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起動

Logtta Accelアプリを起動するにはAndroidのアプリ一覧から以下のLogtta Accelアイコンをタップして下さい。

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



センサー名
• 複数検出された場合は複数行に表示されます。
• センサー名がグレー表示の場合は30秒間以上当該センサーから
の電波が受信できなかったことを示します。

• センサー名が赤色表示の場合はセンサーが正常動作していない
ことを示します。FPCケーブルの接続を確認、再度電源を入れ直す
または電池を交換して下さい。

• 黒色表示中のセンサー名をタップすると、以下の動作をします。
• ログ停止中
センサー動作開始画面が表示されます。

• ログ動作中
センサーへ接続します。

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

 ログ一覧画面
 アプリ情報表示
メニュー

センサー一覧画面

画面を下方向にスワイプすることでセンサーを
再検索します。(Pull to refresh)

長時間センサーの検出ができない場合、
AndroidのBluetoothが不安定になっている可
能性があるため、画面右上のBluetoothアイコ
ンをタップしてBluetoothを再起動して下さい。

Bluetooth再起動



センサー情報画面

 サマリーログ
設定画面

 センサー
設定画面センサー動作状態

センサーの電池残量

センサーの個体情報



センサー設定画面

 デバイス名変更画面

 電源設定画面

 キャリブレーション画面



デバイス名変更画面

新しいデバイス名(最大20byte)



電源設定画面

電波出力OFFま
での時間

切断状態での省電力待機設定



キャリブレーション画面

キャリブレーション(加速度センサの補正)を開始します。
センサー部を水平に配置した後、キャリブレーション開始をタップして下さい。
キャリブレーション結果はセンサーの不揮発メモリに保存されます。
サマリーログ動作中は開始できません。



センサー動作開始画面(温湿度計測設定)

温湿度の計測周期を指定します。

後の操作でサマリーログを開始した場合、加速度の
Peak値、RMS値はこの周期毎の保存になります。



センサー動作開始画面(加速度計測設定1)

加速度のサンプリング周波数
を指定します。

加速度のサンプリング分解能を指定します。
加速度レンジ±19.6m/s²(2G)、12bitの場合の分解能は
(-2～2G)/2²12 = 4/4096 = 約1mGの分解能になります。



センサー動作開始画面(加速度計測設定2)

加速度の計測軸を指定します。 加速度レンジを指定します。

チェックすると加速度のハイパスフィルターが
有効になり、加速度変位(時間微分値)が計測
できます。  接続後、波形表示画面



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

一時停止やスクロールに関わらず現在の
温湿度、及び傾向が表示されます。

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。



サマリーログ設定画面(サマリーログがない時)

現在の計測設定でサマリーログ
を開始します。

※本画面はセンサー情報画面からの遷移では表示されません。



サマリーログ設定画面(サマリーログ動作状態時)

サマリーログを停止します。 サマリーログを停止し、ダウンロードを開始
します。
ダウンロード完了後に自動切断されます。



サマリーログ設定画面(サマリーログ停止状態時)

サマリーログを消去します。 サマリーログを停止し、ダウンロードを開始
します。

ダウンロード完了後にセンサー内のサマ
リーログは削除されます。



ログ一覧画面(リアルタイムログ一覧)

リアルタイムログ一覧/サマ
リーログ一覧切り替え

選択中のログを削除

選択中のログを他アプ
リと共有

選択チェックボックス
リアルタイムログ一覧
 長押しでログ再生画面



ログ一覧画面(サマリーログ一覧)

サマリーログ一覧
(サマリーログはAndroidでは再生できません)



ログ再生画面

現在の再生速度
x1/x2/x4/x8/x16

再生/一時停止

波形の操作はリアルタイム表示画面と同じです。

ログ再生では温湿度は表示されません。

再生中のセンサー名、ログ開始日時



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
/storage/emulated/0/Documents/LogttaAccel2/SummaryLogs
/storage/emulated/0/Documents/LogttaAccel2/RealtimeLogs

にCSVファイルとして保存されます。
Windows10とUSBで接続しMTPでCSVファイルを取得する場合、エクスプローラから

PC¥<Android名>¥内部ストレージ¥Documents¥LogttaAccel2
にアクセスして下さい。



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。



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）


