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ひばりパルス ベーシック   

取扱説明書チュートリアル編 

 

この取扱説明書はひばりパルス ベーシ

ックをはじめて使う方のための簡易版です。

詳しい情報は取扱説明書リファレンス編に

掲載されています。 

取扱説明書リファレンス編は PDF デー

タで CD-R 内に入っています。または以下

の弊社サイトからダウンロードできます。 

(http://www.bcchecker.com/docdown) 

 

1.入っているもの 

本体／CD-R／USB ケーブル／マウスパッ

ド／添付文書／取扱説明書チュートリアル

編(本書) 

 

2.対応する PCについて 

本製品は Windows *PC と接続して使用

することを前提にしています。単独では作

動しませんのでご注意ください(Windows

はMicrosoft社の登録商標です)。 

以下の PCで動作します。 

①OS(いずれも 64ビット版)： 

Windows7, Windows8, Windows8.1, 

Windows10 

②CPU：Corei3以上を推奨 

 

3.注意事項 

・ペースメーカーを装着している方は使用

しないでください。 

・電源投入時(緑色 LED点灯時)はセンサ部

から常時赤外線が発光していますので、

センサ部に眼を近づけないで下さい。 

・電源投入時(緑色 LED点灯時)は怪我や炎

症のある体の部位をセンサ部に接触させ

ないで下さい。 

・測定中、センサ部に当てた指先に強い痛

みを感じたり、火傷したりしたときは、

ただちに測定を中止し、必要に応じて医

師の診断を受けて下さい。 

・測定結果の自己診断、治療は危険ですの

で医師の指導に従って下さい。 

・故障した場合は自分で修理、分解せず、

弊社までご連絡下さい。 

・本製品に水をかけると故障する場合があ

ります。 

 

4.インストール方法 

 最初にデバイスドライバをインストール

し、次にアプリケーションソフトをインス

トールします。デバイスドライバは CD-R

内のフォルダ「DD151207」の中に入って

います。 

① PCの光学ドライバに付属のCD-Rを挿

入します。 

② 本製品本体と PCをUSBケーブルで接

続します。 

③ デバイスドライバをインストールしま

す。インストールが完了すると正常にイ

ンストールされた旨のメッセージが出

力されます。 

④ 通常、自動的にデバイスドライバのイン

ストールが始まりますので、画面の指示

に従ってください。途中、ディスクを挿
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入する旨のメッセージが出力されたら、

①の通り挿入したことを確認して「次へ」

をクリックしてください。 

うまく作動しない場合は手動のインス

トールに切り替えてください(詳細は取

扱説明書リファレンス編を参照)。 

⑤ お使いの PCや環境によっては、手動で

インストールしなくてはならない場合

があります。その場合、デバイスドライ

バの参照先に CD-R 内のフォルダ

「DD151207」を指定します(詳細は取

扱説明書リファレンス編を参照)。 

⑥ デバイスドライバのインストールが終

了したら、次にアプリケーションソフト

をインストールします。 

⑦ まず CD-R 内の「Setup151202」をダ

ブルクリックし、画面の指示に従います。 

⑧ アイコンがデスクトップに表示された

ら、インストール作業はすべて完了です。 

 

