絶対不変（絶対の限度）、ジター 
限度は、各々の和声学のために別に調節可能です 
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結果 第 2－第 5 の危害。－タイプは、それから絶対です 

THD は、結果ウインドウ 3 に他の結果ウインドウ 1 に示

されます。 

 
追跡高いパス・フィルタに基づく THD+N 処置は、QC システムのプロ

グラマー・バージョンで利用できます。この THD+N は、第 2の命令か

らナイキスト頻度まで基本的なものより上に全ての和声学と雑音を

考慮します。 

注意してください：THD と和声学のスムージングは、可能であるが、

推薦されません。歪曲の微細構造は欠陥（特に Rub&Buzz なしでテス

トされるならば）を明らかにするかもしれません。そして、それはな

めらかにされた THD で見つけられません。 

THD と和声学の計算は、刺激の特定のバンド幅を必要とします。十分

なバンド幅（少なくとも 1つの 10 年は、速度と速度プロフィールに

依存します）を許してください。 

注意してください：SPL 仕事を調節して、 適化するために、パフォ
ーマンス/SPL テストを 適化しているセクションをリファレンスし

てください。 

 
個々の和声学を使うとき、それはより鮮明なグラフを持つために視覚

的に彼らを別れさせると勧められます。 

 

絶対の、非切り離された和声学： 

KLIPPEL
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和声学を適用してください ― パラメータを移す： 

 選ばれた資産ページ仕事 

 選ばれたタスク SPL 

 開いたカテゴリー表示 

 セットされた和声学－パラメータを移します（例証として）： 
win3YShift =[ 40. 0. -40. -80.] 

結果：切り離された和声学∥（注意してください：絶対温度目盛りは、

有効ではありません！） 

 

 

視覚的に和声学を切り離
すこと 
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注意してください：シフト・パラメータが適用されるならば、和声学

の絶対温度目盛りはもう有効ではありません！ 

 
 
Rub&Buzz は、一群の瞬間的な、短い時間と低いエネルギー妨害のた

めの総称語または変換器の欠陥です。彼らが非常により低く通常レベ

ル（80dB 以上！）にいるけれども、彼らは確実に見つけられること

ができます。強化された感度のためにさえ、メタ聴力技術は、Rub&Buzz

処置に任意に適用されることができます。この技術は定期的な歪曲

（それは潜在的欠陥を覆い隠します）を抑えて、制限セッティングの

ためにしたがって、より高い頭上スペースと同様に欠陥発見のより高

い率を提供します。 

 

低周波と高周波規制が Rub&Buzz にある注： 

 頻度がざっと限られている高さ 
f<は、頻度を試してみます/（2つの* RBz Highpass）。 
サンプル頻度の上で、部門のユーザ・モード/エンジニア/資産
ページ仕事/音装置とサンプリング・レートをリファレンスし

てください。 

 低周波は、有効な平方二乗平均値を計算するために、信号で

初のまる期間に限られています。それで、より高い頻度により

低く広がられるならば、これは掃除速度とスタート頻度に依存

します。 
決議も、まる期間に制限されます。より高い決議によってより

多くの点が 1つの信号期間以内であるとき、点は線形に改変さ

れます。 
高さから低周波まで払われるとき、 後（そして、完全でない）

のための結果は も低い頻度の期間が 後のまる期間からコ

ピーされて、したがって、一定であると合図します。 

 
このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは Rub&Buzz

測定を提供します： 

こすってとガヤガヤ言

ってください 
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仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

音圧 
 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、Rub&Buzz に関連した全ての基本的特性をリストし

ます。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまたは

pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使って

ください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコーディ

ング遅れ（例えばマイク距離による） 

個人的なパ

ラメータ 
RBz Highpass：角頻度 rel.原理への 

RBz－タイプ： 

 RMS：repetetive な欠陥（例えば、こする） 

 ピーク：短い、衝動的な欠陥（例えば遊離した分子） 

制限モード 

 
計算：変動する限度、絶対不変（絶対の限度）、ジター 
マイク：位置測定マイクの。このセッティングは、周囲の雑音

制限の計算に影響します。箱/習慣において測られるならば、周

囲の雑音の影響は自由空気でテストに匹敵している箱構内の遮

蔽のために減らされます。詳細は下記のセクション周囲の雑音

を見てください。 
メタに聞く∥（： 

警告するだけでください：他のいかなる処置も失敗しないなら

ば、失敗した IDD、しかし、通過された Rub&Buzz は警告におい

て、そして、従ってパスに復帰します。 

失敗を実施してください：中で失敗した IDD 結果は失敗します 

結果 Rub&Buzz 対結果ウインドウ 1 の頻度。 

結果ウインドウ4の中でRub&Buzzの要因に前立てをつけてくだ

さい。 

メタに聞く∥（： 

メタ聴力技術対に基づく欠陥歪曲を孤立させます結果ウインド

ウ 1 の中で頻度（隠されるデフォルトによって、結果ウインド

ウ1の前後関係メニューを用いて起動させることができます/カ

スタマイズします/サブセット/IDD; IDD マックス。 

結果ウインドウ4のメタ聴力技術による定期的なRub&Buzz歪曲

の補償。 

（利用できるだけで、オプションならば、メタ聴力許可はインストー

ルされます。 
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注：メタ聴力と孤立した欠陥に関するより多くの詳細と背景情報のた

めに歪曲（IDD）がセクション付録/用語集/MeasurementTechnique（理
論）を見ること/障害と詳細は流行の/メタ聴力技術。 

 

注意してください：Rub&Buzz 発見を調節して、 適化するために、

パフォーマンス/SPL テストを 適化しているセクションをリファレ

ンスしてください。 

 
ここでは周囲の雑音に指定されて、歪曲寸法（例えば Rub&Buzz、THD、

和声学）は、生産環境から雑音騒動まで敏感です。第 2のマイクを使

って、外部の雑音による測定への影響は、評価されることができます。 

 

 

 

注意してください：Rub&Buzz 測定が周囲の雑音の影響のために失敗

するとき、周囲の雑音機能は単に測定値が失敗したことを示して、再

び実行される必要があります。それは、周囲の雑音環境で周囲の雑音

の影響を Rub&Buzz 測定結果から引くことによって測定結果を修正し

ないことをします。これは、複雑な音場特性のために可能ではありま

せん。 

周囲の雑音発見によるテストのための典型的セットアップは、下で示

されます。 

 

MIC 1 / Line 
(Nearfield) 

MIC 2 
(Ambient Noise)

> 1m 

Test Box (Enclosure) 

 

 
テストと Rub&Buzz がテストする周囲の雑音が失敗するならば、試験

結果は無効です、したがって、著しい「ノイズ」とテストは繰り返さ

れなければなりません。 

この種のテストの全体的な結果は、失敗（雑音が示されるけれども）

です。 

 

周囲の雑音 
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このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは周囲の雑

音測定を提供します： 

仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

音圧 
 

Nearfield マイクは、Mic1 または

第 1 行でなければなりません。 

雑音マイクは、マイク 2 でなけれ

ばなりません。 

標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

Nearfield マイクは、Mic1 または

第 1 行でなければなりません。 

雑音マイクは、マイク 2 でなけれ

ばなりません。 

標準 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、周囲の雑音に関連した全ての基本的特性をリストし

ます。詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまたは

pdf 版を使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使って

ください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコーディ

ング遅れ（例えばマイク距離による） 

個人的なパ

ラメータ 
周囲の雑音（表示）を示してください： 

可能にされるならば、結果ウインドウ 1 のカーブを示してくだ

さい。 

制限モード パラメータでない。Rub&Buzz 制限の計算された頭上スペースは、

周囲の雑音のために 適感度を確実にするのに用いられます。 

しかし、測定値の感度がテスト状態を知っていることは、重要

です。箱でテストされるならば、周囲の雑音の更なる減衰は考

慮されることができます。 

この減衰は測られることができます、そして、結果は 適結果

のために指定されることができます。詳細は箱囲いでテストを

リファレンスしてください。 

結果 結果ウインドウ 1 の中で可能にされるならば雑音床 

 

周囲の雑音の制限マイクを noisefloor と箱構内遮蔽（雑音減衰）と

考えている Rub&Buzz 制限に由来します。 
周囲の雑音制限の計算 
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言い換えると、Rub&Buzz 制限がより高いほど、周囲の雑音は、

measurment に影響することなく、より大目に見られることができま

す。 

 

箱が大きさにおいて適切なことを確認してください。セクションをリ

ファレンスしてください 

付録/既知の箱/ドライバーの組合せのための 大 SPL レベルの計算

のために 大限の SPL。 

あなたの測定マイクの 大 SPL レベルが上回られないことを確認し

てください。 

 

囲いで困難なとき、周囲の雑音の影響はかなり減らされます。それゆ

えに、周囲の雑音発見の出発点は、選ばれなければなりません。 

MIC 1 / Line 
(Nearfield) 

MIC 2 
(Ambient Noise)

> 1m 

Test Box (Enclosure) 

 

 
これは、箱が全部の頻度範囲以上 15dB の典型的周囲の雑音減衰を持

つと仮定して、一般にされることができます。 

 

注意してください：周囲の雑音監視のために、第 2のマイクは必要で

す。1 つの有効なルーティングだけがあります： 
Nearfield マイク   （ マイク 1/第 1 行が入力しまし

た 
周囲の雑音マイク （ マイク 2は入力しました 
雑音マイクは、DUT からおよそ 1m の距離で配置されなければなりま

せん。 
テスト構内内で周囲の雑音マイクを使わないでください！ 

 
箱の特異性やつれが知られているならば、カーブ 

頻度 dB の減衰 

指定されることができます。セクションが詳細は箱減衰カーブを得る
ためにパフォーマンス/SPL テスト/測定箱/方法を 適化しているの

を見てください。 

 

それが推薦されないけれども、自由空気環境でテストする可能性もあ

ります。この場合、よく保護されたテスト部屋は、必要です。 

 

極性は、変換器の聴覚の段階を示します。それは、発電機と慎重な音

圧レベルの間で段階に基づきます。 

 

箱構内のテスト 

極性（基本的な） 
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このテーブルは全ての仕事をリストします。そして、それは極性測定

を提供します： 

仕事 情報 バージ

ョン 
ファイル名

慣例 

音圧 
 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基礎、 

標準、 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL 

音圧+ 

インピーダ

ンス 

マイク 1、マイク 2、第 1 行または

第 2 行のマイクの測定。 
基本的

な、標準

の、 
あさり歩

いてくだ

さい。 

SPL +悪童 

 
このテーブルは、極性に関連した全ての基本的特性をリストします。

詳細（結ばれたテーブルのためにオンライン・ヘルプまたは pdf 版を

使います）に関する詳細な情報を得るために、関連を使ってください。 

パラメータ（いくつかの処置で分配されたか、このメジャーでの専用

のために個人的である）は、資産ページ仕事で編集可能です。 

カテゴリ

ー 
特性 

刺激 SineSweep 

共有パラメ

ータ 
発電機、ルーティング、決心、表示セッティング、レコーディ

ング遅れ（例えばマイク距離による） 

制限モード テスト頻度： 

フォーマット：Frequency1 Tolerance1; 

  Frequency2 Tolerance2; 

  Frequency3 Tolerance3;… 

一方向のドライバーのために、1 つの一組は十分です。各々のド

ライバーのためのマルチ方法ドライバーのために、個々のチャ

ンネルの極性は、チェックされることができます。テスト頻度

は、各々のチャンネルのパス・バンド内で選ばれなければなり

ません。 

デフォルト： * 80 

「*」性格は、自動の制限セッティングのためのワイルドカード

です。詳細は下記の例をリファレンスしてください。 
 

結果 結果ウインドウ 5 の聴覚の段階 

 
これは、聴覚の段階の計算のための例です。制限はセットされます 

[頻度をテストします] = * 80 

そしてそれはデフォルト・セッティングです。 
も低い頻度、SPL-レベルであった、レベルがそうである平均以下の

10dB は、計算されます（下記の中央のグラフを見てください）。 
この頻度で、限度は極性（一番上のグラフ）に設定されます。 
これは、マイク距離変化に対してテストの間に低い感度と同様に良い

信号雑音比率を確実にします。 

その結果、この も低い頻度の頻度は、大まかなウインドウ（一番下

のウインドウ）で示されます。 
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Average Level 

SPL

10dB

92Hz

Limits
At 

92Hz ac. phase 

 

 

 
 

 

 
複数の頻度が極性について調べるために定

められるならば、各々の頻度のために、結果

リスト（ウインドウ概要で）の項目は発生し

ます。これは、多チャンネル・システムの極

性失敗を切り離すのを許します。テスト頻度

がそうであるキーワード極性に更なる加え

る。 
 
制限が指定されるこの例で： 

100 80 
995 80 
8074 80 
 

 

注意してください：極性は聴覚の段階に基づきます。そして、それは

ドライバーからマイクへの幾何学的な距離で非常に測定されます。こ

のように、一貫した結果を得るために、建具は再生可能な準備と距離

を確実にすることを要求されます。 
 
段階の感度がある限度を計算することが計算したとき、それは 1cm（1

インチ）のマイク距離の変化に起因します。大まかな結果ウインドウ

をチェックしてください。 
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リファレンス単位 
ほとんどの場合、限度は既知の良いサンプルまたはリファレンス単位

から得られます。制限を構築する も単純な方法は 1つの（よい）サ

ンプルを測っています、そして、寛容性通路をつくるために、限度を

結果（例えば、カーブを移すことによって）から逸脱させてください。 

リファレンス単位を測ることは、特別なモード（制限計算モード）で

実行されます。このモードは、エンジニアまたはプログラマー・モー

ド（章ユーザ・モードを見ます）だけで利用できます。 

ページが制限する建物は、リファレンス DUT と制限計算のために献じ

られます。 

注意してください：リファレンス DUT を測って、限度を計算する前に、

全てのセッティングは、ダブルチェックされなければなりません。リ

ファレンス DUT は、現在のセットアップだけにあてはまります。セッ

トアップが変わるならば、リファレンス DUT は無効になって、削除さ

れます（メッセージの後）！それで、あなたのセットアップが ok で

あることを確認してください。 

リファレンス DUT を測ります： 

1. 制限計算モードを起動させてください。 

2. 新聞は、一つ以上の関係のある DUT を測り始めます 

3. 限度を計算するか、制限計算モードを公表する許可を押してく

ださい。 
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Reference  
DUTs 

Limit 
Parameter 

Help on 
current 
Parameter 

Context 
Menu for 
Reference 
DUTs 

 
リファレンス DUT を測るとき、生産ラインの雑音は 小にされなけれ

ばなりません。しかし、限度がまだ計算されないけれども、システム

は過度の雑音を見つけます。以下のメッセージは現れます： 

 
測定値を「少しも」拒絶しないために、圧迫してください。この場合、

リストに加えられるリファレンス DUT が、ありません。あなたは、こ

の DUT にリストに含ませられてもおくかもしれません。 

 
リファレンス DUT を測ります： 

1. 制限計算モードを起動させてください。 

2. あなたがリファレンスとして測りたい装置をつないでくださ

い。 

3. コントロールパネルでスタートボタンを押してください。 

注意してください：基本的 QC システムは、1つのリファレンス DUT

だけを測ることを可能にします。あなたは、複数のリファレンス DUT

の支持を得るために標準のバージョンにグレードアップする必要が

あります。 

全てのチェックされたリファレンス DUT は、限度を計算するのに用い

られます。 

野放しの DUT は限度のために考慮されません、しかし、データは削除

されません。 

リファレンス単位のた

めの雑音チェック 

管理するリファレンス

DUT 
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注意してください：制限計算に関する詳細のために、章が構成/制限
計算を検証するのを見てください.. 

各々のリファレンス装置は、制限ページの DUT セクションで、数とし

て示されます。数をクリックすることによって、対応する測定カーブ

は、結果ウインドウの中でハイライトされます。 

リファレンス DUT を取り外します： 

1. 制限計算モードを起動させてください。 

2. あなたが取り外したいリファレンス装置をクリックしてくだ

さい。複数の選択は、支持されます（個々の DUT を選んでいる

間範囲または砦 Ctrl を選ぶことが圧迫する間、シフトを押し

ておいてください）。 

3. 新聞は前後関係メニューを開けるためにボタンを編集します。

そして、選ばれた削除が選ばれます。 

 
 

あなたは、リストから全ての DUT を取り外すために、全て削除を使う

かもしれません。 

選ばれたすべてとインバート選択を使って、あなたは効果的方向でリ

ファレンス DUT のよりかなりの数のより抜きを管理するかもしれま

せん。 

 

 
制限計算モードの範囲内の全ての測定値は、連続して数えられます

（ 1, 2, 3…）。これらの数は、カーブをリファレンス DUT に割り

当てるために、結果ウインドウのカーブに加えられます。 

 

しかし、ラベルはシリアルナンバー機能を使用しているリファレンス

DUT に割り当てられることができます。 

 

リファレンス DUT にラ

ベルをつけること 
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シリアルナンバーとしてのラベルを指定する（例えばサンプル 1）、

そして、新聞はテストを始めるために入ります。DUT リストでリファ

レンス DUT を選ぶとき、ラベルは資産ページの肝心な点で示されます。 

 

 

 

 

 
 

シリアルナンバー処理に関する詳細な情報は、セクション・テスト構
成/シリアルナンバー処理で見つかることができます。 

 

制限パラメータは、タスク・パラメータのようなグループの中に配置

されます。あなたが限度を変えたいならば、あなたは制限計算モード

を起動させなければなりません。パラメータ・フィールドをクリック

して、制限パラメータ部の底の援助線は、パラメータ（機能、フォー

マットその他）に関して、若干の特定の情報を示します。 

あなたには特定のパラメータを測るあなたのテストで複数の仕事が

あるならば、あなたは各々のテスト仕事に自身の名前または数を与え

なければなりません。タスク名前は、それから制限パラメータと結果

名の部分として示されます。仕事にセクション・テスト構成/仕事/

追加ラベルを見てください。 

限度のための計算方法で、章テスト構成/制限計算をリファレンスし

てください。 

 

制限計算 
この章では、一般的な制限計算方法は、説明されます。各々の処置の

ために、異なる制限計算方法は、複雑さを低くて専用にしておこうと

申し込みます。 

 
カーブ対頻度のために、限度は従属する頻度です。 

一つの数処置のために、制限はちょうど数です。 

注意してください：制限の頻度範囲は、処置の範囲に会う必要はあり

ません。制限は、慎重な価値と指定された限度の範囲で適用されるだ

けである。 

処置に従い、利用できる制限モードの組合せも、あるかもしれません。

たとえば、 小の頭上スペースを許すことは、統計と動くことを結合

するためによいです。仕事の制限パラメータをリファレンスしてくだ

さい、そしてそれは、組合せは利用できます。 

 

任意の、恒常的な限度は、指定されるかもしれないか、輸入されるか

もしれません。入れられる制限の頻度が処置に同意しないならば、正

確に処置の頻度点の制限値は線形展開によって計算されます。 

限度をセットすること 

一般 

絶対の限度 
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絶対の限度が簡単に対称形の制限を構築するためにシフトと結合さ

れるかもしれない点に注意してください。ちょっと 小で 大制限の

ために 1本の絶対のカーブを輸入して、更なる変化を適用してくださ

い。 

 

 
絶対の制限の例： 

制限定義： 

50 110 
70 110 
200 85 
800 100 
6000 100 

注意してください：絶対の限度は、リファレンス単位測定に依存しま

せん。たとえ金色の単位（章金色の DUT が扱えているのを見ます）を

使って再調整されるとしても、絶対の限度は常に一定にしておかれま

す。 

 
相対的な制限は、全ての可能にされたリファレンス装置の平均に寛容

性価値を増やすことによって計算されます。これは特に響きピークで

十分な頭上スペースを許すためにインピーダンス・カーブに役立ちま

す、単純なシフト（シフト価値を加える）でした、十分ではありませ

ん。 

カーブのためのフォーマット：[頻度+tolerance-寛容性] 
 

仕事 例 説明 

一つの数処置

（例えば Re） 
3-3 （lim）= Re（言及）に関して（3

オーム 

カーブ（例えば

インピーダン

ス）のための恒

常的なシフト 

* +15-15 全ての頻度のために： 

悪童（lim）=悪童（リファレンス）

* 

       （1

（tolerance/100） 

 

頻度従属する限度のより多くのオプションのために、下記の限度を移
しているセクションをリファレンスしてください。 

 

相対的な限度 
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相対的な限度（インピーダンス）のための例： 

 

 

 

移された制限は、シフト価値を全ての可能にされたリファレンス装置

の平均に加えることによって計算されます。 

カーブのためのフォーマット：[頻度+shift-シフト] 
 

仕事 例 説明 

一つの数処置

（例えばレベ

ル） 

3-3 （ 大）= Re（言及）に関して（3

オーム 

カーブ（例えば

SPL）のための

恒常的なシフ

ト 

* +3-3 全ての頻度のために： 

Spl（ 大）= Spl（言及）（3dB 

Bandlimitedシ

フト（SPL） 
10 +5-5 

800 +5-5 

制限が、10 から 800Hz まで存在

するだけです。 

Spl（ 大）= Spl（言及）（5dB 

頻度従属する

シフト（差し込

まれる） 

10 +5-5 

500 +3-3 

800 +2-2 
 

制限が、10 から 800Hz まで存在

するだけです。 

頻度で間に 10,500,800Hz を差し

込まれるシフト（5（（3（（2dB 

頻度従属する

シフト（ステッ

プ） 

10 +5-5 

500 +5-5 

500 +3-3 

800 +3-3 

制限が、10 から 800Hz まで存在

するだけです。 

（10 と 500Hz の間の 5dB;∥

（500Hz から 800Hz への 3dB。 

非対称のシフ

ト（SPL） 
10 +3-3 

500 +4-8 

800 +2-1 

異なる正と負の限度 

分かれた限度

（SPL） 
20 10-6 

1000 6-3 

1500 の* * 

2000 3-5 

3000 3-5 

20-1kHz から、そして、2-3kHz

から定められる制限。『*』は、

『定められない』ものを表しま

す。下記の例グラフを見てくださ

い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

変動する限度 
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分かれた、非対称の限度（SPL） 

 

