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１. 特徴 

(ア)  自動データ収集機能 

 弊社「オートマチック GR」と組み合わせることにより半自動で、データの収集、データの記録、デ

ータの出力を行うことができます。 

(イ)  レポートの作成 

 必要な項目を入力するだけで、すばやく以降の例のような画面表示、プリンタ出力ができます。

また、作業現場にパソコンを持ち込んでいればその場で、試験結果を確認できますので、試験後

に異常なデータがあったためにもう一度再調査を行うような無駄が省けます。 

(ウ)  データ検索機能 

 何時ぐらいに、誰が、などの簡単な検索条件の設定で、過去の試験結果を検索し表示すること

ができます。もう、試験記録を捜すために、過去の記録用紙を一枚一枚確認する必要はありませ

ん。 
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２. 出力仕様 

・Type1 ・Type2 

  

・Type3 
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３. インストール方法（パソコンへの導入） 

1. CD-ROM をセットすると Windows の自動再生機能によりインストールプログラムが起動し

ます。自動再生機能を止めてある場合は、スタートメニューのファイル名を指定して実行を選

択し、CD-ROM ドライブの「DISK1」ディレクトリの中の「AWare3.msi」を実行してください。 

 

2. お使いのパソコンによっては次のようなメッセージが表示されることがあります。このメッセー

ジが表示された場合には、「はい(Y)」をクリックするか、「すべて無視(A)」をクリックしてくださ

い。 

 

図 1 

 

 

3. インストール画面が始まると、次の図のような画面になりますので、「次へ」を選択してくださ

い。 

 

図 2 
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4. 画面が次のようになりますので、「次へ」を選択します。 

 

図 3 

5. すると次のようにインストールが進行します。 

 

図 4 

6. インストール作業が終わると次のメッセージが表示されます。 

 

図 5 
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7. 最後に、次図のように「AWare3」とデスクトップ上に表示されれば成功です。 

 

図 6 
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４. インストール方法（導入後の各種設定値の変更） 

各種設定を行うには、次の操作を行ってください。 

1. プログラムを起動後次の図のように「ファイル」メニューの「プロパティ」を選択してください。 

 

図 7 

2. 次の図のように設定画面が表示されますので各種の設定を行ってください。 

 

図 8 

3. 各設定値のグループは、次のように分類されています。 

a. セット数 

 オートマチック GR内蔵のコンピュータにセットされているデータの配列を AWareにセットする

グループです。（初期型 SST-100/S のみ使用するオプションです。SST-100E/ES,SST-100D 除

く） 
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図 9 

(ア) 最大測点数 

 お使いのオートマチック GRが何ポイント分のデータを記録することができるかを Aware側

に設定します。標準仕様では、22 測点×64 ポイントです。詳しくは、オートマチック GR 本体

の取扱説明書をご参照ください。 

(イ) 1測点当たりの最大データ数 

 お使いのオートマチック GR が 1 ポイントあたりいくつのデータを記憶できるかを Aware 側

に設定します。標準仕様では、64 個です。詳しくは、オートマチック GR 本体の取扱説明書を

ご参照ください、 

 

b. 通信条件 

 オートマチックGRとパソコンを接続するRS-232C（シリアル・通信）ポートの番号の設定とタ

イムアウト値の設定を行うグループです。 
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図 10 

(ア) ポートNo. 

