FT-2500 アドバンストタコメータ
簡易操作手順書

FT-2500 アドバンスタコメータ「簡易操作手順書」
FT-2500 アドバンスタコメータは、検出器からの信号をそのまま FFT 演算し、その次数成分から回転速
度を計算する新しいタイプの回転計で、複雑な波形でも回転速度に比例した周期的な信号が含まれてい
れば、正しく回転速度を求めることができます。当社 MP-9000 シリーズ回転検出器、イグニッション検
出器、マイクロホン、加速度ピックアップなど用途に適した検出器と組み合わせ回転計測を行うことが
できます。これまでは計測が難しかった回転軸が表に出ていないもの、あるいは回転体に検出器をつけ
られないものでも回転速度計測が可能です。
ここでは測定と設定モードの操作の流れを説明します。

■測定の流れ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

検出器をつながずに「設定モード」で使用検出器に合わせて基本設定を行います。
FT-2500 の電源を OFF し、使用検出器を測定対象へ据付して、検出器を FT-2500 へ接続し
ます。
電源を ON し仮測定を行います。
正しく測定できるように感度微調整やアルゴリズム・フィルターなどの設定を行います。
測定を開始します。
電源を OFF すると、設定条件は CONDITION へ自動保存されます。
電源 ON すると、電源 OFF 時の CONDITION で起動します。
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■操作方法
測定方法には“CONSTANT”と“ACTIVE”の 2 つのモードがあります。

1. アルゴリズムの選択
FT-2500 では検出器入力に対する FFT 演算の結果から、測定対象物の回転速度を検出するために独
自のアルゴリズムを使用しています。
CONSTANT（定常運転時）と ACTIVE（加減速運転時）があり、処理方法は下表 5 種類になります。
測定モード
CONSTANT
（定常運転時）

測定アルゴリズム

MODE
A

最大スペクトルピーク検出法

B

最頻出周波数間隔法
複数スペクトルピークの周波数間隔のうち再頻出の周波数間
隔より算出する方式です。

C

複数次数ピーク追従法
1 次のスペクトルのほかに複数の高次も監視し算出する方式
です。

D

最大スペクトルピーク追従法

E

特定スペクトルピーク追従法
選択した特定スペクトルを監視し算出する方式です。

ACTIVE
（加減速運転時）

CONSTANT でもある程度の加減速には追従しますが、ACTIVE では処理時間を短くすることで、
より早い加減速に追従するようにしています。
測定モード
CONSTANT
ACTIVE

表示更新時間
0.5s
0.25s 以内

（但し分解能は CONSTANT の 1/2）

一般的に MODE-A、急加減速では MODE-C または MODE-D が使用されます。
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2. 前面パネルとキーの基本操作

●設定モード時のキー操作

*4cF]yB

t@+/ / ~1*4

「測定モード／設定モード」の切り替えを行います。
測定モード中に押すと、計測が停止し設定モードに切り替わります。
設定モード中に押すと、上位項へ移動します。何度か押すことで測定
モードに戻ります。
キーで項目の選択や数値設定をします。
キーで数値の桁移動をします。

k4 / t@g8

項目の選択や設定された数値を確定し次の項へ移動します。
SET／NEXT キーを押さないで、MENU キーで上位項へ移動した場合
は設定変更されませんのでご注意ください。

●エラーコード表示
“E11”などと表示されるエラーコードと対処方法を下表に示します。
エラーコード
内容
入力信号の電圧レベルがオーバーしてし
E11
まっている
E12
E13
E14

E15

表示桁がオーバーしている（計測値が7 桁以上）
回転加減速モードで、追従すべきパワース
ペクトルを見失ってしまった。
フィルタで設定した計測範囲内にパワー
スペクトルのピークが存在しないが、計
測範囲外には存在する
回転加減速モードで、フロントパネル表示部
に“READY ”と表示されている状態で
SAMPLE キーを押したが、追従すべき（追従
候補にする）パワースペクトルを発見できな
かった
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・
・
・
・
・

