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Origin9.0 チュートリアルガイドへようこそ 

チュートリアル 

1 Origin9.0 チュートリアルガイドへようこそ 
このガイドでは Origin でよく利用される機能や便利な機能の実行方法を説明しています。初めて

Origin を使用されるユーザでも、Origin を良くご存じのユーザでも利用できるように作成されています。 

このガイドのチュートリアルでは多くの機能を扱っていますので、時間があるときに目を通しておくこと

をお薦めします。具体的な操作についてのポイントが分かるはずです。 

始める前の注意 

このガイドのチュートリアルの多くは、様々なツールバーのボタンを使用しています。これらのボタンは

メニューコマンドのショートカットになっています。チュートリアルで参照しているボタンが Origin の操作

画面に表示されていない場合、単に非表示になっているだけです。ツールバーを開くには、「表示：ツ

ールバー」を選択し、目的のツールバーの隣のチェックボックスをクリックして、ダイアログを閉じます。 

2 Origin 9 
 

チュートリアルのこの項目では Origin9 のいくつかの新機能を解説します。機能の完全なリストにつ

いてはヘルプファイルを参照してください。 

 
このセクションで説明する項目:  

1. データフィルタ 

2. 積み上げ 3D 曲面図 

3. データをカラーマップしたパラメトリック曲面図 

4. 2 つ目の行列からのカラーマップ 

5. 散布図行列 

6. IIR フィルタ 

1 
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2.1 データフィルタ 

サマリー 

データフィルタは列ベースのツールで、ワークシートの行を削除し、それに対応して分析やグラフの

データで必要ではないものは非表示にします。数値、テキスト、日付/時間の 3 種類のデータ形式がサ

ポートされています。  

必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• データフィルタを使用してワークシートのデータを削減する  

• 列フィルタを適用した時に、グラフや解析を自動更新する  

• ワークシートにフローティンググラフを追加する  

ステップ 

1. 新規ワークブックボタン をクリックして新しいワークブックを作成します。単一

ASCII のインポートボタン をクリックし、Automobile.dat ファイルを＜Origin フォルダ＞

¥Samples¥Statistics のパスから開きます。どちらのボタンも標準ツールバーにあります。  

2. 列 C(Power)を選択し、右クリックで表示するコンテキストメニューから、列 XY 属性

の選択：X 列と操作して X 属性に設定します。  

3. 列 C と G を選択（Ctrl キーを押しながらクリック）して、2D グラフギャラリーツールバ

ーで ボタンをクリックし、散布図を作成します。  

4. 作成したグラフをアクティブにし、メニューから解析：フィット：線形フィットと操作して

線形フィットダイアログを開きます。このダイアログで、再計算モードを自動に設定し、解析結果

を自動更新するようにします。それ以外の設定はデフォルトのままで OK をクリックして解析を

実行します。  
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5. フィット曲線と結果表がグラフに追加されます。グラフをアクティブにし、X 軸をダブ

ルクリックして軸ダイアログを開いてからスケールタブで再スケールを自動にします。同じ操

作を Y 軸でも行い、再スケールモードを自動にします。  

 

6. 元のワークシート automobile に戻り、列の追加ボタン を 7 回クリックして 7 つの

空の列をワークシートに追加し、この後背景として使用します。  

7. ワークシートの灰色の部分で右クリックし、コンテキストメニューからグラフを追加を選

択してグラフブラウザを開きます。このダイアログで先程作成したグラフを左側パネルで選択

して OK ボタンを押し、グラフをフローティングチャートとしてワークシートに追加します。大き

さを変更したり動かして、よりはっきりと見えるようにします。  

3 
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8. 列 A と B を選択してワークシートデータツールバーからデータフィルタの追加/削除

ボタン をクリックして、空のデータフィルタを両方の列に追加します。  

9. 列 B のヘッダに追加されたフィルタアイコン  をクリックし、Buick, Chrysler, 

GMC, Kia, Lincoln, Mercedes, Saab, Volvo の前にあるチェックを外してこれらのメーカ

ーを非表示にして日本のメーカーのみを残します。OK をクリックして、フィルタを適用します。

ワークシートのデータ、グラフ、解析結果がフィルタ内容に合わせて自動的に更新されます。  
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10. 列 A のヘッダに表示されるフィルタアイコン  をクリックし、範囲を選択します。イン

ポートした時のデフォルト設定で、数値形式になっています。範囲ダイアログの設定はデフォ

ルトのままにして、 OK をクリックします。データフィルタがこの列に適用されます。  

11. 列 A にあるフィルタアイコン  を再度クリックし、今回はカスタムフィルタを選択して

フィルタをカスタマイズします。条件を x.between(1996,2000)に設定して開始値と終了値を

対応させます。テストボタンをクリックしてこのテスト条件に合致するものの元データがハイライ

トされるので、データ削減のプレビューとして使えます。  

Note:この時点でワークシート全体を表示するには、カスタムフィルタダイアログを最小化

すると、ワークシートをスクロールできるようになります。再びダイアログで最小化ボタンをクリ

ックすればダイアログは開き、追加設定を行えます。  

12. OK ボタンをクリックしてフィルタの条件を適用して、データ、グラフ、解析結果が更

新されてデータ数が減ったことを確認してください。  

5 
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2.2 積み上げ 3D 曲面図 

サマリー  

このチュートリアルは異なる行列オブジェクトから積み上げ 3D カラーマップ曲面を作成する方法を示

します。表面は火山が噴火する前と後のトポロジーの変化を示しています。グラフの動画は LabTalk の

スクリプトを使用して、グラフが回転する動画を作成できます。  
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学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 積み上げ 3D カラーマップ曲面を作成する  

• 軸表示とレイヤプロパティを編集する  

• 3D プロットをサイズ変更して回転する  

• LabTalk スクリプトを使用して動画を作成する  

ステップ  

複数のカラーマップ曲面を作図する 

1. メニューバーから、ファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と選

択して、3D グラフ(OpenGL)プロジェクトを開きます。プロジェクトエクスプローラで、3D 

OpenGL Graphs: 3D Surface: Stacked 3D Surface Plots フォルダを開きます。  

2. 2 つの行列オブジェクトがある Mbook1 行列ブックをアクティブにし、作図：3D 曲

面：複合カラーマップ曲面と操作して、3D 曲面図を作成します。  

7 



Origin9 チュートリアル 

 

3. グラフをダブルクリックして作図の詳細ダイアログを表示すると、Layer1 ノードの下

に 2 つの曲面図が割り当てられている事が分かります。噴火後（”After” eruption）曲面を Z

軸でシフトするには、左側パネルで Layer1 の下にある 2 つ目のプロットを選択し、面タブを

開きます。スケール範囲（0=下端、100=上端）のパーセントによって Z で移動にチェックを

つけ、テキストボックスに 70 を入力します。  

 

4. 塗りつぶしタブに行きます。表面セクションでは、自身のチェックを外して、他の曲面

の等高線と同じ行列オブジェクト（Mat"Before"）で塗りつぶします。  

8 
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5. カラーマップ/等高線タブを選択します。レベルヘッダをクリックして、レベルの設定

ダイアログを開きます。次の図のようにパラメータを設定し、OK をクリックします。  

 

線ヘッダをクリックし、等高線ダイアログを開きます。主レベル上のみ表示のチェックを

外して、全て隠すを選択します。OK をクリックします。  

9 
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6. メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してメッシュ線を非表示にします。  

7. Layer1 ノードの下にある 1 番目のプロットでもステップ 5 と 6 を繰り返します。  

8. このプロジェクトでは 2 つの曲面は同じ行列で塗りつぶしを行っているので、同じ色

スケールを共有できます。  

色スケールの数値形式を設定するには、1 番目のプロットを左側パネルで選択し、

作図の詳細（プロット属性）を開きます。右側パネルで、数値の表示形式タブをアクテ

ィブにします。表示フォーマットの隣にあるドロップダウンリストから科学：10＾3 を選択

し、有効桁数を 2 にします。OK をクリックします。  

 
色スケールを編集するには、色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログ

を開きます。逆順のチェックをし、カラーバーの太さを 100 にします。OK をクリックしま

す。  

10 
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軸表示の編集 

軸ダイアログでは、軸のスケールや軸刻みの形式を変更できます。このダイアログを開くには フォー

マット：軸スケール：X 軸と選択します。  

1. スケールノードを開いて設定します。  

o X 軸ではスケールを 558000 から 566500 に設定し、Y 軸では 5108200 から 

5121800 に、Z 軸では 0 から 10000 と設定します。   

o X 軸では主目盛のタイプをカウントにし、カウントを 5 にします。Y 軸と Z 軸で

は主目盛のタイプを増分にし、値を 2000 にします。全ての副目盛を非表示にするに

は、全ての軸で副目盛のカウントを 0 にします。  

11 
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2. 目盛ラベルとタイトルを編集します。  

o まず、軸ダイアログの上にある、方向ごとに 1 つの軸しか使用できませんにチェ

ックが付いている事を確認してください。これにより、ツリーパネルではそれぞれの方

向の軸のみが選択されます。それと共に、他を選択ボタンをクリックする事で、軸を同

じ設定で更新する事ができます。  

o X 軸の下にある、目盛ラベルを選択します。他を選択ボタンをクリックして、他の

軸のラベルも選択します。カスタムフォーマットのボックスにチェックをつけ、P*3 をドロ

ップダウンリストから選択します。これは、軸ラベルが 10 のべき乗で表示され、有効桁

数は 3 桁まで表示する事を示します。OK をクリックします。このドロップダウンリストの

オプションに関してはカスタム表示型式を参照してください。  

12 



Origin 9 

 

 

レイヤのプロパティの編集 

1. プロットの外側である白い部分をダブルクリックするか、メニューからフォーマット：作

図の詳細（レイヤ属性）を選択して作図の詳細（レイヤ属性）ダイアログを開きます。  

2. 右側パネルにある、その他の 3D オプションタブをアクティブにします。クリッピング

セクションの設定の通りに画像を軸外に付けたいので、クリッピングセクションにある有効にする

にチェックをつけます。  
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3. 平面タブに行きます。全ての平面の色を明るい灰色にします。立方体セクションで

は立方体の境界を表示するために、ドロップダウンリストから正面角を選択します。  

 

4. ライティングタブを選択します。モードセクションでは、平行光源を選択してライティ

ングモードを有効にします。光の色を次の画像のように設定します。OK をクリックします。  

 

プロットのサイズ変更と回転 

1. 3D ツールバーをアクティブにするため、立方体をクリックします（プロットではありま

せん）。リサイズボタン をクリックすると、3D デカルト座標が表示されます。カーソルを Y

14 
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軸に乗せると選択されるので、それをドラッグ＆ドロップで Y 軸の方向に引き延ばしたり縮めた

りできます。同じように X 方向と Z 方向も操作します。  

2. 回転ボタン をクリックして、回転モードをアクティブにします。プロットの中心に

球が表示されます。良く見えるようにグラフを回転させましょう。  

3D ツールバーは自由にプロットのサイズを変更したり、回転させることができます。

しかし、Graph1 と同じ表示にするには、レイヤプロパティで軸を次の図のように設定

すると行えます。  

 
 

2.3 データをカラーマップしたパラメトリック曲面図 

サマリー  

このチュートリアルでは、3 つの行列データから 3D の球体を作成します。表面は表面温度を表す他

の等高線を元にしたカラーマップで色を付けます。  

15 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 行列データからパラメトリック曲面を作成する  

• 等高線の塗りつぶしを他の行列から行う  

• 3D パラメトリック曲面図を編集する  

ステップ  

1. 3D グラフ(OpenGL)（¥Samples¥3D OpenGL Graphs.opj）を開き、プロジェクト

エクスプローラーから 3D Function Plot: Parametric Surface with Colormap from Data

フォルダを開きます。  

16 
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2. 行列 FUNCA:1/4 をアクティブにし、3D および等高線グラフツールバーにある

ボタンをクリックしてカラーマップ曲面を下図のように作成します。このカラーマップ曲面は、メニ

ューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面と操作しても作成できます。  

 

3. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。面タブをクリックしま

す。パラメトリック曲面にチェックを付け、X 行列、Y 行列をそれぞれに Mat(2)と Mat(3) を設

定します。  

17 
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OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

4. カラーマップ曲面全体を表示するには、グラグ操作ツールバーにある ボタンをク

リックします。カラーマップ曲面は次の図のようになります。  

 

18 



Origin 9 

5. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。塗りつぶしタブに行

きます。表面のセクションでは、セルフ（self）のチェックを外し、行列から等高線を塗りつぶす

で Mat(4)を選択します。適用ボタンをクリックします。  

 

6. カラーマップ/等高線タブをアクティブにします。レベルヘッダをクリックして、レベル

の設定ダイアログを開きます。最小/最大の検索をクリックし、主レベル数と副レベル数をそれ

ぞれ 16 と 8 にします。OK をクリックします。  
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7. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードから

Temperature を選択します。OK をクリックします。  

 

8. メッシュタブをクリックします。線の太さを 0.05 に設定し、正面セクション内にある線

の色を明るい灰色にします。適用ボタンをクリックします。  

 

20 
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9. 数値の表示形式タブを選択します。小数点桁数のラジオボタンを選択し、値を 0 に

します。  

 

OK をクリックして設定を適用し、作図の詳細ダイアログを閉じます。グラフは次の図のよ

うになります。  

 

10. Z 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。スケールを開き、開始と終了の

値をそれぞれ-400 と 400 に設定します。OK をクリックします。  

21 
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11. XY 面をダブルクリックし、作図の詳細（レイヤ属性）を開きます。レイヤ表示方法タ

ブをクリックし、表示項目セクションにある X 軸、Y 軸、Z 軸のチェックを外して、軸を全て非

表示にします。  

 

12. 平面タブをクリックし、YZ と ZX のチェックを外して YZ と ZX 面を非表示にします。

XY の色を明るい灰色にします。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

22 
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13. グラフに戻り、フォーマット：軸のタイトル：X 軸タイトルと操作して軸ダイアログでタイ

トルノードが選択された状態で開きます。他を選択ボタンをクリックします。表示のチェックを

外し、全ての軸のタイトルを非表示にします。  

 

14. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。テキストのフォント

を Verdana に設定します。逆順の前のチェックボックスにチェックを付けます。OK をクリック
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して設定を適用し、ダイアログを閉じます。色スケールのオブジェクトを適切な位置に移動し

ます。  

 

15. グラフの白い部分を右クリックし、コンテキストメニューを開いてレイヤタイトルを追加/

変更を選択します。今追加されたテキストオブジェクトを選択し、その上で右クリックを行って

ショートカットメニューからオブジェクトの表示属性を選択してオブジェクトプロパティダイアロ

グを開きます。テキストのフォントを Verdana に設定し、テキストボックスに Surface 

Temperature (¥+(o)C)と入力します。OK をクリックします。  
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16. 3D フレーム内でグラフレイヤをクリックし（データプロットではありません）、回転ボタ

ンをクリックしてアクティブ回転モードにします。  

 

良く見えるようにグラフを回転させましょう。回転させるとグラフは次のようになります。  
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2.4 2 つ目の行列からのカラーマップ 

サマリー 

Origin は 2 つ目の行列を使い、曲面図をカラーマッピングして 4 次のデータを表すことができます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR0 

学習する項目 

• 行列から色付き曲面図を作成する  

• 2 つ目の行列を使って曲面図をカラーマップする  

• カラーマップのレベルとパレットを編集する  

ステップ 

1. ファイル：開くと選択して、Sample¥Graphing 内の

Colormap_from_Second_Matrix.ogm を開きます。行列データとタイトルバーの間に 2 つの

イメージサムネールが表示されます。（イメージサムネールが表示されない場合、行列ブックの

タイトルバーを右クリックしてコンテキストメニューからイメージサムネールの表示を選びます。）

イメージサムネール 1 を選択します。  

2. メインメニューで作図：3D 曲面：色付き曲面と選択して曲面図を作成します。  
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3. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。曲面図上でダブル

クリックし、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネルで、(MBook1D)MSheet1 を選

択します。右側パネルで、塗りつぶしタブを選択します。行列から等高線を塗りつぶすを選

択し、ドロップダウンリストから Mat(2)選びます。  

 

4. カラーマップ/等高線タブで、レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを

開きます。ダイアログ内で最小/最大の検索をクリックして、主レベル数と副レベル数をそれぞ

れ 10 と 9 に設定します。OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  
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5. 色塗りヘッダをクリックして塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードを選択し、パ

レット選択をクリックして Rainbow パレットを選びます。OK ボタンをクリックしてダイアログを

とじます。  

 

6. 輪郭を有効にするにチェックを付けます。それから、線ヘッダをクリックし、等高線ダ

イアログを開きます。このダイアログでは、主レベル上のみ表示にチェックを付け、次の図の

ように線を設定します。OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。  
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7. メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してメッシュ線を無効にします。  

8. 左側パネルで Layer1 を選択して、右側パネルでライティングタブを開きます。モー

ドの下にある平行光源（directional）を選択します。水平位置と垂直位置をそれぞれ 124 と

40 に設定し、光の色グループ内の拡散反射（diffuse）で「明るい灰色」を、鏡面反射

（specular）では灰色を選びます。光沢(shininess)を 37 にセットします。  

 

9. 平面タブを開き、色を灰色に設定します。そして、立方体のドロップダウンメニューか

ら正面角（front corner）を選びます。  
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10. 軸タブに行き、以下のように設定します。OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じ

ます。  

 

11. グラフウィンドウをアクティブのまま、次の操作を行います。メニューからグラフ操作：

新規の色スケールと選択して色スケールを追加します。  

12. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。テキストのサイズ

を 14 にし、カラーバーの太さを 150 にします。逆順チェックボックスを選択します。  
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OK をクリックして、色階調制御ダイアログボックスを閉じます。  

13. X、Y、Z の軸をダブルクリックしてタイトルにぞれぞれ「X distance」、「Y distance」、

「Height」を入力します。テキストオブジェクトで「Pressure(psi)」をカラースケールの上にいれ

ます。  

14. 最終的なグラフは次のようになります。  
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2.5 散布図行列 

サマリー 

散布図行列は、行列形式で表した変数の散布図を対としていくつか構成したものです。変数に相関

性があるか、相関が正か負かを決定するのに使用できます。このチュートルアルは、散布図行列を作成

する方法を示します。  

 

学習する項目 

• ヒストグラムと共に散布図行列を作図する  

• 散布図行列を編集する  

• 色インデックスを表示するためにグループ化する範囲を設定する  

ステップ 

散布図行列を作図する 

1. 空のワークシートから始めます。メニューから ファイル：インポート：単一 ASCII ファ

イル と操作して単一 ASCII ファイルインポートダイアログを開きます。Origin プログラムフォル

ダの/Sample/Statistics を参照し、Fisher's Iris Data.dat ファイルをインポートします。  
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2. 列 A から列 D を選択し、メニューから 作図：統計グラフ：散布図行列 を選びます。  

3. ダイアログ内で対角のセルで表示ドロップダウンリストからヒストグラムを選択します。  
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4. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。グラフは次のようになります。 

 

同じワークブック内に散布図行列を表示する PlotData1 シートが作成されます。  

散布図行列を編集する 

散布図行列は複数のレイヤに分かれています。このセクションでは、背景色、データプロット

の種類と色、散布図行列の軸刻みの編集方法を示します。  
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1. 対角セルではないレイヤでダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。次

の図のようにシンボルの種類と色を選択して、OK ボタンをクリックします。  

 
2. 変更したレイヤを選択し、その後右クリックをしてフォーマットのコピー：シンボル/線/

塗りつぶしを選択します。 
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グラフ外の空白部分をクリックしてから右クリックしフォーマットの貼り付けを選択します。同じよう

な方法で他のレイヤにシンボル色をコピーできます。  

3. レイヤで右クリックを行い、フォーマットのコピー：色を選択します。そしてグラフ外の

空白部分で右クリックを行い、フォーマットの貼り付けを行います。  

4. フォーマット：作図の詳細(ページ属性)を選択し、作図の詳細ダイアログを開きます。

表示指定タブを開き、色オプションでカスタムカラーの定義をクリックします。  
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5. 色の設定ダイアログ内で、Red=235, Green=235, Blue=255 の RGB 値を設定し

ます。カスタムカラーを追加して OK をクリックします。  

 
6. 散布図のレイヤ背景色を指定するには、グラフ操作：レイヤ管理を開いて、ダイアロ

グ内で表示フォーマットタブを開きます。レイヤがリストされているレイヤ選択から、対角セル以

外の背景色を白にします。適用ボタンをクリックして、プレビューをダイアログの右パネルに表

示します。 

 
そしてダイアログ内の OK ボタンをクリックします。  
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7. グラフの軸目盛ラベルをダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。軸目盛のラベ

ルタブではサイズを 36 に設定します。目盛ラベル属性の適用対象セクションにある、サイズの

チェックボックスを選択して、ドロップダウンリストからウィンドウを選択します。  

 

8. 対角セルから変数を選択し、サイズボタン を使って書式ツールバーから

36 を選びます。すると、グラフは次の通り表示します。  
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グループ 範囲の追加 

1. グループ範囲を追加するには、グラフの左上角にある、緑色の錠前アイコンをクリッ

クします。パラメータの変更を選択し、Plotting: plot_matrix ダイアログを再度開きます。  

2. グループ範囲オプションの隣にある三角形ボタン をクリックします。列の選択をク

リックして列ブラウザダイアログを開きます。そしてグループ範囲として列 E（Species）を選択し

ます。OK ボタンをクリックします。  

 
3. Plotting: plot_matrix ダイアログの OK ボタンをクリック  

 

最終的なグラフは次のようになります。  
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2.6 IIR フィルタ 
 

サマリー  

Origin では IIR（無限インパルス応答、Infinite Impulse Response）型のデジタルフィルタのデザ

イン、分析、活用を行えます。IIR フィルタは Butterworth、第一種 Chebyshev、第二種 Chebyshev、
楕円の 4 つの方法を備えています。  

これで信号処理を行うユーザに、より多くの選択肢を提供します。  

必要な Origin のバージョン:9.0SR0  

学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• IIR フィルタの作成と活用  

• IIR フィルタと FFT フィルタの違いを比較  
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ステップ  

IIR フィルタの作成と活用  

1. 新しいワークブックを開き、EMG Recording.dat ファイルを¥Samples¥Signal 

Processing¥から開きます。  

2. 列 B を選択し、メニューから解析：信号処理：IIR フィルタと操作してダイアログを表

示します。  

3. レスポンスタイプをハイパスに設定し、手法は Butterworth のままにします。そして、

フィルタ順の最小のチェックを外して 4 と入力します。周波数仕様ブランチではカットオフ周波

数（Fc）を 20 に設定します。そして Forward-Backward Filtering のチェックをつけます。ダ

イアログの設定は次の図のようになり、IIR フィルタが作成されます。  

 

4. OK をクリックして作成した IIR フィルタで入力データセットを処理します。  
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5. 新しい列が元のデータセットに追加され、フィルタ後のデータとして表示されます。

そして、新しい SOSMatrix ワークシートが作成されます。  

FFT フィルタと結果を比較する  

1. 元のワークシートで列 B を選択します。そして、解析：信号処理：FFT フィルタと選

択して FFT フィルタを実行します。  

2. 開いたダイアログで、フィルタの種類でハイパスを選択し、カットオフ周波数を 20 に

設定します。  

 

3. EMGRecording ワークシートの列 C は先程作成した IIR フィルタでフィルタをかけ

た結果です。列 B と列 C を選択して、ボタン  をクリックし、折れ線グラフを作成します

（Graph1）。  

4. スケールインボタン 、を使って 12.5s から 13.3s の範囲にズームインします。  

5. EMGRecording ワークシートの列 E は FFT フィルタのフィルタ結果です。列 B と

列 E を選択してボタン を押す事で折れ線グラフを作図します（Graph2）。  

6. 再びスケールインボタン を使って 12.5s から 13.3s の範囲にズームインします。

このグラフを使用して視覚的な比較を行えます。  
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• 上記画像から分かる事は、FFT フィルタの結果には小さな波が多くありますが、IIR

フィルタの結果にはほとんどありません。  
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FFT フィルタで出来る小さな波  

1. 列 E を選択して折れ線グラフを作成するために ボタンをクリックします

（Graph3）。  

2. Graph3 をアクティブにして、メニューからガジェット：FFTROI ツールと選んでから

X スケールを 12.664 から 13.052 までにするように設定します。  

3. OK をクリックしてプレビューウィンドウを開くと、小さな波の正体が 20.125 Hz にあ

るサインである事が分かります。  

 

4. では、この 20.125 Hz の波紋を取り除いてみましょう。そのためには 25Hz のハイパ

スフィルタをもう一度行います。列 E を選択したまま、メニューから解析：信号処理：FFT フィル

タと操作します。  

5. フィルタの種類からハイパスを選び、カットオフ周波数を 25 にします。  

6. 結果は列 G に表示されるので、列 G を選択して折れ線グラフを表示するために

 ボタンをクリックします（Graph4）。  

7. Graph4 をアクティブにし、メニューからガジェット：FFT を選択して X スケールを

12.664 から 13.052 へ設定します。プレビューウィンドウにはそれでも小さな波が見られます。

周波数が 20.125 Hz から 25.157 Hz に移動しただけです。  
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• つまり、この波は FFT フィルタでは取り除けない事を示しています。  

 

3 データ分析 
このセクションで説明する項目:  

1. ガジェット 

2. カーブフィッティング 

3. 信号処理 

4. ピーク解析 

5. データ操作 

6. 分析テンプレート 

7. 分析テーマ 

8. バッチ処理 

 

3.1 ガジェット 
 
このセクションで説明している項目  

1. クイックシグモイダルフィットガジェット 
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2. グローバル垂直カーソル 

3. 積分ガジェット 

4. 交差ガジェット 

5. 立上がり時間パネルツール 

6. 補間ガジェット 

7. クラスターガジェット 

  

3.1.1 クイックシグモイダルフィットガジェット 
 

サマリー 

クイックシグモイダルフィットガジェットを使うと、簡単にシグモイド曲線フィットを ROI(Region of 
Interest）範囲に行うことができます。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 SR0 

学習する項目 

• グラフ上でクイックシグモイダルフィットガジェットを使う  

• フィットの設定  

• NLFit ダイアログに行く  

• フィット結果を出力する  

• フィット曲線上で X/Y 値を探す  

ステップ 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く：解析を選択して開く事が

できる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥Analysis.opj）内の Analysis：Quick Sigmoidal Fit 
Gadget フォルダと対応しています。  

クイックフィット 

1. ワークブックで列 A から列 D を選択し、散布図を作図します。  
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2. X 軸をダブルクリックして、X 軸ダイアログを開きます。スケールタブのスケール・タイ

プを「常用対数 Log10」に設定し、OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  

 

3. 再スケールボタン をクリックしてグラフを正しいスケールで表示します。  
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4. メインメニューからガジェット：クイックシグモイダルフィットを選択し、

addtool_sigmoidal_fit ダイアログボックスを開きます。設定タブの関数ドロップダウンリスト

から Logistic5 を選んでください。  

 

5. ROI ボックスのタブを開き、パラメータリストのブランチ内にあるパラメータ x0、h、s

のチェックを外します。  
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6. フィット曲線タブに行き、グラフタイプのドロップダウンリストから平均、SD を選びます。

そして、フィット曲線の出力先のドロップダウンリストからはソースブック、新しいシートを選び

ます。  
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7. OK ボタンをクリックし、ROI ボックスをグラフに追加します。ROI ボックスの右上角

には三角形のボタン があるのでそれをクリックし、コンテキストメニューからプロット群の最

大範囲に拡大するを選択します。ROI ボックスはグラフ上の全範囲をカバーします。  
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8. もう一度三角形ボタン をクリックし、メニューから設定…を選択してシグモイドフィッ

ト設定ダイアログを表示します。このダイアログ内では、レポートタブを開き、出力先を「なし」

にします。  

 

9. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。それから三角形ボタン をクリック

し、コンテキストメニューから関数変更：Logistic を選び、フィット関数を Logistic にします。

ROI ボックスの上にあるラベルは、自動的に更新されます。  
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10. 再度三角形ボタン  をクリックして新しい出力を選び、フィット結果をワークシートと

グラフに出力します。  
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NLFit に行く 

クイックシグモイダルフィットガジェットは NLFit ツールを開く機能が付いています。この機能は、ガジ

ェット内の設定で詳細なフィット結果のレポートを表示します。  

1. 上記のステップ 1 からステップ８までをやり直してください。  

2. 三角形ボタン  をクリックし、NLFit に行く…を選んでガジェットの設定を引き継い

だ NLFit ダイアログを開きます。  
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3. フィットボタンをクリックしてフィットを実行します。フィット結果は、結果シートの出力と

元のグラフに表示されます。  
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X/Y 値を検索 

このガジェットはフィット曲線から X/Y 値を素早く見つける事も可能です。  

1. 一番目のセクションにあるステップ 1 からステップ８までをやり直します。  

2. 三角形ボタン をクリックし、X,Y 値の検索をメニューから選び、X/Y 検索ダイアログ

を開きます。  
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3. ワークシートのラジオボタンを選択して Y には「40；45；50」と入力し、X を検索をクリ

ックすると対応する X の値が空欄の X ボックスに表示されます。それから出力ボタンをクリッ

クし、X と Y の値を指定したワークシートに出力します。  

 

4. ワークシートラジオボタンを選択してから今すぐ出力ボタンをクリックすると、FindXY

ワークブックを開きます。そして、閉じるボタンをクリックして X/Y 検索ダイアログを閉じます。  
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3.1.2 グローバル垂直カーソル 

サマリー 

グローバル垂直カーソルは積み上げプロットや複数グラフ間で X と Y の座標値を一度に読み取るこ

とができます。 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 垂直カーソルガジェットを使って XY 座標の値を複数グラフで読み取り、結果を出力

する 

• 垂直カーソルガジェットを使ってグラフリンク/リンク解除を使う 

• カーソルラインをリンクグラフ間で移動する 

ステップ 

1. Origin を起動して、ファイル：インポート：インポートウィザードと操作します。データ

ソースで<Origin Folder>/Samples/Curve Fitting のフォルダを参照し、Step01.dat と

Step02.dat のファイルを追加します。すると、インポートフィルタでデータフォルダ:step が自

動的に選択されます。インポートモードをブックを新たに作って読み込むに変更します。 

2. 進むボタンをクリックし、ファイル名オプションページに進みます。ブックのロングネ

ームのみを名前変更するのチェックを外し、完了ボタンをクリックします。すると 2 つのワークブ

ックそれぞれにデータが入り、インポートフィルタによって自動的に XYXY の属性が割り当てら

れます。 
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3. 標準ツールバーの新規フォルダボタン をクリックし、このプロジェクトに新しいファ

イルフォルダを追加します。このフォルダを開き、フォルダ名は Folder 2 となっています。 

4. Folder 2 を開いた状態で、標準ツールバーのインポートウィザードボタン をクリ

ックし、<Origin Folder>/Samples/Curve Fitting のパスにある Step03.dat ファイルをステ

ップ 1 と 2 のようにインポートします。 

5. プロジェクトエクスプローラで Folder1 を開きます。ロングネーム Step01.dat のワ

ークブックをアクティブにし、ワークシート全体を選択します。作図：複合図：積上げグラフをメニ

ューアイテムから選択し、plotstack ダイアログを開きます。 

6. プロット割り当てブランチを開き、各レイヤ中のプロットの数に 3 を入力します。その

他の設定はデフォルトのままで OK をクリックして積上げグラフを作図します。 

7. 他のワークブックも同様に積上げグラフを作図します。これで Graph1、Graph2、

Graph3 がワークブック Step01.dat、Step02.dat、Step03.dat に対応して作成されました。 

8. Graph1 をアクティブにし、ガジェット:垂直カーソルと選択して垂直カーソルダイアロ

グを開きます。  

 

9. ダイアログのグラフリンク/リンク解除ボタン  をクリックすると、グラフブラウザが開

きます。ここで、現在のアクティブグラフとリンクまたはリンク解除するグラフを選ぶことができま

す。 

10. 左側パネルで Graph2 と Graph3 を選択し、 ボタンをクリックしてこの 2 つのグ

ラフを Graph1 とリンクさせます。OK をクリックします。  
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Note:このダイアログでグラフのリンクを解除する場合、右側パネルから ボタンを使用

します。 

リンクされたグラフウィンドウの右上角には、それぞれ アイコンが表示され、リンクされて

いる事を示します。 

11. Graph1 がアクティブかつ、垂直カーソルダイアログが開いてる状態で、ダイアログ

内のグラフ名にアスタリスクが付いているグラフが現在のアクティブなプロットを示しています。

X 値として 25 を入力し、カーソルを最近傍の X にスナップするのチェックを外します。それ

からカーソルを X に移動ボタン をクリックすると各プロットで X=25 の時の値を表示しま

す。  
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12. タグとラベルを追加ボタン  をクリックして、全てのリンクしたグラフで X=25 の値

にタグを付けます。 

13. 結果出力ボタン  をクリックしてからレポートシートに行くボタン  を押すと新し

い結果シートを生成します。全てのリンクされているグラフの XY 座標が、レポートシートに表示

されます。 

14. Graph2 をアクティブにして アイコンをクリックします。そしてここへカーソルライン

を移動を選択してカーソルを Graph2 に移動します。 

15. 垂直カーソルダイアログ内で Graph3 に属するどれかの行をダブルクリックしてグラ

フウィンドウをアクティブにしましょう。先程追加されたタグを選択し、Delete キーを押して削除

します。 アイコンをクリックしてウィンドウのカーソルラインへ移動を選択すると、現在カーソ

ルがある Graph2 を表示します。リンクグラフのタグが削除されている事が分かります。 
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3.1.3 積分ガジェット 
 

サマリー 

積分ガジェットはデータプロットの数値的積分を行い、曲線以下の面積を計算します。グラフ上に表

示されるデータプロットの任意の位置をガジェットの「関心のある範囲（ROI）」で選択して積分できます。  

 

学習する項目 

• 四角形の範囲で簡単に積分する  

• 積分の制限と基線を指定する  

• ROI ボックス内で積分曲線を表示する  

• ピークの範囲、ピークの高さ、ピークの中心、FWHM などのパラメータを計算する  

積分を行い分量を出力する 

1. 新規ワークブックを開始して、<Origin プログラムフォルダ>¥Samples¥Graphing

にある Origin のサンプルデータ、Categorical Data.dat をインポートします。  

2. 列 C を選択して Origin メニューから作図：線図：折れ線を選択して、折れ線グラフ

を作成します。  
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3. グラフをアクティブにしてから、Origin メニューでガジェット：積分を選び、Data 

Exploration: addtool_curve_integ ダイアログを開きます。  

積分タブで積分曲線ドロップダウンリストから四角形に制限を選択し、四角形の内部に積分曲

線を表示します。  
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4. OK ボタンをクリックします。黄色い四角形と青い積分曲線がグラフの上に追加され

ました。積分範囲は灰色で着色され、その値が長方形の上部に表示されます。  

 

 

5. 黄色い ROI ボックスを移動して、積分を行いたい 1 つのピークに合わせます。  
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6. ROI ボックスの右上角にある三角形のボタン をクリックして、フライアウトメニュー

から新しい出力を選択します。スクリプトウィンドウにガジェット：積分結果が表示されます。  

 

 

グラフの基線と共に積分する 

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Spectroscopy¥ Peaks with Base.DAT

ファイルをインポートします。  

2. 列 B と列 C を選択し、Origin メニューから作図：線図：折れ線を選択して、グラフを

作成します。  
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3. グラフをアクティブにしてから、Origin メニューでガジェット：積分を選び、Data 

Exploration: addtool_curve_integ ダイアログを開きます。  

4. 基線タブでモードとして既存のデータセットを使用を選びます。そして、Plot(2): 

Base をデータセットとして選択し、OK ボタンをクリックします。  

 

 

5. 三角形ボタン  をクリックし、プロット群の最大範囲に拡大するをフライアウトメニュ

ーから選択し、曲線全体を積分します。  
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3.1.4 交差ガジェット 

サマリー 

グラフレイヤ内に 2 つ以上の曲線がある時、これらの曲線の交点を計算する事もあるでしょう。

Origin8.6 より、新しい交差ガジェットが追加され、グラフ上の曲線の交点が計算できるようになりました。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• グラフ上で交差ガジェットを使用する  

• 交点にタグを付ける  

• 交点をワークシートに出力する  

ステップ 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く：解析を選択して開く事が

できる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥Analysis.opj）内の Analysis：Quick Sigmoidal Fit 
Gadget フォルダと対応しています。  
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1. ワークブックの Book６を開き、列 A から列 D を選択します。それから作図：線図：折

れ線で折れ線グラフを作図します。  

 

2. メインメニューからガジェット：交差を選択し、ダイアログボックスを開きます。オプショ

ンタブを開きます。  
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3. オプションタブから交点のラベルのチェックを付け、サイズを 15、タイプを Y、回転

（度）を 0 とします。  

69 



Origin9 チュートリアル 

 

4. OK ボタンをクリックして、グラフウィンドウに戻ります。黄色い ROI ボックスがグラフ

に追加されます。  
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5. ROI ボックスの右上にある矢印ボタン をクリックし、コンテキストメニューからプロッ

ト群の最大範囲に拡大するを選びます。下の図のように、ROI ボックスが全作図領域に広が

ります。  

 

6. ROI ボックスの右上にある矢印 ボタン をクリックします。コンテキストメニューから

設定…を選択し、交差設定ダイアログを開きます。出力先のタブを開き、結果ワークシート名

に[Book6]Intersections を入力します。  
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7. OK ボタンをクリックして、グラフウィンドウに戻ります。ROI ボックスの右上にある矢

印ボタン をクリックし、コンテキストメニューから新しい出力を選びます。  

8. 結果は、スクリプトウィンドウに出力されます。もう一度、矢印ボタン  をクリックしてメ

ニューからレポートシートに行くを選びます。交点の X と Y の座標が結果のワークシートにリス

トされます。  

 

3.1.5 立上がり時間パネルツール 
 

サマリー 

立上がり時間ガジェットは、グラフ内のステップ状の信号の上昇または下降の時間を分析するのに使

用できます。このガジェットは、四角形オブジェクトで直感的にグラフの領域を選択し、その領域の上昇

または下降の時間を計算できます。  

72 



データ分析 

学習する項目 

• シグナルの特定の領域を ROI ボックスの移動とサイズ変更で選択する  

• グラフ内で立上がり時間（下降時間）と立上がり範囲（下降範囲）の印をつける  

• 立上がり時間と下降時間でツールを切り替える  

• 立上がり時間（下降時間）の結果を出力する  

立ち上がり時間分析 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く：解析を選択して開く事が

できる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥Analysis.opj）内の Analysis - OriginPro: Rise Time 
(Pro Only) フォルダと対応しています。  

1. 列 B を選択してメニューから作図：線図：折れ線を選択して、折れ線グラフを作成し

ます。  

 

 

2. X 軸をダブルクリックして、X 軸ダイアログボックスを開きます。スケールタブを開き、

軸選択ボックスから水平方向を選びます。軸の範囲を 400 から 600 に設定します。増分を 50

にセットします。そして、OK ボタンをクリックします。 

 

73 



Origin9 チュートリアル 

 
 

 

3. Origin メニューからガジェット：立ち上がり時間 ROI ツールを選択し、Data 

Exploration：addtool_rise_time ダイアログボックスを開きます。グラフ上の表示タブを開き、

立上がり時間と立上がり範囲のチェックを付けます。  
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4. OK ボタンをクリックすると、黄色い四角形がグラフに追加されます。四角形の ROI

ボックスを水平に移動して立上がりシグナルステップの範囲に合わせます。 
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グラフ内では、立上がり時間と立上がり範囲が四角形の上部に表示されている事を確認してく

ださい。 

2 本の青い垂線が立上がり時間を表していて目印を通過しています。 

2 本の青い水平線は低参照レベルと高参照レベルを表し、2 つの目印を通過するのは立上が

り範囲として認識されます。 

2 本の赤い水平線は低状態レベルと高状態レベルを表しています。  

5. 四角形の右上付近にある三角形  ボタンをクリックします。コンテキストメニューから

新しい出力を選択します。結果は、スクリプトウィンドウに出力されます。  
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下降時間の分析 

1. このガジェットは、同じように下降時間と下降範囲を求める事もできます。ROI の四

角形を水平移動させて下降シグナルを確認します。  

 

 

2. もう一度三角形ボタン をクリックし、メニューから設定…を選択して立上がり時間設

定ダイアログを表示します。ROI ボックスタブを開き、ツールドロップダウンリストから下降時間

を選びます。  
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3. OK ボタンをクリックすると下降時間と下降範囲の数値が四角形の上部に表示され

ます。  
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4. 三角形ボタン をクリックし、新しい出力を選択します。結果は、スクリプトウィンドウ

に出力されます。  

 

3.1.6 補間ガジェット 
 

サマリー 

Origin はグラフがアクティブなときに補間ガジェットを使用すると ROI（関心のある範囲）ボックスの範

囲内で簡単な補間を実行します。ROI ボックスを移動すると、補間する範囲を簡単に変更できます。  

学習する項目 

• ROI ボックス内のデータポイントを簡単に補完する  

• 既知の X 値から Y の補間データを簡単に検索する  

• 補間値をスクリプトウィンドウや結果ログ、特定のワークシートに出力する  

ステップ 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く：解析を選択して開く事が

できる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥Analysis.opj）内の Analysis：Interpolate Gadget フォル

ダと対応しています。  
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1. ワークブック Book1R で列 A と列 B を選択し、線＋シンボルグラフを作図します。  

 

 

2. グラフをアクティブにしてから、Origin メニューでガジェット：補間を選び、Data 

Exploration: addtool_curve_intep ダイアログを開きます。  

3. 補間/補外オプションのタブに行きます。方法では 3 次スプラインを選択し、フィット

制限範囲では枠の端まで補間/補外を選択します。  
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4. OK ボタンをクリックします。すると、グラフに補間曲線が追加されます。補間線の両

端の y 値は四角形の上に表示されます。  

 

 

5. データ範囲は黄色い ROI ボックスを移動およびサイズ変更で簡単に変更でき、補

間曲線は ROI ボックスを移動するごとに更新されます。 

三角形ボタン  をクリックし、プロット群の最大範囲に拡大するをフライアウトメニューから選択

し、曲線全体を補間します。  
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6. このガジェットは特定の x 値から y 値の補間値を出力することもできます。X/Y の補

間をフライアウトメニューから選択し、X から Y を補間ダイアログを表示します。複数の x 値を

入力して補間ボタンをクリックします。このツールで x 値から補間された y 値を出力します。  

 

 

7. 補間された y 値はスクリプトウィンドウ、結果ログ、特定のワークシートのいずれかに

出力できます。  
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3.1.7 クラスターガジェット 
 

サマリー 

Origin はグラフ内の「関心のある範囲」（Region of interest, ROI）で簡単な統計を行う、クラスター

ガジェットをサポートしています。このガジェットはデータポイントの編集、消去、マスクができます。ROI
オブジェクトを移動したり大きさを変えたら、その分だけ統計結果もダイナミックに変化します。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 （Pro 版のみ） 

学習する項目 

• 「関心のある範囲」（Region of interest, ROI）で簡単な統計を行う方法  

• データポイントの編集、例えば消去のやり方や、グラフ内の点をメニューやボタンを

使ってマスクする方法  

• ROI 範囲の中または外のポイントを使って統計的な出力をする方法  

基本統計を実施する 

1. 新規ワークブックを開始して、<Origin プログラムフォルダ>¥Samples¥Graphing

にある Origin のサンプルデータ、Categorical Data.dat をインポートします。  

列 D を選択して右クリックし、ショートカットメニューからソート（ワークシート）：昇順を選択します。 

ワークシートが Drug のカテゴリーでソートされたことが分かります。  
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2. Ctrl キーを押しながら列 B の 3 か所を別々に選択します。  

 

 

3. メニューから作図：シンボル図：散布図を選択して、グラフを作成します。それぞれの

薬による回復率を示した 3 つのプロットが表示されます。  
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4. グラフの凡例を右クリックしオブジェクトの表示属性を選んでオブジェクトプロパティ

ダイアログを開きます。次の図のように凡例を編集します。OK ボタンをクリックします。  
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5. グラフをアクティブにしてから、Origin メニューでガジェット：クラスター操作を選び、

Data Exploration: addtool_cluster ダイアログを開きます。ROI ボックスタブにある、形状の

ドロップダウンリストから円を選びます。  

 

 

6. OK ボタンをクリックします。グラフ上に ROI として黄色の円を追加し、クラスターガ

ジェットダイアログが開きます。  
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7. 統計情報が欲しい範囲に黄色い円を移動すると、内部ポイントタブに情報が表示さ

れます。  

 

 

8. 統計レポートを出力ボタン をクリックします。ボタンを押すと、結果ログ、スクリプト

ウィンドウ、クラスターワークブックを出力します。  
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9. レポートシートに行くボタン をクリックすると、クラスターワークブックを表示します。  

 

 

クラスター内にあるポイントを除外する 

このセクションでは、クラスター内の特定のポイントを除外する方法を説明します。上記例を元に

Placebo のデータを除外した Recovery of DrugA と Recovery of DrugB の簡単な統計を算出します。  

1. クラスターガジェットダイアログのデータメニューをクリックし、Plot(1)と Plot(2)のチェ

ックを外します。下のパネルで 1 行目と 2 行目はグレーになり、ダイアログ内のボタンで操作で

きなくなります。  

2. データポイントのマスクボタン をクリックします Recovery of Placebo のデータポ

イントがマスクされ、データポイントの色が赤くなります。同時に、Recovery of Placebo の統計

の数値が欠損値になります。  
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3. 統計レポートを出力ボタン をクリックします。ボタンを押すと、結果ログ、スクリプト

ウィンドウ、クラスターワークブックを出力します。  

ROI 範囲外の統計結果を入手する 

1. クラスターガジェットダイアログのメニューで設定：設定と選択し、クラスター操作設定

ダイアログを開きます。  
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2. 計算タブに行きます。外部ポイントの計算にチェックを付けます。  

 

 

3. OK ボタンを押すと ROI ボックスの外側の統計結果を外部ポイントタブ内に表示し

ます。  
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4. 統計レポートを出力ボタン をクリックします。内部と外部ポイントの結果は、結果

ログ、スクリプトウィンドウ、クラスターワークブックに表示されます。  

 

3.2 カーブフィッティング 
 
このセクションで説明している項目  

1. 線形フィットと外れ値の除去 

2. 非線形フィット 
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3.2.1 線形フィットと外れ値の除去 

サマリー 

外れ値は、通常、他のデータポイントから離れたデータポイントまたは観測ポイントであり、例えば測

定時の誤りなどで発生します。外れ値の識別と除去については、さまざまな議論が行われており、デー

タの特徴が分かっている場合、モデルを使うことが広く行われています。  

必要な Origin のバージョン:Origin: 8.1 SR2 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 一連のデータポイントで線形回帰を実行する方法  

• 出力の残差テーブルを調べ、外れ値を識別する方法  

• マスクツールを使って外れ値を除去する方法  

• 再計算機能を使って、外れ値を除去した後に自動的に分析結果を更新する方法  

このチュートリアルで説明している手順は、多項式回帰や非線形フィットでも利用できます。  

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Curve Fitting¥Outlier.dat ファイルを開き

ます。  

2. 2 列目をクリックして選択した後にメニューから作図： シンボル図： 散布図と操作を

行い、散布図を作図します。  

3. グラフをアクティブにして、解析：フィット：線形フィットと操作を行い、線形フィットダイ

アログを開きます。以前に「線形フィット」ダイアログを使ったことがある場合、サブメニューが開

きますので、「>>ダイアログを開く」サブメニューを選択します。  

4. フィットオプションブランチで、図上値によるフィットのチェックを外します。  
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5. 『残差解析』ツリーノードを開き、『標準化』チェックボックスにチェックを付けます。  

 

 

6. ダイアログの一番上にある「再計算」ドロップダウンリストを「自動」にし、ダイアログの

一番下にある OK ボタンをクリックします。ダイアログが閉じ、データに線形回帰が実行されま

す。  

 

 

7. データワークブックの FitLinearCurves1 結果シートを選択し、右方向にスクロー

ルして、「標準残差」列を表示します。この列の 6 行目の値が -2.54889 となっています。  
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8. グラフをアクティブにして、「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーの「領域マス

クツール」のボタンをマウスで数秒押します。フライアウトメニューの最初の項目「現プロットを対

象にマスクを付加する」サブメニューを選択します。  

 

 

9. 上記のサブメニューを使って、グラフの 6 番目のデータポイントをクリックして、マスク

します。  
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これにより線形フィットでの入力データが変わり、自動更新機能が働きます。このマスクしたデ

ータを除外して線形フィットが再度実行されます。グラフ内のフィット曲線と貼り付けたパラメー

タが自動的に更新されます。結果のグラフは、次のようになります。  
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3.2.2 非線形フィット 
このセクションで説明している項目  

1. 非線形曲線フィットツール 

2. システム関数で非線形フィットを行う 

3. パラメータ共有でのグローバルフィット 

4. NLFit 内で LabTalk を使用してパラメータ初期化を行う 

5. Origin C を使ったユーザ定義のフィット関数 

6. あるデータセットを別のデータセットの関数としてフィットする 

7. 複数の独立変数でフィットする 

8. GNU Scientific Library を使ったユーザ定義フィット関数 

9. NAG 特殊関数でフィットする 

10. NAG ライブラリを使ってパラメータ制限がある積分関数をフィットする 

11. NAG ライブラリを使った積分フィット 

12. LabTalk 関数を使った積分フィット 

13. LabTalk 関数を使って 2 つの積分を含む関数でフィット 

14. フィットしながら総和を求める 

15. 複素関数でのフィッティング 

16. コンボリューションしながらフィットする 

17. ユーザ定義関数で組み込み関数を引用する 

18. 非定数のバックグラウンドを持つフィット関数 

19. 区間ごとに関数でフィットする 

20. 特定の点を通るフィット曲線 

21. 度数カウントの結果でフィットする 

22. 複数ピークによる表面フィット 

23. 区分線形関数を使ってフィットする 

24. 区分線形関数を使ってフィットする 

25. 2 種類の関数を使ってコンボリューションフィットを行う 

26. 有理関数のパラメータ初期化 

27. 複数変数による非線形フィット 

28. 複数のデータセットで一つのフィットを行い、そのパラメータを使って他のデータセ

ットのフィットを行う 

29. 派生パラメータを追加する 
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30. 3 変数の陰関数でフィット 

非線形曲線フィットツール 

サマリー 

Origin の非線形フィッティングは、「非線形フィット」 (NLFit) ダイアログボックスを使って実行します。

NLFit ツールには、多くの分野ごとに使われる 200 以上の組み込みフィット関数があります。  

必要な Origin のバージョン:8.5 

学習する項目 

• 組み込みのフィット関数を使用してフィットする  

• 再計算機能を使って NLFit の設定を変更する  

• ユーザ定義の関数を定義してフィットする  

組み込み関数を使ってデータをフィットする 

1. ファイル：開くと操作して ¥Samples¥Curve Fitting フォルダから

Intro_to_Nonlinear Curve Fit Tool.opj を開きます。そして、プロジェクトエクスプローラー

から Built-In Function フォルダを選択します。  

2. Graph1 がアクティブな状態でメニューより解析： フィット：非線形曲線フィット と操作

し、NLFit ダイアログを表示します。ダイアログ内の関数ドロップダウンリストから Gauss を選択

します。  
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3. 組み込み関数にはパラメータの自動初期化コードが組み込まれているので、パラメ

ータタブには、初期値があらかじめ入力されています。 

下のパネルで残差タブに移動すると、現在の残差を確認できます。この図から現在のフィットが

うまくいっているかどうかを確認できます。  
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4. パラメータの初期値で作成されたフィット曲線がグラフに表示されます。  

 

 

5. 収束までフィットボタン をクリックするとメッセージタブには反復回数、自由度あ

たりのカイ二乗、R 二乗値が表示されます。  
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6. OK ボタンをクリックすると、パラメータ値やフィット統計を表示した FitNL1 レポート

を作成します。  
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7. 非線形曲線フィットダイアログを再度開きます。グラフの左上の角にある緑の錠前ア

イコンをクリックして、パラメータの変更を選択し、ダイアログボックスを開きます。  

 

 

8. パラメータタブを開き、xc 値を 25 に修正し、固定にチェックを付けます。  

 

 

9. 収束までフィットボタン をクリックして OK ボタンを押します。  

10. レポートシートでは、パラメータが固定されたので、xc の誤差値は０になったことが

分かります。  
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ユーザ定義関数の定義とフィット 

このセクションでは、フィット関数、y=y0+a*exp(-b*x)を定義し、その関数を使ったフィットを行います。  

1. プロジェクトエクスプローラを開き、User-Defined Function フォルダを開きます。  

2. メニューからツール： フィット関数ビルダ―と操作してダイアログを表示します。  

3. 処理のゴールページで新しい関数の作成をクリックして、進むボタンをクリックして関

数名と関数形式ページを開きます。  
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4. 関数名と関数形式ページでは新しいフィット関数のためにカテゴリを作成する事も

可能です。今回は User Defined のカテゴリで関数の名前と関数の種類を選択します。  

o 関数名を MyFunction と設定します。  

o 関数形式のリストから算術式を選びます。ヒントは左側のパネルで見る事ができ

ます。  

o 進むをクリックし、変数とパラメータページに移動します。  

 

5. 変数とパラメータページでは、独立変数にｘ、従属変数にｙが設定されている事を確

認してください。パラメータのテキストボックスに y0、a、b と入力します。進むボタンをクリックし

ます。  

 

 

6. 式形式の関数ページでは次の操作をします。  

o パラメータの初期値を設定します。  
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o 関数内容の編集ボックスには y0+a*exp(-b*x)と入力します。  

o 関数の有効性をチェックするために、クイックチェックを使用してください。独立

変数に値を入力したら、評価ボタン をクリックすれば簡単にフィット関数をチェック

できます。  

 

7. 完了ボタンをクリックします。  

8. 列 A と列 B を選択し、解析：フィット：非線形曲線フィットと操作して NLFit ダイアロ

グを表示します。設定タブの関数選択ページでは、UserDefined カテゴリに保存した

MyFunction を選んでください。  

 

 

9. 次の手順にそって 3 回フィットすると、パラメータ値の変化とフィット曲線の変化を見

る事ができます。  

o 1 回反復ボタン  をクリックする。  
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o もう一度、1 回反復ボタン をクリックする。  
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o 収束までフィットボタン をクリックします。  

 

10. OK ボタンをクリックすると FitNL1 レポートシートにパラメータ値やフィット統計がフ

ィット結果として表示されます。  

 

システム関数で非線形フィットを行う 

サマリー 

「NLFit」ダイアログは、非線形フィット処理中にフィット処理をモニタリングすることができるインタラク

ティブなツールです。このチュートリアルでは、Michaelis-Menten 関数を使ってフィットします。これは、

酵素反応速度での基本的なモデルで、これを例にして「NLFit」ダイアログの基本機能を説明します。

フィットを実行する際にグローバルフィットを実行する方法を示します。これは、いくつかのパラメータを

共有して、2 つのデータセットを同時にフィットするものです。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  
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• 単一 ASCII ファイルをインポートする方法  

• パラメータを共有してグローバルフィットを実行する方法  

• フィット範囲を選択して、データの一部をフィットする方法  

• コマンドウィンドウを使って、簡単な計算を行う方法  

ステップ 

ファイルをインポートする 

• ワークブックを新しく作成します。  

• 「単一 ASCII ファイルインポート 」ボタン  をクリックし、「開く」ダイアログボックス

を開きます。Samples¥Curve Fitting フォルダに移動し、Enzyme.dat ファイルを開きます。

ダイアログの一番下にある『オプションダイアログの表示』チェックボックスにチェックを付け、

「開く」ボタンをクリックします。  

• impASC ダイアログボックスで、インポートオプションを開きます。そしてヘッダ行の

ノードを開き、コメント（開始行）を３に設定します。  

• OK をクリックして、ファイルをインポートします。  

 

 

データをプロットする 
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• 列 B と列 C を選択して、  ボタンをクリックして、散布図としてプロットします。  

 

 

Michaelis-Menten 関数でフィットする 

単一基質の Michaelis-Menten 関数:  

 
これは、酵素反応速度での基本モデルで、v が反応速度、[S] は基質濃度、Vmax は最大速度、Km

は、Michaelis の定数を表します。Vmax と Kmの値は重要な酵素のパラメータで、 v と [S] 曲線に M-
M 関数をフィットすることでこれらの値を求めることができます。  

Origin には、M-M フィット関数はありません。しかし、より一般的なモデルである組込の Hill 関数を

使ってフィットできます。  

 
ここで、 n は結合サイトです。単一基質モデルに対しては、 n = 1 に固定してフィットすることができ、

最も単純な形式、M-M 関数になります。  

グラフには、抑制無しの反応と競合抑制の反応の 2 つの曲線があります。「NLFit」ツールは 2 つの

曲線を同時にフィットすることができます。競合抑制反応に対して、最大反応速度は抑制無しと同じなの

で、フィット処理中に Vmax 値を共有することができます。これは、グローバルフィットにより行われます。  
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• グラフをアクティブにして、解析：フィット：非線形曲線フィットと操作を行い、NLFit

ダイアログを開きます。「設定：関数選択」ページにある Growth/Sigmoidal カテゴリーから 

Hill 関数を選択します。  

 

 

• 「設定：データ選択」ページで、「入力データ」の隣にある三角形のボタンをクリックし、

「アクティブページのすべてのプロットを追加」を選択して、データをセットします。  

 

 

• 「設定：データ選択」ページにある『複数データフィットモード』ドロップダウンリストか

ら グローバルフィットを選択します。  
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• 「パラメータ」タブをクリックし、 Vmax の行にある「共有」チェックボックスにチェックを

付けます。これらの『共有』チェックボックスは、グローバルフィット モードを使っているときだけ

利用できます。n と n_2 の『固定』チェックボックスにチェックを付け、それらの値を 1 にします。  

 

 

そして、「フィット」ボタンをクリックして、レポートを出します。フィット結果が元のグラフにも

貼り付けられます。(次の図でパラメータ値を表示しています。)  
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フィット結果から最大反応速度は約 2162.8 μM / min、 抑制なしと競合抑制モデルの Km は、それ

ぞれ 1.78μM と 4.18μM であると結論付けできます。  

Lineweaver-Burk プロットをフィットする 

モデルのパラメータは、Lineweaver-Burk または二重逆数プロットによっても推定できます。

Lineweaver-Burk プロットは、 M-M 関数の両側の逆数を取り、 1/v と 1/[S]でプロットします。  

 
これは実際には線形の関数です。  

 
抑制無しデータを使って L-B プロットで Kmと Vmaxを計算する方法を示します。  
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• 元のデータのワークシートに行き、 ボタンをクリックして、2 つ以上の列を追加しま

す。列 D に右クリックを行い、列 XY 属性の設定：X 列と操作します。 これで、この列は X 属

性になりました。再び列 D を右クリックし、「列値の設定」を選び、「値の設定」ダイアログを開き

ます。ダイアログ編集ボックスに次のように入力します。1/Col(A) と入力し、この例では逆数

の値を自動更新する必要はないので、「再計算」モードを「無し 」にします。  

 

同様に、列 E の値を 1/Col(B)としてセットします。列 D と列 E のロングネームにそれ

ぞれ、1 / [S] と 1 / V と入力します。すると、次のようになります。  

 

 

• 列 D と列 E を選択し、 ボタンをクリックして、散布図を作成します。  
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上記の式から、1/v と 1/[S] には線形の関係があることが分かっているので、

「NLFit」ツールを使って、このプロットを直線でフィットできます。(また「解析：フィット：線形

フィット」から線形フィットツールを使うこともできます。) 

• 「NLFit」ダイアログを再度開き、「Polynomial」カテゴリーから Line 関数を選び、

「フィット」ボタン をクリックして、直接結果を生成します。  

 

 

プロットから離れているデータポイントがあるので、これが最も良いフィットであるかどうか

は疑う必要があります。実際、L-B プロットの右側には、低い基質濃度の領域があり、測定

誤差が大きいかもしれません。そのため、これらのデータポイントを除外した方が良いかも

しれません。  
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• グラフの左上の角にある錠のアイコンをクリックして、「パラメータの変更」 を選び、

「NLFit」ダイアログに戻ります。  

 

 

「設定：データ選択」ページで、入力データノードにある  ボタンをクリックし、メニュー

から「グラフからすべてのデータを再選択する」を選択します。  
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そして、「NLFit」ダイアログが閉じ、 グラフページにカーソルを移動すると、カーソルが 

のようになります。フィットしたデータポイントを囲むようにドラッグして矩形を描きます。

すると、入力範囲は縦線で印が付けられます。縦線をクリックして移動すれば、入力範囲を

変更することができます。  

 

 

「グラフ中のデータを選択」にある ボタンをクリックして、「NLFit」ダイアログに戻りま

す。  
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• 「NLFit」ダイアログの「フィット 」ボタンをクリックして、結果を再計算します。レポート

テーブルが更新されたのがグラフから分かります。  

 

 

• フィット曲線の切片が 1 / Vmax であり、この例では、これは 4.76191E-4 です。

Vmaxの値を得るには「ウィンドウ： コマンドウィンドウ」と操作をし、コマンドウィンドウを開きます。

そして次の内容を打ち込みます。  

1/4.76191E-4 =  

そして ENTER キーを押します。  

 

 

Origin は 2099 という値を返し、これは上記で得た 2160 に近い数字となっています。

(Hill 関数でフィットしたとき、2 つのデータセットをフィットするのに Vmax を共有しました。

抑制無しのデータのみをフィットすれば、この値はもっと近くなります。)  
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パラメータ共有でのグローバルフィット 

サマリー 

グローバルフィットは、複数曲線をフィットする際の Origin のフィットモードの 1 つです。これは、パラ

メータを共有して、すべてのデータセットを同時にフィットします。すべてのデータセットを 1 つとして扱う

連結フィットに比べ、グローバルフィットは、パラメータの組合せでカイ二乗値を最小化しますので、パラ

メータの誤差、DOF、ポイント数、パラメータ値は、連結フィットとは異なります。ですから、グローバルフ

ィットは、パラメータを共有したい場合のみの近似となります。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 複数データセットを選択する  

• 異なるフィットモードを選択する  

• パラメータを共有してグローバルフィットを実行する  

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Curve Fitting¥Enzyme.dat ファイルを開き

ます。  

2. 列 B と列 C を選択し、「解析：非線形曲線フィット」から NLFit ダイアログを開きま

す。NLFit ダイアログの関数選択ページで、Growth/Sigmoidal カテゴリーから Hill 関数を

選択します。データ選択ページへ行き、複数データフィットモードのドロップダウンリストからグロ

ーバルフィットを選択します。 

 

 

 

詳細ページで再計算が手動になっていることを確認してください。  

3. パラメータタブをアクティブにします。n と n_2 の固定チェックボックスにチェックを付

け、値を 1 に固定します。 
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 フィットボタンをクリックして、フィットを実行します。レポートワークシートからこれらの結果を見る

ことができます。 

 

 
4. 最大の反応速度、ここでは Vmax は同じかもしれません。今度は、このパラメータを

共有してフィットしてみましょう。レポートワークシートにある錠のアイコンをクリックして、パラメー

タの変更を選び、「NLFit」ダイアログを再度開きます。 

 

 
5. パラメータタブで、Vmax の「共有」チェックボックスにチェックを付けます。 
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そして、フィットボタンをクリックして、新しい結果を求めます。両方の曲線の Vmax の値が同じ

であることが分かります。パラメータ名のアスタリスクはこのパラメータが共有されていることを表

しています。 

 

 

NLFit 内で LabTalk を使用してパラメータ初期化を行う 

サマリー 

以前のバージョンの Origin では、フィットパラメータの初期化を行うのに OriginC コードを使用する

必要がありました。Origin9.0 SR1 以降では、LabTalk スクリプトを使用して初期化パラメータを設定で

きるようになりました。これにより、ワークシートの値を初期パラメータとして使用したい時などに特に便利

です。 

このチュートリアルでは、3 つの異なる気温に対してそれぞれの吸着摂取曲線を描き、結果を 3 つ

の.txt ファイルにエクスポートする方法を学びます。指数の条件はヘッダ情報と同じ.txt ファイルに保存

されています。データを isothermal-spherical モデルの以下の数式を使用してフィットします。 

 
ここで、y は正規化された摂取質量(mg/g)、x は時間帯(s)、T は時間定数(1/s)、それとフィットパラメ

ータです。 

時間定数と温度の関係については以下の経験式から説明されます。 

T = 25000 - 58 * Temp 

各温度の摂取曲線では、この経験式から T を計算し、その値を初期値として曲線フィットに使用しま

す。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR1 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ユーザ定義のフィット関数を定義し、LabTalk スクリプトを使用してパラメータ初期

化を行う 

• ワークシート内の値を初期パラメータとして使用する 

ステップ 

ユーザ定義フィット関数でパラメータ初期化スクリプトを作成する 

1. ツール:フィット関数ビルダ(または F8 を押す)と選択してフィット関数ビルダを開きま

す。処理のゴールページで新しい関数の作成を選択して進むをクリックします。 

2. 関数名と関数形式のページでは、関数が User Defined カテゴリーの中に作成さ

れるようにします。関数名をとして UptakeCurveFit を入力し、関数モデルは陽関数、関数形

式は OriginC とします。進むボタンをクリックします。 

3. 変数とパラメータページでは、独立変数と従属変数をぞれぞれデフォルトのままで

ある x と y にします。パラメータを T として、進むをクリックします。 

4. Origin C フィット関数ページでは、以下の数式を関数内容編集ボックスに入力して

進むをクリックします。 

 

y = 1 - 6/(pi^2)*exp(-(pi^2/T)*x) 
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5. パラメータ初期化ルーチンページでは OriginC 使用ではなく、LabTalk 使用のラ

ジオボタンを選択します。初期化コード編集ボックスに、以下のコードを入力します。  

 

//パラメータ初期化で実行するコード 

//現在のワークシートを取得 

range rpage=ry.getpage()$;   

//ワークシートデータを取得 

range rlayer=ry.getlayer()$;  

//ワークシートデータのインデックスを取得 

int inext=rlayer.index; 

//データワークブックがアクティブである事を確認 

win -a %(ry.getpage()$); 

//データワークシートがアクティブである事を確認 

page.active=inext; 

//データワークシートの列 2 をアクティブ化 

wks.col=2; 

//列の内容から温度を文字列として取得 

string str1$ = wks.col.comment$; 
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//温度の数字を文字列から取得 

string str2$ = str1.Left(3)$; 

//文字列の値から倍精度の数値に変換 

double Temp = %(str2$);  

//経験式を使用して T の初期値を計算 

T=25000 - 58 * Temp;  

//パラメータ初期化スクリプトが正確に実行されるか確認 

type -b "Experimental temperature is $(Temp) K, so the 
initial value of T is $(T)." 