注：変動する限度相対的な和声学のための 
dB の相対的な倍音は、また、dB の変動を持ちます。しかし、パーセ

ントの相対的な倍音が選ばれるとき、シフトは dB でまた、指定され

ます。 
それで、6dB のシフトは、相対的な和声学または THD の二倍のパーセ

ンテージの制限を意味します。 
利益は、1 つのシフト・パラメータと制限セッティングに触れること

なくパーセンテージと dB スケールの間で変わる可能性があることで

す。 

 
 
これは、和声学と THD のための特別なオプションです。普

通のシフト演算子（上のセクションを見ます）で全てのオ

プションに更なるで、オプションの第 3のコラムは 小の

制限を定めるのに用いられることができます。 
歪曲のために、例えば 0.5%（-26dB が、下記のグラフを見

ます）で 小の制限を制限している典型的アプリケーショ

ン。移された制限が 0.5%以下に落ちない点に注意してく

ださい。この例の制限セッティングは、そうです： 
 
harm2Shift =[* 6. -46.]; 
 

シフトと床が評価する注は、従属する頻度でありえます。 

注：変動する限度相対的な和声学のための 
dB の相対的な倍音は、また、dB の変動を持ちます。しかし、パーセ

ントの相対的な倍音が選ばれるとき、シフトは dB でまた、指定され

ます。 
それで、6dB のシフトは、相対的な和声学または THD の二倍のパーセ

ンテージの制限を意味します。 

床による変動する限度 
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利益は、1 つのシフト・パラメータと制限セッティングに触れること

なくパーセンテージと dB スケールの間で変わる可能性があることで

す。 
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相対的な第 2の和声学のための 0.5%の実用床。 
 
床を絶対の和声学に適用するとき、床は周波数レスポンスの平均音圧

レベルの相対的な埋め合わせと解釈されます。 

したがって、処置レベルは、このセッティングのために使用可能にさ

れなければなりません。レベルがアクセスされることができないなら

ば、床セッティングは無視されます。 
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実用的な床（-40dB）絶対の限度のために 
 
 
限度も、リファレンス寸法の標準偏差シグマを使って計算されること

ができます。 

シグマは、パラメータのバリエーションを特徴づけます。より高いも

のは、より多くのバリエーションですシグマ。このように、限度は地

方のために上へ広がりますパラメータでしたまたは、カーブは異なり

ます。 

注意してください：統計計算を使うならば、リファレンス DUT の十分

な数を確実にしてください。少なくとも 10 の DUT が、プールになけ

ればなりません。 

カーブのためのフォーマット：[頻度+x*sigma-x*sigma] 

（シグマの x…要因） 
 

構文は、変動する限度と同一です。非対称で、分かれたおよびバンド

限られた限度はサポートされます。 

 

 

 
統計限度（SPL）のための例 

標準偏差 
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注意してください：それは、 小の頭上スペースを確実にするために

シフトで常に統計限度を使うと勧められます。統計を使用して、寛容

性だけは小さくて非常に役に立たなくなるかもしれません。 

 
慎重なカーブの鋭い響きは、通常それの中で同一のディップとピーク

で限度を生み出します。しかし、これらの反響は生産の間、変化する

かもしれなくて、失敗したテストを引き起こしてはなりません。限度

があるかもしれないこの functionality*を提供することは、「びく

びくした」か、頻度またはＸ軸に関して上へ広がりました。下記のグ

ラフは、SPL 処置と通常移された制限（点カーブ）を表します。この

制限は処置に非常に近いです、そして、響きの小さなバリエーション

は失敗したテストを引き起こすかもしれません。ジター機能は、特定

の頻度範囲の中の極値の単純な検索です。現在の頻度のパーセンテー

ジは、この範囲を定めるために指定されます。びくびくされた 小制

限がそれぞれ 低限である間、びくびくされた 大制限価値はこの範

囲の全ての集積点の 大限です。 

 

 )*()( fpfLimitMaxfmitJitteredLi Max       

p…Percentage 
 )*()( fpfLimitMinfmitJitteredLi Min   

注意してください：(1)ジターは、通常の制限計算の後、適用されま

す。 
           制限の頻度範囲は、ジター-処理に影響を受けません（2）。 

ジターは、SPL、THD、Rub&Buzz またはインピーダンスに適用される

かもしれません。ジター要因 pは、以下のフォーマットで指定されな

ければなりません： 

仕事 例 説明 

完全な制限のための

一定のジター 
* 10 全ての頻度のために： 

p = 10% 

Bandlimited ジター 10 8 

800 8 

制限は、そうですびくびくするだ

けであるから 

10～800Hz。 

頻度従属するジター

（差し込まれる） 
5000 10 

6000 20 

7000 10 

ジターは 5kHz で始まって、6k

（20%）まで頻度で増加して、7k

（10%）に減少します。5kHz バン

ドからのジターでない－7kHz。 

頻度従属するジター

（ステップ） 
5000 20 

6000 20 

6001 10 

7000 10 

ジターは 5kHz で始まります。そし

て、6k（20%）まで、そして、6kHz

から10%の 7kHzの定数まで一定で

す。5kHz バンドからのジターでな

い－7kHz。 

分かれたジター 2000 10 

3000 10 

4000 の* 

5000 10 

6000 10 

2-3kHz から、そして、5-6kHz から

定められるだけのジター。『*』は、

『定められない』ものを表します。

2kHz 以下のジター（3 と 5kHz と

6kHz を超えるの間の）でない。 

  

ジター 
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SPL におけるびくびくされた限界（p = 10%） 

 

*We は、溝温泉からビエトロ・マッシーニに感謝したいと思います。

このアルゴリズムを提案するために。 

 

以下のパラメータは、パフォーマンス・インデックスを使用している

パラメータ変化の統計ポスト処理を定めます。Cpk/Ppk 統計の背景の

ために、章付録/用語集/Ppk/Cpk を見てください。 

 

Cpk Poolsize 

 

短期変化インデックス Cpk で考慮される多くの DUT 

Cpk 制限 
Ppk 制限 

 

Cpk と Ppk のために価値を制限してください。 

Ppk/Cpk<1：制御できないプロセス 

Ppk/Cpk >1.33：4 つのシグマ範囲の中のプロセス 

Ppk/Cpk >2.0：6 つのシグマ範囲の中のプロセス 

通過されるだけで

す 

1：Cpk/Ppk 統計学で渡された DUT を考慮するだけでく

ださい。 

0：Cpk/Ppk 統計学で全ての DUT を考慮してください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

仕事 
この章では、全ての利用できるデフォルト仕事は記述されます。 

注意してください：仕事がテストを組み立てるために基本的バージョ

ンで使われることができなかったので、この章は標準でプログラム可

能なバージョンだけに適用できます。 

Cpk/Ppk 限度 



 

KLIPPEL QC システム テスト構成は（81 

｛バージョン｝、オプションで、以前のスクリプトだけで使われます。 
拡張 klb は、バイナリのスクリプト・ファイルに（拡張が持つ kla

が開く）アスキー・テキスト形式と記します。 

ファイル名 Prop.-ページ仕

事のラベル 
処置/コメント 

始めてください。｛バー

ジョン｝.control.klb 
スタート/終わり ルーティング（伐採）の世界

的なセッティング 

spl。｛バージョ

ン｝.task.klb 
 

音圧 freq.。-反応、レベル、極性、

THD、Rub&Buzz、IDD、周囲を

取り巻く雑音∥ 

悪童。｛バージョ

ン｝.task.klb 
 

インピーダンス インピーダンス（Multitone

または掃除に基づく T/Sパラ

メータ） 

spl-悪童。｛バージョ

ン｝.task.klb 
 

音圧 

+インピーダンス 

freq.。-反応、レベル、極性、

THD、Rub&Buzz、IDD、周囲を

取り巻く雑音、インピーダン

ス、T/S SineSweep.に基づき

ますパラメータ∥ 

ioTask.task.klb 
 

イオと注意 ユーザー・インタラクション

（例えば promts、デジタル・

イオ港/IOMonitor（ソフトウ

ェア・インターフェース）に

よるコミュニケーション）。

利用できるマニュアルを切

り離してください。 

注意してください：より多くの仕事は利用できます。完全なスクリプ

ト・リストのために Klippel と相談してください。若干のスクリプト

は、MSC（モーターと中止）スクリプトのような特別な許可を必要と

します。そのようなスクリプトのために、余分のマニュアルは利用で

きます。 

全てのタスク・ファイル名は、以下の構造から成ります： 

｛タスク名前｝。｛バージョン｝。｛機能｝。｛モード｝ 

例：spl.0001.task.kla（start.0001.control.kla） 

 
タスク名前 

 

仕事（例えば SPL）の短い名前 

バージョン 

 

（オプションの）コード・バージョン番号（4 桁）。以前の

スクリプトのために使われます。 

機能 

 

仕事：DUT に適用される 1 つの測定値を記述します 

支配：全体的なパス/失敗計算と全体的なセッティング（レ

ポート、ルーティングその他）を記述します 

モード 

 

klb：バイナリ・ファイル。編集可能でない。オプションの

許可必要条件との関連があって。 

標準でプログラム可能なバージョンのために使える 

kla：テキストファイル。どんなエディタででも編集可能な。

許可必要条件でない 

 

仕事を使って、複数の仕事から成るテスト・シーケンスをつくること

は、前方へまっすぐです。ちょっと資産ページ仕事の上に仕事を加え

るか、取り出してください。詳細は部門のユーザ・モード/エンジニ
ア/資産ページ仕事をリファレンスしてください。 

ファイル名慣例 

テスト・シーケンス 
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同じ仕事が何度か使われるならば、仕事を特定するために、ラベル（下

記リファレンス）を使用してください。 

注意してください：テスト・シーケンスは、標準の/プログラム可能

なバージョンだけで利用できます。基本的バージョンは、1つのシン

グル・タスク（ferro 流体のためのあらかじめ調整している仕事以外

は、そしてそれは缶が、常に加えられます）に制限されます。 

 
あなたには特定のパラメータを測るあなたのテストで複数の仕事が

あるならば、あなたは各々のテスト仕事に自身の名前または数を与え

なければなりません。タスク名前は、それから結果の、そして、制限

パラメータ名の部分として示されます。 

1. タスク資産ページをクリックしてください。 

2. あなたがラベルをつけられることを望む仕事をクリックして

ください。 

3. ファンクションキーF2 を押して、新しいタスク名前を入力して

ください。 

 
例：あなたには、システムの周波数レスポンスを測るか、ウーファー

とツィーターのために異なるセットアップでドライバーをうまいこ

とばで口説き落すあなたのテストで、2つの仕事があります。あなた

は、現在 1台のタスク音圧-ウーファーと他の音圧-ツィーターに名を

つけるかもしれません。制限ページでは、あなたはそれから制限パラ

メータ・ウーファー-音圧を見つけます、そして、1秒はツィーター-

音圧に名をつけました。 

ラベルでパラメータを制限してください： 

 
ラベルによる結果リスト： 

ラベルを仕事に加える

こと 
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仕事 SPL+Imp は速いテストに捧げられます。そして、SPL が処置を関

連させたので、同様にインピーダンスから成立します。 

処置 結果 

周波数レス

ポンス 
結果ウインドウ 1 の周波数レスポンスの大きさ。録音された音

圧信号の原理。 

レベル 指定されたバンドのまたは別々の頻度の平均レベル。 

注意してください：理解された電圧は、パワーアンプの有限出

力インピーダンスによる指定された電圧より少ないかもしれ

ません。 

詳細はセクション・ハードウェア/較正/アンプ増加を見てくだ

さい。結果として生じるレベルは、したがって、より少なくも

あるかもしれません。 

和声学 結果ウインドウ 1 の中で絶対の THD または 

結果ウインドウ 3（モードに従い）の相対的な THD。 

結果ウインドウ 3 の個々の和声学（第 2－第 5）。 

Rub&Buzz Rub&Buzz 歪曲対結果ウインドウ 1 の頻度。 

結果ウインドウ 4 の中で Rub&Buzz の要因に前立てをつけてく

ださい。 

メタに聞く

∥（ 
メタ聴力技術対に基づく欠陥歪曲を孤立させます結果ウイン

ドウ 1 の中で頻度（隠されるデフォルトによって、結果ウイン

ドウ1の前後関係メニューを用いて起動させることができます

/カスタマイズします/サブセット/IDD; IDD マックス。 

結果ウインドウ 4 のメタ聴力技術による定期的な Rub&Buzz 歪

曲の補償。 

極性 結果ウインドウ 5 の聴覚の段階。 

周囲を取り

巻く雑音（（ 
結果ウインドウ 1 の中で可能にされる（セッティング/カテゴ

リー表示）ならば雑音床 

インピーダ

ンス（（ 
 

インピーダンス大きさ対頻度、電圧の 2 つの信号測定値と結果

ウインドウ 2 の流れ。 
電圧と流れは、結果ウインドウ 6 の中で合図します。 

T/S パラメ

ータ（（ 
 

適した複雑なインピーダンスからの計算されたパラメータ。 

Re、Le、Cmes、Lmes、物、fs、Qts、Qms、Qes。 

（利用できるだけで、オプションならば、メタ聴力許可はインストー

ルされます。 
（（第 2 の入力チャンネルが感じている流れ（インピーダンス）か第 2

のマイク（周囲の雑音）である時から、周囲の雑音と T/S パラメータ

によるインピーダンスは互いに相容れないです。 

以下のパラメータは、この仕事をカスタマイズするために適用される

ことができます： 

カテゴリ

ー 
パラメータ コメント 

刺激 
 

スタート、停止、

時間 
バンド幅と刺激の長さ 

電圧 話者終端のボルトの平方二乗平均レベル。 

注意してください：理解された電圧は、パ

ワーアンプの有限出力インピーダンスによ

る指定された電圧より少ないかもしれませ

ん。 

詳細はセクション・ハードウェア/較正/ア
ンプ増加を見てください。 

注意してください：ピークの価値は、

Multitone のために平方二乗平均レベルよ

り上に 10dB 以上でありえます！ 

SPL +インピーダンス

（基本的な） 

パラメータ 
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速度プロフィー

ル 
sinesweep の可変的な速度。セクション速
度プロフィールを見てください。 

電圧プロフィー

ル 
sinesweep の可変レベル。断片の高さプロ
フィールを見てください。 

ルーティ

ング 
出力 見えるだけで、支配仕事のルーティング/

出力が仕事によって制御されたものにセッ

トされるならば、テストされる拡声器。 

詳細はテスト構成/ルーティング/出力ルー
ティングを見てください。 

入力（ SPL 記録のための使い古したマイク。 
見えるだけの支配仕事のルーティング/出
力が仕事によって制御されたものにセット

されるならば。 

詳細はテスト構成/ルーティング/入力ルー
ティングを見てください。 

処置 
 

freq.。反応 

平均レベル 

Rub&Buzz 

極性 

周囲を取り巻く

雑音（（ 

THD 

第 2－第 5 の倍音 

インピーダンス（（ 

T/S パラメータ（（ 

dis-/enable な処置個々に。 

使用不能ならば、また、制限は使用不能で

す。 

 

カテゴリー パラメータ コメント 

処理 決心 オクターブ（多くの結果点）につき点 

 反応-スムージン

グ 
freq.の個人的なパラメータ。-反応： 

スムージング（価値が空ならばスムージ

ングでない）のために、オクターブにつ

き開いてください。 

 レベル－ 

頻度 

レベルの個人的なパラメータ： 

周波数帯で：フォーマット：fmin（fmax
（コンマで区切られる）） 

別々の頻度で：フォーマット f1; f2; f3
…（セミコロンまたは改行によって切り

離される） 

 RBz－Highpass Rub&Buzz の個人的なパラメータ： 

highpass に角頻度 rel.を追うこと 

基本的な。セクションがパフォーマン
ス/SPL テストを 適化しているのを

見る/Rub&Buzz 発見を 適化する。 

 RBz－タイプ Rub&Buzz の個人的なパラメータ： 

RMS：反復的な欠陥（例えば、こする）

ピーク：短い、衝動的な欠陥（例えば

遊離した分子） 

 RBz-Metahearing 絶対の：THD と第 2～5 の危害。dB SPL

で 

親類（dB）：THD と第 2～5 の危害。

 dB（もの）の原理と比較して 

親類（%）：同上%の以外 
 
絶対ならば、THD は結果ウインドウ 3
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に他の結果ウインドウ 1にあります。

 和声学タイプ 絶対の：THD と第 2～5 の危害。dB SPL

で 

親類（dB）：THD と第 2～5 の危害。

 dB（もの）の原理と比較して 

親類（%）：同上%の以外 
 
絶対ならば、THD は結果ウインドウ 3

に他の結果ウインドウ 1にあります。

 和声学－スムー

ジング 
THDと第2のために適用されます－第5

の倍音。 
スムージング（価値が空ならばスムー

ジングでない）のために、オクターブ

につき開いてください。 

 インピーダンス

－スムージング 

インピーダンスの個人的なパラメータ： 

スムージング（価値が空ならばスムー

ジングでない）のために、オクターブ

につき開いてください。 

 遅れを示すこと 反応の時間遅れをマイク距離またはデジ

タル遅れ（電子機器で）によると思うた

めの可調遅れ。 

注意してください：反応は、遅れによ

って短くなります。あなたには過度の

遅れがあるならば、テスト時間を増や

してください。 

 入力増加 1 マイク 1用のハードウェア・プリアン

プと SNR を 適化する第 1行入力 

 入力増加 2 Mic21 と第 2行のためのハードウェ

ア・プリアンプは、SNR を 適化する

ために入力しました 

表示 SPL－Ymax dB の 大限の SPL 価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 SPL－Ymin dB の 小の SPL 価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 和声学－Ymax

（Ymin） 
結果ウインドウ 3 のための 大限の/

小の価値。空ならば、自動車は比例しま

した。 

 和声学－シフト 別々の和声学への縦移動、空ならば、シ

フトは適用されません。 

 インピーダンス

－Ymax 
オームの 大限のインピーダンス価値、

空ならば、自動車は比例しました 

 インピーダンス

－Ymin 
オームの 小のインピーダンス価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 インピーダンス

－スケール 
インピーダンス軸のためのリン/ログ・ス

ケール・オプション 

 周囲の雑音を示

してください 
可能にされるならば、周囲の雑音処置と

制限は結果ウインドウ 1 に示されます。 

 カスタムメイド

の色 
標準を修正することが処置のために色が

つくと認めます。オプションがメニュー

を拡大するのを可能にしてください。 

（周囲の雑音監視が可能にされるならば、SPL がマイク 1を使用して

記録されなければならなくて/1 に線をひかなければならなくて。マ
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イク 2 は、周囲の雑音をモニターするのに用いられることになってい

ます。 
（（第 2 の入力チャンネルが感じている流れ（インピーダンス）か第 2

のマイク（周囲の雑音）である時から、周囲の雑音と T/S パラメータ

によるインピーダンスは互いに相容れないです。 

処置に属している限度は、章テスト構成/処置と限度の尊重している

部分で説明されます。 

速い SPL-悪童仕事は、平行にデフォルトで流れと SPL を測ります。 

インピーダンスのために、それをテストすることは、アンプを周波数

レスポンスと考える重要な点です。したがって、2 つの入力チャンネ

ルだけが利用できる時から、プレ測定は電圧を測るために実行されま

す。 

この電圧測定は、ログインだけにつき一度実行されます。それは 初

の測定の継続を二倍にするが、全ての以下のテストのために速いテス

ト速度を確実にします。 

オプションの処置環境雑音が可能にされるならば、この仕事は平行に

nearfield と周囲の雑音レベルを測るように構成されることができ

ます。この場合、インピーダンスは測定されることができません（電

流検知候補者でない）。処置環境雑音とインピーダンスのうちの 1

つを選ぶことが処置（インピーダンスまたは T/S パラメータ）を関連

させたとき、エラー・メッセージは発生します。 

速い SPL +悪童と SPL のなんらかの違いとユーザーが気づいていなけ

ればならない悪童仕事があります： 

 悪童仕事で利用できる Multitone 刺激。 

 悪童仕事で利用できる各々の DUT のために電圧測定（セクショ

ン・インピーダンスでメモが上記をテストしているのを見てく

ださい。 

 インピーダンス測定か利用できる周囲の雑音監視。 

 基本的バージョンで、SPL+Imp 仕事は、利用できるだけです。 

 

 

 

 