対処法
入力電圧レベル設定を大きくする
SENSITIVITY キーを押し、感度
を調整する
1,000,000 r/min 以上は計測不可
SAMPLE キーを押し、再度測定
を行う
フィルタ設定を調整する

・ レベルモニタ LED が緑に点灯
するように、感度、センサの設
置位置を調整する

3. 設定モードの操作の流れ
検出器の接続、検出器種類ごとの設定に関する詳細解説は取扱説明書を参照ください。なお、基本
設定は初期値として設定されています。
大項目は「INPUT→ MEASURE→ OUTPUT→ OTHER」があります。大項目の下に各種設定があ
り、それぞれの設定項目の流れを説明します。設定項目の横に、項目の意味など簡単に説明を付け
ました。
3-1 INPUT
検出器の選択、電圧レンジを設定します。
oipv

+ 1GBIN
IN;.6CR

ogmp oipv
]f mprvu

^f oigtvsi
EVJL , HMIN

_f qvurvu

`f qulis

_f mrZ`]]]g- mrZ`^]]
`f mrZ_e_

tiptqs tinihu

AN , EV>R

tiptqs tinihu
]f juZ]b]^

^f juZ]c]^

af mrZ_ec
bf pr/?KQ7542580
cf om/:34<9=0
df ixu/PXSXW0

8:64>~+IK-DQAF?
4JL~1*y

squgumqp oigtvsi
]f qp/@OUDTF0+
^f qjj

mprvu tmk^
]f ^_w +
^f ][bw

mprvu tmk_
]f bw +
^f ][bw
_f ][]bw

mprvu tmk
M;9:74JL~1*yG2,
.HC/G@JL.11-PE4
B1*

tiu\pixu 5z4=N}<~{ogmp oipv|0O3

万一の破損予防のため、検出器の種類を設定後に検出器を接続してください。
電圧レンジは初めての測定対象の場合は最大レンジに設定します。
仮測定時に操作 4.「感度の微調整」の SENS キーにより微調整します。微調整で調整しきれな
い場合に電圧レンジを変更してください。
周波数分析をして回転速度を算出していますので、信号振幅の大きさより信号の周期性を
重視しています。
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3-2 MEASURE
測定アルゴリズムや周波数レンジ、フィルタ、パルス数など測定条件を設定します。

, ?OLRY
siqt smt{
ah qtv{z

bh smiy{xm

ch u{zv{z

N\SW . QXRY

dh uzpmx

KY . N\H[

smiy{xm sulm
ah kutyzitz ,
;YPJZTYF9C<

bh ikzq|m
;IMUTYF9C<

smiy{xm irourqzps
ah sulm^i ,
bh sulm^j

nxmw xitomb
ah ba+p- ,
bh c+pch eaap-

smiy{xm sulm
:CBFG8BGVveFx+nvm~dUwmrk{mT
8:G?I<V|wDOo?xsnvm~dUwmrk{mT
cnv4W3xRg\H
RRR:CBFG8BGV 205 O
RRR8:G?I<V 2045 O <}
Ruey :CBFG8BG snvk{mT

smiy{xm irourqzps
ah sulm^k ,
bh sulm^l
ch sulm^m

smiy{xm irourqzps
>+ww AC;</8SAC;</: +Yd{mT
\N`Jw@lpbWkvy^l+XahqjdT]

nxmw xitomc
ah c+p- ,
bh eaapch ceap-

nxmw xitom
nvE~vVq_*itv}{mTnvm~VSFxo
ywMd_*i+kvk{mT
3 ]xFx_*ibFx N1KJL a 62O ` DH@F< i D1E
RR= 7 6222 N1KJL a 62 ` 3 D1E \>P]

nqrzmx
ah unn ,

bh ut
nqrzmx ru}mx

nqrzmx ru}mx`{vvmx

aaaaaa ,: gggggf

i i s c B P k v k p s f n v E ~ , = t v } { mT
522 N1KJL Y 6222 N1KJL vutkvkSnv1905:x
_*i,=+LhkS,=G+0[m~its6.2+/Z
k{mTAC;</9 xdUyK~k{n,T