 ここの値は、パソコンとオートマチック GR を接続するケーブルを、どのポートに接続するか

を設定します。なおこのポートはパソコンの OS 等によって呼び方が変わってくる場合があり

ますが、一般に「RS-232C ポート」、「シリアルポート」、「コミュニケーションポート」、「通信ポ

ート」、「COM ポート」等と記述されています。ご使用になられるパソコン、差し込んだポート

の口によって設定しなければいけない番号はそれぞれ違います。 

 なお、お使いのパソコンのシリアルポート No をご確認する場合は、WindowsXP の場合

「スタート」メニューの中の「設定」の中にある「コントロールパネル」の中の「システム」を開き

「デバイスマネージャ」タブの「ポート(COM/LPT)」をクリックしてその下に現れる「通信ポート

(COM1)」などを確認してください。ここの数字(COM1 の 1)を、この「ポート No」の値にセット

します。 

 オートマチック GR とパソコンを繋げるとき、パソコン本体にシリアル(RS-252C)ポートが装

備されていない場合には、USB-シリアル変換ケーブルが必要となります。（※シリアル変換

ケーブルを USBに差し込む場合、どれか特定の差し込み口のみを使用してください。差し込

み口を変更するとポートNoが変わる場合があります。） 

(イ) タイムアウト 

 パソコンの能力が低い場合、頻繁に通信エラーが発生する場合があります。その際にはこ

この値を若干大きく（最大 30 程度まで）してみてください。通信エラーが減る可能性がありま

す。 
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c. 土質 

 オートマチック GR から送られてくる土質データを AWare 側でどのように解釈するかを決

定するグループです。 

 

図 11 

(ア) 砂質土 

 オートマチック GR から、「砂質土」というデータが送信されてきた場合に、Aware 側で

どのような土質であるかを解釈させるための設定値です。たとえばここの値を「砂質土」

と設定するとオートマチックGRから「砂質土」というデータを送信してきた場合に、Aware

側での表示は、「砂質土」となります。 

(イ) 粘性土 

 オートマチック GR から、「粘性土」というデータが送信されてきた場合に、Aware 側で

どのような土質であるかを解釈させるための設定値です。たとえばここの値を「粘性土」

と設定するとオートマチックGRから「粘性土」というデータを送信してきた場合に、Aware

側での表示は、「粘性土」となります。 
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d. ユーザー情報 

 レポートに印刷する会社名やマークの位置を設定するグループです。 

 

図 12 

(ア) 会社名 

 出力されるレポートのフッター部分（ページの一番下の部）に表示する会社名をここに

入力します。 

(イ) マーク 

 出力されるレポートのヘッダー部分（ページの一番上の部分）に表示するマークをここ

に入力します。たとえば会社のマークやロゴなどの絵を表示できます。また、マークの部

分のボタンをクリックすると次の図のように、絵を選択する画面が表示されます。 

 

図 13 

(ウ) 通常の提出先 

 新規でデータシートの表示を行った際の提出先の標準設定をしておく提出先をここで設

定します。ここの設定により N値等の計算方法を設定できます。 
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(エ) 標高差の基準 

 標高差の基準を「GL(標高差と表示)」、「GL」、「KBM」もしくは「TBM」の中から選択

できます。 

(オ) 測定場所の表記方法 

 測定場所の表記方法を「住所」もしくは「調査地」の中から選択できます。 

(カ) 測点No と表示 

 レポートに表示される測点 No を別管理したい場合に「表示しない」に設定します。「表

示する」としている場合は、Aware3で管理している測点Noとレポートに表示される測点

No が同期するため管理が容易にできます。「表示しない」とした場合は測点 No の部分

は、「データ No」と置き換わります。 

(キ) 水位の表示方法 

水位の表示方法を「地下水位」もしくは「坑内水位」の中から選択できます。 

(ク) 調査責任者と調査者の表記 

レポートに表示される調査責任者と調査者の表記を任意に変更することが出来ます。 

e. 位置 

 データベースの位置を設定するグループです。 

 

図 14 

(ア) AWareデータの位置 

 Awareのデータを保管する場所をここで指定します。 

(イ) 住所データの位置 

 住所データの位置住所の一覧を表示するためのデータベースの位置をここで指定しま

す。 

(ウ) 変換データの位置 
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 データコンバートを行う際に外部データの位置とファイル名の初期値を設定しておきま

す。 

(エ) バックアップ 

 バックアップデータを作成します。右側にバックアップデータの位置が表示されます。 

 

f. 印刷 

印刷時の表記設定を行うグループです。 

 