タスク SPL は、処置が感じることをマイクと関連づけた全てから成り

ます。 

処置 結果 

周波数レス

ポンス 
結果ウインドウ 1 の周波数レスポンスの大きさ。録音された音

圧信号の原理。 

レベル 指定されたバンドのまたは別々の頻度の平均レベル。 

注意してください：理解された電圧は、パワーアンプの有限出

力インピーダンスによる指定された電圧より少ないかもしれ

ません。 

詳細はセクション・ハードウェア/較正/アンプ増加を見てくだ

さい。結果として生じるレベルは、したがって、より少なくも

あるかもしれません。 

和声学 結果ウインドウ 1 の中で絶対の THD または 

結果ウインドウ 3（モードに従い）の相対的な THD。 

結果ウインドウ 3 の個々の和声学（第 2－第 5）。 

Rub&Buzz Rub&Buzz 歪曲対結果ウインドウ 1 の頻度。 

結果ウインドウ 4 の中で Rub&Buzz の要因に前立てをつけてく

ださい。 

インピーダンス・テスト 

SPL とインピーダンス仕
事への違い 

SPL 
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メタに聞く

∥（ 
メタ聴力技術対に基づく欠陥歪曲を孤立させます結果ウイン

ドウ 1 の中で頻度（隠されるデフォルトによって、結果ウイン

ドウ1の前後関係メニューを用いて起動させることができます

/カスタマイズします/サブセット/IDD; IDD マックス。 

結果ウインドウ 4 のメタ聴力技術による定期的な Rub&Buzz 歪

曲の補償。 

極性 結果ウインドウ 5 の聴覚の段階。 

周囲の雑音 結果ウインドウ 1 の中で可能にされる（セッティング/カテゴ

リー表示）ならば雑音床 

（利用できるだけで、オプションならば、メタ聴力許可はインストー

ルされます。 

以下のパラメータは、この仕事をカスタマイズするために適用される

ことができます： 

カテゴリー パラメータ コメント 

刺激 信号 SineSweep：連続的サイン掃除 

Multitone：まばらなスペクトル信号 

 スタート、停止、

時間 
バンド幅と刺激の長さ 

 電圧 話者終端のボルトの平方二乗平均レベル。 

注意してください：理解された電圧は、パ

ワーアンプの有限出力インピーダンスに

よる指定された電圧より少ないかもしれ

ません。 

詳細はセクション・ハードウェア/較正/
アンプ増加を見てください。 

注意してください：ピークの価値は、

Multitone のために平方二乗平均レベル

より上に 10dB 以上でありえます！ 

 速度プロフィー

ル 
sinesweep の可変的な速度。セクション速

度プロフィールを見てください。 

 電圧プロフィー

ル 
sinesweep の可変レベル。断片の高さプロ

フィールを見てください。 

ルーティン

グ 
出力 見えるだけで、支配仕事のルーティング/

出力が仕事によって制御されたものにセ

ットされるならば、テストされる拡声器。 

詳細はテスト構成/ルーティング/出力ル
ーティングを見るのを見てください。 

 入力（ SPL 記録のための使い古したマイク。 
見えるだけの支配仕事のルーティング/出
力が仕事によって制御されたものにセッ

トされるならば。 

詳細はテスト構成/ルーティング/入力ル
ーティングを見るのを見てください。 

処置 
 

freq.。反応 

平均レベル 

Rub&Buzz 

ic 

極性 

周囲の雑音 

THD 

第2－第5のハー

モン 

dis-/enable な処置個々に。 

使用不能ならば、また、制限は使用不能で

す。 

処理 決心 オクターブ（多くの結果点）につき点 

パラメータ 
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 反応-スムージン

グ 
 

freq.の個人的なパラメータ。-反応： 

スムージング（価値が空ならばスムージン

グでない）のために、オクターブにつき開

いてください。 

 レベル－ 

頻度 

レベルの個人的なパラメータ： 

周波数帯で：フォーマット：fmin（fmax
（コンマで区切られる）） 

別々の頻度で：フォーマット f1; f2; f3
…（セミコロンまたは linebreak によって

切り離される） 

 RBz－Highpass 
 

Rub&Buzz の個人的なパラメータ： 

highpass に角頻度 rel.を追うこと 

 RBz－タイプ Rub&Buzz の個人的なパラメータ： 

RMS：反復的な欠陥（例えば、こする）ピ

ーク：短い、衝動的な欠陥（例えば遊離し

た分子） 

 RBz-Metahearing Metahearing（改善された Rub&Buzz）がセ

クション付録/測定技術/Rub&うなり/ミー
タが詳細はテクノロジーを聞いているの

を見ることを可能にしてください。 

 和声学タイプ 絶対の：THD と第 2～5 の危害。dB SPL で 

親類（dB）：THD と第 2～5 の危害。

 dB（もの）の原理と比較して 

親類（%）：同上%の以外 
 
絶対ならば、THD は結果ウインドウ 3 に他

の結果ウインドウ 1 にあります。 

 和声学－スムー

ジング 
THDと第 2のために適用されます－第5の

倍音。 
スムージング（価値が空ならばスムージン

グでない）のために、オクターブにつき開

いてください。 

 遅れを示すこと 反応の時間遅れをマイク距離またはデジ

タル遅れ（電子機器で）によると思うため

の可調遅れ。 

 入力増加 1 マイク 1 用のハードウェア・プリアンプと

SNR を 適化する第 1 行入力 

 入力増加 2 マイク 2 用のハードウェア・プリアンプと

SNR を 適化する第 2 行入力 

表示 
 

Y- 小限度 オームの 小のインピーダンス価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 Y- 大 オームの 大限のインピーダンス価値、 
空ならば、自動車は比例しました 
 

 和声学－Ymax 結果ウインドウ 3 のための 大限の価値。 

空ならば、自動車は比例しました。 

 和声学－Ymin 結果ウインドウ 3 のための 小の価値。 

空ならば、自動車は比例しました。 

 Y-スケール インピーダンス軸のためのリン/ログ・ス

ケール・オプション 

 周囲の雑音を示

してください 
可能にされるならば、周囲の雑音処置と制

限は結果ウインドウ 1 に示されます。 

 カスタムメイド

の色 
標準を修正することが処置のために色が

つくと認めます。オプションがメニューを

拡大するのを可能にしてください。 
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（周囲の雑音監視が可能にされるならば、SPL がマイク 1を使って記

録されなければならなくて。マイク 2は、周囲の雑音をモニターする

のに用いられます。 

処置に属している限度は、章テスト構成/処置と限度の尊重している

部分で説明されます。 

タスク・インピーダンス（悪童）は、インピーダンス対頻度と

Thiele/Small パラメータの大きさを占めます。 

処置 結果 

インピーダン

ス 
 

インピーダンス大きさ対頻度、電圧の 2 つの信号測定値と結

果ウインドウ 2 の流れ。 

電圧と流れは、結果ウインドウ 6 の中で合図します。 

T/Sパラメータ 
 

適した複雑なインピーダンスからの計算されたパラメータ。 

Re、Le、Cmes、Lmes、物、fs、Qts、Qms、Qes。 

 
インピーダンス仕事は、電圧と流れの平行した測定に基づきます。そ

れで、それは自動的に、アンプ周波数レスポンスのために、そして、

アンプ増加の長期の変化のために補償します。 

 

以下のパラメータは、この仕事をカスタマイズするために適用される

ことができます： 

カテゴリー パラメータ コメント 

刺激 信号 SineSweep：連続的サイン掃除 

Multitone：まばらなスペクトル信号 

 スタート、停止、

時間 
バンド幅と刺激の長さ 

 電圧 話者終端のボルトの平方二乗平均レベル。 

注意してください：理解された電圧は、パ

ワーアンプの有限出力インピーダンスに

よる指定された電圧より少ないかもしれ

ません。 

詳細はセクション・ハードウェア/較正/ア
ンプ増加を見てください。 

注意してください：ピークの価値は、

Multitone のために平方二乗平均レベルよ

り上に 10dB 以上でありえます！ 

ルーティン

グ 
出力 見えるだけで、支配仕事のルーティング/

出力が仕事によって制御されたものにセ

ットされるならば、テストされる拡声器。 

詳細はテスト構成/ルーティング/出力ル
ーティングを見てください。 

処置 
 

インピーダンス 

T/S パラメータ 

dis-/enable な処置個々に。 

使用不能ならば、また、制限は使用不能で

す。 

処理 決心 オクターブ（多くの結果点）につき点 

 スムージング スムージング（価値が空ならばスムージン

グでない）のために、オクターブにつき開

いてください。 

表示 
 

Y- 小限度 オームの 小のインピーダンス価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 Y- 大 オームの 大限のインピーダンス価値、 
空ならば、自動車は比例しました 

 Y-スケール インピーダンス軸のためのリン/ログ・ス

ケール・オプション 

インピーダンス（悪童） 

パラメータ 



 

KLIPPEL QC システム テスト構成は（81 

 カスタムメイド

の色 
標準を修正することが処置のために色が

つくと認めます。オプションがメニューを

拡大するのを可能にしてください。 

 

処置に属している限度は、章テスト構成/処置と限度のそれぞれの部

分で説明されます。 

 

Precond とラベルをつけられる仕事は、測定値のために ferrofluid

でツィーターを準備することを目的とします。一定のサイン・トーン

を使って、ferrofluid は再生可能な州を成し遂げるために、隙間で

集められることになっています。これは、成ることが以下の測定仕事

に終わることを確実とします。このように、この仕事は、シーケンス

の 初の仕事でなければなりません。 

 

 
以下のパラメータは、この仕事をカスタマイズするために適用される

ことができます： 

カテゴリー パラメータ コメント 

刺激 
 

頻度 正弦波の恒常的な頻度 

時間 刺激の期間 

電圧（平方二乗

平均） 
ボルトのテスト・レベル 

ルーティン

グ 
出力 見えるだけで、支配仕事のルーティング/

出力が仕事によって制御されたものにセッ

トされるならば、テストされる拡声器。 

詳細はテスト構成/ルーティング/出力ルー
ティングを見てください。 

基本的バージョンで、あらかじめ調整することはツィーター・テンプ

レートに含まれます。 

 

支配仕事と属しているパラメータは、2つのグループに分けられます。 

スタート・グループ：テストを走らせる前に必要であるセッティング

を定めます 

Ferrofluid のためにあ

らかじめ調整すること 

支配仕事 



 

KLIPPEL QC システム テスト構成は（81 

終わりグループ：テストを走らせた後に必要であるセッティングを定

めます。 

 

以下のパラメータは、スタート仕事をカスタマイズするために適用さ

れることができます： 

カテゴリー パラメータ コメント 

ルーティン

グ 
出力 詳細のために、セクションを見てください 

テスト構成/ルーティング 入力 

構成 
 

繰り返しを許し

てください 
さらなるボタンがオペレーターのために

失敗した寸法を繰り返すのを可能にしま

す。繰り返しボタンを使って、シリアルナ

ンバーは変わりません。 

選ばれた金色の

DUT 
 
詳細のために、セクションを見てください 

テスト構成/ 
金色の DUT 処理 

制限較正を許し

てください 

シリアルナ

ンバー 
モード/ 

失敗されて除外

してください 

詳細のために、セクションを見てください 

テスト構成/シリアルナンバー処理 

支配仕事/スタート部のパラメータによる資産ページ： 

 
以下のパラメータは、スタート仕事をカスタマイズするために適用さ

れることができます： 

カテゴリー パラメータ コメント 

データ・ロギ

ング 
概要 短い形ログファイル（DUT につき 1 本の線）

を可能にします 

全ての結果 DUT につき全ての結果による店ものデータ

ベース 

目標フォルダ 自動車：サブフォルダ・ログ使い古したデ

ータベースのフォルダの下の 
習慣：ファイルシステムでフォルダを指定

してください 

カスタムメイド

のフォルダ 
目標フォルダ=習慣だけのために 

始めてください 

終わり 
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詳細のために、セクションが結果を保存しているのを見てくだ

さい。 
 

 

支配仕事/スタート部のパラメータによる資産ページ： 

 
 

テスト信号 
異なるテスト信号の特定の特性は、テストをつくるために考慮されな

ければなりません。ここでは、あなたは信号をテストする概要が典型

的アプリケーションで使われなければならないとわかります。詳細は、

特定の処置と限度をリファレンスしてください。 

テスト信号 

 

アプリケーシ

ョン 
説明 

SineSweep 

 

THD

（Rub&Buzz） 
原理からの和声学の簡単な分離のために、

正弦波信号が使われなければなりません。 

Multitone 

 

インピーダン

ス 
も低い頻度の も高いエネルギーと

高の SNR。必要な安定した低周波インピー

ダンスのために 

Multitone 

 

ウーファーの

ための Re 
 

 

multitone は、別々の頻度で DUT をテストします。エネルギーは、こ

れらの頻度に集中します。常にまる期間が全部の測定時間に適合した

その方法で、全ての頻度は選ばれます。それはスペクトルでよごれて

いる何でも避けて、雑音と歪曲による励起状態の線の間で幻のような

汚染を分析するのを許します。 

Multitone テスト信号は和声学と相互変調歪曲を引き起こしますの

に、SineSweep は和声学歪曲だけを引き起こします。 

Multitone 

スペクトル 
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注意してください：時報信号のピークの価値は、平方二乗平均価値よ

り 10dB 以上、簡単に高いです！ピークと平方二乗平均価値（頂上要

因）の間の割当ては、バンド幅と多くのごみ箱に依存します。絶対の

大限の価値がありません。 

 
LogSweep は、連続的に頻度（対数的に時間で）を変えているサイン

掃除に基づきます。どんな相対的な周波数帯でも等しく恒常的な速度

で掃除に間に合ってある時から、これは速いテストを可能にします。

これは、線形掃除に勝るかなりの利点です。 

 

各々の掃除方向のために、利益と欠点があります。下記の短い議論を

見つけてください。 

 

固定は、特定の数の期間と比例しています。期間時間が 1/frequency

と比例しているので、固定が低周波のためにより高周波で非常に速い

ことは明らかです 

 

周波数レスポンスのより高い Q響きをもつドライバーは、滝を分析す

ることが構想を練る時に電話している特徴を示します。下記の例に、

1kHz くらいの強い響きは、原理の下で 30dB くらいで 80ms 以上振動

します。 

波形 

SineSweep 

方向を掃いてください 

時間を処理すること 

ベルを鳴らすこと 
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高さから低周波（下への）への非常に速い掃除が使われるならば、鳴

らすことはまだ活発です、そして、THD のための追跡 highpass フィ

ルタはこのエネルギーを集めています。このエネルギーは THD と誤っ

て解釈されます。そして、それは真実ではありません。それは、ちょ

うどより高い頻度から盛大なものです。この影響は、高速によります。

掃除ならば、それは省略されることができます 

 これらの響き効果（例えば例の 700Hz）の下のスタート 

 掃除方向は、上に向かうものに変わられます。 

これは線形影響であって、全ての振幅で起こります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Upward Sweep 

Downward Sweep 

30 dB 

0.2 seconds total sweep 

 
上への掃除は定常状態測定の近くにあって、この影響を示しません。

これは頻度を離れたカットが上向きに移している highpass に起因し

て、響きの地域を出発していますのに、下への掃除のために、highpass

は響きの地域に入ってバンドを渡します。 
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SineSweep を使って、相互変調は発生することができません。 

 
 

スペクトルは、典型的な 3dB/オクターブ腐敗をピンクの雑音と類似

しているようにします。これは、相対的なバンド幅で恒常的なエネル

ギーで信号のために典型的です。スタート頻度の波紋は、信号と波紋

振幅の速く次第にはっきりすることの間で、 適に危うくされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
LogSweep 対瞬時周波数の時報信号 

 

LogSweep 刺激は、全部の長さ以上固定ピークの値を持ちます。頂上

要因（ピークのおよび平方二乗平均価値の比率）は、3dB、 小の定

数です。このように 小の遠足（低周波保護のために使われるかもし

れません！）は、所定の平方二乗平均価値または力のために確実にさ

れます。 

信号特性 
スペクトル 

波形 
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頻度の変化は、連続的に各々のサンプルであります。頻度におけるス

テップまたは不連続が、テストの間にありません。 

注意してください：全てのサンプルのために瞬時周波数が知られてい

るので、波形対頻度（そして、対時間でない通常通り）を引き出すこ

とは可能でもあります。これは、ありうる妨害または欠陥の正確な頻

度を確認するのを許します。 

よりその刺激を 適化しさえするために、2 つのプロフィールは適用

されるかもしれません。 

 

このプロフィールは、刺激物濃度を形づくるのを許します。これが、

DUT を並み外れた遠足（特にツィーター）または力から保護するため

に使われるかもしれません。通常高い置換が重要な欠陥（こすって、

ガヤガヤ言います）を興奮させるために響きの下で必要です、しかし、

より高い頻度で、線形ふるまいは歪曲を避けるか、一直線に低く腹立

たしい高周波信号を閉じ込めるよう求められるかもしれません。 

アプリケーション： 

 響きの下で DUT を並み外れた遠足から保護すること 

 より高い頻度の熱の保護 

 テストの間に SNR を 適化してください 

 不必要な歪曲/圧縮を避けてください 

 

 

 

注意してください：電圧レベル（例えばステップ）の非常に急速な変

更は、聞き取れるクリックを引き起こすかもしれなくて、したがって、

推薦されません。レベル変化の率があまりに高いならば、警告は示さ

れます。常に、避けるこれらの臨界頻度の THD と Rub&Buzz がレベル・

プロフィールによるこれらの処置でピークに達することを確認して

ください。 

レベル・プロフィールの入力パラメータが、そうです 

頻度 水平になってください。 

定義済みの点の間のレベルは、差し込まれます。レベル・プロフィー

ルにおけるステップを引き起こすために、角頻度は、二回リストされ

なければなりません： 
例： 

100-6 

レベル・プロフィール 
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500-6 
500 0 
1000 0 

100 から 500Hz まで、レベルは 6dB 減らされます、そして、500Hz か

ら 10kHz まで、統一増加（0dB）があります。 

 

LogSweep が効果的な時間であるけれども、さらに掃除の速度を形づ

くりさえすることは非常に役に立ちます。速度プロフィールは、異な

る速度で刺激の中で 高 10 のセクションを定めるのを許します。こ

のように、高い周波数レスポンスが非常により高速度でテストされる

間、批評のセクション（例えば響きのまわりで）の低速と高エネルギ

ーによるテストはつらい時間の主要部を使います。速度が批評のセク

ションで妥協することなく 小のテスト期間をつくるのを許す創造。 

アプリケーション： 

 障害の詳細なテストと響きのあたりのうなり 

 より高い頻度の熱の保護 

 テストを 小にすることが高いボリュームのために線の時間

を計って/自動化しました 

 1 つの掃除だけによるテスト 

 
 
速度プロフィールの入力パラメータが、そうです 
 

frequency_start   frequency_stop   相対速度。 
 

上のグラフの速度側面を生み出します： 
例： 

10 800 1 
800 20000 5 

掃除は、800Hz への 10 からより 5回しっかりと、800Hz から 20kHz

まであります。 
速度要因が互いと比較してある点に注意してください。絶対値は、少

しも考慮されません。 
頻度範囲は、なし重なっていなければなりません。 

 

テスト・テンプレート 
 

速度プロフィール 
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常に QC ソフトウェアで、テンプレートのパッケージは、提供されま

す。 

 基本的バージョンのために、テストはこれらのテンプレート

（セクション QC-Start・ツールを見ます）に基づいてつくられ

ることができるだけである。テスト・テンプレートは特別な変

換器必要条件によって修正されることができて、テストとして

格納されることができます。 

 標準のバージョン・テンプレートを使用することは、提供され

た仕事ファイルから組み立てられて任意でありえます。テス

ト・シーケンス（例えば複数の回路を持つ箱テストのために）

は、支持されます。 

 プログラム可能なバージョンは、提供された仕事または自身を

使っている新しいテストを組み立てることが仕事をプログラ

ムして/修正したと認めます。 

 

全てのバージョンのために、どんな修正された/つくられたテストで

も、テンプレートとして保存されることができます。詳細のために、

セクション QC-Start がテンプレートに工具を備えつけて/つくるの

を見てください。新しいテンプレートがテンプレート選択リストに記

載されて、新しいテストをつくるために、後で使われることができま

す。 

 

Provided Template:

SPL+Imp
with Standard-Setup

- Create Test
- Modify Setup SPL+Imp

with Customized-Setup

User defined Test

myTemplateName
with Customized-Setup

User defined Template

- Store as
  Template

 

 
 

基本的バージョンで、以下のテンプレートは利用できます： 

 

テンプレート 

 

説明 

 fs 範囲

[Hz] 
Re は変動

します[（] 
SPL 制限範

囲[Hz] 
SPL 時間

[s] 

速いサブウーファ

ー 
10－50 2－8 20－200 2 

速いウーファー 20－150 2－8 20－1000 1 

速いミッドレンジ 100－500 4－8 50－2000 1 

速いツィーター 400－3k 4－8 200－20k 0.5 

速いホーン・ドラ

イバー 
200－2k 4－16 400－20k 1 

速いMicrospeaker 200－2k 4－30 200－5k 0.5 

速いヘッドホン 30－400 10－200 20－20k 1 

 

基本的バージョン 
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全てのテンプレートでは、以下の処置は含まれます： 

 インピーダンス、 

 fs、 

 Re、 

 周波数レスポンス、 

 平均的なレベル、そして、 

 極性 

速くテンプレート名のキーワードは、減らされた測定時間を表します。

常に基本的バージョンで、1 つの仕事の合わせたタスク測定インピー

ダンスと SPL が、使われます。このように、インピーダンスは SPL

テストのために必要とされる高振幅で測定されます。標準のバージョ

ンで、この規制が、存在しません。 

 

全てのテンプレートでは、タスク SPL +インピーダンス（基本的な）
が、使われます。セクションが詳細は構成/仕事をテストするのを見

てください。 

 

ツィーター・テンプレートは、さらに、仕事をあらかじめ調整してい

るフェーロ流体から成ります。あなたはレベル、期間とサイン・トー

ンの頻度を調節するかもしれないか、隙間で配布されたフェーロ流体

を蓄えるために掃除するかもしれません。 

注意してください：これらのテンプレートは、ビー・エス・シー版に

含まれる全ての処置を提供している基本的テンプレートです。処置は、

単に対応する許可をインストールすることによって、これらの基礎と

全ての派生テンプレートに加えられることができます。利用できるア

ドオンについては pricelist を見てください。 

 
ここで記述される全てのテンプレートは、プログラム可能なバージョ

ンと同様に標準のバージョンを使って利用できます。 

その上、上でリストされる基本的テンプレートに、以下のテンプレー

トは利用できます： 

 

テンプレート 

 

説明 

 fs 範囲

[Hz] 
Re は変動

します[（] 
SPL 制限範

囲[Hz] 
SPL 時間

[s] 

サブウーファー 10－50 2－8 20－200 2 

ウーファー 20－150 2－8 20－1000 1 

ミッドレンジ 100－500 4－8 50－2000 1 

ツィーター 400－3k 4－8 200－20k 0.5 

ホーン・ドライバ

ー 
200－2k 4－16 400－20k 1 

Microspeaker 200－2k 4－30 200－5k 0.5 

ヘッドホン 30－400 10－200 20－20k 1 

 

速いキーワードのないテンプレート名は、インピーダンスと SPL の切

り離されたテストを表します。このように異なるレベルとテスト信号

は、より正確なテストのために適用されるかもしれません。 

標準のバージョン 
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しかし、 も高い速度が必要なとき、原因の、速いテンプレートが使

われるかもしれません。 

 

全てのリストされたテンプレート 2仕事で： 

 SPL、そして、 

 インピーダンス（悪童）が、シーケンスとして使われます。 

 セクションが詳細は構成/仕事をテストするのを見てください。 

 

 
金色の DUT 処理 
 
制限は、通常、統計学的に様々な処置に関する平均的情報を持つため

に複数のリファレンス DUT を使って構築されます。金色の DUT は、SPL

処置の平均への 高の合うもの（ 小の も少なく四角い逸脱）です。

周囲の状況（温度、湿気）が DUT に特有の反応を変えたとき、あるい

は、他の状況（テスト構内その他）が変わったとき、それは平均を代

表して、したがって、限度を対応するのに用いられることができまし

た。 

金色の DUT 処理は、2歩から成ります： 

1. 金色の DUT の選択。 

2. 対応している/再調整∥金色の DUT を使っている限度の。 

下記の詳細な情報を見つけてください。 

注意してください：金色の DUT 処理は、QC システムの標準の/プログ

ラム可能なバージョンで利用できるだけです。 

 
 