5.アプリケーションソフトの操作法 

① ひばりパルス ベーシック本体と PC

を USBケーブルで接続します。 

② デスクトップ上のアイコンをダブルク

リックし、アプリケーションソフトを立

ち上げます。 

③ 画面の空欄に被測定者の年齢を入力し

た後、「測定画面」をクリックし、「測定

画面」を立ち上げます。 

④ 血管年齢を表示する場合はメニューバ

ーの機能(F)＞血管年齢の表示／非表示

(V)をクリックします。 

⑤ 被測定者の指先を本体センサ部に載せ

ます。 

⑥ 「測定」ボタンをクリックし、測定を開

始します。 

⑦ 測定中、被測定者は体を動かさず、静か

にしています。 

⑧ 測定が終了するとメッセージが出力さ

れます。測定結果の見方は図 1 を参照

してください。 

⑨ 結果を印字する場合は「印刷」ボタンを

クリックしてください。 

データを保存する場合はメニューバー

のファイル(F)＞データ書き込み(W)を

クリックしてください。保存したデータ

を見るときは、「測定画面」を閉じ、最

初の画面から「ビューワ」をクリックし

ます。「ビューワ」画面が立ち上がり、

保存データを見ることができます。 

⑩ 22 波形分類で測定するときは機能(F)

＞22 波形分類／7 波形分類(Ｗ)をクリ

ックします。 

  後は 7 波形分類と操作法は同じです。

測定結果の見方は図 2 を参照してくだ

さい。 

 

6.3波形表示の操作法 

 最初の画面から「3 波形表示」をクリッ

クすると、「3波形表示」画面が立ち上がり

ます。「3波形表示」画面では加速度脈波の

他、容積脈波や速度脈波をモニタ表示でき

ます。 

 

7.貯蔵方法 

次のようなところに保管して下さい。 

① 水等の液体のかからない場所 

② 直射日光が当たらない場所 

③ 高温(40℃以上)でない場所 

④ 高湿(95％)でない場所 
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9.加速度脈波について  

本製品は加速度脈波を測定する装置です。加速度脈波は末梢血液循環の状態を評価する

もので、本製品では 7波形分類の場合、良好な順に A～Gまでの 7波形に分類されます。 

被測定者の年齢によって、標準となる加速度脈波の波形が変わります。たとえば C波形

は 25歳ですと要注意ですが、40歳では標準、72歳では良好になります。標準よりも左側

の波形になれば良好、右側の波形になれば要注意です。 

また 22波形分類も同様に年齢に応じて三段階の評価をします。 

加速度脈波は食生活や運動習慣など日頃の生活習慣の影響を受けます。 

 

 

図 1 測定結果の見方(7波形分類) 

  

 

 

図 2 測定の見方(22波形分類) 

 

 
(T151204) 

 
A B C D E F G 

        30 歳未満 良好 標準     要注意     

 
    

     
30～59 歳 良 好 標準   要注 意   

 
      

    
60 歳以上   良好   標 準 要注 意 

 
  A     B     C     B- C- E     D   E- F G 

  A+ A A- B+ B+X B BX C+ C B- B-X C- E+ E D+ D D- E- F/F- G/G- 

                     20～29     良好     標準           要注意           

                     30～39     良好       標準         要注意           

                     40～49     良好       標準           要注意         

                     50～59       良好         標準           要注意     

                     60～69         良好           標準       要注意     

                     70 以上           良好                   要注意     
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品質保証書 

 

製品名 ひばりパルス ベーシック  

保証期間 お買い上げ日より 1年間 

販売店 会社名 

住所 

 

TEL 

お買い上げ日 

お客様 お名前 

住所 

 

TEL 

 

1. 本製品が故障した場合、保証期間中でしたら弊社が無料で修理または良品交換いたしま

す。その際、現品に本保証書を添えて弊社または弊社指定の修理業者へ郵送してくださ

い。その際、送料はお客様負担でお願いいたします。なお本保証書がなくても製造番号

がわかれば無償修理できる場合があります。 

2. 以下のような場合は、保証期間中でも有償修理となる場合があります。 

① 不当な修理や改造による故障や損傷 

② 著しく不適切な使用や保管による故障や損傷 

③ お買い上げ後、お客様または第三者の故意による故障や損傷 

④ お買い上げ後、落下および輸送による故障や損傷 

 

 

 

株式会社フューチャー・ウエイブ 

〒176-0013 東京都練馬区豊玉中 3-2-17  

TEL 03(5946)5922 FAX 03(5946)5923 

URL http://www.bcchecker.com 
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