Notes:上記スクリプト内の ry は、パラメータ y の入力データ範囲に関する自動決定範囲

変数です。このような範囲変数に関するシンタックスは「r+parameter name」になります。

例えば、パラメータ名が Temp の場合、範囲変数は rTemp になります。 

6. 完了をクリックしてユーザ定義フィット関数、UptakeCurveFit の定義を終了します。

ユーザファイルフォルダに.fdf ファイルが保存されているはずです。 

ユーザ定義フィット関数を使用してデータをフィットする 

1. 標準ツールバーの新規プロジェクトボタン をクリックして、新しい行列を作成しま

す。 ボタンをクリック(または、ファイル：インポート:インポートウィザードと操作、または

Ctrl+3 を押す)してインポートウィザードを開きます。 

2. データソースでは<Origin フォルダ>¥Samples¥Curve Fitting¥パスにある

UptakeCurve_343K.txt ファイルを選択します。進むを 2 回クリックしてヘッダ行ページに

移動します。ロングネーム、単位、コメントを順に 3、4、1 から 1 と設定します。  
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3. 完了ボタンをクリックして、ファイルをインポートします。実験温度はコメントの 2 列目

に入力されました。これが UptakeCurveFit フィット関数で初期化コード LabTalk スクリプ

トを実行する時に取得するものです。  
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4. 列 B を選択して解析:フィット:非線形曲線フィットを選択(または、Ctrl+Y を押す)し

て NLFit ダイアログを開きます。カテゴリーで User Defined を選択し、関数では

UptakeCurveFit(User)を選択します。 

5. 注目ダイアログがポップアップし、実験温度と計算された時間定数を表示します。  

 

6. パラメータタブを開き初期パラメータの T が 5106、つまり計算された実験温度であ

る事を確認します。これはパラメータ初期化スクリプトが正常に呼び出されたことを示しています。 

7. コードタブを開き、パラメータ初期化セクションを開くと、ここでパラメータ初期化スクリ

プトを再度確認でき、値は  ボタンをクリックすると表示できます。 

8. OK をクリックして注目ダイアログを閉じ、フィットをクリックしてフィットを継続します。 

分析テンプレートを作成してバッチ処理を行う 

1. 先程のステップで作成された FitNL1 の結果シートに行きます。概要表の右にある

三角形ボタンをクリックして新しいシートとしてコピーを作成を選択します。新しいシートが作

成され、新しいシートの列 A を削除して名前を Result とします。  

 

2. ワークブックをアクティブにしたまま、ファイル:ワークシートを分析テンプレートとして

保存をクリックしてワークブックを MyUptakeFit.ogw として保存します。 
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3. 新しいプロジェクトを作成し、メニューからファイル：バッチ処理と選択して

batchProcess ダイアログを開きます。 

4. 分析テンプレート MyUptakeFit.ogw をロードし、<Origin フォルダ

>¥Samples¥Curve Fitting¥ 内にある UptakeCurve_343K.txt、

UptakeCurve_373K.txt、UptakeCurve_403K.txt を選択します。データセット識別子では

ファイル名を選択し、他の設定も下図と同じ状態である事を確認してください。  

 

5. OK をクリックしてバッチ処理を実行します。実行される各ファイルに注目ボックスが

ポップアップされ、初期値として使用される値が表示されます。ポップアップされるたびに OK

ボタンをクリックしてバッチ処理を続けます。下記のようなレポートが表示されます。  
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Origin C を使ったユーザ定義のフィット関数  

サマリー 

Origin のフィット関数は、すべてフィット関数オーガナイザで定義します。ビルトイン関数の他には、

フィット関数オーガナイザかフィット関数ビルダーでユーザ定義関数を作成できます。関数を作成したら、

NLFit ダイアログでアクセスすることができます。以下に、ユーザ定義関数でフィットする方法を示しま

す。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR1 

学習する項目 

• フィット関数オーガナイザでフィット関数を作成する  

• フィット関数ビルダーでフィット関数を作成する  

例題 

下記のフィット関数を定義する方法を説明します。  

y = y0 + aebx  

フィット関数オーガナイザで関数を定義する 

1. メニューからツール：フィット関数オーガナイザを選び(または F9 を押す)、関数オー

ガナイザを開きます。カテゴリ作成ボタンをクリックし、User-Defined のような名前で関数のカ

テゴリーを作成します。そして、関数作成ボタンをクリックして、このカテゴリーの中に新しい関

数を作成します。 
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2. 次の図のように関数の定義を行い、保存をクリックします。 
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3. 関数の正確さを確認するため、関数ボックスの隣のボタンをクリックし、Origin コード

ビルダを開きます。 

 

 
 

 コードビルダで右上のコンパイルボタンをクリックして関数をコンパイルしましょう。コンパイル完

了後、NLSF に戻るボタンをクリックして、フィット関数オーガナイザに戻ります。 

 

 

4. 保存をクリックして関数を保存し、OK をクリックして、フィット関数オーガナイザを終

了します。  

 

フィット関数ビルダーで関数を定義する 

Origin8.5 より、新しいフィット関数のウィザードとしてフィット関数ビルダーが追加されました。これは

ユーザ定義関数の作成および編集に使用できます。このウィザードを使ってフィット関数を作成しましょ

う。  

1. メインメニューからツール: フィット関数ビルダー を選択、もしくは F8 キーを押してフ

ィット関数ビルダーダイアログを開きます。新しい関数の作成のラジオボタンを選択します。  
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2. 進むをクリックし、関数名と関数形式ページに移動します。関数名ボックスに

MyExp1 と入力し、関数形式の中で OriginC のラジオボタンを選択します。  

 

3. 進むをクリックし、変数とパラメータページに移動します。次のスクリーンショットのよう

に変数とパラメータを入力します。  
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4. 進むをクリックし、OriginC フィット関数ページに移動します。関数内容ボックスに関

数の定義を入力します。関数の正確性を確認するために、関数ボックスの隣にあるボタンを

クリックして Origin コードビルダを開きます。  

 

開いたコードビルダで、コンパイルボタンをクリックして関数をコンパイルします。コンパイ

ル出来たら、NLSF に戻るボタンをクリックして、フィット関数ビルダーに戻ります。  
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5. 完了ボタンをクリックして関数の定義を終了します。  

関数でデータをフィットする 

上記で定義したユーザ定義関数を使用してフィットしてみましょう。  

1. Origin のワークシートに ¥Samples¥Curve Fitting¥Exponential Decay.dat を

インポートします。 

2. ワークシートの列 B を選択し、メニューから解析： フィット： 非線形曲線フィットと操

作して NLFit ダイアログを開きます。 
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3. 設定タブの関数選択ページで、定義した関数を選択します。 

 

 

4. パラメータタブに切り替え、1 番目のデータセットで y0, a, b の初期値として、値列

に 80, 100, -5 をそれぞれ入力し、収束までフィットボタンをクリックしてフィットを収束させます。 

 

 

5. フィットが収束したら、OK ボタンをクリックして、フィットレポートを作成します。  
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フィット曲線プロットから、フィットがうまくいっていることが分かります。 

 
 
また、フィット関数は次のようになっています。 y = 104.85968 + 193.3244 * exp( - 8.273 * x) 

 

あるデータセットを別のデータセットの関数としてフィットする 

サマリー 

出力が以下のように 1 または複数のデータセットで構成される「データセットフィッティング」を実行し

たい場合があります。  

Output = A1 * Dataset1 + A2 * Dataset2  

例えば、合成されたスペクトルを分析して、個々のスペクトルの比率を求めたいような場合です。これ

は、複数の独立変数を定義するか、フィット関数内で組合せを計算することで行うことができます。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 「データセットフィッティング」を実行する  

• 複数の独立変数のフィット関数を定義する  
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ステップ 

Samples¥Curve Fitting フォルダから Composite Spectrum.dat ファイルをインポートします。こ

のサンプルデータをみると、列 A がインデックス、列 B と列 C が成分 A と成分 B に関するスペクトルで

ある事が分かります。列 D は成分 A と成分 B の複合スペクトルの構成物を読み取った後の値が入力さ

れます。純物質から算出された列 B と列 C の関数で列 D をフィットすれば、列 B と列 C の構成要素に

かかる係数（便宜上、c1 と c2 と呼びます）を算出できます。(Note: この場合、独立変数と従属変数は同

じ数であると仮定します。そうでない場合、補間が必要です。)  

フィット関数オーガナイザを開き、新しいフィット関数を定義します。  
関数名：  MultiIndep  

実現方式：  ユーザ定義  

独立変数：  a, b  

従属変数：  ab  

パラメータの名前：  C1, C2  

定義形式：  Origin C  

関数：  ab = C1*a + C2*b;  

パラメータ初期化編集ボックスに C1 と C2 を初期化するため、次の値を入力します。 
C1=1; 
C2=1;  
フィット関数を保存してフィット関数オーガナイザを閉じます。列 D だけを選択し、NLFit ダイアログを

開き、次のようにデータ選択ページで入力データセットを指定します。  

 
そして、フィットボタンをクリックして、結果を求めます。  

結果 

以下のような結果を得ることができます。  

 値  標準誤差  
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C1  0.37169  0.00483  
C2  0.66469  0.0047  

フィット結果を確認するには、新しい列を追加し、そこに FitNLCurve1 というワークシートにあるフィ

ットした Y からフィット値をコピー＆ペーストします。そして、Composite とフィットデータを選択し、折れ

線グラフをプロットし、どの程度良くフィットしているかを見ます。  

 

複数の独立変数でフィットする 

サマリー 

「関数オーガナイザ」ツールは、1 以上の独立変数または従属変数を持つユーザ定義関数を作成す

るのに使われます。そして、NLFit ダイアログを使って、データをフィットします。フィットダイアログのプ

レビューウィンドウは、1 つの変量に対して別の変量をプロットすることができますが、もしプレビューの表

示でまだフィットが不十分な場合、フィット処理は 1 回だけ行われ、パラメータに値がセットされます。  

次のような数式（  
y = A0 + A1 * x1 + A2 * x2 + ...）で複数の独立変数でフィットを行いたい場合、 
非線形曲線フィットではなく、線形体重回帰を使用することをお勧めします。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 2 つの独立変数と 1 つの従属変数を持つユーザ定義関数を作成する  

• NLFit を使ってその関数でフィットする  

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Curve Fitting¥Activity.dat ファイルをイン

ポートします。  

2. メニューから「ツール：フィット関数オーガナイザ」を選択(または F9 を押す)し、フィッ

ト関数オーガナイザを開き、NewCategory カテゴリー(カテゴリーが無ければ作成)に

MultiIndep という名前の新しい関数を次のように定義します。  

関数名：  MultiIndep  

実現方式：  ユーザ定義  

独立変数：  substr,inhib  

従属変数：  act  

パラメータの名前：  ki,km,vm  

定義形式：  Origin C  

関数：  double mix = inhib / ki; 
act = vm * substr / (km + (1 + mix) * substr);  

NOTE:OriginC を使用しているので定義名と関数定義内で使用されている形式（大文字

と小文字の違いなど）に注意しなければなりません。例：Substr と substr は違うものです。  

「保存」をクリックして関数を保存し、OK をクリックして、オーガナイザを終了します。  

ユーザ定義関数についての詳細は、Origin C を使ったユーザ定義関数をご覧下さい。  

3. ワークシートの列 C だけを選択し、解析： フィット： 非線形曲線フィットと操作して

NLFit ダイアログを開きます。「設定：関数選択」ページで、 NewCategory カテゴリーにある

MultiIndep 関数を選択します。次のように、データ選択ページで入力データセットをセットし
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ます。  

 
4. 「フィット曲線」ページを選択し、「フィット曲線のプロット」ブランチを開きます。そして、

「X データタイプ」の隣にあるドロップダウンリストから「入力 X に同じ」を選択します。  

 
5. 「パラメータ」タブを選択し、初期値を次のようにセットします。  

 
6. 「フィット」ボタンをクリックし、フィットレポートを生成します。レポートワークシートから

次のようにこれらの結果を見ることができます。 
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統計の表より、フィットはまずまずの成果であったということができます。  

GNU Scientific Library を使ったユーザ定義フィット関数 
 

GSL 関数をフィット関数として使用する方法を説明したものです。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

1.次の関数で、下にあるサンプルデータをフィットします。  

 
 

0.1 0.10517 

0.2 0.2214 

0.3 0.34986 

0.4 0.49182 

0.5 0.64872 

0.6 0.82212 

0.7 1.01375 

0.8 1.22554 

0.9 1.4596 

1 1.71828 

1.1 2.00417 

1.2 2.32012 

1.3 2.6693 

1.4 3.0552 

1.5 3.48169 

1.6 3.95303 

1.7 4.47395 

1.8 5.04965 

1.9 5.68589 
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2 6.38906 

2.1 7.16617 

2.2 8.02501 

2.3 8.97418 

2.4 10.02318 

2.5 11.18249 

2.6 12.46374 

2.7 13.87973 

2.8 15.44465 

2.9 17.17415 

3 19.08554 

3.1 21.19795 

3.2 23.53253 

 
2.次のステップに進む前に、Origin をインストールしたフォルダのユーザファイルフォルダに ocgsl.h フ
ァイルを追加します。同じ場所に、 GNU Scientific Library から gsl_dll ファイルをコピーしてください。  

 
ocgsl.h  
 

#pragma dll(libgsl, header)  

// これは OC の特別なプラグマ で、  

// ヘッダキーワードは libgsl.dll がこのファイルと同じ場所にあることを示し

ています。 

  

#define GSL_EXPORT // OC では、これは不要ですので、削除します。 

  

//gsl 関数のプロトタイプをここで直接探すことができます。 

  

typedef double (* FUNC)(double x, void * params); 

  

struct gsl_function_struct  

{ 

 FUNC function; 

 void * params; 

}; 
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typedef struct gsl_function_struct gsl_function ; 

  

typedef struct 

{ 

    size_t limit; 

    size_t size; 

    size_t nrmax; 

    size_t i; 

    size_t maximum_level; 

    double *alist; 

    double *blist; 

    double *rlist; 

    double *elist; 

    size_t *order; 

    size_t *level; 

} 

gsl_integration_workspace; 

  

GSL_EXPORT gsl_integration_workspace 
*gsl_integration_workspace_alloc (const size_t n); 

  

GSL_EXPORT void gsl_integration_workspace_free 
(gsl_integration_workspace * w); 

  

GSL_EXPORT int gsl_integration_qag (const gsl_function * f, 

                                    double a, double b, 

                                    double epsabs, double 
epsrel, size_t limit, 

                                    int key, 

                                    gsl_integration_workspace 
* workspace, 

                                    double *result, double 
*abserr); 

 
3.F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、以下のように新しい関数を定義します。  
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4.関数フィールドの右側にあるボタンをクリックし、コードビルダを開き、以下のコードを追加して、 

_nlfgsl_integration_qag.fit をコンパイルします。  

 

#include "..\ocgsl.h" 

  

static double f_callback(double x, void * params) 

{ 

 double alpha = *(double *)params; 

 return exp(alpha*x); 

} 

  

void _nlsfgsl_integration_qag( 

// フィットパラメータ 

double y0, double a, double beta, 

// 独立変数: 

double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

 // 編集可能部分開始 

 double result, err, expected = -4.0; 
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 // 1000 個の倍精度の間隔を持つことができるワークスペースを確保しま

す。 

 // それらの積分結果とエラーを推定します。 

 gsl_integration_workspace *ww = 
gsl_integration_workspace_alloc(1000); 

  

 gsl_function F; 

 F.function = f_callback; 

 F.params = &beta ; 

  

 // 積分範囲 (0, x), は求められている絶対エラー０ 

 //から、相対エラー1e-7 間にあります 

 gsl_integration_qag(&F, 0, x, 0, 1e-7, 1000, 0, ww, 
&result, &err); 

  

 // ワークスペース w に関係したメモリが解放されます 

 gsl_integration_workspace_free (ww); 

  

 y = y0 + a*result; 

  

 // 編集可能部分終了 

} 

 
さらに、以下のコードを追加すればフィット関数は完璧です。  

 

//---------------------------------------------------------- 

// 

#include <ONLSF.h> 

#include "..\ocgsl.h"   

  

static double f_callback(double x, void * params) 

{ 

 double alpha = *(double *)params; 

 return exp(alpha*x); 

} 
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void _nlsfgsl_integration_qag( 

// フィットパラメータ 

double y0, double a, double beta, 

// 独立変数: 

double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

 // 編集可能部分開始 

  

 NLFitContext *pCtxt = Project.GetNLFitContext(); 

 if ( pCtxt ) 

 { 

        static vector vInteg; 

        NLSFCURRINFO    stCurrInfo; 

        pCtxt->GetFitCurrInfo(&stCurrInfo); 

        int nCurrentIndex = stCurrInfo.nCurrDataIndex; 

  

        BOOL bIsNewParamValues = pCtxt-
>IsNewParamValues(); 

        if ( bIsNewParamValues ) 

        { 

          vector vx; 

   pCtxt->GetIndepData(&vx); 

   int nSize = vx.GetSize(); 

   vInteg.SetSize(nSize); 

  

   // 1000 個の倍精度の間隔を持つことができるワークスペースを

確保します。 

   // それらの積分結果とエラーを推定します。 

   gsl_integration_workspace *ww = 
gsl_integration_workspace_alloc(1000); 

  

   gsl_function F; 

   F.function = f_callback; 
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   F.params = &beta ; 

  

   double result, err, expected = -4.0; 

   for(int ii=0; ii<nSize; ++ii) 

   { 

    // 積分範囲(0, vx[ii]), は求められている絶対エラー０ 

    // から、相対エラー1e-7 間にあります 

    gsl_integration_qag(&F, 0, vx[ii], 0, 1e-7, 1000, 
0, ww, &result, &err); 

    vInteg[ii] = result; 

   } 

  

   // ワークスペース w に関係したメモリが解放されます 

   gsl_integration_workspace_free (ww); 

  

        } 

  

        y = y0 + a*vInteg[nCurrentIndex]; 

        x; 

 } 

  

 // 編集可能部分終了 

} 

 
5.次の初期化コードを追加します。  

パラメータ初期化  

 

//パラメータを初期化するコード 

sort( x_y_curve ); 

double coeff[2]; 

fitpoly( x_y_curve, 1, coeff);   

a = coeff[0]; 

y0 = coeff[1]; 

beta=1.0 

6.ユーザ定義関数 gsl_integration_qag を使ってフィットすると、以下の結果が得られます。  
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y0 = -1.06363E-6  

a = 1  

beta =1  

NAG 特殊関数でフィットする 

サマリー 

Origin で、NAG 特殊関数を使った Origin C フィット関数を定義することができます。特殊関数を評

価するのに NAG ルーチンを呼ぶことができます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• フィット関数オーガナイザでフィット関数を作成する 

• NAG 特殊関数を使ったフィット関数を作成する 

サンプルとステップ 

次のモデルをフィットします。 

 
この場合、A、td、t0 はデータをフィットすることで求めるモデル用のパラメータです。そして、 I0 と I1 

は、それぞれ次数 0 と次数 1 の第一種修正ベッセル関数です。このサンプルでは、このチュートリアル

の最後にあるサンプルデータを使用します。フィットの手順は、次のステップに沿って行います。 

F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、 FittingWithNAGSpecialFunc という名前の新しいカ

テゴリーを作成します。この新しいカテゴリーに、新しいフィット関数 FittingWithBessel を以下のよう

に定義します。 

    

関数名： FittingWithBessel 
実現方式： ユーザ定義 
独立変数： t 
従属変数： inorm 
パラメータの名前： A,t0,td 
定義形式： Origin C 
関数：   

「関数」ボックスの近くにあるボタン(アイコン)をクリックしてコードビルダを開き、次のようにフィット関数

を定義して、コンパイルします。 
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#include <origin.h> 

// ここに include ファイルを追加します。 

// 例えば、NAG ライブラリからの関数でフィットする場合、 

// ここに NAG 関数のヘッダファイルを追加します。 

#include <oc_nag8.h> 

  

  

// このファイルに定義したい他の Origin C 関数に対するコードをここに追加し、 

// フィット関数でアクセスできるようにします。 

  

// 他のファイルがワークスペースにロードされ、コンパイルされていれば、その

ファイルで定義されている 

// C 関数にアクセスでき、関数は上記でインクルードしたヘッダファイルに 

// プロトタイプがあります。 

  

// 関数コード内で NLSF オブジェクトのプロパティとメソッドにアクセスできま

す。 

  

// 関数の定義には、C 言語のシンタックスを使います。 

// 例えば、パラメータ名が P1 の場合、関数定義に p1 と使うことはできません。 

// 分数を使用する場合には、1/2 のような整数の除算は 0 になり、0.5 ではあり

ません。 

// 正しい値にするには、0.5 または 1/2.0 を使います。 

  

// より詳細な情報およびサンプルは、Origin ヘルプファイルの「ユーザ定義フ

ィット関数」 

// を参照してください。 

  

  

//---------------------------------------------------------- 

//  

void _nlsfFittingWithBessel( 

// フィットパラメータ: 

double A, double t0, double td, 
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// 独立変数: 

double t, 

// 従属変数: 

double& inorm) 

{ 

        // 編集可能部分の開始 

        //inorm=  A* exp(-td/2.0/(t-t0)) *   
( s18aec(td/2.0/(t-t0),NAGERR_DEFAULT)+s18afc(td/2.0/(t-
t0),NAGERR_DEFAULT)             ); 

  

        static NagError fail1;  

        static NagError fail2; 

        double dtemp = td/2.0/(t-t0); 

        inorm=  A* exp(-dtemp) * 
( s18aec(dtemp,&fail1)+s18afc(dtemp,&fail2) ); 

        if(fail1.code !=NE_NOERROR) 

                printf("%s\n",fail1.message); 

        if(fail2.code !=NE_NOERROR) 

                printf("%s\n",fail2.message); 

  

  

        // 編集可能部分の終了 

} 

関数をシミュレーションする 

関数本体のコードを入力したら、コードビルダの「コンパイル」ボタンをクリックして、シンタックスにエラ

ーがないかチェックすることができます。そして、「ダイアログに戻る」ボタンをクリックして、フィット関数オ

ーガナイザダイアログボックスに戻ります。「保存」ボタンをクリックして、FDF ファイル(関数定義ファイ

ル)を生成します。 

FDF ファイルがあれば、「シミュレート」ボタンをクリックして、曲線のシミュレーションを行うことができ、

これは初期値を求めるのに役立ちます。「simcurve」ダイアログで、適切なパラメータ値や X 範囲を入

力すると、「プレビュー」パネルに曲線がどのように表示されるのかが表示されます。 

パラメータの初期値をセットする 

これはユーザ定義のフィット関数なので、データのフィットを実行する前に、パラメータの推定初期値

を与える必要があります。「非線形曲線」フィットダイアログの「パラメータ」タブで手動でセットすることが

できます。以下のサンプルデータで示す内容では、パラメータの初期値を A = 1, td = 1, t0 = 1 のよう

にセットします。パラメータが初期化されると、サンプルデータの右側で示すようにフィットを実行して、フ

ィット結果を取得することができます。 
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サンプルデータ 

以下のサンプルデータをコピーし、インポートウィザードを使用してクリップボードからデータをインポ

ートします。そして、指定の初期値を使ってパラメータの設定を行ってください。A = 1, td = 1, t0 = 1. 
サンプルデータ Results 

X Y 
2 0.7868954118 
2.080808081 0.8133022141 
2.161616162 0.8178216765 
2.242424242 0.8427866729 
2.323232323 0.8315815363 
2.404040404 0.8484657180 
2.565656566 0.8618233553 
2.646464646 0.8745962570 
2.727272727 0.8921620316 
2.808080808 0.8687399759 

 

 

NAG ライブラリを使ってパラメータ制限がある積分関数をフィットす

る 
  

サマリー 

このチュートリアルを始める前に、NAG ライブラリを使った積分フィットを読むことをお薦めします。そ

して、プログラミングに関する部分については、2 つのチュートリアルは基本的に同じで、異なる点は、こ

こでは積分制限を持つフィットパラメータでの Origin C のフィット関数を定義することを学びますが、前

のチュートリアルでは、積分制限での独立変数を定義します。また、ここでは別の NAG 積分関数が使

われています。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• NAG の積分ルーチンを使って、定積分でのフィット関数を作成します。 

• パラメータの積分制限を持つフィット関数を作成します。 

• log 関数を使って、フィット関数から大きな戻り値のスケールに合わせます。 
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サンプルとステップ 

例えば、次のモデルを使って、このページの一番下にあるサンプルデータ をフィットしましょう。 

 
を使って積分の独立変数を示していますが、  はフィッティングの独立変数を示していることに

注意して下さい。モデルのパラメータ a, b, c, d は、サンプルデータから取得したいフィットパラメータで

す。データを準備するには、サンプルデータを Origin のワークシートにコピーする必要があります。フィ

ットの手順は、前のチュートリアルと同じように行います。 

フィット関数オーガナイザでフィット関数を定義する 

F9 を押して、フィット関数オーガナイザを開き、最初のチュートリアルと同様に、ユーザ定義の積分フ

ィット関数 nag_integration_fitting_cosh をカテゴリーFittingWithIntegral に追加します。 

    

関数名： nag_integration_fitting_cosh 
実現方式： ユーザ定義 
独立変数： x 
従属変数： y 
パラメータの名前： a, b, c, d 
定義形式： Origin C 
関数：   

「関数」ボックスの近くにあるボタン(アイコン)をクリックしてコードビルダを開き、次のようにフィット関数

を定義して、コンパイルします。（Note:コンパイル後に関数を保存して関数オーガナイザダイアログに戻

る事を忘れないでください。） 

 

#include <origin.h> 

// ここに include ファイルを追加します。 

// 例えば、NAG ライブラリからの関数でフィットする場合、 

// ここに NAG 関数のヘッダファイルを追加します。 

#include <oc_nag8.h> 

  

  

// このファイルに定義したい他の Origin C 関数に対するコードをここに追加し、 

// フィット関数でアクセスできるようにします。 

struct user 

{ 

        double a, b, fitX;  // fitX はフィット関数の独立変数です。 
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}; 

static double NAG_CALL f_callback(double x, Nag_User *comm)  
// x は被積分関数の独立変数です。 

{ 

  

        struct user *sp = (struct user *)(comm->p); 

  

        double aa, bb, fitX; // 一時変数として Nag_User 通信構造体

のパラメータとして受け入れます 

        aa = sp->a; 

        bb = sp->b; 

        fitX = sp->fitX; 

  

        return 
cosh((x*x+bb*bb*fitX*fitX)/(bb+fitX))/(aa+(x*x+fitX*fitX)); 

} 

  

// 他のファイルがワークスペースにロードされ、コンパイルされていれば、 

//  そのファイルで定義されている C 関数にアクセスでき、関数は上記でインクル

ードした 

//ヘッダファイルにプロトタイプがあります。 

  

// 関数コード内で NLSF オブジェクトのプロパティとメソッドにアクセスできま

す。 

  

// 関数の定義には、C 言語のシンタックスを使います。 

// 例えば、パラメータ名が P1 の場合、関数定義に p1 と使うことはできません。 

// 分数を使用する場合には、1/2 のような整数の除算は 0 になり、0.5 ではあり

ません。 

// 正しい値にするには、0.5 または 1/2.0 を使います。 

  

// より詳細な情報およびサンプルは、Origin ヘルプファイルの「ユーザ定義フ

ィット関数」 

// を参照してください。 
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//---------------------------------------------------------- 

//  

void _nlsfnag_integration_fitting( 

// フィットパラメータ: 

double a, double b, double c, double d, 

// 独立変数: 

double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

        // 編集可能部分の開始 

        double epsabs = 0.00001, epsrel = 0.0000001, result, 
abserr; 

        Integer max_num_subint = 500;   

        // epsabs と epsrel、およびこの値を使って必要な精度に向上できる

ので、 

        // 必要な積分の精度を制御できます。 

  

        Nag_QuadProgress qp; 

        static NagError fail; 

  

        // integrand のパラメータを初期化するのに call_back 関数を利

用でき、 

        // 上記を行うには Nag_User 通信構造体を通して行います。 

        Nag_User comm;   

        struct user s; 

        s.a = a; 

        s.b = b; 

        s.fitX = x; 

        comm.p = (Pointer)&s; 

  

        d01sjc(f_callback, c, d, epsabs, epsrel, 
max_num_subint, &result, &abserr, &qp, &comm, &fail); 
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        // エラーメッセージを出力することで、エラーを調査するには、以下の

行のコメントを解除します。 

        // if (fail.code != NE_NOERROR) 

        // printf("%s\n", fail.message); 

  

  

        // 次の 3 つのエラー以外は、入力パラメータが不正であるか  

        //アロケーションエラーに当たります：  NE_INT_ARG_LT  
NE_BAD_PARAM   NE_ALLOC_FAIL 

        // メモリーリークを避けるため、積分ルーチンを呼ぶ前にメモリのアロ

ケーションを 

        // 解放する必要があります。 

        if (fail.code != NE_INT_ARG_LT && fail.code != 
NE_BAD_PARAM && fail.code != NE_ALLOC_FAIL) 

        { 

                NAG_FREE(qp.sub_int_beg_pts); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_end_pts); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_result); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_error); 

        } 

  

  

        y = log(result);  

        // 積分の対数結果を返すのは容量が大きくなることもあるので、  

        // 必ずしも行う必要はありません  

  

        // 編集可能部分の終了 

} 

上記のコードでは、フィット関数 _nlsfnag_integration_fitting_cosh の本体の外側で被積分関数

をコールバック関数 f_callback として定義しています。被積分関数を変数 a, b , fitX でパラメータ化し、

それらを Nag_User 構造体を使ってコールバック関数に渡します。その後、NAG 積分ルーチン 
d01sjc を使って、積分を実行します。上記以外にも求積ルーチン を希望に合わせて利用する事ができ

ます。現在のサンプルでは、フィット関数に対数スケールを使います。(サンプルデータは、既に対数関

数でスケーリングされています。) 

コードをコンパイルし、ダイアログに戻り、フィット関数オーガナイザでフィット関数を保存し、「解析：フ

ィット」メニューから「非線形曲線フィット」ダイアログを開きます。そして、「設定」タブの「関数選択」ペー

ジで、このユーザ定義のフィット関数を選択することができます。 

パラメータの初期値をセットする 
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ユーザ定義のフィット関数なので、パラメータの初期値を指定する必要があります。非線形曲線フィッ

トダイアログの「パラメータ」タブで手動でセットすることもできます。今回の例では、パラメータの初期値

を a = 1, b = 10, c = 3, d = 4 のようにセットします。パラメータが初期化されると、以下に示すようにフィ

ットを実行して、フィット結果を取得することができます。 

サンプルデータ 

X Y 
-5 498.19046 
-4.33333 329.43196 
-3.66667 210.28005 
-3 126.55799 
-2.33333 69.01544 
-1.66667 31.3555 
-1 9.1393 
-0.33333 -0.84496 
0.33333 -0.99914 
1 6.86736 

 

結果:  

 

 

NAG ライブラリを使った積分フィット 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 関数を定義する 

o 3.2 関数をシミュレーションする 

o 3.3 曲線をフィットする 

 

サマリー 

Origin で、積分を求める Origin C フィット関数を定義することができます。NAG 関数を呼び出し、

積分を実行するようにフィット関数を定義します。積分を実行する組込の Origin C 関数があります。ここ

でのサンプルでは、NAG 関数を使用する方法をお薦めします。組込の積分のアルゴリズムに比べ、パ

フォーマンスが優れているためです。ここでは有限 NAG 統合が使用されています。 
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必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• フィット関数オーガナイザでフィット関数を作成する 

• NAG の積分ルーチンを使って、定積分でのフィット関数を作成する 

• フィット関数の初期化コードをセットアップする 

サンプルとステップ 

次のモデルをフィットします。 

 
この場合、y0 A、xc、w はデータをフィットすることで求めるモデル用のパラメータです。フィットの手順

は、次のステップに沿って行います。 

関数を定義する 

F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、 FittingWithIntegral という名前の新しいカテゴリーを

作成します。このカテゴリーに、新しいフィット関数 nag_integration_fitting を以下のように定義します。 

    

関数名： nag_integration_fitting 
実現方式： ユーザ定義 
独立変数： x 
従属変数： y 
パラメータの名前： y0, A, xc, w 
定義形式： Origin C 
関数：   

「関数」ボックスの近くにあるボタン(アイコン)をクリックしてコードビルダを開き、次のようにフィット関数

を定義して、コンパイルします。 

 

#include <origin.h> 

// ここに include ファイルを追加します。 

// 例えば、NAG ライブラリからの関数でフィットする場合、 

// ここに NAG 関数のヘッダファイルを追加します。 

#include <oc_nag8.h> 
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// このファイルに定義したい他の Origin C 関数に対するコードをここに追加し、 

// フィット関数でアクセスできるようにします。 

  

struct user   // 被積分関数のパラメータ 

{ 

        double amp, center, width; 

  

}; 

// ユーザによって定義された関数は、与えられた x で被積分関数の値を返します。 

static double NAG_CALL f_callback(double x, Nag_User *comm)  

{ 

        struct user *sp = (struct user *)(comm->p); 

  

        double amp, center, width;    // Nag_User 構造体でのパラ

メータを受け付ける一時的な変数 

        amp = sp->amp; 

        center = sp->center; 

        width = sp->width; 

  

        return amp * exp( -2*(x - center)*(x - 
center)/width/width ) / (width*sqrt(PI/2)); 

} 

  

  

// 他のファイルがワークスペースにロードされ、コンパイルされていれば、 

// そのファイルで定義されている C 関数にアクセスでき、関数は上記でインクル

ードしたヘッダファイルに 

// プロトタイプがあります。 

  

// 関数コード内で NLSF オブジェクトのプロパティとメソッドにアクセスできま

す。 

  

// 関数の定義には、C 言語のシンタックスを使います。 

// 例えば、パラメータ名が P1 の場合、関数定義に p1 と使うことはできません。 
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// 分数を使用する場合には、1/2 のような整数の除算は 0 になり、0.5 ではあり

ません。 

// 正しい値にするには、0.5 または 1/2.0 を使います。 

  

// より詳細な情報およびサンプルは、Origin ヘルプファイルの「ユーザ定義フ

ィット関数」 

// を参照してください。 

  

  

//---------------------------------------------------------- 

//  

void _nlsfnag_integration_fitting( 

// フィットパラメータ: 

double y0, double A, double xc, double w, 

// 独立変数: 

double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

        // 編集部分の開始 

  

        // epsabs は絶対精度、epsrel および max_num_subint は相対精度

であり、 

        // 必要な積分の精度を制御できます。 

        // epsrel が負にセットされている場合、絶対精度が使われます。 

        // 同様に、epsabs を負にセットすることで、相対精度のみを制御す

ることもできます。 

        double epsabs = 0.0, epsrel = 0.0001; 

  

        // 積分で関数を評価するのに必要な sub-intervals の最大数 

        // より複雑な被積分関数にると、max_num_subint も大きくなります。 

        // ほとんどの問題に対しては、200 から 500 くらいが適切であり、お

薦めです。 

        Integer max_num_subint = 200; 
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        // 結果はアルゴリズムによって返される適切な積分値を持ちます。 

        // abserr は、|I - result|に対する上側境界であるエラーの推測

です。 

        // ここで、I は整数値です。 

        double result, abserr; 

  

        // Nag_QuadProgress の構造体 

        // これには、max_num_subint 要素への内部的なメモリアロケーショ

ンへのポインタが含まれます。 

        Nag_QuadProgress qp; 

  

        // NAG エラーパラメータ(構造体) 

        static NagError fail; 

  

        // Nag_User 構造体によって、パラメータが被積分関数に渡されます。 

        Nag_User comm;   

        struct user s; 

        s.amp = A; 

        s.center = xc; 

        s.width = w; 

        comm.p = (Pointer)&s; 

  

        // 積分実行 

        // Nag 無限積分器で使うことができる無限の境界は 3 種類あります。 

        // Nag_LowerSemiInfinite, Nag_UpperSemiInfinite, 
Nag_Infinite 

です。 

        d01smc(f_callback, Nag_LowerSemiInfinite, x, epsabs, 
epsrel, max_num_subint, &result, &abserr, &qp, &comm, &fail); 

  

        //エラーメッセージを出力することで、エラーを調査するには、以下の

行のコメントを解除します。 

        // if (fail.code != NE_NOERROR) 

        // printf("%s\n", fail.message); 

  

        //次の 3 つのエラー以外は、入力パラメータが不正であるか  
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        // アロケーションエラーに当たります。  NE_INT_ARG_LT  
NE_BAD_PARAM   NE_ALLOC_FAIL 

        // メモリーリークを避けるため、積分ルーチンを呼ぶ前にメモリのアロ

ケーションを解放する必要があります。 

        if (fail.code != NE_INT_ARG_LT && fail.code != 
NE_BAD_PARAM && fail.code != NE_ALLOC_FAIL) 

        { 

                NAG_FREE(qp.sub_int_beg_pts); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_end_pts); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_result); 

                NAG_FREE(qp.sub_int_error); 

        } 

  

        // フィット値の計算 

        y = y0 + result; 

  

        // 編集可能部分の終了 

} 

上記のコードでは、フィット関数 _nlsfnag_integration_fitting の本体の外側で、最初に被積分関

数をコールバック関数 f_callback として定義しています。被積分関数を変数 amp、center、width で
パラメータ化し、それらを Nag_User 構造体を使ってコールバック関数に渡します。フィット関数の内部

で、NAG 積分器 d01smc を使って積分を実行します。 

NAG 関数を呼び出すのは、自分でルーチンを書き出すよりも効率的になるはずです。類似手法を

使う事で、有限、無限、一次元、複数次元をフィット関数内で使用できるようになりました。NAG 直交 ペ
ージを読んで詳しく知りたいルーチンを選択してください。 

関数をシミュレーションする 

関数本体のコードを入力したら、コードビルダの「コンパイル」ボタンをクリックして、シンタックスにエラ

ーがないかチェックすることができます。そして、「ダイアログに戻る」ボタンをクリックして、フィット関数オ

ーガナイザダイアログボックスに戻ります。「保存」ボタンをクリックして、FDF ファイル(関数定義ファイ

ル)を生成します。 

FDF ファイルがあれば、「シミュレート」ボタンをクリックして、曲線のシミュレーションを行うことができ、

これは初期値を求めるのに役立ちます。「simcurve」ダイアログで、適切なパラメータ値や X 範囲を入

力すると、「プレビュー」パネルに曲線がどのように表示されるのかが表示されます。 

曲線をフィットする 

曲線フィットを行う前に、関数のシミュレーションを行うことは大変役立ちます。積分の実行には、ある

程度の時間がかかりますが、誤りがあると「フィット」ボタンをクリックした後、Origin が反応しなくなる場合

があります。そのため、フィット関数オーガナイザダイアログで、定義した関数を選択し、「シミュレート」ボ

タンをクリックします。すると、「simcurve」X ファンクションダイアログが開きます。推定される値を入力し、

「適用」ボタンをクリックします。シミュレーションした曲線が、元のデータと近くなったら、フィットを行うこと

ができます。 
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フィット関数をテストするには、Origin に Samples¥Curve Fitting¥Replicate Response 
Data.dat ファイルをインポートします。列値の設定ダイアログに Col(A) = log(Col(A)) とセットします。

これはシグモイド曲線を作成します。列 A と B を選択し、散布図を作成します。メニューアイテムから、

解析：フィット：非線形曲線フィットと選択して NLFit ダイアログを選択します。先ほど定義したフィット関

数を選択し、「パラメータ」タブに移動して、すべてのパラメータを 1 で初期化し、フィットします。以下の

ような結果を得ることができます。 
  値 標準誤差 

y0 -0.00806 0.18319 
A 3.16479 0.39624 
xc -0.19393 0.10108 
w 1.77252 0.33878 

LabTalk 関数を使った積分フィット 

内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 フィッティングモデル 

o 3.2 関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

 

サマリー 

バージョン Origin 8.6 から Origin は一元積分を行える新しい LabTalk の関数、integral()、を取り

入れました。この関数は次のような積分の値を算出します。  

 
そして integral() 関数のインターフェイスは次のように定義されています。  

integral(integrandName, LowerLimit, UpperLimit [, arg1, 
arg2, ...]) 

ここでは integrandName はこの被積分関数の関数名になります。  

 
言い方を変えると、integral()関数は以下のものを行います。  
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• 他の関数を（第一アーギュメントとして）被積分函数に受け入れます。  

• 定義された下限および上限に積分を行い、正数値を算出します。  

• 必要に応じ、積分関数に後続の引数（Arg1, Arg2, ...）を追加することができます。  

この機能を利用すると、integral() 関数を使ってフィット関数を定義でき、正しいフィットパラメータを

被積分関数に受け渡して積分曲線のフィットにあたります。  

このチュートリアルでは以下のチュートリアル、NAG 関数を呼び出しフィット中に積分を行うを

LabTalk 用に変更し、いかにシンプルに積分関数を使用してフィットできるかをお見せします。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• フィット関数ビルダーでフィット関数を作成する  

• Labtalk 関数を使って積分定義を組み込んだフィット関数を定義する  

• フィット関数の初期化コードをセットアップする  

サンプルとステップ 

フィッティングモデル 

フィッティングモデルは次の式で表されます。  

 
フィット関数には 4 つのパラメータがあり、そのうち 3 つを被積分関数に受け渡し、独立変数を上限と

して積分を行います。よって、まず被積分関数を定義し、それをもとに integral()関数を使用してフィット

関数内で積分をします。  

関数を定義する 

1. F8 押してフィット関数ビルダダイアログを開きます。新しい関数の作成が選ばれて

いることを確認してから進むのボタンを押して次のページに進みます。  

2. 関数名と関数形式ページで関数名を MyIntegGauss と設定します。関数タイプは

デフォルトの算術式のままで、フィット中に積分を実行にチェックをします。進むをクリックして、

次のページに行きます。  
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3. 被積分関数ページでは、被積分関数の表現を定義できます。現在、Origin は一元

積分のみをサポートしているので、積分変数は 1 つだけでになるはずです。この例では被積

分関数の式は以下のようになります。  

 

 

他の変数、xc、 w、 A は被積分関数のパラメータになります。パラメータと区別するためにここ

では引数として名前を付けます。よって、これらのアーギュメントは ixc、iw、iA になります。後

程、フィットパラメータをこれらの引数に受け渡します。ですので、被積分関数は、次のようにな

ります。  
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これは LabTalk の関数であることに注意してください。積分値を入手するには関数内の定義

にリターン(RETURN)記述が必要です。そしてこの例の中の被積分関数表現は次のようにな

ります。  

return iA * exp(-2*(t-ixc)^2/iw^2) / (iw*sqrt(PI/2)); 

4. 設定ができたら進むをクリックして変数とパラメータページへ進みます。そこで、下図

のようにフィット関数の変数とパラメータを定義します。  
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5. 次の関数ページがフィット関数式の内容を定義するページです。フィット関数に積

分を組み込む事をフィット関数ビルダ―ウィザードで設定すると、追加タブである被積分関数が

このページに表示されます。このタブでは、フィット関数とパラメータを被積分の要素、下限、上

限、被積分関数の引数を含む、をそれぞれ指定します。この例では次のように変数の対応付け

をします。  

被積分関数の要素  被積分関数に受け渡す値  

下限  -inf  
上側限界  x  
ixc  xc  
iw  w  
iA  A  

上記表のように対応ができたならば挿入ボタンを押します。すると準備してきた integral()

関数が関数内容ボックス内に以下のように挿入されます。  

integral(MyIntegrand, -inf ,x ,xc ,w ,A) 

この数式は「MyIntegrand という関数にマイナス無限数から X までを積分し、xc、w、A と

いう 3 つのパラメータを被積分関数に送ります。」という意味になります。 
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ここで定数パラメータ、y0、を数式に入れると、全体のフィット関数内容は次のようになりま

す。  

y0 + integral(MyIntegrand, -inf, x, xc ,w ,A); 

そしてページは次のようになります。  

 

 

6. パラメータタブをアクティブにし、適切な初期値を次のように設定します。  

 

 
 

ここまで来たら完了ボタンを押してこのフィット関数を保存します。  

曲線をフィットする 

次のデータ を Origin の新しいワークシートにコピー&ペーストします。  
X  Y  

-1.69897  0.13136  
-1.22185  0.34384  
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-0.92082  0.6554  
-0.82391  0.73699  
-0.69897  1.00157  
0  1.70785  
0.30103  2.31437  
0.69897  2.77326  
1  2.79321  

Y 列を選択し、Ctrl + Y キーで NLFit ダイアログを開きます。今さっき定義した関数を選び、フィット
ボタンをクリックしてフィットを行います。このフィットの結果は NAG 関数を直接利用したものと同じにな

ります。  

 

LabTalk 関数を使って 2 つの積分を含む関数でフィット 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 フィッティングモデル 

o 3.2 関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

 

サマリー 

複数の積分関数を組み込んだフィット関数を作成しましょう。  
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関数のパラメータや表現に関しての詳細な説明は LabTalk 関数を使った積分フィットに記載してい

ます。  

Origin8.6 のフィット関数ビルダ―は 1 つのフィット関数につき、1 つの積分関数しかサポートしていま

せん。複雑な OriginC のコードを迂回して関数を定義するには、フィット関数オーガナイザを使用しま

す。  

このチュートリアルでは、フィット関数オーガナイザを使って 2 種類の積分を含むフィット関数を作成

する手順を紹介します。必要に応じて積分を更に追加できます。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• フィット関数オーガナイザでフィット関数を作成する  

• Labtalk 関数を使って 2 つの積分を組み込んだフィット関数を定義する  

サンプルとステップ 

フィッティングモデル 

フィッティングモデルは次の式で表されます。  

 
フィット関数には 4 つのパラメータがあり、そのうち 3 つを被積分関数に受け渡し、独立変数を上限と

して積分を行います。  

関数を定義する 

1. F9 押してフィット関数オーガナイザダイアログを開きます。作成した関数を保存した

いカテゴリを選択してから、関数作成をクリックしてで新しい関数を追加します。また、カテゴリ

作成をクリックすると新しいカテゴリを追加できます。  
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2. 関数名編集ボックスで、自由に関数の名前を付ける事ができます。独立変数、従属

変数、パラメータの名前をそれぞれ対応する編集ボックスに定義します。  

3. ドロップダウンリストから定義形式を選択します。それぞれの項目を選択すると、ダイ

アログ下のヒントタブに説明が表示されます。  
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4. 関数編集ボックスでフィット関数を定義します。積分は LabTalk の integral 関数

の形式で定義されています。  

y=integral(polyint, -5, x, a)-integral(gaussint, -inf, x, b, wc)+y0 

LabTalk 関数を使った積分フィットで説明されているように、x, a, b, wc は被積分関数に

受け渡すパラメータです。  

5. パラメータ設定ダイアログの右角にある、パラメータ設定ボックスをクリックします。初

期値と共に他の制約、例えば下限値と上限値を各パラメータに設定します。  
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6. LabTalk 関数の定義と初期化ボックス内で積分を定義します。定義する関数は次

のようになります。  

function double polyint(double t, double ia) 

{ 

 return ia*t ; 

  

} 

  

  

function double gaussint(t, ib, iwc) 

{ 

 return ib *t* exp(-(t)^2/iwc^2) ; 

} 

7. これで 2 つの積分を定義しました。他の情報も、対応するボックスに設定します。完

了したら、保存する事を忘れないでください。  
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曲線をフィットする 

次のデータ を Origin の新しいワークシートにコピー&ペーストします。  
X  Y  
-3  2.47613  
-2.6  2.24016  
-2.2  2.01543  
-1.8  1.83094  
-1.5  1.85038  
-1.1  2.17725  
-0.9  2.44967  
-0.7  2.61423  
-0.5  3.02305  
-0.3  3.23057  
-0.1  3.37822  
0.1  3.2827  
0.3  3.18775  
0.5  2.86194  
0.7  2.69104  
0.9  2.39315  
1.4  2.04046  
1.8  1.85287  
2.2  1.85325  
2.6  2.20569  

Y 列を選択し、CTRL + Y キーで NLFit ダイアログを開きます。今さっき定義した関数を選び、フィ

ットボタン をクリックしてフィットを行います。  
 

 

フィットしながら総和を求める 

表示内容 
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• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 関数を定義する 

o 3.2 曲線をフィットする 

  

サマリー 

NAG ライブラリを使って、積分込みのフィットを実行する方法を学習しましたが、今回は NAG 関数を

使わずに行う方法を学習します。このチュートリアルでは、作成するフィット関数に総和を求める手順を

含め、台形法則に基づいて積分を行う方法を学習します。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• フィット関数に総和を含める 

• 台形法則に基づく積分 

サンプルとステップ 

NAG ライブラリを使った積分フィットと同じモデルを使ってフィットします。 

 
違いは、フィット関数の中で積分を実行することです。台形法則を使うため、最初に曲線を小さい区

間に分け、複数の台形から積分を近似します。結果の精度は使用する台形の数に依存します。これは

片側無限の積分なので、増分(ステップ)をセットし、上側積分限界を x、下側積分限界を負の無限大に

して台形を作成し、これらの台形の面積の累計を計算します。面積の増分が十分に小さくなったら、総

和の計算を中止します。総和を行う前に、関数が収束していることを保証するか、収束チェックをコード

に含める必要があります。 
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関数を定義する 

ツール：フィット関数オーガナイザと選択するか F9 キーを押して フィット関数オーガナイザを開き、関

数を次のように定義します。 

    

関数名： summation 
実現方式： UserDefined 
独立変数： x 
従属変数： y 
パラメータの名前： y0, A, xc, w 
定義形式： Origin C 
関数：   

関数ボックスの横にあるボタン（アイコン）をクリックして、コードビルダを開きます。フィット関数の定義、

コンパイル、保存を次のように行います。 

 

#pragma warning(error :15618) 

#include <origin.h> 

  

// 被積分関数の為のサブルーチン 

double f(double x, double A, double xc, double w) 

{ 

        return A * exp(-2*(x-xc)*(x-xc)/w/w) / w / sqrt(PI/2); 

} 

  

//---------------------------------------------------------- 

//  

void _nlsfsummation( 

// フィットパラメータ: 

double y0, double A, double xc, double w, 

// 独立変数: 

double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

        // 編集可能部分の開始 

        // 積分中止の許容値をセット 
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        double dPrecision = 1e-12; 

        // 初期化 

        double dIntegral = 0.0; 

        double dTrapezia = 0.0;                   

        // ステップまたは精度 

        double dStep = 0.01; 

        //台形法則による積分実行 

        // 関数が収束したことを保証 

        do 

        { 

                // 台形の面積 

                dTrapezia = 0.5 * ( f(x, A, xc, w) + f((x-
dStep), A, xc, w) ) * dStep; 

                // 面積の累計 

                dIntegral += dTrapezia; 

                x -= dStep; 

        }while( (dTrapezia/dIntegral) > dPrecision ); 

        // y 値のセット 

        y = y0 + dIntegral;            

        // 編集部分の終了 

} 

曲線をフィットする 

結果を比較するために同じデータを使うこともできます。 

1. Samples¥Curve Fitting¥Replicate Response Data.dat をインポートします。 

2. 最初の列を選択し、コンテキストメニューから列値の設定を選択します。 

3. 列値の設定ダイアログに Col(A) = log(Col(A)) とセットします。これはシグモイド曲

線を作成します。 

4. 列 A と B を選択し、散布図を作成します。 

5. そして、Ctrl + Y を押し、NLFit ダイアログを開きます。先ほど定義したフィット関数

を選択し、パラメータタブに移動して、すべてのパラメータを 1 で初期化し、フィットします。以

下のような結果になります。 

  値 標準誤差 
y0 -0.00806 0.18319 
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A 3.16479 0.39624 
xc -0.19393 0.10108 
w 1.7725 0.33878 

複素関数でのフィッティング 

サマリー 

複素関数でフィットするとき、複素関数を 2 つの関数に簡単に分けることができます。1 つは実数部に

対応し、もう 1 つは虚数部に対応するように分けます。これら 2 つの関数を使って、フィット関数オーガ

ナイザで 2 つの従属変数を持つ複素関数を定義することができ、それを NLFit ダイアログで使うことが

できます。以下に、複素関数でフィットする方法を示します。複数の従属変数または独立変数を持つフ

ィットについての詳細は、 複数の独立変数でフィットするをご覧下さい。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 2 つの従属変数と 1 つの独立変数を持つユーザ定義の複素関数を作成する  

• NLFit でその関数でフィットする  

ステップ 

1. 下記のフォーム全体(ヘッダ行を含む)を選択し、右クリックしてコピーを選択し、クリッ

プボードにデータをコピーします。  

Omega  Y1  Y2  
0  3  0  
0.01  2.88462  -0.28846  
0.02  2.58621  -0.51724  
0.03  2.20588  -0.66176  
0.04  1.82927  -0.73171  
0.05  1.5  -0.75  
0.06  1.22951  -0.7377  
0.07  1.01351  -0.70946  
0.08  0.8427  -0.67416  
0.09  0.70755  -0.63679  
0.1  0.6  -0.6  
0.11  0.5137  -0.56507  
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2. メニューからインポート：インポートウィザードを選択し、「インポートウィザード 」ダイ