金色の DUT は、自動的に選ばれます 

1. 少なくとも 1SPL 仕事は、含まれます（SPL、SPL +悪童） 

2. 資産ページ仕事に関するスタート仕事セクションの選ばれた
金色の DUT スイッチは、可能にされます。 
 

 
 
 

金色の DUT の選択 
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3. 限度が計算されます（セクションが構成/制限計算を検証する
のを見る）時。大まかな結果ウインドウは、DUT のリストが減

少している部品の順に 初の位置で誰にも劣らずに合ったこ

とを示します。3つの 高のぴったりの DUT は、示されます。 
 

 
 

金色の単位は、SPL のみすぼらしいカーブに対する SPL 処置の彼らの

逸脱（分二乗差）によって計算されます。それで、リファレンス DUT

の平均に も接近した試合は、リストされます。 

注意してください：複数の SPL 仕事が使われるならば、金色の DUT 分

類アルゴリズムは 1SPL 処置を持っているタスク・リストで 後の仕

事に基づきます。 

 
限度を再調整するための金色の DUT を使うる、制限較正スイッチは可

能にされなければなりません。上記のゴールデンの章より抜きで、画

面ショットを見てください。このスイッチがセットされるならば、さ

らなるボタンは支配に関してパネルが限度[F6]を調整するようです。 

 
限度を調整することは、「金色の DUT」と新聞をつなぎます調整する
コントロールパネルのボタンを制限する。あなたに金色の DUT をつな

ぐよう頼むメッセージボックスは、現れます。金色の DUT をつないで

ください、そして、OK で確かめてください。現在、金色の DUT は測

られます、そして、限度はこのリファレンス測定値に自動的に合いま

す。 

 

シリアルナンバー処理 
シリアル番号を取り扱う 2つの異なる方法が、あります。資産ページ

仕事に関するスタート仕事セクションで、モードを選んでください。 

制限較正 
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シリアルナンバーは大まかなページの上で示されて、大まかなログフ

ァイル（セクションが結果/概要（短い形ログファイル）を保存して
いるのを見ます）に保管されます。 

選ばれるならば、コントロールパネルで、テキスト入力フィールドは

現れます、そこで、シリアル番号は入れられることができます。シリ

アル番号が確かめられなければならない全ては、入ります。 

 
 
スタートボタン（エンジニア・モードで利用できる）だけを使わない

でください。これは、入れられるシリアル番号を無視します。 

注意してください：オペレーター・モードでは、スタートボタンは使

用不能です。それで、オペレーターはシリアル番号に入ることを強制

されます。活動を始める他のいかなる方法も、ありません。 

それが制限生成のためにリファレンスちりを測るのに用いられなけ

ればならない時から、エンジニア・モードでは、スタートボタンはま

だ使用可能にされます。 

 
モードがオートマチックに設定されるならば、シリアル番号は自動的

に 1増やされます。あなたは、渡されたちりの連続的な番号付けをす

るために、失敗したちり（上の画面ショットを見ます）を任意に除外

するかもしれません。 

オペレーターは、 初のシリアル番号に入るかもしれません。しかし、

数に入ることは、テストを始めません。このモードでは、スタートボ

タンが使われなければなりません。 

Sn のための注意 

自動のモード 
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バーコード読者は、連続ものはシリアルナンバーのために 初のモー

ド注意を数えることを入ることに慣れているかもしれません。バーコ

ード読者がエンターによって通常ざっと目を通されたひもを終了す

るので、これはシリアル番号の手動入力と同一です。 

注意してください：調べられたバーコード（例えば、部分文字列その

他を用いて性格を除外します）のどんなろ過でも、処理または印刷は、

プログラム可能なバージョンで簡単に実行されることができます。 

 

ルーティング 
 

QC ソフトウェアと同様に生産アナライザー・ハードウェアは、測る

柔軟なオプションを提供します 

 1 つのチャンネルの 1人の独りのドライバー 

 チャンネル（速度を 適化するために、他のものを取り扱って

いる間、1つの DUT を測ってください）を交替させることの 1

人のドライバー。 

 複数のドライバーと 高 2つのマイクによるシステム。 

資産ページ仕事に関するスタート仕事セクションで、ルーティングを

選んでください。 

 

出力ルーティングは、DUT がつながれる使い古した話者チャンネルを

定めます。 

 
 

出力ルーティングが 1つの一つの話者チャンネル（話者 1または話者

2）に支配仕事のスタート部分で定められるならば、ルーティングは

全ての含まれた仕事にグローバルに設定されます。オプションが、従

って、個々のタスク・セットアップにおいてルーティングを準備する

ためにありません。この話者チャンネルだけは、テストの間、アンプ

バーコードを使うこと 

出力ルーティング 

話者 1または話者 2 
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に接続しています。他のチャンネルは、動力 relais を使ってスイッ

チを切られます。 

コントロールパネルでは、利用できる 1つのスタートボタンが、あり

ます。 

 

出力ルーティングが話者 1+2 に支配仕事のスタート部分で定められ

るならば、交互のテストは可能になります。ルーティングは、全ての

含まれた仕事にグローバルに設定されます。オプションが、従って、

個々のタスク・セットアップにおいてルーティングを準備するために

ありません。コントロールパネルでは、2 つのスタートボタンは、利

用できます（話者チャンネル 2で DUT を始めるために話者チャンネル

1 と 1で DUT を始める 1）。 

 

注意してください：外部スイッチがテストを始めるのに用いられるな

らば、常に、話者チャンネル 1は始まります。プログラム可能なバー

ジョンを使って、他の入力ピンは、他のチャンネル/の組合せを始め

るようにプログラムされるかもしれません。 

このセッティングは、チャンネル（速度を 適化するために、他のも

のを取り扱っている間、1つの DUT を測ってください）を交替させる

ことで、しばしば話者（下記リファレンス）に結ばれる入力ルーティ

ング・マイクと共に 1人のドライバーをテストするのに用いられます。 

 

このオプションを使用して、全ての個々の仕事はタスク・パラメー

タ・リストでさらなるセクションをルーティングとラベルをつけられ

ます、そして、新しいパラメータは出力にラベルをつけました。 

 
特に指定しないと、チャンネルは話者 1にセットされます。全ての使

い古した仕事で必須のチャンネルを選んでください。このモードは、

1 つの一回のテストでシステムを複数のドライバーと照合するのに

用いられます。 

話者 1+2 

仕事によってコントロー
ルされます 
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入力ルーティングは、どのマイクが DUT の SPL を測るのに用いられる

かについて定めます。外部のマイク電力供給を使うことは可能でもあ

ります、そして、それらを線に接続することは入力します。 

 

 
マイク 1が、全ての仕事のために使われます。これは、デフォルト・

セッティングです。このマイク・ルーティングは、全ての含まれた仕

事にグローバルに設定されます。オプションが、従って、個々のタス

ク・セットアップにおいてルーティングを準備するためにありません。 

  

外部の電力供給（例えば 200V の供給による Condensor マイク）によ

るマイクが、全ての仕事のために使われます。このマイク・ルーティ

ングは、全ての含まれた仕事にグローバルに設定されます。オプショ

ンが、従って、個々のタスク・セットアップにおいてルーティングを

準備するためにありません。 

 

この場合、マイク・チャンネルは、話者チャンネルによると選ばれま

す。これが、全ての仕事のためにも使われます。 

いつの話者 1がテストされますか：マイク 1に接続しているマイクに

よる処置 SPL 

いつの話者 2がテストされますか：マイク 2に接続しているマイクに

よる処置 SPL 

 

このモードは、alternatingly にテスト DUT が 2 つの（ほとんど）同

一の地上燃焼試験台（または構内）を使っているのを許します。それ

が、話者 1+2 をセットしている出力ルーティングで使われなければな

りません。 

注意してください：交互のテストが、同時に、周囲の雑音テストで使

われることができません。周囲の雑音をテストしているマイクのため

に、2つの入力が、常に使われます。プログラム可能なバージョンで、

この規制は取り払われることができます。 

 

外部の電力供給（例えば 200V の供給による Condensor マイク）によ

るマイクが、全ての仕事のために使われます。この場合、入力チャン

ネルは、話者チャンネルによると選ばれます： 

入力ルーティング 

マイク 1 

第 1行 

話者に結ばれるマイク 

話者に結ばれる線 
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いつの話者 1がテストされますか：第 1行に接続しているマイクによ

る処置 SPL 

いつの話者 2がテストされますか：第 2行に接続しているマイクによ

る処置 SPL 

 

このモードは、alternatingly にテスト DUT が 2 つの（ほとんど）同

一の地上燃焼試験台（または構内）を使っているのを許します。それ

が、話者 1+2 をセットしている出力ルーティングで使われなければな

りません。 

 

注意してください：交互のテストが、同時に、周囲の雑音テストで使

われることができません。周囲の雑音をテストしているマイクのため

に、2つの入力が、常に使われます。プログラム可能なバージョンで、

この規制は取り払われることができます。 

 

このオプションを使用して、全ての個々の仕事はタスク・パラメー

タ・リストでさらなるセクションをルーティングとラベルをつけられ

ます、そして、新しいパラメータは入力にラベルをつけました。 

 
特に指定しないと、チャンネルはマイク 1にセットされます。全ての

使い古した仕事で必須のチャンネルを選んでください。このモードは、

システムを複数のドライバーと照合するのに用いられます、そして、

/または 1つの一回のテストの複数のマイク場所。 
全てのマイクと線入力は、オプションとして使われます。周囲の雑音

監視がマイク 2を使って常に測られる注。マイク 2が近いフィール

ド・テスト（反応を測って、周囲のものは騒ぎません）のために必要

なとき、これは周囲の雑音監視と結合されることができません。 

この場合、処置環境雑音を働かなくしてください。 

 

仕事によってコントロー
ルされます 
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結果とレポートを格納すること 

結果を保存すること 
 

全てのソフトウェア版の支配仕事/終わり部は、結果を保存するため

に、以下のオプションを提供します。 

 
 

支配仕事に関する情報で、セクション・テスト構成/仕事/規制仕事を

リファレンスしてください。 

 

 

大まかなログファイルは、各々のテストのために試験結果を 1本の線

に含みます。従って、ログファイルの線の数は、記録されたテスト（ヘ

ッダ線なしで）の数と等しいです。 

ファイル場所のために、下記のセクション・ファイル場所をリファレ

ンスしてください。 

 

中身： 

 

この短い形ログファイルは、以下のデータを含みます： 

 
グループ 説明 

一般的な情報 日付 

時間 

SerialNumber 

ユーザー名 

評決を下して/失敗してくださ

い 
評決-オーバーオール 

全ての可能にされた処置の評決 

一つの数結果 全ては、結果を可能にします 

（例えば Re、fs、レベル） 

一つの数限度 全てのために、結果を可能にしま

概要（短い形ログファ

イル） 
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す 

（例えば Re、fs、レベル） 

状況 温度 

湿気 
Cpk/Ppk Cpk、Ppk、CpkLimit、PpkLimit

地位 度重なるテスト（『スキップ

さされた）のための情報 
 

フォーマット： 

ログファイルには、固定されたフォーマットがありません。可能にさ

れた処置に従い、計算された結果だけは保存されます。 

ファイルは、質素なテキスト形式に書かれます。各々のファイルは、

コラムを特定するために、ヘッダ線から始めます。 

分離性格は、タブ停止です。 

パス/失敗結果（評決）は、あとに続きながらコード化されます： 

評決 コード番号 

テストされなくて、いいえ、

データ availbale、 
-1 

通過されます 1 

失敗されます 0 

警告（例えば周囲の雑音） 2 

 

処置ラベルが二回結果リスト（大まかなウインドウの中で）で起こる

ならば、増加している数は処置（例えば極性、二重反応）のはっきり

した識別を許すために（なしユニークな）名前に追加されます。 

mulitple 仕事を使うならば、彼らを別れさせることは仕事のラベル

を加えると強く勧められます。仕事にセクション・テスト構成/仕事/
追加ラベルをリファレンスしてください。 

 

「完全な結果」を保存することが可能にされるならば、作動がそうで

ある能動態の試験結果はデータベース・フォーマットで保存しました。

これらのデータベースは、アイコンまたはファイル名でダブルクリッ

クによって単に開けられることができます。 

利用できる以下のオプションが、あります： 

 
 全て：全ての試験結果は、別々のデータベースで収拾されます 

 通過されるだけです：良いテストだけは保存されます 

 失敗されるだけです：失敗したテストだけは保存されます 

 切り離されるパス/失敗：サブフォルダは、目標フォルダで作

製されます。大まかなファイルは、目標フォルダの中に 1つの

ファイルとして常に格納されます。結果データベースは、彼ら

のそれぞれのフォルダに格納されます。 
 

完全な結果（データベ

ース） 
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ファイル名は、各々のテストされた DUT（例：DUT SN01234 2007-11-06 

10-52-38-3.kdb）を特定するシリアル番号、日付と時間の合成物です。 

より多くの詳細を見つけるために、セクション「はじめに/視聴結果」

をリファレンスしてください。 

データベースは、以下の例外でテストの直後に結果、限度、リファレ

ンス寸法、結果グラフ、出力メッセージその他を含む測定値の全ての

情報を国と同一の状態に保ちます： 

注： 
1）、結果ウインドウ較正スペクトルの内容と較正波形は、データベ

ースに決して保管されません。この情報は、ログオフした後に失われ

ます。 
2）、リファレンス単位（限度を計算するのに用いられる）は、理由

を収拾しているディスク・スペースのために、保存されたデータベー

スに保管されません。彼らは、 初のテスト・データベースだけに保

管されます。しかし、限度は全ての保存されたデータベースに含まれ

ます。 

これらの格納されたデータベースから、全ての示された情報は、カー

ブとデータのために内部の輸出機能を使用してアクセスできます。詳

細のために、dBLab-マニュアルを見てください。 

 

ファイル場所のために、下記のセクション・ファイル場所をリファレ

ンスしてください。 

 

複数のデータベースの格納されたデータを評価するずっと便利な方

法は、Klippel データベース・データ抽出ツール DBextract です。 

DBextract は QC システムの有用性です。そして、輸出することが広

く可変なテキストファイル（Excel、Matlab、アスキーその他）に QC

試験結果を選んだと認めます。 

詳細な情報は、抽出ツールの別々のマニュアルで見つかることができ

ます。QC システムで来ることは、オンライン・ヘルプの一部、更に

は紙版の一部です。 

注：オフラインのデータ処理を実行するために、また、セクション統
計を見る/オフラインの統計。 

 

全てのログファイルとデータベースのための目標フォルダは、2 つの

方向で指定されることができます： 

自動車： 

目標フォルダが自動車にセットされるならば、ログファイル（概要ま

たはデータベース）は現在使い古したテスト・データベースのフォル

ダでつくられるログとラベルをつけられるサブフォルダに保存され

ます。 

デフォルトで、それはそうです 
C：\文書とセッティング\のすべてユーザー\アプリケーション・デー
タ\ Klippe l \ QC \ QC \テスト\｛testname｝。 

現在使い古したデータベースの貯蔵フォルダは、QC-Start・ツール（プ
ロジェクト/QC-Start・ツール/QC-Start を組織しているセクション

をリファレンスします）のセットアップを使って定められることがで

きます。 

データを Klippel データ
ベースから引き抜くこと 

ファイル場所 
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習慣： 

どんな任意のフォルダでも、絶対の経路として指定されることができ

ます。 

注意してください：あなたは、ネットワーク・ドライブを使うべきで

はありません。これは、ネットワーク・トラフィックによるより大き

な遅れを引き起こすかもしれません。定義済みのサイクル時間は保証

されることができません。 

レポートを作成すること 
 

dB-研究室カスタマイズされた測定報告のレポート機能を使用するこ

とは、発生することができます。ユーザー定義済みフォーマッティン

グ、ロゴとスタイルと同様に全ての結果ウインドウは、非常に柔軟な

フォーマットを生み出すのに用いられることができます。 

レポートを生み出すために、アイコンをクリックしてください： 

 

詳細のために、dB-研究室マニュアルからレポート・システムを区分

するのを見てください。 

カスタマイズされた輸出フォーマット 
 

ユーザーsepcific（カスタマイズされる）フォーマットが必要ならば、

このフォーマットが DBExtract ツール（上のセクションがデータを引
き抜いているのを見ます）を使用して発生することができるならば、

初にチェックしてください。 

必須のフォーマットが DBExtract を使って発生することができない

ならば、どんなフォーマットでもソフトウェアのプログラミング機能

バージョンを使って発生することができます。 

1. 特定の出力フォーマットのためにKlippelにあなたの仕様を送

ることは、可能です。この場合、Klippel はあなたにカスタマ

イズされたスクリプトを提供します。あなたが標準のバージョ

ン（基本的バージョンは、カスタマイズされた輸出で支えられ

ません）で働いているならば、これは可能でもあります。 

2. プログラム可能なバージョンを使って、あなたはあなた自身必

須の輸出データをインプリメントするかもしれません。規制が

ほとんどありません、しかし、難しいディスク・アクセスと同

様に、長いひもとリストを生み出すことが完全なシステムを遅

くすることを心にとめておいてください。 
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統計 

オンライン統計 
 

各々の DUT を処理することの直後に計算される必要がある全ての統

計評価は、「オンライン」として割り当てられます。これは、信頼性

に関する情報と生産（生産ラインまたは他のコンピュータとのデータ

交換）をコントロールするためのと同様に製造プロセスの再現性を引

き出すことを要求されます。 

QCに、単純なパス/失敗統計学と同様に標準のバージョンCPK/PPKは、

提供されます。 

 

生産能力インデックスCpkとPpkは、製造工程（詳細と理論のために、

付録/用語集/Ppk/Cpk を見てください）を評価します。 

 

 
 

全ての一つの価値結果は、Cpk/Ppk 分析を受けることがありえます。

これは、適切なチェックボックスをチェックすることによって、制限

計算モードで可能にされることができます。全ての可能にされた処置

の Cpk 結果はそうです。そして、「そして、-結んで、そして、「結

果リストの下の Cpk-ボックスで示す。赤い色が問題を示す間、箱の

緑の色は安定したプロセス（全ての一回の Cpk テストは通りました）

を示します。これは、同様に Ppk にあてはまります。 

単純なカウンターは、 後のログイン以来通られて欠陥のある DUT

を示すために実装されます。より長い学期の間、統計は章オフライン
の統計を見ます。 

Cpk/Ppk 

DUT を渡して/失敗しま

した 
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オフラインの統計 
同様に製造工程に及ぼす即時の働きのために使われないどんなポス

ト処理にでも対する検査の長期評価のために、オフラインの統計が使

われます。 

柔軟性の 大の高い程度を慎重なデータのほとんどどんな評価にで

も提供している間、オンラインでオフラインの処理へのこの分離は実

際の生産サイクル時間を 小限にしておきます。 

オフラインの統計学は、オンライン測定値の間、格納されたデータに

基づきます。保存する 2種類は利用できます： 

 大まかなログファイル（DUT につき 1 本の線） 

 完全なデータベース（DUT につき 1つのファイル）。 

章が詳細は結果を保存しているのを見てください。 

Klippel QC は、全ての結果をコンパクトなバイナリ・ファイル（*.kdb）

に保存します。バイナリのデータは、テキストより非常に速く保存さ

れることができます。生産ラインのサイクル時間が短いならば、これ

は重要です。専用のツールは、結果をテキスト形式でアクセスできる

ようにします。あなたは複数のデータベースを調べることができます、

そして、選んでください、そしてそれは、輸出とプロセスへ復帰して

ください。出力フォーマットは広く可変ですので、Microsoft Excel

のような統計ツールへの輸入はなめらかで痛くないです。 

両方のファイル（大まかなログファイルと完全なデータベース）に格

納されるデータは、DBextract ツールを使用しているほとんどどんな

アスキー・フォーマットにでも引き抜かれることができます。 

DBextract は Klippel システムの有用性です。そして、輸出すること

が広く可変なテキストファイル（Excel、Matlab、アスキーその他）

に QC 試験結果を選んだと認めます。 

詳細な情報は、抽出ツールの別々のマニュアルで見つかることができ

ます。QC システムで来ることは、オンライン・ヘルプの一部、更に

は紙版の一部です。 

使用の若干のまっすぐな前の例は、そうです： 

 製作は、 後の週からの全ての SPL 反応データによる Excel シ

ート（csv ファイル）です。 

 後の 1000 の DUT からインピーダンス・カーブ、Re 価値と fs
価値の基盤で Matlab 互換性を持つデータ・ファイルを作るこ

と。 

 響き頻度対慎重な温度と湿気のExcelを使用しているチャート

を作成すること 

 Cpk/Ppk の相互関係は、時間、日付、バッチ、オペレーター、

その他で起こります。 

 

この技術は測定の後、全てのデータにアクセスするために許しますの

に、他の QC システムでは、記録されたデータの内容は前もってセッ

トアップ・パラメータとして定義されなければなりません。 

 

私自身の統計学を実行すること 
 

複雑な統計プログラミングのためにも、2 つの基本的アプローチは、

有効なままでいます： 

処理のためにデータを

引き抜くこと 



 

KLIPPEL QC システム 統計は（125 

オンライン統計学（上の章を見ます）は、QC システムのプログラム
可能なバージョンを使って、簡単に実行されることができます。これ

は Scilab 高水準数学言語でされることができます。そして、それは

非常に強力な図書館を統計機能に提供します。 

しかし、これはそれらのアプリケーションに制限されなければならな

くて、生産ラインへのフィードバックが必要であるというオンライン

/本当の時でした。 

オフラインの統計は Excel、MatLab、Scilab または Klippel マット・
モジュール（研究開発システムの一部）のようなさえ統計評価を提供

するどんなプログラムでもその他によってインプリメントされるこ

とができます。データ抽出物ツール DBextract を使用して、どんな成

績でもほとんど任意のアスキーファイル・フォーマットで保存された

大まかなログファイルと登録商標のデータベースから引き抜かれる

ことができます。 

また、章が上記の処理のためにデータを引き抜いているのを見てくだ

さい。 

注意してください：あなたは、考えを QC 標準システムに現在含まれ

ない特徴に、常に提供するかもしれません。それらは、将来のリリー

スに含まれるかもしれません。 
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基本的、標準の、プログラム可能