nqrzmx {vvmx
aaaaab : gggggg ,
mt|mruvm;45887=>V<

mt|mruvm
F<BFCE F<@<:G s^ ?DUBDUA?Uoxp_R +mrkptg
x|kvfE~wv}{mTfTwSt*j-fI{*

ah unn ,
bh r,;G9D@ 1//36+
ch p*;G9D@ 2//36+

~dUS;W718-:3tkr{gSS_*+Ohk{mT
@M X >J y2Qvnvwv~.+kvk{mT

v{rym
aaa_e : bgg_e;/-2 @BAE<0-/ ,

v{rym
N`j*p 3 Fxzp}x7:1i+kvk{mT

ymz`tm~z /W+CyeAkZsiqt smt{[z1~
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3-3 OUTPUT
コンパレートやアナログ出力などの設定を行います。

+ ;JDMR
qgor qkrx
^f ortxw

_f qkgvxuk

`f sxwtxw

af swnku

FYNP , LQMR

CR , FYAU

isqt pszku
^f sll5VRXE6+

_f sr

isqt pszku
G73?37BSQN. L 8y.H\w 98 z<D

isqt pszku ygpxk
^^^^^^ +4 eeeeed

isqt xttku
^f sll5VRXE6+

_f sr

isqt xttku
G73?37BSQN. M 8y.H\w 98 z<D

isqt xttku ygpxk
^^^^^_4 eeeeee +

isqt uswgwosrBI4=-/1/0 [Wp09t7/J
^f sll5VRXE6+

_f sr

isqt uswgwosr
G2@.22@ ~/.K+/p09tH\w 98 z<

isqt sr joukiwosr

4=-/1/0 c*-SVYQ~/Pn5[Z`CUbjq\|
v]geRb_TD

^f iz5/3 :KG 10 IZ6+
_f iiz

isqt jovtpg|
^f sll5MRQ:WHX86+
_f sr

isqt jovtpg|
98 c~/TaYC+/hFfw[ 9?3;.>::3; X~/R
bWNaGSQN.Hc8yS_TD

grgpsm sxwtxw
^f uky5BSOT<IZ6+
_f vom

grgpsm sxwtxw
;3?Ep0,2cz<S_TD
<65E4<6rc}rs\6rPz<Rb_TD

grgpsm l\v
grgpsm l\v

^^^^^_4 eeeeee +5. =?>@796

0/? z<YSVNp08y.c~/S_TD

igpohugwosr
^f }kus5-26
_f lxpp5.-26

igpohugwosr
A3;9 c*-SWNaY /? cC4>77 c*-SWNaY 0/?
cz<S_TD
x\u:^k3TaYz<1i]o{Rb_TD

hgxj ugwk
^f `b^^~*+
_f bd^^~*+
`f ec^^~*+ +
af _e`^^~*+

vkw]rk{w dFcm2OlSGqgor qkrxH^;a
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3-4 OTHER
平均化表示など表示に関する設定や使用するコンディション番号の設定をします。

+ 3A9CJ
f\dg f`gm
T[ dgiml

U[ f`\kmj`

V[ hmliml

W[ hlc`j

=PDE , BGCJ

8J , =P6L

^hg_dldhg k`e`^l
T[ ^hg_RU +
U[ ^hg_RV

^hg_dldhg k`e`^l
TaXm[P=nQJsnX`UgZC

V[ ^hg_RW

PnXDehLY
AD 6+7x2+:7 pG`TaT4aXmlpcnXXmgZC
AAM7Tae ~32*wz cb^_RgZd`BMi_dTaeWWfnXXmgZC
AA~32*/7/32 iBnmAY[NCeB^]cV_dTaTmAXmgZd`B
AATa}GwVYn/_kTaD4fY_V\XRC
ADehLY[R ~32*/7/32 iBnUZYB6+7x2+:7 pG`UZ4a?B1+28
AApGn1cS0YWa}GwcqkgZC
Pb> 32 H
A b> 32 ZlaBb> 3,, Hd ~32*/7/32 iBdTaTehLXmgZC