アログを開きます。そして、データソースグループからクリップボードを選び、完了ボタンをクリッ

クして、データをインポートします。  

 
3. Select Tools:フィット関数オーガナイザ」を選択(または F9 を押す)し、フィット関数

オーガナイザを開き、NewCategory カテゴリー(カテゴリーが無ければ作成)に

ComplexFitting という名前の新しい関数を次のように定義します。  

関数名：  ComplexFitting  

実現方式：  ユーザ定義  

独立変数：  omega  

従属変数：  y1,y2  

パラメータの名前：  A,tau  

定義形式：  Origin C  

関数：  
complex cc = A/(1+1i*omega*tau); 
y1 = cc.m_re; 
y2 = cc.m_im;  

Note:複素数を作成するために虚数の単位"i"を使うには、上記の関数の行のように、

Origin C で "1i"と記述する必要があります。そして、complex は、複素数のデータタイプ

を取り扱うクラスです。これには、実数部と虚数部の両方が含まれます。  

ユーザ定義関数についての詳細は、 Origin C を使ったユーザ定義関数をご覧下さい。  

4. ワークシートのすべての列を選択し、解析： フィット： 非線形曲線フィットと操作して

NLFit ダイアログを開きます。設定：関数選択ページで、 ＜新規…＞ カテゴリにある

ComplexFitting 関数を選択します。次のように、データ選択ページで入力データセットをセッ
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トします。  

 
5. パラメータタブを選択し、初期値を次のようにセットします。  

 
6. フィットボタンをクリックし、フィットレポートを生成します。レポートワークシートから次

のように結果を見ることができます。 

 

 
統計の表より、良いフィットができたことが分かります。  

コンボリューションしながらフィットする 

表示内容 

• 1 サマリー 
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• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 背景 

o 3.2 関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

 

サマリー 

指数データに曲線フィットを実行するとき、データに含まれる機器の応答を考慮する必要があるかもし

れません。これを行う 1 つの方法は、データにデコンボリューションを実行し、機器の応答データを除去

し、2 番目のステップとして曲線フィットを実行します。しかし、結果がデータ内に存在するノイズの影響

を受けやすいので、デコンボリューションは常に信頼できるとは限りません。より信頼性の高い方法は、

フィット実行中に機器の応答データを持つデータに対して、フィット関数のコンボリューションを実行する

ことです。このチュートリアルでは、フィット中にコンボリューションを実行する方法を示します。  

必要な Origin のバージョン:8 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 反復実行中にフィット情報にアクセスする  

• フィット中にコンボリューションを実行する  

サンプルとステップ 

『背景』のドロップダウンリスト 

¥Samples¥Curve Fitting¥FitConv.dat をインポートしてこのサンプルを開始しましょう。  

 
ソースデータには、サンプルポイント、出力信号、インパルス応答が含まれています。この実験は、出

力信号がガウス応答を持つ指数減少関数のコンボリューションであると見なしています。  
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これで、出力信号と応答データを得たので、信号を次のモデルでフィットして、指数減少関数を得るこ

とができます。  

 
関数を定義する 

明らかに、列 1 と列 2 は、それぞれ関数の x と y です。列 3 はインパルス応答でしょうか?フィット関

数でこの列にアクセスし、サンプリングポイントから理論指数曲線を計算します。そして、FFT を使ってコ

ンボリューションを実行します。  

F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、以下のように関数を定義します。  

  関数名：  FitConv  
実現方式：  ユーザ定義  
独立変数：  x  
従属変数：  y  
パラメータの名前：  y0, A, t  
定義形式：  Origin C  
関数：   

関数ボックスの隣にあるボタン(アイコン)をクリックし、コードビルダに関数を記述します。  

#pragma warning(error :15618) 

#include <origin.h> 

// ヘッダーファイルは必須です。 

#include <ONLSF.H> 

#include <fft_utils.h> 

// 

//  

void _nlsfTestConv( 

// フィットパラメータ: 

double y0, double A, double t, 

// 独立変数: 
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double x, 

// 従属変数: 

double& y) 

{ 

 // 編集可能エリア開始 

 Worksheet wks = Project.ActiveLayer(); 

 NLFitContext *pCtxt = Project.GetNLFitContext(); 

 if ( pCtxt ) 

 {  

  // 各反復におけるベクトル出力シグナル 

  static vector vSignal; 

  // パラメータが更新されると、コンボリューションの結果も再計算

される 

  BOOL bIsNewParamValues = pCtxt->IsNewParamValues(); 

  if ( bIsNewParamValues ) 

  { 

   // ワークシートからサンプリングと応答データを読み取る 

   Dataset dsSampling(wks, 0); 

   Dataset dsResponse(wks, 2); 

   int iSize = dsSampling.GetSize(); 

  

   vector vResponse, vSample; 

  

   vResponse = dsResponse; 

   vSample = dsSampling; 

  

   vSignal.SetSize(iSize); 

   vResponse.SetSize(iSize); 

   vSample.SetSize(iSize); 

  

   // 指数関数型崩壊曲線を完成させる 

   vSignal = A * exp( -t*vSample ); 

   // コンボリューションをする 

   int iRet = fft_fft_convolution(iSize, vSignal, 
vResponse); 
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  } 

  

  NLSFCURRINFO    stCurrInfo; 

  pCtxt->GetFitCurrInfo(&stCurrInfo); 

  // 反復のためにデータインデックスを入手する 

  int nCurrentIndex = stCurrInfo.nCurrDataIndex; 

  // 評価済みｙ値を入手する 

  y = vSignal[nCurrentIndex] + y0; 

  // ここではｘを使っていないので、関数をコンパイルする 

  x; 

 } 

 //編集可能エリア終了 

} 

特定の x に対して、関数は対応する y 値を返します。しかし、コンボリューションが実行されると、特定

のデータポイントだけでなく、曲線全体に対して操作を実行する必要があります。Origin 8 SR2 から、

フィット内での主要情報を取得するために、NLFitContext クラスを導入しました。各反復計算で、

NLFitContext を使って、フィットパラメータを監視しています。それらが更新されると、

fft_fft_convolution メソッドにより、FFT を使ってコンボリューションを計算します。結果はベクターデー

タ vSignal に保存されます。各 x に対して、NLSFCURRINFO 内の現在のデータインデックスを使っ

て、vSignal から評価した y を取得できます。  

曲線をフィットする 

フィット関数の本体で、アクティブワークシートから直接応答データを読み込みます。よって、ワークシ

ートからフィットを実行します。  

1. 列 B を選択し、Ctrl + Y を押し、非線形フィットダイアログを開きます。  

2. 関数選択ページに戻り、定義した FitConv 関数を選びます。  

3. フィット曲線ページの X データ型では入力 X に同じを選択します。  

4. パラメータを y0=0, A=10, t=1 のように初期化します。  

5. 「フィット」ボタンをクリックし、結果を生成します。  

ユーザ定義関数で組み込み関数を引用する 

表示内容 

• 1 サマリー 
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• 2 学習する項目 

• 3 ステップ  

o 3.1 データ 

o 3.2 関数を定義する 

 

サマリー 

このチュートリアルでは、ユーザ定義のフィット関数を作成する時に組み込み関数を引用する方法を

示します。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 区間のフィット関数を定義する  

• 新しい関数で組み込み関数にアクセスする  

• パラメータの自動初期化  

ステップ 

データ 

新しいワークブックに ¥Samples¥Curve Fitting¥Asymmetric Gaussian.dat のファイルをインポ

ートするところから始めます。  

列 B を選択してグラフを作成します。データ内のピークはわずかに右に傾いています。このような曲

線をフィットするにはどうしたら良いでしょうか?1 つのアイデアとして、グラフを 2 つの区間に分けて下図

のように 2 つのガウス関数から成り立っていると考える事ができます。これらの 2 つのガウス曲線は、基

線とピークの中心を共有し、ピークの幅と振幅が異なっています。  

 
関数を定義する 

F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、以下のように関数を定義します。  
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関数名：  AsymmetricGauss  
実現方式：  ユーザ定義  
独立変数：  x  
従属変数：  y  
パラメータの名前：  y0, xc, w1, w2, A1, A2  
定義形式：  Origin C  
関数：  y = x<xc? nlf_Gauss(x, y0, xc, w1, A1) : nlf_Gauss(x, y0, xc, w2, A2);  

Note:  

Origin 8.1 より前のバージョンでは、関数は次のように定義します。 

y = x<xc? nlfxGauss(x, y0, xc, w1, A1) : nlfxGauss(x, y0, xc, w2, A2); 

x; y0; xc; w1; w2; A1; A2; 

最後にパラメータを一覧にすると、関数でこれらのパラメータを使っているにもかかわらず、関数内でパラメータが

使われていないというエラーを避けることができます。この手順は関数を正しくコンパイルするのに必要です。  

組み込み関数を利用するために nlf_FuncName を呼び出す場合のシンタックスは  

nlf_FuncName( 独立変数、パラメータリスト ... )  

FuncName がフィット関数の名前です。古い表記法ですが、nlfxFuncName もサポートしています。  

組み込み関数のパラメータリストは関数定義ファイル（FDF ファイル）で設定された順番に従います。

（FDF ファイルはメモ帳で開く事ができます。ファイルは¥¥Origin EXE Folder¥FitFunc¥に保存さ

れています。）Origin 内で使用する関数名は DLL インターフェイス名のものです。本来の名前は

FDF ファイルの「General Information」セクションに表示されます。Function Source 項目を見て、

値が fgroup.FuncName で、この FuncName を使用します。通常、この関数名は NLFit ダイアログ

に表示される関数名で一貫性があります。Voigt のようにいくつかの関数名は異なります。  

この関数のパラメータ初期化には、ガウス関数の初期化コードをコピーして、いくつか修正を加えるだ

けで行えます。  

xc = peak_pos(x_y_curve, &w1, &y0, &A1); 

w2 = w1; 

A2 = A1; 

最終的な関数は次のようになります。  
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関数の作成がうまくいったら、関数を保存して曲線をフィットします。結果は次のようになります。  
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非定数のバックグラウンドを持つフィット関数 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 データの準備 

o 3.2 関数を定義する 

o 3.3 自動パラメータ初期化 

o 3.4 曲線をフィットする 

 

サマリー 

Origin の組み込み関数の多くは、次のように定義されます。  

 
ここで y0 は、定数のバックグラウンドとして扱うことができます。では、非定数のバックグラウンドを持

つ曲線は、どのようにフィットしたら良いでしょうか?1 つの方法として、OriginPro で提供しているピーク

アナライザを使うことができます。ピークアナライザには、指数または多項式のバックグラウンドを含む基

線を減算する方法がいくつかあります。このチュートリアルでは、ピークアナライザを使わずに、このよう

な曲線をフィットする方法を示します。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• ワークシートクエリの復習  

• nlfxFuncName メソッドで組み込み関数を引用する  

• パラメータの自動初期化  

サンプルとステップ 

データを準備する 

¥Samples¥Spectroscopy¥Peaks on Exponential Baseline.dat をインポートして、このチュートリ

アルを開始します。ワークシートのスパークラインから、曲線に 2 つのピークがあることが分かります。問

題を単純化するため、この例の 1 つのピークをフィットします。  
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メニューからワークシート：ワークシートクエリと操作して、 ワークシートクエリダイアログ を開きます。行

1 から行 240 のデータを抽出します。  

 

フィットする曲線は次のようになります。  
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関数を定義する 

下の図から分かるように、元の曲線は指数関数形崩壊（バックグラウンドに相当）と Voigt ピークの組

み合わせである事が分かります。  

 

関数全部を記述して関数を定義しなければならないでしょうか?例えば：  

 
これは複雑な数式で、無限区間の積分も含まれています。数式を直接記述するのは大変です。

Origin には次の 2 つの組み込み関数があります。  

ExpDec1  

 
Voigt  

 
nlfxFuncName メソッドを使って、これら 2 つの関数を引用し、新しい関数を簡単に作成することが

できます。F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、以下のように関数を定義します。  
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関数名：  ExpVoigt  
実現方式：  ユーザ定義  
独立変数：  x  
従属変数：  y  
パラメータの名前：  y0, A1, t1, xc, A2, wG, wL  
定義形式：  Origin C  
関数：  y = nlf_ExpDec1(x, y0, A1, t1) + nlf_Voigt(x, y0, xc, A2, wG, wL) - y0;  

Note:  

組み込み関数名のいくつかは、実際の DLL 関数名と一致しません。Voigt5.FDF で

定義している Voigt 関数のように、メモ帳で FDF ファイルを開く場合、 [GENERAL 

INFORMATION]セクションの中に次の行があります。 

Function Source=fgroup.Voigt5 

"fgroup"の後の名前は、nlfxFuncName に入れる実際の名前です。  

Origin 8.1 SR2 以前のバージョンでは、関数のボディは次に定義されるような旧式の

nlfxFuncName を使ってください。 

 

y = nlfxExpDec1(x, y0, A1, t1) + nlfxVoigt(x, y0, xc, A2, 
wG, wL) - y0; 

x; xc; A1; t1; A2; wG; wL; 

最後にパラメータを一覧にするのは、関数でこれらのパラメータを使っているにもかかわら

ず、関数内でパラメータが使われていないというエラーを避けるためです。これを入れない

と、関数のコンパイルがうまくいきません。  

パラメータ設定の右にあるボタン をクリックし、これらのパラメータの初期値を入力します。  

    

y0:  0  
A1:  5  
t1:  50  
xc:  100  
A2:  50  
wG:  10  
wL:  10  

ですので、最終的な定義部分は、次のようになります。  
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自動パラメータ初期化 

上記のセクションで、パラメータの初期値を固定にセットしました。有力なフィット結果を知っていれば、

このように初期値をセットすることができます。しかし、データが変わった場合はどうでしょうか?Origin は、

初期値を推定する Origin C インターフェースを提供しています。パラメータ初期化コードを使うには、

パラメータの自動初期化を行うと Origin C を使用するチェックボックスにチェックを付け、 アイコンを

クリックしてコードビルダでコードを編集します。 
(初期値をよく分かっていたり、コードを記述したくない場合、このセクションを読み飛ばしても構いませ

ん。)  
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曲線は 2 つのコンポーネントで構成され、これら 2 つの部分を分けることで、パラメータ値を推測でき

ます。初期化コードには次を含みます。  

1. get_exponent 関数を使って、曲線をフィットし、指数成分に対するパラメータ値を

取得します。 

2. 元のデータからバックグラウンド(指数成分)を除去します。 

3. peak_pos 関数を使って、ガウスピークによってピークを近づけ、ピークコンポーネン

トに対する初期値をセットします。 

コードビルダ内の初期化コードは次のようになります。  

 

void _nlsfParamExpVoigt( 

// フィットパラメータ: 

double& y0, double& A1, double& t1, double& xc, double& A2, 
double& wG, double& wL, 

// 独立データセット 

vector& x_data, 

// 従属データセット 

vector& y_data, 

// 曲線 

Curve x_y_curve, 

// 補助的なエラーコード 

int& nErr) 

{ 

 // 編集可能部分の開始 

 int nSign; 

 //  y = y0+A*exp(R*x)に対するパラメータの値 y0, ln(A), R を評価 
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 t1 = get_exponent(x_data, y_data, &y0, &A1, &nSign); 

 // フィット関数に対する指数成分の値をセット 

 t1 = -1/t1; 

 A1 = nSign*exp(A1); 

 // 曲線から指数成分を除去 

 x_y_curve = x_y_curve - (y0 + A1 * exp(-x_data/t1)); 

 // フィットしてピーク値を取得 

 xc = peak_pos(x_y_curve, &wG, &y0, &A2); 

 wL = wG; 

 // 編集可能部分の終了 

} 

Note:  

自動初期化を行うにチェックを付けて、初期化コードを入力すると、これらのコードはパラメータ

設定での初期値にも影響します。  

曲線をフィットする 

使用したパラメータ初期化の方法に関係なく、列 B を選択し、Ctrl + Y を押して、NLFit ダイアログ

を開き、ExpVoigt 関数を選んでフィットします。結果は次のようになります。  

 

区間ごとに関数でフィットする 

サマリー 

このチュートリアルでは、区間毎のフィット関数を定義する方法を説明します。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 区間(条件)のフィット関数を定義する 
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サンプルとステップ 

¥Samples¥Curve Fitting¥Exponential Decay.dat ファイルをインポートして、このチュートリアル

を開始します。列 D を選択し、散布図をプロットします。Growth/Sigmoidal カテゴリーにある多くの組

込関数を使ってこの曲線をフィットできますが、このチュートリアルでは、区間関数で曲線を 2 つの区間

に分けます。 

 
関数式は次のようなものです。 

 
関数を定義する 

F9 を押し、フィット関数オーガナイザを開き、以下のように関数を定義します。 

    

関数名： piecewise 
実現方式： ユーザ定義 
独立変数： x 
従属変数： y 
パラメータの名前： xc, a, b, t1 
定義形式： Origin C 
関数：   

関数編集ボックスの右にあるボタン  をクリックし、コードビルダで次のようにフィット関数を定義しま

す。 

 

void _nlsfpiecewise( 

// フィットパラメータ: 

double xc, double a, double b, double t1, 

// 独立変数: 

double x, 
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// 従属変数: 

double& y) 

{ 

        // 編集可能部分の開始 

        // if 条件で、曲線を分ける 

        if(x<xc) { 

                y = a+b*x+exp(-(x-xc)/t1); 

        } else { 

                y = a+b*x; 

        } 

        // 編集可能部分の終了 

} 

曲線をフィットする 

Ctrl + Y を押すと、グラフウィンドウをアクティブにして NLFit ダイアログが開きます。定義した 
piecewise 関数を選択し、次の値でパラメータを初期化します。 

    

xc: 1 
a: 1 
b: -1 
t1: 0.1 

「フィット」ボタンをクリックし、結果を生成します。 

    

xc: 0.24 
a: 36.76585 
b: -24.62876 
t1: 0.04961 

Note: この関数は、xc と t1 に敏感で、異なる初期値を使うと結果も異なります。 

特定の点を通るフィット曲線 

内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 
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• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 関数のパラメータを固定する 

o 3.2 線形制約を使用する 

o 3.3 重み付けを使用する 

 

サマリー 

このチュートリアルはある特定の点を通過させてフィットする方法を 3 つ紹介します。どの方法が最適

かは、関数式とフィット曲線を通過させたいデータポイントによります。  

学習する項目 

• フィット曲線が特定の点を通るようにするいくつかの方法を学習する  

• 非線形フィットでフィットパラメータを固定する  

• 非線形フットで一般線形制約を利用する  

• 重み付けをしてフィットする  

サンプルとステップ 

関数のパラメータを固定する 

この方法はフィット曲線を通したポイントが関数のパラメータに関連している時のみ利用できます。典

型的な例として、直線 y = a + b * x をフィットする時に原点（0,0）を通過するようにフィット線を作成する

場合を紹介します。この場合、a = 0 とすればフィット線は（0,0）を通過する事が分かります。  

1. Origin のワークシートに¥Samples¥Curve Fitting¥Linear Fit.dat をインポート

します。  

2. Y 属性の列、例えば列 D を選択し、解析：フィット：非線形曲線フィットとメニューか

ら操作して NLFit ダイアログを開きます。  

3. Polynomial のカテゴリを選択後、Line 関数を選択します。  

4. 設定タブのフィット曲線をクリックします。X データ型のブランチ内で範囲オプション

が X 範囲±％になっていることを確認し、範囲マージン（％）の編集ボックスに 10 を入力します。

このオプションを選択するとフィット曲線を延長できます。  

5. 収束までフィットボタン をクリックします。フィット曲線タブからも曲線が原点を通

過していない事が分かります。 
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6. パラメータタブに行き、パラメータ A の固定チェックボックスにチェックを付け、値を 0

にします。収束までフィットボタンを再びクリックします。これで曲線が 0 を通過する事を確認で

きます。 
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Note:線形フィットダイアログ内の切片固定オプションを使用すると、強制的に原点を通過す

るように制御できます。  

線形制約を使用する 

この方法はフィット関数が直線、2 次曲線、3 次曲線などのような線形モデルである事が条件です。  

線形制約を利用して、フィット曲線を特定の点を通過させる方法を紹介します。  

1. Origin のワークシートに "¥Samples¥Curve Fitting¥Polynomial Fit.dat"のデ

ータをインポートします。  

2. 列 B を選択し、Ctrl + Y を押し、NLFit ダイアログを開きます。  

3. Polynomial カテゴリで Parabola（y = A + B * x + C * x2）を選択します。フィット

曲線タブでは初期値がデータに良くフィットしていることが分かります。  

4. 例えば、曲線を(10,100)の座標を通過するようにします。(10,100)をフィット関数（y 

= A + B * x + C * x2）を代入すると、100 = A + 10 * B + 100 * C となります。この数式を一

般線形制約の条件として使用します。 コードタブで制約を選択します。線形制約を行うにチェ

ックをつけ、次の式を入力します。  

A + 10*B + 100*C = 100 

195 



Origin9 チュートリアル 

5. 収束までフィットボタン をクリックします。フィット曲線はデータポイントとは違う事

が分かりますが、特定の座標を通過していることが分かります。 

 

 

重み付けを使用する 

パラメータが何かの固有値、例えば上部または下部の漸近線である時に、生データに通過させたい

点が含まれている場合、より大きな重みを付ける事で特定の点を通過させることができます。この方法は

決して分析的な結果ではありませんが、誤差を減らすために使用する事ができます。  

1. データを準備するために、次のスクリプトを実行してください。  

newbook; 

string fname$ = system.path.program$; 

fname$ += "Samples¥Curve Fitting¥Replicate Response Data.dat"; 

impasc fname$ options.PartImp.Partial:=1 
options.PartImp.LastCol:=2; 

wks.addcol(); 

col(a) = log(col(a)) + 5; 

col(c)[1] = 100; 

for(int ii = 2; ii < wks.maxrows; ii++) 

{ 
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    col(c)[ii] = 1; 

} 

col(c)[wks.maxrows] = 100; 

2. まずは重み付けがない場合でどのようにフィットするか確認しましょう。列 B を選択し、

解析：フィット：非線形曲線フィットから NLFit ダイアログを開きます。Growth/Sigmoidal カテ

ゴリから Logistic 関数を選びます。そして収束までフィットボタン をクリックします。フィット

曲線タブから、この曲線は上の方にある点をどこも通過しないことが分かります。 

 

 
3. 生データのワークシートでは列 C を作成し、最初と最後の値を大きくしています。こ

の列を重み付けの指標とすれば、この 2 点はフィット曲線により大きな影響を与え、強制的にこ

れら 2 点を通過するようにできます。 
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設定タブにある、データ選択のページをアクティブにしましょう。以下のように入力データブラン

チを開き、重み付けオプションを表示します。直接重み付けをドロップダウンリストから選択し、

データでは C を重み付けするデータセットとして選択します。そして収束までフィットボタン

をクリックします。  

 

 

 

プレビューの結果から、フィット曲線が最初と最後のデータポイントを通過する事が分かります。  
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度数カウントの結果でフィットする 

サマリー 

データの統計検定を行うと、サンプル分布のスケールや位置を知る事ができます。他にも、確率密度

関数を使ってビン化したデータをフィットすると、これらの値を入手できます。このチュートリアルはこれら

のパラメータを曲線フィットからどのように推定するか示します。  

学習する項目 

• 簡単な記述統計を実行する方法  

• データセットで度数カウントを行う  

• ビン化したデータで曲線をフィットする  

サンプルとステップ 

1. 以下のスクリプトを実行し、サンプルデータセットを準備してください。  

newbook; 

col(2) = normal(1000) * 2 + 5; 

このスクリプトは、平均がおおよそ 5 になり σ（標準偏差）がおおよそ２になる、一様に分布

した 1000 ポイントを生成します。  

2. まず、簡単な記述統計をこの列で行い、対応するモーメントの出力を確認しましょう。 

 

データ列を選択し、統計： 記述統計： 列の統計を選びダイアログを開きます。モーメントブラン

チの平均と標準偏差のチェックボックスが選択されていることを確認します。OK をクリックして

レポートを出力します。  

 

 
 

レポートワークシートから、平均 と 標準偏差 がセットした値にとても近いことが分かります。  

199 



Origin9 チュートリアル 

3. あるいは、ビン化したデータセットの確率密度関数を使ってモーメントを推定する事

もできます。例えば素データ列を選択し、統計： 記述統計： 度数表をメニューから選びます。こ

のダイアログでは、設定したビンサイズの区間ごとにいくつのデータが含まれるかを数える事が

できます。  

o 計算制御ブランチを開き、増分のグループでビンサイズのラジオボタンが選択

されている事を確認してください。ビンサイズを 0.5 に設定します。  

o 計算する値ブランチの下にあるビンの中心 と度数（カウント）チェックボックスが

選択されている事を確認します。OK ボタンをクリックして、データをカウントします。  

4. 度数カウントの結果シートで、ビンの中央値が X にセットされ、ビンカウントが Y にセ

ットされます。このデータを使用して密度関数をフィットできます。 

 

度数カウントの結果ワークシートでカウント列を選択します。そして、Ctrl+Y を押して NLFit ダ

イアログを開きます。そして Origin Basic Function カテゴリから Gauss 関数を選びます。他

の設定はデフォルトのままで、フィットボタンをクリックしてフィットレポートを出力します。  

 

 
 

フィットレポートから、フィットした xc および sigma が 5 および 2 に近いことが分かります。  

複数ピークによる表面フィット 
Origin には、複数の表面フィット関数があり、3D フィットに対応しています。表面フィット関数は非線

形曲線フィットの関数と似ています。  

表面フィットは OroginPro でのみ利用できます。  

必要な Origin のバージョン:Pro 9.0 SR0 
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学習する項目 

• 行列データで表面フィットを行う  

• 複数のピークがある表面をフィットさせる  

ステップ 

このチュートリアルはサンプルファイルの Analysis - OriginPro:Surface Fitting (Pro Only)フォル

ダと対応しています(¥Samples¥Analysis.opj)。  

1. 行列シートがアクティブな状態でメインメニューから解析をクリックし、非線形行列フ

ィットを選び NLFit ダイアログを開きます。（あるいは行列を３D 曲面図か等高線図として作図

した後に非線形表面フィットを選んでも同じダイアログを開けます。）  

2. 関数選択のページでは関数ドロップダウンリストから Gauss2D を選びます。  

 

3. 詳細をクリックし、複製の数で３を選びます。  

 

4. フィットをクリックして複数ピークフィットを行います。そしてフィット結果があるレポート

ワークシートが生成されます。  

区分線形関数を使ってフィットする 

表示内容 

201 



Origin9 チュートリアル 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 データをインポートする 

o 3.2 フィット関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

o 3.4 フィット結果 

 

サマリー 

このチュートリアルでは 2 つの線形区分から成る区分線形関数を定義してデータのフィットを実行し、

結果から求められる交点位置を計算する方法を示します。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 区間(条件)のフィット関数を定義する  

• パラメータの自動初期化  

• 区間フィットの交差位置を計算する  

サンプルとステップ 

データインポート 

1. ワークブックを新しく作成します。  

2. 単一 ASCII ファイルインポート ボタン  をクリックし、「開く」ダイアログボックスを

開きます。Samples¥Curve Fitting フォルダに移動し、Step01.dat ファイルを開きます。  

3. Sensor E x 列（列 J） を右クリックし、コンテキストメニューから列 XY 属性の設定：X

列を選びます。Sensor E y 列を選択し、メニューから作図： シンボル図：散布図 と操作します。

グラフは次のようになります。  
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フィット関数を定義する 

上記のグラフから曲線は 2 つの部分に分けられる部分からできていることが分かります。これは区分

線形関数を使えばフィットできます。この関数は次のように表現できます。  

 
x1 と x2 は曲線の終着点を示すｘ値で、フィット中に固定されます。x3 は 2 つの部分の交点の x 値

を示しています。そして y1、y2、y3 は 地点での y 値をそれぞれ表しています。  

フィット関数はフィット関数ビルダーツールで定義します。  

1. ツール：フィット関数ビルダーをメニューから選択します。  

2. フィット関数ビルダーダイアログの処理のゴールページで進むのボタンをクリックしま

す。  

3. 関数名と関数形式のページでは関数カテゴリーの選択/新規名称のドロップダウンリ

ストから User Defined を選択します。次に関数名のエリアに pwl2s と入力し、関数形式で

OriginC を選びます。それから、進むボタンをクリックしましょう。  

4. 変数とパラメータのページでは、パラメータエリアに x1,y1,x2,y2,x3,y3 を入力しま

す。進むボタンをクリックします。  

5. OriginC フィット関数ページで、関数内容編集ボックスの右側にある  ボタンをク

リックし、フィット関数をコードビルダで次のように定義します。  
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   if( x < x3 ) 

      y = (y1*(x3-x)+y3*(x-x1))/(x3-x1); 

   else 

      y = (y3*(x2-x)+y2*(x-x3))/(x2-x3); 

コンパイルボタンをクリックして関数内容をコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリック

します。進むボタンをクリックします。  

6. パラメータ初期化ルーチンページでは、初期化コード編集ボックスの右にある  ボ

タンをクリックしてフィットパラメータの初期化をコードビルダで定義します。  

   int n1, n2, n3; 

  

   x_data.GetMinMax( x1, x2, &n1, &n2 ); 

   x3 = x1 + (x2 - x1)/2; 

  

   y1 = y_data[n1]; 

   y2 = y_data[n2]; 

  

   vector vd; 

   vd = abs( x_data - x3 ); 

   double xta, xtb; 

   vd.GetMinMax( xta, xtb, &n3 ); 

   y3 = y_data[n3]; 

コンパイル ボタンをクリックしてコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリックします。完

了ボタンをクリックします。  

曲線をフィットする 

1. 解析： フィット：非線形曲線フィット をメニューから選択します。NLFit ダイアログで、

設定：関数選択を選び、カテゴリドロップダウンリストから User Defined を選びます。そして関

数ドロップダウンリストでは pwl2s を選びます。  
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2. NLFit ダイアログでパラメータタブを選択し、このパラメータ、x1 と x2 を下図のよう

に固定します。 

 
3. フィットボタンをクリックし、フィットを行います。  

フィット結果 

フィット曲線は次のようになります。  

 
フィットパラメータは以下の通りです。  

パラメータ  値  標準誤差  

x1  0.8  0  
y1  -0.0271  0.01063  
x2  60  0  
y2  0.95585  0.0083  
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x3  22.26316  0.58445  
y3  0.66106  0.01197  

この 2 つの区分の交点は(22.26316, 0.66106)となります。  

Note：区分線形関数で 2 つ以上の区分にフィットする場合も同様の手順で行えます。  

鋭いピークを持つ積分フィット関数でフィットする 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 データをインポートする 

o 3.2 フィット関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

o 3.4 フィット結果 

o 3.5 サンプルデータ 

 

サマリー 

このチュートリアルでは積分関数内に鋭いピークを持つ積分フィット関数を定義し、その関数でデータ

をフィットする方法を示します。  

積分関数内に鋭いピークを含んでいるので、それを狭い間隔で積分する必要があります。そのため、

このピークを 3 つの部分に区分けして積分を行います。  

必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 積分フィット関数を定義する  

• 鋭いピークの関数を積分する  

• 積分の区間を複数に区分けする  

サンプルとステップ 

データインポート 
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1. ワークブックを新しく作成します。  

2. サンプルデータ の内容をワークブックにコピーします。  

3. 列 B を選択し、メニューから作図： シンボル図：散布図 と操作します。グラフは次の

ようになります。  

 
フィット関数を定義する 

フィットする積分関数は次の式で表されます。  

 
a と b はフィット関数内のパラメータです。  

初期パラメータ値は、a=1e-4, b=1e-4 となります。積分関数内には中心が a にあり、太さが 2b 程度

のピークがあります。そして、ピークの幅(2e-4)は積分の範囲から見ても、とても狭いことが分かります。

正しくピークの中心あたりで積分される事を確認するために、積分範囲である[0,1] は 3 つの区分に分

けられています。[0,a-5*b], [a-5*b,a+5*b], [a+5*b,1].この区分内で積分が施され、最終的に合計しま

す。  

フィット関数はフィット関数ビルダーツールで定義します。  

1. ツール：フィット関数ビルダーをメニューから選択します。  

2. フィット関数ビルダーダイアログの処理のゴールページで進むのボタンをクリックしま

す。  

3. 関数名と関数形式のページでは関数カテゴリーの選択/新規名称のドロップダウンリ

ストから User Defined を選択します。次に関数名のエリアに fintpeak と入力し、関数形式で
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算術式を選びます。最後にフィット中に積分を実行のチェックを付けます。それから、進むボタ

ンをクリックしましょう。  

4. 被積分関数ページでは被積分関数名の編集ボックス内に myint と入力します。そ

して、被積分関数の変数の編集ボックスには t を、引数の編集ボックスには a, b, x を入力しま

す。被積分関数ボックスに次のスクリプトを入力します。  

return 1/(sqrt(2*pi)*b)*exp(-(t-a)^2/(2*b^2)-x*t); 

それから、進むボタンをクリックしましょう。  

5. 変数とパラメータのページでは、パラメータエリアに a, b を入力します。進むボタン

をクリックします。  

6. 式形式の関数ページのパラメータタブでは、パラメータ a と b の初期値を 1e-4に設

定します。それから被積分関数タブをクリックし、下限と上側限界の値をそれぞれ 0 と 1 に設定

し、a、b、x の値はそれぞれ a、b、x と入力してください。  

7. 式形式の関数ページで挿入ボタンをクリックします。クイックチェックのグループでは

ｘ＝編集ボックスに 0 を入力し、評価ボタンをクリックします。すると、y=9.3e-21と表示されるは

ずです。ｘ＝０の時にｙは 1 へ近づかないといけないので、このピークが正しく積分されなかっ

たことが分かります。積分を 3 つに区分し、関数内容ボックスに次のスクリプトを入力します。  

integral(myint, 0, a-5*b, a ,b ,x)+integral(myint, a-5*b, 
a+5*b, a ,b ,x)+ 

integral(myint, a+5*b, 1, a ,b ,x) 

もう一度評価ボタンをクリックすると y=0.84 が表示され、今回は正確にピークが積分され

たことが分かります。  

8. 式形式の関数ページの関数内容ボックスを次のスクリプトで更新します。  

log(integral(myint, 0, a-5*b, a ,b ,x)+integral(myint, a-
5*b, a+5*b, a ,b ,x) 

+integral(myint, a+5*b, 1, a ,b ,x)) 

9. 完了ボタンをクリックします。  

曲線をフィットする 
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1. 解析： フィット：非線形曲線フィット をメニューから選択します。NLFit ダイアログで、

設定：関数選択を選び、カテゴリドロップダウンリストから User Defined を選びます。そして関

数ドロップダウンリストには fintpeak 関数を選びます。 Note: 初期パラメータはフィット関数の

定義中に設定されています。  

2. フィットボタンをクリックし、フィットを行います。  

フィット結果 

フィット曲線は次のようになります。  

 
フィットパラメータは以下の通りです。  
パラメータ  値  標準誤差  

a  4.98302E-4  1.07593E-5  
b  1.94275E-4  8.21815E-6  

補正 R 二乗値は 0.99799 です。つまり、このフィット結果はとても良いことを示しています。  

サンプルデータ 
x  y  

0  -0.00267  
60  -0.01561  
240  -0.05268  
500  -0.10462  
1000  -0.22092  
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1500  -0.31004  
2000  -0.40695  
3000  -0.61328  
4000  -0.75884  
5000  -0.9127  
6000  -0.98605  
7000  -1.18957  
9000  -1.43831  
10000  -1.41393  
12000  -1.61458  
15000  -1.88098  
20000  -2.07792  

 

2 種類の関数を使ってコンボリューションフィットを行う 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 データをインポートする 

o 3.2 フィット関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

o 3.4 フィット結果 

 

サマリー 

このチュートリアルでは、2 つの関数を使用したコンボリューションフィットを行う方法と、等間隔ではな

い X データをこの関数でフィットする方法を示します。  

必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  
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• 関数を作成する  

• 二つの関数のコンボリューションを計算する  

• フィット関数の定数を定義する  

• コンボリューション前に 0 でパッドする  

• 不均等な X 値に対してコンボリューション結果を補間する  

• パラメータを使用して精度とスピードのバランスをとる  

• Y エラーバーを重み付けとして利用する  

サンプルとステップ 

データインポート 

1. ワークブックを新しく作成します。  

2. 単一 ASCII ファイルインポート ボタン  をクリックし、「開く」ダイアログボックスを

開きます。Samples¥Curve Fitting フォルダに移動し、ConvData.dat ファイルを開きます。

列 A は等間隔データではないことが分かります。（LabTalk の diff 関数を使って真偽を確か

められます。）  

3. 列 C で右クリックし、ショートカットメニューから列 XY 属性の設定：Y エラーバーを

選択します。 列 B と列 C を選択し、メニューから作図： シンボル図：散布図:下・左軸と操作し

ます。グラフは次のようになります。  
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フィット関数を定義する 

フィット関数は 2 関数のコンボリューション関数を使用します。これは次式のように定義されます。  

 
上記において、

です。  

となります。  

そして、x0, xL, τL, s, y0, b1, b2 は全てフィットパタメータです。また、w1, xc1, w2, xc2, A2 はフィット関

数の定数です。  

フィット関数はフィット関数ビルダーツールで定義します。  

1. ツール：フィット関数ビルダーをメニューから選択します。  

2. フィット関数ビルダーダイアログの処理のゴールページで進むをクリックします。  

3. 関数名と関数形式のページでは関数カテゴリーの選択/新規名称のドロップダウンリ

ストから User Defined を選択します。次に関数名のエリアに convfunc と入力し、関数形式で

OriginC を選びます。それから、進むをクリックしましょう。  

4. 変数とパラメータページでは x0,xL,tL,s,y0,b1,b2 をパラメータエリアに入力し、 

w1,xc1,w2,xc2,A2 を定数エリアに入れます。「進む」をクリックします。  

5. OriginC フィット関数ページでは、次のように初期パラメータを設定します。  

x0 = 3.1 

xL = 6.3 

tL = 0.4 

s = 0.14 

y0 = 1.95e-3 

b1 = 2.28e-5 

b2 = 0.2 

定数タブを開き、下記のように定数を設定します。  

w1 = 1.98005 

xc1 = -0.30372 

w2 = 5.76967 
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xc2 = 3.57111 

A2 = 9.47765e-2 

関数内容ボックスの右にあるボタン をクリックし、コードビルダで次のようにフィット関数

を定義します。  

次のようなヘッダファイルを組み込みます。  

#include <ONLSF.H> 

#include <fft_utils.h> 

関数本体を定義します。  

  NLFitContext *pCtxt = Project.GetNLFitContext(); 

  if ( pCtxt ) 

  { 

    // 各印手レーションは Vector 型で返します。 

    static vector vX, vY; 

  

    static int nSize; 

  

    BOOL bIsNewParamValues = pCtxt->IsNewParamValues(); 

  

    // パラメータが更新されると、コンボリューション結果を再計算します。 

    if ( bIsNewParamValues ) 

    { 

      //サンプリング間隔 

      double dx = 0.05; 

      vX.Data(-16.0, 16.0, dx); 

      nSize = vX.GetSize(); 

  

      vector vF, vG, vTerm1, vTerm2, vDenominator, vBase, 
vAddBase; 

  

      double Numerator = tL * x0^2 * (xL^2 - x0^2); 

      vTerm1 = ( (vX - xc1) * tL * ( (vX - xc1)^2 - 
xL^2 ) )^2; 

      vTerm2 = ( (vX - xc1)^2 - x0^2 )^2; 
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      vDenominator = vTerm1 + vTerm2; 

  

      //関数 f(x) 

      vF = (s/pi) * Numerator / vDenominator; 

  

      //関数 g(x) 

      vG =  1/(w1*sqrt(pi/2))*exp(-2*vX^2/w1^2); 

  

      //コンボリューション前に f, g の末尾を 0 でパッドします。 

      vector vA(2*nSize-1), vB(2*nSize-1); 

      vA.SetSubVector( vF ); 

      vB.SetSubVector( vG ); 

  

      //円形コンボリューションを行う 

      int iRet = fft_fft_convolution(2*nSize-1, vA, vB); 

  

      //最初と最後をトリミングする 

      vY.SetSize(nSize); 

      vA.GetSubVector( vY, floor(nSize/2), nSize + 
floor(nSize/2)-1 ); 

  

      //基線 

      vBase = (b1*vX + y0); 

      vAddBase =  b2 * A2/(w2*sqrt(pi/2))*exp( -2*(vX-
xc2)^2/w2^2 ); 

  

      //フィットした Y 

      vY = dx*vY + vBase + vAddBase; 

    } 

  

    //y をｘから推測する。 

    ocmath_interpolate( &x, &y, 1, vX, vY, nSize ); 

  } 

コンパイルボタンをクリックして関数内容をコンパイルします。And click the Return to 

Dialog button.  
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評価ボタンをクリックすると、x =1 で y=0.02165 を表示します。これは、定義した関数が

正しい事を示しています。「進む」をクリックします。  

6. 「進む」をクリックします。境界条件と一般線形制約ページでは、以下のような範囲を

定義します。  

0 < x0 < 7 

0 < xL < 10 

0 < tL < 1 

0 <= s <= 5 

0 < b2 <= 3 

「完了」ボタンをクリックします。  

曲線をフィットする 

1. 解析： フィット：非線形曲線フィット をメニューから選択します。NLFit ダイアログで、

設定：関数選択を選び、カテゴリドロップダウンリストから User Defined を選びます。そして関

数ドロップダウンリストでは convfunc を選びます。 アクティブグラフ内で Y エラーバーが表示

されているので、列 C が Y の重み付けとして使われ、機械的ウェイト法がデフォルトで定義さ

れています。  

2. フィットボタンをクリックし、フィットを行います。  

フィット結果 

フィット曲線は次のようになります。  
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フィットパラメータは以下の通りです。  

パラメータ  値  標準誤差  

x0  3.1424  0.07318  
xL  6.1297  0.1193  
tL  0.42795  0.02972  
s  0.14796  0.00423  

y0  0.00216  1.76145E-4  
b1  4.90363E-5  1.61195E-5  
b2  0.07913  0.02855  

フィット関数の本体では dx に小さな値を入力でき結果はより正確になりますが、フィットが収束するま

で時間がかかる事があります。  

有理関数のパラメータ初期化 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  
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o 3.1 アルゴリズム 

o 3.2 データをインポートする 

o 3.3 フィット関数の定義とパラメータの初期化 

o 3.4 曲線をフィットする 

o 3.5 フィット結果 

o 3.6 サンプルデータ 

 

サマリー 

このチュートリアルでは、複数線形回帰法を使って有理フィット関数の初期パラメータを計算する方法

を示します。また、計算された初期パラメータを使用してフィットを実行します。  

必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 有理フィット関数用の初期パラメータを計算する  

• OriginC のコードを使って複数の線形回帰を行う  

サンプルとステップ 

アルゴリズム 

このチュートリアルでは、次の有理関数を例として使用します。  

 
x は独立変数、y は従属変数、a, b, c, d, e は全てフィットパラメータです。  

両辺を右辺の分母で掛けると、次のようになります。  

 
この数式は次のように表現できます。  

 

フィットデータ  を数式に代入すると、次のようになります。  
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よって、有理多項フィット関数の初期パラメータを推定するのは、線形係数として a, b, c, d, e を持つ、

複数の線形回帰の問題に変形します。つまり、次のような式になります。  

 
Origin は複数線形回帰のための関数 ocmath_複数線形回帰を OriginC から提供しており、初期

化コードで呼び出すことができます。  

データインポート 

1. ワークブックを新しく作成します。  

2. サンプルデータ の内容をワークブックにコピーします。  

3. 列 B を選択し、メニューから作図： シンボル図：散布図 と操作します。グラフは次の

ようになります。  
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フィット関数の定義と初期化パラメータ 

フィット関数はフィット関数ビルダーツールで定義します。  

1. ツール：フィット関数ビルダーをメニューから選択します。  

2. フィット関数ビルダーダイアログの処理のゴールページで進むのボタンをクリックしま

す。  

3. 関数名と関数形式のページでは関数カテゴリーの選択/新規名称のドロップダウンリ

ストから User Defined を選択します。次に関数名のエリアに rationalfunc と入力し、関数形

式で算術式を選びます。進むボタンをクリックします。  

4. 変数とパラメータのページでは、パラメータエリアに a, b, c, d, e を入力します。進む

ボタンをクリックします。  

5. 式形式の関数ページで、以下のスクリプトを関数内容に入力します。  

(a+b*x+c*x^2)/(1+d*x+e*x^2) 

評価ボタンをクリックすると、x=1 の時に y=1 であると示しているので、数式は正しいことを

示しています。進むボタンをクリックします。  

パラメータ初期化ルーチンページでは、初期化コードボックスの右側にある、コードビルダを

開くボタン をクリックします。フィットパラメータを algorithm の記述に沿って初期化します。  

  UINT nOSizeN = x_data.GetSize(); //ポイントの数 

  UINT nVSizeM = 5; //パラメータの数 

  

  matrix mX(nOSizeN, 5); 

  

  //独立変数のデータポイントのための行列を作成する 

  vector vCa(nOSizeN), vCb, vCc, vCd, vCe; 

  vCa = 1; 

  mX.SetColumn( vCa, 0 ); 

  vCb = x_data; 

  mX.SetColumn( vCb, 1 ); 

  vCc = x_data^2; 

  mX.SetColumn( vCc, 2 ); 

  vCd = -x_data*y_data; 
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  mX.SetColumn( vCd, 3 ); 

  vCe = -x_data^2*y_data; 

  mX.SetColumn( vCe, 4 ); 

  

  //複数の線形回帰オプション 

  LROptions stLROptions; 

  stLROptions.UseReducedChiSq = 1; 

  stLROptions.FixIntercept = 1; //交点を 0 に固定 

  

  FitParameter stFitParameters[ 6 ]; // nVSizeM+1 となるはず

です 

  UINT nFitSize = nVSizeM + 1; 

  

  int nRet = ocmath_multiple_linear_regression(mX, 
nOSizeN, nVSizeM, y_data,  

    NULL, 0, &stLROptions, stFitParameters, nFitSize ); 

  

  if( nRet == STATS_NO_ERROR ) 

  { 

    a = stFitParameters[1].Value; 

    b = stFitParameters[2].Value; 

    c = stFitParameters[3].Value; 

    d = stFitParameters[4].Value; 

    e = stFitParameters[5].Value; 

  } 

6. コンパイルボタンをクリックしてファイルをコンパイルします。NLSF に戻るボタンをク

リックします。完了をクリックして、フィット関数ビルダーダイアログを閉じます。  

曲線をフィットする 

1. 解析： フィット：非線形曲線フィット をメニューから選択します。NLFit ダイアログで、

設定：関数選択を選び、カテゴリドロップダウンリストから User Defined を選びます。そして関

数ドロップダウンリストでは rationalfunc を選びます。  

2. パラメータタブをクリックします。パラメータタブを開くと、初期化コードから初期化パ

ラメータが計算されてダイアログにあらかじめ入力されます。そして、初期パラメータ用のフィット
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関数は次のようになります。初期化コードから算出された初期パラメータはとても良いようです。  

 
3. フィットボタンをクリックし、フィットを行います。  

フィット結果 

フィット曲線は次のようになります。  

 
フィットパラメータは以下の通りです。  
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パラメータ  値  標準誤差  

a  3.17139  0.30284  
b  -1.65602  1.76748  
c  0.26407  1.81764  
d  3.6884  0.26362  
e.  5.31812  0.55265  

サンプルデータ 
x  y  

-1.5  1.13173  
-1.39474  0.8262  
-1.28947  1.06999  
-1.18421  1.37155  
-1.07895  0.79569  
-0.97368  2.11346  
-0.86842  2.32006  
-0.76316  3.9205  
-0.65789  5.81904  
-0.55263  7.38037  
-0.44737  8.31272  
-0.34211  11.39718  
-0.23684  8.39808  
-0.13158  4.7305  
-0.02632  4.11105  
0.07895  2.39105  
0.18421  1.65394  
0.28947  0.42953  
0.39474  0.83337  
0.5  1.18758  

Note:この方法を使って、他の有理多項フィット関数のパラメータも初期化できます。  

複数変数による非線形フィット 

サマリー 

Origin は複数の独立変数および従属変数を持つフィット関数のサポートをしています。非線形フィッ

ト関数の場合、複数の変数をセミコロンで分けて定義することができます。グローバルフィットは 1 度に１

つの関数でしかフィットを行えないので、これはその制限を突破する良い手立てとなります。  
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Origin は複数の独立・従属変数を持った 3 つのビルトイン関数とともにお手元に届けられます。これ

らの関数は複数変数カテゴリーから選ぶことができ、これは 2 種類の関数を合わせた複合関数になりま

す。GaussianLorentz 関数は Gaussian と Lorentz 関数の組み合わせで、y0 と xc の値を共有して

います。  

 

 
このチュートリアルでは、このような複数変数関数でフィットを実行する方法を示します。  

学習する項目 

• 非線形複数変数フィットを使い、2 つの関数で曲線をフィットする  

• フィット変数にデータを割り当てる  

ステップ 

1. 新しいプロジェクトを開くか、新しいワークブックを作成し、¥samples¥curve 

fitting¥Gaussian.dat を開きます。  

 

 

2. 列 A と列 B を選択します。メインメニュー内で解析をクリックし、フィットを指した後に

非線形曲線フィットをクリックします。  
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3. NLFit ダイアログの左側パネルで関数選択を選びます。右側パネルで Multiple 

Variables をカテゴリのドロップダウンメニューから選びます。関数のドロップダウンメニューで

GaussianLorentz を選びます。 

 

 
 

下段パネルにある曲線サンプルタブからわかるようにこの関数式は同じパラメータ y0 と xc を

共有しています。  

 

 

4. NLFit ダイアログの左側パネルでデータ選択を選びます。右側パネルで範囲ノード

を展開し、フィット変数にデータを割り当てます。この例では列 B を y1 と y2 の両方として割り

当ることでどちらの関数式も同じデータセットを使用するように設定しています。  
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5. 収束までフィットをクリックしてから、OK をクリックします。結果シートで、Gaussian と

Lorentz 関数をオフセットとピークの中心を共有している状態で、パラメータ A と w の比較を

行いましょう。  
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複数のデータセットで一つのフィットを行い、そのパラメータを使って

他のデータセットのフィットを行う 

サマリー 

複数のデータセットがあり、それをユーザ定義関数でフィットする時に、パラメータ初期コードを使わず

にフィットしたいこともあるでしょう。効率を上げるために、1 つのデータセットをフィットした後に他のデー

タセットにパラメータを当てはめる事ができます。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 

学習する項目 

• 独立フィットを行う  

• 複数のデータセットのうち 1 つのフィットを 1 回反復と完全反復する  

• 1 つのデータセットのパラメータを他のデータセットに適用する  

例題 

1. このチュートリアルにしたがってユーザ定義関数（MyExp）を作成します。  
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2. Origin のワークシートに ¥Samples¥Curve Fitting¥Exponential Decay.dat を

インポートします。  

3. 全ての列を選択し、メニューから解析： フィット： 非線形曲線フィットと操作し、

NLFit ダイアログを開きます。  

4. 設定タブの関数選択ページで、定義した関数を選択します。  

 

5. パラメータタブに切り替え、1 番目のデータセットで y0, a, b の初期値として、値列

に 80, 100, -5 をそれぞれ入力します。独立フィットのドロップダウンリストから 1 を選択し、その

まま 1 番目のデータセットを収束まで反復します。  

 

6. パラメータ値が計算され、フィットの結果がこのダイアログの左角にヒントとして表示さ

れます。  
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7. 他のデータセットのパラメータを初期化するには 1 つ目のデータセットのパラメータ

を他のデータセットに当てはめます。値を右クリックし、"値"の全体をすべてのデータセットに

適用するをコンテキストメニューから選びます。  

 

8. フィットボタンをクリックして、全てのデータセットのフィットを実行します。  
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派生パラメータを追加する 

サマリー 

派生パラメータは、フィットパラメータを使って計算される追加のパラメータです。組み込み関数または

ユーザ定義関数に対して自分自身の派生パラメータを定義することができます。 
定義した派生パラメータはフィッティングの過程では使われず、フィッティングセッションの最後で算出さ

れます。  

 

学習する項目 

• フィット関数オーガナイザを使って派生パラメータをビルトインフィッティング関数に

追加する  
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ステップ 

組込のガウス関数は、次の式でピーク部分をフィットします。 

 

このとき、次式で計算できるピークの高さも調べるものとします。  

1. ツール：フィット関数オーガナイザをメニューから選択します。ダイアログの左側パネ

ルで Origin Basic Functions: Gauss を選択します。  

2. 派生パラメータのセクションで次の式、h=A/(w*sqrt(PI/2)) を入力します。 

 

 

 

Note:  

o 各派生パラメータは別々の行で定義する必要があります。  

o 派生パラメータは、他の派生パラメータから計算できません。  

3. 保存をクリックしてから OK ボタンをクリックします。  
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4. 新しいワークブックを作成し、ファイル：インポート：単一 ASCII ファイル」ールを使っ

てデータファイル¥samples¥curve fitting¥Gaussian.dat をインポートします。  

5. A 列と B 列を選択してから解析：フィット：非線形曲線フィットを選択して、NLFit ダ

イアログを開き、関数ドロップダウンリストから Gauss を選択します。  

 

 
6. コードタブを開いて左側のパネルにある、派生パラメータをクリックします。すると、派

生パラメータが右側のパネルにリストされます。  

 

 
7. フィットボタンをクリックし、レポートシートを生成します。フィットしたら、Origin は高さ

を計算し、フィット結果ワークシートのパラメータテーブルに結果を含めます。  
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3 変数の陰関数でフィット 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 サンプルとステップ  

o 3.1 データをインポートする 

o 3.2 フィット関数を定義する 

o 3.3 曲線をフィットする 

o 3.4 フィット結果 

o 3.5 フィット曲面 
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サマリー 

このチュートリアルでは変数の陰関数を定義する方法と、フィットデータを使って陰関数フィットを行い

ます。 

必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR1 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

1. 陰フィット関数を定義する 

2. 3 つの独立変数から陰関数のフィッティングを行う 

3. フィット曲面を作図する 

サンプルとステップ 

データインポート 

1. 単一 ASCII ファイルインポート ボタン  をクリックし、「ASCII」ダイアログボックス

を開きます。Samples¥Curve Fitting フォルダに移動し、Ellipsoid.dat ファイルを開きます。 

2. 列 C を選択し、その上で右クリックすると開くコンテキストメニューから列 XY 属性の

設定：Z 値を選択します。Origin のメニューから作図：3D シンボル/棒/ベクトルグラフ：3D 散

布図を選択します。グラフをダブルクリックします。作図の詳細ダイアログの左側パネルで

Layer1 を選択し、軸タブを開いてから X、Y、Z の長さを順番に 100, 75, 50 と設定し OK ボ

タンをクリックします。3D 回転ツールバーにある、フレームに合わせるをクリックします。グラフ
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は次のようになります。 

 

フィット関数を定義する 

このグラフは楕円体でフィットする事ができます。この関数は次のように表現できます。 

 

ここで、 は楕円体の中心位置、a, b, c は各方向の形の半分の長さ、x, y, z はフィット

データの 3 つの独立変数です。 

フィット関数ビルダーツールでフィット関数を定義します。 

1. ツール：フィット関数ビルダーをメニューから選択します。 

2. フィット関数ビルダーダイアログの処理のゴールページで進むをクリックします。 

3. 関数名と関数形式のページでは関数カテゴリーの選択/新規名称のドロップダウンリ

ストから Implicit を選択します。次に関数名のエリアに Ellipsoid と入力し、関数モデルでは

陰関数グループを選択します。それから、進むをクリックしましょう。 
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Note: 陰関数は Implicit カテゴリ内で定義する必要があります。 

4. 変数とパラメータページでは、変数エリアに x, y, z と入力し、パラメータエリアには

x0, y0, z0, a, b, c と入力します。「進む」をクリックします。 

5. 式形式の関数ページで、以下のスクリプトを関数内容編集ボックスに入力します。  

 

(x-x0)^2/a^2+(y-y0)^2/b^2+(z-z0)^2/c^2-1 

陰関数 内では、xi(i=1,2..) は独立変数、pi (i=1,2...) はパラ

メータとなり、Origin 内では f を推定値として  のように

定義されています。 

パラメータタブで初期パラメータを以下のように設定します。  

 

x0=0 y0=0 z0=0 a=3 b=3 c=3 

クイックチェックグループで評価ボタンをクリックして x=1, y=1, z=1 が f=-0.667 になる事を

確認します。 
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進むボタンをクリックし、もう一度進むボタンをクリックします。 

6. 境界条件と一般線形制約ページでは a, b, c の下限値を次のように設定します。  

 

a>0 b>0 c>0 

完了ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

陰関数がユーザファイルフォルダに保存されたという内容がメッセージログに表示されます。 

曲線をフィットする 

1. Origin で 2 つ以上の独立変数を持つ陰関数のフィットを実行する場合、ワークブッ

クデータのみをサポートしています。グラフから実行できませんので、フィットする前にフィットデ

ータが入ったワークブックをアクティブにする必要があります。解析： フィット：非線形陰関数カ

ーブフィット をメニューから選択します。NLFit ダイアログで設定タブ:関数選択と選択されてい

る事を確認して、関数ドロップダウンリストから Ellipsoid 関数を選択します。 

2. データ選択ページに移動し、入力データ：範囲 1 を開き、「A:X、B:Y、C:Z」として割

り当てます。設定パネルの下部にエラーメッセージが出力されます。エラーメッセージの情報に

従い、フィット曲線ページを開き、X データ型のドロップダウンリストで入力データのフィットした

ポイントに変更します。これで Y データ型と Z データ型は自動的に変更します。 
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Origin は 2 つ以上の独立変数を持つ陰関数でのフィットでは、NLFit ダイアログ内でのフィッ

ト曲線プレビューをサポートしていません。 

3. 初期パラメータはフィット関数ビルダダイアログで設定していたので、ここでフィットボ

タンをクリックします。 

フィット結果 

フィットレポートシートに切り替えます。パラメータ表と統計表がレポート内に表示されます。 

フィットパラメータは以下の通りです。 
パラメータ 値 標準誤差 

x0 0.41073 0.01576 
y0 0.32043 0.01352 
z0 0.00147 0.00749 
a 4.00325 0.02076 
b 3.00097 0.01881 
c 1.99972 0.00933 

補正 R 二乗が 0.99823 となっているので、このフィット結果はとても良い事を示しています。Origin9 
32bit と Origin9 64bit では結果がわずかにですが異なりますが、64bit の方が良い結果となります。 

FitODRCurve1 ワークシートでは、最初の 3 列はフィットしたポイントの XYZ 座標を示しています。 
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陰関数フィットでは x ,y, z は全て独立変数です。これらの値はフィット中の反復で修正されます。 

フィット曲面 

Origin9SR1 は 2 つ以上の独立変数を使った陰関数フィットではフィットレポート内にフィット曲面を

表示しませんが、このサンプルの場合、フィットした楕円体を 3D パラメトリック関数グラフツールで作図

する事ができます。作図方法は以下に示します。 

1. フィットレポートをアクティブにして次の LabTalk スクリプトをスクリプトウィンドウで実

行してフィットパラメータ値を入手します。  

 

getnlr tr:=tt; 

x0=tt.x0; 

y0=tt.y0; 

z0=tt.z0; 

a=tt.a; 

b=tt.b; 

c=tt.c; 

変数 x0, y0, z0, a, b, c は以下のステップで使用します。 

2. Graph1 をアクティブにします。メニューからファイル：新規作成：関数グラフ:3D パ

ラメトリック関数グラフを選択します。3D パラメトリック関数グラフを作成ダイアログ内で u を 0

から pi、v を 0 から 2*pi にセットします。 X ,Y, Z は以下のように定義します。  

 

X(u,v)=x0+a*sin(u)*cos(v) 

Y(u,v)=y0+b*sin(u)*sin(v) 

Z(u,v)=z0+c*cos(u) 