なバージョン 

バージョンの違い 
KLIPPEL QCシステムは、3つのバージョンで利用できます：基本的で、

標準で、プログラム可能なシステム。基本的システムは 1つの測定仕

事だけのテストを支持して、若干の基本的特徴だけを含んでおきます。

さらに、それは制限計算の 1台のリファレンス装置を取り扱うことが

できるだけである。しかし、それは下記のテーブルによって、さらな

る特徴でアップグレードされることができます。 

標準のシステムは、先進の Rub&Buzz 発見のためにメタ聴力技術でア

ップグレードされることができる完全な QC 測定システムです。 

プログラム可能なシステムは、さらに柔軟なカスタム化（次のセクシ

ョンを見ます）を許す高水準スクリプト言語を含みました。 

 

特徴： 基本的シス

テム 
標準のシス

テム 
プログラム可能

なシステム 

インピーダンス 含む 含む 含む 

SPL 含む 含む 含む 

Re、Fs、Qts 含む 含む 含む 

極性 含む 含む 含む 

T/S パラメータ 
選んでくださ

い。 
含む 含む 

THD 
選んでくださ

い。 
含む 含む 

こすってとガヤガヤ言って

ください（標準の） 
選んでくださ

い。 
含む 含む 

周囲の雑音監視 
選んでくださ

い。 
含む 含む 

複数のリファレンス DUT 

統計制限生成 
─ 含む 含む 

生産インデックス（Cpk、

Ppk） 
選んでくださ

い。 
含む 含む 

メタ聴力技術 
（含む障害と流行の標準） 

選んでくださ

い。 
選んでくださ

い。 
選んでください。 

リモート構成ツール 選んでくださ

い。 
選んでくださ

い。 
選んでください。 

高水準スクリプト言語 ─ ─ 含む 
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含む特徴が含んだ=は、選びます。入手不可能な=特集オプションの

─= 

プログラム可能なバージョン 
カスタム化のために努力を 小限にしておいている間、プログラム可

能なバージョンは も柔軟になっています。これは、供給することに

よって達成されます 

 特に QC 必要条件への選ばれた構築物 

 低限に処理されるデータの量を減らす方法 

 一般的な QC 問題を解決している図書館機能 

 テストの速度を上げるすでにdownsampledされた決意において

標準の結果（THD、Rub&Buzz、段階、大きさ、スペクトル、波

形）を提供するカーネルの獲得したデータの前処理 

 

バージョンがそうすることができるプログラマブルは、例えばほとん

ど QC システムのどんな特性でも修正しました： 

 獲得した測定データに基づくデータの計算のためのアルゴリ

ズム。 

 制限計算のためのアルゴリズム 

 オペレーターとエンジニアのためのユーザ・インタフェース 

 どんなフォーマット（基礎を形成される二進数またはテキス

ト）でものデータの出力 

 データ（色、スタイル、軸その他）の視覚化 

プログラム可能なバージョンに関する詳細な情報は、プログラマー・

マニュアルで見つかることができます。 

プログラミングの背景 

何が修正されることが

できますか？ 

詳細な情報 
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ハードウェア 

セットアップと構成 
Klippel QC システムで 初の測定を実行するために、セクションは
じめにをリファレンスしてください。そこで、標準のルーティングと

PC-接続は、説明されます。このセクションでは、あなたは背景情報

と強化された使用に関する詳細を見つけることができます。 

基本的に、生産アナライザーは、アナログ部品だけでなくどんなマル

チメディアの器材（USB 拡声器または USB ヘッドセット/マイク）で

もテストするのに用いられることができました。しかし、それが使う

標準の構成で、firewire（IEEE1394）は QC ソフトウェアにマイクロ

ソフト・マルチメディア・システムによってデジタル・データを供給

している広告/ＤＡコンバータ（Phase24FW）の基礎を形成しました。 

正確さの較正/チェック 
完全なシステム較正は 3つの部品から成ります。そして、それは異な

る時間間隔で実行することを要求されます： 

 

較正 推薦された間隔 確かめること 

マイク 毎日 ― 毎月 ―  Pistonphon 

アンプ/内臓較正 毎月である あらゆるスター

トアップの自動

検査 

電圧/電流センサ 24 ヵ月 顧客サイトで利

用できない 

 

生産アナライザー較正は、内蔵のリファレンス信号発生機を使ってい

るアナログ in-と出力を調整します。それも、マイクロソフト・マル

チメディア・システムで in-から出力とその逆までデジタル・バイパ

ス・ルーティングをチェックします。 

in/outputs を調整した後に、それはアンプ増加と highpass 特徴を測

って、全ての見つかるルーティングの獲得を保存します。それは、両

方の話者チャンネル（話者 1と 2）に、常に両方の出力（OUT1 と 2）

からの利益について調べます。 

デフォルトで、出力 OUT1 はアンプに接続しているのに用いられます。

そして、それは異なる増加で両方の話者チャンネルをドライブするか

もしれません。プログラム可能なバージョンを使って、十字相互関係

寸法その他のような先進のテストのために出力 OUT2 を使うことは、

可能です。 

生産アナライザー較正 
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注意してください：あなたのパワーアンプがシステムに接続している

ことを確認してください！ 
セクションはじめに/ハードウェア・インストールにおいて解説され

るように、較正プロセスのために、同じ配線計画が使われなければな

りません。 
少しも重要にしないでください、そしてそれは、話者チャンネルが

終的なアプリケーションで使われます、両方のチャンネルは較正プロ

セスのために必要です。 

QC-Start・ツール精選品を使用して、メニューから生産アナライザー
を調整して/調整してください。メニュー入力が使用不能ならば、あ

なたはエンジニア・モードで QC-Start・ツールを始める必要があっ

て、セクションがプロジェクトを組織しているのを見ます。 

 
特別な較正テスト・シーケンスは、始まります。下記のステップに従

ってください。 

1. QC エンジニアとしてログインしてください 
 

 
 

2. 進行中の新聞は、ユーザ・インタフェースのボタンを「調整し

ます」 
 

3. 失敗した較正の場合には、大まかなウインドウについての指示

に従ってください。あなたが指示を見ないならば、指示を表示
／隠すために、ここの関連クリックをクリックしてください。

持続的な問題の場合には、support@klippel.de に連絡してくだ

さい。 

4. 較正データは、成功した較正の後、自動的に格納されます。 

 
5. 新聞は、QC-Start・ツールに戻るために「出ます」。 

6. 自動的に出ないならば、dB-研究室を閉鎖してください。 
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注意してください：システムも調整した後に、入力は再調整されます、

このように、マイク入力増加は変わったかもしれませんでした、した

がって、常に、マイクの較正は生産アナライザーを調整した後に要請

されます。 

あなたは、有効な較正を後ほどチェックするかもしれません「確かめ
ます」ユーザ・インタフェースからのオプション。このモードでは、

あなたはパラメータ（タスク・リストでスタート仕事を選んで、パラ

メータ・リストでパラメータ精度を編集します）の正確さをチェック

することに対する抵抗力も調節するかもしれません。それは、デフォ

ルトで 0.5%にセットされます。 

 
 

アンプ増加の探知は、生産アナライザー較正（上記リファレンス）の

一部です。 

注意してください：較正の間、パワーアンプの獲得は、降ろされた状

態で測られます。特に低いインピーダンス・ドライバーをテストする

とき、DUT 終端の成し遂げられた電圧はアンプの有限出力インピーダ

ンスによる指定された目標電圧よりかなり少ないかもしれません。こ

れらのテストが金色の単位に対して相関的な時からこれが QC テスト

のためにほとんどの場合重要でないけれども、それは覚えておかれな

ければなりません。 
全てのインピーダンス仕事で、テストの出力電圧が指定された電圧の

下の 10%であるならば、警告は発生します。 

精密なテスト・レベルが必要ならば、実際の慎重な電圧は同一のレベ

ルと刺激信号でインピーダンス仕事を使ってチェックされなければ

なりません。大まかな結果窓を開けて、実用テスト信号の平方二乗平

均とピークの電圧を見るために、関連「信号特徴」をクリックしてく

ださい。 

 

 
 

アンプ増加 
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上の例に、4%の電圧低下が、ドライバー・ターミナルに指定された

1V から慎重な 0.96V まであります。 

 
マイク較正は、pistonphone を使うか、データシートから手で感度を

指定して実行されることができます。 
マイク較正のために、pistonphone/音口径測定器は、絶対で正確な結

果を成し遂げると強く勧められます。マイクの指定された敏感さは、

かなり通常温度と圧力によって異なります。 

注意してください：SPL を測っているどんな届けられたテンプレート

/仕事のためにでも、両方のマイク・チャンネル（MIC1 + MIC2）は、

調整されなければなりません！これは、2 つの場所でテストと同様に

周囲の雑音監視（オプションの）を許します。 
あなたが利用できる 1つのマイクだけを持っているならば、両方のチ

ャンネルの上でそれを調整してください。 

特別な較正テスト・シーケンスは、始まります。下記のステップに従

ってください。 

1. QC エンジニアとしてログインしてください 

 
2. 資産ページ仕事でセットアップ・パラメータを調節してくださ

い。 初に、較正モードを選んでください。 

3. 感度を指定してください： 
 
あなたが感度に入りたいと思うというのためにマイク（s）を

選んでください。データシートまたは第三者測定値から感度に

入ってください。それは 大限のレベルに入ることを常に要求

されます、マイクはクリッピングまたは過度の歪曲なしで測定

することができます。 
 

 

注意してください：使用不能で、選ばれたものでないマイク・チャン

ネルはマークされます。これは、はっきりと禁じられているマイクに

特定の目的に使用を見込みます。 

OR 
Pistonphone を使ってください： 

マイク較正 
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マイク・チャンネルを選んで、常に 大限のレベルに入ってく

ださい、マイクはクリッピングまたは過度の歪曲なしで測定す

ることができます。また、pistonphone/口径測定器のテスト頻

度とリファレンスレベルに入ってください。あなたは、 高の

SNR を確実にするために高い/低い入力信号を取り扱うために、

アナログ入力増加を指定するかもしれません。 

 
それは、マイクがクリッピングまたは過度の歪曲なしで測定す

ることができる 大限のレベルに入ることを常に要求されま

す： 
 

マイク・タイプ マックス。ピーク

のレベル 

MI 17 125dB 

MI 17hl 135dB 

40BE/26CB 165dB 

 
  

4. 押す調整するコントロールパネルからボタン。 

5. あなたが後で使うかもしれないマイク較正の有効性をテスト

するために確かめるコントロールパネルから機能。確認のため

に、パーセントの正確さは、指定されることができます。（測

定だけのために。） 

6. あなたが可能にするかもしれない特性が詳細がSNRを得ること
を示すという信号をチェックするために、頭上スペースと RMS

は、価値を入力しました。反応スペクトルと波形は、結果チャ

ート 1と 2 つの resp.で評価可能です。（測定だけのために。） 

7. 失敗した較正の場合には、大まかなウインドウについての指示

に従ってください。あなたが指示を見ないならば、指示を表示
／隠すために、ここの関連クリックをクリックしてください。

持続的な問題の場合には、support@klippel.de に連絡してくだ

さい。 
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8. 較正データは、成功した較正の後、自動的に格納されます。 
 

 
9. 新聞は、QC-Start・ツールに戻るために「出ます」。 

10. 自動的に出ないならば、dB-研究室を閉鎖してください。 
 
線入力が聴覚のテストのために外部のマイク電力供給で使われるこ

とができます、あるいは、彼らが電気テスト（例えばフィルタ特徴）

のために使われることもできます。このモードでは、0dB は、1V と一

致します。 

電気テストのために線入力を使って、マイク較正を使って、以下のパ

ラメータをセットします： 

 

1. 感度に入るために、較正モードをセットしてくださ

い 
2. 選ばれた外部の電力供給またはユーザーは、マイク

を選びました 
3. チェックの LineX－絶対の。 

 
 
ハードウェア較正は、Klippel と許可された卸売業者だけによってさ

れることになっています。必要ならば、生産アナライザー単位を提出

してください。ハードウェア較正は、ファームウェアのセンサー較正、

気候的なテストと 新版から成ります、そして、/またはハードウェ

ア適用できるならば。 

注意してください：24 ヵ月の較正間隔は、測定システムの正確な活

動を確実にすると勧められます。 

線入力に関する電気テ

スト 

ハードウェア較正 
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しばしば Q1.How、ハードウェア較正は実行されなければなりませ

ん？ 
A1：2 年の期間は、推薦されます。それと QC-Start・ツール（セクシ

ョンがプロジェクト/QC-Start・ツールを組織しているのを見ます）

から動くことができる生産アナライザー較正を、混ぜ合わせないでく

ださい。 

 

Q2：何が、正確に生産アナライザー較正の間、計算されることになっ

ていますか？ 

A2：内部の高い精密なシグナル・ジェネレータを使って、コンバータ

と入り組んだウインドウ・ソフトウェア・ミキサーの入出力感度は、

調整されることができて、顧客サイトでチェックされることができま

す。これは、毎月の期間にされなければなりません。それは、この較

正のためにハードウェア単位を提出することを要求されません。さら

に、アンプ増加と高いパス特徴は、測られます。生産アナライザー較

正は、Windows ソフトウェア・ミキサー・システムの範囲内で、また、

デジタル・フィードバックループについて調べます。 

それは、現場での較正です。 

 

Q2：何が、正確にハードウェア較正の間、調整されることになってい

ますか？これは、まさに生産アナライザー・ハードウェアかまた、測

定 PC ですか？ 

A2：全てのセンサー入力からデジタル入力流（コンバータ、マルチプ

レクサその他を含む）への全ての移動機能は、調整されます。また、

内部のリファレンスシグナル・ジェネレータは調整されます。これは、

生産アナライザー較正のための基準信号です。その較正のために、測

定 PC は、必要ではありません。 

それは、離れた較正です。 

 

Q3：マイク較正はどうですか？ 

A3：マイクは、SPL から pistonphone を使っているデジタル入力まで

全チェーンを評価するために、別に調整されることができます。これ

は、Klippel にシステムを送る必要なしで、顧客サイトでされること

ができます。 

より高いバリエーションが生産サイトで起こるならば、このマイク較

正は温度と湿気に依存して、毎日またはよりしばしばさえされなけれ

ばなりません。 

マイク較正は、単に QC-Start を使って始められることができます。 
 

Q4：顧客場所でハードウェア較正を実行するという可能性が、ありま

すか？ 

A4：単位の量に従い、Klippel が全ての器材で専門家を較正を取りに

行かせるかもしれないです。しかし、ハードウェア較正が Klippel

でされるとき、システムはチェックされる（倍速 24h の）長期でもあ

ります。 

ハードウェア修正の後、全ての単位は、 高 55°C まで 8時間の暖房

サイクル・テストを受けます。 

これは、顧客場所で可能ではありません。 

 

較正に関するＦＡＱ 



 

KLIPPEL QC システム ハードウェアは（137 

Q5：標準の較正研究所の中で単位を調整することは、可能ですか？ 

A5：いいえ、残念なことに、特別なハードウェアは、単位を調整する

ことを要求されます。 

 

Q6：あなたは、元を確かめることができることチャートをあなたの較

正に提供しますか？ 

A6：はい、ドイツ（DKD/PTB）で も高い較正標準の較正標準への元

を確かめることができること証明書は、請求次第届けられることがで

きます。 

 

 

ファームウェア・アップデート 
2 つのハードウェア単位が、基本的に、独立したファームウェアがあ

る生産アナライザーにあります。両方のファームウェア版は、インス

トール・プロセスの間、チェックされます。新しいファームウェア版

が必要ならば、インストール・プロセスはあなたを対応するツールへ

案内します、そして、指示はされます。 

注意してください：インストール手順の外でファームウェアをアップ

デートしないでください。これは、完全なシステムを実施不可能にす

るかもしれません。 

 

アクセサリー 
いくつかのマイクは、Klippel から入手可能です。全ては、ICP 電力

供給（別名 IEPE または Deltatron）を持ちます。 

マイク・タイプ 感度 マックス。ピ

ークのレベ

ル 

MI 17 50mV/Pa 125dB 

MK250+MV201 
（セットされるプロ

のマイク） 

50mV/Pa 135dB 

MI 17hl 10mV/Pa 135dB 

40BE/26CB 2mV/パパ 165dB 

詳細は、仕様 A4  ― マイク ― をリファレンスしてください。 

注： 
外部の電力供給が使われるならば、線を使うことは高い分極化電圧

（200V）による condensor マイクがつながれるかもしれないのと同じ

くらいよくまた、幻のパワード・マイクを入力します。 

また、第三者マイクが、Klippel QC システムで使われることができ

ます： 

 ICP は、マイクを動かしました（供給流（3mA） 

 外部の電力供給（顧客によって提供されるために）による他の

全てのマイクは、生産アナライザー・ハードウェアの線入力に

接続していることができます。 

 注意してください：幻のパワード・マイクが、線入力で直接使

われることができません！さらなる電力供給は必要です。 

マイク 
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仕様 A4  ― マイクと H4 QC 生産アナライザー詳細は ― を見てくだ

さい。 

テスト、単純な足または他の手動スイッチを始めることは、使われる

ことができます。それは、始まるためにどんな終わりのスイッチにで

も接続していることができるオプションの利用できるスイッチ・イン

ターフェースを使用すると勧められます。 

注意してください：I/O コネクタでスタート・ピン 7を地面（ピン 1）

に接続することは、テストを始めるために使われることができます。 
外部回路に接続しているならば、TTL 互換性を持つ論理は確実にされ

なければなりません。 

 

追跡環境生産状況のために、温度と湿気のための外部センサーは、任

意に利用できます。センサーは I/O ポートに接続していなければなら

なくて、入力 2 と出力 4 を使います。両方のこれらの信号が他のどの

外部の使用のためにも使われなければならないというわけではあり

ません（そして、出力で提供されません）。 

センサーが生産アナライザーに接続しているけれども、それは港だけ

を使いません。他の全ての I/O 線が使われることができます。そして、

単にセンサーの D-サブ出力を使います。 

注： 
センサー・ハードウェアがなければならない 1.は、生産環境で代表

的な場所で固定しました。動力アンプとコンピュータに近づかないで

ください。絶対温度が必要かどうか調べている生産と同じ高さのまわ

りに、センサーを中に取り付けてください。 
2.は、直接常に温度/湿気センサーを生産アナライザーに接続します。

中間に他のどの周辺装置も輪で囲まないでください。 

多重チャンネル・アプリケーションのために、4種類のマ

ルチプレクサ・ハードウェアは、利用できます： 
 話者マルチプレクサ（Speakon コネクタ） 

 各々のチャンネルのための ICP 電力供給によるマイク・マルチ

プレクサ 

 XLR 入力マルチプレクサ 

 XLR 出力マルチプレクサ 

全てのマルチプレクサは、非常に信頼できる専門の relais とコネク

タを備えています。彼らは、生産アナライザー・イオ港のそばでコン

トロールされることができます。 

全ての mux ハードウェアが、一つの 8つの x 1 または二重 4 つの×1

つのモードで使われることができます。仕様 A8  ― マルチプレクサ
詳細は ― を見てください。 

 
 
バーコード読者は、シリアル番号または生産コードにざっと目を通し

て、結果にこの番号を記すことに慣れていることができます。標準と

基本的バージョンで、易しいざっと目を通されたひも（ラインフィー

ドによって終了される）が、シリアル番号として使われます。プログ

ラム可能なバージョンを使って、どんな情報でもバッチ番号、日付、

タイプその他のようなざっと目を通された糸から引き抜くことは、単

純です。 

Footswitch 

温度と湿気センサー 

マルチプレクサ 

バーコード読者/プリ

ンター 
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プリンターがコマンド・ラインを使って制御されることができる限り、

プログラム可能なバージョン内からバーコード・ラベルを印刷するこ

とは可能でもあります。 

キーボード・アクションを模倣するどんな読者でも、QC システムで

使われることができます。 

I/O コネクタ 
テストを始めるために、少なくとも 20ms スタート・ピン 7を I/O コ

ネクタの基本のピン 1に接続してください。 

ピン番号は一致します標準の D-サブ 25。 

キーワード OPTO は、オプトカプラを使っている直流電気よって

discoupled された港を示します。これらの in/outputs のために、外

部電源は必要です！詳細はハードウェア仕様を見てください。I/O ポ

ートを使うための例は、下で挙げられます。 

名前 ピン Dir 説明 

ログ

イン 
18 外で

ある 
高いユーザーがログインするならば、 
（基本のピン 1 または 6 に refered される） 

始め

てく

ださ

い 

7 中で 立ち上がりエッジ（寛容なスパイク）の 20ms 後

に、始めてください 
（基本のピン 1 または 6 に refered される） 

州 13 外へ

OPTO 
やあ：テストは運んでいます 
見よ：システムは怠惰なモードにす。そして、

スタートを待ちます、 
（地面への refered は 12 にピンでとめます。そ

して、終わりと共有されます） 

終わ

り 
25 外へ

OPTO 
やあ：終えられる（期間：100ms）テスト 
見よ：他に 
（地面への refered は 12 にピンでとめます。そ

して、州と共有されます） 

結果 24 外へ

OPTO 
やあ：パスされるテスト、 
見よ：テストは失敗しました、そして、テスト

の間に 
（地面への refered は 23 にピンでとめます。そ

して、外へセンサーと共有されます） 

外へ

セン

サー 

11 外へ

OPTO 
温度と湿気センサーのために予約されています 
（地面への refered は 23 にピンでとめます。そ

して、結果と共有されます） 

中で

セン

サー 

19 中で 温度と湿気センサーのために予約されています 

使わ

れま

せん 

5,17 
4,16 
3,15 
2 

外で

ある 
プログラム可能なバージョンの可変な出力 

使わ

れま

せん 

10,22 OPTO

中で 
プログラム可能なバージョンの可変な入力 
（commen 地面ピン 9 に refered される） 

使わ

れま

せん 

21,8 OPTO

中で 
プログラム可能なバージョンの可変な入力 
（commen 地面ピン 20 に refered される） 

力 14 PWR +5V の論理供給電圧。 大。流れ：50mA 

地面 1,6 PWR デジタルシステムは回りました、アナログ回路

の用途または光連結 I/O をしないでください！ 

スタート・スイッチ 

ピン説明 
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光連結 in-と出力は、生産アナライザーと外部ハードウェアの間の強

い障壁を提供します。しかし、力がこのバリアの向こうに運ばれるこ

とができない時から、これらの in-と出力は機能的な外部の力を必要

とします。 

 

optocoupled された入力、出力とスタートボタンのための推薦された

回路： 

 

 

 
 
イオ-テスターは、それが使われることができるアクセサ

リーです 

タイミング 

光連結 In-/出力の接続 

イオ・テスター 



 

KLIPPEL QC システム ハードウェアは（137 

 手で、生産アナライザーの GPIO コネクタで、デジタル in-と

ouputs を読んで、セットしてください 

 提供する全てのIOsのためにopto-decouplingして完全である 

 プログラム可能な QC 版を使っているオートメーションのため

にソフトウェアを連結することを開発してください。 

 
詳細は、仕様 A6  ― QC アクセサリー ― をリファレンスしてくださ

い。
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パフォーマンスを 適化すること 

概要 
 
システムを 適化する前に、章テスト構成の熟読は、システムを使用

しているいくらかの実際的な経験と同様に、強く推薦されます。 

この章は段階的なガイドでなくて、テストの速度と信頼性を増やすこ

とに関する価値ある情報を伝えます。それは、正しい位置に置かれる

処置です。しかし、若干の事実は、一般に使うことができます。 

SPL テスト 
 

QC テストのために、正常なマイクを選ぶことは、非常に重要です。

完全な入力信号範囲は、原理の下の 80-100dB であるかもしれない

も小さな失敗を見つけるのに用いられなければなりません。したがっ

て、マイクはそうしなければなりません 

- とまる（警告は発生します、マイク 大 SPL が評価するもし

もは較正の間、正しく指定されました）。 

- 十分な出力を提供しなければなりません。推薦された感度は

そうです 

ドライバー・タイプ 感度 

サブウーファー 2mV/パパ（ボックスの非常に高い圧

力） 

ウーファー、ツィーター、ミッドレ

ンジ 
2mV/パパ－10mV/パパ箱サイズとテ

スト・レベルに従う 

ヘッドホン（マイクロ拡声器） 10mV/パパ－50mV/パパ 

利用できるマイクのためにセクション・ハードウェア/アクセサリー/
マイクをリファレンスしてください。 

生産環境のテストのために、生産雑音を保護するためのテスト構内は、

強く推薦されます。特に一般的に Rub&Buzz テストのために、箱は必

要です。 

1. Rub&Buzz を周囲の雑音発見でテストするとき、生産雑音の箱

減衰は知られていなければなりません。デフォルト値が使わ

れるかもしれません、しかし、よく造られた構内は 15dB のデ

フォルト値よりかなり良い隔離をするかもしれません。下記

の箱減衰カーブの測定値の手続きを見つけてください。 

2. 箱の内側の圧力は、自由空気でより非常に高いです。マイク

範囲の中で圧力を保つことは、重要です。 大限の圧力がマ

イク較正の間、正しく指定されたならば、マイク制限を上回

マイク選択 

測定ボックス 
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るとき、警告はされます。テスト・ボックスの内側の圧力の

評価のために、セクション付録に言及します∥/ 大限の
SPL. 