図 15 

(ア) 調査地区Noの表示 

印刷時に調査地区Noを表示するかどうか選択できます。 

(イ) 土質凡例の表示 

印刷時に土質凡例を表示するかどうか選択できます。 

(ウ) 試験装置の表示 

印刷時に表示する試験装置を「全自動式」、「半自動式」もしくは「手動式」の中から選択

できます。 

g. その他 

 その他の設定を行うグループです。 
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図 16 

(ア) SI単位換算用重力加速度 

 SI単位への換算時に使用される SI単位換算用重力加速度を入力します。 

(イ) N値等計算時の取扱 

⚫ 「上限を定めない」 

設定された計算に基づき計算をしますが上限は定めません。 

⚫ 「1mあたりの半回転数の上限 150回」 

設定された計算に基づき計算をしますが半回転数の上限を 150 回までとみなします。 

⚫ 「換算N値の上限を右記の値にする」 

換算N値を求める際にこの上限値を設定された値にします。 

(ウ) 測点の移動を警告する 

 測点の移動機能を使用する際に警告を出します。 

(エ) デスクトップ上にショートカット作成 

実行をクリックするとデスクトップ上に Aware3のショートカットを作成します。 

(オ) 区間丸め方式 

区間の丸め方を「標準」、「距離優先」もしくは「軟弱データ(荷重)優先」の中から選択で

きます。 

各種設定を変更した後は「更新」ボタンをクリックして AWare を再起動してください。もし、設定

値を変更したくない場合は、「キャンセル」をクリックしてください。 

  



■■■ A-WARE3 取扱説明書 ■■■ 

16  

 

５. マスタの登録方法（各種候補） 

(ア)  各項目の説明 

姓名マスタ 

  

「調査責任者」と、「調査者」のリストを入力します。 

天候マスタ 

  

「天候コンボボックス」表示する内容のリストを入力します。 

土質マスタ 

  

測点データの入力の際に使用する土質名のリストを入力します。色変更ボタンをクリックすると

色の設定ダイアログボックスが表示されます。お好きな色を選択して、「OK」ボタンをクリックする

と、指定された土質の表示色を変更できます。 

得意先マスタ 

  

提出先の名前のリストを登録します。N 値計算コード、Qa 値計算コード、qu 値計算コードはそ

れぞれの計算式の系列コードに対応しています。 

調査目的マスタ 

  

調査地区に対する調査目的のリストを作成、登録します。 

調査地区記事マスタ 

  

調査地区に対する記事のリストを作成、登録します。 

測点記事マスタ 

  

測点記事に対する記事のリストを作成、登録します。 
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測点データ記事マスタ 

  

測点データに対する記事のリストを作成、登録します。 

N値計算式マスタ 

  

N 値計算式の係数（パラメータ）を設定します。N 値の計算式をここで登録します。計算式の系

列コードを提出先ごとに使い分けるために使用します。「A」、「B、「C」、「D」の各係数を以下の表

に登録します。計算式の各係数は、重力単位系（SI 単位系ではありません。）の数値を入力してく

ださい。（次項図参照） 

 

 

図 17 

Qa値計算式マスタ 

  

Qa 値計算式の係数（パラメータ）を設定します。Qa 値の計算式をここで登録します。計算式の

例列コードを提出先ごとに使い分けるために使用します。「A」、「B」と、適用する N 値の上限と下

限の各係数を以下の表に登録します。計算式の各係数は、重力単位系（SI 単位系ではありませ

ん。）の数値を入力してください。 
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図 18 

Qu値計算式マスタ 

  

Qu 値計算式の係数（パラメータ）を設定します。Qu 値の計算式をここで登録します。計算式の

系列コードを提出先ごとに使い分けるために使用します。「A」、「B」と、適用する N 値の上限と下

限の各係数を以下の表に登録します。計算式の各係数は、重力単位系（SI 単位系ではありませ

ん。）の数値を入力してください。 

 

図 19 

XL 

  

マイクロソフトエクセルなどで表示できる TXT(CSV)形式で表示データを保存します。 
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各マスタでの共通の操作方法 

マスタデータの呼び出し 

マスタデータを呼び出すには次図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 20 

マスタデータの保存 

マスタデータを保存するには次図の矢印の部分をクリックします。 

    

図 21 

レコードの挿入 

１． 次の図のように矢印キーを使って一番下の行に黒枠を持っていきます。 

 

図 22 
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２． 最後の行で更に下向き矢印キーを押すと次図のように新しい行が表示されます。 

 

