
CRYSTAL

ポータブルデータレコーダー/ダイナミック シグナル アナライザ/振動データコレクター

CoCo-80/CoCo-90
（入力2ch/4ch/8ch/16ch）

CoCo-80/CoCo-90
信頼性に優れたラボ品質のデータ解析機能が、
場所を選ばず様々な環境で手軽に計測可能なパッケージ。
振動解析・音響解析・衝撃SRS解析等の各種解析に対応し、
最大入力16chで計測可能。PC用ソフトウェアEDMを使用する
事により、PCから遠隔操作・データファイル変換を行えます。

バッテリー寿命最大10時間で、ハンドヘルドにて使用可能

自動車、機械状態監視、航空宇宙分野の振動計測用途に最適

ダイナミックレンジ150dBFS（2/4/8ch）の為、レンジ設定不要

名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-3-6　NBF 名古屋広小路ビル

取扱店



CoCo-80/CoCo-90
CoCoシリーズはポータブルデータレコーダー、ダイナミック シグナル アナライザ/振動データコレクターです。自動車、機械状
態監視、航空機製造、航空宇宙、エレクトロニクス、軍事分野など様々な用途にご利用頂けます。これらの分野では、現場でのリ
アルタイム処理機能に加えて、簡単、スピーディー、かつ正確なデータレコーディングが必要になります。CoCoシリーズは、卓越
した性能と精度を提供する、低コストで軽量のバッテリー駆動型ポータブルシステムです。簡単に操作可能な直観的ユーザーイ
ンターフェースを採用しながらも、豊富な解析機能を備えています。
CoCoシリーズのハードウェアプラットフォームは、ダイナミック シグナル アナライザ（DSA）と振動データコレクター（VDC）
という2種類のソフトウェアモードに対応しています。どちらのモードも、専用のユーザーインターフェースと操作体系を備えて
います。
DSAモードは、機械的構造の解析/テスト/最適化のほか、電気、地球物理学、その他多彩な用途に対応します。VDCモードは、
ルートベースの機械状態監視、振動データ収集、トレンド解析用のモードです。

性能
CoCoハードウェアはデュアルCPUアーキテクチャを採用。XScale CPUは、ユーザーインターフェース、プロジェクト構成、電
力管理、ネットワーク接続、周辺機器に関する処理を行います。浮動小数点を高速処理するDSPは、データの入出力とリアルタ
イム処理の管理を行います。CoCoはこの他に、大容量データの記憶に対応した大容量RAMとNANDフラッシュメモリを備え
ています。独自の設計により、フロントエンドに合わせて逐一ゲイン設定を行う必要がなくなったほか、150dBFSを超える大き
なダイナミックレンジを提供しています。

製品について

信頼性
CoCoのバッテリー寿命は最高10時間。冷却ファン不要の特殊な耐温度・低電力設計により、バッテリー動作時間の向上を実現
しています。



データレコーダー
最大サンプリングレート： 102.4kHz（8ch同時）
リアルタイムスペクトル幅： 46kHz
リアルタイム周波数応答＋サンプリングレート： 発振1ch、応答入力7chで最大102.4kHz 
（ストリーミング集録無効）/最大64kHz（ストリーミング集録有効）

ソフトウェアオプション I ダイナミック シグナル アナライザ モード（ＤＳＡモード）

周波数応答関数（FRF）
CoCoシリーズは、FRF解析（伝達関数・コヒーレンス）機能を標準装備。

音響解析（オプション）
CoCoシリーズのFFTスペクトル解析機能のオプションとして、オクターブ解析、騒音計（SLM）機能を装備。

オーダートラッキング解析（オプション）
オーダートラッキング解析では、未処理のタイムストリーム、リアルタイムのオーダートラック/オーダースペクトル、狭帯域RPM
スペクトル/固定帯域RPMスペクトル、全体のRPMスペクトル、タコメーターの信号に対応した位相のオーダートラックを測定
できます。

ズームFFT解析（オプション）
ユーザーが定義した周波数域における、FRF、コヒーレンス、オートパワースペクトル、位相スペクトルを解析可能。「ズームスペ
クトル解析」機能により、スペクトル全体を計算しなくても極めて高い周波数分解能が得られます。

全身振動解析（オプション）
規格： ISO 2631-1:1997準拠
チャンネル数： 3チャンネル解析（x / y / z軸）
用途： 健康、快適性、知覚、乗物酔い
試験時の体位： 座位、立位、横臥位（横向き）



ルートベースの状態監視
測定チャンネル： 1chまたは3ch（3軸）― タコメーター有効/無効に対応。
ルート収集制御： ルート操作が簡単なユーザーインターフェース。ライブシグナルの表示/一時停止、測定記録の確認、前/次の
測定エントリの表示、前/次のポイントの表示、ポイントおよびルートの管理が可能。

復調スペクトル
ルート収集モード/オンサイトモードの両方に対応。
復調帯域幅：24種類の帯域幅オプション（125Hz～1.44kHzから32kHz～46.08kHzまで）。