ダイアログ左下のドロップダウンリストからアクティブなグラフに追加を選択します。 
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OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。3D 楕円体プロットが Graph1 に追加さ

れます。 

3. グラフをダブルクリックします。作図の詳細ダイアログで以下のようにグラフをカスタマ

イズできます。 

Origin9 では OpenGL のバージョンが 2.1 よりも高くないと 3D グラフの透過性をサポートして

いません。Origin のメニューからツール:3D OpenGL の設定と選択すると、ご利用いただいて

いる PC の OpenGL バージョンを確認できます。バージョンが 2.1 よりも低い場合、3D 透過の

ステップを無視してステップ 3.2 に進んでください。  

1. 左側パネルから Layer1 を選択し、レイヤの大きさ・描画スピードタブを開きま

す。そこで、ワークシートデータ、曲線あたりの最大ポイント数と行列データ、次元あた
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りの最大ポイント数のチェックを外します。ライティングタブを開き、モードグループで

平行光源を選択し、光の色グループで環境光に青を設定します。 

2. Layer1 のブランチで 2 つ目のプロットを選択し、面タブを開いてから透明度を

50%に変更します。塗りつぶしタブを開き、表面グループでひとつずつ塗りつぶす色

を白にします。OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

フィットした楕円体は次のようになります。 

 

 

 

3.3 信号処理 
このセクションで説明する項目:  

1. FFT フィルタ 

2. IIR フィルタ 

  

240 



データ分析 

3.3.1 FFT フィルタ 
 

サマリー 

Origin は FFT フィルタ、 つまりフーリエ変換を使って入力信号の周波数成分を分析するフィルタリ

ングを備えています。  

FFT フィルタでは、ローパス、ハイパス、バンドパス、バンドブロック、しきい値の 5 種類のフィルター

が利用できます。ローパスフィルターは、カットオフ周波数より大きいすべての周波数成分をブロックし、

小さい周波数のみを通します。ハイパスフィルターは、ローパスフィルターの逆で、カットオフ周波数より

小さいすべての周波数成分を除去します。  

このチュートリアルは FFT フィルタでのハイパス、ローパス、バンドパスフィルタの使い方を学習しま

す。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• ローパスフィルタを実行  

• ハイパスフィルタを実行  

• バンドパスフィルタを実行  

ステップ 

ローパスフィルタ 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く：解析を選択して開く事が

できる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥Analysis.opj）内の Analysis：FFT Filter フォルダと対応

しています。  

1. ワークシートで列 A と列 B を選択し、折れ線グラフを作図します。  
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グラフ内で高周波数の成分をブロックして低周波数の成分だけに注目し、この曲線全体

の特徴を捉えます。  

2. 解析： 信号処理： FFT フィルタとメニューから操作して fft-filters ダイアログを表示

します。フィルタの種類のドロップダウンリストからローパスを選び、カットオフ周波数を

0.0151405 に設定します。自動プレビューのチェックボックスに印をつけて、結果のプレビュ

ーを表示します。  

 

3. OK ボタンをクリックし、高周波数の成分がソースワークシートとソースグラフにエクス

ポートされます。  
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ハイパスフィルタ 

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Signal Processing¥fftfilter2.dat ファイ

ルを開きます。  

2. 列 A と列 B を選択してメニューから作図：線図：折れ線を選択して、グラフを作成し

ます。  

 

作図されたグラフから、低周波数の成分をを取り除きます（0.15Hz 以下）。  
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3. 解析： 信号処理： FFT フィルタとメニューから操作して fft-filters ダイアログを表示

します。フィルタの種類のドロップダウンリストからハイパスを選び、カットオフ周波数を 0.15 に

します。自動プレビューのチェックボックスに印をつけて、結果のプレビューを表示します。  

 

4. OK ボタンを押すと、高周波数の成分が元のワークシートにエクスポートされます。  

244 



データ分析 

 

バンドパスフィルタ 

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Signal Processing¥fftfilter2.dat ファイ

ルを開きます。  

2. 列 A と列 B を選択してメニューから作図：線図：折れ線を選択して、グラフを作成し

ます。  
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作図されたグラフでは、低周波の成分（0.15Hz 以下）と高周波の成分（0.08Hz 以上）

を取り除きます。  

3. 解析： 信号処理： FFT フィルタとメニューから操作して fft-filters ダイアログを表示

します。フィルタの種類のドロップダウンリストからバンドパスを選択し、低域のカットオフ周波

数と高域のカットオフ周波数をそれぞれ 0.15 と 0.18 に設定します。自動プレビューのチェ

ックボックスに印をつけて、結果のプレビューを表示します。  

 

4. OK ボタンを押すと、高周波数の成分が元のワークシートにエクスポートされます。  
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3.3.2 IIR フィルタ 
 

サマリー  

Origin では IIR（無限インパルス応答、Infinite Impulse Response）型のデジタルフィルタのデザ

イン、分析、活用を行えます。IIR フィルタは Butterworth、第一種 Chebyshev、第二種 Chebyshev、
楕円の 4 つの方法を備えています。  

これで信号処理を行うユーザに、より多くの選択肢を提供します。  

必要な Origin のバージョン:9.0SR0  

学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  
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• IIR フィルタの作成と活用  

• IIR フィルタと FFT フィルタの違いを比較  

ステップ  

IIR フィルタの作成と活用  

1. 新しいワークブックを開き、EMG Recording.dat ファイルを¥Samples¥Signal 

Processing¥から開きます。  

2. 列 B を選択し、メニューから解析：信号処理：IIR フィルタと操作してダイアログを表

示します。  

3. レスポンスタイプをハイパスに設定し、手法は Butterworth のままにします。そして、

フィルタ順の最小のチェックを外して 4 と入力します。周波数仕様ブランチではカットオフ周波

数（Fc）を 20 に設定します。そして Forward-Backward Filtering のチェックをつけます。ダ

イアログの設定は次の図のようになり、IIR フィルタが作成されます。  
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4. OK をクリックして作成した IIR フィルタで入力データセットを処理します。  

5. 新しい列が元のデータセットに追加され、フィルタ後のデータとして表示されます。

そして、新しい SOSMatrix ワークシートが作成されます。  

FFT フィルタと結果を比較する  

1. 元のワークシートで列 B を選択します。そして、解析：信号処理：FFT フィルタと選

択して FFT フィルタを実行します。  

2. 開いたダイアログで、フィルタの種類でハイパスを選択し、カットオフ周波数を 20 に

設定します。  
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3. EMGRecording ワークシートの列 C は先程作成した IIR フィルタでフィルタをかけ

た結果です。列 B と列 C を選択して、ボタン  をクリックし、折れ線グラフを作成します

（Graph1）。  

4. スケールインボタン 、を使って 12.5s から 13.3s の範囲にズームインします。  

5. EMGRecording ワークシートの列 E は FFT フィルタのフィルタ結果です。列 B と

列 E を選択してボタン を押す事で折れ線グラフを作図します（Graph2）。  

6. 再びスケールインボタン を使って 12.5s から 13.3s の範囲にズームインします。

このグラフを使用して視覚的な比較を行えます。  
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• 上記画像から分かる事は、FFT フィルタの結果には小さな波が多くありますが、IIR

フィルタの結果にはほとんどありません。  
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FFT フィルタで出来る小さな波  

1. 列 E を選択して折れ線グラフを作成するために ボタンをクリックします

（Graph3）。  

2. Graph3 をアクティブにして、メニューからガジェット：FFTROI ツールと選んでから

X スケールを 12.664 から 13.052 までにするように設定します。  

3. OK をクリックしてプレビューウィンドウを開くと、小さな波の正体が 20.125 Hz にあ

るサインである事が分かります。  

 

4. では、この 20.125 Hz の波紋を取り除いてみましょう。そのためには 25Hz のハイパ

スフィルタをもう一度行います。列 E を選択したまま、メニューから解析：信号処理：FFT フィル

タと操作します。  

5. フィルタの種類からハイパスを選び、カットオフ周波数を 25 にします。  

6. 結果は列 G に表示されるので、列 G を選択して折れ線グラフを表示するために

 ボタンをクリックします（Graph4）。  

7. Graph4 をアクティブにし、メニューからガジェット：FFT を選択して X スケールを

12.664 から 13.052 へ設定します。プレビューウィンドウにはそれでも小さな波が見られます。

周波数が 20.125 Hz から 25.157 Hz に移動しただけです。  
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• つまり、この波は FFT フィルタでは取り除けない事を示しています。  

 

3.4 ピーク解析 
 

このセクションで説明する項目:  

1. クイックピークガジェットとピークアナライザを組み合わせて使用 

2. ピークの検出 

3. ピークの積分 

4. ピークフィット 

3.4.1 クイックピークガジェットとピークアナライザを組み合わせ

て使用 

サマリー 

クイックピークガジェットはピーク解析を直感的に行う事ができ、ピークアナライザはピーク検索やピー

クフィットの詳細設定が可能です。例えば、最初にクイックピークガジェットでピークを探し、それからピー

クアナライザでピークの解析を行う事ができます。設定全体をピークアナライザでテーマとして保存すれ

ば、後にバッチ処理に活用できます。 

必要な Origin のバージョン:Pro 9.0 SR0 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• クイックピークガジェットを使ってピークを検索する 

• クイックピークガジェットからピークアナライザを開く 

• クイックピークガジェットで見つけたピークをピークアナライザで詳しく分析する 

ステップ 

1. ファイル:サンプルプロジェクトを開く:解析と選択し、サンプルの Analysis.opj を開

きます。プロジェクトエクスプローラで、Analysis フォルダ内の Quick Peaks Gadget フォルダ

を開きます。 

2. Nitrate ワークシート内にある全ての列を選択し、2D グラフギャラリーツールバーの

ボタンをクリックして折れ線グラフを作成します。 

3. 作成されたグラフウィンドウをアクティブにし、ガジェット:クイックピークと選択します。 

4. ROI ボックスタブで、X スケールの開始と終了の値をそれぞれ 34.75 と 35 に設定

し、固定(ROI による変動を防止)にチェックを付けます。  

 

5. 基線タブを開いて、範囲から全プロット範囲のラジオボタンを選択します。  
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6. ピーク検索タブでは、ピークフィルタリングの方法で数によるを選択し、ピークの数を

3 に設定します。ピークラベルの色を青に設定します。  
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7. 出力先タブでは結果ワークシート名を[QkPeak]%C_Result2 に変更します。  
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8. 値タブでは出力する値を指定できます。データセット名、ピーク ID、ピーク X、ピー

ク Y、高さ、ピーク領域、FWHM のチェックのみを残して他のチェックは外します。OK をクリ

ックすると、ガジェットがプロットに追加されます。  
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9. ROI ボックスの右上にある矢印ボタン をクリックして新しい出力を選び、レポートシ

ートを生成します。 

10. もう一度同じ方法でコンテキストメニューを開き、今度はレポートシートに行くを選択

してレポートシートを開きます。  

 

11. では、ピークアナライザを開いてピークフィットを続けて行きましょう。コンテキストメニ

ューを開き、ピークアナライザに切り替えを選びます。  

 

12. ピークアナライザが開くと、ピークフィットのゴールは既に選択されており、基線モー

ドとピーク検索の方法はクイックピークガジェットの設定を引き継いでいる事がわかります。 

13. ピークのフィットページに直接行き、フィット実行ボタンをクリックして、先程見つけた

3 つのピークをガウス関数でフィットします。 
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14. ボタンをクリックして、コンテキストメニューから名前を付けて保存を選択し、テー

マ名を MyQuickPeaks として保存します。  

 

15. ピークアナライザでは完了ボタンをクリックしてピークフィット結果を生成します。 

Note:保存したテーマはバッチ処理でピーク解析を行う時に使用できます。解析：ピークと基線：分

析テーマによる、バッチピーク解析を選び、paMultiY ダイアログを開きます。バッチ処理によるピー

ク解析は、複数の似たようなデータファイルがあるときなどに便利です。詳細は、このサンプルをご覧

ください。 
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3.4.2 ピークの検出 

サマリー 

ピークアナライザには、自動ピーク検出の方法がいくつかあります。また、ユーザは手動でピークを追

加、削除、修正することができます。 

ピークが検出されると、ピークの中心位置を示すため、ラベルがピークの中心に付加されます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• ピークアナライザの自動ピーク検出の使用およびカスタマイズ方法 

• ピークの中心のラベルをカスタマイズする方法 

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Spectroscopy¥HiddenPeaks.dat ファイル

をインポートします。 

2. 2 列目を選択します。 

3. 「作図：線図：折れ線」を選択して、折れ線グラフを作成します。 

4. グラフをアクティブにして、解析：ピークと基線：ピークアナライザーを選択してピーク

アナライザのダイアログを開きます。  

5. 最初のページ(スタートページ)で、ゴールグループのピーク検出ラジオボタンを選択

します。そして、「進む」ボタンをクリックして、次のページに移動します。  

 

6. 「基線モード」ページで、「基線モード」ドロップダウンリストから「なし」を選びます。  
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「進む」をクリックし、「ピーク検索」ページに移動します。 

7. 「ピーク検索」ページで  

1. 「ピーク検索設定」を開きます。「手法」で「局所最大」が選択されていることを確

認します。そして、「検索」ボタンをクリックします。5 つのピークが検査されます。  

 

2. 「手法」を「二次微分(隠れたピークの検索)」に変更します。再度、「検索」ボタン

をクリックします。今度は、7 つのピークが検出されます。  
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3. 「完了」ボタンをクリックして分析を完了します。最終的に次のようなグラフになり

ます。  
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3.4.3 ピークの積分 

サマリー 

ピークアナライザを使用してピークを積分し、それらの面積を割り出します。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 既存のデータセットを基線にする方法  

• スペクトルデータから基線を減算する方法  

• ピークアナライザからピーク面積を計算する方法  

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Spectroscopy¥Peaks with Base.DAT フ

ァイルをインポートします。  

2. 2 列目を選択します。  

3. メインメニュー内で解析をクリックし、ピークと基線を指した後にピークアナライザをク

リックします。  
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4. ピークアナライザの初めのページ（ゴールページ）で処理グループ内のピークの積

分を選びます。「進む」をクリックし、「基線モード」ページに移動します。  

5. 「基線モード」ページで、基線モードドロップダウンリストから既存データセットを使用

を選びます。データセットのドロップダウンメニューの右側にある三角形ボタンをクリックし、

[PeakswithBase]"Peaks with Base"!C"Base"をフライアウトメニューから選択します。「進

む」をクリックし、ピークアナライザの「基線の処理」ページに移動します。  

6. 「基線の自動減算」チェックボックスを選択します。上段パネルの「ピークの積分」ア

イコンをクリックしてピークの積分ページに行きます。（あるいは進むボタンを 2 回クリックしま

す。）プレビューグラフでは、番号が付いた 2 つの黄色い四角形が表示され、デフォルトで検出

された 2 つのピークを示しています。  

7. 積分ウィンドウ幅では、プレビューグラフを変更するを選択します。グラフ上の 1 番

の四角形の内側をクリックします。1 対のハンドルマークが黄色い積分ウィンドウの両端に出現

します。このハンドルをドラッグすることで積分が行われる範囲を調整します。2 番の四角形の

内側をクリックし、同じように 2 つ目のピークに関しても調整します。  

 

8. ピークアナライザのピークの積分ページで、計算する値グループで希望の項目すべ

てを選択します。例えば、各ピークの中心を計算するには、「ピーク中心」チェックボックスを選

択します。「積分データに対するピーク面積」を出力したくなければ、「積分データに対するピ

ーク面積」チェックボックスのチェックを外します。選択したら、「完了」ボタンをクリックして、分析

を実行します。結果は、Integration_Result1 というワークシートに出力されます。  
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「計算する値」グループで「ピーク面積」にチェックを付けていれば、この結果ワークシー

トの「Area」列にピークの面積が算出することができます。  

3.4.4 ピークフィット 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 基線と一緒にピークフィットを行う 

2. 事前セットされたピークパラメータを使ってピークフィットを行う 

3. 複数ピークのパラメータの固定、共有の状態や境界を同時に設定する 

基線と一緒にピークフィットを行う 

サマリー 

OriginPro では、ピークアナライザを使って、いくつかの基線減算オプションで複数ピークフィットを

実行することができます。 

スペクトルデータの基線を作成するさまざまな方法があります。2,3 のアンカーポイントを選択し、関数

でそれらをフィットすることができます。基線のフィットはピークフィット中に行われます。 

必要な Origin のバージョン:Pro 8.0 SR6 

学習する項目 

• ピークのフィットを実行する方法 

• 基線をフィットする方法 

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Spectroscopy¥Peaks on Exponential 

Baseline.dat ファイルをインポートします。 

2. ワークシートの 2 列目を選択します。 
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3. メニューから「解析：ピークと基線：ピークアナライザ」を選び、ピークアナライザを開

きます。 

4. 最初のページの「ゴール」グループの「ピークのフィット」ラジオボタンを選択します。

「進む」をクリックし、「基線モード」ページに移動します。 

5. 「基線モード」ページで、「基線モード」ドロップダウンリストから「ユーザ定義」を選び

ます。「基線アンカーポイント」グループで、「検索」ボタンをクリックします。8 つのアンカーポイ

ントが見つかります。  

 

「進む」をクリックし、「基線の作成」ページに移動します。 

6. 「基線の作成」ページで、「接続線」ドロップダウンリストで、「関数でフィット」を選びま

す。「フィット関数」グループで、「関数」ドロップダウンリストから「ExpDec2」を選びます。「進む」

をクリックし、「基線の処理」ページに移動します。 

7. 「基線の処理」ページで、「ピークを持つ基線のフィット」チェックボックスを選択しま

す。「進む」をクリックし、「ピーク検索」ページに移動します。 

8. 「ピーク検索」ページで、「検索」ボタンをクリックして、ピークを検索します。2 つのピ

ークが見つかります。  
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「進む」をクリックし、「ピークのフィット」ページに移動します。 

9. 「ピークのフィット」ページで、「フィット制御」ボタンをクリックして、「ピークフィットのパ

ラメータ」ダイアログを開きます。 

10. 「ピークフィットのパラメータ」ダイアログで、両方のピークタイプが Gaussian になっ

ていることを確認します。「収束までフィット」ボタンをクリックします。フィットが済んだら、OK をク

リックして、ダイアログを閉じます。 

11. 「ピークのフィット」ページに戻り、「完了」ボタンをクリックして分析を完了します。元

のワークブック内に結果シートが作成され、グラフレポートも作成されます。 

事前セットされたピークパラメータを使ってピークフィットを行う 

サマリー 

事前にセットしたピークパラメータでピークフィットを実行したい場合があります。例えば、ピークの数

や中心位置が決まっているようなデータセットが数多くあるような場合です。関心があるのは、主にピー

クの他のパラメータ、例えば高さである場合などです。ピークアナライザのテーマの機能を使って、固定

のピークパラメータで簡単にピークフィットを実行することができます。 

必要な Origin のバージョン:Pro 8.0 SR6 

267 



Origin9 チュートリアル 

学習する項目 

1. ピークアナライザの設定をテーマに保存し、再利用する方法 

2. ピークパラメータを固定にする方法 

ステップ 

ピーク位置とピークパラメータを含むテーマを保存する 

1. 新しいワークブックを開き、<Origin のインストールフォルダ

>¥Samples¥Spectroscopy¥HiddenPeaks.dat ファイルをインポートします。 

2. 2 列目を選択し、メニューから「解析：ピークと基線：ピークアナライザ」を選び、ピー

クアナライザを開きます。 

3. 最初のページで、「ゴール」グループの「ピークのフィット」を選びます。「進む」をクリ

ックし、「基線モード」ページに移動します。 

4. 「基線モード」ページで、基線モードドロップダウンリストからなしを選びます。「進む」

をクリックし、「ピーク検索」ページに移動します。 

5. 「ピーク検索」ページで  

a. ピークを手動で検索するので「自動検索」のチェックを外します。「ピーク情報」

ボタンをクリックして、「ピーク情報」ダイアログを開きます。 

b. 「ピーク情報」ダイアログで、「追加」ボタンを 7 回クリックして、7 つのピークを追

加します。ピークの中心と高さを次のように入力します。  

 

OK をクリックして、ピークアナライザに戻ります。  
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c. 「進む」をクリックし、「ピークのフィット」ページに移動します。 

6. 「ピークのフィット」ページで  

a. 「フィット制御」ボタンをクリックして、「ピークフィットパラメータ」ダイアログを開き

ます。 

b. 「ピークフィットパラメータ」ダイアログで、すべての「全ピーク中心の解除または

固定」ボタンをクリックします。「収束までフィット」ボタンをクリックします。フィットが済ん

だら、OK をクリックして、ピークアナライザに戻ります。 

c. 上側パネルでダイアログテーマのコントロールの右にある右向き三角のボタン

をクリックします。ショートカットメニューから「名前を付けて保存」を選択します。名前を

付けてテーマを保存ダイアログが開きます。 

d. 「名前を付けてテーマを保存」ダイアログで、テーマ名に MyFitting と入力し

ます。下図のようにチェックボックスのチェックを付けたり、外したりします。  
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OK をクリックしてテンプレートを保存します。すると、ピークアナライザダイアログに

戻ります。  

e. ピークアナライザにある「完了」ボタンをクリックして、分析を終了します。 

テーマを再利用する 

1. 別の新しいワークブックを開き、<Origin のインストールフォルダ

>¥Samples¥Spectroscopy¥HiddenPeaks.dat ファイルをインポートします。 

2. 2 列目を選択します。 

3. メニューから「解析：ピークと基線：ピークアナライザ」を選び、ピークアナライザを開

きます。 
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4. ピークアナライザの最初のページで、ダイアログテーマの右にある右向き三角のボ

タンをクリックします。ショートカットメニューから、MyFitting を選択します。 

5. 「進む」をクリックして、各ステップの設定が正しいかどうかをチェックします。「ピーク

の検索」ページで、ピークの中心と高さが前回と同じであることが確認できます。 

6. 最後のページまで進んだら、「フィット制御」ボタンをクリックして、「ピークフィットパラ

メータ」ダイアログを開きます。すべてのピークの中心は固定で、値が前回と同じになっているこ

とを確認します。OK をクリックして、ピークアナライザに戻ります。 

7. 「完了」ボタンをクリックして分析を完了します。結果を確認して、前回行った結果と

同じになっているかを調べます。 

複数ピークのパラメータの固定、共有の状態や境界を同時に設定

する 
  

サマリー 

ピーク分析を行う際、複数ピークのパラメータの固定、共有の状態や境界を同時に設定することが

多々あります。ピークの数が 2,3 個の場合、1 つ 1 つのピークパラメータの設定を行えば良いでしょう。

しかし、多くのピークがある場合、この方法では大変時間がかかります。より効率よくこの手順を進める為、

ピークアナライザはでは、複数ピークのパラメータの固定、共有の状態や境界を同時に設定することが

できるコンテキストメニューを提供しています。これらの設定の詳細については、Origin ヘルプファイル

を参照してください。 

必要な Origin のバージョン:Pro 8.0 SR6 

学習する項目 

• 複数ピークのパラメータの共有の状態を同時に設定する 

• 複数ピークのパラメータの上側境界と下側境界を同時に設定する 

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、<Origin Program 

Folder>¥Samples¥Spectroscopy¥Positive & Negative Peaks.dat ファイルをインポート

します。 

2. 2 列目を選択し、メニューから解析：ピークと基線：ピークアナライザを選び、ピークア

ナライザダイアログを開きます。最初のページ(目的ページ)で、処理の中からピークフィット

（Pro）ラジオボタンを選択します。それから、進むボタンをクリックして、次のページに移動しま

す。 
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3. 基線モードページで、基線モードドロップダウンリストから定数を選択し、定数グルー

プでは平均を選びます。そして、ウィザードマップのピークのフィットをクリックして、直接ピーク

のフィットページに移動します。  

 

4. 「ピークのフィット」ページで  

1. ダイアログ下にあるフィット制御ボタンをクリックして、ピークフィットパラメータダ

イアログを開きます。ダイアログの上側パネルの左下のドロップダウンリストで、フィット

関数として Voigt を選びます。 
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2. パラメータタブをアクティブにし、wG_1 行の共有列から 1 を選びます。その上

で右クリックし、同じ"共有"をすべての wG に適用するを選択します。すると、wG を

持つすべてのパラメータが同じグループ内で共有されることになります。  

 

3. そして、wL_1 行の共有列から 2 を選びます。その上で再び右クリックし、同じ"

共有"をすべての wL に適用するを選択します。すると、wL を持つすべてのパラメ

ータが同じグループ内で共有されることになります。ここまでの操作で、パラメータ タ

ブは下図のようになります。  
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4. 境界タブをクリックします。最初の Gaussian width 行の 2 番目の < または 

<= 列のセルをダブルクリックします。すると、このセルに <= が表示されます(もう一度

セルをダブルクリックすると < が表示されます) 。 同じ行の上限に 5 と入力します。 

5. そして、それを右クリックして、同じ"境界"をすべての wG に適用するを選びま

す。  

 

すると、境界タブは次のようになります。 
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5. 収束までフィットボタンをクリックします。フィットが済んだら、OK をクリックして、ダイ

アログを閉じます。 

6. 「ピークのフィット」ページに戻り、「完了」ボタンをクリックして分析を完了します。元

のワークブック内に結果シートが作成され、グラフレポートも作成されます。 

3.5 データ操作 
このセクションで説明する項目:  

1. 列値の設定 

2. ワークシートデータ操作 

3. ピボットテーブル 
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3.5.1 列値の設定 

サマリー 

Origin には、ワークシート列に値を入力する方法がいくつかあります。オートフィルやスクリプトを使っ

て、一連の値を入力します。「値の設定」ダイアログを使って、データセットを作成したり、データセット間

の演算を実行する計算式を定義します。このとき同じシートの別の列または別のシートやブックの別の

列の値を参照できます。また、多くの組み込み関数から値を計算する関数を選ぶことができます。さらに、

Origin は、ワークシートや列のヘッダに保存されているメタデータから変数を作成し、列の計算式に、こ

れらの変数を使うこともできます。 

このチュートリアルでは、以下の方法で列値を計算する方法を示します。 

• 等差級数で列値を入力する 

• 組み込み関数を使用する 

• 他の列を使用する 

• セル値を使用する 

• ワークブックのメタデータの変数を使用する 

等差級数で列値を入力する 

Origin には、等差級数の値を列に入力する方法がいくつかあります。 

オートフィルを使用する 

セルに最初の値をいくつか入力します。 

 

1. 2 つのセルを選択します。 
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2. マウスを 2 番目のセルの右下の角に移動します。マウスカーソルの形状が 「+」に変

わります。 

 
3. 列の下に向かってマウスをドラッグします。列に 1, 3, 5, 7, ... のように入力されま

す。. 

 

右の方にドラッグすれば、行のオートフィルを行うこともできます。値を新しく生成するのではなく、値を

繰り返しコピーして入力するには、Ctrl キーを押しながら列を下に向けてドラッグします。 

データリストを使用する 

コマンドウィンドウに次のスクリプトを入力します。 
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col(B) = {1:2:23}; 

列 B に 1, 3, 5, ..., 23 のように入力されます。 

 

{v1:vstep:vn} は、関数 data(v1,vn,vstep)と同じ結果を返します。 

組み込み関数を使用する 

1. 新規ワークブックを作成します。¥Samples¥Data Manipulation¥ フォルダから

US Metropolitan Area Population.dat ファイルをインポートします。 

2. 標準ツールバーにある列の追加ボタン をクリックして新しい列 E を追加します。

この列を選択して右クリックを行い、列値の設定を押し、値の設定ダイアログを開きます。 

3. F(x)メニューで文字列を指し、出てきたリスト内から Right(str$,n)$をクリックして列

の計算式パネル内にこの数式を挿入します。 

4. str$をハイライトして選択します。F(x)メニューで再び文字列を指し、今度は

Trim(str$[,n])$をクリックします。今数式は次のようになります。Right(Trim(str$)$,n)$. 

5. str$をハイライトして選択します。wcol(1)のメニュー内で wcol(4)を選びます。今数

式は次のようになります。Right(Trim(wcol(4))$,n)$. 

6. n を２で置き換えます。今数式は次のようになります。
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7. OK をクリックします。最後の列は州の省略形を列４より埋めます。 

 

いくつかの列は、都市名の後に 2 つの州名がありますので、両方の州名を取得するため、次のように

計算式を変更します。 

Right(Col(Metropolitan Area),Len(Col(Metropolitan Area))-Find(Col(Metropolitan 
Area),",")-1)$ 

 

同じワークシートの別の列を参照するとき、インデックス、ショートネーム、ロ

ングネームを使って、列を識別することができます。 

他の列を使用する 

1. 上記のステップから続けて、「値の設定」ダイアログで他の列を使用する方法を説明

します。ワークシートに新しい列を追加します(ワークシートの最後の列の右側で右クリックし、コ

ンテキストメニューから新しい列の追加を選びます。)。列のロングネームを"Population/Sq. 

Mi."に変更します。 

2. この列を選択し、右クリックします。列値の設定を選択すると、ダイアログボックスが表

示されます。Col(A)メニューをクリックし、Col(”Population”):A を選び、文字 / を入力します。

Col(A)メニューを再度クリックし、Col(”Sq. Mi.”):B を選びます。計算式は次のようになります。 

Col("Population")/Col("Sq. Mi.") 

3. OK をクリックし、他の 2 列からのデータを使って、列が計算されます。 

他のシートの列を使用する 

列値の設定ダイアログボックスには、他のブック/シートを指定するための範囲変数を簡単に挿入でき

る挿入メニューがあり、他のブック/シートを現在の列の値の計算に使用することができます。 
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1. プロジェクトファイル Samples¥Data Manipulation¥Setting Column 

Values.OPJ を開き、Columns from Other Sheets サブフォルダを開きます。 

2. Sample シート名を右クリックし、「データなしに複製」を選択します。（現在の名前を

ダブルクリックすることで）複製したシートの名前を変更します。新しい名前は以下にします：

Corrected Sample 

3. では、これら 3 つの列に、他のシートの列を参照する計算式からのデータを入力し

ましょう。1 列目を選択し、右クリックして、列値の設定を選択して、ダイアログを開きます。変数：

範囲変数の挿入を選択し、レンジブラウザダイアログを開きます。下図の手順に従って、このダ

イアログを使うと範囲変数(range)が実行前の処理スクリプトに追加されます。 

 

OK をクリックして、ダイアログを閉じます。range r1 = Sample!A が自動的に実行前の処理ス

クリプトに挿入されます。次のように変数名を変更します。  

 

range rTime = Sample!A; 
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4. そして、列の計算式に rTime と入力し、適用ボタンをクリックすると、1 列目のデー

タを作成します。 

 

5. ボタンをクリックして、次の列に移動します。そして、変数：範囲変数の挿入を選

択し、レンジブラウザダイアログを開きます。このダイアログを使って 2 つの範囲変数を実行前

の処理スクリプトに挿入します。ロングネームでデータセットをソートします(L ネーム ヘッダをク

リックしてソートします。)。Reference ワークシートと Sample ワークシートの両方にある

Transducer1 列を参照する 2 つの範囲変数(range)を挿入します。変数名を次のように変更

します。  

 

range rRef = Reference!B; 

range rSample = Sample!B; 

         

6. そして、列の計算式ボックスに次の式を入力します。  

 

rSample - (rSample[1] - rRef[1]) 
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適用ボタンをクリックし、Corrected Sample ワークシートの 2 番目の列のデータを生成し

ます。まだ、OK ボタンを押さないでください。 

7.  

 

角括弧を使って特定のセルを参照できます。上記の計算式にある[1]は、最

初のセルということです。 

作成した計算式を保存して別の列でロードすれば、新しいデータを生成することができます。 

1. では、実行前の処理スクリプトにある範囲変数(range)を編集し、別の計算式で同じ

結果が得られるようにしてみましょう。2 つの範囲変数から B"Transducer 1"の列名を削除しま

す。そして F(x)： 変数と定数：wcol(_ThisNumCol) を両方の列に入れます。すると次のように

なります。  

 

range rRef = Reference!WCol(_ThisColNum); 

range rSample = Sample!WCol(_ThisColNum); 
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2. 列の計算式ボックスの計算式は変更せずに、適用ボタンをクリックしてデータを生成

します。同じ結果になることが分かります。ですが、計算式は Corrected Sample ワークシート

のどの列に対しても適用することができ、範囲変数は Reference ワークシートと Sample ワー

クシートの同じ列をインデックスで指しています。 

3. メニューから計算式：保存を選択して保存ダイアログを開き、”My Correction”と名

前を付けて OK ボタンをクリックして保存します。 

4. ボタンをクリックして、次の列に移動します。計算式：ロード: My Correction を

選択し、適用ボタンをクリックして、3 番目の列に対してデータを生成します。 

 

セル値を使用する 

特定のワークシートセルに含まれる値を参照し、それを計算式で使って列値を設定することができま

す。これは、列の値を更新するためのコントロールセルとして、ワークシートセルを簡単に使用する方法

を提供します。 

1. プロジェクトファイル¥Samples¥Data Manipulation¥Setting Column 

Values.opj を開き、プロジェクトエクスプローラで Cells in a Worksheet サブフォルダに移動

します。 

2. 列 C を右クリックし、列値の設定メニューを選び、値の設定ダイアログボックスを開き

ます。 

3. 変数：範囲変数の挿入メニューを使って、レンジブラウザを開きます。そして、ロング

ネーム(L ネーム)が Value である列を選択します。追加ボタンを押し、変数を下側の領域に挿

入します。OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 
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4. 実行前の処理スクリプトパネルで、範囲変数(range)の名前を rControl に変更し、

いくつか行を追加して、次のようなスクリプトにします。  

 

range rControl = G"Value"; 

int nOrder = rControl[2]; 

int nPoints = rControl[3]; 

differentiate -se iy:=(1,2) order:=1 smooth:=1 
 poly:=nOrder npts:=nPoints  

oy:=(1,3); 

         

スクリプトは、X ファンクション differentiate を呼び、多項式の次数およびポイント数に対す

る引数として、列 G のセル値を渡します。これは微分を実行中に実行される Savitzky-

Golay スムージングを制御するものです。 

5. 再計算ドロップダウンリストを自動にセットし、OK をクリックしてダイアログを閉じます。 

 
6. 列 G の値を変更すると自動的に出力列の値も変わります。 
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Note:多項式の次数は 1 から 9 までです。 

 

ワークシートに表示されるグラフが最初に作成され、セルのグループを統合

することで、ワークシートに埋め込まれます。 

ワークブックのメタデータの変数を使用する 

インポートウィザードを使ってデータをインポートするときに保存した変数のような、ワークブックに保存

されたメタデータを参照して、列値を計算するのに使用できます。 

1. ¥Samples¥Data Manipulation¥Setting Column Values.OPJ を開くか、その

まま作業を続け、プロジェクトエクスプローラで Worksheet Metadata サブフォルダに移動し

ます。 

2. 列 A を選択し、右クリックして挿入メニューを選択します。新しい列が列 A の左側に

挿入されます。 

3. 最初の列(この新しく挿入した列)を選択し、そこで右クリックします。そして、列値の

設定メニューを選択し、値の設定ダイアログを開きます。 

4. 変数：情報変数の挿入を選択し、変数の挿入ダイアログを開きます。変数タイプドロ

ップダウンリストから 数値(int) を選択します。そして、NumberOfPoints を選択し、挿入ボタン
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をクリックして、実行前の処理スクリプトパネルに変数を挿入します。 

 
5. 次に、変数タイプを数値(double)にセットします。Shift キーを押しながら、

StartFrequencyKHz および StepFrequencyKHz の両方を選択し、挿入ボタンを押しこれら

2 つの変数を挿入します。OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 

6. 上側の列の計算式で、{d1:d2:d1+(n1-1)*d2}と入力し、OK ボタンを押してデータ

を生成し、ダイアログを閉じます。列には、度数値が入力されます。 

7. 1 列・2 列目を選択し、右クリックを行って「列の XY 属性の設定：XYY」と選び、そ

れぞれの列の属性を X と Y に変更します。1 列目のロングネームを Frequency に変更すると
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ワークシートは次のようになります。 

 

 

3.5.2 ワークシートデータ操作 
このセクションで説明している項目  

1. ワークシートクエリ 

 

ワークシートクエリ 

サマリー 

このチュートリアルでは、「ワークシートクエリ」ダイアログの使用方法について説明しています。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 数値および時間データを抽出する 

287 



Origin9 チュートリアル 

• 抽出条件に別名を使う 

• 抽出条件に LabTalk 関数を使う 

ダイアログの概要 

新しいワークブックを開き、Samples¥Statistics¥body.dat ファイルをインポートします。メニューか

らワークシート：ワークシートクエリを選び、以下のようなダイアログを開きます。 

 

 

「ワークシートクエリ」ダイアログには 2 つのパネルがあります。左側のパネルには、アクティブワークシ

ートのすべての列が表示されています。右クリックして、列のデータ型や最初の値などの表示したい項

目を選択することができます。 

このパネルの「抽出」列で、チェックボックスにチェックが付いているデータのみが抽出の対象となりま

す。 

右側のパネルでは、抽出条件をセットしたり、テストすることができます。例えば、抽出条件で使用した

い列を選択し、 ボタンをクリックして、IF 条件の列変数を選択グループに移動します。 
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条件のセット 

数値データの抽出 

IF 条件の列変数を選択グループに利用可能な列があると、選択条件ボックスが編集可能になり、条

件をセットすることができます。例えば、グループに height と weight を選択すると、Origin は自動的

に各列の別名をセットします。別名のセルをクリックして、別名を編集することができます。 

 

 

これらの別名は、抽出条件内でそのまま使うことができます。このサンプルでは、デフォルトの名称の

まま h と w にしておきます。 

「選択条件」ボックスの右側にあるボタンを使って、抽出条件を作成することができます。例えば、身長

が 160cm 以上のデータを抽出するには、IF 条件の列変数を選択グループで height 列を選択し、

「追加」ボタンをクリックします。下図のように最初の条件を作成します。 

 

 

複数の条件がある場合、論理演算子を使って、これらの条件を組み合わせることができます。「AND」

ボタンをクリックして、もう 1 つの条件を追加します。IF 条件の列変数を選択グループで w 列を選択し、

再度「AND」ボタンをクリックします。今回は、体重が 50Kg 以下のデータを探すことにします。 
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条件の入力が済んだら、全ての行ボタンをクリックして全ての行を選択し、テスト -- 条件に合えば選

択ボタンをクリックします。すると、Origin は 5 つ見つかったというメッセージを返します。もちろん、論理

演算式の作成に慣れていれば、編集ボックスに直接条件式を入力しても構いません。 

 

h>=160 AND w<=50 

他の設定はデフォルトのままにして、OK ボタンをクリックします。見つかった 5 つのデータを含む新し

いワークブックが作成されます。 

文字列の抽出 

文字列を抽出する場合、文字列をダブルクォーテーションマーク 「"」で囲む必要があります。例えば、

「gender」列を選択して、IF 条件の列変数を選択グループに入れます。次のように別名 g を使って、女

性のデータを全て抽出します。 

 

g == "F" 

時間データの抽出 

日付と時刻のデータは、Origin の内部では数値で保存されています。日付は数値の整数部分で、

時刻は小数部分です。Origin では、int() および frac() 関数を使って、数値の整数部と小数部を返す

ことができます。そして、 Date(MM/DD/YY) と Time(HH:mm:ss) 関数を使って、時刻データを文字

列に変換することができます。時刻データを抽出するために、これらの関数を組み合わせることができま

す。 

例えば、 時間データのインポート チュートリアルからのデータを使って、以下のようにして、10:00 ~ 
11:00 の間のデータを抽出することができます。 

 

frac(B) > Time(10:00:00) AND frac(B) < Time(11:00:00) 

Origin が 120 個のデータを見つけたことが分かります。同様に、Date データを抽出する場合、以下

のようないくつかの条件を試すこともできます。 

 

int(A) > Date(01/24/2004) 
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3.5.3 ピボットテーブル 
 

サマリー 

ピボットテーブルはデータ概要の把握や、分析、比較、データ間の関係確認を簡便に行えます。この

ツールは、ワークシートにある情報をソート、カウントしたり、合計、最小・最大・平均の計算もできます。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0  

学習する項目 

• ピボットテーブルでデータの概要を表示する  

• ピボットテーブルで出力した列や行の合計を表示する  

• 列や行の小さな値をまとめる等、カスタムする  

ピボットテーブルを作成する 

1. <Origin プログラムフォルダ>¥Samples¥Statistics にある Origin のサンプルデ

ータ、automobile.dat をインポートします。  

 

 

2. 列 B を選択し、メインメニューからワークシート：ピボットテーブルと操作してダイアロ

グを表示します。  

3. ダイアログ内で次の設定を行います。  

o ピボットテーブルの列ソースに列 A を選択します。  
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o サマリー出力タイプドロップダウンリストから最大を選び、ピボットテーブルのデ

ータソースに列 C を選択します。  

o オプションブランチを開き、行合計の列追加と列合計の行追加にチェックを付

けます。そして、合計列のソートドロップダウンリストから行ラベルの昇順を選びます。  
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4. OK ボタンをクリックして Pivot1 というワークシートを下図のように出力します。  

 

 

小さな値をまとめる 

このセクションでは、列の合計の上位 5 列だけを表示する方法と、その他の列を 1 つの列にまとめる

方法を示します。  

1. 上記の例題を踏まえて、Pivot1 ワークシートの錠前アイコンをクリックし、パラメータ

の変更を選んで再びダイアログを開きます。  

 

 

2. ダイアログ内で次の設定を行います。  

o サマリー出力タイプにカウントを選択します。  
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o より小さな値をまとめるブランチを開き、方向の統合ドロップダウンリストから、列

を選びます。モードドロップダウンリストから、統計の上位 N 件を選択し、上位 N 件の

テキストボックスに 5 と入力します。  

o 出力列のソートドロップダウンリストから列合計による降順を選択します。  

 

3. OK ボタンをクリックします。ピボットテーブルはカウントによってまとめられたデータ

を表示します。各列の上から 5 番目までの合計値がそれぞれ残されて、残りは 1 つの列、

Others にまとめられています。  
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4. ピボットテーブルで 1999 と 2004 列に追加の値を表示するために、wpivot ダイア

ログを再度開きます。オプションブランチ内の列ソースの追加値テキストボックスに 1999|2004

と入力します。  

 

 

5. OK ボタンをクリックします。ピボットテーブルに 1999 列と 2004 列が表示されまし

た。  
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3.6 分析テンプレート 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 分析テンプレートの作成と利用 

2. 列値の設定を使って分析テンプレートを作成する 

3. カスタムレポートシートを作成する 

 

3.6.1 分析テンプレートの作成と利用 

サマリー 

繰り返しの作業は、分析テンプレートを作成することで単純化することができます。このようなテンプレ

ートには、複数の分析結果やカスタムレポートシート含めることができます。テンプレートの新しいインス
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タンスをいつでも開くことができ、元データを変更すると、すべての分析結果とカスタムレポートが更新さ

れます。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 分析テンプレート (OGW)の作成方法  

• 新しいデータで分析テンプレートを再利用する方法  

ステップ 

データをインポートする 

1. 新規ワークブックを開きます。  

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタンをクリックするか、「ファイル：イン

ポート：インポートウィザード... 」メニューを選択します。すると、インポートウィザードが開きます。  

3. 「ファイル」テキストボックスの隣にある「...」ボタンをクリックし、ファイル <Origin のイ

ンストールフォルダ>¥Samples¥Import and Export¥S15-125-03.dat を開きます。  

4. 「現在のデータタイプのインポートフィルタ」ドロップダウンに「データフォルダ：

VarFromFileNameAndHeader」が表示されていることを確認します。  

5. 「インポートモード」ドロップダウンで「既存データを置き換える」に変更します。  

6. これは、サンプルファイルと一緒に配布されているインポートフィルタで、ファイルの

インポート方法やインポート変数にヘッダやファイル名をどのように格納するのかという情報が

含まれています。ウィザードページを進んで設定を見て、「完了」ボタンをクリックして、ファイル

をインポートします。  

7. ワークブックタイトルバーを右クリックして、「オーガナイザを表示」を選択し、オーガ

ナイザパネルを表示します。ブランチを広げ、変数が下図のように作成され、保存されているこ

とを確認します。 
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分析を実行する 

1. 列 D を選択し、メニューから解析： フィット： 非線形曲線フィットと操作し、NLFit ダ

イアログを開きます。  

2. Gauss 関数でデータをフィットします。これは、結果テーブルと、フィット曲線を含む

埋め込みグラフがある階層型のレポートシートをブックに追加します。  

3. FitNL1 レポートシートに移動し、データとフィット曲線を含むグラフをダブルクリック

して開きます。グリッド線を追加したり、フォントサイズを変更するなどのグラフ編集を行います。

グラフウィンドウの右上にある X ボタンをクリックすると、編集したグラフウィンドウがレポートに戻

ります。  

分析テンプレートを保存する 
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1. ワークブックの元のデータシート(最初のシート)に移動します。「ワークシート：ワーク

シートをクリア」メニューを選択し、メッセージボックスが現れたら、OK をクリックします。これによ

り、シートからすべてのデータが消去されます。分析レポートシートが空になります。データを消

去しなくても構いませんが、データを消去すれば分析テンプレートのファイルサイズを小さくす

ることができます。  

2. 「ファイル：ウィンドウの新規保存...」メニューを使ってユーザフォルダ内にブックを

Analysis Template という名前で OGW ファイルとして保存します。この OGW ファイルは、今

後似たようなデータを分析するために、分析テンプレートとして利用することができます。  

分析テンプレートを再利用する 

1. 新規プロジェクトを開始し、メニューからファイル：最近使ったブックを選択し、表示さ

れるフライアウトメニューから先程保存した分析テンプレートを選択します。  

2. データシートをアクティブにし、ファイル：インポート：インポートウィザードと選択しま

す。ダイアログで＜Origin のインストールフォルダ>¥Samples¥Import and Export¥S21-

235-07.dat のファイルを指定します。  

3. フィルタのドロップダウンリストで、VarsFromFileNameAndHeader が表示されて

いることを確認し、インポートモードドロップダウンリストで、既存データを置き換える にして、完

了ボタンをクリックします。  

4. 「標準」ツールバーの再計算ボタンを押します。Origin は、分析結果を再計算し、カ

スタムレポートシートのリンクを更新します。この時点で、カスタムレポートシートを見たり、印刷

することができます。  

3.6.2 列値の設定を使って分析テンプレートを作成する 

サマリー 

このチュートリアルでは、列を追加し、実行前の処理スクリプトを設定して、別の列のデータが変わっ

たら、スクリプトを実行します。この手法は、繰り返し行われる似たようなデータ分析を行うための分析テ

ンプレートとして利用することができます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 列値の設定を使って、分析テンプレートを作成する 

• Go to 関数を使って行を選択する 
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ステップ 

1. 下図のように、新しいワークブックに¥Samples¥Statistics¥automobile.dat デー

タをインポートします。この例では、Make 列に応じてデータを別のワークシートに抽出します。  

 

2. 空の列をワークシートに追加し、その列の列値の設定ダイアログを開きます。実行前

の処理スクリプトのボックスに以下のスクリプトを入力します。  

 

//離散度数カウントを実行するデータの範囲 

range makeCol = !col(make); 

// 抽出するワークシート 

range sourceWks = !; 

  

// ワークシートのクリア 

int sheetNum = page.nlayers; 

int colNum = wks.ncols - 1; 

if (sheetNum>1) 

{ 

        for (jj=2; jj<=sheetNum; jj++) 

        { 

                layer -d 2; 

        } 
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} 

  

// discfreqs の出力を保持するツリー変数 

tree tr; 

// 離散度数カウントを実行 

discfreqs irng:=makeCol rd:=tr; 

// ツリーから結果を取得する文字列配列 

StringArray sa; 

sa.append(tr.FreqCount1.Data1); 

  

if( sa.GetSize() != NANUM ) 

{ 

        // データ抽出のループ 

        for (ii=1; ii<=sa.GetSize(); ii++) 

        { 

                string sn$ = sa.GetAt(ii)$; 

                // 条件文字列を抽出 

                string cond$ = "makeCol$ = " + sn$; 

                // 異なる Make 名を持つワークシートの作成 

                newsheet name:=sn$ cols:=colNum 
outname:=on$ active:=0; 

                // データ抽出 

                wxt test:=cond$ iw:=sourceWks c2:=colNum 
ow:=on$; 

        } 

} 

このスクリプトは、まず Make 列に対して離散度数カウントを実行し、 Make の明確な値を

取得します。そして各ブランドに対する新しいワークシートを作成し、シートにデータを抽出し

ます。 
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3. 再計算モードが自動に設定されている事を確認して OK をクリックします。データは

別々のワークシートに分けられます。緑の錠前アイコンがある空の列(H)は、この操作が自動

的に更新されることを示しています。  
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4. 元のデータには 18 の自動車メーカーがあるので、18 個の新しいワークシートが作

成されます。では、自動更新が機能するか確認しましょう。 

Honda タブを開きます。19 行のデータが入力されている事が分かります。 

5. 最初のシートを開きます。スクロールして、最後の行を削除します。  

 

すると、自動更新が行われます。Honda タブを開きます。すると、18 行分のデータのみ確

認できます。  
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3.6.3 カスタムレポートシートを作成する 

サマリー 

Origin のワークシートをカスタマイズして、セルを統合したり、グラフや画像のようなオブジェクトを配

置したり、変数や他のシートのテーブル/セルへのリンクを埋め込んで、カスタムレポートを作成すること

ができます。このようなカスタムレポートは、分析テンプレートの一部にすることができ、その分析テンプ

レートを開いて、データを変更するだけで、カスタムレポートが自動再計算により更新されます。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• カスタムレポートシートの作成方法  

• 分析テンプレート(OGW)の一部としてカスタムレポートを保存して、新しいデータで

再利用する方法  

ステップ 

Note:先に、「分析テンプレートの作成と利用」というチュートリアルを行い、Analysis 
Template.OGW を作成しましょう。  

データをインポートする 

1. 「ファイル：開く」メニューを使って、分析テンプレート Analysis Template.OGW を

開きます。この分析テンプレートは、最初のシートの列 D に対して非線形フィットの分析操作を

行うようにセットアップされています。  

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタンをクリックするか、「ファイル：イン

ポート：インポートウィザード... 」メニューを選択します。すると、インポートウィザードが開きます。  
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3. 「ファイル」テキストボックスの隣にある「...」ボタンをクリックし、ファイル <Origin のイ

ンストールフォルダ>¥Samples¥Import and Export¥S15-125-03.dat を開きます。  

4. 「現在のデータタイプのインポートフィルタ」ドロップダウンに「データフォルダ：

VarFromFileNameAndHeader」が表示されていることを確認します。  

5. 「インポートモード」ドロップダウンで「既存データを置き換える」がセットされているこ

とを確認します。  

6. これは、サンプルファイルと一緒に配布されているインポートフィルタで、ファイルの

インポート方法やインポート変数にヘッダやファイル名をどのように格納するのかという情報が

含まれています。ウィザードページを進んで設定を見て、「完了」ボタンをクリックして、ファイル

をインポートします。  

7. ワークブックタイトルバーを右クリックして、「オーガナイザを表示」を選択し、オーガ

ナイザパネルを表示します。ブランチを広げ、変数が下図のように作成され、保存されているこ

とを確認します。 
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8. 「標準」ツールバーの「再計算」ボタンを押し、分析結果シートを更新します。分析結

果が更新され、埋め込みグラフには、新しいデータを使ったフィット曲線が表示されることを確

認します。  

カスタムレポートシートを作成する 

1. ワークシートタブの 1 つを右クリックし、「追加」を選択して、新しいワークシートを追

加します。このワークシートを「Custom Report」という名前にします。  

2. 「Custom Report」シートをアクティブにし、複数の空白列を追加します。  

3. 「FitNL1」ワークシートに行き、データとフィット曲線が含まれるグラフを右クリックし、

コンテキストメニューから「コピー」を選びます。  

4. 「Custom Report」シートに行き、1 列目の中程の行で右クリックし、「リンクの貼り付

け」を選択します。これは、埋め込みグラフへのリンクを貼り付けます。貼り付けたグラフを大きく
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表示するため、この貼り付けたセルを左上とするセル範囲をマウスで選択します。そして、「スタ

イル」ツールバーにある「セルの統合」ボタン をクリックします。これは、選択したセル範囲

を統合し、セル範囲全体を使ってグラフを表示します。  

5. 「FitNL1」ワークシートに行き、「パラメータ」ノードで右クリックして、コンテキストメニ

ューから「表のコピー」を選択します。  

6. 「Custom Report」シートに行き、グラフの右側のセルを右クリックし、コンテキストメ

ニューから「リンクの貼り付け」を選択します。これはパラメータテーブルの全ての値へのリンクを

カスタムレポートに貼り付けます。  

7. 数値のセルを選択し、右クリックして、「セルのフォーマット...」を選択すると、セルの

フォーマットダイアログが表示されます。「桁数指定法」ドロップダウンを変更し、「小数桁数＝」

を選択し、「桁数」フィールドに 2 を入力し、OK をクリックして、数値の書式を整えます。  

8. テーブル内のさまざまなセルを選択し、「スタイル」ツールバーを使って文字の色や

セルの色を変更します。そして、「書式」ツールバーを使って、フォントサイズを変更します。  

9. カスタムレポートシートの左上のセルを右クリックし、「ファイルからイメージを挿入」を

選び、会社のロゴのような画像を選択します。複数のセルをまたがるようにロゴ画像を表示する

ため、セル範囲を選択し、「セルの統合」ボタンをクリックします。  

10. 右上のセルをダブルクリックし、文字列 var://@D を入力し、Enter キーを押します。

セルを右クリックして、「セルのフォーマット」を選び、「列のデータ型」を「日付」にします。そして、

「表示フォーマット」ドロップダウンリストから適切なフォーマットを選びます。これは、LabTalk

変数@D を使うことで、ワークシートセルに現在の日付を表示します。日付をより大きさフォント

サイズで表示するために、セル範囲を選択し、「セルの統合」ボタンを押します。  

11. ロゴおよび日付の下側のセルを右クリックし、「変数の挿入」コンテキストメニューを選

択します。開いたダイアログボックスで、User.Variables のブランチにある Sample を選択し

ます。ダイアログ上側にある「リンクとして挿入」チェックボックスにチェックを付け、挿入をクリック

して、レポートシートに変数を挿入します。 
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挿入した変数の左にあるセルをクリックし、Sample という文字を入力します。  

12. さらにいくつかの変数を挿入し、色やフォントを変更します。  

13. 「フォーマット：ワークシートの表示属性」を選択し、「ワークシートプロパティ」ダイアロ

グを開きます。「表示」タブで「ヘッダを表示」ブランチを開き、列と行のチェックボックスのチェッ

クを外します。「グリッド線を表示」ブランチを開き、列グリッドと行グリッドのチェックボックスのチ

ェックを外します。「列のデータ型」タブを選択し、「欠損値を空白として表示する」チェックボッ

クスにチェックを付けます。OK ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。  

14. ワークシートのタイトルバーを右クリックして、「表示：ロングネーム」と選択してロング

ネームの行を非表示にします。同様に、単位とコメントも非表示にします。  

15. 「ファイル：印刷」メニューを選択し、印刷ダイアログを開き、オプションボタンをクリッ

クして、水平および垂直グリッドのチェックを外します。ファイル：印刷プレビューを選択します。

カスタムレポートは、下図のようになっているはずです。 
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分析テンプレートを保存する 

1. ワークブックの元のデータシート(最初のシート)に移動します。「ワークシート：ワーク

シートをクリア」メニューを選択し、メッセージボックスが現れたら、OK をクリックします。これによ

り、シートからすべてのデータが消去されます。分析レポートシートとカスタムレポートシートの

データは、空になります。データを消去しなくても構いませんが、データを消去すれば分析テン

プレートのファイルサイズを小さくすることができます。  

2. 「ファイル：ウィンドウの新規保存...」メニューを使ってユーザフォルダ内にブックを

My Custom Analysis という名前で OGW ファイルとして保存します。この OGW ファイルは、

今後似たようなデータを分析するために、分析テンプレートとして利用することができます。  

分析テンプレートを再利用する 

1. 新規プロジェクトを開始し、メニューからファイル：最近使ったブックを選択し、表示さ

れるフライアウトメニューから先程保存した分析テンプレートを選択します。  

2. データシートをアクティブにし、ファイル：インポート：インポートウィザードと選択しま

す。ダイアログで＜Origin のインストールフォルダ>¥Samples¥Import and Export¥S21-

235-07.dat のファイルを指定します。  

3. フィルタのドロップダウンリストで、VarsFromFileNameAndHeader が表示されて

いることを確認し、インポートモードドロップダウンリストで、既存データを置き換える にして、完

了ボタンをクリックします。  
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4. 「標準」ツールバーの再計算ボタンを押します。Origin は、分析結果を再計算し、カ

スタムレポートシートのリンクを更新します。この時点で、カスタムレポートシートを見たり、印刷

することができます。  

3.7 分析テーマ 

サマリー 

Origin 8 では、分析手順をテーマで制御することができます。テーマは、実際には XML ファイルで

分析ダイアログの設定を保存しておくものです。例えば、分析を行った後、直近に使用したダイアログ設

定を保存している＜前回どおり＞のテーマが作成されます。今後利用するためにテーマに適切な名前

を付けることができます。 

このチュートリアルでは、「列の統計」ダイアログを使って、分析テーマの作成方法と利用方法につい

て説明します。この分析では、平均、標準偏差、最小値、最大値などのデータについての記述統計を

行います。視覚化のために、分析結果シートにヒストグラムとボックスチャートが作成されます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 簡単な記述統計を実行する方法 

• 分析テーマの作成方法 

• テーマを利用する方法 

  

ステップ 

分析手順をテーマとして保存する 

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Statistics¥automobile.dat ファイルを開き

ます。 

2. 列 C を選択し、メニューから統計： 記述統計： 列の統計を選びダイアログを開きま

す。 

3. 「モーメント」ツリーノードを開き、『N 合計』, 『平均』, 『標準偏差』, 『標準誤差』, 『合

計』のチェックボックスにチェックを付けます。 

4. 「プロット」ツリーノードを広げ、『ヒストグラム』と『ボックスチャート』のチェックボックス

にチェックを付けます。これで、対応するボックスチャートとヒストグラムが表示されます。 
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5. この分析ダイアログでの設定はテーマとして保存でき、簡単に分析を繰り返すことが

できます。「テーマに名前を付けて保存」ボタンをクリックします。 

 

 
 

このダイアログボックスが開きます。 

 

 

6. 「MyTheme」のような適切なテーマ名を入力し、OK ボタンをクリックします。 

7. 「列の統計」ダイアログで OK ボタンをクリックします。DescStatsOnCols1 という名

前の新しいワークシートに結果が現れます。 

 

 

テーマを使って分析手順を繰り返す 

テーマファイルを保存するとさまざまな方法でそれを使用することができます。例えば、列 E を選択し、

それに対して同じ統計分析を実行できます。 

• 「最近使った機能」メニュー から「列の統計」ダイアログを開きます。メニューからアク

セスできるほとんどのダイアログは、「最近使った機能」メニューにあります。 
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「最近使った機能」メニューからダイアログを開くと、そのデフォルトのテーマは<前回どおり>に

なっています。MyTheme テーマを使うには、『ダイアログテーマ』ドロップダウンリストから 

MyTheme を選択します。そのテーマで保存している設定がダイアログに表示されます。OK 

ボタンをクリックして、分析を実行します。 

 

 

• 分析テーマを適用する別の方法は、カスケードメニュー項目を使うことです。一度分

析ダイアログを使うか、ダイアログのテーマを保存すると、メニューレベルが 1 つ追加されます。

ここから MyTheme メニューを選択します。 
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「ダイアログを開く...」メニューを選択すると、 <デフォルト> テーマでダイアログボックスが開きま