図 23 

３． レコードの内容を次のように入力します。 

 

図 24 

４． この後「保存ボタン」をクリックしてください。「保存ボタン」を押さないと保存されません。 

※マスタに登録されている内容は、パソコンが自動的に並び替えを行います。この為、

登録した順序に関係なく一覧は表示されます。 

レコードの削除 

1. 削除したいレコードを選択するために次の図のように赤い矢印の部分をクリックします。 

 

図 25 
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2. キーボードの「Delete」キーを押します。 

3. この後「保存ボタン」をクリックしてください。「保存ボタン」を押さないと削除した結果を保

存しません。 

レコードの修正 

1. 修正したいレコードを選択するために次の図のように赤い矢印の部分をダブルクリックし

ます。 

 

図 26 

2. 内容修正後、保存ボタンをクリックしてください。 
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６. オートマチック GRからデータを読み込む方法 

(ア)  シリアルケーブル経由 

1. パソコンのシリアルポートとオートマチック GR をケーブルで接続します。 

2. 次の図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 27 

3. 次の図のような画面が出ますので、オートマチック GRに記録されている調査データの

中でパソコンに取り込みたくない測点 Noを選択し「<」ボタン（次図矢印部分）をクリック

します。（SST-100、SST-100Sを接続している場合） 

 

図 28 ＜SST-100、SST-100Sを接続している場合＞ 
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SST-100E、SST-100SEを接続している場合、取り込みたい調査地点を選択し「>」ボタ

ン（次図矢印部分）をクリックします。 

 

図 29 ＜SST-100E、SST-100SEを接続している場合＞ 

 

4. 次の図のように選択が終わったら次の図の矢印の部分をクリックします。 
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図 30 

5. 次項の図のように通信が始まります。 

 

図 31 

6. データ表示画面で受信した調査地区Noを読み込んで通信結果をご確認ください。（デ

ータが正常に保存されたらデータ表示画面に切り替わります。） 

  



■■■ A-WARE3 取扱説明書 ■■■ 

25  

 

(イ)  メモリーカード（CFカード）経由 

1. メモリーカードをメモリーカードリーダーにセットします。 

2. 以下の矢印の部分をクリックします。 

 

図 32 

3. 以下の画面が表示されますので「ファイル名」ボタンをクリックします。 

 

図 33 

4. 以下の画面が表示されますのでファイル名を指定し「開く」ボタンをクリックします。 

 

図 34 
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5. 以下の画面が表示されますので「インデックス読込」ボタンをクリックします。 

 

図 35 

6. 以下のようにファイル中に含まれる測点の一覧が表示されますので Aware3に取り込

みたい測点を選択し「＞」の部分（矢印の部分）をクリックします。 

 

図 36 
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7. 以下の画面が表示されますので矢印の部分をクリックします。 

 

図 37 

8. データの読み込みが終了すると以下のように読み込みデータが自動的に表示されま

す。 

 

図 38 
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７. 読み込んだデータの検索 

1. 矢印の部分のアイコンを押すと、次図のような画面が表示されます。 

 

 

2. 赤枠内に条件を入力して、矢印の部分のアイコンで検索できます。 

 

条件を入力せずに検索すると保存してあるデータを全て表示します。 
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3. 表の黒枠を移動させて矢印の部分をクリックすると、データの詳細を開くことができます。 

 

 

８. データの編集 

 