 
周囲の雑音発見で困難なとき、それは知っているために、重要です（生

産雑音が確実に、生産雑音に起因するドライバー・テストへの可能な

影響を予測するために箱構内によって非常に減らされる方法）。 

基本的に、Nearfield マイク（MIC1）への周囲の雑音マイク（MIC2）

からの移動機能は、測られなければなりません。残念なことに、ドラ

イバー自体が遮蔽の一部である時から、箱減衰はシステムの刺激とし

てドライバーを利用して測られることができません。とても外刺激は

必要です。高水準、幅広いバンド・ノイズは、手をたたくことによっ

て、簡単に発生することができます。ドラムス、カスタネットまたは

他の打楽器は、すばらしくもあります。 

 

以下のセットアップは、箱構内対頻度の減衰を測るために必要です： 

 

MIC 1 / Line 
(Nearfield) 

MIC 2 
(Ambient Noise)

 1m 

Test Box (Enclosure) 

> 2m 

 
 

 

箱減衰を計算するために、ステップに従ってください： 

1. エンジニア・モードで QC-Start・プログラムを始めてください。 

2. 表示メニューから例フォルダを開いてください。Windows 探検

家窓は開けられます。 

3. データベースを選んでください 
BoxAttenuation.kdb と倍はそれをチャンネルを変えます。dB-

研究室は始まります。 
率直なプロジェクト・ダイアログが現れるならば、OK で確かめ

てください。 

箱減衰カーブを得る方法 



 

KLIPPEL QC システム 付録  166 

4. マウスで QC 活動を選んで、それを緑の矢アイコンのクリック

で始めてください。 

Select

Start 

 
5. ログイン通常通り。 

6. 重要でないけれども、デフォルト値があまりに高いならば、レ

ベルを調節してください。テスト掃除レベルは測定に影響を及

ぼしません、それはモニタリングだけに賛成です。測定を実行

してください。 
 

7. 制限計算モードを起動させてください。 

8. 外刺激なしで 初の測定をして、このテストのために生産雑音

を 小にしようとしてください。マイクが類似した感度を持つ

ならば、周囲の雑音と Rub&Buzz カーブは非常に間近です。 

 
9. 外部の雑音で第 2の測定を実行してください。 も簡単な方法

は、あなたが測定値の間、非常に大きく、そして、速く手渡す

（1秒のおよそ 3）拍手に合わせてあります。 

10. 警告を無視してください：雑音によって腐敗する測定。はいに

データを保つよう迫ってください。 

11. 現在、あなたには2セットのデータがあります。第2のものは、

Rub&Buzz カーブ（黒いカーブ）の雑音階より上の少なくとも

20dB でなければなりません。 
その距離（赤い回られた点）を持たない点は、有効であると思

われてはなりません。 
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Box Attenuation
20dB 

20dB above Noise Floor

 
 

12. 周囲の雑音は、箱の中に測られる Rub&Buzz 信号より高くなけ

ればなりません。外部の雑音の減衰（遮蔽）は、違い（赤い矢）

です。 
第２セットの隔たりを読んでください。この例では、それは

20dB くらいで多少一定です。 

13. ログアウトと近い dB-研究室。 

14. あなたの現在のテストドライバーを QC-Start を使わせ始めて

ください。ログイン通常通り。 

15. 制限計算モードを起動させてください。 

16. マイク選択を習慣にセットして、フィールド遮蔽に減衰価値

（または、カーブ、もしもは要求しました）を入れてください。 
 

 
17. この例では、価値は全ての頻度（*は、「全ての頻度」を表し

ます）のために一定です。あなたは、カーブも指定するかもし

れません 
frequency1 attenuation1 
frequency2 attenuation2 
… 

18. あなたの規則的な仕事を続行してください。 

注意してください：それは良い実行です。そして、この減衰

characteristcs をテキストファイルに保管して、遮蔽パラメータに
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クリップボードによってそれを輸入します。 
ちょうどテキストファイルと使用の CTRL-A と CTRL-C を押すから、遮
蔽のための編集ダイアログのクリップボード・ボタンは、評価します。 

 
価値が指定されないならば、以下のテーブルは頻度範囲の良い出発点

であるかもしれません。96kHz のサンプル頻度を使って、あなたは

高 40kHz を計るかもしれません。サンプル頻度の上で、部門のユー
ザ・モード/エンジニア/資産ページ仕事/音装置とサンプリング・レ
ートをリファレンスしてください。 

テーブルの価値は、指定されたドライバー・タイプのテンプレートの

使用です。 

 

ドライバー・タイプ 始めてください[Hz] 停止[Hz] 

サブウーファー 20 200 

ウーファー 20 1000 

ミッドレンジ 50 2000 

ツィーター* 200 20kHz 

ホーン・ドライバー* 400 20kHz 

Mircospeaker * 200 5kHz 

ヘッドホン* 20 20kHz 

Xmax が低周波で犯されないと確信する*製造 

注： 
音圧測定のための頻度範囲は、強く 終的なアプリケーション（クロ

スオーバー、その他）に依存して、望ましい働く範囲によって決めら

れなければなりません。高さから低周波まで掃除しないでください。

掃除方向で、また、セクション・テスト構成/テスト信号/SineSweep/
掃除方向を見てください。 

 

 
音圧仕事のために、 も臨界測定値は、Rub&Buzz 欠陥発見の信頼性

です。このように、それは whith な若干の（？10）重要な DUT を典型

的にすると強く勧められます大部分の可能な（知られている）徴候を

見つけて、カバーするのが難しい欠陥（Rub&Buzz、THD、…）。さら

に、DUT（それはＯＫであることを知られています）がリファレンス

装置として必要です。手動掃除を使っている聞いているテストによっ

て彼らをチェックすることは、良い実行です。 

適化は、基本的に測定時間と刺激レベルを危険にさらすことです。

以下のシーケンスは推薦されます： 

1. Rub&Buzz パラメータ（タイプしてくださいと、Rub&Buzz 

Highpass が命令します）をセットしてください。 
安定したデフォルト値は、対応するドライバー・タイプのテン

プレートで、常にセットされます。 

2. まだ指定されないならば、レベルを調節してください。 

3. 速の生産テストを得る測定時間を 小にしてください。 

大部分の敏感な Rub&Buzz 発見のメタ聴力テクニックは、Rub&Buzz セ

ッティングによって自動的に調節されます。メタ聴力の特別なパラメ

ータが、ありません。 

頻度範囲 

Rub&Buzz 発見を 適化

してください 

どのように、RBZ パラメー
タを調節するために？ 
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レベルと時間を 適化する前に調節されなければならない Rub&Buzz

発見の 2つの専用のパラメータが、あります： 

1. Rub&Buzz 高いパス命令 

2. Rub&Buzz タイプ 

 

典型的 Rub&Buzz 欠陥は、原理、更にはより少ない 40-60dB（そして

和声学と THD）よりレベルで少ない 80-100dB です。 

具体例のために下記のグラフを見てください。 

Rub&Buzz 欠陥を分析するために、これらの非常により高い構成要素

の固有のマスキングを避けるために彼らを原理と和声学から切り離

すことは、重要です。 

高いパスを使うことは、基礎で下の順序和声学を抑える非常に効率的

な方法です。良い拡声器で、倍音は速く命令で腐敗します。 

不完全な拡声器で Rub&Buzz の徴候が離脱すること全部の頻度範囲

（赤い）以上のそのエネルギーを広げる。Rub&Buzz を使うことは和

声学（欠陥の暴露された情報を持つ）がより低い順序和声学から切り

離されることができますというより高い命令を通過します、情報は欠

陥である覆い隠す（高いパスの起こってください、範囲は青い線で跡

がつきました）。 

frequenc

SPL

frequency

Fundamental

Harmonics 

Symptoms of 
Rub&Buzz 

Result of High Pass 

 
 

順に Rub&Buzz 高さの、markes に Rub&Buzz 発見のために使われる

も低い和声学を渡してください。これが原理（追跡フィルタ）の頻度

と関連していて一定でない点に注意してください。 

頻度（調和的で非和声的な）を離れたカットより上の全ての頻度が、

合計されて、Rub&Buzz 発見のために使われます。 

 

 
以下のドライバー・タイプによると、典型的高いパス・パラメータが

使われなければなりません： 

 

ドライバー・タイプ 高いパス命令 

サブウーファー 20 

ウーファー 10 

ミッドレンジ 10 

ツィーター 6 

ホーン・ドライバー 10 

Rub&Buzz 高いパスは、何
ですか？ 

Rub&Buzz Highpass順序を
調節してください 
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Mircospeaker 6 

ヘッドホン 6 

 

命令が正しくセットされるならば、以下の部門は個々のセッティング

の説明に賛成でチェックです： 

Rub&Buzz 欠陥のない良いドライバーの例はここにあります。そのと

き、Rub&Buzz 順序は変わります： 

- 命令があまりに高い（例：緑カーブ、第 25 の命令）

ならば、Rub&Buzz 反応は雑音床（平らな特徴）に

よって支配されます。Rub&Buzz 欠陥からのとても

価値ある情報は、高いパスによってカットされるか

もしれません。 
- 命令が正しいならば、Rub&Buzz レベルは雑音床（オ

リーブ・カーブ、第 10 は注文します）より上のお

よそ 10-20dB です。 
- 命令があまりに低いならば、あまりにたくさん

Rub&Buzz レベルを覆い隠す、中止と moter 非線形

性（それは、良いドライバーでまた、inherenent

です）から始まって、普通の和声学。それほど小さ

な rub&Buzz 欠陥は、この高水準のために見つけら

れないかもしれません。 

KLIPPEL 

50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

4*101 6*101 8*101102 2*102 4*10 2 6*10 2 8*10 2 

5th order 

10th order

25th order 

Fundamental 

 

10-20dB 

 

概要：Rub&Buzz 高いパスの順序のための良い価値は、雑音床より上

の 10-20dB である Rub&Buzz カーブのそばで特徴づけられます。 

 

 

上のセクションで説明されるように、Rub&Buzz 発見は慎重な SPL ス

ペクトルの特定の範囲に基づきます。高いパスを通過している全ての

エネルギーは、典型的 Rub&Buzz ピークを元に戻すために、時間領域

に変わります。 

Rub&Buzz 発見の種は、方法（回復する時報信号を評価する方法）を

特徴づけます。 

ピークは、選ばれた決議に従って も高い瞬間的な価値を提供します。

これは、非常に短いクリックと遊離した分子によいです。これは、周

囲の生産雑音に敏感です。ピークの方法を使用するとき、よく保護さ

れたテスト室または箱は非常に推薦されます。 

Rub&Buzz タイプ 
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平方二乗平均は、決議によって定義される間隔に、平均エネルギーを

提供します。これは、コイルの重いすり写しのような広いバンド欠陥

によいです。平方二乗平均計算の平均的影響のために、それはピーク

の方法ほど、敏感ではありません。 
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概要：ピークに達することは、Rub&Buzz タイプをセットすると勧め

られます。欠陥発見がより敏感であるこのセッティングで、そばに例

えば引き起こされる非常に短いクリックしている音は小片を失いま

す、あるいは、ワイヤーは打ちます。 

 
指定されないならば、 大の刺激電圧は 適化されなければなりませ

ん。このレベルは、DUT に損害を与えることなくできるだけ高く選ば

れなければなりません。 

 それは、高い遠足で DUT を動かして、このように相当な調和的な歪

曲と全ての可能な Rub&Buzz 欠陥を起動させるのに必要です。 
レベルを 適化するために、以下のステップを使用してください： 

1. 始まる、レベルを除いて、知っている。 大指定された連続的

操作のレベルは、良い出発点です。 

2. 以下の限度のうちの 1つに達するまで、3dB のステップにおい

て慎重に電圧を増やしてください 

 大（THD）は、パス・バンド（下記の画像を見ます）の平

均音圧レベルの下のおよそ 15dB です（見つかるレベル 

 
 どんな DUT を固く制限することは、音響的に聞こえること

ができます 
（レベルを減らすか、響き頻度（セクションが下記のレベ
ル側面図を使っているのを見ます）以下で遠足を減らすた

めに、レベル・プロフィールを使ってください。 

大部分の臨界レベルを見
つけてください 
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 Rub&Buzz は、前の電圧ステップと比較してかなり変わりま

す（レベルを減らす 

注！ 
マイクの働く範囲が上回られないことを確認してください。セクショ

ンがパフォーマンス/SPL テストを 適化しているのを見る/頭上ス

ペースを調節するために 適の信号雑音比率（SNR）。 
マイクの 大の音圧が上回られるならば、マイク・タイプを変えるか、

より大きいテスト・ボックスを使ってください。 

適化されたレベルで良い単位をチェックすることは、良い実行です。 

1 つの選ばれた DUT（できれば、添付の箱同封物で）を聞いてくださ

い。QC システム（セクション・ユーザ・モード/演算子/マニュアル
が通り抜けるのを見ます）の手の掃除特徴を働かせてください。 
 

速度を 適化する前に、レベルは確実に不完全な DUT を見つけるため

に決められなければなりません。測定時間とレベルが強く相互に作用

しているけれども、それはレベル（それは、頻繁に指定されていもし

て、変化しもしません）から始めると勧められます。 

速度プロフィール 

全体的な時間を調節する前に、それは速度プロフィールをセットする

と勧められます。 

速度プロフィールは、全体的な測定時間を節約するのに用いられるこ

とになっています。頻度範囲は、通常 2つの地方に分けられることが

できます： 

1) 低周波地域、rub&buzz は欠陥でした起こる。この地域で遅い

速度を使うことは、可能な欠陥を興奮させるより多くのエネ

ルギーと時間を提供します。 

2) より高い頻度地方、rub&buzz は欠陥ではありませんでしたも

う起こる（置換が和声学が測定範囲の向こうにあるという非

常に低くてより高い命令である時から）。ここでは、一般的

に原理がこの範囲で測られるだけの時から、掃除速度はとて

も速くありえます。 

典型的寸法のために、それは速度プロフィールをセットすると勧めら

れます。そして、それは 5回、10 かける響き頻度より上により速い

です： 

speedProf =[ fstart 10・fs  1 
   10・fs  fstop  5] 
 

全体的な時間 

以下の手順は、 適全体的な速度を捜し出すと勧められます。 

1. 良い単位を見つけてください。慎重に彼らをチェックするため

に、手動掃除を使ってください。 

2. 小さくて 5-10 の不完全なドライバーを見つけてください、そ

して、激しく、見つけることは離脱します（大部分の批評的な

選択として）。 

3. 長い測定時間（5秒以上）から始めてください 

4. リファレンスとして良いドライバー（s）を評価してください。 

5. 限度を計算してください。そうする、ＯＫボタンまたはリリー

スを押す起動させるモード・ボタンを制限する。 

6. 不完全なドライバーをチェックしてください。 
失敗したので全てのドライバーが見つけられるならば、あなた

時間/用途速度プロフィ
ールを 適化してくださ
い 
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は測定時間を減少させるかもしれなく（半分にする）て、この

シーケンスを繰り返すかもしれません。 新の期間が不完全な

DUT がそうであった全てであったことを使う認める。 

注意してください：測定時間を減少させるとき、全ての欠陥のある装

置がこのように見つけられることはチェックにとって重要です。あま

り速く測定するとき、エネルギーがあまり小さい時から、可能な欠陥

は興奮していないかもしれません。そして、それはその欠陥を開発す

ることを要求されます。 

レベル・プロフィールには、2 つの主なアプリケーションがあります： 

- 機械的に制限することが現れるかもしれない（ツィーター、

ヘッドホン、microspeaker）ドライバーを保護すること 

- クロスオーバー反応をモデル化すること 

- 高周波でオペレーターを保護すること。Rub&Buzz 欠陥は低い

頻度でしばしば生じられますので、高水準はオペレーターに

より重要な仕事の聞いている資格を取っておくためにより高

い頻度で減らされるかもしれません。 

入力パラメータに関する詳細のために、セクション・テスト構成/テ
スト信号/SineSweep/レベル・プロフィールを見てください。 

良い Rub&Buzz テストのために、欠陥が基本的な信号の下のありそう

な 80-100dB であるかもしれない時から、完全な信号入力範囲を使う

ことは、重要です。その目的のために、プログラム可能なハードウェ

ア・アンプは、完全なスケール入力に近いアナログ入力信号を登りま

す。このように、欠陥を覆い隠している雑音床は、できるだけ低いで

す。 
 

SNR を 適化します： 

1. 典型的測定を実行してください 

2. 大まかな窓を開けて/選んでください 

3. 結果ウインドウ概要で関連ショー信号特徴（音圧）を拡大して

ください。テーブルは、録音された信号の信号特性で示されま

す。線頭上スペース入力 a.の価値を探してください。 

4. この価値は、-10 と-3dB（0dB は、完全なスケール入力と一致

します）の間でなければなりません。 
 
 

 
 
頭上スペース入力 A の価値を読んでください 

レベル・プロフィール

を使うこと 

適信号雑音比率

（SNR） 
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頭上スペースが-10dB より小さいならば、資産ページ仕事で入
力増加 1パラメータを調節してください。 
 
価値がこの範囲にないならば、以下の規則によってパラメータ

入力増加 1を調節してください： 
 
入力する腹筋（頭上スペースは 6dB、+を入力しました）が 1
つのパラメータを得ると付け加えてください。 
 
または、以下のテーブルを使ってください。入力増加範囲が-70

から+30dB まで制限される点に注意してください。 
 
 

頭上スペースは、Aを

入力しました 
増加 1を入力するために、

加わってください 

0dB（きわだった赤） 
（負担をかけられすぎ

る入力 

20dB 入力増加を減らしてく

ださい！ 

-6 0（Ok） 

-20 14 

-30 24 

-40 30（ 大。得る） 

 

 
5. 新しい測定値になって、頭上スペースをチェックしてください。

頭上スペースがまさる、-3dB、警告は発生します。 

注意してください：入力頭上スペースが 30dB 以下であるならば、そ

れはより高感度マイク（ヘッドホンと micropseaker テストのために）

を使うと強く勧められます。 
利用できるいくつかのオプションが、あります。 
また、セクション・ハードウェア/アクセサリー/マイクを見てくださ

い。 

 

 
SPL 仕事限度 
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このセクションではいくらかの短いコメントがセットアップに方法

を与えられること限度。限度が他の党によって指定されないならば、

これらは適用されなければならないだけである。 

 
制限計算モードを起動させて、一致されたパラメータを選んでくださ

い： 

Activate Limit 
Calculation mode to set 

li it   

 
 
 
意味がある頻度範囲だけで周波数レスポンスをテストしてください。

以下の推薦に従って頻度範囲を使ってください： 

 SPLav（DUT の通過帯域の平均音圧レベル）を決定するか、大

まかな結果ウインドウからレベルを読んでください。 

 fl（低い頻度）を決定します、そこで SPLav の下の SPL 低下

-10dB 

 fh（高周波）を決定します、そこで SPLav の下の SPL 低下-10dB 
 

 
 

変動する方法を使用して、シフト・マスクを直してください。それは、

もう少しバリエーションを許すために少しより高い頻度で制限を開

けると勧められます。 

 

周波数レスポンス 
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いいえまたは反応のほとんどスムージング以外があるならば、ジター