\n`j\b`
T[ haa +
U[ V /6LN; - 7@<0
V[ X
W[ Z
X[ UY

\n`j\b`
jInBp3WaY[]njIY[RNCe 3,, nB.dl:]njIY[RN
Cel:3RnTaYgZC

mgdl /F52M?0

mgdl

T[ tSqpr +
U[ cu

jIY[R[-nTaYgZC>x<;= a6os{qv~KhR .@ d5;eF
>x<;= | .@ NA{y ? Oy~sR

]jdbclg`kk/M?2O410
T[ cd/:K.>0
U[ fd_/:K.H0+
V[ es/:K.I0

^hfi \mlh hg

^hfi \mlh hg

yAAAA2351}0

<W}Gw` ~314 pGn0Y[?Br,y*Gu
TdEJ@NL2HTaK
Wd}Gw`eBoYdb>n 3,, YD9dZla
r,y*Gu8ge 3,, abkgZ

zAAAAA}873

<W}Gw`Ocr,y*GuTdE
Wd}Gw`eBoYdb>n 3,, YD9dY_j
r,y*Gu8ge 32 abkgZ

T[ ghjf\e +
U[ \mlh

`ol`jg\e dgiml

`ol`jg\e dgiml

rxquL*/-/7}0 /x3Md 67}57 \FdQBdSktrnTaYgZC
2351}0EoGz,dNCcWaBq+Gt`|G~wJWa`GKabkgZC
5+9+56+Eq+GtdNCcWaBoGz,`|G~wJWa`GKabkgZC

T[ ghjf\e +
U[ j`n`jk`

k`lSg`ol pGn1cS0YHf\dg f`gmIfql
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●CONDITION SELECT
＜設定条件の保存＞
z 各項目を設定する時 SET/NEXT キーで設定が確定されるごとに保存されます。
z 初期設定は COND-1 になっていますので、初めての設定の場合はここへ保存されます。
z CONDITION 番号 を変更した場合は、設定モード全体を一通り設定・確認するようにして
ください。
＜読出し方法＞
z CONDITIION 番号を選択し SET/NEXT キーで選択確定後、MENU キーを何度か押し測定
モードに戻ります。なお、電源 ON すると、電源 OFF 時の CONDITION 番号で読み出され
ます。
3-5 測定モード
設定モードで測定条件設定後、測定モードへ戻ります。

NLOT 8l7CdsAwm[b>l<.n.j4
NPKLGJHKHL

AD=4<@F

QG,RKj[b>l<+j{y~uod^[]hpfNteO
v5/xk

72/,.38E?501./*-+.+/6

DcgBZ,@cS]} e[`c_^ 8l7Aw/xk
aP:=9;?tXbv5j[b7EMw/xk

RINQML ;4:>9

yzwj`b]^V^ }- e[`c_^ 8l7Ax~IhmaiXnt
eOv5/xk aiX tVwqeO}*qRK-jd^\[__
8l}jaiY s2L_ aiZ iW3^r25/xk
TJSH+13W3^r254L_U-g63/xkVw

NPKLGL
stm

qDc\deO,0,7Y`wje^fWa^gf 8l7Aw|
Fbx4~[b>l<.j3/xk

mnopqr xlvuw

RLSHOLUS ;4:>9

BD=4<5BDC:E?6

mnopqr xlvuw

3-6 仮測定を行い正しく測定できているか確認
正しく測定できるように操作 4.「感度の微調整」や操作 5.「トラブルシューティング」を参考
にアルゴリズム・フィルターなどの設定を行います。
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4. 感度の微調整