図 39 
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(ア)  各項目の説明 

計算基準（必須項目） 

計算基準は、あらかじめ「得意先マスタ」に入力しておいてください。ここで選択された

提出先に対応する計算式を使用して、換算N値、換算qa値、換算qu値を計算します。

提出先は、レポートには印刷されません。 

現場名 

レポートの現場名の欄に印刷されます。 

調査地点の住所 

レポートの住所の欄に印刷されます。 

調査目的 

レポートの調査目的の欄に印刷されます。ここに入力する「調査目的」は、あらかじめ

「調査目的マスタ」に入力しておくと編集中にリストの中から選択できるようになります。 

天候 

 ここに入力した内容は、レポートの天候の欄に印刷されます。ここに入力する「天候」

は、あらかじめ「天候マスタ」に入力しておくと編集中にリストの中から選択できるように

なります。 

標高 

レポートの標高の欄に印刷されます。単位は「m」です。 

調査者 

レポートの調査者の欄に印刷されます。ここに入力する「名前」は、あらかじめ「姓名

マスタ」に入力しておくと編集中にリストの中から選択できるようになります。 

調査日 

レポートの調査日の欄に印刷されます。 

調査の開始時刻 

レポートの調査時間の欄に印刷されます。 

調査の終了時刻 

レポートの調査時間の欄に印刷されます。 

調査地区記事 

レポートの調査地区の部分の記事の欄に印刷されます。 

例） 「4ton車の進入不可」など。 

ここに入力する「記事」は、あらかじめ「調査地区記事マスタに入力しておくと編集中に

リストの中から選択できるようになります。 

測点の標高差 

GLからの相対値を入力してください。単位は「m」です。 

測点の地下水位 

測点の地表面からの相対値を入力してください。単位は「m」です。 
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測点の記事 

測点に対する記事を入力してください。例「北」、「南西」など。ここに入力する「記事」

は、あらかじめ「測点記事マスタ」に入力しておくと編集中にリストの中から選択できるよ

うになります。 

測点データの貫入長（必須項目） 

ここには、測点の貫入方向のデータの貫入長を入力します。単位は「ｍ」です。 

測点データのおもり（必須項目） 

ここには、測点の指定された貫入長の時点での荷重を入力します。単位は「kg」です。 

測点データの半回転数（必須項目） 

測点の指定された貫入長での半回転数を入力します。単位は「半回転」です。 

測点データの貫入時間 

測点の指定された貫入長での貫入時間を入力します。単位は「秒」です。 

測点データの土質データ（必須項目） 

ここには、測点の指定された貫入長での土質を入力します。例「粘性土」、「砂質土」な

ど。ここに入力する「土質」は、あらかじめ「土質マスタ」に入力しておくと編集中にリスト

の中から選択できるようになります。 

測点データの記事 

ここには、測点の指定された貫入長での記事を入力します。例「ガリガリ」、「ジャリジ

ャリ」など。ここに入力する「記事」は、あらかじめ「測点データ記事マスタ」に入力しておく

と編集中にリストの中から選択できるようになります。 
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保存方法 

次図で、保存ボタン（矢印の部分）をクリックします。 

※データ呼び出し直後は、保存ボタンは使用できません。表示内容に何らかの編集を行う

と保存ボタンが利用可能になります。 

 

図 40 

次のメッセージが表示されますので、「はい(Y)」をクリックしてください。 

 

図 41 
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読み込み方法 

1. 矢印の部分をクリックして、調査地区Noの欄に表示したい番号を入力します。 

 

図 42 

2. 矢印の部分をクリックします。すると次の図のように表示されます。 

 

図 43 
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削除方法 

1. 削除したいデータを読み込みます。 

2. 次の図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 44 

3. 次のメッセージが表示されますので「はい(Y)」をクリックします。 

 

図 45 
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新規入力 

 次の図の矢印の部分をクリックするとプログラムを起動したときの画面のように新規登録の

画面になります。 

 

図 46 

(イ)  データの編集中の操作 

  追加 

1. 測点の追加 

次図のように測点 No の最後までカーソル（図中の矢印がついている部分の黒枠）を

移動させキーボードの「↓」キーを押します。 

 

図 47 
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2. 測点データの追加 

測点 No と同様にカーソル（図中の矢印がついている部分の黒枠）を移動させキーボ

ードの「↓」キーを押します。 

 

図 48 

削除 

1. 測点の削除 

次図のように側転 No の行を選択（次図で矢印の部分をクリックする）してキーボード

の「Delete」キーを押すとその測点のデータは削除されます。 

 

図 49 
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2. 測点データの削除 

次図のように測点データの行を選択（次図で矢印の部分をクリックする）して「Delete」

キーを押すとその測点データは削除されます。 

 

図 50 

挿入 

1. 測点の挿入 

測点 No の表で、測点を挿入したい部分を選択します。次に矢印の部分をクリックしま

す。 

 

図 51 
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次図のように選択された部分に測点が挿入されます。 