を適用しているカーブは狭いピークと落下で上に向かう限度を広げ

ると勧められます。 

 

セクションが構成/制限計算を検証するのを見てください。 

 
 
原理が雑音より上によいならば、和声学と THD のために、より高い頻

度でチェックすることは重要です。原理がかなりに腐敗したならば、

この頻度範囲における制限停止を働かなくしてください。 

 

デフォルトで、和声学/THD に適用されるスムージングがありません

ので、およそ 20%のジターをセットすることは推薦されます。これは、

ピークと落下のまわりで限度を広げます。 

 

限度を個々の和声学に適用するとき、それはより鮮明なグラフを持つ

ために視覚的に彼らを別れさせると勧められます。 

セクションが構成/処置と限度/和声学/THD をテストするのを見る/
視覚的に和声学を切り離す。 

 

変動する限度モードを使用するとき、それは床オプションを使用する

と勧められます。また、セクション・テスト構成/制限計算を見る/
床による限度を移す。これは、技術的な利益なしでとても少ない歪曲

値の取るに足りない変化のために、感度を減らします。床のための典

型的価値は、-40 の間です、そして、-60dB（0.1%－1%）。 

 

オプションは、制限セッティングが全ての調和的な歪曲（THD と個々

の和声学）の一般的なセッティングとして THD の制限セッティングを

使うのを許す THD で、セッティングを全ての和声学 availbale に適用

します。個々のセッティングが必要でないならば、これはかなりセッ

トアップを容易にします。 

 

Rub&Buzz 制限は、（従属する頻度）シフトによってリファレンスカ

ーブを移すことに基づいて計算されることができます。Rub&Buzz が

雑音が多い処置であるので、平均値を計算することは役に立ちません。 

したがって、Rub&Buzz だけのために、シフトは全ての慎重なリファ

レンス単位対頻度の 大値に適用されます。これは、比較的小さく（推

薦された価値は、およそ 6dB です）動くために頭上スペースを作るた

めに、また、許します。 

   )()( fShiftfRBzMaxfRBz REFDUTsLimit   

 

いかなる平均も発見小さくてあまり短い欠陥能力を低下させる時か

ら、Rub&Buzz のスムージング・パラメータがありません。 

そういうわけで、およそ 20%のジターをセットすることは、推薦され

ます。これは、ピークと落下のまわりで限度を広げます。特に

Rub&Buzz ピーク・モードを使用するとき、（セクションが上記の

Rub&Buzz 発見を 適化するのを見ます）広範囲なジターが使われな

ければなりません。 

 

THD、第 2の倍音、第 3の
倍音 

Rub&Buzz は、計算を制限
します 
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メタ聴力技術（孤立した欠陥歪曲 IDD）のための制限は、Rub&Buzz

制限に自動的に由来します。特別なパラメータは、メタ聴力のために

必要ではありません。 

 

インピーダンス 
 

インピーダンス仕事のために、測定時間の適切な選択の主な基準は、

インピーダンス・カーブの形です。短い測定時間は、2 つの方向で測

定値をそこなうことができます： 

 カーブは、あまりに騒がしいです 

 カーブは、DUT の定常状態振動を許さないまた短い測定時間

のために deformated されます 

その後、レベルは常に雑音と歪曲の間の妥協です。 

 テスト・レベルがあまりに低いならば、インピーダンス・カ

ーブは騒がしいです、そして、結果は再生可能ではありませ

ん。リファレンス DUT としてカーブを覆うために、制限モー

ドを使用してください。この場合、Re は安定していません！ 
 

Voltage too low  noise 
 

 
治療：増加レベル 
 

 テスト・レベルが高さにあるならば、インピーダンス・カー

ブはなめらかでもはありません、しかし、形は再生可能です。

この場合、Re は安定しているが、DC テストからそれているこ

とができます。 
 
 

Voltage too high  distortion 
 

 

適刺激レベルと時間

を見つける方法 
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治療：減少レベル 
 

 レベルが ok であるならば、カーブはなめらかで再生可能です。

この場合、全ての T/S パラメータの計算は、 適です。 
 

Voltage OK 
 

 
 DUT の線形範囲への電圧の縮小が直接通じるかもしれない若

干のアプリケーションで騒がしいインピーダンス・カーブま

たは不安定な Re（あまりに低い SNR）にゆがめる。この場合、

測定時間を増やしてください。 

 非常に速いテストのために、それは良い実行でもあります。

そして、測定時間の影響をチェックします。2つのテスト（目

標時間の間の 1と 10 年代の期間の間の 1）を実行してくださ

い。あなたはクリップボード（マウスでカーブを選んだ後の

CTRL-C）で 1つの結果をコピーするかもしれません。そして、

結果ウインドウにコピーされたカーブを第 2のテストとペー

ストにします。通常、この影響は、パラメータで重要ではあ

りません。 
 

 

注意してください：30 オームより上の名目インピーダンスによる DUT

のために、それはインピーダンス・カーブに下の雑音レベルを持つた

めにより高感度電流センサで生産アナライザー・ハードウェアの特別

な修正を使って、このようにより短い測定時間を許すと勧められます。 

頻度範囲は、響き頻度 fs が陳列されたグラフを 中のそのような方

法で選ばれなければなりません。これは、線形ドライバー・モデルか

ら理論上のカーブで慎重なカーブの良い部品のために必要です。以下

のセッティングは推薦されます。 

セットされたスタート：FS/10[Hz] 

セットされた停止：FS*10[Hz] 

頻度範囲 
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注：Le の正確な測定値要求します、停止頻度は、合っているインダ

クタンスのために高周波枝の十分な部分を測るために、20*Fs 以上に

増やされなければなりません。 

96kHz のサンプル頻度を使って、あなたは 高 40kHz を計るかもしれ

ません。サンプル頻度の上で、部門のユーザ・モード/エンジニア/

資産ページ仕事/音装置とサンプリング・レートをリファレンスして

ください。 

 

 
結果ウインドウでは、そこの 6は、雑音と同様に基礎が含んでいる歪

曲に床を張ることを明らかにされます。どんな問題の場合にでも電圧

と流れの信号雑音比率（SNR）をチェックしてください。0dB は、1V/

１Ａ平方二乗平均と一致します。 

KLIPPEL 

-130 
-120 
-110 
-100 
-90 
-80 
-70 
-60 
-50 
-40 
-30 
-20 

101 102 103 10 4 

[dB] 

Frequency  [Hz]

Voltage

Voltage SNR+D 

Current

Current SNR+D 

SNR(Volt) 
SNR(Curr) 

 
平方二乗平均価値と頭上スペースは、関連ショー信号特徴（インピー
ダンス）を拡大している（クリックします）大まかなウインドウから

読まれるかもしれません。 

 

注意してください：頭上スペースは、入力増加を使って、改善される

ことができません。これは MIC だけに利用できます、そして、線は入

力します。 

シール/、小さなパラメータ計算は、インピーダンス・カーブのぴっ

たりのアルゴリズムに基づきます。ぴったりの、適したインピーダン

ス・カーブが隠れたカーブとして結果ウインドウ 2に含まれて、グラ

フをダブルクリックすることによって可能にされることができるこ

とを確認することは可能でもあります。そして、サブセット・ページ

を選んで、また、フィットされるインピーダンスを選びます。部品は、

響きピークのまわりで特に正確でなければなりません。 

 

KLIPPEL
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信号をチェックして、

合うこと 
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全てのシール/、小さなパラメータは、インピーダンス・カーブの部

品に基づいて計算されます。特殊扱いは、Re 価値のために必要です。

DC 入力結合がないので、Re の DC 値は計られることができません。 

Multitone モード（インピーダンス・スクリプトだけの availbale）

では、ReはFFT（2と4Hzで欠場による）で、2つの も低い線availbale

で、Re の平均値として計算されます。その技術を使用して、響きに

よるインピーダンスの増加が Re 価値に影響を及ぼさないことを確実

とされます。 

これらの 2本の線の volategs は、パワーアンプの高いパス決勝ゲー

ムに補償するために、自動的に拡大されます。 

高いパス特徴パパ較正ルーチンの間、測って、そして、コンピュータ

で永久に保存する。 
SineSweep モード（Imp+SPL スクリプトの唯一の availbale モード）

では、Re は慎重な範囲（例えば fstart と決心に従う次の頻度で）の

中で、2本の も低い線で Re の平均値として計算されます。 
アンプ決勝ゲーム補償が、このモードにありません。 

注：チェックのアンプ DC 相殺されること 
認識のあるとても少し動力アンプであるかなりの DC を相殺しておく。

低い現在の、高いインピーダンス・ドライバー（データ通信ドライバ

ー）をテストするとき、このオフセットはあなたの測定値（特にイン

ピーダンスと Re）を低下させるかもしれません。標準の DC ボルト計

を使っている入力信号なしで相殺される DC を測って、それを必須の

テスト・レベルと比較してください。それは、通常のテストのために

3%未満でなければなりません。 

 
響きのまわりで、低周波でより広い寛容性範囲を持つことは、望まし

いです。インピーダンス・カーブのトップは、機械的に湿ることによ

って見おろされて、ドライバーの性能に対するあまりにたくさんの影

響なしで異なることができます。 

 

 
それを達成するために、相対的な頭上スペース（インピーダンスの特

定のパーセンテージ）が、数オーム・カーブを単純に移す代わりに、

使われなければなりません。 
 
それは、fs のわずかな変化のより少ない感度のためにジター機能を

使用するとも非常に勧められます。特に高い Qts ドライバーのために、

ジター・パラメータを増やすことは考慮されなければなりません。 

 
セクションが詳細は構成/制限計算を検証するのを見てください。 

 

Re の計算 

インピーダンス限度 
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トラブルシューティング 

ハードウェア問題 
 

エンジニア・モードの各々のテストの前に、そして、オペレーター・

モードの 初の測定値でハードウェア・セルフテストは実行されます。

このセルフテストは以下を含みます： 

1. アナログのループ背中チェック： 
返された電圧は、刺激電圧と等しいですか？ 
このテストは内蔵アナログ回路に関する問題を示して、外部の

ハードウェア問題を示しません。 

2. アンプ増加とクリッピングは、チェックします： 
アンプは、アンプの 後の較正以来、変化を得ましたか？誰か

はボリュームつまみを変えましたか、あるいは、高い信号でと

まっているアンプは水平になりますか？ 
このテストは、 後のアンプ較正以来アンプ特性のバリエーシ

ョンを示します。パワーアンプはスイッチを切られるかもしれ

ません、増加は変わることができました、あるいは、それは

大限の電圧（とまる）に達しました。 
詳細は次の章を見てください。 

初のアイテムが起こるならば、再調整は必要です（正確さのセクシ

ョン・ハードウェア/較正/チェックを見ます） 

以下のエラーは、パワーアンプ・チェックの間、発生するかもしれま

せん。 

注意してください：アンプ・チェックは、テストの間に使われる も

高いピークの電圧で、常に実行されます。特に Multitone-刺激を使

うとき、ピークの電圧は平方二乗平均価値より高い 5…6時間につい

てあります。 
使い古したパワーアンプが必須のピークの電圧を提供するために能

力があることを確認してください！ 

全ての場合において、また、結果ウインドウをチェックしてください 

 較正スペクトル（アンペア反応 1、2）、そして、 

 較正波形（アンペア反応 1、2） 

 結果ウインドウ・リスト（エンジニア・モードだけで利用できる）

で。これは、アンプ・チェックの間、あなたに詳細なテスト波形とス

ペクトルを提供します。 

 

テスト・スタートの自

身チェックは、失敗し

ます 

アンプ・チェック・エ

ラー 
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パワーアンプはスイ

ッチを切られます。ま

た、確認する 

アンプのスイッチを

入れて、適当なルーテ

ィングをチェックし

てください。 

 

 
パワーアンプは、とま

ることによる正しい

増加を持ちません。望

ましいアンプ出力ピ

ーク電圧は、示されま

す。注意してくださ

い：Multitone 刺激の

ために、これはこのテ

ストのより高い頂上

要因による平方二乗

平均レベルが合図す

るというおよそ 5 つ

の..6 時であるかもし

れません。 

テスト・レベルが減ら

されることができな

いならば、より高い増

加と力でアンプを使

ってください。 

 

 
パワーアンプは正し

い増加を持ちます、し

かし、SNR は 34dB よ

り悪いです。これは、

クリッピング、オーバ

ーローディングまた

は欠陥によるかもし

れません。 

テスト・レベルが減ら

されることができな

いならば、より良いア

ンプを使ってくださ

い。 

 

 

外へ低下が生じる信号、聞き取れる隙間またはどちらでも、関連した

問題を引き起こすかもしれません 

 PC の不十分な性能または 

 他のソフトウェア（ も見込みのあるハードウェア・デバイ

ス・ドライバ）による妨害。 

これらの問題を確認して、長い間にわたって適当な、安定した活動を

確実にするために、特別なツール QC Perfomance テストは、展開され

ました。 

注意してください：これらの問題を無視しないでください！テストを

走らせて、生産テストの成功した進行を確実にしてください。 

外へ信号低下 
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問題を解決する作業検査と方法を走らせることに、援助のために下記

のセクションを見てください。 

 
生産環境と柔軟性の安定性必要条件と Klippel QC システムの速い活

動のために、あなたはソフトウェアを走らせるために、高性能 PC を

必要とします。 

 

テストの間、我々はたとえ仕様の違いがないとしても、問題を引き起

こす極めて少ないハードウェア構成に遭遇しました。 

 

 QC 作業検査ツールは、PC が連続的な QC テストを走らせることがで

きて、いくらかのトラブルシューティング・ヒントをすることができ

るかどうかについて評価するのに役立ちます。 

 

注意してください：テスト・ツールは、平均的 QC スクリプトの典型

的荷をシミュレーションします。PC ハードウェアのフリーな選択と

可能な QC 構成の多数のために、ついでの作業検査は、全ての構成が

うまく PC で動くことを保証しません。 

実際の QC テストの間、これらのエラーはテストを繰り返すことを要

求するかもしれなくて、テストの時間を増やします。それで、若干の

アプリケーションのために、まれなエラーは許容できるかもしれませ

ん。 

 

エラーの 3つの一般の理由が、テストの間にあります： 

 

 悪いハードウェアまたはハードウェア・ドライバ（例えば WLAN

または LAN） 

 あまりにたくさんの背景活動（ウイルス・スキャナ、その他） 

 PC の性能は、制限されます 

 
 
インストール CD/ツール/パフォーマンス・チェック・フォルダから

「QC 作業検査」を始めるか、QC-Start・ツールからツール/QC 作業検
査を選んでください。 

 
 

作業検査概要 

作業検査ツールを使用

すること 
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箱の下の低下から、あなたはテスト構成を走るのに選ぶことができま

す： 

 
 速いテスト（5 分） 

このテストは も多くの問題を発見して、QC システムのインス

トールの間、必要です。それはさまざまなエラーを示します、

しかし、それは若干のシステムに起こるまれなドロップアウト

をはずすかもしれません。 

 夜通しの生産テスト（8h） 
さまざまなエラーと彼らがしばしば起こる方法を示します。で

きれば、PC はすでに生産環境になければなりません。 
それは、生産目的のために Klippel QC システムを使用する前

に生産環境でこのテストを走らせると強く勧められます。 

 ハードウェア診断法 
このテストが、ハードウェアとドライバー問題を処理するため

に使われます。それはさらなる荷なしで試験します。そして、

不完全な構成要素（ハードウェアまたはドライバー）の存在を

見つけます。 
テストがそれが走るというすべての時が完全であることが必

要であるというわけではありません、それは特定の時間の間エ

ラーのためにモニターするのに用いられることができます。 

 

チェックボックスは「更なるテストを示します」利用できる以下の構

成を作る。彼らは、主に支持とトラブルシューティングを目的としま

す。 

 速い評価（およそ 20 分） 
異なる荷の PC が全体的なパフォーマンスを平らにして、決定

することをテストします。これは、大変な QC セットアップが

システム上で動作することができるかどうか調べるのに用い

られることができます 

 完全な評価シーケンス（およそ 40 分） 
特定履行限度を露出させるために、より詳細な評価を提供しま

す 

 完全な診断法シーケンス（およそ 9h） 
まれなドロップアウトを露出させるために、低い荷の下でモニ
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ターしている長期をプラスして、完全な評価を提供します。 
 

あなたが走って、クリックするために、それを始めに行くことを願う

テスト構成を選んでください。 

注意してください：テストの間に他の目的のために PC を使わないで

ください。ハードウェア構成に従い、PC は分の間感受性が鈍く見え

るかもしれません。あなたはテストを中止するためにいつでも停止を

クリックすることができます、しかし、クリーンアップに間がまだか

かるかもしれません。 

テストが運ぶ間、ＬＥＤスタイルの指標はテストの間に発生したエラ

ーを示します。良いシステムのために、エラーは発生してはなりませ

ん。 

示される 2種類のエラーが、あります：「同期エラー」と「BCO エラ

ー」。彼らは、問題の原因を確認している支持を助けます。通常、パ

フォーマンス問題が両方の種類のエラーを引き起こす間、ハードウェ

ア問題は「BCO エラー」だけを引き起こします。 

後のテストまたはテスト・シーケンスの報告を示すために、レポー

トをクリックしてください。より長い歴史のために、ログファイルを

示すために、Log…をクリックしてください。 

 

速いテストまたは生産テストがエラーを示すならば、あなたはそれが

どんな問題であるかについて、 初に決心しなければなりません。そ

の後、特定の解決のために下で「問題を解決する」ことを見てくださ

い。 

ハードウェア診断法 
ハードウェア診断法テスト（あなたは適当な時間以後それを止めるこ

とができます、なんて頻繁だろうことを次第で、エラーは他のテスト

で起こります）を走らせてください。 

結論：ハードウェア診断法がすばらしいが、速いテストを走らせる、

あるいは、生産テストがまだ失敗するならば、あなたにはたぶんパフ

ォーマンス問題があります。この場合、下記の「パフォーマンス問題」

を続けてください。 

待ち時間チェック 
インストール CD/ツール/パフォーマンス・チェック・フォルダから

「待ち時間チェッカー」を走らせるか、QC-Start・ツールからツール
/待ち時間チェックを選んでください。 

このプログラムは、

http://www.thesycon.de/deu/free_download.shtml または

http://www.thesycon.de ホームページからダウンロードされもする

かもしれなくて、「無料のユーティリティ」も探すかもしれません。 

赤いバーは、他のソフトウェア・ドライバーに典型的に起因する問題

を示します。 

  
 

利益：全てのバーは、緑と 1ms 以下 悪い：高い待ち時間スパイク原因ド

問題を確認すること 
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です ロップアウト。注意してください：

スパイクは、ずっとまれでありえま

す。 

結論：待ち時間チェッカーが ok、しかし、診断法が BCO エラーで失

敗するハードウェアを走らせるならば、あなたはたぶん Firewire ア

ダプター、ケーブルまたは ADC のハードウェア問題を抱えています。

下記の「ハードウェア問題」を続けてください。 

待ち時間チェッカーが失敗するならば、たぶん、あなたの PC のハー

ドウェア構成要素のうちの 1つのためのドライバーは原因です。下記

の「デバイス・ドライバ問題」を続けてください。 

 

 

テスト 速いテスト/

生産テスト 
ハードウェ

ア診断法 
待ち時

間チェ

ッカー 
疑わしい原因： 

結果 

失敗してくだ

さい 
失敗してく

ださい 
失敗し

てくだ

さい 
デバイス・ドライバ 

失敗してくだ

さい 
失敗してく

ださい 
通って

くださ

い 
ハードウェア 

失敗してくだ

さい 
通ってくだ

さい 
通って

くださ

い 
パフォーマンス 

 

他の原因 

この単純なテーブルが、作業検査によって示される全ての問題を分類

することができるというわけでありません。援助にリストされない治

療ならば、そして、問題は言い張ります、異なる PC をためすことは

オプションであるかもしれません。あなたが Klippel 支持に連絡する

ならば、dB-研究室サポート情報（dB-研究室アイコンバーで、黄色の

封筒アイコンをクリックします）と作業検査ログファイル（ボタン・

テスト報告と Log…を用いたパフォーマンス・チェック・ソフトウェ

アから、それを救います）を含めてください。 

 

 

 

あなたがハードウェア問題を確認するならば、以下のステップは助け

るかもしれません： 

 利用できるならば、異なる Firewire/ＵＳＢポートを使ってく

ださい 

 異なる Firewire/USB ケーブルを使ってください 

 異なる Firewire アダプター・カードを使ってください。原型

のアダプターが主な板の上にあるならば、BIOS でそれを働かな

くしてください。 

問題が解決されるかどうか見るために、もう一度ハードウェア診断法
テストを走らせてください。 

今日、PC はすぐに利用できる記憶の量によって、しばしば制限され

ます。通常のアプリケーションのためにさらなる記憶がディスクの上

でシミュレーションされることができる間、これは Klippel QC シス

テムによって必要なリアルタイム獲得のために十分に速くはありま

せん。 

問題を解決すること 

ハードウェア問題 

パフォーマンス問題 
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 背景仕事（例えばウイルス・スキャナ、自動「リアルタイム」

バックアップその他）を働かなくしてください。 

 PC が 小限の仕様にマッチすることを確認してください 

 利用できるならば、異なる PC をためしてください。 

 彼らが特に大変な QC テスト・セットアップだけのために起こ

るならば、それは通常より多くの RAM を PC に加えるのを助け

ます。 

あなたが Klippel 支持に連絡したいならば、評価テストのうちの 1

つの結果を QC 作業検査（可能にして彼らを利用できるようにするた

めに「更なるテストを示す」）に含めてください。 

結果を保存するために、ボタン・テスト報告と Log…を用いたパフォ

ーマンス・チェック・ソフトウェアから、それを救ってください。 

 