SENE キーを押すと“SENSITIVITY

05”などと表示されます。

キーで LEVEL 緑ランプが

点灯するよう感度レベル 0～10（10 のとき最大感度）を調整します。これで調整できない場合は、
設定モードの INPUT で電圧レンジを変更します。再度 SENE キーを押すと測定モードに戻ります。
ただし、FT-0501、FT-0601 の両検出器の場合は機能しません。

E

}=_6
dX_d\e\g\ej

{ HzEDF
IGN

5. トラブルシューティング
取説より抜粋したものを掲載します。
故障かと思われたときは、まず以下の事項をご確認ください。確認後も正常に動作しない場
合は、お求めいただきました当社代理店、またはお近くの当社営業所までご連絡ください。
■測定回転数が安定しない
以下の対応をお試しください。
A

センサの検出位置を変更する
微弱信号を利用して測定しておりますので、センサの検出位置を変更することで、よ
り安定した測定ができる場合があります。

B

アルゴリズムを変更する
各アルゴリズムには特徴がありますので、うまく測定ができない場合にはお試しください。
●定常回転測定モード
MODE-A → 1 次の周波数成分が大きい場合に有効
MODE-B → 1 次、2 次、3 次・・・の周波数成分がはっきりと出ている場合に有効
●回転加減速測定モード
MODE-C → 1 次以外の次数成分がある場合に有効
MODE-D → 1 次の周波数成分が大きい場合に有効
MODE-E → 最初にユーザーが指定したピークを追従させる

C

フィルタ機能を利用する
フィルタ機能は測定する範囲を限定する機能です。あらかじめ、測定対象物の測定値
が予想できる場合は、範囲を限定することで安定した測定につなげることが可能です。
ただし、フィルタ機能は MODE-B では無効となりますので、定常回転測定モードでは
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MODE-A を使用してください。
<<下限設定例>>
測定した回転速度が予想される回転速度の 1/2 以下の場合、予想される回転速度の約
60%程度に設定します。
<<上限測定例>>
測定した回転速度が予想される回転速度の 2 倍以上の場合、予想される回転速度の約
180%程度に設定します。
D

周波数レンジを変更する
可能であれば周波数レンジを低い周波数レンジに変更してください。必要以上に高い
周波数を選択していると誤測定する場合があります。

E

検出方法（センサ） を変更する
上記の対応で安定した測定ができない場合、検出方法（センサ）の変更を検討してく
ださい。

6. コンパレータ機能
コンパレータ設定モードにより次表のような動作となります。
設定モード
OTHER－
COMP AUTO ON：AUTO
OTHER－
COMP AUTO ON：OFF
OUTPUT－
COMP DISPLAY

動作
電源 ON で、コンパレータ機能が自動的に ON になります
前パネル COMP キーを押すことでコンパレータ機能が ON に
なります。但し電源を OFF にすると解除されます。
LO：LOWER、HI：UPPER しきい値の設定値を表示します。
コンパレータ機能の ON/OFF に関係なく表示されます。

}=_6
]`S JII

|}{{ HzEDF
[\S JNII

判定結果は背面パネルの DIOGITAL I/O コネクタより下表の 4 種が出力され、ランプが点灯します。

LOWER

しきい値＞表示値

UPPER

しきい値≦表示値

ROTATION
OK

コンパレータ動作方向設定値＝計測回転方向
上記コンパレータが全て OFF であること
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7. プロテクトキー
SET/NEXT（KEY PROTECT）キーを 2s 以上押すことでプロテクトキーの ON/OFF の設定ができます。

設定方式

計測モードにて SET/NEXT キーを約 2 秒間押し続け
ることによってキープロテクト機能が有効

解除方法

キープロテクト機能が有効な状態で SET/NEXT キー
を約 2 秒間押し続けることによって同機能を解除

プロテクト範囲

回転加減速モードで測定準備状態に戻る場合の＜
（SAMPLE）キーを除くすべてのキー

8. 背面パネル
1x=LE|* JSO5c4

fB{C]Y <{~;/+8Z:.[

－ 以上 －
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