す。テーマの設定を変更するには、『ダイアログテーマ』ドロップダウンリストからテーマを選択し、

設定を変更して、テーマを再保存します。別の方法としては、分析を実行しないで保存したテ

ーマを開きます。これには、shift キーを押しながらメニューからテーマを選択します。これは、

選択したテーマでダイアログを開きますので、必要に応じて変更することができます。 

3.8 バッチ処理 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 分析テンプレートとバッチ処理 

2. 外部 Excel ファイルにサマリーレポートを出力するバッチ処理 

 

3.8.1 分析テンプレートとバッチ処理 
 

サマリー 

バッチ処理は、同じ分析の繰り返し処理を簡単かつ早く実行します。Origin では複数のファイルや

列にあるデータセットのバッチ処理を分析テンプレートで実行します。  

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 分析テンプレートの作成  

• 複数列のバッチ処理を実行する  
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• 複数データファイルでバッチ処理を行う  

ステップ 

バッチ処理は同じワークシートの複数列のデータを扱う事もできます。この例題では、ワークシートに

は複数の列があり、それぞれにフィットする曲線データを含んでいます。まずは 1 つ目の曲線をフィット

して分析テンプレートを作成し、それを使って他の列に対しバッチ処理します。この分析テンプレートは

他のファイルにも使用出来ます。  

例題を行うには次の手順に従ってください。  

分析テンプレートの作成 

1. ファイル：インポート：単一 ASCII ファイルと選択して＜Origin フォルダ＞

/Samples/Curve Fitting の中にある Multiple Gaussians.dat ファイルをインポートします。  

2. 列 B を選択し、解析：フィット：非線形曲線フィットとメニューから操作（または

Ctrl+Y を押して）NLFit ダイアログを開きます。  

3. 関数ドロップダウンリストから Gauss を選び、フィットをクリックしてフィットします。  

4. レポートシートに切り替えるか尋ねられたら「はい」を選択します。  

5. FitNL1 レポートシートでピークフィット結果の概要という言葉を右クリックし、新しい

シートとしてコピーを作成を選択します。  

 

6. シート名の Sheet2 をダブルクリックし、名前を Results に変更します。これでカスタ

ムレポートシートが作成され、分析テンプレートに追加できます。  

7. メニューからファイル：ワークシートを分析テンプレートとして保存を選択し、My 

Gauss Results という名前を付けて保存します。 

複数列のバッチ処理を実行する 

1. 初めのワークシート、Multiple Gaussians をアクティブにします。  

2. 列 B から列 E を選択します。  

3. メニューからファイル：バッチ処理と操作するか、バッチ処理ボタン をクリックしま

す。  

4. バッチ処理モードの中で分析テンプレートをロードのラジオボタンを付けます。  
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5. 分析テンプレートドロップダウンリストで、前の手順で保存した My Gauss 

Results.ogw を選択します。  

6. データソースドロップダウンリストからファイルからインポートを選択します。  

7. データシートドロップダウンリストでは初めのデータシートである Multiple 

Gaussians が選択されている事を確認してください。  

8. 結果シートに先程の Results が選択されている事を確認します。設定は次の図のよ

うになります。  

 

9. OK をクリックしてバッチ処理を行い、Summary：Result シートを作成します。  
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複数のデータファイルからバッチ処理を行う 

1. 新規プロジェクトを開きます。  

2. バッチ処理ボタンをクリックします。  

3. バッチ処理モードでは分析テンプレートをロードラジオボタンを選択します。  

4. 分析テンプレートドロップダウンリストで、前の手順で保存した My Gauss 

Results.ogw を選択します。  

5. データソースドロップダウンリストではファイルからインポートを選択します。  

6. ファイルリストではブラウズボタン（...）をクリックし、Samples/Curve Fitting フォル

ダ内の Gauss Lorentz.dat と Gaussian.dat を選択します。  

7. ファイルの追加をクリックし、OK をクリックします。  

8. データシートは Multiple Gaussians に設定してあることを確認します。  

9. 結果シートは Results に設定してある事を確認します。  
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10. OK をクリックします。  

 

これらの 3 つのファイルには複数の列にわたってデータが入力されており、My Gauss Results の分

析テンプレートを使って処理されます。これは簡単かつ早く多くのファイルを一つのカスタムレポートシ

ートに出力する方法になります。  
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3.8.2 外部 Excel ファイルのサマリーレポートを出力するバッ

チ処理 

サマリー 

このチュートリアルはサンプルプロジェクトと関連しています。¥Samples¥Batch 
Processing¥Batch Processing with Summary Report in External Excel File.OPJ 

  

必要な Origin のバージョン:Origin: 8.1 SR2 

学習する項目 

• 複数データファイルのバッチ処理の実行 

• 結果を外部 Excel ファイルに送り、そのファイルを保存する 

ステップ 

1. ワークブック'Book1'のワークシート'Raw Data'をアクティブにします。 

2. メニューからファイル：バッチ処理 を選択するか、標準ツールバーのバッチ処理 ボ

タン をクリックします。 

3. アクティブ分析テンプレートウィンドウ中に繰り返しインポートラジオボタンを選択しま

す。 

4. データソースは、ファイルからインポートに設定します。 

5. ワークブックのインポート設定を利用チェックボックスにチェックします。 

6. ファイルリストの隣にある参照ボタン(...)をクリックします。 

7. ファイルの種類で、全てのファイル (*.*) を選び、Origin の ¥Samples¥Batch 

Processing フォルダに移動します。 

8. フォルダ内の 10 個すべての csv ファイルを選択し、ファイルの追加ボタンをクリック

し、OK をクリックします。 

9. データシートを 'Raw Data'にセットします。Note:素データは分析テンプレートの最

初のシートにあり、このテンプレートがすでに使用され再保存されている場合、デフォルトで最

後にインポートされたファイル名に変更されます。 

10. 結果シートは、'My Results'にセットします。 

11. 出力シート編集ボックスの右にあるボタンをクリックします。これによりダイアログが最

小化します。そして、Excel ブック(Book2)のタイトルバーをクリックし、最小化したダイアログの

右にあるボタンをクリックすると再びダイアログが大きくなります。 
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12. オプションブランチを開き、開始時に出力シートをクリアチェックボックスにチェックを

付け、追加の開始行番号に 7 を入力します。 

13. ラベル行の追加チェックボックスにチェックを付けます。 

14. OK をクリックします。 

4 統計 
 

このセクションで説明している項目  

1. 記述統計 

2. 仮説検定 

3. 分散分析(ANOVA) 

4. ノンパラメトリック検定 

5. 生存分析 

6. 多変量解析 

7. 検出力とサンプルサイズ 

8. ROC 曲線 

 

4.1 記述統計 
 
このセクションで説明する項目:  

1. 記述統計 

2. 2D ビン化 
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4.1.1 記述統計 

サマリー 

Origin は、基本統計(平均、中央値、分散など)、度数カウント、選択したデータの相関係数など、包

括的な記述統計をサポートしています。強力なグラフ作成機能に加え、Origin の統計ツールは、デー

タをまとめたり、分析する助けとなります。  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 列の統計ダイアログを使って、グループ化した記述統計を計算する  

• さらに処理するために、新しいワークシートに統計結果をコピーする  

• 列のアンスタッキング  

• 相関係数ツールを使ってデータセットを分析する  

グループに対する度数情報を検索する 

データをいくつか使って始めましょう。離散度数ツールを使って、データの度数情報を素早く取得す

ることができます。  

1. 新しいプロジェクトまたは新しいワークブックを使って始めましょう。単一 ASCII イン

ポートを使って、データファイル¥Samples¥Statistics¥automobile.dat をインポートします。 

 
2. 最初の 2 列を選択します。メニューから統計： 記述統計： 離散度数表と選択してダ

イアログを開きます列 A と列 B が自動的に入力データとして設定されます。OK をクリックしま

す。  

 

離散度数の結果はカウントの降順でソートされます。出現頻度の高いデータ

が先に現れます。列に錠前のアイコンが付いていますが、列またはワークシー

トをソートして、結果を並び替えることができます。  

グループ化したデータの記述統計を計算する 

列の統計ツールを使って、各グループデータの基本統計を計算します。  

1. 最初のシートに戻ります。 

2. 統計： 記述統計： 列の統計と操作して列の統計ダイアログを開きます。 

3. 範囲 1 ブランチを開き、ボタン をクリックします。ダイアログが小さくなりますので、

ワークシートの C(Y)から G(Y)までをドラッグし、列 C から列 G までのデータ範囲をセットしま

す。小さくなったダイアログにあるボタンをクリックし、ダイアログを元に戻します。グループ範囲
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を列 B:Make に設定するには グループ化範囲の隣にある三角形ボタン をクリックし、

B(Y):Make を選択します。  

4. ここではグループデータでボックスプロットを作成して、グラフ内のすべてのグルー

プを比較します。以下の操作を行います。(1) 出力設定ブランチのグラフ配置を開きます。グラ

フ中の同じ形式のプロットを配列チェックボックスを選択します。(2)プロットブランチを開きボッ

クスチャートのチェックを付けます。  
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5. OK ボタンをクリックし、レポートシートに結果を取得します。  

 

 

 

ダブルクリックして、ボックスプロットを含むグラフを開き、グラフを編集するこ

とができます。グラフウィンドウの閉じるボタンをクリックし、編集したグラフをレポ

ートシートに戻します。  

統計計算結果を使って、さらに操作を続ける 

レポートツリーを生成するため列の統計ダイアログを使った後、統計結果をさらに分析したり、プロット

したい場合があります。  

例えば、Make が 1992 から 2004 までの自動車の属性値(馬力、0-60mph 時間、重量、燃費)の平

均を取得し、以下を実行します。  

1. レポートシートで、記述統計テーブルのタイトルを右クリックし、ショートカットメニュー

から新しいシートとしてコピーを作成を選びます。  
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2. 新しいシートをアクティブにして、 ワークシート：列アンスタッキングを選びます。  

3. 現れたダイアログで、列 D と列 E をアンスタックされるデータにセットします。三角形

ボタン のメニューは 1 つのデータ選択しかできませんので、その左にあるインタラクティブボ

タン を使用します。  

4. 列 A をグループ列としてセットします。 

5. 非アンスタック列を含めるチェックボックスを選択し、その他の列を列 B にセットしま

す。  
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6. グループ情報の入れ先をロングネームに設定します。OK ボタンをクリックします。  

 

 
7. 列のアンスタッキングの結果、18 種類の自動車に対する馬力、0-60mph 時間、重

量、燃費の平均と標準偏差が得られます。 

8. ワークシート全体を選択します。メインメニューから作図： 複合図： 積み上げグラフを

選びます。 

9. ダイアログボックスで、ワークシートのすべての列が自動的に入力となります。プロッ

トタイプを散布図に設定して OK ボタンをクリックします。  
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表示されたグラフで、上の X 軸の目盛りラベルを 45 度回転させます。これを行うには、軸目盛ラベル

をダブルクリックして、X 軸ダイアログボックスを開きます。軸目盛のカスタム化タブで、目盛ラベルの回

転をセットします。  

異なるインジケータ間の関係を分析する 

相関係数を使って、自動車のデータの列間の関係を調べることができます。さらに、散布図行列と信

頼楕円をプロットして、相関を視覚的に見ることができます。  

1. 元のデータがあるワークブックに移動します。最後の 5 列(列 C から列 G)を選択し

ます。 
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2. メニューから「統計：記述統計：相関係数」を選択し、相関係数ツールを開きます。ピ

アソンがデフォルトで選択されています。この手法は定量的なデータに対して適しています。 

3. プロットにある信頼楕円の追加チェックボックスを選択します。散布図チェックボック

スが自動的に選択されます。これは各散布図に信頼楕円がある散布図行列を作成します。OK

をクリックします。 

 

Engine Displacement と Power には、正の強い相関があり、Gas Mileage と Engine 
Displacement には負の強い相関があることがわかります。  

 

4.1.2 2D ビン化 

サマリー 

２D 度数カウント/ビン化機能は 2 変数データの度数を数えます。必要に応じて、データポイントの分

布が直感的に分かるように結果の 3D 棒グラフやイメージプロットを生成することができます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 2 変数のデータの度数を数える 
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• 外れ値をビン内部に追加する 

ステップ 

1. 新しいプロジェクトを作成し、＜Origin Program Folder＞¥Samples¥Statistics 

にある Origin のサンプルデータから 2D Binning 1.dat をインポートします。 

 

 

2. 列 A と列 B を選択し、メニューから統計：記述統計：２D 度数カウント/ビン化と操作

して twoDBinning ダイアログを開きます。 

3. ダイアログ内の次の設定を行います。  

o 再計算ドロップダウンから自動を選択します。 

o X ブランチでは最小ビン開始、最大ビン終端、ビンサイズの自動チェックを外し、

順に 40、60、5 と入力します。Y ブランチ内の同じパラメータも、それぞれ 50、70、10

に変更します。 

o 計算する値のドロップダウンリスト内から合計を選びます。出力行列のチェック

ボックスにチェックを付けます。行列プロットのブランチでは３D 棒グラフとイメージプロ

ットの両方をチェックします。 
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4. OK ボタンをクリックすると、次の出力を得ます。  

o ワークシート 

 

o 行列 

 

o 3D 棒グラフ 
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o イメージプロット 

 

5. Y 変数の外れ値をビン内に追加するには、TwoDBin1 ワークシートの錠前アイコン

をクリックし、パラメータの変更を選んで再びダイアログを開きます。 
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6. Y ブランチで境界オプションを開き、最小値未満の外れ値を含めると最大値以上の

外れ値を含めるの両方をチェックします。 

 

 

7. OK ボタンをクリックします。TwoDBin1 ワークシートに外れ値のために 2 列分追加

されました。 
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行列、３D 棒グラフ、画像プロットがアップデートされます。 
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8. Y 軸をダブルクリックして Y 軸ダイアログを開き、スケールタブでからとまでをそれぞ

れ 45 と 90 にします。Z 軸のスケールを開き、までを 14000 に変更します。 
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4.2 仮説検定 

サマリー 

仮説検定は、標本のパラメータが正しいかどうかを調べたり、2 つの標本の特定のパラメータが等しい

かどうかを検定するのに使用できます。  

パラメトリック法では、標本集団が選ばれた母集団の分布について仮定され、それを元に検定が行わ

れます。通常、正規分布から独立してサンプリングされたデータでで行う検定です。  

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 実用的なデータから仮説検定を行う  

• 算出された結果の読み取り方  

ステップ 

Origin で仮説検定を行う  
データタイプ  ゴール  手法  

1 集団  与えられた値と平均の比較  1 集団の t 検定  

 与えられた値と分散を比較  1 集団の分散検定  

2 集団  平均が等しいか検定する  2 集団の t 検定  

 分散が等しいか検定する  2 集団の分散検定  

対応のあるサンプル  平均が等しいか検定する  対応のある t 検定  

1 集団の t 検定 

製造業者が直径 21mm の高品質なナットを製造するものとします。品質保持部門の担当者が完成

品からランダムに 120 個のナットを回収します。それらの直径を計測し、その結果が diameters.dat フ
ァイルです。担当者はこの平均の直径が 21 ㎜になるか検証したいとしましょう。ナットの直径は過去の

記録から正規分布に近い形で分布している事が分かっています。しかし、母集団の標準偏差は分かっ

ていません。よって、1 集団の t 検定を次の手順に沿って行います。  

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Statistics¥diameter.dat ファイルを開きま

す。  

2. メニューから統計：仮説検定：t 検定（1 集団）と選択して OneSampletTest ダイア

ログを表示します。  

3. 初めの列（列 A）を入力データ範囲に設定し、両側検定を指定します。検定する平

均は 21 に設定し、信頼水準は 95％にします。  
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4. デフォルトでは検定手順は変数の記述統計と仮説検定の結果を表示します。さらに、

データに関するヒストグラムの作成と平均の信頼区間も設定できます。  

5. OK ボタンをクリックして結果を算出します。  

記述統計量の表には、変数に対するサンプルサイズ、平均、標準偏差、標準誤差があります。標本

平均である 21.00459 は仮説平均の 21 よりも少し大きいぐらいで、平均値の標準誤差（SEM）は

0.00156 です。 

 
 
 検定の表から、t 統計量 (2.94337) および関連する p 値 (0.00404) は、ナットの直径の平均が 
α=0.05 のレベルで 21 と有意に異なることを表しています。 
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 信頼区間は、95%の信頼性で変数の真の平均が区間[21.0015, 21.00769]内に含まれることを示して

います。 

 
対応のある t 検定 

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Statistics¥abrasion_raw.dat ファイルを

開きます。  

2. メニューから統計：仮説検定：t 検定（対応あり）を選択し、PairSampletTest ダイア

ログを表示します。  

3. tireA 列を「第 1 データ範囲」にセットし、tireB 列を「第 2 データ範囲」にセットして、

「検定する平均」には 0 を入力します。  
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4. 他の設定はデフォルトのままで、OK ボタンを押して結果を生成します。  

 

t 検定の表から、t 統計量 (2.83119) およびその p 値 (0.02536) は、2 つの平均間の差には有意差

は無い、つまり 2 種類のタイヤは同じ耐摩耗性を持つと示しています。  
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独立した 2 集団の t 検定 

ある医師が 2 種類の睡眠薬の効果について調べています。薬の効果を調べるために 20 人の不眠

症の患者がランダムに選ばれました。半分は A 薬を、もう半分は B 薬を処方され、薬を飲んだ後の睡

眠時間を記録しました。その結果が time_raw.dat ファイルです。 
2 つの薬が患者に影響があるのか確認するため、独立した 2 集団の t 検定を次の手順で行います。  

1. 新しいワークブックを開き、¥Samples¥Statistics¥time_raw.dat ファイルを開き

ます。  

2. メニューから統計：仮説検定：t 検定（2 集団）を選択し、TwoSampletTest ダイアロ

グを表示します。  

3. 入力データ形式は「素データ」を選択して、列 A と列 B を 1 番目と 2 番目のデータ

範囲としてそれぞれ選択します。  
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4. 他の設定はデフォルトのままで、OK ボタンを押して結果を生成します。  

t 検定の手順は自動的に 2 つの平均の違いを表示します。片方は 2 つの標本の分散は等しいという

仮定の元行われ、もう一方は等しくないという仮定で検定されます。この例では、両方の検定は、A 薬と

B 薬の間に治療効果の差があるという十分な根拠はないということを示しています。（p 値は 0.0738 と

0.074 なので、どちらも有意レベルである 0.05 よりも大きくなっているためです。） 
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均等な分散と不均等な分散の両方の仮定をサポートしています。この 2 標本が等しい分散なのか確認

するには、メニューから統計：仮説検定：2 集団の分散検定を選択すれば実行できます。  

2 標本の分散検定 

1. 続けて新しいワークブックを開き、¥Samples¥Statistics¥time_raw.dat ファイル

を開きます。  

2. メニューから統計：仮説検定：2 集団の分散検定を選択し、TwoSampleTestVar ダ

イアログを表示します。  

3. 入力データ形式は「素データ」を選択して、列 A と列 B を 1 番目と 2 番目のデータ

範囲としてそれぞれ選択します。  

 

4. 他の設定はデフォルトのままで、OK ボタンを押して結果を生成します。  
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結果より、p 値＝0.77181 >0.05 なので、帰無仮説を棄却出来ないので、この 2 集団の分散は有意

に異ならないといえます。  

 

4.3 分散分析(ANOVA) 

このセクションで説明する項目:  

1. 一元配置の分散分析 

2. 繰り返し測定のある一元配置 ANOVA 

3. 二元配置（繰り返し測定）ANOVA 

 

4.3.1 一元配置の分散分析 

サマリー 

統計では主にインデックスとデータの 2 つのデータセットのモードがあります。分析を実行するとき、

データセット全体を使う必要はありません。そのために Origin はデータを選択する方法をいくつか提供

しています。例えば、インタラクティブなデータセレクタボタンを使って、グラフ上でデータを選択したり、

「列ブラウザ」ダイアログを使って選択を行うことができます。  

このチュートリアルでは、分散分析(ANOVA)統計検定を使って、これら 2 つの異なるデータのモード

を使って分析を実行する方法と「列ブラウザ」ダイアログを使ってデータを選択する方法を学習します。  

ANOVA は、平均を比較するパラメトリック検定の一種で、t 検定を拡張したものです。比較する集団

が 2 つ以上ある場合には、t 検定は適さないので ANOVA を使用します。ANOVA を行うには、デー

タが正規性と等分散性を満たしている必要があります。それ以外の場合、ノンンパラメトリック検定を使用

します。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 統計分析ダイアログで異なる入力データモードを使用する方法  

• データセットの指定した部分に正規性の検定を行う方法  

• 一元配置の分散分析を実行する方法  

• 列ブラウザを使ってデータを選択する方法  

ステップ 

Origin は、インデックスとデータの 2 つのモードで ANOVA を計算することができます。一元配置

ANOVA では、インデックスモードを使うとき、データは、因数とデータの 2 列で構成されている必要が

あります。 
 

 
 
素データ値モードで行う場合、異なるレベルは異なる列に入力します。 
 

 

インデックスモード 
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4 種類の植物の窒素の含有量がミリグラム単位で記録されており、植物の種類によって窒素の含有

量が異なるかどうかを調査します。この例に対しては、インデックスモードで一元配置 ANOVA を実行し

ます。  

1. 新しいワークブックを開き、Samples¥Statistics¥nitrogen.txt ファイルを開きます。

『ファイルの種類』ドロップダウンリストから「.txt」を選択できます。最初に、データの各グループ

に対して正規性の検定を実行し、正規分布に従うかを調べます。  

2. 最初の列を選択し、右クリックして、「ワークシート：ソート(ワークシート)」を選択し、 

「昇順」 を選びます。  

3. Plant1 のデータである 2 番目の列の 1 行目から 20 行目までを選択し、メニューか

ら「 統計：記述統計：正規性の検定」を選択し、「正規性の検定」ダイアログを開きます。 

 
4. ダイアログのデフォルトの設定を使って、 OK をクリックします。結果では、p 値＝

0.58545 となっている事から、PLANT1 が正規分布に従うことが分かります。  
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5. 同様に、PLANT2、PLANT3、PLANT4 の範囲を選択し、正規性の検定を行いま

す。サンプルデータは、すべての植物に対して正規分布しています。  

6. 窒素データのワークシートをアクティブにして、「統計：ANOVA：一元配置」メニュー

を選択して、「ANOVAOneWay」ダイアログを開きます。入力データモードを「インデックス」に

して、右矢印ボタンを使って plant 列と nitrogen 列をそれぞれ「ファクター」と「データ」に割り

当てます。「+」記号をクリックして、『平均の比較』ノードを広げ、「有意水準 」を 0.05 にし、

『Tukey』の平均の比較を選択します。『等分散性の検定』ブランチから『Levenell 』にチェック

を付けます。OK ボタンをクリックし、一元配置 ANOVA を実行します。 

 

 

結果の説明:  

• 一元配置 ANOVA の結果の「分散検定の等質性」の表から、p 値が 0.05 より大き

いので、4 つの集団が等分散していることが分かります。 
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• ANOVA の結果の概要から、4 つの集団のうち少なくとも 2 つは、p 値が 0.05 より

小さいので有意差があると結論付けできます。 

 

 

• より詳しい調査を行うには、「平均の比較」の結果を開きます。 

 

 

 

ここで、PLANT4 の平均が他の 3 種類とは異なることが分かります。  

データモード 

1. 「ファイル：開く 」を選び、『ファイルの種類』ドロップダウンリストから「ワークブック」を

選択し、Samples¥Statistics フォルダに移動して、Body.ogw を開きます。  

2. メニューから、統計：ANOVA:一元配置と選択して ANOVAOneWay ダイアログを

開きます。入力データ モードから「素データ値」を選びます。レベル 1 名前と レベル 2 名前に、

それぞれ「Male Weight 」と 「Female Weight 」を入力します。  

3. 「データ」ブランチの中にあるデータを選択するのに「データブラウザ」を使用します。

Male Weight テキストボックスの隣にある三角形のアイコンをクリックし、メニューから>>列の選

択... を選ぶと、列ブラウザダイアログが開きます。 
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「列ブラウザ」ダイアログで、『データセットのリスト』ドロップダウンリストから「現在のブック中」を

選び、現在のワークブック内の利用可能な列をすべて一覧表示します。[Body]Male シートの

Weight を選択し、「追加」をクリックして、OK をクリックして、『Male Weight 』テキストボックス

に追加します。同様に、『Female Weight 』テキストボックスに[Body]Female から Weight を

割り当てます。 
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4. 「ANOVAOneWay」ダイアログの設定はデフォルトのままにして、 OK をクリックしま

す。出力レポートの脚注から、0.05 の有意水準で母集団の体重の平均は、男性と女性で有意

差が無いと結論付けできます。  

4.3.2 繰り返し測定のある一元配置 ANOVA 
 

サマリー 

繰り返しのある一元配置の分散分析は、一元配置の分散分析に似ていますが、繰り返し測定データ

を前提とした従属変数を扱います。この状況では、繰り返しファクターのレベル間の相関があるので、通

常の一元配置の分散分析の独立性の前提は無くなります。 

一元配置の分散分析と同様、繰り返しのある一元配置の分散分析は、平均が等しいかどうかを調べ

るのに使用します。これらの平均は、測定差の平均と異なる対象の平均も含まれます。結果は、それぞ

れ「対象の影響範囲内での検定(Test of Within-Subjects Effect )」および「対象影響間の検定(Test 
of Between-Subjects Effect )」という表に表示されます。Origin では、繰り返し測定のある ANOVA
にはバランスのとれたサンプルデータ、つまり各レベルで同数の標本数がある必要があります。 

 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 Pro SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• インデックスされたデータを統計分析ダイアログに入力する 

• 繰り返しのある一元配置 ANOVA を実行する 

• 繰り返しのある一元配置 ANOVA 解析の結果を読みとく 

ステップ 

Origin はインデックスデータと素データの両方から繰り返しのある一元配置の ANOVA を実行でき

ます。繰り返しのある一元配置の ANOVA でインデックスデータモードが使用される場合、データは因

子、データ、被験者の 3 つの列で整理されている必要があります。素データ値モードを使用する場合、

異なるレベルは別の列に入力します。 

インデックスモード 

データは 3 つの異なる用量を用いて 20 の被験者から得た計測結果を含んでいます。これから確認

したいのは異なる用量を与えた被験者に対して異なる効果を得られたかどうかです。これを検証するに

は繰り返しのあるインデックスデータモードの一元配置 ANOVA を使用して実行します。 

1. 単一 ASCII インポートボタン をクリックして、¥Samples¥Statistics¥ANOVA

フォルダにある One Way_RM_ANOVA_indexed.dat ファイルをインポートします。 
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2. 統計: ANOVA: 一元配置(繰り返し測定)を選択し、ダイアログを開きます。 

3. 入力データドロップダウンリストからインデックスを選択します。 

4. 因子、データ、被験者にそれぞれ B(dose), C(Data), A(Subject)を選択します。 

5. 平均比較のブランチを開き、Bonferroni のチェックを付けて Bonferroni 検定を有

効にします。 

6. プロットブランチを開き、平均値をプロット(SE をエラーバー表示)と平均比較プロット

にチェックを付けます。 

7. OK ボタンをクリックして、分析を実行します。  
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結果の読み取り 

ANOVAOneWayRM1 ワークシートを開き、分析結果の表を開きます。 

繰り返しのある一元配置 ANOVA の結果の読み取りについての詳細は、このヘルプファイルを参照

してください。 
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Origin は繰り返しのある観測結果と共に MANOVA (多変量分散分析)の出力を行い、繰り返し効

果を検出しようとします。4 つの異なる手法(Pillai のトレース, Wilks のラムダ, Hotelling のトレース, 
Roy の最大根)では、まったく同じ F 検定値と確率、P=0.06455 を算出するので、3 つのレベル変化に

よる平均は統計的に優位に異ならない、という事ができます。以下の繰り返しのある分散分析のレポート

によると、結論は保守的であるといえます。 

 
この表は Mauchly 球面性検定の結果を表示します。検定結果から、球面性は維持されている事が

わかります。ここで探している値は、 Mauchly'検定が有意水準にある事をしめす、確率がカイ二乗より

大きい(Prob > ChiSq)値なので、この例の中では有意水準 l (0.44609)は 0.05 よりも大きい事を示しま

す。つまり、球面性の仮定は棄却できないことを示します。 

 
この表からは因子についての F 値と共に、その値の有意水準と効果サイズを得る事ができます。デ

ータが球面性を持つという仮定に則っているので、球面性を仮定して行われた繰り返しのある一元配置

ANOVA から得た結果は、これら 3 つの条件のもとで得られた平均は統計的に有位に異なる(P = 
0.03908 < 0.05 より)、という事です。言い換えると、dose(用量)は有意要因である、といえます。 

 
先の表で提示された結果では、平均間では全体的に有意差はありましたが、これらの差がどこから来

たのか分かりません。この表は Bonferroni 検定の結果を表示します。これにより、どの平均が異なって

いたのかを見る事ができます。この場合、dose1 と dose2 の平均は有意に異なっていたといえます(P = 
0.03402 < 0.05、有意度 p フラグ=1 より)。 

以下の 2 つのプロットからも同じような結論を導き出すことができます。 
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4.3.3 二元配置（繰り返し測定）ANOVA 
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サマリー 

繰り返しのある二元配置分散分析の、「二元配置」は実験に 2 つの要因がある、例えば別々の治療と

別々の状態を示します。「繰り返しのある」は同じ被験者が 1 つ以上の治療もしくは 1 つ以上の状態が

適用されたことを示しています。二元配置の分散分析と同様、繰り返しのある二元配置の分散分析は、

因子内の因子レベル平均間の有意差や因子間の交互作用の検定を行います。一般的な分散分析を

使うのが適さないのは、繰り返しのある観測に対しての相関のモデリングを行う事ができないからです。

また、データが分散分析の仮定である独立性を侵害しているので、使用できません。繰り返しのある二

元配置の分散分析のデザインとして、2 つの繰り返しのある観測因子でも可能ですし、1 つの繰り返しの

ある観測因子と 1 つの繰り返しの無い因子の組み合わせでも行えます。繰り返す因子が存在する場合、

繰り返しのある分散分析を使用する必要があります。 

以下のサンプルでは 2 つの因子は繰り返しがある因子です。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.6 Pro SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 素データを統計分析ダイアログに入力する 

• 繰り返しのある二元配置 ANOVA を実行する 

• 繰り返しのある二元配置 ANOVA 解析の結果を読みとく 

ステップ 

Origin はインデックスデータと素データの両方から繰り返しのある二元配置の ANOVA を実行でき

ます。繰り返しのある二元配置の ANOVA でインデックスデータモードが使用される場合、データは因

子 A、因子 B、データ、被験者の 4 つの列で整理されている必要があります。素データモードを使用す

る場合、異なるレベルと因子は別の列に入力します。 

このサンプルでは、異なる薬が被験者に別々の影響を与えるのか調査するのが目的です。繰り返し

のある二元配置の ANOVA を行う事で、薬の種類と用量が被験者に有意な影響を与えているか検証し

ます。有意な違いがある場合、ペアワイズ比較を行ってどのレベルの影響が異なるのか検証します。 

素データモード 

1. 単一 ASCII インポートボタン をクリックして、¥Samples¥Statistics¥ANOVA

フォルダにある Two-Way_RM_ANOVA_raw.dat ファイルをインポートします。 

2. 統計: ANOVA: 二元配置(繰り返し測定)を選択し、ダイアログを開きます。 

3. 入力データドロップダウンリストから素データ値を選択します。 

4. この例では 2 つの因子があります。因子 A と因子 B のレベルの数に、それぞれドロ

ップダウンリストから 3 と 2 をセットします。 

Notes:因子 A と因子 B は繰り返しのある因子であるとデフォルトで設定されています(因子ブラン

チ内の繰り返しにチェックが付いています)。もし片方の因子が繰り返しが無い因子である場合、繰り
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返しのチェックを外せば設定できます。 

5. データブランチには、3 つのサブグループがあります。因子 A レベル 1 グループの

因子 B レベル 1 では、入力データ列に列 d1d1 を選択します。 

6. 同様に、d1d2, d2d1, d2d2, d3d1, d3d2 を次の 5 つの入力データに加えます。 

7. 相互作用チェックボックスにチェックを付け、相互作用の効果を計算します。 

8. 記述統計ブランチで、相互作用だけでなく、因子のすべてのレベルの平均、標準誤

差、95%信頼区間を計算します。 

9. 平均比較から Bonferroni チェックボックスを選択し、Bonferroni 検定を有効にし、

下図のように設定します。 
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10. OK ボタンをクリックして、分析を実行します。

  

結果の読み取り 
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ANOVATwoWayRM1 ワークシートを開き、分析結果の表を開きます。 

繰り返しのある一元配置 ANOVA の結果の読み取りについての詳細は、このヘルプファ

イルを参照してください。 

 

Origin は多変量分析を行い、繰り返しのある要因の影響を検出します。この例では、4 つ

の手法(Pillai のトレース, Wilks のラムダ, Hotelling のトレース, Roy の最大根)で等しい F

統計量と確率を生成します。drug は P 値=0.1564 となっているので、drugs は慣習的な統

計的有意水準に達しなかった事が分かります。同様に、dose と drug*dose はどちらも統計

的に有意であるといえます。 

 

この表は Mauchly の球面性検定の結果とエプシロンの評価を記載しています。列

Prob>カイ二乗から、因子 A(drugs)の有意水準は 0.05 よりも大きくなっている事が分かりま

す(P 値=0.11096)。そして、drug*dose の値は 0.05 よりも小さくなっています。つまり、

drug*dose の球面性の仮定は破られていないことを示します。drug*dose の Greenhouse-

Geisser のエプシロン=0.65362 となっており、この値は 0.75 よりも小さくなっています。この

結果から、Greenhouse-Geisser 修正を使用して検定を続けていきます。
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この表からは因子についての F 値と共に、その値の有意水準と効果サイズが分かります。

durg では、prob>F 列から P 値が 0.6461 となっているので、drug は被験者に対して有意

な影響はありません。対して、dose は P 値が 0.01504 となっています。drug*dose の相互

作用については、このまま Greenhouse-Geisser 修正を利用して検定を進めます。この値

から、drug*dose の相互作用は有意な影響があるといえます。 

 

一般的に、Bonferroni 検定はどの平均の値が異なっていたのかということと、球面性の仮

定が破られていなかどうか、という 2 点について推奨します。Bonferroni 検定による修正は

全般的な確率の不等性に基づいて作成され、それにより特定の ANOVA の仮定から独立し

ていることになります。この表は Bonferroni 検定の結果で、平均は有意に異ならないと結論

付けることができます(P>0.05 の時に有意フラグ=0 のため)。もちろん、この場合薬(drug)は

有意な影響を与えないので、対比較を実行する必要はありません。 
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この表では、異なる用量の平均は有意に異ならないと結論付ける事ができます(P 値 = 

0.06714 で、有意フラグ= 0 のため)。

 
この表では、drug1 の中で比較すると dose1 の方が dose2 よりも効果が有意に大きく、

dose1 の中で比較すると drug1 は drug2 と drug3 よりも有意に影響があると結論付ける事

ができます。 

 

4.4 ノンパラメトリック検定 
このセクションで説明する項目:  

1. ノンパラメトリック検定概要 
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4.4.1 ノンパラメトリック検定概要 

サマリー 

ノンパラメトリック検定はデータが正規分布するかわからない時や正規分布に従わないと考えられると

きに良く使用されます。一方、仮説検定は母集団がパラメータのセットと共に正規分布に従うという仮定

の元に行われるので、パラメトリック検定になります。  

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• Origin を使用したノンパラメトリック検定のイントロダクション  

• 様々な状況に合わせてノンパラメトリック検定を行う  

• ノンパラメトリック統計で相関係数を計算する方法  

イントロダクション：Origin でノンパラメトリック検定を行う 

ノンパラメトリック検定は標準化の過程を必要としません。通常、次のような状況で使用されます。  

• 小さな標本サイズ  

• カテゴリ/バイナリ/序数のデータ  

• 正規分布と仮定できない場合  

    ノンパラメトリック  パラメトリック  

  全ての分布からのデータ  正規分布からのデータ  

  小さい集団  大きい集団  

1 集団  Wilcoxon の符号順位検定  t 検定（1 集団）  

2 集団 独立集団 

• マンホイットニー検定  

• Kolmogorov-Smirnov 検定  t 検定（2 集団）  

 対応集団 

• Wilcoxon の符号順位検定  

• 符号検定  t 検定（対応あり）  

複数集団 独立集団 

• Kruskal-Wallis の ANOVA  

• Mood のメディアン検定  一元配置の分散分析  

  関連集団 Friedman の ANOVA  一元配置（繰り返し測定）

ANOVA  
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  集団内の相関  

• スピアマン  

• ケンドール  ピアソン  

サンプル 

1 集団の独立検定 

1 集団の Wilcoxon の符号順位検定は、特定の値に対して母集団の中央値が適切か否かを検定し

ます。片側または両端の検定から選ぶことができます。Wilcoxon の符号順位検定の仮定は、「H0：中
央値は仮定した中央値と等しい」に対して「H1：中央値は仮定した中央値と等しくない」になります。 
この例では、製造店勤務の品質管理技術者が製品の重さの中央値（または、平均）が 166 と等しくなる

か調べます。技術者は 10 個の製品をランダムに取り出し、重さを測りました。計測された重さは以下の

通りです。 
151.5 152.4 153.2 156.3 179.1 180.2 160.5 180.8 149.2 188.0  
技術者は正規性検定を行い、このデータの分布が正規分布か否かを判断します。  

1. 新しいワークシートを開き、上記データを列 A をに入力します。メニューから統計：

記述統計：正規性検定を行い、正規性検定ダイアログを開きます。  

2. データ範囲として A(X)を選択します。 
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3. OK ボタンをクリックし、結果を出力します。  

 

 
結果によると、P 値＝0.03814 となっており、このデータは 0.05 レベルでは正規分布ではない、という

事ができます。1 集団の Wilcoxon 符号付順位検定を実行するには  

1. メニューで、統計：ノンパラメトリック検定：1 集団の Wilcoxon 符号付順位検定と選

択してダイアログを開きます。  

2. 列 A を入力としてセットします。  

3. 検定の中央値として 166 をテキストボックスに入力します。  
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4. OK ボタンをクリックし、結果を出力します。  

 

結果によると、帰無仮説を 0.05 レベルで棄却できないので、結果として中央値は 166 と等しいとい

えます。  

2 集団の独立検定 

Origin は集団が独立システムとなっている時に使用できるノンパラメトリック統計検定として、マンホイ

ットニー検定と 2 集団の Kolmogorov-Smirnov 検定の 2 つを用意しています。  

次の例題はマンホイットニー検定の実用的な例を示します。2 種類のタイヤ（A と B）ですり減り具合

（mg）の量を測定し、各タイヤに 8 つの実験が行われました。このデータはインデックス化され、

abrasion_indexed.dat に保存されています。  

1. ¥Samples¥Statistics¥ から abrasion_indexed.dat をインポートします。  

2. 統計：ノンパラメトリック検定：マンホイットニー検定と選択してダイアログを開きます。  

3. 入力データフォームはインデックスのままにします。  
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4. 列 A をグループ範囲、列 B をデータ範囲として設定します。  

5. 正確な P 値のチェックボックスをチェックします。  

 

6. OK ボタンをクリックすると MannWhitney1 シートに結果が出力されます。  

 

o U:U 統計は 2 集団のランクから計算されます。2 番目の集団のスコアが 1 番

目の集団よりも大きかった回数を記録します。  

o Z:おおよその標準検定統計です。標本数が大きくなればなるほどより正確に予

測できるようになります。  
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o 正確 Prob>|U|：正確な P 値はダイアログ内で正確な P 値を選択していない

と確認できません。ただし、大きなサンプルの場合、CPU 時間がかかります。  

o 漸近線 Prob>|U|：漸近的 P 値はおおよその標準統計検定 Z から計算され

ています。  

相関に関するノンパラメトリック測定 

相関係数は 2 つの変数間の関係性を見るのに使用されます。ノンパラメトリック統計でも、相関係数

を計算することが可能です。  

Origin は相関係数を計算する 2 種類のノンパラメトリック手法を搭載しています。  

• Spearman：Pearson 相関係数の代替えとして良く利用されます。Spearman の係

数は、従属変数と独立変数の両方が序数、または、片方が序数でもう一方が連続変数である

場合に利用できます。しかし、Spearman の係数は両方の変数が連続数の場合でも使用でき

ます。  

• ケンドール：序数の変数で利用され、各評価者間の同意地点見つけるために利用さ

れます。  

次のサンプルは、ノンパラメトリックを使う時の相関係数を計算する方法を示します。  

1. Samples¥Statistics から abrasion_raw.dat ファイルをインポートします。  

2. 列 A と列 B を選択します。そしてメニューから統計：記述統計：相関係数と選択し、

corrcoef ダイアログを開きます。  

3. スピアマンにチェックを付け、ピアソンのチェックを外します。  
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4. OK ボタンをクリックし、CorrCoef1 シートに結果を出力します。  

Spearman 相関の値から、A タイヤと B タイヤのすり減り具合には相関があるといえます。 

 
対応のあるデータの Wilcoxon 符号順位検定 

上記例で利用した、A タイヤと B タイヤの中央値を比較します。  

1. Samples¥Statistics から abrasion_raw.dat ファイルをインポートします。  
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2. 統計：ノンパラメトリック検定：対応のあるデータの wilcoxon 符号順位検定を選択し

てダイアログを開きます。  

3. 列 A を第 1 データ範囲、列 B を第 2 データ範囲で設定します。  

 

4. OK ボタンをクリックし、結果を生成します。  

 

最終的に 2 つの中央値は有意に異なる、と結論付ける事ができます。一見して分かりますが、グルー

プ A の中央値の方がグループ B より大きくなっています。  

複数の独立標本検定 
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この例題では 4 種類の車の燃費が測定されました。各車に対して複数の実験が行われました。結果

は以下の表にまとめられています。  
GMC/mpg  Infinity/mpg  Saab/mpg  Kia/mpg  

26.1  32.2  24.5  28.4  
28.4  34.3  23.5  34.2  
24.3  29.5  26.4  29.5  
26.2  35.6  27.1  32.2  
27.8  32.5  29.9    
30.6  30.2      
28.1        

これら 4 つの製造元で作られた車の燃費の等しさ、あるいは、一番効率的な車かを評価するのに、ノ

ンパラメトリック検定の 1 つである、Kruskal-Wallis の ANOVA を行います。  

1. Origin で新しいワークブックを作成し、そこにサンプルデータをコピーして貼り付け

ます。  

2. メニューから統計：ノンパラメトリック検定：Kruskal-Wallis の ANOVA と選択し、

kwanova ダイアログを表示します。  

3. 入力データフォームで「行」を選びます。  

4. 入力の隣にある三角形のボタン をクリックし、コンテキストメニュー内にある全列を

選びます。 

 

5. OK ボタンをクリックすると結果を新しいワークシート KWANOVA1 に表示します。  
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p 値から、これらの 4 つの製造元の車の燃費は有意に異なるという事ができます。 

 

 
ランク付けしている表から、Infinity が最も効率の良いものだとわかります。 

 

 

複数の関連する集団検定 

眼科医がヘリウム・ネオンレーザー治療が子供に有効か調べています。6-10 歳の子供たちの集団と

11-16 歳の子供たちの 2 集団からのデータがあります。各データセットは 5 人の裸眼視力が 3 回の治

療を通してどのように変わったのか記録しています。結果は eyesight.dat に保存されています。  

標本数が少ないのでノンパラメトリック検定を行います。次の手順に沿って操作してください。  

1. ¥Samples¥Statistics¥から eyesight.dat ファイルをインポートします。  

2. メニューから統計：ノンパラメトリック検定：Friedman の ANOVA と選択し、

friedman ダイアログを開きます。  

3. 列 A をデータ範囲、列 C を因子範囲、列 D を従属する範囲として設定します。  
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4. OK ボタンをクリックし、結果を出力します。  

の p 値は 0.0067379 となっており、0.05 よりも小さい値になっています。この 2 集団は大きく

異なる事が分かるので、治療は 6-10 歳の集団には有効であるといえます。 

 
同じように、列 B をデータ範囲にして、他の入力設定はステップ 3 と同じようにします。  
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結果を確認すると、 の p 値は 0.02599 となっており、0.05 や 0.10 よりも小さくなっていることが分

かります。つまり、11-16 歳までの子供でも、3 回の治療で視力が良くなっていると結論づける事ができ

ます。  

 

また、 > という事が分かるので、ヘリウム・ネオンレーザー治療は 6-10 歳までの子供の方

が良く効くといえます。まだ年齢が幼い子供たちがこの治療を行うと、視力が改善する可能性が高くなり

ます。  

4.5 生存分析 
 

 

このセクションで説明する項目: 

1. カプランマイヤー推定法 

2. COX モデル推定法 
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3. ワイブルフィット 

4.5.1 カプランマイヤー推定法 
 

サマリー 

生存分析は、実験中の死亡や措置の失敗などのあるイベントに至るまでの時間を分析するものです。

社会科学ではイベント歴史分析、工学では信頼性解析と呼ばれているます。 

生存関数 S(t) は、時間 t までの間の生存確率として表します。S(t)=1-F(t) では、F(t) は失敗(イベ

ント)時間の累積分布関数です。ハザード関数 h(t)（他に、失敗率、ハザード比、死力とも呼ばれていま

す）は確率面積関数の P(t)の F(t)から生存関数比率 S(t)を表しています。 

カプランマイヤー法または積極限推定法は、徐々に打ち切られる故障時間の標本データから S(t)の
推定値を提供します。 

  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• Kaplan-Meier 推定を実行します。 

• 結果の解釈方法 

ステップ 

Kaplan-Meier 推定を実行 

科学者がより良い抗ガン剤を探しているものとします。いくつかのラットに発ガン物質 DMBA を与え

た後、ラットの異なるグループに異なる薬を投与し、最初の 60 時間の生存状況を記録します。最初のグ

ループは、Medicine 1 を投与した 15 匹のラットが生存しています。30 時間後、1 匹のラットが死亡しま

したが発ガン物質によるものではありませんでした。2 番目のグループでは、drug 2 を投与した 15 匹

のラットが生存しています。14 時間後、15 時間後、25 時間後にそれぞれ 1 匹ずつラットが死亡しまし

たが、発ガン物質によるものではありませんでした。この 2 つのグループの結果は

/Samples/Statistics/SurvivedRats.dat に保存されています。Status は、0 = 死亡(発ガン物質によ

るものではない)、1 = 死亡(発ガン物質による)、2 = 生存です。 

1. 単一 ASCII インポート  をクリックして¥/Samples/ Statistics/ 

SurvivedRats.dat をインポートします。 

2. カプランマイヤ推定法をつかってデータセットを分析します。メニュー項目から、統

計：生存分析：Kaplan-Meier 法と選択してダイアログを開きます。 
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3. 列 A, B, C をそれぞれ入力ブランチ内のデータ範囲, 打切り範囲, グループ範囲 

にセットします。 

4. 0 と 2 を 打切り値にセットします。 

5. 生存表グループでは、イベントと打ち切り値のサマリー、生存推定量、四分位の推

定量、平均の推定量のチェックを付けます。 

6. 生存プロットグループでは、生存グラフ、信頼区間を追加します。、One Minus 生

存グラフ、ハザードグラフのチェックを付けます。 

7. SA 関数の等価性の検定グループのログランク法チェックボックスにチェックを付け

ます。 

8. OK ボタンをクリックします。 
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結果の解釈 

分析結果が出力した KaplanMeier1 ワークシートを開きます。 

1. 「イベントと打ち切り変数のサマリー表」では、drug1 のグループでは打切り＝3

で打切りパーセントは 0.2 に、durg2 のグループでは打ち切り＝9 で打切りパーセントは

0.6 になりました。  

 

372 



統計 

2. 「Kaplan-Meier 生存推定」表では時間対イベントの変数の分布をみるための設

定手続を表示します。因子のレベルごとに分布を比較する事もできます。四分位推定と平

均推定の表は四分位と平均について信頼区間付きの推定値を提供します。  
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3. 生存曲線では生命表を視覚的にとらえる事ができます。生存関数の Kaplan-

Meier 推定を元にしたプロットは、水平なステップの繰り返しで徐々に大きさが少なってい

くものです。プロット内でより生存曲線の減少が急なものほど生存確率は小さくなります。生

存関数プロットは drug1 と drug2 のグループで、1 時間ごとにどれぐらいの個体が生存し

ていたかを示しています。drug1 のグループの減少率の方が急なので、drug2 の方が抗

ガン剤としてよいといえます。  
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4. One Minus 生存関数から、生存関数プロットと同じ結果を得る事ができます。  

 

5. ハザード比率は目的のイベントがその時間内に起こる瞬間的な確率です。X 軸

に時間を割り振った状態で作成してハザード比率対時間のグラフを作成します。ハザード

関数はこの曲線を説明する関数です。グラフより、drug1 のハザード率は drug2 のハザー

ド率よりも大きいことがわかります。よって、drug2 の方がよりよい抗ガン剤であると結論付

ける事ができます。  
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6. 全体のグループ間の等価性の検定では、Origin は 3 つの手法を提供しています。 

• ロングランク法:生存関数の等価性を、全ての時間を同じ重み付けで検定し

ます。 

• Breslow 法:生存関数の等価性を、全ての時間ポイントをリスクのある事例

の数で重み付けしています。 

• Tarone-Ware 法:生存関数の等価性を、全ての時間ポイント平方根でリス

クのある事例の数で重み付けしています。 

 
検定の信頼区間は 0.05 よりも小さな値となっているので、2 つの処方(drug1 と drug2)

では生存時間は統計的に有意に異なる事をいう事ができます。 

 

4.5.2 COX モデル推定法 

サマリー 

COX モデル推定法、または比例ハザードモデルは、生存分析において典型的な半パラメータ手法

です。COX モデル推定法は各対象に対して生存する際の変数の影響や死の危険に対して推定します。

COX 回帰分析から、生存変数に対する関数として危険の数式を求めます。説明変数の正の回帰係数
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はその変数の値が大きくなると、危険がより高くなることを意味しています。説明変数が負の回帰係数を

持つ場合は、その変数の値が大きくなると危険が低くなります。 

比例ハザードの仮定は次の通りです。観測結果は独立で、ハザード比率は全ての時間で等しい必要

があります。つまり、1 つの出来事に関するハザード比率と他の出来事では、時間の経過と共に変化し

ない事が仮定されています。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• COX モデル推定法を実行 

• 結果の解釈方法 

COX モデル推定法を実行 

1. 単一 ASCII インポート  をクリックして¥Samples ¥Statistics サブフォルダ内

の phm_Cox.dat をインポートします。 

2. メニューから統計：生存分析：COX 比例ハザードモデルと選択し、ダイアログを開

きます。 

3. A(X):month 列を時間範囲にセットします。同じように、打切り範囲に B(Y):status

をセットします。 

4. ワークシートから選択ボタンをクリックして、「共分散範囲」ボックスでは Charlson と 

tKt_v 列を選択します。 

5. 打ち切り値のドロップダウンリストから 0 を選びます。 

6. 「生存プロット」グループでは、生存グラフとハザードグラフのチェックを付けます。 

7. OK ボタンをクリックして、Cox 比例ハザードモデル分析を実行します。 
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結果の解釈 

分析結果が出力した CoxPHM1 ワークシートを開きます。 

1. 「イベントと打ち切り変数のサマリー」表から、打切りは 112 で打切りパーセントは

0.8 である事がわかります。  

 

2. 以下の表はこのモデルが有意かどうかを示しています。帰無仮説は?1= ?2=0 と

なります。この例では、Pr > ChiSq =4E(-4)<0.05 となるので、帰無仮説を棄却します。つ

まり、最低?i?0(i=1,2)が成立します。  
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3. 「パラメータ推定の解析」では、charlson の推定係数は 0.2876 となり、 Pr > 

ChiSq =5E-4<0.05 となります。よって、?1=0.287 は有意に異なる charlson 変数になり

ます。ハザード比率は予測因子が 1 単位増えるときの推定変化として読み取る事ができま

す。charlson 変数に関してはハザード比=1.333 なので、charlson が 1 単位増えるとハ

ザードは 1.333 倍になる事になります。同じように、tKt_v は有意変数です。tKt_v の推

定係数は?2= -0.837 となり、ハザード比は 0.433 となります。これから、ハザード関数、

h(t,x)=h0(t)*exp(0.2876*charlson-0.837*tKt_v)が分かります。  

 

4. 生存関数プロットは各時間で生存している個体数を表示し、推定したモデルを視

覚的に表示しています。水平の軸はイベントまでの時間を示します。垂直の軸は生存する

確率を示します。  

 

5. ハザード関数プロットは、イベントがその瞬間に起こる確率をグラフで表していま

す。  
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4.5.3 ワイブルフィット 

サマリー 

ワイブルフィットは、生存関数と故障時間の間の関係を分析するパラメータ法の 1 つです。分析の後、

パラメータの推定値を求める事ができ、これからワイブルフィットの生存関数とハザード関数を求める事

ができます。 

ワイブル分布: 

ここで、 c,σ > 0 のとき、x > θ となります。 

生存関数: 

 
ハザード関数： 

 
ここで、c は形状パラメータ、σ はスケールパラメータ、θ は位置パラメータです。c > 1 の場合、ハザー

ドは増加し、c = 1 の場合、ハザードは定数(指数モデル)、c < 1 の場合、ハザードは減少します。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ワイブルフィットを実行する 

• 分析レポートを解説する 

ワイブルフィットを実行する 

1. 単一 ASCII インポート  をクリックして¥Samples ¥Statistics サブフォルダ内

の weibull fit.dat をインポートします。 

2. メニューから統計：生存分析：weibull フィットと選択し、ダイアログを開きます。 

3. A(X)列を時間範囲にセットします。同じように、打切り範囲に B(Y)列をセットします。 

4. 打ち切り値のドロップダウンリストから 0 を選びます。 

5. OK ボタンをクリックして、Weibull フィット分析を実行します。 

 

結果の解釈 

分析結果が出力した WeibullFit1 ワークシートを開きます。 

• 「イベントと打ち切り変数のサマリー」表から、打切りは 19 で打切りパーセントは

0.2111 である事がわかります。 
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• 「パラメータ推定の解析」の表では、Weibull 分布の全てのパラメータの推定値を入

手できます。 

切片=θ=4.1959, Weibull スケール= σ =66.4153, Weibull 形状=c=2.0204, スケール=0.495 
(scale=1 / c)と確認できます。 

 
c > 1 なので、ハザードは時間と共に増加すると結論付ける事ができます。さらに、生存関数とハザー

ド関数を求める事もできます。 

 

 
 

4.6 多変量解析 

このセクションで説明する項目: 

1. 主成分分析 

2. クラスター分析 

3. 判別分析 

  

4.6.1 主成分分析 
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サマリー 

主成分分析は多変量の大きなデータセットの数を減らし、根底にある線形構造やそれまで思いもよら

なかった関係性を発見するのに役立ちます。  

ヨーロッパの 25 か国で 9 品目に対しタンパク質摂取量を測ったデータを使います。主成分分析を通

してタンパク質の元とヨーロッパの国々との関係を見ていきたいと思います。  

主要仕様の選択 

どの主成分を残しておくか決めるために、まず主成分分析を行い、その結果から判断します。  

1. 新しいプロジェクトまたは新しいワークブックを開きます。

¥samples¥Statistics¥Protein Consumption in Europe.dat ファイルをインポートします。  

2. ワークシート全体を選択し、メニューから統計：多変量解析：主成分分析と操作しま

す。  

3. 開いたダイアログの設定はデフォルトのままにして、 OK をクリックします。  

4. PCA1 シートを選択します。  

5. 相関行列の固有値表から、初めの 4 つの主成分が 86%の分散を説明しており、残

りの主成分はそれぞれ 5%かそれ以下の貢献度であることが分かります。よって上位 4 つの主

成分を残すことにしましょう。  

 

6. スクリープロットは視覚的に主成分の的確な数を判断するのに使用出来ます。主成

分の数はポイントで表わされ、”曲がり角”より下の固有値は全体への割合が小さく、全て同じ

ぐらいの大きさになります。このスクリープロットの中では”曲がり角”が分かりにくくなっていま

すが、その中でも 4 つ目のポイントが今回の”曲がり角”であると言えます。  
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7. 結果シートについている錠前のアイコン をクリックし、パラメータの変更をコンテキ

ストメニューから選びます。抽出する成分の数を４にします。次のステップで主成分ダイアグラ

ムを取り込むので、ダイアログを閉じないでください。  
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主成分プロットを作成する 

ダイアログ内のプロットブランチでは、ユーザがスクリープロットと成分プロットを作成するか、選ぶこと

ができます。  

• スクリープロット  

スクリープロットは視覚的に主成分の的確な数を判断するのに適しています。  

• 成分プロット  

成分プロットは各観測点の成分スコアおよび各変数、主成分ペアの成分ローディングを

示します。ユーザはどの成分のペアをプロットするか、主成分を選択してプロットのグルー

プ内から指定できます。成分プロットは以下を含みます。  

o ローディングプロット  

ローディングプロットは元の値とサブスペースの次元の関係性を示しています。変数間

の関係性を理解するのに使用します。  

o スコアプロット  
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スコアプロットはデータをサブスペースに投影するものです。観測値間の関係を把握す

るのに使用します。  

o バイプロット  

バイプロットはあらかじめ選択されたローディングとスコアの成分を平行にして表示する

ものです。  

1. 先程のステップで開いたダイアログの中で、プロットブランチを開きます。ここで、スク

リープロット、ローディングプロット、バイプロットの 3 つが選択されている事を確認してください。  

2. 最初の 2 つの成分は一般的に、ほとんどの分散の割合を占めます。よって、コンポ

ーネントプロットを初めの 2 つの主成分間の空間に作図することにします。主成分を選択して

プロットグループ内では、X 軸の主成分に 1 を、Y 軸の主成分には２を選びます。OK をクリッ

クします。  
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結果の解釈 

1. 相関行列より、それぞれの数値は大きく相関していることが分かります。多くの値は

0.3 よりも大きくなっています。主成分分析は共線性を取り除くのに適している分析であると

いえます。  

 

2. 主成分の値は元の値の線形（1 次的な）組み合わせによって定義されています。抽

出固有ベクトル表がこの数式に対する係数を提示しています。  

 

PC1 = 0.30261 * RedMeat + 0.31056 * WhiteMeat + 0.42668 * Eggs + 0.37773 

* Milk + 0.13565 * Fish - 0.43774 * Cereals + 0.29725 * Starch - 0.42033 * Nuts 

- 0.11042 * FruitsVegetables  

PC2 = - 0.05625 * RedMeat - 0.23685 * WhiteMeat - 0.03534 * Eggs - 

0.18459Milk + 0.64682 * Fish - 0.23349 * Cereals + 0.35283 * Starch + 0.14331 

* Nuts + 0.53619 * FruitsVegetables  

PC3 = - 0.29758 * RedMeat + 0.6239 * WhiteMeat + 0.18153 * Eggs - 0.38566 

* Milk - 0.32127 * Fish + 0.09592 * Cereals + 0.24298 * Starch - 0.05439 * Nuts 

+ 0.40756 * FruitsVegetables  

PC4 = 0.64648 * RedMeat - 0.03699 * WhiteMeat + 0.31316Eggs - 0.00332 * 

Milk - 0.21596 * Fish - 0.0062 * Cereals - 0.33668 * Starch + 0.33029 * Nuts + 

0.46206 * FruitsVegetables  

3. ローディングプロット（PCA1 シートでは「プロットのローディング」となっています）は

変数間の関係を初めの 2 つの成分間にある空間で表示しています。このローディングプロッ
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トでは Red Meat （赤肉）、Eggs（卵）、Milk（牛乳）、そして White Meat（白肉）は主成分 1

に対して同じように重い比重を持っていることが分かります。そして Fish（魚）、Fruit（果物）

と Vegetables（野菜）は主成分２に対して重い比重があることが分かります。  

 

