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ログッタ・アクセル 3.0評価キットの機能

センサー側の機能 コネクトモード ビーコンモード

リアルタイム測定 3軸加速度、温湿度 RMS、Peak値、温湿度

センサー単独データロギング 無し（タブレット側に記録） RMS、Peak値、温湿度

アラート機能 無し 温湿度

タブレット側の機能 コネクトモード ビーコンモード

リアルタイムビューワー 3軸加速度、温湿度（最大800Hz） RMS、Peak値、温湿度（最大1Hz）

HTTP/MQTT転送機能 - RMS、Peak値、温湿度

データロギング 3軸加速度、温湿度 RMS、Peak値、温湿度

■コネクトモード
・最大800Hzで加速度を測定
・タブレット側にデータロギングも可能

■ビーコンモード
・１～600秒間隔でRMSやPeak値を測定
・センサー単体でデータロギングも可能



Logtta Accel3.0用のアプリは下記のAndroidタブレットで動作確認されています。
下記以外のタブレットに関する動作保証およびサポートは致しかねます。
‐NEC LAVIE Tab E 型番PC-TE510HAW（10.1インチ）
‐NEC LAVIE Tab E 型番PC-TE508HAW（8インチ）
‐HUAWEI MediaPad T5 10（10.1インチ）

【はじめに】
1. GooglePlayから「Logtta Accel」で検索してアプリをダウンロードしてください。
2. 初回起動時に位置情報へのアクセス許可、及び写真、メディア、ファイルへのアクセス許可するかどうか表示さ

れますが、いずれも許可して下さい。各権限は以下の目的で使用します。
‐位置情報・・・Bluetoothへのアクセス
‐写真、メディア、ファイル・・・ログCSVファイルの保存、読み込み

3. センサー本体のボタンを押して電源を入れてください。（赤いLEDが点滅）
4. アプリ「Logtta Accel」のアイコンをタップして立ち上げてください。
5. 以降のページの手順へ

クイックスタートガイド



受信強度(RSSI)

サマリーログ状態

ログは保存されていません

未ダウンロードのログがあります

ログ動作中です

電池残量
• センサーの電池残量を4段
階で表示します

 センサー
情報画面

 ログ一覧切替
リアルタイム・サマリー・ビーコン

 アプリ情報表示
メニューセンサー一覧画面

タブレットの加速度センサーを利用したデモが可能

検出されたLogtta Accel 3.0を表示

タッチしてセンサーと接続する



①測定周期の選択（1～600秒）

測定周期は下記の間隔に反映されます。
‐リアルタイム計測時の温湿度の測定間隔
‐サマリーログ時の測定間隔
‐ビーコン時の測定間隔

②加速度の周波数と分解能の選択

③加速度の計測軸とレンジの選択



波形表示画面

各軸毎の加速度波形が表示されます。ピンチ操作で拡大縮小、スワイプで
スクロールできます。
最大4000ポイント分(400Hzの場合は10秒)前の波形まで表示可能です。
タップで表示一時停止/再開、長押しでデフォルト表示に切り替わります。

各軸の表示/非表示を切り替えられます

現在表示中の加速度波形の加速度スペクトルが表示されます。

現在表示中の加速度波形の各平面での加速
度リサージュ図形が表示されます。

 サマリーログ
設定画面

 センサー
設定画面

表示の一時
停止/再開

電池残量

リアルタイムログ
の記録開始/停止

サンプリング周波数
及び取りこぼし数

※取りこぼしが頻繁に発生する場合、加速度サンプリング速度を下げるか計測軸を減らして下さい。

 ビーコンモード
移行



ビーコン表示画面

Peak値

データロギング

電池残量

測定間隔

RMS



ログ一覧画面(リアルタイムログ一覧)
ログ種類の切り替え

選択中のログを他アプ
リと共有または削除

リアルタイムログ一覧
 ファイル名の長押しでログ再生画面



ログ一覧画面(サマリーログ一覧)

サマリーログはAndroidでは再生できません



ログ一覧画面(ビーコンログ一覧)