 

図 52 

2. 測点データの挿入 

 測点データの表で、測点データを挿入したい部分を選択します。次に矢印の部分をク

リックします。 

 

図 53 
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移動 

1. 測点の移動  

 移動をしたい測点を選択し矢印の部分をクリックします。 

 

図 54 

次図のように選択されたていた測点がひとつ繰り上がります。 

 

図 55 
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a. 記事の編集 

1. 土質をまとめて変更 

 次図のように選択したい土質の範囲を選択します。 

 

図 56 

 

 マウスの右ボタンをクリックすると次図のように土質リストが表示されます。このリストの中

から変更したい土質の種類を選択すると次の図のように土質が変更されます。（上記のリスト

は、参考のために土質名が追加されています。土質を追加する場合は土質マスタをご覧くだ

さい。） 

 

図 57 
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測点データ記事をまとめて変更 

次図のように選択したい記事の範囲を選択します。 

 

図 58 

マウスの右ボタンをクリックすると次図のように記事リストが表示されます。このリスト

から土質を選択し変更します。 

 

図 59 
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表示方法 

1. 測点リストの全画面表示 

 

図 60 

   前図の矢印の部分をクリックすると次項の図のようになります。 

 

図 61 
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2. 測点データリストの全画面表示 

 

図 62 

  前図の矢印の部分をクリックすると次項の図のようになります。 

 

図 63 
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3. 通常の表示に戻す    

     次図の矢印の部分をクリックすると元の表示に戻ります。 

 

図 64 

(ウ)  丸め表示 

25cm ごとの貫入区間にて荷重・半回転数等の丸め表示を行う場合には次図の矢印の部分を

クリックします。丸め表示の最中は貫入長データの編集はできませんのでご注意ください。 

    

図 65 
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(エ)  実貫入長表示（丸め表示解除） 

 丸めデータの表示を解除するには、次図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 66 

 

(オ)  重力単位系表示 

重力単位系で計算値等を表示する場合には、次図の矢印の部分をクリックします。（おもりの荷重

を kgfで表現する方法） 

 

図 67 
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(カ)  SI単位系表示 

SI 単位系で計算値等を表示する場合には、次図の矢印の部分をクリックします。（おもりの荷

重をNで表現する方法） 

 

図 68 

(キ)  ワンタッチコンバート 

 表示中のデータをCSV形式ファイルで保存したい場合は、次図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 69 
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保存するデータの形式を選択し「OK」をクリックしてください。 

 

図 70 

 保存場所を次図のように聞いてきますので場所を指定してください。（次図はWindows 10の場

合の表示です。表示は、ご使用中の OSによって異なります。） 

 

図 71 

以上で指定場所に CSV ファイルが作成されます。 
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９. 印刷方法 

1. 印刷したい調査地区のデータを表示します。 

2. 次の図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 72 

3. 次のように印刷プレビューが表示されます。なお、印刷対象ページが複数ある場合は、「次の

ページを表示しますか？」というメッセージが表示されますので必要に応じて「はい(Y)」また

は、「いいえ(N)」をクリックしてください。 

 

図 73 
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4. 印刷の書式を変更する場合は以下の矢印の部分をクリックします。 

 

図 74 

5. 次の画面が表示されますので、印刷したいレポート種類や設定を変更してください。 

 

図 75 

6. 「OK」ボタンをクリックしてください。（前図では「Type-1」形式のレポートを選択しています） 

7. プリンタが複数ある場合は次の図の矢印の部分をクリックすると「プリンタの設定」ダイアログ

が表示されます。ここで出力するプリンタを選択してください。 

 

図 76 

8. プリンタの印刷方法などを設定する必要がある場合は、ここで設定してください。プリンタ事
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態の設定方法は、プリンタ本体のマニュアルをご参照ください。 

 

図 77 

9. 印刷前に再度プレビューを見たい場合次の図の矢印の部分をクリックしてください。 

 

図 78 

10. 印刷する場合次の図の矢印の部分をクリックすると印刷できます。 

 

図 79 
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１０. データの管理 

(ア)  バックアップ 

ファイルメニュー→プロパティ→位置とクリックし次図の矢印の部分をクリックします。 

                      