4. バイプロットはあらかじめ選択されたローディングとスコアの成分を平行にして表示

するものです。これは 1 つの観測値の投影をサブスペースにした結果とそれぞれのスコア点を

同時に表示しています。そして初めの 2 つのサブスペース間における観測値と変数の比率を

見つけることができます。（Note:グラフの編集をするにはダブルクリックをしてグラフを開いてく

ださい。）  

5. リーダツール を使用してデータ情報ウィンドウを開き、プロットをより詳しく確認し

ます。すると、スペインとポルトガルのタンパク源は他のヨーロッパの国々とは異なっていること

が分かります。スペインとポルトガルは果物と野菜からタンパク質を得ているのに対し、東ヨーロ
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ッパの国々、例えばアルバニア、ブルガリア、ユーゴスラビア、ルーマニアでは穀類とナッツ類

からタンパク質を得ています。  

 

上記のデータ情報ウィンドウのように国名を表示するには、次のように操作してください。  

1. データ情報ウィンドウ内で右クリックし、ユーザ設定を選択します。  

2. ダイアログの行タブで、”Country”を左側のパネルから右側へ移動します。OK を

クリックします。  
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4.6.2 クラスター分析 
 

サマリー 

実際にアメリカの都市の過去 3 年分の平均気温を使ってクラスター分析をしてみましょう。  

まずはランダムに選択したデータを使い、階層的クラスター分析を行って、それを元に最適なクラスタ

ー分けを見つけたいと思います。そのあと、分析の速いクラスター法である、K-means 法クラスター分

析を全体のデータに行います。  

階層的クラスター分析 

1. 新しいプロジェクトまたは新しいワークブックを使って始めましょう。

¥Samples¥Graphing¥US Mean Temperature.dat のインポートを行います。  

2. 列 D から列 O を選択します。  

3. メニューから統計： 多変量解析： 階層的クラスター分析と選択します。  

4. 変数の隣にある三角形のボタン をクリックし、コンテキストメニュー内にある列の選

択を選びます。  
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5. 列ブラウザダイアログの下部パネルで ... ボタンをクリックします。データ範囲を 1 か

ら 100 にします。OK をクリックします。  
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6. ダイアログ内でクラスターが観測値に設定され、クラスターの数が１になっていること

を確認します。クラスター法で Furthest Neighbour（最長距離）を選び、OK をクリックしま

す。  
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7. Cluster 1 のシートに行きます。結果の樹形図から全体を 5 つのクラスターに分ける

ことにします。  
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8. 樹形図についている錠前のアイコンをクリックし、パラメータの変更をコンテキストメニ

ューから選びます。  

9. クラスターの数を５にし、量ブランチ内にあるクラスター中心のチェックを付けます。

OK をクリックします。  
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10. 結果の樹形図ではどのように観測値がクラスター分けされているかよくわかります。

（樹形図はダブルクリックすることでグラフウィンドウに出てくるのでカスタマイズすることができ

ます。）  
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11. 観測値が多いので、この樹形図では目盛ラベルが重なっています。軸の拡大  

ツールを使用して選択範囲を拡大します。  

 

元のデータを K-means 法クラスターで分析する 

1. クラスター中心を右クリックし、新しいシートとしてコピーを作成をコンテキストメニュ

ーから選びます。新しく作成された sheet2 を初期のクラスター中心として K-means 法クラ

スター分析を行います。  
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2. 元のデータ(US Mean Temperature)があるワークシートに戻り、列 D から列 O を

選択します。メニューから統計： 多変量解析： K-Means 法クラスター分析と選択します。  

3. 初期のクラスター中心を指定するにチェックを付けます。初期のクラスター中心の隣

にある、ワークシートから選択する のボタンを押します。するとダイアログが縮小します。  

4. Sheet2 に行き、列 D から列 O を選択します。小さくなったダイアログにあるボタン

をクリックし、ダイアログを元に戻します。  

5. プロットブランチ内でグループグラフを選択します。入力データブランチ内の X 範囲

の隣にある、ワークシートから選択する のボタンを押します。するとダイアログが縮小します。

元のワークシート US Mean Temperature に戻り、Col(B):Longtitude を選択します。小さく

なったダイアログにあるボタンをクリックし、元に戻します。  

6. Y 範囲の隣にある三角形ボタン を選び、C(Y)：Latitude を選びます。OK をクリ

ックします。  
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7. K-Means1 ワークシートをアクティブにします。データは各都市の緯度に対応した 5

つのクラスターにまとめられたことが分かります。  
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4.6.3 判別分析 
 

サマリー 

アヤメのデータまたは「フィッシャーのアヤメ」データセットは多変量データで、サー・ロナルド・エイル

マー・フィッシャーによって 1936 年に紹介されました。 このデータセットは多くの分類システムでその仕

組みを分かりやすく説明するためによく使われています。このデータセットは 3 種のアヤメ（Iris setosa, 
Iris virginica, Iris versicolor）からそれぞれ 50 サンプルずつ集めたものです。各サンプルは、花弁

とがくの長さと幅の計 4 つの特徴を計測され、センチメートルで記録されています。判別分析を使ってこ

の 4 つの特徴をもとに種の判別を行いたいと思います。  

ランダムに 120 行のアヤメのデータを選んで判別分析のモデルを作成します。そして残りの 30 行を

使用してこのモデルの正確度を確認します。  

判別分析 

1. 新しいプロジェクトまたは新しいワークブックを開きます。

¥Samples¥Statistics¥Fisher's Iris Data.dat ファイルをインポートします。  

2. 列 A から列 D を選択し、メニューから統計：多変量解析：判別分析と操作して

discrim ダイアログを表示します。列 A から列 D はトレーニングデータの欄に自動的に追加さ
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れます。トレーニングデータのグループの隣にある三角形ボタン をクリックしてコンテキストメ

ニューから E(Y)：Species を選びます。  

 

3. 量のブランチを開いてから判別関数の係数のチェックボックスにチェックを付けます。

正準判別分析のブランチ内にある正準判別関数の係数にチェックを付けます。他の設定は

デフォルトのままにして、 OK をクリックします。  
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結果の解釈 

Discrim1 シートを見てください。  

正準判別分析 

正準判別分析のブランチは、判別分析のためのモデルの関数を作成します。  

1. 標準化されていない正準係数の表から正準判別関数を作成することができます。  
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D1 = - 2.10511 - 0.82938 * SL - 1.53447 * SW + 2.20121 * PL + 2.81046 * PW  

D2 = - 6.66147 + 0.0241 * SL + 2.16452 * SW - 0.93192 * PL + 2.83919 * PW  

ここで、SL＝がくの長さ、SW=がくの幅、PL=花弁の長さ、PW=花弁の幅 となります。  

2. 固有値の表から、上記の正準判別関数の重要性が分かります。1 番目の関数は

99.12%の分散を説明でき、残りの 0.88%は 2 番目の関数で説明できます。  

 

3. Wilk's Lambda 検定の表では判別関数が有意にグループメンバーシップの説明

をしていることを確認できます。表の中で列 Sig.を確認すると、どちらも 0.05 より小さくなって

います。よって、どちらの値も判別分析に追加されるべきである、と分かります。  

 

分類 

1. 観測データを分類するに当たり、観測データのスコアは線形判別関数の係数から計

算され、そのスコアが評価されます。  

 

2. ワークシート Training Result を開きます。例えば、7 番目の観測値はグループご

とのスコアを線形判別関数の係数表から計算できます（上図）。  
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Score(setosa) = - 86.30847 + 23.54417 * 4.6 + 23.58787 * 3.4 - 16.43064 * 1.4 - 

17.39841 * 0.3 = 73.971051  

Score(versicolor) = - 72.85261 + 15.69821 * 4.6 + 7.07251 * 3.4 + 5.21145 * 1.4 

+ 6.43423 * 0.3 = 32.631989  

Score(virginica) = - 104.36832 + 12.44585 * 4.6 + 3.68528 * 3.4 + 12.76654 * 

1.4 + 21.07911 * 0.3 = - 10.390569  

3. ここで Score（setosa） 73.971051 が最大値になっているため、7 番目の観測値は

setosa のグループに当てはまります。  

4. トレーニングデータの分類概要によると、setosa のグループ分類は 100%の正答率

となっています。versicolor では、2 つの観測値が誤って virginica として分類され、

virginica ではたった 1 つが別の分類になっていました。エラー率はたったの 2.00%です。こ

のモデルはよく出来ているといえるでしょう。  
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モデルの検証 

トレーニングデータの分類サマリーは同じデータの観測値を判別関数で判断したものです。”エラー

率”は普通テストデータで判断した時の方が大きくなりますが、判別関数判断には使われていません。

修正するには 2 種類の方法があります。  

• クロス検証  

クロス検証では各トレーニングデータはテストデータとして扱われ、トレーニングデータか

ら外されてどのグループに属するか算出され、その分類が正しいか否かを確認します。  

• サブセット検証  

観測データのセットをさらに小さく分け、初めの 1 つを判別モデルの判断に使い（トレー

ニングセット）、もう 1 つのセットをその結果の信頼性の確認のために使います（テストセッ

ト）。  

データを分析にかける準備をする 

データをランダムに並べ直し、始めの 120 行をトレーニングデータとします。そして、最後の 30 行を

テストデータとします。  

1. Fisher's Iris Data のワークシートに戻ります。  

2. 新しい列を追加し、この列に正規乱数を入力します（列ヘッダを右クリックし、列値の

一律設定：正規乱数を選択）。  

3. 新しく追加した列を選択してください。右クリックして、ショートカットメニューからソー

ト（ワークシート）：昇順を選択します。  

 

Note:Origin は正規乱数として毎回ランダムに数値を入力するので、毎回結果が変わります。  
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このチュートリアルと同じ結果を得るには、Samples フォルダ内にある Analysis.opj を開き、

プロジェクトエクスプローラで Analysis-Origin Pro フォルダ内の Discriminant Analysis サ

ブフォルダを開きます。その中にある Fisher’s Iris Data ワークシートの列 F のデータを使用し

ます。  

判別分析を実行する 

1. 列 A から列 D を選択します。  

2. メニューから統計： 多変量解析： 判別分析を選んで discrim ダイアログを開きます。  

3. 列 A から列 D までの始めの 120 行のデータをトレーニングデータのグループとし

て設定するにはトレーニングデータの隣にある三角形ボタン を押してコンテキストメニューで

列の選択を選びます。  

 

4. 列ブラウザダイアログでは下のパネルにある ... ボタンをクリックします。データ範囲

を 1 から 120 にします。OK をクリックします。  
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5. 列 E の始めの 120 行をトレーニングデータのグループに設定するにはトレーニング

データのグループの隣にある三角形ボタン を押して、コンテキストメニューから E(Y): 

Species を選びます。もう一度トレーニングデータのグループの三角形ボタン をクリックし、

列の選択をコンテキストメニューから選び、列ブラウザで範囲を 1 から 120 に設定します。OK

をクリックします。  

6. テストデータの予測チェックボックスのチェックを付けます。テストデータのインタラク

ティブボタン をクリックします。するとダイアログが縮小します。ワークシート内で列 A から列

D を選択します。小さくなったダイアログにあるボタンをクリックし、ダイアログを元に戻します。

列ブラウザを開くために三角形ボタン をクリックしてからコンテキストメニューで列の選択を選

びます。下のパネル内で ... ボタンをクリックし、範囲を 121 から 150 に設定します。  

7. 設定のブランチを開き、交差確認のチェックボックスにチェックを入れます。OK をク

リックします。  
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クロス検証 

Discrim2 のシートに移動します。トレーニングデータのクロス検証サマリー表は推

定のエラー率を各データを分類しながらモデル計算からは外しておいたものです。こ

の手法はサブセット検証よりも「楽観的」ではあります。  
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サブセット検証 

1. テストデータの分類サマリー表はテストデータの分類情報を示しています。  

 

2. Fisher's Iris Data のワークシートで、列 E/Species の最後の 30 行（121 から

150）をコピーします。  

3. TestResult のワークシートに、1 列（列 I）を追加します。コピーした値を新しい列に

貼り付けます。  

4. ワークシートに新しい列（列 J）を追加し、右クリックして列値の設定をコンテキストメ

ニューから選びます。開いたダイアログで Compare(col(e),col(i))と入力します。そしてＯＫをク

リックします。  
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5. 30 個の値のうち、0 になったものはありません。これはテストデータのエラー率が０で

ある事を示しています。この判別モデルの性能は良いようです。  

事前確率の修正 

判別分析はグループメンバーシップの事前確率は特定可能であると仮定しています。もしグループ

集団数が等しくない場合、事前確率は変わってくるかもしれません。この場合、事前確率オプションでグ

ループサイズに比例を選択します。  

1. シート Discrim2 を開き、トレーニングデータの分類サマリーブランチのエラー率の

表にある事前行を開きます。これは、このグループに属する事前確率を示しています。この

事例は 3 つのグループ全てに当てはまる確率が等しくあるという前提で行われます。事前確

率をグループの大きさに合わせて調節すると、全体の分類確率も良くなります。  

 

2. ボタンをクリックし、コンテキストメニューからパラメータの変更を選択します。事前

確率のラジオボックスではグループサイズに比例を選びます。OK ボタンをクリックします。  
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3. 分類エラー率は 2.50%となり、事前確率のエラー率が等しい場合の 2.63%よりも良

い値です。  

 

 

4.7 検出力とサンプルサイズ 

サマリー 

検出力とサンプルサイズの分析は研究者が実験計画を行う際に重要になってきます。不十分なデー

タを使用して検出力が低い場合、偽の帰無仮説を棄却してしまい誤った結論を導いてしまう可能性があ

り、また、多すぎるデータは時間とお金の無駄になってしまいます。つまり、実験をする際に適切なサン
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プルサイズを割り出すことが非常に大切になってきます。実験の検出力はある特定のサンプルサイズを

元にすれば計算でき、また、特定の検出力を必要とする場合のサンプルサイズも計算できます。  

学習する項目 

このチュートリアルはサンプルサイズの計算方法、または検出力を推定する方法を、実際に実験計画

をたてる、様々な背景を見ながら、手順を示します。  

(PSS) 1 集団の t 検定 

背景： 
社会学者が、アメリカにおける乳児の平均死亡率が 8 であるかどうか 調べるものとします。実験計画で

は、死亡率の差は 0.5 より大きく変化しません。また、予備実験から、標準偏差は 2.1 になるはずである、

という事が分かっています。 
 
質問： 
検出力の値が 0.7, 0.8, 0.9 に対して、信頼水準 95% (&alpha;=0.05) で乳児の平均死亡率を推定す

るのに必要なサンプルサイズはいくつでしょうか? 
Origin での操作：  

1. 空のワークシートをアクティブにし、メニューから統計：検出力とサンプルサイズ：

（PSS）1 集団 t 検定と選択します。  

2. ポップアップする PSS_tTest1 ダイアログで次の図のように設定し、OK をクリックし

ます。  
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Origin の出力: 結果シートが作成され、指定された仮説の検出力に必要な標本サイズを表示します。 

 

 
結果の読み取り： 
検出力 0.7 にするには 111、0.8 にするには 141、0.9 にするには 188 の標本を集める必要がある事

が、計算により分かりました。  

(PSS) 2 集団の t 検定 

背景： 
ある診療所では、2 つの保険制度 Healthwise と Medcare に加入しています。この 2 つの保険に対し

て、請求してから補償給付までの平均時間(日数)を比較するものとします。経験上、Healthwise では、

平均 32 日で標準偏差 7.5 日であることが分かっています。また、Medcare は、補償給付までの平均時

間は 42 日で、標準偏差は 3.5 日です。 
 
質問： 
今、それぞれの保険に対して行われた 5 つの請求を抜き出し、補償までの平均時間を記録します。2
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つの保険における平均時間の差が 5%以上になるための検出力はいくつでしょうか? 
 
Origin での操作：  

1. プールド標準偏差を次のように計算します。  

 
 

 この値は後程検出力を計算する際に標準偏差として使用します。  

2. 標本サイズは、1 番目のグループと 2 番目のグループを合わせて、5+5=10 です。  

3. 空のワークシートをアクティブにし、メニューから統計：検出力とサンプルサイズ：

（PSS）2 集団 t 検定と操作します。  

4. ポップアップする PSS_tTest2 ダイアログの設定を下図のようにして OK ボタンをク

リックします 

 
Origin の出力: 結果が出力され、検出力が計算されました。 
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結果の読み取り：  

結果から、各プランより 5 つの請求を集めれば、この診療所では 0.95054:1（または 95％の確率で）

違いを見つける事ができます。言い換えると、帰無仮説を棄却できずに、この 2 つのプランに差がない

と誤って結論付ける可能性は 4.946%(1-0.95054)です。  

(PSS) 対応のある t 検定 

背景：  

アモルファスシリコンの薄いフィルムの深さを測る同じ機械が 2 つあります。この 2 種類の機械の計測

結果に違いがあるかどうかを確認するためには、技術者はこのアモルファスシリコンの薄いフィルムの深

さを同じ場所で測り、製品に違いがあるか見たいと考えています。以前行われたアモルファスシリコンの

実験から、違いの標準偏差は 2μm であるとわかっています。この値は、この実験の違いの標準偏差を

推定するのに使用されます。この 2 つの機械の差異は 0.5 よりも大きくなるはずがなく、機械 1 によって

計測された平均の深さは 5000μm となっています。  

 
質問：  

検出力の値が 0.8, 0.9, 0.95 に対して信頼水準 99%で、いくつの標本をとる必要がありますか?  

Origin での操作：  

1. 上記情報から、1 番目のグループの平均は 5000 μm、 2 番目のグループは

5000.5 μm となっています。  

2. 空のワークシートをアクティブにし、メニューから統計：検出力とサンプルサイズ：

（PSS）対データｔ検定と選択します。  

3. ポップアップする PSS_tTestPair ダイアログで次のオプションを設定して、OK をク

リックします。  
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Origin の出力:  結果シートが出力し、検出力によって異なる標本サイズ（標本の数）をリストします。  

 
 

結果の読み取り：  

結果リポートから、191 個のフィルムを計測すると技術者は 80％の確率で違いを判別でき、242 個の

フィルムでは 90%、289 個のフィルムでは 95%の確率で違いを判別できます。（Note:入力する数字は、

各ペアの観測のサンプルサイズであると認識されます。）  

(PSS) 一元配置の分散分析 

背景：  

異なる植物で窒素含有量が異なるか、調べるものとします。4 種類の植物に対して窒素含有量をミリ

グラム単位で記録すると計画しています (各々の種類に対して 20 個の標本を観測します)。先に実験を

行った研究者は、MSE（平均二乗誤差）の平方根は 60 で、平均の CSS（補正平方和）は 400 であると

提示しています。  

質問：  
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この計画は適切でしょうか?（つまり、計算した検出力は妥当でしょうか？）  

 
Origin での操作：  

1. 20*4=80 から、4 つのサンプルサイズの合計は 80 であるといえます。  

2. 空のワークシートをアクティブにし、統計：検出力とサンプルサイズ：（PSS）一元配置

ANOVA と選択します。  

3. ポップアップする PSS_ANOVA1 ダイアログで、次の画像のように設定し、OK をク

リックします。  

 
 

Origin の出力: 結果シートが作成され、検出力が現在の状況から算出されます。  

 
 

結果の読み取り：  

この実験計画はあまり良くなかったといえます。各グループから差を検出する可能性は 69%しかあり

ません。より説得力のある結果を得るために、研究者はさらに多くの標本を集めた方が良いでしょう。  
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4.8 ROC 曲線 

サマリー 

受信者動作特性(ROC)分析曲線は、主に臨床化学、薬理学、生理学の分野で診断検査の時に使

用されます。診断検査の正確性や情報を比較する際に良く使用され、基準手法としても広く認知されて

います。 

 

ROC 曲線を使う方法についての詳細は、このヘルプファイル を参照してください。 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ROC 曲線解析を行う 

• 解析結果の読み取りを行う 

ステップ 

この例では、血清ナトリウムが RMSF(ロッキー山発疹熱)の診断の助けとなるかどうか判断するの研

究を行います。 

このデータは RMSF に感染した患者としていない人から血清ナトリウムを計測したものです。その際、

2 種類の選別方法で計測されました。ROC 曲線解析は両方の手法のデータに対して行われ、血清ナト

リウム値と RMSF の関係を調べて診断方法をよりよくできるか模索します。 

1. 単一 ASCII インポートボタン  をクリックして¥Samples¥Statistics フォルダ内

にある sodium.dat ファイルをインポートします。 

2. 統計:ROC 曲線と選択して ROCCurve ダイアログを開きます。 

3. 入力データブランチで列 B(Method1)と列 C(Method2)をデータとして、列

A(Sickness)を状態としてそれぞれ選択します。 

4. 計算制御ブランチでは、正の状態値に RMSF を設定し、検定方向では正 v.s. ロ

ーを選択します。 

5. 他の設定はデフォルトのままで OK ボタンを押して分析を行います。  
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結果の読み取り：ROC Curve1 ワークシートを開き、分析結果の表を開きます。 

 
表から、両方の手法において漸近確率は 0.05 よりも小さいため、どちらの手法でも効果があると結論

付ける事ができます。 

ROC 解析では面積が 1.0 に近いほど、良いテストであり、面積が 0.5 に近いほど悪いテストとなりま

す。この解析では、method 1 の曲線以下の面積は 0.88862 で、method 2 の曲線以下の面積は

0.79407 となります。どちらの結果も 0.5 よりも大きくなっています。しかし、method 1 の面積の方が

1.0 に近いので、method 1 の方が method 2 よりも良い方法であるという事ができます。 
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更に、レポート内に出力されている ROC 曲線の形を分析する事もできます。method 1 の方が

method 2 よりも精密に検査ができるようなので、method 1 の方が method 2 よりも良い手法であると

結論付ける事ができます。 

 

5 グラフ 
このセクションで説明する項目:  

1. 複数シートからグラフを作成 

2. 折れ線 シンボル 

3. 縦棒 横棒 円グラフ 

4. 複数軸・複数区分 

5. 等高線図 

6. 統計グラフ 

7. 極座標 

8. 3D 

9. ベクトルグラフ 

10. 三点(ターナリ)等高線 

11. ウォータフォール 
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12. 特殊 

 

5.1 複数シートからグラフを作成 
  

サマリー 

Origin には約 150 の組込のグラフテンプレートが用意され、幅広いグラフを作成することができます。

これらのテンプレートを修正したり、自分専用のグラフを作成することができます。Origin でグラフを作

成するのは、目的のデータを選択して、メニューまたはツールバーから目的のグラフを選択するだけで

す。作図のセットアップダイアログは、複数のブックやシートからデータをプロットするといったグラフの作

成を柔軟に行うことができます。 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ワークシートのデータを選択して、プロットを作成する 

• ドラッグ&ドロップ作図を使って既存のグラフにデータを追加する 

• 作図のセットアップを使って複数シートからデータをプロットする 

• カスタムテンプレートを作成し、保存する 

• ラベルによるプロットのプロットグループ 

データを選択して、すばやくプロットを作成する 

1. メインメニューからファイル： 最近のインポート：impASC：My Multifile Import と

選択します。(My Multifile Import は、 別のチュートリアルで保存されたテーマです。保存し

ていなければ、チュートリアルを実行して、作成してください。) 

2. ¥Samples¥Import and Export¥フォルダにあるファイル S15-125-03.dat, S21-

235-07.dat, S32-014-04.dat をインポートします。テーマの中の設定ではこのファイルをイン

ポートする際に適用するので、Origin は同じワークブック内で別々のワークシートにファイルを

インポートします。ファイル名が、ワークシート名として使われます。 
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3. ワークシート S32-014-4 をアクティブにします。3 つのレイヤを持つグラフを作成す

るには、3 つの Y 列－Delta Temperature, Magnetic Field, Position－を選択し、「作図：

複合図：三重 Y：Y-YY」を選択します。Note:Origin は自動的にワークシートの Y 列と結びつ

いた X 列に対してプロットするので、Time 列を選択する必要はありません。 

 

ドラッグ&ドロップ作図を使って既存のグラフにデータを追加する 

1. 上記の例で使用した 3 つのシートを持つワークブックに移動します。 

2. 最初のシートから Delta Temperature 列(列 B)を選択し、「作図：線図：折れ線」を

選択して、折れ線グラフを作成します。 

3. ワークブックに戻り、他の 2 つのシートに対しては、Delta Temperature 列を選択

し、マウスカーソルをその列の端に位置づけ、カーソルの形状が に変わるようにします。 
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そして、その列をグラフページにドラッグ&ドロップします。別の曲線が現在のレイヤに追加され

ます。 
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4. 他の曲線を追加したら、レイヤアイコンを右クリックし、コンテキストメニューから作図

のセットアップ...を選択しても同じです。 

 
5. 下パネルが表示された作図のセットアップダイアログが開きます。（Note:プロットリス

トパネルだけが必要なパネルです。もし他のパネルも確認したいならば、  ボタンをクリックし

て他のパネルを開き、表示できます。）Shift キーを押しながら 3 つのデータポイントを選択し、

右クリックを行ってグループ化を選択します。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。 

 

グループ化の機能を使うとグループ内の各データプロットは異なる表示属性(線の色＝黒、赤、

緑...シンボル形状＝正方形、円、三角形....)になるので、プレゼンテーション用のグラフが素早

く作成できます。 

6. 「グラフ操作：凡例の更新」を選択し、legendupdate X ファンクションダイアログを開

きます。凡例の自動更新モードをカスタムにします。凡例のカスタムフォーマットに@WS を入

力します。OK をクリックすると、凡例には各データプロットのワークシート名が含まれるようにな
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ります。 

 

作図のセットアップを使ってグラフを作成する 

「作図のセットアップ」ダイアログボックスは、グラフの作成、グラフの種類の変更、グラフへのプロットの

追加/削除、プロットのグループ化/非グループ化、プロット範囲の変更など、さまざまな作図操作に役立

ちます。 

1. 上記のサンプルと同じワークブックを使いますが、データは選択しません。ワークシ

ートがアクティブであるかどうかは関係ありません。重要なことは、どの列も選択していないこと

です。 

2. メインメニューから作図： 複合図： 四区分を選びます。ワークシートでデータを選択

しないと、Origin は作図のセットアップダイアログを開き、ここでプロットしたデータを選択しま

す。 

3. ボタンをクリックして上部パネルを拡張します。Shift キーを押しながら、3 つの

ワークシートを選択します。別の方法としては、3 つのワークシートすべてが選択されるように、

クリック&ドラッグします。 
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4. 中央のパネルでは、3 つのシートすべてに共通の列が表示されます。この場合、3

つのシートすべては、対応する列名を持つ似たようなデータになっています。両側矢印ボタン

 をクリックし、プロット可能な列の一覧を表示します。このモードは、XY 属性のチェックボッ

クスにチェックを付ける必要がないので、簡単です。 

 
5. 表示されていなければ、ダイアログの下側パネル、プロットリストを開きます。レイヤ 1 

を選択します。中央のパネルで、Delta Temperature 列を選択し、追加ボタンをクリックします。

ステップ 3 で既に 3 つのワークシートを選択しているので、これは 3 つのワークシートそれぞれ

から Delta Temperature 列を Layer1 に追加します。 
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6. このステップを繰り返し、Magnetic Field と Position をそれぞれレイヤ 2 およびレ

イヤ 3 に追加します。 

 
各レイヤで、3 つのデータプロットは自動的にグループ化されます。 

7. OK ボタンをクリックして、グラフを作成します。 

 

グラフテンプレートのカスタマイズと保存 

上記の例で、三重 Y：Y-YY グラフ, 折れ線グラフ, 四区分グラフを、それぞれ異なる組込のテンプレ

ートから作成しました。必要なグラフが見あたらない場合、自分自身のテンプレートを作成して、保存し、

後で、似たようなデータをプロットするときに利用することができます。 
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1. 上記の四区分パネルグラフを使って続けます。4 番目のレイヤは空なので、それを

選択し、キーボードの Del キーを押して、削除します。 

 
2. メニューから「グラフ操作：レイヤ管理...」を選択し、レイヤ管理ダイアログを開きます。

配置タブで、列を 1、行を 3 にし、軸フレームの表示チェックボックスにチェックを付け、間隔(ペ

ージ寸法の%)ブランチを開いて、垂直ギャップを 0 にします。適用ボタンをクリックし、OK をク
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リックします。 

 
3. メニューから「ファイル：ページの設定」を選び、印刷の向きを横から縦に変更します。 

4. メニューからグラフ操作：凡例の更新：ダイアログを開くと選択します。グラフページ

のすべてのレイヤの凡例を更新するため、適用対象をページ全体のままにします。凡例の自

動更新モードをカスタムにします。凡例のカスタムフォーマットに@WS を入力し、OK をクリック
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します。グラフは次のようになります。 

 

 

左 Y 軸タイトルを整列するには、Shift キーを押しながらそれらをク

リックし、オブジェクト編集ツールバーの左寄せボタンを使います。 

5. これでグラフがカスタマイズできたので、「ファイル：テンプレートとして保存」を選択し

ます。開いたダイアログで、UserDefined カテゴリー下に PAN3 のような新しい名前を付け新

しいテンプレートを保存します。 
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次の例でこのテンプレートを利用します。 

保存したカスタムテンプレートにプロットする 

1. Go back to the workbook, and in the menu, select Plot: Template Library 

to bring up the Template Library dialog.グラフ、ワークブック、行列のテンプレートを含む

Origin のすべてのテンプレートがここに表示されます。Graph Template の下の

UserDefined カテゴリーを拡張すると、前のサンプルで保存したテンプレートがあります。 

 
2. 「作図のセットアップ」ボタンをクリックします。すると、『作図のセットアップを使ってグ

ラフを作成する』と同じ手順で三区分グラフを直接作成することができます。 

プロットグループ 

Origin は、新しいプロットオプション「ラベルによる複数区分グラフ」があり、これは各レイヤは同じラ

ベルで識別できる複数のプロットを含む複数レイヤグラフを作成します。 
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1. ファイル Samples¥Graphing¥Automobile Data.ogw を開きます。 

 
2. ワークシートの左上角をクリックし、ワークシート全体を選択します。「作図：複合図；

ラベルによる複数区分」を選択し、plotbylabel ダイアログを開きます。 

3. ダイアログのオプションを次の図のように設定し、OK をクリックしてグラフを作成しま

す。 
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グラフは次のようになります。 

 

5.2 折れ線 シンボル 
このセクションで説明している項目  

1. 2D グラフの基本 

2. リセッションバーを持つ折れ線グラフ 

3. 減衰および復調曲線の散布図 

4. 複雑なナノ構造のミネラル系のマイクロラマンスペクトル 

5. 軸中央の散布図 

6. マスクデータを持つ折れ線グラフ 

7. 異なるプロットスタイルでプロットの一部を区分けする 

8. 既存グラフにデータプロットを追加する 

9. 塗りつぶし付きエラーバー 
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5.2.1 2D グラフの基本 
  

サマリー 

Origin は、柔軟な方法で 2D グラフを作成することができます。プロット属性、レイヤの配置を簡単に

変更することができ、各レイヤに異なるデータセットを指定することができます。このチュートリアルでは、

グラフ作成の基本操作を学習します。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 行の統計を実行する方法 

• グラフを作成して、テンプレートとして保存する方法 

• 作成したテンプレートにプロットする方法 

• 「作図のセットアップ」ダイアログボックスの利用方法 

ステップ 

行の統計を実行する 

1. 空のワークシートを開き、「ファイル：インポート：単一 ASCII ファイル」を選択して、

「単一 ASCII のインポート」ダイアログを開き、Origin のプログラムフォルダの

Samples¥Curve Fitting サブフォルダを開き、Dose Response - No Inhibitor.dat ファイル

をインポートします。 

2. 列２から 4 を選択して、メニューから統計：記述統計：行の統計を選択します。「計算

する量 → モーメント」ブランチの『平均』と『標準偏差』のチェックボックスにチェックが付いてい

ることを確認し、結果を出力します。 
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3. OK ボタンをクリックすると、2 つの新しい列 Mean(Y) と SD(yErr) が元のワークシ

ートに追加されます。ここで、 yErr は、エラー列であり、この列はエラーバーをプロットするの

に使用することができます。(結果の出力先は、ダイアログボックスの「結果出力」で変更できま

す。) 

 

Note: プロットを簡単にするため、Origin ワークシートの各列には XY 属性があります。列のプ

ロット属性を変更するには、列を選択し、列メニューを選びます。または、列を右クリックし、ショ

ートカットメニューから「列 XY 属性の設定」を選びます。 

グラフを作成して、テンプレートとして保存する方法 

1. Mean(Y)と SD(ｙEr-)の列を選択し、メニューから作図：線+シンボル図：線＋シンボ

ルと選んで作図します。 
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2. X 軸スケールを対数に変更するには、X 軸をダブルクリックして、「X 軸」ダイアログ

ボックスを開きます。『スケール』タブで、『スケールタイプ』を「常用対数 Log10」にします。 

 

 
 

OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

3. メニューから「グラフ操作：再スケールして全てを表示」を選択し、グラフの X および

Y 軸を再スケールします。: 
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4. 曲線を編集するには、プロットシンボルをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアロ

グボックスを開きます。または、グラフ内で右クリックして、コンテキストメニューから「作図の詳細

(プロット)」を選びます。右側のパネルの『グラフの線』タブで、『接続線』を「B スプライン」にして、

滑らかな曲線にします。 

 

 
 

OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

5. すべての編集を行い、グラフが完成したら、このグラフを使ってテンプレートを作成し、

今後似たようなグラフを作成する時に利用します。「ファイル：テンプレートの新規保存 」を選択

して、「テンプレートの保存」ダイアログを開きます。カテゴリードロップダウンリストで、「User 

Defined」を選択し、「テンプレート名」を入力します。この例では、 MyTemplate とします。OK 

をクリックしてテンプレートを保存します。 
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「作図のセットアップ」でグラフテンプレートにプロットする 

1. ボタンをクリックして、新しいワークブックを開き、Samples¥Curve 

Fitting¥Dose Response - Inhibitor.dat をインポートします。上記で行ったのと同じ操作で、 

行の統計を実行し、このワークシートの平均と SD を計算します。 

2. 「作図：テンプレートライブラリ」を選択して、テンプレートライブラリを開きます。

「User Defined」カテゴリーから「MyTemplate 」を選択します。 
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「作図のセットアップ」ボタンをクリックして、グラフを作成するデータを選択します。「プロット」ボ

タンをクリックすると、origin はワークシートで選択したデータをプロットします。 

3. 「作図のセットアップ 」ダイアログでは、どの列をプロットするかを選択することができ

ます。(「作図のセットアップ」ダイアログには 3 つのパネルがあります。 または ボタンを

クリックし、パネルを開くことができます。) テンプレートからプロットを作成するには、下の 1-5 の

手順を実行します。 

 

 

 

すると、以下のような内容になります。 
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5.2.2 リセッションバーを持つ折れ線グラフ 

サマリー 

このチュートリアルは、上から下までレイヤをまたぐような垂直棒を持つ折れ線グラフを作成する方法

を示します。このようなグラフは、景気後退期(リセッション)を垂直棒で表すように経済データをプロットす

るときには一般的です。  
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必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 折れ線グラフをプロットする  

• リセッションバーを表示するには、レイヤを垂直に越える欠損破断領域を使う  

• 軸ダイアログの日付表示フォーマットを設定する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D and Contour Graphs プロジェクト(¥Samples¥2D and Contour 
Graphs.opj)内の 2D and Contour Graphs: Line and Symbol: Recession Bars と対応しています。  

1. 2D and Contour Graphs.opj：Line and Symbol の中にある、Recession Bars

フォルダを開き、ワークブック Book1G をアクティブにします。  

2. 4 つの列全てを選択して右クリックし、コンテキストメニューから列 XY 属性の設定：

XY XY を選択します。その後、メニューから作図：線図：折れ線と選択して折れ線グラフを作図

します。  

3. プロットをダブルクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを開きます。右側パネ

ルのグラフグループタブ内では独立を選びます。  
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4. ダイアログボックスの左パネルで、景気後退データ (A(X):B(Y))の最初のプロットを

選択します。グラフの線タブを選択し、太さを 0 に設定し、曲線以下の塗りつぶしにチェック

を付けてドロップダウンリストを表示します。レイヤを垂直に越える欠損破断領域をドロップダ

ウンリストから選択します。  

 

5. パターンタブを開き、塗りつぶしの色を明るい灰色にします。適用ボタンをクリックし

て、これらの設定を適用します。  
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6. 次に、グラフレベルを開き、表示指定タブ内の色を暗い空色にします。それから、レ

イヤレベルを開き、背景タブを開いて色を白にします。OK ボタンをクリックして、ダイアログを

閉じます。  

 

 

7. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログボックスを開きます。軸目盛のラベルタブに

行き、表示フォーマットを 1991 に変更します。  

 

8. そして、スケールタブに行き、から、まで、増分、副刻みの数をそれぞれ 1950, 2010, 

10year, 9 と設定します。軸選択の中から垂直を選択してからを 0 にします。OK ボタンをク

リックします。  
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9. このグラフの凡例を削除します。X 軸のタイトルをダブルクリックしてタイトルを

「Year」にします。Y タイトルも同じよう操作をして「Index 2002=100」と入力します。  

10. 軸ラベルとグリッド線を編集するために次の手順に沿って操作します。  

1. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログボックスを開きます。軸目盛りのカスタム

化 タブを開き、目盛ラベルの回転（度）を 90 に設定します。  

2. グリッド線タブを開き、方向選択で水平方向を選びます。主グリッド線にチェック

をつけ、線の色を明るい灰色にします。  

3. 軸の主要設定（タイトル・形態）タブを開き、軸位置選択で上を選びます。軸と

軸刻みの表示にチェックを付け、主刻みのつけかたと副刻みのつけかたをなしにしま

す。軸位置選択で右を選んで、同じように設定します。OK をクリックします。  

11. レイヤを右クリックし、レイヤタイトルを追加/変更を選択し、レイヤタイトルを追加しま

す。テキストボックスに、「Industrial Production: Durable Consumer Goods 

(IPDCONGD) 」と入力します。テキストを選択し、書式ツールバーの ボタンをクリックしま

す。テキストを適当なサイズにするために、書式ツールバーの から数字を選びます。  

最終的なグラフが作成されます。  
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5.2.3 減衰および復調曲線の散布図 

サマリー 

以下の散布図は、色素ドープポリマーの可逆性光崩壊の 2 つの光子の蛍光測定を行った 3 つの減

衰および復調曲線を表しています。グラフについての詳細は、事例

( http://www.originlab.com/index.aspx?s=9&lm=68&pid=1025)をご覧下さい。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

• レイヤ内のプロットを再配置する作図のセットアップダイアログを使う方法 

• グラフ内でシンボルをカスタマイズする方法 

ステップ 

1. 下記 URL からファイルをダウンロードし、テキストファイルを抽出します。

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/decay_and_recovery_curves2.zip 

2. Origin を開き、標準ツールバーの複数 ASCII インポートボタン をクリックし、

ASCII ダイアログを開き、テキストファイルをインポートします。  
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3. impASC ダイアログで、インポートモードをシートを新たに作って読み込む に設定

します。OK をクリックしてインポートを完了します。  
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4. 8 個のプロットを組み合わせるのに作図のセットアップダイアログを使います。ワーク

ブックをアクティブにし、データセットが選択されていないことを確認します。2D グラフギャラリ

ーツールバーの ボタンをクリックし、作図のセットアップダイアログを開きます。  

o すべてのパネルが表示されていない場合、  および  ボタンをクリック

して、作図のセットアップダイアログの 3 つのパネルのすべてを表示します。 

o 作図の詳細ダイアログを使って 4 個の折れ線グラフを一つのグラフにまと

めます。上側パネルで全てのデータセットを選択し、グラフタイプを折れ線に、中

央のパネルで列 A の Timemin を X、列 C の Theory を Y に設定します。そし

て、それらを下側パネルに追加します。 

o それから、4 つの散布図を同じグラフに追加します。同じように上側パネル

で全てのデータセットを選択し、グラフタイプを散布図に、中央のパネルで列 A

の Timemin を X、列 C の NormData を Y に設定します。そして、それらを下

側のパネルに追加します。そして、それらを下側パネルに追加します。 
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o 下側パネルで、レイヤ 1 の下にグループブランチがある場合、それを右ク

リックして、ショートカットメニューから非グループ化を選択し、これらのプロットのグ

ループ化を解除します。 
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o OK をクリックして下図のようなグラフを作成します。 

 

5. グラフウィンドウの左上角にあるレイヤアイコンをダブルクリックして、レイヤ内容ダイ

アログを開きます。Theory グラフと NormData グラフをそれぞれグループ 1 とグループ 2

としてグループ化します。4 つの Theory と NormData をそれぞれ Shift キーとマウスを使

いながら選択し、グループ化ボタンをクリックします。  
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6. そして、作図の詳細ダイアログを使って、8 個のグラフを編集します。メニューからフ

ォーマット：作図の詳細(プロット属性)を選択し、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネ

ルでは、全部合わせて 8 個のプロットがある事が分かります。最初の 4 個は Theory を含む折

れ線グラフ、後の 4 個は NormData を含む散布図です。 

7. まず、4 個の折れ線グラフを編集します。最初の折れ線グラフを選択し、グラフの線

タブで、接続線ドロップダウンリストから B スプラインを選択し、太さを 3 にします。そして、適用

ボタンをクリックします。グラフグループタブで、下図のように線の色の詳細にある参照ボタンを

クリックし、4 本の折れ線の色を黒にします。OK をクリックして、これらの設定を適用します。  
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8. 次に、4 個の散布図を編集します。まず、散布図を選択し、シンボルタブでサイズを

8 に変更します。  

o グラフグループタブの中央付近のリストボックスで、シンボルを編集します。

シンボルタイプ行の推移フィールドで 1 つずつを選択します。参照ボタン  をク

リックし、推移項目エディタダイアログを開き、そこで最初の 4 行に、三角形、円、

六角形、正方形を順に選択します。 

o シンボルの縁色行の推移フィールドで 1 つずつを選択します。参照ボタン 

をクリックし、推移リストエディタダイアログを開き、そこで最初の 4 行に、緑、青、

青、赤を順に選択します。 

o シンボル内部行の推移フィールドで 1 つずつを選択します。参照ボタン 

をクリックし、推移リストエディタダイアログを開き、そこで最初の 4 行に、実線、

実線、左半分、実線を選択します。 

OK ボタンをクリックして作図の詳細ダイアログを閉じると、次のようなグラフになります。 
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9. 次に、グラフの軸を編集します。X 軸をダブルクリックし、スケールタブで、開始(から)

に-5、終了(まで)に 690 を入力します。そして、軸選択ボックスで垂直方向をクリックし、開始

(から)を 0.61、終了(まで)を 1.01 に変更します。軸の主要設定(タイトル・形態)タブで、軸位置

選択から上を選び、軸と軸刻みの表示チェックボックスにチェックを付け、主刻みの付け方と副

刻みの付け方ドロップダウンリストで両方とも内側にします。そして、軸位置選択から右を選び、

上軸に対して行ったことと同じ操作を右軸に対しても行います。  

10. タイトルと凡例を編集します。下図のようにタイトルを編集します。凡例を右クリックし

て、コンテキストメニューからオブジェクトの表示属性を選び、そこに次のように入力します。  

¥l(5) 1.7 ¥g(m)J/pulse 

¥l(6) 3 ¥g(m)J/pulse 

¥l(7) 3.5 ¥g(m)J/pulse 

¥l(8) 4.5 ¥g(m)J/pulse 

最終的なグラフは次のようになります。 
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5.2.4 複雑なナノ構造のミネラル系のマイクロラマンスペクトル 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 ステップ 

• 3 サンプルデータ 

サマリー 

このチュートリアルは、複数の折れ線を作成し、編集する方法を説明しています。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 

ステップ 

1. 新しいワークシートを作成します。ビン化したデータをインポートします。  

 

2. ワークシートのすべての列を選択します。右クリックして、ショートカットメニューから

列 XY 属性の設定：XY XY を選びます。「2D グラフギャラリー」ツールバーの「折れ線」ボタ

ンをクリックします。  
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凡例を削除します。グラフは次のようになります。 

 

3. X 軸をダブルクリックして、｢X 軸｣ダイアログボックスを開きます。スケールタブで、軸

選択リストで水平方向を選択します。下図のようにオプションをセットします。  
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『軸位置選択』リストボックスで｢垂直方向｣を選びます。下図のようにオプションをセットし

ます。 

 

OK をクリックします。 

4. そして、グラフにテーマを適用し、上 X 軸と右 Y 軸を追加します。「ツール：テーマ

オーガナイザ」を選択して、テーマオーガナイザダイアログを開きます。グラフタブを選択し、
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表から Opposite Lines を選択します。そして、「今すぐ適用」ボタンをクリックします。閉じる

ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  

 

5. プロット操作・オブジェクト作成ツールバーの直線ツールをクリックし、サンプルの図

のようにピークの中心をまたぐように線を引きます。SHIFT キーを押しながら、垂直線になる

ように線を引きます。線をダブルクリックします。線タブで、種類から破線を選びます。OK を

クリックします。  

 

6. 「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーの「テキスト」ボタンをクリックします。線

オブジェクトの近くにテキストオブジェクトを追加し、そこに 461 と入力します。  

 

ラベルを右クリックして、ショートカットメニューからオブジェクトの表示属性を選びます。

下図のようにオプションをセットします。OK をクリックします。 
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7. Y 軸のタイトルを右クリックして、ショートカットメニューからオブジェクトの表示属性を

選びます。下図のようにオプションをセットします。OK をクリックします。  

 

8. X 軸タイトルを右クリックして、ショートカットメニューからオブジェクトの表示属性を選

びます。下図のようにオプションをセットします。OK をクリックします。  
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グラフは次のようになります。 

 

サンプルデータ 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/2D_Pie_Chart.txt から

Micro_Raman_Spectroscopy.txt ファイルをダウンロードします。単一 ASCII インポートボタン 
をクリックし、ファイルを選択して、Origin にインポートします。 
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グラフ 

以下の表にサンプルデータの一部が含まれています。 
A(X1) B(Y1) A(X2) B(Y2) A(X3) B(Y3) 

100.263 762.24 100.263 947.9676 100.263 9966.063 
101.997 765.94 101.997 951.6754 101.997 9940.0309 
103.728 771.5 103.728 944.2353 103.728 9954.8876 
105.461 765.92 105.461 957.2229 105.461 9936.3143 
107.194 769.61 107.194 936.8001 107.194 9951.1572 
108.927 767.74 108.927 944.2147 108.927 9956.7125 
110.657 767.73 110.657 959.035 110.657 9943.7279 
112.389 784.39 112.389 955.3154 112.389 9969.6578 
114.121 760.3 114.121 955.3027 114.121 9945.5715 
115.85 762.14 115.85 951.589 115.85 9952.9684 

  

5.2.5 軸中央の散布図 

サマリー 

軸中央の散布図は、レイヤの中央に XY 軸を持つグラフです。このチュートリアルでは、軸中央の散

布図を作成し、シンボルおよび軸をカスタマイズします。  

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0 

459 



Origin9 チュートリアル 

学習する項目 

• 値の設定ダイアログを使って、列値をセットする  

• 軸中央の散布図を作成する  

• シンボルの色と形状を変更する  

• 軸ラベルを編集する  

ステップ 

1. 値の設定ダイアログを使って、列値をセットします。列 A を選択し、右クリックして、シ

ョートカットメニューから、列値の一律設定：行番号を選択します。再び列 A を選択し、列値

の設定を選び、値の設定ダイアログを開きます。中央のテキストボックスに Col(a) - 11 と入

力し、OK ボタンをクリックして、列 A の値を設定します。  

 

2. 列 B を選択し、列値の設定を選び、値の設定ダイアログを開き、列 B に対しても同

じことを行います。ここでは、中央のテキストボックスに Col(a)^2 + Col(a) + 1 と入力します。

再計算を自動にし、OK ボタンをクリックして、列 B の値を設定します。  
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3. 軸中央の散布図を作成します。列 B を選択し、メニューから作図：シンボル図：散布

図:中心軸を選び、軸中央の散布図を作成します。  

 

4. シンボルの色と形状を変更します。散布図をダブルクリックして、作図の詳細ダイア

ログを開きます。右側パネルのシンボルタブで、プレビューの近くにあるボタンをクリックし、円

のシンボルを選びます。そして、シンボルの色の近くのボタンをクリックして、指定色：赤を選

びます。OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  
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5. 軸ラベルを編集します。垂直軸をダブルクリックし、軸の設定のためのダイアログを

開きます。終了（まで）の値を 450 に変更します。  

 

6. 軸目盛のカスタム化タブに切り替え、特別な軸刻みグループ内の特定位置で、非

表示ラジオボタンを選択し、軸上の特定位置の値に 200 を入力します。  
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7. 位置選択パネルの下オプションをクリックし、軸上の終了位置で非表示を選択しま

す。  

 

8. OK ボタンを押して軸設定を完了すると、次のような軸中央の散布図になります。  
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9. 凡例を削除し、軸ラベル A を X 、B を Y に変更します。X を X 軸の終端に移動し

ます。Y = X2 + X + 1 というテキストオブジェクトをグラフに追加します。最終的なグラフは次

のようになります。  
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5.2.6 マスクデータを持つ折れ線グラフ 

サマリー 

折れ線グラフで、データマスクをサポートしています。このチュートリアルでは、折れ線グラフを最初に

作成し、マスクツールを使って、グラフの下側のピークをマスクします。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0 

学習する項目 

• 折れ線グラフをプロットする 

• 軸のスケールをセットする 

• 折れ線グラフのデータをマスクする 

ステップ 

1. このチュートリアルを始めるにあたって、下記 URL からデータファイルをダウンロー

ドしてください。 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Line_Graph_with_Masked_Data.txt 

2. 単一 ASCII のインポート  ボタンをクリックし、ファイルブラウザを開き、ダウンロ

ードしたファイルを選択し、デフォルト設定のままこのファイルをインポートします。 
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3. ワークシートの両方の列を選択してメニューから作図：線図：折れ線を選択して、グラ

フを作成します。  

 

4. X 軸をダブルクリックし、軸設定ダイアログを開き、増分を 0.25 にします。  
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5. 軸選択リストで垂直方向を選択し、開始を 0.139、増分を 0.002 に変更します。OK 

ボタンをクリックして、軸設定を完了します。  

 

6. グラフの凡例を削除します。そして、X ラベルを Time[s] 、Y ラベルを

Signal[A.U.]にします。そして、Time Series というタイトルをテキストオブジェクトとして追加

します。両方の軸ラベルのフォントサイズを 28 に、タイトルを 36 にします。  

467 



Origin9 チュートリアル 

 

7. このグラフをアクティブにし、プロット操作・オブジェクト作成ツールバーの領域マスク

ツールをクリックし、コンテキストメニューを表示します。そして、このメニューから現プロットを

対象にマスクを付加するを選び、マスクモードに入ります。  

 

468 



グラフ 

8. グラフ上の適切な位置をクリックし、下側のピークを選択するように、領域をドラッグし

て、同時にそれらをマスクします。繰り返し行い、下側のピークすべてをマスクします。そして、

プロット操作・オブジェクト作成ツールバーのポインタツールをクリックし、マスクモードを抜け

ます。  

 

  

5.2.7 異なるプロットスタイルでプロットの一部を区分けする 

サマリー 

Origin で、実線の中に破線の区画を表示するといった、異なるプロットスタイルでプロットのセグメント

を区分けすることができます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 「作図のセットアップ」ダイアログを使って、グラフを作成する 

• プロットの特別な部分を区分けする 
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ステップ 

1. 空のワークシートから始めます。Origin メニューから「ファイル：インポート：単一

ASCII ファイル」を選び、ファイルインポートダイアログを開きます。Origin のプログラムフォル

ダの ¥Samples¥Graphing サブフォルダに移動し、 AXES.DAT ファイルをインポートします。 

2. 標準ツールバーの ボタンをクリックして、新しいグラフウィンドウを作成し、メニュ

ーからグラフ操作：作図のセットアップを選び、作図のセットアップダイアログを開きます。 

3. 「作図のセットアップ」ダイアログボックスの 3 つのすべてのパネルを開いて表示しま

す。一番上のパネルから、 AXES ワークシートを選択します。そして、中央のパネルで、A を X

として、B を Y として選択します。その後、「追加」ボタンをクリックして、このデータプロットを一

番下のパネルに追加します。このステップを 3 回繰り返します。3 つのデータプロットは、一番

下に表示されます。  

 

4. 一番下のパネルで、最初のデータプロットの「範囲」列をクリックします。 のような

ボタンがアクティブになります。そして、このボタンをクリックして、「範囲」ダイアログボックスを開

きます。  
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5. 「自動」チェックボックスを外し(選択されていれば)、開始を 1、終了を 20 にセットし

ます。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

 

6. 同様に、他の 2 つのデータプロットの範囲も、それぞれ、"20 から 30"と"30 から 40"

にセットします。  

 

7. OK ボタンをクリックして、「作図のセットアップ」ダイアログを閉じます。このようなグラ

フになります。  

 

8. Double-click on the グラフウィンドウの曲線をダブルクリックして、「作図の詳細」ダ

イアログを開きます。左側のパネルから 2 番目のデータプロットを選択します。右側のパネル

で、線種を点線に変更し、OK ボタンをクリックします。  
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9. そして、区分けされた範囲を持つグラフが完成します。  
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5.2.8 既存グラフにデータプロットを追加する 

サマリー 

「作図のセットアップ」ダイアログを使って、既存のグラフでデータプロットを追加、並び替え、再配置

することができます。このダイアログは、目的のデータシートの選択したり、ロングネームのような列のメタ

データを使ってプロットするデータを選択するという柔軟性があります。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 「作図のセットアップ」ダイアログの上側パネルを使って、データセットを探す 

• 選択したデータセットを既存グラフに追加する 

ステップ 

データソースを選択する 

1. ｢標準｣ツールバーの「新規プロジェクト」ボタンをクリックして、新しいプロジェクトを開

いて下さい。 

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタン をクリックします。インポートウィザ

ードが開きます。(これが最初にインポートウィザードを開く場合、Origin は必要なファイルをコ

ンパイルするので少し時間がかかります。) 

3. 「データタイプ」グループで、ASCII ラジオボタンが選択されていることを確認します。 

4. 『ファイル』テキストボックスの右側にある参照 ボタンをクリックします。Origin フォル

ダに移動し、Samples フォルダ内にある Import and Export フォルダに移動します。 

5. ファイルのリストから S15-125-03.dat をダブルクリックして選択します。同様にファイ

ル S21-235-07.dat および S32-014-04.dat も選択します。 

6. OK をクリックします。 

7. 「現在のタイプのインポートフィルタ」を「データフォルダ：

VarsFromFileNameAndHeader」のままにします。(このフィルタにはファイルをインポートす

る時に使用される設定があります。) 

8. 「インポートモード」を「シートを新たに作って読み込む」にセットします。 

9. 「完了」ボタンをクリックします。3 つのデータファイルがワークブックの新しいシートに

それぞれインポートされます。これで 3 つのワークシートがあるブックが１つできました。ワーク

シートは：Trial Run 1, Trial Run 2, そして Trial Run 3 です。 
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データをプロットする 

1. Trial Run 1 シートを選択します。 

2. D(Y) 列を選択します。 

3. 「2D グラフギャラリー」ツールバーの「折れ線」ボタンをクリックします。新しいグラフ

が作成されます。 

グラフにデータを追加する 

1. グラフウィンドウの左上のレイヤ 1 アイコンをダブルクリックします。レイヤ内容ダイア

ログ内にある作図のセットアップボタンをクリックします。 

2. プロットリストの Layer 1 を選択します。 

3. ダイアログの右上にある青い矢印をクリックし、「プロットの XY 属性」を表示します。 

4. 再度、ダイアログの右上にある青い矢印をクリックし、「利用可能なデータ」を表示し

ます。 

5. 「利用可能なデータ」から Trial Run 2 を選択します。 

6. Time を X、Position を Y にします。 

7. 「追加」をクリックします。 

8. 「再スケール」チェックボックスにチェックを付けます。 

9. OK をクリックします。 

凡例の更新とプロットのフォーマット 

1. 「グラフ操作：新規の凡例」を選択します。 

2. 凡例の 2 番目のデータプロットのシンボルをダブルクリックします。すると、「作図の

詳細」ダイアログボックスが開きます。 

3. 色を黒から赤に変更します。 

4. OK をクリックします。 

5.2.9 塗りつぶし付きエラーバー 

サマリー 

このグラフは 3 つのエラーバー付きグラフを表示しています。エラーバーは塗りつぶしエリアのある線

として描くことができます。全ての曲線に対して透過率が設定されているので、重なる範囲もはっきりと見

る事ができます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

• エラーバーを塗りつぶし範囲として作図する  

• エラーバーの透過率を設定する  

• カスタム色の設定と保存を行う  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト(¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj)
内の 2D and Contour Graphs: Line and Symbol: Error Bars with Fill Area と対応しています。  

1. ワークシートのすべての列を選択します。メインメニューで、作図：線図：折れ線と操

作します。  
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2. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルで

Layer1 の下にある、初めのノードを選択します。右側パネルで、グラフグループタブを選択

します。編集モードで独立を選択します。  

 

3. グラフの線タブで太さを 3 にします。カスタム色を設定するには、色のボタンをクリッ

クし、ドロップダウンリストからカスタムを選択します。  
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カスタムボタンを右クリックして、色の設定ダイアログボックスを開きます。色の作成をクリ

ックし、右側パネルを展開します。再度使うためにカスタム色を作成した色パレットに保存し

ます。  

1. 作成した色パレットの下にある空欄の箱を 1 つクリックします。  

2. 赤（R）、緑（G）、青（B）にそれぞれ 155, 187, 89 と入力します。  

3. 色の追加をクリックしてこの色を作成した色パレットに保存します。  
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OK をクリックして、ダイアログを閉じます。透過率を 50 にセットします。  

4. ステップ 3 を他のプロットに対しても繰り返します。ただし、2 番目と 3 番目のプロット

では、カスタム色の設定をそれぞれ RGB(192, 80, 77), RGB(79, 129, 189) のように設定し

てください。  

5. 左側パネルで、レイヤ 1 にある 3 つのエラープロットから最初のプロットを選択しま

す。エラーバータブでは接続線を直線に設定すると、形式セクションの一番下に曲線以下の塗

りつぶしオプションが表示されます。そのオプションにチェックを付けると、パターンタブを選択

できるようになります。  
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色は自動に設定します。  

6. パターンタブでは、塗りつぶし色を線と合うように保存したカスタム色に設定し、透過

率を 50 に設定します。  

 

7. 最後の 2 つのステップを、それぞれのエラープロットで繰り返してください。OK をク

リックして完成です。  
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5.3 縦棒 横棒 円グラフ 
 

このセクションで説明している項目  

1. 人口問題研究の 2D 円グラフ 

2. アフリカの人口の横棒グラフ 

3. エラーバー付きの棒グラフと散布図 

4. エラーバー付きの縦棒グラフ 

5. 縦棒/横棒のレイヤをまたがったオフセット/ギャップ 

6. ラベル付き積み上げ縦棒グラフ 

7. クラスター積み上げ棒グラフ 

 

5.3.1 人口問題研究の 2D 円グラフ 

サマリー 

円グラフのサイズや向きを設定して、カスタマイズすることができます。このチュートリアルは、2D 円グ

ラフを作成したり、カスタマイズする方法を説明します。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 円グラフを作成する 

• 円グラフをカスタマイズする 

ステップ 

1. 新しいワークシートを作成します。サンプルデータをインポートします。(ここでサンプ

ルデータを表示できます。)  

 

2. 列 B を選択し、2D グラフギャラリーツールバーの円グラフボタンをクリックします。  

 

グラフは次のようになります。 
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3. さらに円グラフをカスタマイズしましょう。円グラフを右クリックして、ショートカットメニュ

ーから作図の詳細を選択し、作図の詳細ダイアログを開きます。円グラフの形状タブで、下

図のようにオプションをセットします。  

 

4. ラベルタブで、下図のようにオプションをセットします。  
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OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。各円グラフのスライスの