ビーコンログはAndroidでは再生できません



CSVファイル形式

# Logtta Accel,Started at 2017/02/20 06:32:24,400Hz,19.6m/s^
Time(msec),Temperature,Humidity,X,Y,Z
0,25.36,33.40,-0.203,1.219,-0.359
2.5,25.36,33.40,-0.250,1.141,-0.51

行 内容

1 センサー名、記録開始日時※1、サンプリング周波数、レンジ

2 列ヘッダ(経過時間※2、温度、湿度、加速度)

3～ 記録データ(最大240000件まで記録可、400Hzの場合10分)

• リアルタイムログ

# Logtta Accel,Started at 2017/02/24 23:31:17,800Hz,19.6m/s^
Time(sec),Temperature,Humidity,Peak(X),Peak(Y),Peak(Z),RMS(X),RMS(Y),RMS(Z)
5,16.51,35.87,0.045,0.068,1.004,0.034,0.059,0.988
10,16.58,35.93,0.046,0.067,1.011,0.033,0.059,0.988

行 内容

1 センサー名、記録開始日時※1、サンプリング周波数、レンジ

2 列ヘッダ(経過時間※2、温度、加速度ピーク値※3、RMS)

3～ 記録データ

• サマリーログ

※1 記録開始日時はログ開始時のAndroid内蔵時計の時刻になります。
※2 経過時間は最大±3％程度の誤差があるため目安です。
※3 加速度ピーク値は絶対値です。

ログファイル

ダウンロードしたサマリーログ、記録したリアルタイムログはそれぞれAndroid本体内のフォルダに
CSVファイルとして保存されます。

PC¥HUAWEI MediaPad T3 10¥内部ストレージ¥Documents¥LogttaAccel3



サマリーログ保存について

• サマリーログ内の温湿度はログ開始後、センサー動作開始画面(温湿度計測設定)で設定した時間後に
初回の計測を行います。

• サマリーログ内の加速度ピーク値、RMSはセンサー動作開始画面(温湿度計測設定)で設定した時間単
位毎のデータです。

計測1 計測2 計測3
加速度
(400Hz)

温湿度
(10秒周期)

計測1 計測2

ログ開始
10秒

計測1の加速度ピーク、RMS、
温湿度を保存※

10秒

※ 不揮発メモリへの保存は最大10分の遅延があります。

例：温湿度計測周期10秒、加速度サンプリング400Hz設定の場合のサマリーログ保存

計測2の加速度ピーク、RMS、
温湿度を保存※

ログ停止

停止



センサー部

LED表示
赤LED 状態

2秒毎の1回点滅 切断状態

4秒毎の1回点滅 切断状態(省電力待機)

1秒毎の2回点滅 接続済み状態

消灯 切断状態(電波出力OFF)

青LED 状態

赤LEDと同期して点滅 サマリーログ動作中状態

4秒毎の1回点滅(赤LED消灯) サマリーログ動作中状態(電波出力OFF)

消灯 サマリーログ停止状態

プッシュスイッチ

操作 動作

接続済み状態での短押し 切断

切断状態での2秒長押し 電波出力OFF

切断状態(電波出力OFF)での短押し 電波出力ON

サマリーログ動作中の5秒長押し サマリーログ停止

10秒長押し 工場出荷状態へ初期化
・デバイス名 ： Logtta Accel
・電波出力OFFまでの時間 ： 5分(省電力待機なし)



センサー部

サマリーログ

最大保存件数 1軸保存時：約4650件
2軸保存時：約2700件
3軸保存時：約1900件

例：
温湿度計測周期1秒、X/Y/Z軸を計測した場合の最大保存期間

1900件✕1秒＝約31分
温湿度計測周期600秒、Z軸を計測した場合の最大保存期間

4650件✕600秒=約32.3日

ログ領域フル時の動作 自動停止

電池電圧と％表示の関係 ≦2.5V：0%、≧3.0V：100%

リアルタイム連続測定 24時間

サマリーログ 58~935時間（設定条件による）
（3軸・1秒間隔～1軸・600秒間隔）

電池消費寿命（参考値）