下降/上昇テスト
オーダートラッキング解析では、未処理のタイムストリーム、リアルタイムのオーダートラック/オーダースペクトル、狭帯域RPM
スペクトル/固定帯域RPMスペクトル、全体のRPMスペクトル、タコメーターの信号に対応した位相のオーダートラックを測定
できます。

衝撃テスト
ユーザーが定義した周波数域における、FRF、コヒーレンス、オートパワースペクトル、位相スペクトルを解析可能。

ローターバランシング
機械の解体なしで、バランスの修正を行うことができます。あらゆるサイズのローターでの1面/2面バランシングに対応。多重チ
ャンネルオプションを利用したセンサー2つによる平行測定では、より迅速、安全、正確な手順が可能。必要に応じて、ユーザー
インターフェースからバランシングの開始/停止の操作が可能。単一の動作を、手順全体をやり直すことなく再実行できます。

ソフトウェアオプション I 振動データコレクター モード（ＶＤＣモード）



CoCo正面図

ハードウェア I 各部名称

ストラップ

ファンクションキー
（画面内のファンクションに対応）

ストラップ調節用
補助ループ

5.7型カラー
LCDディスプレイ

インジケーターライト電源ボタン

リセット

コメント用
マイクロフォンジャック

ヘッドフォンジャック

USB
（PCとの接続）

イーサネット

SDカードスロット
USB

ワンタッチキー
（データの記録開始/
停止/保存、ワンタッチ
で表示設定が可能）

ESC（バック）キー
（前の画面に戻る）

十字キー、決定キー

シフトキー



2チャンネル/
4チャンネル

8チャンネル

16チャンネル

ハードウェア I 構成

CoCoシリーズのチャンネル構成
CoCo-80は2/4/8チャンネルのBNC入力端子を備えています。動的、静的な信号を正確に測定して記録することができま
す。大容量フラッシュメモリには、リアルタイムの時間と周波数にもとづく関数を計算して、8チャンネルのストリーミング信号 
（～102.4kHz）を同時に記憶することができます。内蔵の信号源チャンネルは、入力サンプリングレートと同期した様々な信
号出力波形に対応しています。

CoCo-90は16チャンネルのSMB入力端子を備えています。動的、静的な信号を正確に測定して記録することができます。
大容量フラッシュメモリには、リアルタイムの時間と周波数にもとづく関数を計算して、16チャンネルのストリーミング信号 
（～51.2kHz）を同時に記憶することができます。内蔵の信号源チャンネルは、入力サンプリングレートと同期した様々な信号
出力波形に対応しています。



製品仕様

品名 　　　　CoCo-80 CoCo-90
型式 CoCo-P04 CoCo-P01 CoCo-P02 CoCo-P03

入力

入力チャンネル 2 4 8 16
入力コネクタ BNC SMB
カップリング AC、 DC、 IEPE（アンプ内臓型）、 （4.7mA定電流出力）
入力タイプ ディファレンシャル、 シングルエンド シングルエンド
入力レンジ ±10Vpk

入力インピーダンス 1MΩ
入力保護電圧 40Vpk

ACカップリング アナログハイパスフィルター 0.3Hz@（-3dB）、 0.7Hz@（-0.1dB）
A/D変換 24bit

アンチエイリアシングフィルター アナログアンチエイリアシングフィルター
ダイナミックレンジ 150dB（2ch/4ch/8ch）/100dB（16ch）
サンプリングレート 0.48Hz～102.4kHz

THD＋ノイズ -100dBfs（DC～1kHz）
チャンネル間振幅誤差 0.3dB
チャンネル間位相誤差 0.3度以下（～20kHz）

周波数精度 1/100、000以下
振幅精度 0.5%

出力 チャンネル数 1チャンネル

タコメーター入力
RPMレンジ 5～200、000RPM

精度 ±0.01%
分解能 0.001～10RPM

記憶装置 RAM128MB、 フラッシュメモリ 4GB（システムとデータファイル合計）
LCD 5.7型LCD（液晶カラーディスプレイ）、 320×240ドット
オーディオ 3.5mmイヤフォンジャック、 コメント用マイクロフォンジャック
イーサーネット 100BaseT、 RJ45コネクタ
USBクライアント 1.1（Mini）
USBホスト 1.1（TypeA）
SDカード SD/SDHC/MMC対応
外形寸法 幅170mm×奥行69mm×高さ231mm
重さ 約1.71kg（バッテリー含む）
電源 AC100～240V/DC15V（±10%） （オプション）
バッテリー 10時間（充電時間約4時間）
温度 -5～55℃（運転時）、 -20～70℃（保管時）
耐久衝撃 50G-25msec
レコーディング時間 21分（8ch、 サンプリングレート102.4kHz）、 1.2時間（8ch、 サンプリングレート32kHz）、 2.4時間（4ch、 サンプリングレート32kHz）
ファイル形式 ASAM-ODS XML、 UFF ASCⅡ、 UFF Binary、 ASCⅡ、 Ecxel CSV、 MATLAB、 NI-TDM、 WAV