図 80 

次図のように警告が出ますので「OK」をクリックしてください。承諾されない場合はキーボードの

「ESC」キーを押してください。 

 

図 81 
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次図のようにバックアップが出来ます。アンダーラインの部分がバックアップを保存している場

所です。 

  

図 82 

(イ)  復元 

復元の操作は、現在使用中の AWARE データベースが破損し操作が不可能な場合にのみ行う

ようにしてください。 

ファイルメニュー→プロパティ→位置とクリックし、アンダーラインの部分のように復元したいバッ

クアップファイルを選択し次図の矢印の部分をクリックします。 

 

図 83 
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次の図のように、復元するバックアップファイルが現在使用中のデータベースを上書きするかど

うかを訪ねてきますので本当に復元をしたいときのみ「OK」をクリックしてください。もし承諾され

ない場合はキーボードの「ESC」キーを押してください。 

 

図 84 

 

次の図のように、復元するバックアップファイルが現在使用中のデータベースを上書きするかど

うかを再度訪ねてきますので本当に復元をしたいときのみ「はい」をクリックしてください。もし承諾

されない場合は「いいえ」をクリックしてください。 
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１１. ソフトウエアライセンス契約 

(ア)  版権 

本書は、株式会社ワイビーエムが著作権を有します。本書の内容の一部または、全部につ

いての複製を形式、手段を問わず禁じます。また内容の改変、流用を禁じます。 

(イ)  本ソフトウェアの使用制限 

a. 本ソフトウェアの使用権利 

このソフトウェアは、1本につき 1台のコンピュータで使用できます。また、本ソフトウェア

の使用制限にご同意頂けないときには使用する権利を放棄されたものとみなします。 

b. 本ソフトウェアの保護 

お客様は、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたはその他の方

法で読み取り可能な形に変えることを禁じます。また、本ソフトウェアの全部またはその

一部のいずれをも修正、改造またはこれらに基づいて二次的著作物を創作することはで

きません。 

お客様は本ソフトウェアの著作権、その他のすべての知的所有権につき、弊社がその

権利を保有していることを認め、本契約書に明記されている以外のいかなる権利も要求

しないものとします。 

お客様が本ソフトウェアを第三者に再使用許諾または、再販することはできません。 

c. その他 

本訴契約に定めのない事項については、著作権法、その他の知的財産保護に関する

法律が適用されます。本契約のいずれかの規定が適法な裁判管轄権を有する裁判所ま

たは、政府機構によって無効または、実行不能と決定された場合でもその他の規定につ

いては有効に存続するものとします。 

(ウ)  本ソフトウェアの制限保証・制限責任 

本ソフトウェアは、一切の保証または条件を伴わずに現状で使用許諾されるものとし、本ソ

フトウェアのもたらすあらゆる成果や機能についてのリスクはすべてのお客様に負担してい

ただくことになります。弊社は、本ソフトウェアの使用、およびその成果の的確性、正確性、信

頼性または、最新性に関して、いかなる明示または暗黙の負担責任も負担しません。弊社は、

本ソフトウェアが、いかなるお客様の使用環境のもとでも正確に作動しうる旨の保証はいたし

ません。 

弊社は、上記の限定された保証を除き、本ソフトウェアを使用すること、または使用できな

かったことによる派生的、付随的または、間接的損害（営業上の利益の損失、業務の中断、

営業情報の喪失などによる損害を含む）など、いかなる場合においてもお客様に対し何ら責

任を負いません。本ソフトウェアの欠陥が発見され特定された場合は、お客様のご負担によ

り必要な修正を行うものとします。 
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以上をもって本ソフトウェアについての保証のすべてとし、いかなる場合でも制限保証の範

囲が拡張されることはありません。ただし適用される法律が、上記の制限保証を承認しない

場合および、強行規定による場合は、弊社は、お客様が支払われた本ソフトウェア単体のラ

イセンス料を限度として金銭により損害を賠償するものとします。 
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１２. 連絡先 

(ア)  営業窓口 

東京支社 

〒104-0032 

東京都中央区八丁堀 3丁目 22-11 

八丁堀千島ビル 2F 

TEL (03)6479-0335 

FAX (03)6280-4744 

 