テキストラベルを再配置します。 

5. 凡例を右クリックして、ショートカットメニューから削除を選びます。 

6. 「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーのテキストボタンを選択します。そして、

レイヤの上部付近をクリックします。「Population by Major Ethnic Groups」と入力し、グラフ

タイトルを追加します。書式ツールバーのツールを使って、テキストを編集することができます。

グラフは次のようになります。  
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サンプルデータ 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/2D_Pie_Chart.txt から 2D_Pie_Chart.txt

ファイルをダウンロードします。「単一 ASCII インポート」ボタン をクリックします。ファイルを選択して、

Origin にインポートします。 

以下の表にサンプルデータの一部が含まれています。 
A(X) B(Y) C(Y) 

Hispanic 45.4 1 
White 35.7 18 
African American 9.3 19 
American Indian 0.4 20 
Asian/Pacific 8.9 24 
Other 0.3 18 

  

5.3.2 アフリカの人口の横棒グラフ 

サマリー 

このチュートリアルでは、2010 年と 2050 年のアフリカの人口分布を対比するためにグラフを作成し

ていきます。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 8 SR0 

学習する項目 

• 軸スケールを逆横棒チャートに設定する 

• グラフを統合 
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ステップ 

1. OriginLab の FTP サーバ

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/gid212.zip より元データである、  

bar_graph_of_African_population_01.txt と bar_graph_of_African_population_02.txt 

をダウンロードしてください。これら 2 つのファイルを、1 つのワークブックにそれぞれ別シートと

してインポートします。複数 ASCII のインポートダイアログ（impASC ダイアログ）は次のように

設定します。 

 

 

2. シート"bar_graph_of_African_population1"の「male」の列を選択し、2D グラフ

ツールバーの横棒を選択して横棒グラフを作成します。 
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3. 作成したグラフの X 軸をダブルクリックして X 軸ダイアログボックスを開きます。グリ

ッド線タブを開きます。方向選択ボックスで水平方向を選択し、副グリッド線のチェックを外して

グリッド線を非表示にします。 

4. スケールタブに行きます。軸選択リストボックスで水平方向アイコンを選びます。から

を 17、までを 0 選択し、増分を-5 に設定します。 

 

 

 

軸選択リストボックスで垂直方向を選択し、再スケール方式ドロップダウンリストから手動を選択

します。OK をクリックして適用します。 
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5. 横棒グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。パターンタブを

クリックし、色（塗りつぶしボックス）を青に変更します。OK をクリックすると、グラフの棒が青にな

ります。  

6. XY 軸のタイトルと凡例を削除します。  

7. ワークシート"bar_graph_of_African_population1" の「female」の列をハイライト

して 2D グラフツールバーの横棒ボタンをクリックすると、新しい横棒グラフが作成されます。 

8. ステップ 3 を繰り返し、グリッド線を消します。同様の動作を行い、軸スケールをリセ

ットします。ただし、ここでは水平軸のからを 0、までを 16 し、増分を 5 に設定します。 

9. XY 軸の目盛ラベル、タイトル、凡例を削除します。 

10. ステップ 2 から 9 を繰り返し、ワークシート"bar_graph_of_African_population_"

でも横棒グラフを 2 つ作成します。この時、「male」グラフの X 軸スケールは開始を 10.0116、

終了を 0、増分を-2 に設定します「famale」グラフの軸スケールをデフォルトに設定し、Y 軸の

み手動に変更します。  

11. これで 4 つの横棒グラフができました。そのうちの 1 つのグラフウィンドウをアクティ

ブにし、メインメニューからグラフ操作：グラフウィンドウの統合を選択して、4 つのグラフを統合

します。すると、merge_graph ダイアログボックスが開きます。下図のように設定を変更し、これ

ら 4 つの横棒グラフを 1 つのグラフウィンドウに表示します。 
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12. 統合したグラフの上側と下側の軸タイトルを「パーセント」と「年齢」としてテキストボッ

クスを追加します。さらに、グラフタイトルとして「図 1 5 つの年齢グループと性別で見るアフリカ

の人口-2010 年と 2050 年の対比」のようにテキストボックスを追加し、グラフとして完成させま

す。  

  

5.3.3 エラーバー付きの棒グラフと散布図 

サマリー 

下のグラフは、棒グラフと散布図を組み合わせて作成しています。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

• 棒グラフに散布図を追加する方法  

• 正負のエラーバーを設定する方法  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト内の Column, Bar: Bar Plot with Errors と

関連しています（¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj）。このファイルを開くにはメインメニューか

らファイル：サンプルプロジェクトを開く：2D グラフ/等高線図と選択します。  

1. ワークブック Book2N をアクティブにして列 C で右クリックし、コンテキストメニューか

ら列 XY 属性の設定：Y エラーバーを選択します。  

2. 列 A、B、C を選択し、メインメニューから作図：棒グラフ/円グラフ：縦棒グラフと選択

して Y エラーバー付きの棒グラフを作成します。  
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3. グラフウィンドウをアクティブにし、グラフ操作：X 軸と Y 軸の交換を選択します。  

 

4. 一度ワークシートに戻り、列 D を選択してからグラフウィンドウを最アクティブ化しま

す。メニューから「グラフ操作： プロットをレイヤに追加：散布図」と操作し、列 D の内容を散

布図として棒グラフに追加します。  
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5. 棒グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。パターンタブ内

の塗りつぶしグループで色とパターンのオプションを下図のように設定します。  

 

6. 左側パネルで散布図を選択し、下図のようにシンボルを設定します。OK ボタンをク

リックして、ダイアログを閉じます。  

 

7. グラフウィンドウをアクティブにし、最初の横棒を Ctrl キーを押しながらクリックし、ス

タイルツールバーからパターンとして密を選びます。  
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8. グラフの凡例を削除し、メインメニューから「グラフ操作：新規の凡例」 と選択して新

規凡例を追加します。  

9. 凡例を右クリックし、コンテキストメニューからオブジェクトの表示属性ダイアログを開

きます。背景を黒線と設定します。そして、下図のように凡例を編集して移動します。  
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5.3.4 エラーバー付きの縦棒グラフ 

サマリー 

このカスタムグラフは、Origin がデータプロットとともにエラーバーをどのように含めることができるの

かを説明しています。1 つは散布図として、もう 1 つは縦棒グラフとして、同じ Y データを 2 回プロットし

ます。この場合、エラーバーは散布図に結びついています。エラーバーは、XY 両方向にグラフに含め

ることができます。  
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学習する項目 

• 縦棒グラフを作成し、編集する  

• 作図のセットアップダイアログを使って、グラフに新しいデータプロットを追加する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。(プロジェクトが無い場合、データファイルを下記 URL からダウンロードしてください)  
http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Column_Graph_with_Error_Bars.txt 

1. プロジェクトファイルを開き、2D and Contour Graphs: Column,bar: Column 

with Error Bar フォルダを開きます。ワークシートをアクティブにし、列の XY 属性が X, Y, Y 

Error , Label であることを確認します。  

2. 列 B を選択し、作図：棒グラフ/円グラフ：縦棒グラフと選択して棒グラフを作成しま

す。  

3. グラフウィンドウをアクティブにして、グラフ操作：作図のセットアップを選択し、作図

のセットアップダイアログを開きます。 下記のように、このダイアログから散布図とエラーバーを

追加します。  
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追加ボタンをクリックして、縦棒グラフに散布図を追加します。そして、OK をクリックして、縦棒

グラフウィンドウに戻ります。  

4. 縦棒をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開き、パターンタブでグラフを下

記のように編集します。  

 

 

5. Y 軸をダブルクリックして、垂直軸のスケールをから 0、まで 35 に設定します。そし

て、グリッド線タブをアクティブにし、水平方向の主グリッド線を有効にして、破線にします。水

平と垂直の両方で追加の線：反対位置のチェックを付けます。軸目盛のラベルタブを開き、位

置選択から下を選びます。データ種類のドロップダウンリストからデータセットからのテキストを

選び、データセットのドロップダウンリストから[Book01]Data!D を選びます。OK をクリックして、

これらの設定を適用します。  

6. 必要に応じて、凡例と軸タイトルを削除または編集します。  

496 



グラフ 

 

5.3.5 縦棒/横棒のレイヤをまたがったオフセット/ギャップ 

サマリー 

このチュートルアルは、レイヤ間に隙間のある複数レイヤの縦棒グラフを作成する方法を示します。  

 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 二重 Y 軸グラフを作る  

• 他のレイヤの縦棒グラフのために隙間を入れる  
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ステップ 

1. サンプルデータ を Origin の新しいワークシートにコピー&ペーストします。1 つ目

の行をロングネームに、2 つ目の行を単位に設定します。  

 

2. 二重 Y 軸グラフをプロットします。すべての列を選択します。Origin のメインメニュ

ーで「作図」を開き、「複合図」から「二重 Y 軸」を選びます。あるいは、２D グラフツールバー

にある、2 重 Y 軸ボタンを押します。  

 

3. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。ダイアログの左側

で、次の図のように作図形式を「縦棒/横棒」に設定します。両方のプロットに同じ操作を行い

ます。  
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4. 作図の詳細ダイアログの左側のメニューで上にあるレベルのグラフを選びます。（下

の例では Graph2 になります。）「その他のオプション」タブで、「レイヤを渡る棒グラフのギャ

ップ/オフセット」にチェックを付けます。  

 

5. 左側のパネルで、1 番目のプロットを選択し、その棒グラフの設定を次の図のように

します。同じように 2 番目のプロットも 2 枚目の画像を参考にしながら設定します。  
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6. OK をクリックしてダイアログを閉じます。最終的なグラフは次のようになります。  
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サンプルデータ 

以下の表にサンプルデータが含まれています。  
Site  potassium  phosphorus  

--  mg/kg  mg/kg  
1  38.22409  6.25809  
2  12.83141  6.56709  
3  21.27226  5.32531  
4  86.46412  7.74898  
5  42.91068  9.90374  
6  48.95083  1.63804  
7  96.68733  4.5168  

 

5.3.6 ラベル付き積み上げ縦棒グラフ 

サマリー 

このグラフは積み上げ棒グラフを表示します。各列内にあるデータポイントはカスタムフォーマットでラ

ベル付けされています。  
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必要な Origin のバージョン:8.5SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 積み上げ縦棒グラフを作成する  

• 縦棒グラフにラベルを追加する  

• 縦棒グラフをを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラを開き、2D and Contour Graphs¥Column, 

Bar¥Stack Column With Labels フォルダを開きます。  

2. ワークシートをアクティブにし、列 B から列 E を選択します。メインメニューで作図：

棒グラフ/円グラフ：積み上げ棒グラフと選択します。あるいは 2D グラフツールバーから「積み

上げ縦棒グラフ」のボタンをクリックします。  
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3. X 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。軸目盛のラベルタブ

を開き、データの種類のドロップダウンリストからデータセットからのテキストを選択します。そ

して、データセットから[Book1H]Sheet1!A を選択します。  

 

4. 軸の主要設定（タイトル・形態）タブの軸位置選択ボックス内で上を選択します。軸と

軸刻みの表示を選択し、主刻みの付け方と副刻みの付け方を無しに設定します。  
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『軸位置選択』ボックスで｢右｣アイコンを選びます。軸と軸刻みの表示を選択し、主刻み

の付け方と副刻みの付け方を無しに設定します。  

 

5. スケールタブで、軸選択リストで垂直方向を選択します。「まで」を 102 に設定し、

OK をクリックします。  

6. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。グラフグループタ

ブを開き、下図のように塗り色を設定します。  
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7. ラベルタブでは、有効にするを選択します。フォント、色、サイズをそれぞれ

Verdana、白、18 に設定します。ラベル形式をカスタムに設定し、フォーマット指定に

「$((y),.0)%」と入力します。  
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8. 棒の間隔タブをクリックし、棒の間隔(%)を 30 にします。  

 

9. パターンタブでは、以下のように階調色を設定します。  
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10. 左側パネルで、Layer 1 を選択します。背景タブでは、色と階調塗り色を次のように

設定します。  

 

11. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。グラフを完成させるには X と Y 軸のラベ

ルを それぞれ、「Year」と「Population(%)」に設定し、グラフのタイトルとして「US Population 

by Race」と設定します。  
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5.3.7 クラスター積み上げ棒グラフ 
 

サマリー 

このチュートルアルは、Origin でクラスター積み上げ棒グラフを作成する方法を示します。このグラフ

は 2 つのグラフレイヤから構成され、それぞれに積み上げ棒グラフが存在します。  

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 積み上げ縦棒グラフを作成  

• 2 つの積み上げ棒グラフを合わせたグラフを作成  

• 作成した棒グラフをカスタマイズ  
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ステップ 

1. 2 つのサンプルデータ、Data 1 と Data 2 を Origin 内の別々のシートにインポート

します。最初の行をロングネームとして設定し、シート名をそれぞれ 2010、2011 とします。  

 

2. メインメニューからファイル：新規作成：グラフと操作し、新規グラフレイヤを作成しま

す。そして再びメインメニューから、グラフ操作：新規レイヤ（軸）：軸なし（XY スケール・寸法リ

ンク）と操作し、作成したグラフウィンドウにもう 1 つレイヤを準備します。  

3. グラフを右クリックして、コンテキストメニューから作図のセットアップを選択し、作図

のセットアップダイアログを開きます。ダイアログ内で、グラフタイプボックスの中から積み上げ

縦棒/横棒グラフを選択し、上のパネルで 2010 と 2011 のワークシートを選択します。そして列

A を X、列 B から列 D を Y として中央のパネルで割り当てます。追加ボタンをクリックし、この

情報をレイヤ１と NoAxes レイヤにそれぞれ追加します。  
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4. OK ボタンをクリックして、作図のセットアップダイアログを閉じます。再スケールボタ

ンをクリックすると、下図のように 2 つの積み上げ棒グラフが重なった状態のグラフが作図さ

れます。  
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5. Double-click on the graph to open the Plot Details dialog.Graph１を左側の

パネルから選択し、右側のパネルでその他のオプションタブを開きます。そして、レイヤを渡

る棒グラフのギャップ/オフセットにチェックを付けます。  

 

6. OK ボタンをクリックすると、2 つの積み上げ棒グラフが隣り合うようになり、それそれ

の月の間には空間が挿入されます。  

 

7. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを再び開きます。境界色と塗り

色を次の図のように設定します。  
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8. パターンタブを開き、透過率を 40、縁の太さを 0.2、階調色を図のように設定します。  
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9. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

 

10. 凡例を右クリックし、コンテキストメニューから凡例を更新を選択し、legendupdate

ダイアログを開きます。更新モードを再構築、凡例を全てに対して 1 つの凡例、順序を降順

に設定します。  
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11. OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じ、軸ラベルの更新を行います。最終的に、

次のようなグラフが出来上がります。  
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サンプルデータ 

Data 1 
  Product A  Product B  Product C  

Jan  42  33  40  
Feb  88  85  37  
Mar  99  34  82  
Apr  51  43  38  
May  21  66  52  
Jun  74  31  28  

Data 2 
  Product D  Product E  Product F  

Jan  96  87  35  
Feb  62  66  15  
Mar  65  86  51  
Apr  32  24  87  
May  77  26  34  
Jun  69  33  71  

 

5.4 複数軸・複数区分 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 二重 Y 軸グラフ 

2. 3Y 軸 Y-YY グラフ 

3. リンク軸を持つ複数レイヤ 

4. Y オフセット付き積上げ折れ線 

5. 垂直 2 区分折れ線グラフ 

6. 複数軸のプロット 

7. YAG 結晶のクリスタルの Er3+イオンのエネルギーレベル構造 

8. 8 つのレイヤの複数区分プロットのテンプレートを作成する 
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5.4.1 二重 Y 軸グラフ 

サマリー 

このチュートルアルは、2Y 軸を持つグラフを作成する方法を示します。  

 

学習する項目 

• 2Y 軸グラフを作成する  

• データ散布の設定を編集する  

• 軸スケール、タイプ、タイトルなどを変更する  

• 凡例を更新する  

ステップ 

このチュートリアルは、サンプルプロジェクト、¥Samples¥Graphing¥Double Y.opj を使います。  

1. ＜Origin インストールディレクトリ＞¥Samples¥Graphing¥DoubleY.opj を開き、

ワークブックをアクティブにします。  

2. ワークシートの 4 列を選択し、メニューから作図：複合図：二重 Y 軸と選択して二重

Y 軸のグラフを作図します。  

3. 散布データの設定を編集します。  
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o プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルで

Layer1 のプロットを選択し、作図形式を散布図、シンボルを三角形にして、大きさを

10 とします。  

 

o Layer2 の Annealing プロットを選び、 下図のようにプロットタイプ、サイズと色

を変更します。  

 

o Layer2 の Err プロットを選び、エラーバータブで色を灰色に変更します。  

o OK ボタンをクリックして、散布図の設定を完了します。  
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4. X 軸をダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、スケールタブを選び、開始を

92、終了を 83、増分を -2 にします。そして、軸の主要設定タブを選び、タイトルを 

Transition Temperature (K)に設定します。OK ボタンをクリックします。  

 

 

5. 左 Y 軸上でダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、最後のステップ(ステップ

4)と同様の操作をします。スケールタイプは Log10、開始 1E-4 、終了 100 、増分 1、タイトル

を Deposition Pressure (Torr)とします。  
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6. 右 Y 軸上でダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、ステップ 4 と同様の操作

をします。スケールは開始 765 、終了 795、増分 10、タイトル を Annealing 

Temperatrature (¥+(0)C)とし、主刻みと副刻みは両方とも内側にします。  

7. 凡例をクリックして選択し、右クリックしてオブジェクトの表示属性を選び、オブジェク

トプロパティダイアログを開きます。背景を黒線に変更し、テキストフィールドで、次のテキストを

入力します。  

¥l(1.1) As Grown  

¥l(2.1) Annealed  

 

8. 凡例を適切な位置に移動します。  

5.4.2 3Y 軸 Y-YY グラフ 

サマリー 

このチュートリアルは、3Y 軸を持つグラフ、左 Y 軸 1 つと右 Y 軸 2 つを作成する方法を説明します。  
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学習する項目 

• 3 つの Y 軸を持つグラフ、左 Y 軸 1 つと右 Y 軸 2 つを作成する  

• データ散布の設定を編集する  

• 軸スケール、タイプ、タイトルなどを変更する  

• 軸を表示する  

• 凡例を更新する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. まず、<Origin インストールディレクトリ>¥Samples¥2D and Contour 

Graphs.opj を開き、プロジェクトエクスプローラで Multi Axis and Multi Panel: 3Ys Y-YY 

フォルダを開きます。  

2. ワークシート内の全ての列を選択し、メニューから作図：複合図：三重 Y:Y-YY を選

択して、3 本の Y 軸があるグラフ（左 Y 軸 1 つと右 Y 軸 2 つ）を作図します。  

3. データプロットを編集する  

o プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルで、

レイヤ 1 のプロットを選択し、下図のようにプ作図形式、シンボルと色を変更します。  
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o レイヤ 2 の Annealing プロットを選択し、作図形式を線＋シンボルに変更しま

す。右側パネルで、グラフの線タブに移動し、接続線を線なしにします。  

 

o レイヤ 2 の Err プロットを選び、色を黒に変更します。  
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o Layer3 でプロットを選択し、作図形式を線＋シンボルにしてから、右側パネル

のシンボルタブでシンボルを円に変更します。  

 

o レイヤ 3 でグラフの線タブを開き、接続線を B-スプラインに変更します。  
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4. X 軸をダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、スケールタブを選び、からを

93、までを 82、増分を -2 にし、再スケールを手動 にします。そして、軸の主要設定（タイト

ル・形態）タブを選び、軸タイトルを Transition Temperature (K)に設定します。OK ボタ

ンをクリックします。  
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5. 左 Y 軸上でダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、ステップ 4 と同様の操作

をします。ここでは、スケール・タイプは常用対数 Log10、から 1E-4 、まで 100 、増分 1、タイ

トルを Deposition Pressure (Torr)とします。  

6. 赤い右 Y 軸上でダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、ステップ 4 と同様の

操作をします。ここでは、スケールはから 765 、まで 795、増分 10、タイトル を Annealing 

Temperatrature (¥+(0)C)とします。  

7. 青い右 Y 軸上でダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、ステップ 4 と同様の

操作をします。ここでは、スケールではから 0 まで 6、増分 1、タイトル を ¥g(D)T¥-(c) (K)とし

ます。  

8. 上軸を表示します。  

o 下 X 軸をダブルクリックし、開いたダイアログボックスで、軸の主要設定（タイト

ル・形態）タブを選択し、軸選択リストボックスで上を選びます。『軸と軸刻みの表示』

チェックボックスにチェックします。  
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o 軸目盛ラベルタブに切り替え、主目盛ラベルを表示チェックボックスにチェック

します。  

 

9. 凡例をクリックして選択し、右クリックしてオブジェクトの表示属性を選び、オブジェク

トプロパティダイアログを開きます。背景を影に変更し、テキストフィールドで、次のテキストを

入力します。そして、凡例を適切な位置に移動します。  

¥l(1) As Grown  

525 



Origin9 チュートリアル 

¥l(2.1) Annealed  

¥l(3.1) ¥g(D)T¥-(C)  

 

10. グラフタイトルとして、Characteristics of Samples Grown Under Different 

Conditions というテキストを追加します。  

 

5.4.3 リンク軸を持つ複数レイヤ 

サマリー 

このチュートリアルは、4 つのグラフを 1 つのグラフに統合し、各レイヤ間の軸をリンクします。  
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学習する項目 

• 線＋シンボルグラフの作成方法  

• グラフを統合する方法  

• レイヤの軸をリンクする方法  

• 軸を編集する方法  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. 2D グラフ/等高線図プロジェクトを開き、プロジェクトエクスプローラで、2D and 

Contour Graphs: Multi Axis and Multi Panel: Multiple Layers with Step Plot を開き

ます。  

2. ワークブックをアクティブにし、Value1 の列を選択して作図：線＋シンボル：線＋シ

ンボルと操作します。  

3. グラフをアクティブにして凡例を右クリックし、ショートカットメニューからオブジェクト

の表示属性を選びます。オブジェクトプロパティダイアログで、背景を白抜き、サイズを 36 にし、

次のテキストをテキストフィールドに入れます。¥b(Vertical).  

OK ボタンをクリックします。凡例を適切な位置に移動します。  
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4. グラフのレイヤ内の空白領域をダブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開きます。

左のパネルで、Layer 1 を選択します。右側パネルの背景タブを選択し、色を明るい灰色に

します。左パネルから Layer1 のプロットを選択し、右パネルのシンボルタブでサイズを 15、

シンボルの色を赤にします。グラフの線タブに切り替え、接続線ドロップダウンリストから垂直

階段を選び、太さを 4 にします。  
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5. 列 Value2, Value3, Value4 のそれぞれに対して、ステップ 2 からステップ 4 まで

を繰り返します。各列に対して、凡例テキストと接続線ドロップダウンリストは異なるものになり

ます。  

列 Value2 に対して：  

凡例のテキスト = ¥b(Vertical Center)  

接続線 = 垂直中央階段  

列 Value3 に対して：  

凡例のテキスト = ¥b(Horizontal)  
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接続線 = 水平階段  

列 Value4 に対して：  

凡例のテキスト= ¥b(Horizontal Center)  

接続線 = 水平中央階段  

6. グラフをアクティブにし、Origin メニューからグラフ操作：グラフウィンドウの統合を選

択して merge_graph ダイアログを開きます。次の図のように設定を変更します。そして、OK

ボタンをクリックし、これらのグラフを統合します。  

 

7. 統合したグラフをアクティブにし、Origin のメニューからグラフ操作：レイヤ管理を選

択し、レイヤ管理ダイアログを開きます。レイヤ選択パネルで、名前をダブルクリックして、レイ
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ヤの名前を変更し、レイヤインデックスをクリックして上下にドラッグしてレイヤを並び替えます。

最終的なレイヤの名前と順序が下図のようになっていることを確認します。(プレビューパネル

で、レイヤのインデックスと位置を表示できます。)  

 

8. レイヤ選択パネルで、キーボードの Ctrl キーを押し、レイヤ Vertical Center, 

Horizontal , Horizontal Center を選択します。リンクタブに切り替え、リンク先ドロップダウ

ンリストから 1 を選択します。そして、X 軸リンク と Y 軸リンク は 直接(1 対 1)にセットします。

そして、「適用」ボタンをクリックします。  

 

9. 軸タブに行き、左パネルからレイヤ Vertical を選び、下ブランチ、左ブランチ、上ブ

ランチ、右ブランチのすべての軸チェックボックスにチェックを付けます。また、下ブランチの
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タイトルチェックボックスのチェックを外し、上ブランチの軸刻みドロップダウンリストで内側を

選択します。適用ボタンをクリックします。  

 

10. レイヤ Vertical Center を選択し、軸 タブで、下ブランチ、左ブランチ、右ブランチ

は同じ設定を共有します。そして、上ブランチの設定は、下図のようにします。適用ボタンをク

リックします。  
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11. レイヤ Horizontal を選択し、軸 タブで、上ブランチと右ブランチの軸チェックボック

スにチェックを付けます。適用ボタンをクリックします。  
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12. レイヤ Horizontal Center を選択し、軸 タブで、左ブランチにあるタイトルチェック

ボックスのチェックを外し、上ブランチの軸チェックボックスにチェックを付けます。適用ボタン

をクリックします。  
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13. OK ボタンをクリックして、「レイヤ管理」ダイアログを閉じます。  

14. 左下のレイヤの X 軸をダブルクリックして、X 軸ダイアログを開きます。スケールタブ

で、軸選択パネルから水平方向を選択し、 開始, 終了, 増分 , 副刻み を次の図のように設定

します。  
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15. 軸選択パネルから垂直方向を選択し、次の図のように設定を変更します。  

 

16. 軸目盛ラベルタブに行き、軸選択パネルから下を選択し、データの種類を日付、表

示フォーマットを 1/2 にします。  
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17. 軸目盛のカスタム化タブに行き、軸選択パネルから下を選択し、軸上の終了位置で

非表示を選びます。  

 

18. 右下のレイヤの X 軸に対して、ステップ 14 からステップ 17 を繰り返します。  

19. X 軸と Y 軸のラベルを選択し、書式ツールバーで、サイズを 30 に変更し、太字ボタ

ンをクリックします。  

20. Y タイトルを Price に変更し、XY タイトルのサイズを 36 にします。  
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5.4.4 Y オフセット付き積上げ折れ線 

サマリー 

このチュートルアルは、Y オフセット付き積上げ折れ線グラフを作成する方法を示します。  

 

学習する項目 

• Y オフセット付き積上げ折れ線グラフの作成方法  

• 矩形オブジェクトを編集する方法  

• 新しい XY スケールを追加する方法  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. まず、<Origin インストールディレクトリ>¥Samples¥2D and Contour 

Graphs.opj を開き、プロジェクトエクスプローラで Multi Axis and Multi Panel: Stack 

Lines by Y Offsets フォルダを開きます。  

2. ワークシート Book6A にある全てのデータ列を選択し、メニューから作図：複合図：Y

オフセットずらし線を選択して Y オフセットの設定された折れ線グラフを作図します。  

3. それぞれ選択してキーボードの削除キーを押して、次のオブジェクトを削除します。  

凡例  

Y 軸  

Y 軸ラベル  
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Y 軸タイトル  

X 軸タイトル  

 

4. X 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。スケールタブで、軸選

択リストボックスで水平方向が選択されていることを確認します。までを 10 に変更します。

OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  
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5. プロット操作・オブジェクト作成ツールバーの四角形ボタンをクリックし、グラフ上に矩

形を作成します。  

6. 矩形をダブルクリックして、プロパティダイアログを開きます。次の設定を変更します。  

塗りパターン タブ  

 塗りつぶしの色 = 薄い黄色  

 

大きさタブ  

 単位 = スケール  

 左 = 0.25  

 上 = 9000  

 幅 = 3.5  

 高さ = 4000  
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7. OK をクリックし、オブジェクト表示制御ダイアログを閉じます。  

8. グラフ操作：新規の XY スケールオブジェクトを選び、新しい XY スケールオブジェ

クトを作成します。  

9. スケールオブジェクトをダブルクリックして、スケーラ属性ダイアログを開きます。ダイ

アログ内の次のプロパティを設定します。  

フォント設定 ブランチ  

 フォントサイズ = 24  

X ブランチ  

 長さ(スケール) = 2  

 タイトル = 2  

Y ブランチ  

 位置 = 右  

 長さ(スケール) = 2500  

 タイトル = 2500  

 X (タイトル属性内のオフセットブランチ) = 10  
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10. OK をクリックして、スケーラ属性ダイアログを閉じます。  

11. 作成した矩形オブジェクトにスケールオブジェクトを移動します。  

542 



グラフ 

5.4.5 垂直 2 区分折れ線グラフ 

サマリー 

このチュートリアルでは、2 つのグラフを統合し、それを編集する方法を説明します。 

 
必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

ステップ 

1. 新しいワークシートを作成します。データをインポートします。  
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2. 列 2 から列 4 を選択します。「2D グラフギャラリー」ツールバーの「線＋シンボル」ボ

タン をクリックします。  

 

グラフは次のようになります。 

 

ワークシートに戻ります。列 5 から列 8 を選択し、「2D グラフギャラリー」ツールバーの

「線＋シンボル」ボタン をクリックして、新しいグラフを作成します。グラフは次のようになりま

す。 
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3. 2 つのグラフを統合するには、メニューからグラフ操作：グラフウィンドウの統合を選

択します。デフォルト設定のまま使用します。OK をクリックし、2 つのグラフを統合します。グ

ラフは次のようになります。  
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4. レイヤ 1 の Y 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログを開きます。「スケール」タブで、

下図のようにダイアログオプションをセットし、OK をクリックしてダイアログを閉じます。  

 

5. レイヤ 1 の X タイトルを削除します。  

 

レイヤ 2 の Y 軸に対しても同じスケールをセットします。レイヤ 1 の X 軸タイトルを削除

し、グラフは次のようになっています。 
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6. そして、グラフにテーマを適用し、上 X 軸と右 Y 軸を追加します。メニューからツー

ル：テーマオーガナイザを選択し、テーマオーガナイザダイアログを開きます。グラフタブを

選択し、表から Opposite Lines を選択します。そして、「今すぐ適用」ボタンをクリックします。

閉じるボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  

 

7. レイヤ 1 の凡例を選択し、それを右クリックして、ショートカットメニューからオブジェク

トの表示属性を選びます。そして、下図のようにダイアログを設定します。  
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凡例を下図のように移動します。 

8. プロット操作・オブジェクト作成ツールバーの直線ツールをクリックし、サンプルの図

のようにレイヤ 1 に線を引きます。SHIFT キーを押しながら、線が垂直になるように引きます。

線をダブルクリックして、線オブジェクトのプロパティダイアログを開きます。線タブで、種類から

破線を選びます。サイズボックスで 2 と入力します。制御タブをアクティブにします。水平移動と

垂直移動の両方のチェックボックスを選択します。そして OK ボタンをクリックします。 

9. レイヤ 2 に対して、ステップ 6-7 を繰り返します。 

10. 「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーの「テキスト」ボタンをクリックします。そ

して、グラフの中央をクリックし、Cigarette Smoking by Persons 18 Years and Over in the 

United States と入力して、グラフのタイトルを追加します。レイヤ 1 およびレイヤ 2 の Y 軸タ

イトルをダブルクリックして、そこに Percent Who Smoke と入力します。  

グラフは次のようになります。 
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サンプルデータ 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Vertical_2_Panel_Line.txt から

Vertical_2_Panel_Line.txt ファイルをダウンロードします。単一 ASCII インポートボタン をクリッ

クし、ファイルを選択して、Origin にインポートします。 

以下の表にサンプルデータの一部が含まれています。 

Year(X) All 
Persons(Y) 

All 
Males(Y) 

All 
Females(Y) 

Black 
Males(Y) 

White 
Males(Y) 

Black 
Females(Y) 

White 
Females(Y) 

1965 42.3 51.6 34 59.2 50.8 32.1 34.3 
1974 37.2 42.9 32.5 54 41.7 35.9 32.3 
1979 33.5 37.2 30.3 44.1 36.5 30.8 30.6 
1983 32.2 34.7 29.9 41.3 34.1 31.8 30.1 
1985 30 32.1 28.2 39.9 31.3 30.7 28.3 
1987 28.7 31 26.7 39 30.4 27.2 27.2 
1990 25.4 28 23.1 32.2 27.6 20.4 23.9 
1991 25.4 27.5 23.6 34.7 27 23.1 24.2 
1992 26.4 28.2 24.8 32 28 23.9 25.7 
1993 25 27.5 22.7 33.2 27 19.8 23.7 
1994 25.5 27.8 23.3 33.5 27.5 21.1 24.3 
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5.4.6 複数軸のプロット 

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 ステップ 

• 3 サンプルデータ 

サマリー 

このチュートリアルは、4Y 軸プロットとリセッションバーを作成する方法を説明します。  

 
 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 

ステップ 

1. 新しいワークブックを作成し、そこにサンプルデータをインポートします。  

2. ワークシートの左上角にマウスカーソルを配置します。マウスカーソルが右下向きに

変わったら、左ボタンをクリックし、ワークシート全体をクリックします。  
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3. 右クリックして、ショートカットメニューから列 XY 属性の設定：XYXY を選択し、ワー

クシート列を適切なプロット属性にします。  

 

4. すべての列を選択します。Origin メニューから、作図：複合図：四重 Y:YY-YY と操

作してグラフを作成します。  
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5. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側のパネルでレ

イヤ 1 の 2 番目のプロットを選択し、作図形式で折れ線を選んで適用ボタンをクリックします。

そして、右パネルのグラフの線タブを下図のように設定し、適用ボタンをクリックします。  

 

6. パターンタブに行きます。ダイアログオプションを下図のように設定して OK をクリッ

クします。  
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7. 下の X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログボックスを開きます。スケールタブで、

ダイアログオプションを下記のように変更し、適用をクリックします。  

 

8. 軸目盛のラベルタブに行き、ダイアログオプションを下記のように変更して適用をクリ

ックします。  
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9. 軸の主要設定タブをアクティブにします。軸位置選択リストボックスで｢上｣アイコンを

選びます。そして、ダイアログオプションを下記のように変更し、適用をクリックします。  

 

10. Origin のメニューからグラフ操作：新規凡例を選択し、凡例を更新します。凡例をク

リックし、選択して、マウスを使って、適当な位置にドラッグします。  

最終的なグラフは次のようになります。  
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サンプルデータ 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/multi_axis_plot.txt からデータファイルをダ

ウンロードします。新しいワークシートを作成します。単一 ASCII インポートボタン をクリックし、ファ

イルを選択して、Origin にインポートします。  

以下の表にサンプルデータの一部が含まれています。  

DATE  Personal 
Saving  DATE  

Unit 
Labor 
Cost  

DATE  

Output 
Per 

Hour of 
All 

Persons  

DATE  

Durable 
Consumer 

Goods 
Recession 

period  

Recession 
Period  

Recession 
Period  

1/1/1947  10.3  1/1/1947  21.175  1/1/1947  32.11  1/1/1947  11.8583  11/1/1948  1  
4/1/1947  4.3  4/1/1947  21.547  4/1/1947  32.304  2/1/1947  12.222  10/1/1949  1  
7/1/1947  8.4  7/1/1947  21.874  7/1/1947  32.069  3/1/1947  12.4888  --  1  
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5.4.7 YAG 結晶のクリスタルの Er3+イオンのエネルギーレベ

ル構造 

サマリー 

このチュートリアルでは、YAG 結晶のクリスタルの Er3+イオンのエネルギーレベル構造を表すグラフ

を作成します。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8 SR0 

学習する項目 

• 列からデータの一部を選択してグラフを作成 

• シンボルのプロパティを設定 

• グラフを統合 

• レイヤのサイズと位置を変更 

ステップ 

1. このチュートリアルを始めるにあたって、下記 URL からデータファイルをダウンロー

ドしてください。 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Van_Rudd_Er_Energy_Levels.txt 
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2. 空のワークブックを作成し、単一 ASCII のインポートボタン をクリックして、ステ

ップ 1 でダウンロードしたデータファイルをインポートします。 

3. 列 B を選択し、作図：シンボル図：散布図メニューを選択して、シンボルプロットを作

成します。 

4. 散布図をダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。右側のパネルの

シンボルタブで、シンボルを変更し、シンボルの色を下図のようにします。  

 

5. ドロップラインタブで、水平にチェックを付け、太さを 1 にセットします。そして OK ボ

タンをクリックします。  
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6. X 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。X 軸の開始を 0、終

了を 1 にセットします。  

 

7. 左側の軸選択リストボックスから垂直方向を選択します。Y 軸の開始を 0、終了を

2400、増分を 2000 にセットします。  
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8. 軸の主要設定(タイトル・形態)タブに切り替え、軸位置選択リストボックスで左が選択

されていることを確認します。タイトル を Energy Levels (cm¥+(-1))に変更し、主刻みと副

刻み の両方とも内側に設定します。そして OK ボタンをクリックします。  

 

9. 凡例、X 軸、X 軸のタイトル、X 軸の軸ラベルを削除します。  
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10. 次の表の値でステップ 3 からステップ 9 までを繰り返して 7 つのグラフを新たに作

成します。Y 軸の増分(ステップ 7)は、すべて 100 です。 

B 列のセル範囲 開始および終了

の値 Y 軸のタイトル(ステップ 8) 

セル 1 からセル 8 0 から 600 ¥+(4)I¥-(15/2) 

セル 9 からセル 15 6500 から 6900 ¥+(4)I¥-(13/2) 

セル 16 からセル 21 10200 から 10500 ¥+(4)I¥-(11/2) 

セル 22 からセル 26 12300 から 12800 ¥+(4)I¥-(9/2) 

セル 27 からセル 31 15200 から 15600 ¥+(4)F¥-(9/2) 

セル 32 からセル 43 18300 から 20800 ¥+(4)F¥-(7/2) ¥+(2)H2¥-(11/2) ¥+(4)S¥-(3/2) 

セル 44 からセル 48 22200 から 22700 ¥+(4)F¥-(3/2) ¥+(4)F¥-(5/2) 

11. Y 軸タイトルの回転角度の変更は、ステップ 10 で行います。Y タイトルを選択し、右

クリックメニューからオブジェクトの表示属性を選択し、オブジェクトプロパティダイアログで、

回転(度)を 0 にセットします。  
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12. グラフの 1 つをアクティブにし、グラフ操作：グラフウィンドウの統合を選択します。設

定を以下のように変更し、OK ボタンをクリックして、作成した 8 個のグラフを統合します。  
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13. 統合したグラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。レイヤ 1

のレイヤの大きさ・描画スピードタブで、レイヤ領域を以下のように変更します。  

 

14. レイヤの大きさを 15×15(ステップ 13 での幅と高さ)に変更し、適切な位置に移動し、

Y 軸ラベルのサイズを調整して、対応する矢印と円を追加します。最後に、下図のようなグラ

フを得ます。  
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5.4.8 8 つのレイヤの複数区分プロットのテンプレートを作成す

る  

サマリー 

ノートウィンドウを除く Origin のすべてのウィンドウは、テンプレートファイルから作成されます。これら

のテンプレートファイルは、ウィンドウをどのように構成するかという情報が含まれています。グラフウィン

ドウに対しては、テンプレートファイルは、ページサイズ、レイヤの数、テキストラベル、データプロットのス

タイル情報など、すべてのページおよびレイヤの特性を決定します。  

テンプレートライブラリには、組込およびユーザ作成のテンプレートの一覧があります。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 8 つのレイヤの複数区分プロットを作成する方法  

• フォーマットをテンプレートとして保存する方法  

• 似たようなデータに対してテンプレートを再利用する方法  

ステップ 

データソースを選択する 

1. ｢標準｣ツールバーの「新規プロジェクト」ボタンをクリックして、新しいプロジェクトを開

いて下さい。  

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタン をクリックします。インポートウィザ

ードが開きます。(これが最初にインポートウィザードを開く場合、Origin は必要なファイルをコ

ンパイルするので少し時間がかかります。)  

3. 「データタイプ」グループで、ASCII ラジオボタンが選択されていることを確認します。  

4. 『ファイル』テキストボックスの右側にある参照 ボタンをクリックします。Origin フォル

ダに移動し、Samples フォルダ内にある Curve Fitting フォルダに移動します。ファイルのリ

ストから Step01.dat を選択します。  

5. 「ファイルの追加」ボタンをクリックします。  

6. OK をクリックします。  

7. 「現在のタイプのインポートフィルタ」を「データフォルダ：step」のままにします。(この

フィルタにはファイルをインポートする時に使用される設定があります。)  

8. 「完了」ボタンをクリックします。データファイルがワークシートにインポートされます。  

データをプロットする 
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1. ワークシート全体を選択します。(ワークシートの左上角にある空白の部分をクリック

すれば、ワークシート全体を選択することができます。カーソルが下向き矢印に変化したら、クリ

ックしてワークシート全体を選択します。)  

2. 「作図：複合図：九区分」を選択します。新しい 9 つのレイヤのグラフが作成されます。  

3. レイヤ 9 の内側をクリックして、選択します。  

4. キーボードの Del キーを押します。レイヤ 9 が削除され、8 つのレイヤが残ります。  

5. 「グラフ操作：レイヤ管理」を選択します。「レイヤ管理」ダイアログが開きます。  

6. 「配置」タブを選択します。  

7. 列 を 2 、行を 4 にします。  

8. 適用ボタンをクリックします。ダイアログ内のプレビューは、2x4 に配置されたグラフ

を再描画します。  

9. OK をクリックします。  

グラフを編集する 

目的は、この 8 区分のグラフをテンプレートに保存することです。これは新しいプロットタイプとなり、別

の似たようなデータをプロットする場合に利用できます。テンプレートには、プロットスタイルも保存できま

すので、グラフを少し編集してみましょう。  

1. レイヤ 1 の X 軸をダブルクリックします。「X 軸」ダイアログボックスが開きます。  

2. 『グリッド線』タブを選択します。  

3. 「主グリッド」と「副グリッド」にチェックを付けます。  

4. 主グリッドと副グリッドの線の色を両方とも明るい灰色にします。  

5. 適用対象のグリッド線にチェックを付け、対象をこのレイヤにします。  

6. OK をクリックします。  

7. レイヤ 1 の内側をクリックして、選択します。  

8. レイヤの内側で右クリックして、「フォーマットのコピー：すべてのスタイルフォーマッ

ト」を選択します。これは、レイヤ 1 のスタイルフォーマットをコピーします。  

9. すべてのレイヤにフォーマットを適用するには、レイヤの外側で右クリックし、フォー

マットの貼り付けを選択します。レイヤが選択されていない状態で行います。簡単な方法として

は、ページの白い印刷可能部分の外側の灰色の部分を右クリックします。  

新しいグラフテンプレートを保存する 

1. ｢ファイル：テンプレートの新規保存｣を選びます。ダイアログが開き、テンプレートを

保存するカテゴリーを選択し、テンプレート名を指定できます。  

2. 「カテゴリー」を「ユーザ定義」に変更します。  
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3. PAN9 から PAN8 にテンプレート名を変更します。(ダイアログが開いたときに現れ

るテンプレート名は、グラフを作成した時に使われた元のテンプレート名です。)  

4. OK をクリックします。  

新しいテンプレートにプロットする 

1. 「標準」ツールバーの「新規フォルダ」ボタンをクリックします。  

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタン をクリックします。インポートウィザ

ードが開きます。  

3. 『ファイル』テキストボックスの右側にある参照 ボタンをクリックします。Origin フォル

ダに移動し、Samples フォルダ内にある Curve Fitting フォルダに移動します。ファイルのリ

ストから Step02.dat を選択します。  

4. 「ファイルの追加」ボタンをクリックします。  

5. OK をクリックします。  

6. 「現在のタイプのインポートフィルタ」を「データフォルダ：step」のままにします。(この

フィルタにはファイルをインポートする時に使用される設定があります。)  

7. 「完了」ボタンをクリックします。データファイルがワークシートにインポートされます。  

8. ワークシート全体を選択します。(ワークシートの左上角にある空白の部分をクリック

すれば、ワークシート全体を選択することができます。カーソルが下向き矢印に変化したら、クリ

ックしてワークシート全体を選択します。)  

9. 「作図：テンプレートライブラリ」を選択するか、「2D グラフギャラリー」ツールバーの

「テンプレートに作図」ボタン をクリックします。  

10. グラフテンプレートの「ユーザ定義」カテゴリーまでスクロールします。  

11. PAN8 を選択します。(プレビューウィンドウは、プロットしようとしている新しいデータ

のプレビューではありません。これはテンプレートを保存したときのグラフのイメージです。)  

12. 「プロット」をクリックします。  

5.5 等高線図 
 
このセクションで説明する項目:  

1. XYZ 等高線 

2. カラーパレットを使用して色塗りした主レベルおよび副レベルを持つ等高線図 

3. 等高線グラフとカラーマップ 
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4. 極座標等高線図 

5. 三点(ターナリ)等高線 

6. 折れ線グラフと等高線図を組み合わせる 

7. XY データポイントと Z ラベルの等高線図 

8. カラーマップ曲面を平面化して、Z オフセット表示 

9. 等高線図にベクトルグラフを重ねる 

 

5.5.1 XYZ 等高線 
 

サマリー 

このチュートリアルは、XYZ データから等高線図を作成する方法を示しています。  

 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• XYZ データから等高線図を作成する  

• レベル、等高線、カラーマップを編集する  

• カスタム境界を使用する  

• カラースケールを編集する  
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• プロットの軸を編集する  

 

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: XYZ 

Contour フォルダを開きます。Book1B をアクティブにし、列 D を選択し、3D および等高線

グラフツールバーのカラーマップ等高線ボタンをクリックします。  

 

グラフは次のようになります。  
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2. 等高線図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。等高線設定タブ

を選択し、下図のようにダイアログのオプションを設定します。  

 

3. カラーマップ/等高線タブを選択し、レベルヘッダをクリックし、ダイアログを次の図が

示すように設定します。  
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o 色塗りヘッダをクリックし、パレットのロードを選択し、パレットリストから Rainbow 

を選択します。  

o 線ヘッダをクリックし、主レベル上のみ表示を選択します。全てに適用チェック

ボックスを有効にし、色ドロップダウンリストから明るい灰色を選択します。  

4. OK をクリックして作図の詳細ダイアログを閉じ、次のようなグラフになります。  

 

5. フォーマット：軸スケール：X 軸を選び、「軸」ダイアログボックスを開きます。そして、

次のように行います。  

o スケールタブを選択し、軸選択リストボックスから水平方向を選択し、X のから, 

まで , 増分 をそれぞれ -127, -65 , 10 にします。  

o 軸選択リストボックスから垂直方向を選択し、Y のから=23, まで=50 , 増分=5 

のように設定します。  

o 軸の主要設定タブを選択し、軸位置選択リストボックスから左を選択し、軸と軸

刻みの表示チェックボックスを無効にします。  

o 軸位置選択リストボックスから下を選択し、軸と軸刻みの表示チェックボックスを

無効にします。  

o 軸目盛のラベルタブを選択し、位置選択リストボックスから下を選択し、主目盛

ラベルの表示チェックボックスを無効にします。  
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o 位置選択リストボックスから左を選択し、主目盛ラベルの表示チェックボックスを

無効にします。  

6. OK をクリックしてダイアログを閉じます。カラースケールの凡例をダブルクリックし、

そのプロパティダイアログを表示します。下図のようにダイアログを設定します。  

 

7. 等高線グラフを右クリックし、テキストの追加を選び、グラフタイトルを追加します。書

式ツールバーを使って、テキストラベルをダブルクリックし、フォント、フォントサイズなどを更

新します。グラフは次のようになります。  
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5.5.2 カラーパレットを使用して色塗りした主レベルおよび副レ

ベルを持つ等高線図 

サマリー 

等高線図のレベルは、最小値から最大値まで、主レベルおよび副レベルを含み、多くのレベルに分

けることができます。そして、各レベルに特定の色を割り当てたり、カラーパレットを使ってレベルに色を

割り当てることができます。各レベルに対する等高線も同様にカスタマイズすることができます。このチュ

ートリアルでは、等高線図は行列から作成し、それから Rainbow パレットを色を割り当てるのに使用し

ます。  

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0 

学習する項目 

• 行列の次数をセットする  

• 行列に値をセットする  

• スピードモードをオン/オフする  

• 行列から等高線図を作成する  

• 等高線図に対するレベル、等高線、塗り色を編集する  

• カラースケールの設定を変更する  
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ステップ 

1. 新規プロジェクトを作成し、新規行列ボタン をクリックして新しい行列ウィンドウを

作成します。そして、マウスを行列左上角に移動し、マウスカーソルの形状が下図のようにな

ったら、クリックして行列全体を選択します。  

 

2. 右クリックして、ショートカットメニューから行列次数/ヘッダの設定を選びます。  

 

3. 下図のようにダイアログを設定します。そして、OK ボタンをクリックして、次数の設定

を完了します。  

572 



グラフ 

 

4. 行列を選択し、右クリックします。行列のセル値の設定を選択し、値の設定ダイアロ

グを開きます。  

 

5. ダイアログボックスで、数式ボックスに i*sin(x) - j*cos(y) と入力します。  
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6. OK ボタンをクリックして、データを生成し、次のような行列を得ます。  

 

7. この行列をアクティブにし、メインメニューから作図：等高線図：色付き等高線を選択

し、等高線図を作成します。グラフはこのようになります。  
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8. 等高線図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルにあ

る Layer1 を選択し、右側パネルでレイヤの大きさ・描画スピードタブを選択し、行列データ、

次元あたりの最大ポイント数のチェックを外し、スピードモードをオフにします。  
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9. [MBook1]MSheet1!1(Z)[1:10201] を選択して、行列レベルに移動します。右側の

領域のカラーマップ/等高線タブにあるレベル...ヘッダをクリックし、レベルの設定ダイアログ

ボックスを開きます。下図のように値をセットします。  

 

10. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードラジオボタ

ンを選択し、パレット選択ボタンをクリックして、Rainbow パレットを選びます。OK ボタンをク

リックして、ダイアログを閉じます。  

 

11. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

12. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。サイズを 18 にし、

カラーバーの太さを 200 にします。逆順の前のチェックボックスにチェックを付けます。OK ボ
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タンをクリックし、カラースケールに設定を適用します。カラースケールを選択し、その周りのハ

ンドルをドラッグして、適切なサイズにします。  

 

13. 軸のラベルを変更し、X 軸のラベルを Width、Y 軸のラベルを Length とし、両方と

もフォントサイズを 31 にします。Height Profile のようなテキストオブジェクトをレイヤの上部に

追加し、フォントサイズを 31 にします。最終的な等高線図は下図のようになります。  
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5.5.3 等高線グラフとカラーマップ 

サマリー 

Origin は、四角形、円形(極座標)、三角形(ターナリ)の等高線図をサポートしています。四角形の等

高線図では、データを行列形式または XYZ のワークシート形式にすることができます。極座標等高線

図はワークシート内の、R Θ Z または Θ R Z 形式の 3 列から作図できます。 三点等高線図は X・Y・Z・
Z 形式のデータから作図します。この 2 つ目の Z は 4 つ目のパラメータを含んでおり、このパラメータは

XYZ 三点図内において高さの値を示しています。  

等高線図を編集するため、数多くのオプションが利用できます。例えば、主副等高線レベルの設定、

主レベルのみの等高線の設定、カラーパレットの適用、さらにカスタム境界の制御（ワークシートから直

接作成した等高線の場合）などがあります。  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 行列に値をセットし、等高線図を作成する  

• レベル、等高線、カラーマップを編集する  

• 等高線からデータを抽出する  

• XYZ データから等高線図を作成する  

• カスタム境界を使用する  

行列から等高線図を作成する 

1. 新しい行列ウィンドウボタン をクリックし、新しい行列を作成します。  

2. メニューから行列：次数/ラベルの設定を選択し、次の図のようにダイアログを設定し

ます。 
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 OK

をクリックします。  

3. そして、マウスを行列左上角に移動し、マウスカーソルの形状が下図のようになった

ら、クリックして行列全体を選択します。 

 
4. 値の設定ダイアログを使って、行列にデータを入力します。行列ウィンドウ内で右クリ

ックします。行列のセル値の設定を選択し、値の設定ダイアログを開きます。計算式編集ボック

スに i*sin(x) - j*cos(y) と入力し、OK ボタンをクリックして、データを生成します。行列は次の
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ようになります。 

 
5. 行列の各データポイントは 2 種類の異なるインデックスに対応しています。1 つは、

行と列のインデックスです。もう 1 つは、X 座標と Y 座標です。表示：X/Y を表示を選択すると、

XY 座標が表示されます。 
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6. 表示：イメージサムネールの表示を選択して、サムネールを表示します。 

 
7. では、等高線を作成しましょう。この行列をアクティブにし、作図：等高線図：色付き

等高線を選択し、等高線図を作成します。グラフは次のようになります。 

 

レベル、等高線、カラーマップを編集する 

Origin では、カラースケールを変更したり、ラベルを追加するといった等高線図の編集を簡単に行う

ことができます。次のステップは、その方法です。  
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1. 等高線図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左パネルにある 

Layer1 という文字をクリックし(チェックボックスにはチェックを付けたまま、文字自体をクリック)、

右パネルのレイヤの大きさ・描画スピードタブを選択し、行列データ、次元あたりの最大ポイント

数のチェックを外してスピードモードをオフにします。  

2. そして、左側の領域の [MBook1]MSheet1!1(Z)[1:10201] を選択し、行列レベル

に移動します。右側の領域のカラーマップ/等高線タブにあるレベルヘッダをクリックし、レベル

の設定ダイアログボックスを開きます。最小/最大の検索ボタンをクリックし、主レベルの数を 8、

副レベルの数を 32 にセットして OK をクリックして閉じます。 

 
3. 次に、等高線に適用するカラーパレットをロードします。色塗りヘッダをクリックし、塗

り方ダイアログを開きます。パレットをロードラジオボタンを選択し、パレット選択ボタンをクリック
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して Rainbow パレットを選びます。OK をクリックしてダイアログを閉じます。  

 
4. 線ヘッダをクリックし、等高線ダイアログを開きます。主レベル上のみ表示を選択し、

OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。そして、OK ボタンをクリックして、作図の詳細

ダイアログを閉じます。  

5. カラースケールのプロパティを設定します。カラースケールを右クリックして、オブジ

ェクトの表示属性を選択し、色階調制御ダイアログを開きます。主レベルに表示チェックボック

スを選択し、OK ボタンをクリックして、カラースケールに適用します。すると等高線図は次のよう
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になります。  

 
6. 等高線を 2 回クリックして、そのレベルのすべての等高線を選択します。2 回クリック

するとき、最初のクリックではプロットの中心に赤い四角形を表示するレイヤが選択され、2 回目

のクリックで等高線を選択します。誤ってダブルクリックしてしまうと、作図の詳細ダイアログが開

きます。同じレベルの等高線を選択したらスタイルツールバーの線/境界色ボタン を使っ

て、色を緑に変更します。また、同じツールバーの線/境界幅ボタン を使って、太さを 3

に変更します。 
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選択した等高線を右クリックし、等高線ラベルを付加を選択して、ラベルを追加します。 

 
7. 等高線を 3 回クリックして選択し、右クリックして等高線データの抽出を選びます。

Origin は、等高線データをワークシートに抽出します。次の図は、ワークシートのデータの一
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部です。 

 

XYZ データから等高線図を作成する 

Origin は、中間的な行列を作成することなく、ワークシート内の XYZ データから直接等高線図を作

成することができます。等高線の計算と描画には、ドローネー三角分割法が使われています。  

1. 新しいワークシートを作成し、単一 ASCII インポートボタン を使って、

¥Samples¥Matrix Conversion and Gridding フォルダにある 3D XYZ.dat ファイルをイン

ポートします。  
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2. 3 番目の列を選択し、右クリックして、列 XY 属性の設定： Z 列を選びます。そして

作図： 等高線： 色付き等高線を選択して、次の図のようなグラフを作成します。 

 

三角形分割グリッドを表示する 

1. データから等高線図を作成するのに使われた三角形分割グリッドを表示します。

個々のデータポイントは、グリッドの結節点(交点)または頂点にあります。まず、新しいワークシ

ートを作成し、単一 ASCII インポートボタン を使って、¥Samples¥Matrix Conversion 

and Gridding フォルダにある XYZ Random Gaussian.dat ファイルをインポートします。  
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2. 3 番目の列を選択し、右クリックして、列 XY 属性の設定： Z 列を選びます。そして

作図： 等高線： 色付き等高線を選択して、グラフを作成します。 

 
3. 等高線図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。カラーマップ/等

高線タブに移動し、線ヘッダをクリックして、等高線ダイアログを開き、全てを隠すを選び、すべ
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ての等高線を非表示にします。OK ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。 

 
4. そして、カラーマップ/等高線タブで、グリッド表示とデータポイント表示チェックボック

スを選択します。OK をクリックして、作図の詳細ダイアログボックスを閉じます。 
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グリッドを重ね合わせた等高線は、下図のようになります。 

 

カスタム境界を適用する 

カスタム境界は、XYZ データから直接作成した等高線図に適用することができ、同じワークシートの

別の列に境界用のデータセットを用意します。この機能は、オブジェクトのアウトラインを定義する境界

データがある場合に役立ち、エンジンの輪郭と等高線でエンジンの温度を表示ようなことが可能になりま

す。  

1. 前のサンプルでの XYZ Random Gaussian.dat ファイルで作成したワークシートと

等高線図を続けて使用します。  

2. XYZRandomGaus ワークシートに移動し、列の追加ボタン を 2 回クリックし、2

列追加します。この 2 列を選択し、右クリックして、列 XY 属性の設定：XYXY を選びます。次

のデータのように 4 行のデータを入力します。  

12  10  
18  12  
16  18  
14  16  

3. 等高線図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。右パネルの等高

線設定で次の画像のようにダイアログを設定し、等高線図の縁を設定します。カラーマップ/等
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高線タブのグリッド表示とデータポイント表示チェックボックスのチェックを外してください。OK

をクリックして、作図の詳細ダイアログボックスを閉じます。 

 
グラフは次のようになります。  

 

 

5.5.4 極座標等高線図 

サマリー 

このチュートルアルは、極座標等高線図を作成する方法を示します。  
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学習する項目 

• 極座標等高線図を作成する  

• 作図の詳細ダイアログを使ってグラフを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Polar 

Contour フォルダを開きます。温度と位置データを持つ Book2B をアクティブにし、列 C を

選択します。メニューから、作図：等高線： θrZ 極座標等高線 と操作して極座標グラフを作

成します。グラフは次のようになります。  
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2. そして、作図の詳細ダイアログを使って、等高線グラフを編集します。等高線図をダ

ブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開き、カラーマップ/等高線タブを選択し、色塗りヘッ

ダをクリックし、ダイアログを次の図のように設定します。  
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3. 等高線設定タブをクリックし、レイヤ境界ラジオボタンを選択します。  

4. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

5. そして、グラフの軸を編集します。軸ラベルをダブルクリックして、軸ダイアログを開き

ます。そして次のことを行います。  

o スケールタブを選択し、軸選択リストで水平方向を選び、増分を 60 にセットしま

す。  

o 軸選択リストで垂直方向を選び、からを 0、までを 7、増分を 2 にセットします。  

o 軸目盛のラベルタブを選択し、位置選択リストから上を選びます。そして、デー

タ種類ドロップダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセ

ットは、 [Book3B]Sheet1!B を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  
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o 『軸位置選択』リストボックスで｢左｣アイコンを選びます。そして、データ種類ドロ

ップダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセットは、 

[Book3B]Sheet1!A を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  

o 位置選択リストボックスで｢右｣アイコンを選びます。そして、データ種類ドロップ

ダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセットは、 

[Book3B]Sheet1!A を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  

o グリッド線タブに行き、方向選択リストで水平方向が選択されていることを確認し

ます。下図のようにダイアログを設定します。OK をクリックして、軸ダイアログを閉じま

す。  
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6. カラースケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開き、次のグラフが示す

ようにダイアログを設定します。  

 

7. グラフは次のようになります。  
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5.5.5 三点(ターナリ)等高線 