付属品 CoCo-80本体、 専用ケース、 ストラップ、 イーサーネットケーブル、 USBケーブル、 BNCケーブル
インストールCD（ソフトウェア EDM Viewer）、 BNC出力用ケーブル、 ACアダプタ

解析・機能項目 オプションNo 対応・機能説明

解析モード
（DSA）

長時間レコーディング、 時系列計測、 オートパワースペクトラム、 
 クロスパワースペクトラム、 FRF、 コヒーレンス

標準

○

基本波形出力 ○
データコンディショニング （演算） ○

シグナルアナリシス ○
オクターブ解析、騒音計 CoCo-P11 ○

オーダートラッキング解析 CoCo-P12 　　　　　　　　　　 ○　（CoCo-90は8ch迄）
サインスイープ CoCo-P13 　　　　　　　　　　 ○　（CoCo-90は8ch迄）
リミットテスト CoCo-P15 　　　　　　　　　　　 ○　（別途EDM PAが必要）

リアルタイムフィルター CoCo-P16 　　　　　　　　　　　 ○　（別途EDM PAが必要）
ヒストグラム CoCo-P17 ○

収録データ出力 CoCo-P18 ○
ＳＲＳ解析 CoCo-P21 ○

モーダル解析 CoCo-P22 ○
メカニカルショックテスト CoCo-P26 ○

ズーム解析 CoCo-P28 ○
全身振動解析 CoCo-P29 ○

解析モード
（VDC）

Vibration Data Collector （VDC） モード CoCo-P08 ○
ローターバランシング CoCo-P09 ○
ベアリング ライブラリ CoCo-P25 ○

共通オプション
SDカードスロット機能追加 CoCo-P19 収録データをSDカードに保存可能。32GB SDメモリーカード付

オーディオ機能追加 CoCo-P24 オーディオ出力端子から収録データを確認可能。マイクロフォン付
バーコードスキャナー機能追加 CoCo-P32 バーコードスキャナー追加。ＵＳＢスキャナー付

CoCo-80



CRYSTAL

ポータブルデータレコーダー/ダイナミック シグナル アナライザ/振動データコレクター

CoCo-80/CoCo-90
（入力2ch/4ch/8ch/16ch）

CoCo-80/CoCo-90
信頼性に優れたラボ品質のデータ解析機能が、
場所を選ばず様々な環境で手軽に計測可能なパッケージ。
振動解析・音響解析・衝撃SRS解析等の各種解析に対応し、
最大入力16chで計測可能。PC用ソフトウェアEDMを使用する
事により、PCから遠隔操作・データファイル変換を行えます。

名古屋支店 〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄 2-3-6　NBF 名古屋広小路ビル

取扱店

ＰＣ用ソフトウェア I ＥＤＭ製品仕様

ＥＤＭ
CoCo-80/CoCo-90で収録したデータの表示、データのフ
ァイル出力を実行することができます。

またCoCo-80/CoCo-90をPCから遠隔操作を行うことが
できます。

・収録データのダウンロード

・収録データのエクスポート　

・収録データのビューアー機能

・CoCo-80/CoCo-90の遠隔操作

ＥＤＭ ＰＡ（オプション）
CoCo-80/CoCo-90の設定をPCにて管理作成することが
でき、CoCo-80/CoCo-90で収録したデータの後解析を行
うことができます。

・データのリセッティング

・収録データの後解析

・CoCo-80/CoCo-90の設定

・データレコーダーサンプリングへの変換

機能
EDM Viewer EDM Basic EDM Premium

（CoCo-80購入時付属） EDM-02 EDM-03
長時間計測データの表示 ○ ○ ○
解析データ表示、 Ｘ-Ｙスケール設定 ○ ○ ○
注釈、カーソル、音の再生、 RMS計算、 THD、 ズーム、 オートスケール ○ ○ ○
レポート出力 ： HTML、 Excel、 Word、 PDF ○ ○ ○
単位系の変換 ○ ○ ○
ファイル変換 ： UFF、 UFFB、 ASCII、 XLS、 WAV、ASAM-ODS、 NI-TDM、 MatLab ○ ○ ○
ファイル読み込み ： ASCII、WAV ○ ○
加速度・速度・変位変換 ○ ○
FFT解析 ： FFT、 オートパワースペクトラム、 クロスパワースペクトラム、 伝達関数 ○ ○
３Ｄディスプレイ、Waterfall、Colormap ○ ○
演算機能 ： abs、 +、 −、 *、 /、 square、 square root、 log、 integration、 differentiation、 RMS、 ピーク ○
デジタルフィルター ： IIR、 FIR、 Low-pass、 High-pass、 Band-pass ○
ユーザー定義のデータ調整機能 ○
オクターブ解析（1/1、1/3、1/6、1/12） ○
ＳＲＳ解析 ○
オーダートラッキング解析 ○
カーブフィッティング ○

本体　アクセサリー
型番 製品名
CoCo-A02 ハード本体追加高容量バッテリー（Li-ion、 8700 mAh）
CoCo-A13 ソフトハンドバッグ
CoCo-A15  ハードケース
CoCo-A17 防滴・防塵カバー  IP-65準拠