関東支店 

〒342-0045 

埼玉県吉川市木売 1丁目 5-3 

吉川情報サービスセンタービル 4F 

TEL (048)982-7558 

FAX (048)984-1577 

 

関西支店 

〒578-0964 

大阪府東大阪市新庄西 5-4 

TEL (06)4309-2921 

FAX (06)4309-9361 

 

東北営業所 

〒981-3133 

宮城県仙台市泉区泉中央 3丁目 27-3 

日泉ビル 202号室 

TEL (022)343-1210 

FAX (022)343-1220 

 

名古屋営業所 

〒468-0056 

愛知県名古屋市天白区島田 1丁目 1015番地 

TEL (052)804-3888 

FAX (052)804-3887 
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株式会社 ワイビーエムサービス 

〒847-0031 

佐賀県唐津市原 1297 

TEL (0955)77-6511 

FAX (0955)77-1901 

 

(イ)  ユーザーサポート 

本サポートは、弊社のソフトウエアライセンス契約にご同意頂き、本ソフトウェアのユ

ーザー登録をされている個人および団体に対して、本ソフトウェアの動作に関する事項

のみを行います。ユーザー登録をされていない場合は、対応いたしません。 

また「Windows の使用方法」、「パソコン本体の操作方法」、「プリンタの操作方法」な

ど、本ソフトウェア単体の動作と関係のない事項に関しては、サポート対象外となります

ので、お客様ご自身で、それぞれのメーカー様にご相談ください。 

本ソフトウェアの使用が、お客様のご期待の動作と異なる場合、ご要望の多いもの及

び、特に重要であると思われるものについては、今後の製品の改良に生かしていきたい

と思いますが本バージョンでの対応はご容赦願います。 

「ご使用になられているハードウェア特有の問題」、「弊社以外で作成されているプロ

グラムが影響している場合の問題」などが関係してくる場合においても弊社では、できる

限りの問題の解決に努力をいたしますがご期待に添えない場合があります。また、解決

のために費用が発生する場合には、この費用を別途請求させていただく場合がありま

す。あらかじめご了承ください。 

 

⚫ 営業日 

 月曜日～金曜日（土日祝日及び当社規定の休業日は除く） 

 

⚫ 営業時間 

 AM8:00～PM12:00  PM1:00～PM5:00 

 

⚫ サポート FAX番号 

 (0955)70-6017 

 

なお、サポートご依頼をされる場合には、必ずお客様の会社名、ご担当者のお名前、

電話番号、FAX 番号、発生している現象などをご記入の上、上記のサポート FAX 番号

まで FAX をお願いします。なお、上記営業時間以外にも FAX によるサポートの受付は

行いますが対応は基本的に上記営業時間内となりますのであらかじめご了承ください。 
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１３. ご使用に当たっての注意 

(ア)  本ソフトウェアご利用時の注意 

ご使用の際には、定期的にデータのバックアップを取ることをおすすめします。お客様が作

成されたデータは、お客様の財産です。「パソコンは壊れる物」、「データは消えてしまう物」と

いう観点に立ち、データのバックアップを行ってください。パソコンやプログラムは、お客様が

お金を出せば購入できますが、失われたデータは購入することはできません。弊社では、消

えてなくなったデータを元に戻すことはできませんし、あらゆる補償も保証も行いません。 

(イ)  本ソフトウェアの削除時の注意 

本ソフトウェアの削除（アンインストール）を行う際には必ずデータのバックアップをとってか

ら行うようにしてください。データはアンインストール時に削除されます。 

(ウ)  商標 

MS、Microsoft、Windows、Windows XP、Windows Vistaは、米国Microsoft 

Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。本書に記載されている会社

名、製品名は、各社の商標および登録商標です。 

(エ)  その他 

本書に記載されている内容は、将来予告なしに変更することがあります。本書の例で使用

されている名称はすべて架空のものです。実在する商品名、団体名、個人名とは一切関係

がありません。 
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１４. オートマチック GR 

          

SST-100D                                            SST-100E 

 

 

SST-100,100S 
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