若干のデバイス・ドライバは、リアルタイム獲得が不可能になるよう

な長い間行きの PC バスをブロックすることができます。 

注意してください：永久にウインドウ・インストールに損害を与える

ことを避けるために、それは完全なバックアップを製造しておよび／

または点を元に戻すシステムをると勧められます。 

初のステップは、問題を引き起こすデバイス・ドライバまたはドラ

イバーを特定することです。そうするために、Windows「デバイスマ

ネージャ」リストを開けて、下記のように段階的に疑惑のデバイス・

ドライバを使用不能にしてください。問題が過ぎ去っているかどうか

見るために、待ち時間チェッカーを行ってください。まれな問題のた

めに、これがより長い記憶を提供して、あなたはその代わりにハード
ウェア診断法を使うことができます。 

1 人の特定のドライバーを動けなくすることが問題を完全に解決し

なくて、エラーの頻度を減らすならば、このドライバーを動けなくし

ておいて、他のドライバーを続けてください。 

注意してください：キーボードまたはマウスのような不可欠なドライ

バーを動けなくしないでください！ 
特定のドライバーがパフォーマンスを気取らないならば、レに忘れる

-再びそれを可能にする！ 
あなたが偶然に不可欠なドライバーのうちの 1 人を動けなくするな

らば、そして、システムはもうアクセスできません（再起動、BIOS

診断法の後の新聞[F8]と選ばれた「セーフ・モードのトランク」）。

ついで、re-enable な重要な装置。 

デバイスマネージャでドライバーを動けなくすること： 

デバイスマネージャを開けて、「私のコンピュータ」を右ボタンをク

リックして、「特性」を選んで、「ハードウェア」タブへ行って、「デ

バイスマネージャ」をクリックするために、あなたは装置の木を見ま

す。 

この順序でドライバーから始めてください： 

 WLAN ネットワーク・アダプタ 

 イーサネット/LAN ネットワーク・アダプタ 

 しっかりしたデバイス・ドライバ（それらのラベルをつけられ

た「段階 24」以外は） 

 他の非標準構成要素 

デバイス・ドライバ問題 
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ドライバの右クリックと精選品は、メニューがポップアップを「でき

ないようにします」。ドライバー・アイコンは、小さな赤い「停止」

のサインで陳列されます。 

ドライバー（正常なクリックもう一度）を使用可能にして、選ぶため

に、「可能にしてください」。 

問題のあるドライバーを特定した後に 

あなたがドライバーを問題の原因と特定したならば、あなたはそうす

ることができます 

 「デバイスマネージャ」パネルによってドライバーを更新しよ

うとしてください 
装置で右ボタンをクリックして、「 新版ドライバー」を選ん

でください。ドライバ・アップデート・ウィザードがインター

ネットに接続するのを許可してください 

 ドライバ・アップデートのために PC または問題のある構成要

素のメーカーのウェブサイトをチェックしてください、さもな

ければ、彼らの支持に連絡してください。パソコン・メーカー

が提供する一部は、複数の構成要素のためにドライバ・アップ

デートで「パックを更新します」。 

 問題のある部品を交換してください。それがマザーボードの上

にあるならば、BIOS セッティングでそれを働かなくしてくださ

い、さもなければ、それを取り除いてください。 

 

あなたがパフォーマンス問題で支持に連絡するとき、含めてくださ

い： 

 dB-研究室サポート情報 
dB-研究室で、別料金/Zip&e-メールを選んでください。ダイア

ログでは、インストールと許可 doagnostics とログファイルを

選んでください。 
クリックは、すぐに電子メールを集め始めるために「電子メー

ルとして送ります」。 
（あなたがプロダクション・システムから電子メールを送るこ

とができないならば、使用はその代わりに「.zip としてたくわ

えます」。） 
 

 QC パフォーマンス試験結果 
QC 作業検査を始めて、ショー更なるテストを可能にして、速い
テストと完全な評価シーケンスを走らせてください。クリック

は「レポートをテストし」て、レポートの情報を加えます。（あ

なたはテキストをクリップボードへコピーするためにコピー
をクリックすることができて、それから、あなたの電子メール

にそれにペーストします） 
 

 しばらくの間走った後の待ち時間の画面ショット 
上の画面ショットに匹敵してください。 
また、あなたが不規則なふるまい（例えばまれなスパイク）を

見るならば、ことばの説明を加えてください 
 

 コンピュータ上にインストールされるさらなるソフトウェア 
 

パフォーマンス問題の

ためのサポート情報 
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ソフトウェア問題 
 

テストの間の問題 accours ならば、下記のステップに従ってくださ

い： 

1. 予想外のエラーがオペレーター・モードで起こるならば、ログ

アウトまたは、dB-研究室プログラムを終了してください。エ

ンジニア・モードでもう一度テストを始めてください。測定値

を始めないでください！ 

2. マウス（重要な！）で、QC 活動を選んでください。 

3. 保存する黄色の封筒アイコンの上でクリックします、ジッパー、

そして、/または、それにおけるスクリプト・エラーで、デー

タベースに電子メールを送ってください。 
 

 
 

4. サポート情報とログファイルを起動させてください。詳細は、

ヘルプ・ボタンを押してください。 

5. support@klippel.de にそれを送ってください。 

 

標準のバージョンのタスク・ファイルは、デフォルトで以下のフォル

ダに取り付けられます： 

C：\Documents と Settings\All Users\ 
     アプリケーション
Data\Klippel\QC\Scripts\Klippel\Qc\Standard 

注意してください：タスク・ファイルは、異なる場所の方へ動かされ

てはなりません。この場合、活動はもうタスク・スクリプトを見つけ

ません。 

リファレンス寸法が偶然に削除または予想外のシステ

ム・クラッシュのために失われる場合に備えて、予備デー

タベースからの引用を元に戻すことは可能です。このバッ

クアップ・データベースは各時間に構築されます。そのと

き、限度は計算されます。回復するために、ステップに従

ってください： 
1. QC-Start を始めて、失われた引用でテストを選んでください 

2. メニューからの選ばれた表示|流テスト 

問題を Klippel に報告

すること 

見つからないタスク・

ファイル 

失われた引用を元に戻

すこと 
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3. テスト・フォルダによる探検家窓は、開けられます。 

 
4. ｛testname｝.old に、｛testname｝.kdb の名前を変えてくだ

さい 

5. ファイル｛testname｝.kdb.bak だとわかって、それの名前を変

えてください 
｛testname｝.kdb 
現在、限度（全てのリファレンス DUT で）の 後の計算の国は、

回復します。 

6. ウインドウを閉めて、QC-Start からテストを始めてください。

全てのリファレンス単位は、再び存在します。 

 
 
QC-Start・プログラムでテストを選んで、スタートボタンを押した後

に、dB-研究室プログラムは、現在選ばれた測定値で開かれます。 

このスタートが失敗するかもしれない 2つの理由が、あります： 

1. データベースで、問題ではないラベルをつけられた「QC」があ

ります、あるいは、活動がよく「QC」を labled される「QC」

物の範囲内でありません。物または作動が前のセッションで名

前を変えられたために、 も見込みのある理由はあります。 
これを修理するために、これらのステップに従ってください： 
－QC-Start・プログラムからの選ばれた見解/流テスト 
－データベース・ファイル｛testname｝.kdb のダブルクリック 
－dB-研究室がエラー・メッセージを示すならば、goto ステッ

プ 2 
－dB-研究室は開かれます 
－活動と物の名前が「QC」であることを確認してください。 
－アイテムを選んだ後に、プレス・ファンクションキーで F2

の名前を変えてください。 

2. データベースが不完全であるか、崩壊するならば、これらのス

テップに従ってください： 
－QC-Start・プログラムからの選ばれた見解/流テスト 
－データベース・ファイル｛testname｝.kdb の正常なクリック 
－コンパクト・データベースを選んで、圧縮することを確かめ

てください。これは、データベースを修復します。これが助け

ないならば、support@klippel.de にデータベースを送ってくだ

さい。 

テストは始まることが

できません 
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一致しているエラー・メッセージは表示されます： 

 
 

インストール・プロセスにおけるエラーの場合には、

support@klippel.de に電子メールを送って、ログファイルを付けて

ください。あなたはインストール・プログラム QCInstallGuide を始

めることによってログファイルを保存することができて、 初のペー

ジに診断法へ行くことができます。それから、現在のログファイルを

開けて、それを保存してください。 

 

スクリプト・エラー・メッセージ（下記の例を見ます）の場合には、 

 

エラー・メッセージは、結果ウインドウ Scilab 丸太にも保管されま

す。エラー・メッセージ・テストを電子メールへコピーする必要が、

ありません。 

 

Klippel 支持には も短い時間以内で問題の解決を見つけるために

完全なデータがあることは、重要です。Klippel に完全なデータを提

供するために、問題を Klippel に報告しているセクションについての

指導に従ってください。 

 

インストールは失敗し

ました 

スクリプト・エラー・

メッセージ 
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付録 

用語集 
 
テスト（DUT）中の装置は、特定のテスト物を示します。それは、通

常、生産バッチ（また、多くと呼ばれる）の一部です。 

 

バッチは、特定の生産期間を表します。 

 

タイプは変換器のジオメトリーとパラメータを記述して、いくつかの

バッチで通常製造されます。 

 

 

 
統計インデックスは、候補者という早い時期に品質の変化を予測する

のに用いられます。 

 

 
プロセス能力インデックスまたは Cpk は、仕様限度の範囲内で製品を

作成するプロセスの能力を測ります。Cpk は、標準偏差（時間 3）の

上に、実際のプロセス平均と も近い仕様制限の違いを象徴します。 

DUT/バッチ/タイプ 

Ppk/Cpk 
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慣例によって、Cpk が 1 未満のとき、無能であるように、プロセスは

言及されます。Cpk が 1 以上のとき、プロセスは仕様限度の範囲内で

製品を生産することができると思われます。4-シグマ・プロセスでは、

Cpk は 1.33 に等しいです、そして、6-シグマ・プロセスでは、Cpk

は 2.0 に等しいです。 

Cpk は、標準偏差または変わりやすさ（プロセスの）に逆比例してい

ます。Cpk がより高いほど、仕様限度と比較したプロセス配布はより

狭いです、そして、より多くのものは製品を均一にします。標準偏差

が増加して、Cpk インデックスは減少します。同時に、仕様の外で製

品を作成する可能性は、増加を制限します。 

Cpk は、正値を持つことができるだけである。実際のプロセス平均が

仕様限度のうちの 1 つからマッチするか、外れるとき、それはゼロに

等しいです。Cpk インデックスは、決して Cp より大きくはありえな

くて、それと等しくありえるだけではありません。実際のプロセス平

均が仕様限度の中央で減少するとき、これは起こります。 

（トーマスPyzdek.によって完全なガイドからのCQEまで抜粋である

1996.トゥーソン：良質な出版社） 

 

min ,
3 3

up c c low

c c

L E E L
CpK

 
 

  
 

 

使うこと 

Lup 上の指定された制限 

Llow 下の指定された制限 

C 調査される多くの DUT 

EC 後のC慎重なDUTの範囲内の試験結果ク

シーの期待値 

1

1 c

C i
i

E X
c 

   

（c 後のC慎重なDUTの範囲内の試験結果ク

シーの標準偏差 

 2
( )C C CE X E X      

サンプル（短期）の定数 cの平均と も近い制限の間の距離がプロセ

ス幅の半分によって分かれたので、Cpk は定められます。プロセス幅

は、6 回、通常標準のバリエーションです。 

min ,
3 3

up P P low

P P

L E E L
PpK

 
 

  
 

 

使うこと 

P 完全な生産の多くの DUT 

EP 全ての試験結果クシーの期待値

1

1 P

P i
i

E X
P 

   

（P 全ての試験結果クシーの標準偏差

 2
( )P P PE X E X      

プロセス能力インデック
ス（Cpk）： 

プロセス・パフォーマン
ス・インデックス（Ppk）： 
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Ppk は、Cpk として定義される、が、Cpk がサンプルの定数を考慮す

るだけであるバッチ（使われる全てのサンプル）の総プロセス・バリ

エーションに基づいて類似した全体的なプロセス・パフォーマンスで

す。 

クイック Klippel-QC セットアップ・ガ

イド 
 印刷されたマニュアルと共に、参考のために Klippel QC システムの

近くに置かれなければならなくて、助けなければならない、積層、2

ページ背が低いガイドは、来ます。 

次の 2 ページの上で、このガイドは、複写されます（手動であるだけ

で、オンライン・ヘルプに含まれなくて印刷される）。しかし、ヘル

プ・フォルダの中に装置される PDF 版もあります。そして、それは欠

場によります： 

c：\Documents と Settings\All Users\ 
   アプリケーション Data\Klippel\QC\Help\ 
   簡単な Klippel-QC セットアップ Guide.pdf 

印刷するために、pdf 文書を使ってください。 

注意してください：このセットアップ・ガイドのコメントされた版は、

セクションはじめに/ 初測定において、このマニュアルに含まれま

す。 

# 
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簡単な Klippel-QC セットアップ・ガイド 1/2 ページ
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簡単な Klippel-QC セットアップ・ガイド 2/2 ページ
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測定テクニック（理論） 
 
 
測定テクニックの全体図のために、以下の新聞は、読むために提案さ

れます： 

 

生産ラインの拡声器テスト 

W. Klippel、S. Irrgang、U.サイデル 

KLIPPEL 社、ドレスデン、ドイツ 

パリ 2006 で第 120 の AE 慣例に関して示されます。 

 

通常 Rub&Buzz に指定される欠陥は、テスト信号で基本的なものと比

較して振幅と時間に典型的に小さくて、したがって、見つけるのが難

しいです。このセクションでは、優勢な感度と信頼性で確実にこれら

の欠陥を見つけるアプローチは、議論されます。 

 

入力信号への DUT（テスト中の装置）の反応は、いくつかの歪曲構成

要素の重ね合せによってモデル化されることができます： 

Input
Signal

Measured
Signal

Linear
Distiortion

Regular
Distortion

Defect
Distortion

Noise

Input
Signal

Measured
Signal

D Lin

D reg

D def

 
線形歪曲は統一反応からの逸脱を記述します。そして、それは拡声器

（周波数レスポンス）の線形、求められている作用です。 

定期的な歪曲は、断固とした副デザイン非線形のふるまい（例えば自

動車または迎合性非線形性による第 2の、第 3 の順序和声学）の反応

を記述します。 

欠陥歪曲は、生産失敗、具体的な問題またはデザイン・エラー（円錐

を打っているワイヤー）にさえよる全ての不必要な信号構成要素です。

通常、これらの欠陥はクリックのような短期現象です。そして、特定

の遠足または遊離した分子をこすります。 

周囲の雑音は不必要な信号でもあるが、ドライバーに馴染みませんで

した。環境の雑音の影響は、歪曲構成要素（下記の生産雑音免疫を見

ます）から、確実に切り離されなければなりません。 

 

欠陥には非常に低くほとんどの場合エネルギーがあって、通常 1 つの

瞬間で集中されます。周波数領域（段階情報を怠る）がこれらの影響

を全部の測定間隔に塗ります時から、彼らは も時間領域分析におい

て見つけられることができます。時間領域分析を使って、 も短い欠

こすってとガヤガヤ言

ってください 

背景 

欠陥特徴 
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陥さえ見つけられることができます。 
欠陥歪曲は定期的な歪曲から切り離されます、そして、追跡 highpass

を使用して基本的なものは可変的な区分の頻度で濾過されます。 

これは、Rub&Buzz 欠陥を見つける効果的処置です。しかし、これら

の処置は欠陥を明らかにするだけでなくて、higher-order 定期的な

歪曲（それは、良い単位でも見つかります）と雑音でまだ汚染されも

します。定期的な歪曲によって覆い隠されるより小さな欠陥さえテス

トして、メタ聴力テクニックは、適用されます（下記リファレンス）。 

 

新しいメタ聴力技術（DE 102 14 407、CN 1449136、US で特許権を得

る）は、欠陥歪曲の点で固有の定期的な歪曲（モーターまたは中止か

ら）を抑えて、拡声器欠陥に起因する歪曲（IDD）を孤立させるのに

用いられます。IDD のピークの価値は、遊離した分子のような非常に

短期であるか他に類のない妨害のために好まれるかもしれません。短

い時定数による平方二乗平均価値は、コイルのこすることのような振

動している欠陥のために好ましいです。 

このテクノロジーは拡声器モデルに基づきます。そして、それは良い

単位（例えば金色の単位）に適用される学習手順によって確認されな

ければなりません。持続性学習処置は、また、パラメータの補償が生

産の間、動くと定めます。このように、マイナーな障害（流れてきた

単位）にかかった拡声器は、確実に見つけられます。 

これらの欠陥は定期的な歪曲によって覆い隠されるかもしれなくて、

人間のテスター（メタ聴力技術）のために聞こえないかもしれません。

しかし、聞こえない影響は価値ある徴候をゆるい小片発見または他の

欠陥に提供するかもしれません。そして、それは 終的なアプリケー

ションでより悪くなります。定期的な歪曲の活発な補償は、利益と欠

陥単位の間でさらなる頭上スペースを提供します。限度は、定めるの

がより簡単です。 

 

メタ聴力が起動するならば、追加的な処置は計算されます。それは

IDD（孤立した欠陥歪曲）と呼ばれていて、定期的な歪曲を抑えるこ

とによって得られます、そしてそれは、マスク可能性は離脱して、制

限セッティングのためにしたがって、より高い頭上スペースと同様に

欠陥発見のより高い率を提供します。IDD が制限する高感度を確実に

することは、自動的に調節されます。定期的な歪曲の抑制がどこで成

し遂げられることができないかは、全ての頻度には障害と流行の制限

と同一です。他の全ての frequecies のために、それは抑制の等級に

よって降ろされます。 

 

下記のグラフの中で、細い緑の線は、その制限 R&B 制限による通常の

Rub&Buzz カーブ R&B です。厚い緑のカーブ IDD は、通常の Rub&Buzz

カーブの下に 20dB まで低い頻度であります。これは、メタ聴力技術

によって成し遂げられる補償です。このように、テストは 20dB、潜

在的欠陥により敏感です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

メタ聴力技術 

孤立した欠陥歪曲（IDD） 
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R&B

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

2*10 1 4*101 6*101 8*101 102 2*102 4*102

dB 

Frequency [Hz]

SPL THD R&B

R&B Max R&B (IDD) R&B Max (IDD)

R&B Limit

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

2*10 1 4*101 6*101 8*101 102 2*102 4*102

dB 

Frequency [Hz]

SPL THD R&B

R&B Max R&B (IDD) R&B Max (IDD)

IDD 

Fund

 
 

次のグラフは、IDD が制限する IDD 処置のために、派生制限を表しま

す。頻度で、補償はありました成し遂げました、制限は減らされます。

高周波で、Rub&Buzz カーブと IDD カーブが同一である点に注意して

ください、補償は成し遂げられませんでした、したがって、IDD 制限

は減らされませんでした。基本的に、IDD 制限が慎重な Rub&Buzz よ

り劣っていて、通常の Rub&Buzz によって覆い隠される欠陥を見つけ

て、したがって、人間の耳のために聞こえないかもしれないです。 

 

 

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

2*10 1 4*101 6*101 8*101 102 2*102 4*102

dB 

Frequency [Hz]

SPL THD R&B

R&B Max R&B (IDD) R&B Max (IDD)

R&B Limit

30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 

2*10 1 4*101 6*101 8*101 102 2*102 4*102

dB 

Frequency [Hz]

SPL THD R&B

R&B Max R&B (IDD) R&B Max (IDD)

IDD Limit

IDD 

Fund

  
障害とうなりと IDD の結果は、1つのテスト評決に結合されます。基

本的障害とうなりが制限を上回るならば、評決は常に失敗です。より

機密 IDD 方法のために、ユーザーは制限違反が警告に導く wheter を

決定することができるか、失敗することができます。他のいかなる処

置も失敗しないならば、警告の場合には、全体的な結果はパスです。 

IDD 結果の取扱い 
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   Measurement 

R&B failed ? 

IDD failed? 

Fai l  Yes 

No 

Meta Hearing   
Limit Mode   

Enforce Fail   

No 

Pass  

Yes Display 
Warning 

Warn only   

 
Rub&Buzz と IDD 処置が結果ウインドウ 1の同時に示されなくてユー

ザ・インタフェースを単純化するために。通常、Rub&Buzz は示され

ます。それが制限を上回るならば、IDD は示されるだけです。両方の

処置が制限を上回るならば、Rub&Buzz だけは示されます。 

アプリケーション： 

警告する

だけでく

ださい 

－例えば手動掃除によって DUTを再確認することができるよ

く訓練されたオペレーター 

－オートメーション化したテスト・セットアップに推薦され

ません 

失敗を実

施してく

ださい 

－どんな単位にでも対して前の単位（流れてきた単位）と異

なる出荷を妨げる絶対の安全な活動。 

－欠陥のある装置のオフラインのチェックで使われるかも

しれません。 

－オートメーション化したテスト・セットアップに推薦され

ます。 

 
 
 

IDD 制限は、あとに続きながら計算されます： 

 

 dBonCompensatiRBzIDD

IDDRBzonCompensati

LimitLimit 10,2/min


 

 
このように、IDD 制限の減衰は、強い活動を確実にする Rub&Buzz 制

限の下のせいぜい 10dB です。 

 

生産の周囲の雑音は、人間であるかオートメーション化したテスター

のために、rub&電話障害の発見をそこなうかもしれません。テスト・

ボックスまたは測定キャビンによるテスト装置の遮蔽は、助けるかも

しれません。しかし、遠いフィールド（1m の距離）で雑音を測って

いるさらなるマイクは、近いフィールドで周囲の雑音レベルを予測し

て、欠陥を周囲の雑音妨害から切り離すのに用いられます。外部の雑

音妨害の場合には、測定値は自動的に繰り返されることができます。 

 

ハードウェア・セットアップに関する詳細とテスト構内を用いて成し

遂げられる雑音減衰のために、セクションが構成/処置と限度/環境雑
音をテストするのを見てください。 

IDD の制限計算 

周囲の雑音免疫 
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大限の SPL 
閉じたテスト・ボックスの測定 SPL のために、マイク・クリッピング

と過度の歪曲を妨げる 大限の SPL を推定することが重要です。 

所定のピークの置換のために 大限のピークの SPL を評価する以下

の 2つのグラフを用いられている単純なツーステップ手順を従う、円

錐の直径/振動している地域、そして、困難な箱ボリューム。 

1. 初のグラフから位置がずれるボリュームを読んでください。 

2. 位置がずれるボリュームとテスト構内ボリュームを使って、第

2 のグラフから 大 SPL を読んでください。 

注：慎重な SPL が指定された 大を上回るならば。マイクの SPL、警

告は大まかな結果ウインドウの中で発生します。また、セクション・

ハードウェア/較正/マイク較正を見てください。 
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