サマリー 

このチュートルアルは、三点(ターナリ)等高線図に散布図を重ねて表示する方法を示します。  
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学習する項目 

• 三点(ターナリ)等高線図の作成  

• 作図のセットアップダイアログで散布図を重ねる  

• 作図の詳細ダイアログを使ってグラフを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Ternary 

Contour フォルダを開きます。Book1 をアクティブにし、ワークシート全体を選択します。そ

して、作図：等高線：三点等高線を選択して、三点等高線図を作成します。グラフは次のよう

になります。  
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2. では、このプロットに散布図を重ねましょう。レイヤアイコンを右クリックして、コンテキ

ストメニューから作図のセットアップを選び、作図のセットアップダイアログボックスを開きます。  

3. 利用可能なデータでフォルダ中のワークシートを選択し、Book1 を選びます。そし

てグラフタイプとして散布図を選択して、列 A、B、C をそれぞれ X、Y、Z として設定します。追

加をクリックすると、散布図が等高線図に追加されます。設定は次のようになります。  
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4. 次に、等高線図と散布図の編集を行います。等高線図をダブルクリックして、作図の

詳細ダイアログを開きます。  

o カラーマップ/等高線タブを選択し、レベルヘッダをクリックし、ダイアログを次の

図が示すように設定します。  
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o OK をクリックし、レベルの設定ダイアログを閉じ、色塗りヘッダをクリックして、

塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードを選択し、パレットリストから Rainbow を

選び、OK をクリックします。  

o 作図の詳細ダイアログの左側パネルで散布図を選択して、以下のようにシンボ

ルを編集します。  
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o OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。  

o カラースケールをドラッグ＆ドロップで変更し、希望する位置へ移動します。  

グラフは次のようになります。  
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5.5.6 折れ線グラフと等高線図を組み合わせる 

サマリー 

このチュートリアルは、折れ線グラフと等高線図を組み合わせることで、ワールドマップを作成する方

法を説明します。  

 

学習する項目 

• 等高線図を作成する  

• 折れ線グラフと等高線図を組み合わせる  

• 等高線図を編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Map 

Combining Line and Contour Plots フォルダを開きます。行列 MBook1 をアクティブに

し、行列全体を選択します。作図：等高線図：色付き等高線を選び、等高線グラフを作成しま

す。  

603 



Origin9 チュートリアル 

 

2. このステップで、等高線グラフに折れ線グラフを追加します。Book5 のすべての列

を選択し、新しく作成した等高線グラフをアクティブにします。そしてグラフ操作： プロットをレイ

ヤに追加：折れ線と選択し、新規折れ線グラフを同じレイヤ内に作成します。追加されたプロッ

トの凡例を削除します。  

3. 次のステップでは、グラフを編集します。フォーマット：作図の詳細（レイヤ属性）と選

択して作図の詳細ダイアログを開きます。レイヤの大きさ・描画スピードタブを開き、スピードモ

ード（必要に応じてポイントをスキップ）グループ内のチェックを両方とも外します。  

4. 作図の詳細ダイアログの左パネルの Layer1 ブランチを拡張し、等高線図データを

選択します。そして、次のように操作します。  

o カラーマップタブで、レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを開

きます。下図のようにダイアログを設定します。  
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o 色塗りヘッダをクリックし、塗り方ダイアログを開き、他の色を導入して混合ラジ

オボタンを選択します。そして、最小値 を オレンジ色 、最大値を ネイビーにします。  

o 色塗りフィールドのセルをクリックして、<0.5 の行の色を赤にします。  

 

o 色塗りフィールドのセルをクリックして、>7 の行の色を黒にします。  
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o 線ヘッダをクリックして等高線ダイアログを開き、主レベル上のみ表示のチェッ

クを外します。そして、全て隠すのラジオボタンをクリックします。  

o 欠損値グループの 色 の枠をクリックし、塗り色を白にします。OK ボタンをクリッ

クします。  

 

5. 作図の詳細ダイアログの数値の表示形式タブを開き、小数点桁数ラジオボタンを選

択してデフォルト値である 1 のままにします。  

6. OK ボタンをクリックし、グラフに設定を適用します。グラフは次のようになります。  
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カラースケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開き、次のグラフが示すよう

にダイアログを設定します。  
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7. カラースケールのサイズ変更と再配置を行います。そして、X と Y 軸の目盛ラベル

を修正し、サンプルグラフが示すようにグラフタイトルを追加します。グラフは次のようになりま

す。  

 

 

5.5.7 XY データポイントと Z ラベルの等高線図 

サマリー 

このチュートリアルは XYZ データから等高線を作成し、Z の値を各 XY データポイントにデータラベ

ルとして貼り付ける方法を示します。  
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• XYZ データから等高線図を作成する  

• レベル、等高線、カラーマップを編集する  

• 散布図を等高線図の上に作図する  

• 散布点にラベルを付ける  

ステップ 

1. 新しいワークブックを開き、

Sample/Matrix_Conversion_and_Gridding/XYZ_Random_Gaussian.dat.ファイルをイ

ンポートします。  

2. 列 C を選択し、Z 列として設定します。そして全ての列を選択してから、メインメニュ

ーで作図：等高線：色付き等高線と操作して等高線図を作図します。  

609 



Origin9 チュートリアル 

 

3. レイヤアイコンをダブルクリックしてレイヤ内容ダイアログボックスを開きます。このダ

イアログの左側のパネルで列 B を選び、グラフタイプを「散布図」にしてから右側のパネルに

追加します。  

 

4. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。散布図が等高線図に追加されます。  
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5. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。このダイアログでカラ

ーマップ/等高線タブを開きます。すると、左側のパネルにある等高線図が選択されています。

レベル…ヘッダをクリックしてレベルの設定ダイアログを開き、副レベル数を 4 とします。  
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6. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログに戻ります。散布図を選択してから

ラベルタブを開き、有効にするにチェックを付けてこのタブをアクティブにします。サイズを 10、

位置を下、ラベル形式を Col(C)に設定します。  

 

7. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。Z の値がラベルとしてグラフに追加

されます。再スケールボタン をクリックして、グラフを再スケールします。  

 

5.5.8 カラーマップ曲面を平面化して、Z オフセット表示 

サマリー 

このチュートリアルは平面化して積み上げたカラーマップ曲面図を Z オフセットと共に作図する方法

を示します。 
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学習する項目 

• 複数の行列を行列オブジェクトとして Origin 内にインポートする 

• 複数のカラーマップ曲面図を 1 つのグラフレイヤに作図する 

ステップ 

1. 新しい行列ウィンドウを開いて、メニューからファイル：インポート：イメージと操作して

Sample¥Image Processing and Analysis フォルダ内の myocyte1 から myocyte8 をイ

ンポートします。impImage ダイアログでは、複数ファイル（第一以外）のインポートモードで

は、新しいオブジェクトの開始を選択したままにします。  

613 



Origin9 チュートリアル 

 

2. OK ボタンを押し、ファイルを行列オブジェクトとしてインポートします。  
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3. メニューから作図：３D 曲面：複合カラーマップ曲面を選択して、曲面グラフを作成し

ます。  

 

4. メインメニューからフォーマット：作図の詳細(レイヤ)を選択し、「作図の詳細」ダイア

ログボックスを開きます。 
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5. 初めのプロットを選択し、面タブ内で、平面とスケール範囲（0=下端、100=上端）の

パーセントによって Z で移動をチェックして、値を 0 にします。メッシュタブを開き、有効にす

るチェックを外してグリッド線を非表示にします。  

 

 

6. 同様に、2 番目から 8 番目までのプロットを順番に選択し、平面とスケール範囲（0=

下端、100=上端）のパーセントによって Z で移動をチェックして、値をそれぞれ 14, 29, 42, 

57, 71, 85, 100 に設定します。メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してグリッド線を

非表示にしてから、OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  
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7. グラフを回転させて、下図のようなグラフを表示します。  
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5.5.9 等高線図にベクトルグラフを重ねる 

サマリー 

このチュートルアルは、等高線図にベクトルグラフを重ねる方法を示します。  

 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 等高線図を作成し、その色スケールを編集する  

• XYAM 型のベクトルグラフを作成する  

• 2 つのグラフを統合する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

等高線図を作成する 

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Contour 

Plot with Vector Overlay フォルダを開きます。  
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2. W147 行列をアクティブにして、メニューから作図： 等高線図： 色付き等高線を選

択して作図します。グラフは次のようになります。  

 
3. メニューからフォーマット：作図の詳細(プロット属性)を選択し、作図の詳細ダイアロ

グを開きます。カラーマップ/等高線タブを開きます。以下のように等高線グラフの設定を行いま

す。  

o レベルヘッダをクリックし、次の図のように設定を行います。  
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o 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードを選

択し、パレットリストから Temperature を選び、OK をクリックします。  

o 線ヘッダをクリックして、全てに適用のチェックを付け、色のドロップダウンリスト

から灰色を選択します。OK をクリックします。  
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4. 作図の詳細ダイアログで数値の表示形式タブを開き、小数点桁数のラジオボタンを

クリックして値に 1 を入力します。OK をクリックします。  

 
5. これから作成する XYAM ベクトルグラフとの統合の準備のために、軸を隠す必要が

あります。それには、フォーマット： 作図の詳細(レイヤ)を選択します。レイヤ表示方法タブを開
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き、X 軸と Y 軸のチェックを外します。OK をクリックします。  

 
6. 「Y 軸タイトル」を右クリックして、「削除」を選びます。「X 軸タイトル」にも同じ操作を

行います。  

7. 等高線の色スケールをダブルクリックして、色スケールを変更します。次のように設

定を変更します。  

o フォントを Verdana に設定します。  

o サイズを 22 にします。  

o 背景ドロップダウンリストから枠線を選択します。  

o カラーバーの太さを 100 にします。  

o 逆順チェックボックスを選択します。  
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 OK をクリックし、色スケールをクリック＆ドラッグで希望の位置に移動します（例ではグラフの

右側です）。  

 

等高線図は次のようになります。  

 

XYAM 型のベクトルグラフを作成する 
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1. WOR81147 ワークシートを選択し、最後の 3 列を選択してメニューから作図：特殊：

２D ベクトル：XYAM 型と選びます。  

2. ベクトルをダブルクリックし、作図の詳細ダイアログのベクトルタブを開きます。下図

のように設定します。 

 
 そして、OK をクリックします。  

3. 軸のスケールを更新するには、フォーマット：軸スケール：X 軸と操作してダイアログ

を開きます。そして、次のように行います。  

o スケールタブの軸選択リストで水平方向アイコンを選択します。X の値として、

から＝1、まで＝10、増分＝2 として設定します。  
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o 軸選択リストボックスから垂直方向を選択し、Y のから=5, まで=95 , 増分=10 

のように設定します。  

o 軸の主要設定（タイトルと形式）タブで、上と右アイコンを選択してそれぞれ軸と

軸刻みの表示チェックボックスにチェックを付けます。OK をクリックします。  

4. この時点でレイヤフレームからベクトルがはみ出している事が分かります。表示がレ

イヤフレーム内に収まるように、フォーマット：作図の詳細（レイヤ属性）を選択します。レイヤ表
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示方法タブを開き、枠でデータを切り取るにチェックをつけます。OK をクリックします。  

 
5. ベクトルグラフの凡例で右クリックを行い、コンテキストメニューからオブジェクトの表

示属性を選択してオブジェクトプロパティを開きます。以下のようにオプションを設定します。  
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2 つのグラフを統合する 

上述の手順で等高線図とベクトルグラフを作成できました。これら、2 つを統合します。  

1. 作成した等高線図とベクトルグラフ以外のグラフは最小化または非表示にしてくださ

い。この 2 つの内 1 つのグラフがアクティブな状態で、メインメニューからグラフ操作：グラフウィ

ンドウの統合を選択します。  

2. merge_graph ダイアログでは次のように詳細を設定します。  

o 配置の設定ノードを展開して行の数テキストボックスに 1 と入力します。  

o 間隔（ページサイズの％）ノードを展開し、右端余白テキストボックスに「25」を

入力して色スケールを等高線の余白に表示出来るようにします。そして、OK をクリック

します。  

 

 

3. テキストツールボタン  をクリックし、色スケールの上にテキストエリアを作成して

「w(ms-1)」と入力します。テキスト内の-1 を選択し、書式ツールバーの上付きボタン をクリ

ックします。フォントサイズを 26 に設定します。  

4. 全てのオブジェクトのフォントを Verdana にするには、次のどちらかの操作を行いま

す。  
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o 各オブジェクトを 1 つずつ設定する方法では、オブジェクトを選択して書式ツー

ルバーのフォントボタンで  で、Verdana を選びます。  

または  

o テーマオーガナイザを使い、現在のフォントテーマを作成して適用します。  

 

 

最終的なグラフはこのようになります。 

 

 

5.6 統計グラフ 
 

このセクションで説明する項目:  

1. ボックスチャート 

2. 単純なドットチャート 

3. 複数データのドットチャート 

4. ヒストグラムに複数フィット曲線を追加する 
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5. ワイブル確率プロット 

6. Q-Q プロット 

7. 散布図行列 

 

5.6.1 ボックスチャート 

サマリー 

このチュートリアルは統計/特殊グラフ（¥Samples¥Statistical and Specialized Graphs.opj）内に

ある、ボックスチャートを作成する方法を記します。  

 

学習する項目 

• データが重なったボックスチャート  

• ボックスチャート設定の編集  

• レイヤ背景の変更  

ステップ 

このチュートリアルは Statistical and Specialized Graphs （¥Samples¥Statistical and 
Specialized Graphs.opj）と対応しています。  

1. Statistical and Specialized Graphs の Statistical and Specialized Graphs: 

Statistical: Box Chart フォルダをブラウズして開きます。  
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2. ワークシート Box Plot Data をアクティブにし、列 January、February、March を

選択します。メニューから作図：統計グラフ：ボックスチャートと選択して作図します。  

3. ボックスの 1 つをダブルクリックし、作図の詳細ダイアログボックスを開きます。グラフ

グループタブの境界色ドロップダウンリストからなしを選択し、適用ボタンをクリックすると、自動

推移するデータプロットプロパティが無くなります。そして、グループのプロパティを次のように

更新します。(記載のないプロパティについては、デフォルト値を使います。): 

 

ボックスチャートタブ:  

種類  点列[左]＋ボックス[右]  

データタブ:  

分布曲線の種類:  正規分布  

自動ビン化:  無効/チェック無し  

ビンサイズ:  100  

開始：  750  

終了：  3600  

ビンの高さ  100  

グラフの線タブ:  

線種：  実線  

太さ：  2  

色：  青  

シンボルタブ:  

サイズ：  5  
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シンボルの色  オリーブ  

形状  円  

内部：  単色  

パターンタブ:  

縁の色：  青  

線種：  実線  

太さ：  2  

塗りつぶし：  カスタム (R:156, G:190, B:254)  

パターン：  なし  

パーセンタイルタブ:  

サイズ：  5  

縁の色：  黒  

塗り色：  黒  

4. 作図の詳細ダイアログで、左側パネルからレイヤを選択し、レイヤレベルのタブをア

クティブにします。背景タブを開き、色 に(R:177, G:237, B:254)を入力します。OK をクリック

して設定を適用し、ダイアログボックスを閉じます。  

5. Y 軸をダブルクリックして、スケールタブを選択し、軸スケールを以下のように設定し

ます。  

から：  510  

まで：  2900  
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増分：  250  

副刻みの数  0  

6. 『グリッド線』タブを選択します。軸選択リストボックスで水平方向アイコンを選択し、Y

軸に対してグリッド線を編集します。主グリッド線チェックボックスを有効にし、線の色 = 明るい

灰色 、線種 = 点線にします。  

7. 軸選択リストボックスの水平方向、垂直方向の両方に対して、グリッド線タブの反対

の線チェックボックスを有効にします。  

8. 凡例を削除し、必要に応じて X および Y 軸タイトルを更新します。  

9. レイヤを右クリックし、レイヤタイトルの追加/変更を選択し、タイトルを付けます。  

 

5.6.2 単純なドットチャート 
  

表示内容 

• 1 サマリー 

• 2 学習する項目 

• 3 ステップ 

サマリー 

ドットチャートは、単純なスケール上にプロットしたデータポイントで構成される統計グラフです。これは

簡単に量を比較できるので、円グラフに代わるものとしても使われます。このチュートリアルでは、ドットチ

ャートの作成方法を説明します。 
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必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 散布図を作成する 

• X-Y 軸を変更する 

• 作図のセットアップダイアログを使ってグラフを編集する 

ステップ 

多くの元素を含む化合物があるものとします。次の生データからドットチャートを作成します。 
元素 内容量 

C 36 
Cl 2 
H 28 
N 10 
O 12 
P 7 
S 5 
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1. 新しいワークブックを作成し、データを入力します。  

 

2. 列 A と列 B を選択し、Origin のメニューから作図：シンボル図：散布図を選択し、

グラフを作成します。  

 

3. グラフ操作：X 軸と Y 軸の交換を選択します。  
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4. グラフをダブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開き、次の図のようにシンボルとシ

ンボルの色を変更します。  
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5. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。すると、グラフは、下図のようになり

ます。  
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6. X 軸と Y 軸を再設定しましょう。X 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを

開きます。スケールタブで、開始(から)を 0、終了(まで)を 40 にセットします。増分を 10 にセ

ットします。  

 

7. 「軸の主要設定」タブで、軸位置選択で左を選択し、主刻みの付け方、副刻みの付

け方を無しにします。最後に OK ボタンをクリックします。  
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これでドットチャートが作成されます。  

 

  

5.6.3 複数データのドットチャート 
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サマリー 

ドットチャートは、単純なスケール上にプロットしたデータポイントで構成される統計グラフです。これは

量を簡単に比較できるので、円グラフに代わるものとしても使われます。このチュートリアルでは、ドットチ

ャートの作成方法を説明します。 

 
必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 散布図を作成する 

• X-Y 軸を変更する 

• 作図のセットアップダイアログを使ってグラフを編集する 

• レイヤ管理を使う 

• 軸を編集する 

• グラフにオブジェクトを追加する  
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ステップ 

複数データのドットチャートの作成方法を説明します。ここに異なる時間、場所での要素についての

データがあります。これを使ってドットチャートを作成します。 
硫酸塩 0.346 0.560 0.333 0.887 0.310 0.899 

硝酸塩 0.382 0.780 0.456 0.732 0.456 0.732 

塩素化合物 0.441 0.880 0.120 0.656 0.221 0.673 
アンモニウム 0.481 0.900 0.256 0.890 0.434 0.825 

では、始めましょう。 

1. 新しいワークブックを作成し、データを入力します。  

 

2. 列 B と列 C を選択し、メニューから作図：シンボル図：散布図:下・左軸を選択してグ

ラフを作成し、そしてグラフ操作：X 軸と Y 軸の交換を選びます。 

3. ステップ 2 を繰り返し、列 D と列 E を使って別のグラフを作成し、列 F と列 G に対

しても別のグラフを作成します。 

4. これら 3 つのグラフを統合します。メニューからグラフ操作：グラフウィンドウの統合(：

ダイアログを開く)を選びます。配置の設定を開き、行の数を 3、列の数を 1 にセットします。OK 

ボタンをクリックします。これで 3 つのレイヤを含む新しいグラフができました。  
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5. グラフの凡例および XY 軸のラベルを削除し、グラフをきれいにします。  

 

6. メインメニューから「グラフ操作：レイヤ管理」を選択します。左側のパネルで、Layer 

2 を選びます。そして、右側のパネルで、リンクタブをクリックします。ここで、リンク先を 1 にし、

Y 軸リンクを直接(1 対 1)にします。適用ボタンをクリックします。  

 

7. 左側のパネルで、Layer 3 を選びます。リンクタブで、リンク先を 1 にし、Y 軸リンク

を直接(1 対 1)にします。そして OK ボタンをクリックします。 

8. Ｘおよび Y 軸を再設定します。レイヤ 1 がアクティブであることを確認し、レイヤ 1 の

X 軸をダブルクリックします。X 軸のスケールを 0 から 1 にし、増分を 0.2 にします。  
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9. 軸目盛のラベルタブで、主目盛ラベルを表示のチェックを外します。  

 

10. 軸の主要設定タブで、主刻みの付け方、副刻みの付け方を無しにします。  
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11. 軸位置選択で左を選択し、軸と軸刻みの表示チェックボックスを選択し、主刻みの

付け方、副刻みの付け方を無しにします。  

 

12. 軸位置選択で右を選択し、軸と軸刻みの表示チェックボックスを選択し、主刻みの

付け方、副刻みの付け方を無しにします。  
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13. 軸位置選択で上を選択し、軸と軸刻みの表示チェックボックスにチェックを付けます。

主刻みの付け方を外側、副刻みの付け方を無しにします。  

 

14. 軸目盛りのカスタム化タブを選択し、位置選択で上を選択し、軸上の開始位置、軸

上の終了位置で非表示を選びます。  
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15. 軸目盛のラベルタブで、主目盛ラベルを表示のチェックを外します。  

 

16. グリッド線タブで、方向選択で水平方向を選び、主グリッド線チェックボックスを選択

します。また、グリッド線に対する色と線種を選択します。OK ボタンをクリックします。  
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17. レイヤ 2 をアクティブにし、ステップ 9 から 12 までとステップ 16 を繰り返します。  

 

18. レイヤ 3 アクティブにし、ステップ 9 から 12 までとステップ 16 を繰り返します。軸の

主要設定タブで、主刻みの付け方を外側、副刻みの付け方を無しにします。  
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19. 軸目盛りのカスタム化タブを選択し、位置選択で下を選択し、軸上の開始位置、軸

上の終了位置で非表示を選びます。  

 

20. OK をクリックします。すると、次のグラフのようになります。  
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21. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。次の図のようにオ

プションを変更します。  
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22. レイヤ 2 とレイヤ 3 に対してステップ 21 を繰り返します。OK ボタンをクリックすると、

このようなグラフになります。  
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23. 「プロット操作オブジェクト作成」ツールバーの を選択し、グラフに 3 つの四角形

を描きます。各四角形に対して以下を操作します。  

1. 四角形をダブルクリックし、オブジェクト表示制御ダイアログを開きます。 

2. 塗りパターンタブで、希望の塗りつぶしの色を選びます。  
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3. 大きさタブで、四角形のサイズと位置を調整します。 
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24. 「プロット操作オブジェクト作成」ツールバーのテキストツール を選び、テキストを

入力したい四角形の内側をクリックします。 

25. メニューからグラフ操作：新規の凡例を選びます。適切な位置に凡例を移動し、右ク

リックをしてオブジェクトの表示制御を選択します。以下のように設定を変更します。  
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26. レイヤ 1 の上 X 軸をアクティブにし、適切な位置に移動します。 

複数データのドットチャートが完成しました。すると、次のグラフのようになります。 
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5.6.4 ヒストグラムに複数フィット曲線を追加する 

サマリー 

ヒストグラムをプロットした後、Origin は作図の詳細ダイアログのデータタブで「種類」ドロップダウンリ

ストから標準, 対数, ポアソン, 指数, ラプラス, ローレンツ を選択して、ビン化データに分布データを重

ねることができます。ヒストグラムに複数の分布曲線を追加するには、全体の手順にいくつかステップが

追加されます。 
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学習する項目 

• ヒストグラムをプロットする 

• 度数カウントを使って統計を実行する 

• ピークアナライザを使ってピークを検索し、フィットを実行する 

• 新しいレイヤを追加する 

ステップ 

サンプルデータをコピーして、Origin に貼り付け、対象の列を Y に設定します（列を選択して

Origin のメニューから列：列 XY 属性の設定:Y 列として設定を選びます。）メニューから「作図：統計グ

ラフ：ヒストグラム」を選び、このデータをヒストグラムとしてプロットします。 

 
度数カウント 

1. サンプルデータを選択し、「統計：記述統計：度数表」を選択して、freqcounts ダイ

アログを開きます。 

2. OK をクリックして完了します。新しい結果シートが生成されます。 

ピークフィット 

1. Col(Counts)を選択し、「解析：ピークと基線：ピークアナライザ」メニューからピーク

アナライザを開きます。 

2. 開始ページで、処理としてピークフィットを選び、進むボタンをクリックします。 

3. 基線モードページで、カスタムラジオボタンを選択し、基線を Y=0 にします。 
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4. 進むを 2 回クリックし、「ピーク検索」ページに移動します。自動検索チェックボックス

の下にある検索ボタンをクリックして、2 つのピークを見つけます。 

5. 進むボタンをもう一度押し、ピークのフィットページを開きます。このページの下にあ

るフィット制御ボタンをクリックし、ピークフィットのパラメータダイアログを開きます。  

6. このダイアログで、デフォルトのフィット関数は Gaussian になっており、これはデー

タを正規化するのに適しています。ピークフィットのパラメータダイアログを閉じ、ピークアナライ

ザに戻ります。完了ボタンをクリックしてフィットを完了します。 

フィット曲線を追加する 

1. ヒストグラムのグラフをアクティブにして、メニューから「グラフ操作：新規レイヤ(軸)：

右 Y（X スケール・寸法リンク）」を選択して、レイヤを追加します。 

2. レイヤ 2 アイコンを右クリックして、ショートカットメニューから作図のセットアップを選

び、作図のセットアップダイアログボックスを開きます。 

3. 上側のパネルから FitPeakCurve1 シートを選択し、列 A3 を X として、列 A4 を Y

として設定し、下側のパネルでレイヤ RightY に追加します。 

4. 列 A5 と列 A6 に対しても同じように行います。その後、フィットした 2 つのピークが

レイヤ RightY に追加されます。 

5. OK をクリックします。2 つのフィット曲線がヒストグラムに追加されます。 

6. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側のパネルから

RightY を選択し、右側のパネルで「軸スケール間のリンク対応」タブを開き、X 軸のリンクと Y

軸のリンクの両方に対して、直接(1 対 1)を選択します。OK をクリックしてダイアログを閉じます。 

7. フィット曲線が右側のスケールでヒストグラムに追加されます。下のグラフは結果のグ

ラフで、右 Y 軸は消去されています。  
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サンプルデータ 
0.631 
0.642 
0.652 
0.662 
0.669 
0.676 
0.677 
0.69 
0.691 
0.696 
0.697 
0.699 
0.699 
0.7 
0.7 
0.708 
0.712 
0.718 
0.731 
0.744 
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0.749 
0.751 
0.752 
0.753 
0.758 
0.758 
0.759 
0.761 
0.761 
0.763 
0.763 
0.763 
0.765 
0.767 
0.768 
0.768 
0.769 
0.769 
0.77 
0.771 
0.771 
0.772 
0.774 
0.775 
0.775 
0.776 
0.776 
0.776 
0.777 
0.778 
0.779 
0.78 
0.78 
0.781 
0.784 
0.784 
0.785 
0.785 

658 



グラフ 

0.789 
0.789 
0.791 
0.794 
0.795 
0.796 
0.798 
0.798 
0.803 
0.82 
0.831 

  

5.6.5 ワイブル確率プロット 

サマリー 

確率プロットは、X 軸上に観測した累積パーセント、Y 軸上に期待累積パーセントを持つグラフを表

示します。ワイブルプロットは、データセットがワイブル分布に従うかどうか検査するのに使用されます。

そして、その X スケールと Y スケールは、それぞれ Log10 と 2 重対数逆数です。すべてのデータポイ

ントが参照線に近い場合、データセットはワイブル分布に従うということができます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0 

学習する項目 

• ワイブル確率プロットを作成する方法  

• シンボルの形状を変更する方法  

• 線の太さを変更する方法  

ステップ 

このチュートリアルは Statistical and Specialized Graphs （¥Samples¥Statistical and 
Specialized Graphs.opj）と対応しています。(OPJ ファイルが無ければ、 ここからデータをダウンロード

できます。)  

1. Statistical and Specialized Graphs の Statistical: Probability, QQ Plot をプ

ロジェクトエクスプローラから選択します。ワークシート Probabiliry Plot Data をアクティブに

します。列 A を選択して右クリックを行い、コンテキストメニューから列 XY 属性の設定：Y 列を

選択します。 

 
2. この列を選択し、メニューから作図：統計グラフ：確率プロット:P-P 図を選択して

plot_prob ダイアログを開きます。このダイアログで、分布を Weibull にし、OK ボタンをクリッ
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クして、列 A とともにワイブル確率プロットを作成します。 

 

 

5.6.6 Q-Q プロット 

サマリー 

Q-Q プロットは、データセットが与えられた分布に従うかどうかを検定する手法です。Q-Q プロットで

は、X 軸上の観測値と Y 軸上の期待値が表示されます。すべてのデータポイントが参照線に近い場合、

データセットは与えられた分布に従うものと結論つけできます。  

661 



Origin9 チュートリアル 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR0 

学習する項目 

• 通常の Q-Q プロットを作成する方法  

• シンボルの色と形状を変更する方法  

• 線の色を変更する方法  

ステップ 

このチュートリアルは統計/特殊グラフ（¥Samples¥Statistical and Specialized Graphs.opj）と対
応しています。(OPJ ファイルが無ければ、  
http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Q-Q_Plot.txt 
からデータをダウンロードできます。)  

1. 統計/特殊グラフのプロジェクトエクスプローラから Statistical and Specialized 

Graphs: Statistical: Probability, QQ Plot を選択します。Q-Q Plot Data ワークシートをア

クティブにし、列 A を選択して右クリックを行い、コンテキストメニューから列 XY 属性の設定：Y

列を選択します。 
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2. Normal Random Values というロングネームをこの列に追加します。 

 

 
3. この列を選択し、メニューから作図：統計グラフ：確率プロット:Q-Q 図を選択して

plot_prob ダイアログを開きます。このダイアログで、スコアー法を Benard に変更します。 
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4. OK ボタンをクリックして、列 A で通常の Q-Q プロットを作成します。  

5.6.7 散布図行列 

サマリー 

散布図行列は、行列形式で表した変数の散布図を対としていくつか構成したものです。変数に相関

性があるか、相関が正か負かを決定するのに使用できます。このチュートルアルは、散布図行列を作成

する方法を示します。  

664 



グラフ 

 

学習する項目 

• ヒストグラムと共に散布図行列を作図する  

• 散布図行列を編集する  

• 色インデックスを表示するためにグループ化する範囲を設定する  

ステップ 

散布図行列を作図する 

1. 空のワークシートから始めます。メニューから ファイル：インポート：単一 ASCII ファ

イル と操作して単一 ASCII ファイルインポートダイアログを開きます。Origin プログラムフォル

ダの/Sample/Statistics を参照し、Fisher's Iris Data.dat ファイルをインポートします。  

2. 列 A から列 D を選択し、メニューから 作図：統計グラフ：散布図行列 を選びます。  
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3. ダイアログ内で対角のセルで表示ドロップダウンリストからヒストグラムを選択します。  
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4. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。グラフは次のようになります。 

 

同じワークブック内に散布図行列を表示する PlotData1 シートが作成されます。  

散布図行列を編集する 

散布図行列は複数のレイヤに分かれています。このセクションでは、背景色、データプロット

の種類と色、散布図行列の軸刻みの編集方法を示します。  
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1. 対角セルではないレイヤでダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。次

の図のようにシンボルの種類と色を選択して、OK ボタンをクリックします。  

 
2. 変更したレイヤを選択し、その後右クリックをしてフォーマットのコピー：シンボル/線/

塗りつぶしを選択します。 
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グラフ外の空白部分をクリックしてから右クリックしフォーマットの貼り付けを選択します。同じよう

な方法で他のレイヤにシンボル色をコピーできます。  

3. レイヤで右クリックを行い、フォーマットのコピー：色を選択します。そしてグラフ外の

空白部分で右クリックを行い、フォーマットの貼り付けを行います。  

4. フォーマット：作図の詳細(ページ属性)を選択し、作図の詳細ダイアログを開きます。

表示指定タブを開き、色オプションでカスタムカラーの定義をクリックします。  
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5. 色の設定ダイアログ内で、Red=235, Green=235, Blue=255 の RGB 値を設定し

ます。カスタムカラーを追加して OK をクリックします。  

 
6. 散布図のレイヤ背景色を指定するには、グラフ操作：レイヤ管理を開いて、ダイアロ

グ内で表示フォーマットタブを開きます。レイヤがリストされているレイヤ選択から、対角セル以

外の背景色を白にします。適用ボタンをクリックして、プレビューをダイアログの右パネルに表

示します。 

 
そしてダイアログ内の OK ボタンをクリックします。  
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7. グラフの軸目盛ラベルをダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。軸目盛のラベ

ルタブではサイズを 36 に設定します。目盛ラベル属性の適用対象セクションにある、サイズの

チェックボックスを選択して、ドロップダウンリストからウィンドウを選択します。  

 

8. 対角セルから変数を選択し、サイズボタン を使って書式ツールバーから

36 を選びます。すると、グラフは次の通り表示します。  
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グループ 範囲の追加 

1. グループ範囲を追加するには、グラフの左上角にある、緑色の錠前アイコンをクリッ

クします。パラメータの変更を選択し、Plotting: plot_matrix ダイアログを再度開きます。  

2. グループ範囲オプションの隣にある三角形ボタン をクリックします。列の選択をク

リックして列ブラウザダイアログを開きます。そしてグループ範囲として列 E（Species）を選択し

ます。OK ボタンをクリックします。  

 
3. Plotting: plot_matrix ダイアログの OK ボタンをクリック  

 

最終的なグラフは次のようになります。  
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5.7 極座標 
 

このセクションで説明している項目  

1. 極座標等高線図 

2. エラーバー付き極座標図 

 

5.7.1 極座標等高線図 

サマリー 

このチュートルアルは、極座標等高線図を作成する方法を示します。  
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学習する項目 

• 極座標等高線図を作成する  

• 作図の詳細ダイアログを使ってグラフを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Polar 

Contour フォルダを開きます。温度と位置データを持つ Book2B をアクティブにし、列 C を

選択します。メニューから、作図：等高線： θrZ 極座標等高線 と操作して極座標グラフを作

成します。グラフは次のようになります。  
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2. そして、作図の詳細ダイアログを使って、等高線グラフを編集します。等高線図をダ

ブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開き、カラーマップ/等高線タブを選択し、色塗りヘッ

ダをクリックし、ダイアログを次の図のように設定します。  
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3. 等高線設定タブをクリックし、レイヤ境界ラジオボタンを選択します。  

4. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

5. そして、グラフの軸を編集します。軸ラベルをダブルクリックして、軸ダイアログを開き

ます。そして次のことを行います。  

o スケールタブを選択し、軸選択リストで水平方向を選び、増分を 60 にセットしま

す。  

o 軸選択リストで垂直方向を選び、からを 0、までを 7、増分を 2 にセットします。  

o 軸目盛のラベルタブを選択し、位置選択リストから上を選びます。そして、デー

タ種類ドロップダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセ

ットは、 [Book3B]Sheet1!B を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  
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o 『軸位置選択』リストボックスで｢左｣アイコンを選びます。そして、データ種類ドロ

ップダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセットは、 

[Book3B]Sheet1!A を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  

o 位置選択リストボックスで｢右｣アイコンを選びます。そして、データ種類ドロップ

ダウンリストから主目盛りラベル用データセットを選択します。データセットは、 

[Book3B]Sheet1!A を選びます。フォントサイズを 26 に変更します。  

o グリッド線タブに行き、方向選択リストで水平方向が選択されていることを確認し

ます。下図のようにダイアログを設定します。OK をクリックして、軸ダイアログを閉じま

す。  
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6. カラースケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開き、次のグラフが示す

ようにダイアログを設定します。  

 

7. グラフは次のようになります。  
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5.7.2 エラーバー付き極座標図 

サマリー 

このチュートルアルは、エラーバー付き極座標図を作成する方法を示します。 
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学習する項目 

• エラーバー付き極座標グラフを作成する 

• 作図の詳細ダイアログと軸ダイアログを使ってグラフを編集する 

ステップ 

1. 下記 URL から 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/Polar_Plot_with_Error_Bar.txt 

サンプルデータをインポートします。 

2. 列 C を選択し、Y エラーとして設定します。 

3. エラーバー付き極座標グラフを作図するには、すべての列を選択します。メインメニ

ューで、作図をクリックし、特殊にカーソルを当て、「極座標線プロット：θ (X) r (Y)」 をクリックし

ます。あるいは 2D グラフツールバーから「極座標線プロット：θ (X) r (Y)」のボタンをクリックしま

す。  
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4. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左メニューで、エラ

ープロットを選択します。以下のように色を深紅色に変更し、負のチェックを外します。  
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5. 左側パネルで折れ線グラフを選択し、作図形式を散布図に変更します。シンボルタ

ブではシンボルのスタイル、色、透過率を下図のように設定します。OK をクリックしてダイア

ログを閉じます。  
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6. グラフの左側で垂直軸をダブルクリックして軸ダイアログを開きます。グリッド線タブ

で副グリッド線のチェックを外し、主グリッド線の種類を点線にします。垂直方向を左側で選

び、同じように設定します。  

 

7. OK をクリックして軸ダイアログを閉じます。最終的なグラフは次のようになります。  
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5.8 3D 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 3D グラフの基本 

2. 3D 円グラフ 

3. 掘削ドリル位置の 3D 散布図と線の射影 

4. 散布図データを持つ 3D 棒グラフ 

5. 欠損値を含む曲面図 

6. 交差した曲面図の作成 

7. シンボルと垂直線を持つ曲面図 

8. 色付き曲面図の交差 

9. 2 つ目の行列からのカラーマップ 

10. カラーマップ曲面図 
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11. データをカラーマップしたパラメトリック曲面図 

12. 積み上げ 3D 曲面図 

13. 同一レイヤ内に複数曲面を追加 

14. サイズと色をマッピングした 3D 散布図 

15. ドロップライン付き 3D 散布図 

16. 曲面と透過面 

17. 曲面図を平面化し、3D 棒グラフを重ねる 

18. ポイントラベルを追加した 3D 曲面図 

19. 散布図データとパラメトリック曲面 

 

5.8.1 3D グラフの基本 

サマリー 

Origin では、ほとんどの 3D グラフ(3D 曲面図、ワイヤフレーム/ワイヤサーフェス、3D 棒、2D 等高

線図など)は、Origin の行列から作成されます。通常、元のデータは XYZ データであり、まず Origin
が提供しているグリッディング法を使って行列形式に変換する必要があります。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• Origin で 3D グラフを作成する方法  

• ワークシートデータを行列に変換する方法  

• 「レイヤの内容」ダイアログを使ってデータセットを追加/削除する方法  

• 「作図の詳細」ダイアログを使ってグラフを編集する方法  

ステップ 

1. ファイル¥Samples¥Matrix Conversion and Gridding¥ XYZ Random 

Gaussian.dat をインポートします。 

2. 3 列目を選択し、右クリックで表示されるコンテキストメニューで列 XY 属性の設定：

Z 列を選択します。 
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3. ワークシートの XYZ データを行列に変換するには、ワークシート全体を選択してワ

ークシート：行列に変換：XYZ グリッディングと操作し、XYZ グリッディングダイアログを表示し

ます。下の図のように、重なりの置換で平均が選択されている事を確認します。  

 

4. また、右側のパネルに次のようなプレビューを表示します。このように XY データがラ

ンダムに分布していますので、ランダム配置のグリッディング法を使います。 
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5. 次の設定を使って、OK をクリックし、XYZ データ列を行列データに変換します。

Thin Plate Spline グリッディング法は滑らかな曲面を作成します。 
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6. 新たに作成した行列をアクティブにして作図：３D 曲面：ワイヤーフレームとメニュー

から操作し、３D のメッシュグラフを作図します。 

 

 

7. グラフの元のデータポイントをプロットするため、「レイヤの内容」ダイアログを使うこと

ができます。グラフウィンドウ左上の小さな灰色の四角であるレイヤアイコンを右クリックし、レイ

ヤの内容を選択します。 
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レイヤの内容ダイアログで利用可能なデータボックス（ダイアログ内の左上角）からフォルダ中

のワークシートを選びます。作図タイプのボタン、 、をクリックし、リスト内から３D 散布図/

ターナリ/ベクトルを選びます。ワークシートの Z 列を選び、→ボタンをクリックして右側のパネル

リストに追加します。 

 

 
 

適用ボタンをクリックすると、元のデータがレイヤに追加されます。 
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8. 「作図の詳細」ダイアログを使って、グラフを編集することができます。グラフをダブル

クリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネルでオリジナルから 3D 散布デー

タを選択し、 

 

 
 

右側パネルのシンボルタブを開き、データの色とサイズを調整します。 
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ドロップラインタブでドロップラインを消去します。 
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9. 済んだら、OK をクリックして、編集を適用します。 

 

 

5.8.2 3D 円グラフ 

サマリー 

Origin の 3D 円グラフは、その表示の仕方を詳細に設定することができます。スライスの厚さ、切り離

し、表示角度、サイズ、グラフの回転をセットすることができます。複数のスライスをすべて切り離して表

示することもできます。  
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学習する項目 

• 3D 円グラフを作成し、表示角度を変更する  

• スライスをすべて切り離して表示する  

• スライスを個別に編集する  

ステップ 

このチュートリアルはサンプルプロジェクト、統計/特殊グラフの Pie Chart フォルダ

（¥Samples¥Statistical and Specialized Graphs.opj）と関連しています。  

1. データ ¥Samples¥Graphing¥3D Pie Chart.dat をワークシートにインポートし、

列のロングネームを Demographic および Percent に変更します。  

2. 2 列目を選択し、メニューから作図：棒グラフ/円グラフ：３D カラー円グラフと操作し

て３D 円グラフを作成します。  

3. 円グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。パターンタブで

塗りつぶしを色推移に設定し、開始色を赤にします。円グラフの形状タブに切り替えて、視角

(度)を 68 に変更します。そして、以下のように、Explode Wedge グループの American 

Indian と Other のチェックボックスにチェックを付け、OK をクリックします。 
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4. そして、Ctrl キーを押しながら、各スライスをダブルクリックして、作図の詳細ダイア

ログを開き、パターンタブの塗り色をそれぞれ変更します。  

 

5.8.3 掘削ドリル位置の 3D 散布図と線の射影 

サマリー 

このチュートリアルは、3D 散布図の作成方法とそのプロットの射影の表示方法を説明します。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 

ステップ 

1. 2 つの新しいワークブックを作成します。ワークブックにデータをインポートします。  
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2. The First Curve of 3D Scatter というワークシートをアクティブにします。列 C を

選択し、右クリックで開くコンテキストメニューから列 XY 属性の設定：Z 値を選択します。そして

メニューから作図：3D シンボル/棒/ベクトルグラフ：3D 散布図と選択します。 

3. The Second Curve of 3D Scatter というワークシートをアクティブにします。列 C

を選択し、右クリックで開くコンテキストメニューから列 XY 属性の設定：Z 値を選択します。そし

て、マウスを選択した領域の右端に移動すると、マウスカーソルが のような形になります。

マウスボタンを押しながら、選択されたデータを新しく作成したグラフウィンドウまでドラッグしま

す。 

グラフは次のようになります。  
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4. Z 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。スケールタブで、下図のようにオ

プションをセットします。  

 

 

左側のリストにある Y 軸ブランチを開きます。スケールタブで、下図のようにオプションをセッ

トします。  
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左側のリストにある X 軸ブランチを開きます。スケールタブで、下図のようにオプションをセッ

トします。  

 

 

グラフは次のようになります。  
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5. メインメニューから「フォーマット：作図の詳細(レイヤ)」を選択し、「作図の詳細」ダイ

アログボックスを開きます。Layer1 ノードを広げます。最初のプロットを選択します。下図の

ようにオプションをセットします。  

 

698 



グラフ 

 

最初のプロットを広げ、元のプロットを選択します。下図のようにオプションをセットします。  

 

6. 「シンボル」タブで、下図のようにオプションをセットします。  

 

7. 2 番目のプロットを選択します。下図のようにオプションをセットします。  
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2 番目のプロットを広げ、元のプロットを選択します。下図のようにオプションをセットします。  

 

8. 「シンボル」タブで、下図のようにオプションをセットします。  
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グラフは次のようになります。  

 

サンプルデータ 

The_First_Curve_of_3D_Scatter.txt ファイルおよび The_Second_Curve_of_3D_Scatter ファ

イルを http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/The_First_Curve_of_3D_Scatter.txt 
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および 
http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/The_Second_Curve_of_3D_Scatter.txt から

ダウンロードします。新しいワークシートを作成します。単一 ASCII インポートボタン をクリックし、

The First Curve of 3D Scatter.dat ファイルを選択して、Origin にインポートします。そして、メインメ

ニューから「ファイル：新規：ワークブック」を選択し、別の空のワークブックを作成し、単一 ASCII インポ

ートボタンで The Second Curve of 3D Scatter.dat ファイルをインポートします。 

以下の表にサンプルデータの一部が含まれています。 
A(X) B(Y) C(Z) 
1600 1610 6600 
1600 1605 6280 
1600 1600 5960 
1600 1595 5640 
1600 1590 5320 
1600 1585 5000 
1600 1580 4680 
1600 1575 4360 
1600 1570 4040 
1600 1565 3720 

  

5.8.4 散布図データを持つ 3D 棒グラフ 

サマリー 

このグラフは HPI(住宅物価指数、Home Price Index)の変化を示す 3D 棒グラフと失業率を示す

3D 散布図を組み合わせたものです。いくつかの異なる年のセンサスディビジョン(アメリカの国勢調査の

際の区分け)のデータになります。どちらのプロットも Z 値を使用したカラーマッピングが適用されていま

す。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 3D 棒グラフを作成する 

• 3D 棒グラフに散布図を追加する 

ステップ 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥3D Symbol, Bar, Wall¥3D 

Bar & Symbol フォルダを開きます。 

3. Book4K をアクティブにし、列 A、列 B、列 C を選択してから作図：3D シンボル/棒/

ベクトル:3D 棒グラフと選択して 3D 棒グラフを作図します。  
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4. レイヤアイコンを右クリックし、コンテキストメニューから作図のセットアップを選びます。

作図のセットアップダイアログで列 A、B、G1 をそれぞれ X、Y、Z に設定します。追加ボタン

をクリックしてこのプロットを現在のレイヤに追加します。それから OK ボタンをクリックして、作

図のセットアップダイアログを閉じます。  
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5. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。このダイアログで左

側パネルの 2 番目のプロットを選択し、作図形式を 3D 散布図/トラジェクトリ/ベクトルに設定

します。  

 

6. 左側パネルでオリジナルを選択してから右側パネルでシンボルタブを開きます。そ

して、サイズと色に Col("Unemployment rate")を選択し、縮尺倍率の大きさを 2 にします。  
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7. カラーマップタブに切り替え、レベルと色塗りを下図のように設定します。  
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8. ラベルタブを開き、ラベルを有効にして col(F) をラベルのソースとして使用します。  

 

9. 数値の表示形式タブを開き、小数点桁数を 0 にします。  

 

10. 左側パネルで Layer1 を選択します。右側パネルで平面タブを開き、YZ と ZX の

チェックを外し、XY の位置=を 0 とします。  

 

11. 左側パネルで Layer1 の下にある 1 番目のプロットを選択し、パターンタブを開きま

す。そこで、棒の縁と塗りつぶしの両方のカラーマッピングとして Col("Changes in HPI")を

使用します。  

707 



Origin9 チュートリアル 

 

12. 棒の間隔タブを開き、幅(%内)を下図のように 30 に設定します。  

 

13. 数値の表示形式タブを開き、小数点桁数を 0 にします。  

 

14. カラーマップタブで、レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを開きま

す。以下の図のように設定します。  
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15. OK ボタンをクリックして、レベルの設定ダイアログを閉じます。色塗りヘッダをクリッ

クし、Pumpkin Patch のパレットを設定します。  

 

16. OK ボタンをクリックして、「作図の詳細」ダイアログを閉じます。 

17. グラフウィンドウをアクティブにして、メニューからグラフ操作：新規の色スケールを選

択します。これで 3D 棒グラフに色スケールを付けます。 色スケールをダブルクリックし、色階

調制御ダイアログを開きます。このダイアログで、下図のように設定を行います。  
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18. OK ボタンをクリックして、色階調制御ダイアログボックスを閉じます。レイヤアイコン

を右クリックして他のプロットをコンテキストメニューからアクティブにします。そして、再びメインメ

ニューからグラフ操作：新規の色スケールを選択し、もう 1 つ色スケールを追加します。この色

スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。このダイアログで、前のステッ

プと同じように設定を編集します。 

19. タイトル、Changes in HPI と Unemployment Rate を 2 つのカラースケールに追

加します。最終的に、次のようなグラフが完成します。  
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5.8.5 欠損値を含む曲面図 

サマリー 

このチュートリアルでは、欠損値を持つ行列から 3D カラーマップ曲面図を作成します。また、グリッド

ラインは編集によりスキップできます。  

 
必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR1 

学習する項目 

• 欠損値を無視して行列から 3D 曲面図を作成する  

• 3D 曲面図のグリッドラインをスキップする  

• 等高線を設定する  

• 等高線ラベルと塗りつぶしの色をセットする  

• 軸刻みとラベルを再スケールする  

ステップ 

1. 新しい行列ブックを開き、/Samples¥Graphing¥Surface With Missing 

Values.dat ファイルをインポートします。この行列をアクティブにし、メインメニューから作図：

3D 曲面：色付き曲面を選択し、グラフを作成します。グラフは次のようになります。  
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2. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルのノード

を開き、Layer1 の下にあるボックスがチェックされていることを確認します。右側パネルで、

カラーマップ/等高線タブをアクティブにします。レベルヘッダをクリックし、レベルの設定ダイ

アログを開き、下図のようにダイアログを設定します。  
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3. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。このダイアログで、パレット

をロードラジオボタンを選択し、パレット選択ボタンをクリックして、Reef パレットを選びます。

そして、パレットにリンクチェックボックスにチェックを付けます。OK ボタンをクリックして、作図

の詳細ダイアログに戻ります。  
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4. 線ヘッダをクリックし、等高線ダイアログを開きます。全てに適用が選択されている事

を確認し、色を明るい灰色に設定します。OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログに

戻ります。  

 

5. 右側パネルのメッシュタブをアクティブにします。次の画像のように、有効にするチェ

ックを外します。OK をクリックします。  

 

6. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。このダイアログでは X 軸ブラン

チ内の目盛ラベルを選択し、右側パネルの要素で分けるボックスに 0.1 を入力して、適用ボ

タンをクリックします。  
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7. 左側パネルでスケールを選択し、開始と終了をそれぞれ 10、350 に設定します。主

目盛オプションではタイプを増分にして、値に 50 を入力します。  

 

8. 同様に Y 軸も設定します。Y 軸ブランチにある目盛ラベルの要素で分けるを 0.01

に設定します。また、スケールの開始と終了をそれぞれ 100 と 3500 に設定します。主目盛オ

プションでは値を 500 に設定します。  

9. Z 軸ブランチのスケールを開いて、開始と終了の値をそれぞれ-15、3 とし、主目盛

の値を 5 にして OK ボタンをクリックします。グラフは次のようになります。  
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5.8.6 交差した曲面図の作成 

サマリー 

3D 曲面図、3D 棒グラフ、等高線図などの多くのグラフは、行列オブジェクトに含まれるデータまたは

ワークシートのセルブロックに配置されたデータから作成することができます。ワークシートに配置された

データは、仮想行列として参照されます。標準的な行列オブジェクトは、線形にマッピングされた XY 座

標のみをサポートしていますが、仮想行列は非線形のマッピングもサポートしています。このチュートリア

ルでは、仮想行列のデータから交差したカラーマップ曲面図を作成する方法を示します。  

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 仮想行列データを使ってカラーマップ曲面図を作成する  

• 交差した曲面図を作成する  

• 透過率を設定する  
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仮想行列データから曲面図を作成する 

このセクションでは、ワークシートにあるデータから曲面図を作成する方法を示します。  

1. 新しいプロジェクトを開始します。標準ツールバーの複数 ASCII のインポートボタン 

をクリックします。開いたダイアログで、¥Samples¥Graphing フォルダに移動し、

VSurface 1.dat と VSurface 2.dat を選択します。オプションダイアログを表示するチェックボ

ックスを選択します。 

 
OK ボタンをクリックします。 

2. impASC ダイアログで、インポートモードドロップダウンリストからシートを新たに作っ

て読み込むを選択し、データファイルを同じワークブックの別のワークシートにインポートします。

インポートオプションのワークシート/ブックの名前を付ける/変更するブランチを広げます。シー

ト名を(部分)ファイル名に変更するにチェックを付け、ブック名を(部分)ファイル名に変更する

のチェックを外し、ワークシート名がファイル名になるようにします。 
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OK をクリックして、これら 2 つのデータファイルをインポートします。 
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データは、一番上の行に X 座標値、一番左にある列に Y 座標値が入っています。X 座標は

非線形の間隔になっていることに注意してください。 

3. VSurface 1 シートをアクティブにして、ワークブックの左上の角をクリックしシート全

体を選択します。メニューから作図： 3D 曲面： カラーマップ曲面を選びます。これは plotvm 

ダイアログを開きます。このダイアログは、仮想行列を選択して、3D または等高線の作図メニュ

ーを選ぶと開きます。ダイアログでは、XY 座標の値がどこにあるかを定義することができます。

ダイアログで、データフォーマットドロップダウンリストから列を横断する X を選びます。X 値 ド

ロップダウンリストを選択中の第 1 行 および Y 値 ドロップダウンリストを選択中の第 1 列にセッ

トします。 
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OK をクリックして、カラーマップ曲面図を作成します。 

 
4. ワークシート VSurface 2 に対しても同様に最後のステップを実行して、別のカラー

マップ曲面図を作成します。今回は plotvm ダイアログに Z タイトルに VSurface 2 と入力しま
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す。 

 

レイヤに別の曲面図を追加する 

このセクションでは、曲面図が既に含まれているグラフレイヤに別の曲面図を追加する方

法を示します。  

5. Graph1 をアクティブにします。グラフの左上の角にあるレイヤ 1 アイコンを右クリッ

クして、コンテキストメニューからレイヤの内容を選択します。開いたレイヤ内容ダイアログで、

利用可能なデータボックスにある vsurface2 を選択し、それをレイヤの内容ボックスに追加しま

す。 
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OK をクリックして、2 番目の曲面図を追加します。 

 
Origin は、適切な位置で交差する曲面図を表示します。  
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6. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログボックスを開きます。スケールタブで、タイプ

ドロップダウンリストから Log10 を選択します。  

 

 

透過率を設定する 

2 番目の曲面図の透過率を設定し、最初のプロットの重なった部分が見えるようにします。  
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7. 面タブに切り替え、透過率のスライダーを動かし、50%にします。 
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最終的なグラフは下図のようになります。 

 

 

5.8.7 シンボルと垂直線を持つ曲面図 

サマリー 

Origin はほとんどのグラフで透過機能をサポートしています。この機能はプロットが重なったところで

も、背後のプロットを見えるようにします。このチュートリアルでは散布図に曲面フィットを追加し、透過率

を設定して曲面の背後にあるデータポイントを可視化し、データポイントに垂直線とエラーバーを追加し

ます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR0 
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学習する項目 

• ワークシートのデータから 3D 散布図を作成し、色塗り曲面図を追加する  

• データポイントに垂直線やエラーバーを表示する  

• 透過率を設定する  

ステップ 

シンボルや垂直線を含んだ曲面図を作成する 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D グラフ(OpenGL)フォルダを開きます。  

2. このフォルダ内で、3D OpenGL Graphs: Graph with Transparency: Surface 

with symbols and droplines フォルダを開きます。  

3. XYZRandomGaus ワークシートを選択して、アクティブにします。XYZ を選択し、メ

ニューから作図：3D シンボル/棒/ベクトルグラフ：3D 散布図と操作して、3D 散布図を作成しま

す。  

 

4. この３D 散布図に 3D 色塗り曲面図を追加します。グラフウィンドウの左上にあるレイ

ヤ 1 アイコンをダブルクリックし、レイヤ内容ダイアログを開きます。  
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5. レイヤ内容ダイアログボックスで左上のドロップダウンメニューからフォルダ中の行列

を選択します。左側パネルで、MBook3 を選択し、A の隣にある三角形ボタンをクリックして

3D-曲面を選択します。  

 

をクリックし、右側パネルに追加します。  

 

6. OK をクリックして設定を適用し、レイヤ内容ダイアログを閉じます。グラフをダブルク

リックして、作図の詳細ダイアログを開きます。このダイアログの左側パネルで、全ての内容を開

き、オリジナルを選択します（または、フォーマットメニューから作図の詳細と操作します）。右側

パネルで、シンボルタブを選択します。形を「Ball」に、サイズを「9」に、色を「オリーブ」に変更

します。  

 

7. 左側パネルで曲面図を選択し、右側パネルで塗りつぶしタブを開きます。ひとつず

つ塗りつぶすを赤に設定します。透過率を 60 にセットします。メッシュタブを開き、線の太さを

1 にし、主線の数の設定を X=9 と Y=9 に設定します。  
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8. では、垂直線を作図しましょう。左側パネルで、散布図（オリジナル）を再び選択しま

す。右側のパネルで、垂線 タブを選びます。Z 軸に平行チェックボックスにチェックを付けます。

曲面へのドロップチェックボックスにチェックを付けます。垂直線の太さを 2 にして色を自動にし

ます。  
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9. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。最終的なグラフは次のようになります。  

 

シンボルとエラーバーのついた曲面図を作成する  

1. 上記のステップ 1 から 7 をもう一度行い、散布図付きの 3D 曲面グラフを作成します。  
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2. Add a new column in the worksheet "XYZRandomGauA".列を選択して右クリ

ックを行います。コンテキストメニューの列値の一律設定から一様乱数をクリックします。  

3. 「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネルでデータプロット（オリジナル）を選

択します。エラーバータブを開き、有効にするチェックボックスをクリックします。そして、エラー

データドロップダウンメニューから Col(D)を選択します。  

 

4. OK をクリックして、ダイアログを閉じます。最終的なグラフは次のようになります。  
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5.8.8 色付き曲面図の交差 

サマリー 

Origin は複数の交差した色付き曲面図をサポートしています。透過機能を使って、効果的に表示で

きます。  

必要な Origin のバージョン:Origin8.5 SR0 以降ですが、このチュートリアルは Origin8.5.1 から利

用可能なプロジェクトファイルを使用しています。 

学習する項目 

• 複数の色付き曲面図の交差を表示する方法と条件  

ステップ 

1. Origin のメニューから「ファイル：開く」と操作して Samples¥Graphing フォルダ内

にある、Intersecting_Color_Surfaces.ogm 行列ブックを開きます。行列データの上にイメー

ジサムネールが 2 つあり、それぞれの行列オブジェクトを表示しています。  

 

交差する曲面図を作成する場合、各行列オブジェクトは同じサイズ

で同じ XY マッピングである必要があります。この条件は 2 つの行列

オブジェクトが同じ行列ブック内に組み込まれている時点で自動的に

満たされています。  

詳細は、Origin オブジェクトの階層をご覧ください。  

2. どちらかのサムネール画像を選択します。メインメニューで作図：3D 曲面と選択して

から、複合カラーマップ曲面を選択します。これは行列シート内にある全ての行列オブジェクト

を使用して、交差する曲面図を作成します。 
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3. グラフをダブルクリックして作図の詳細を開くか、メインメニューからフォーマット：作

図の詳細(レイヤ属性)と選択します。ライトタブを開き、モードをなしに変更して照明効果を切り

ます。 

 

4. 左側パネルで Layer1 のブランチを開き、[MBook36]MSheet1!_1(Z)[1*:400*]を

選択して作図の詳細（プロット属性）を選択します。右側パネルでカラーマップ/等高線タブを開

き、輪郭を有効にするについているチェックを外して輪郭を消します。そして、レベルヘッダをク

リックし、レベルの設定ダイアログボックスを開きます。 
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5. レベルの設定ダイアログボックスでは副レベル数を 10 にして OK をクリックします。 

 

6. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログボックスを開きます。デフォルトの

Rainbow パレットをクリックして、パレットメニューを開きます。パレットメニューで Pastel を選択

します。OK ボタンを押し、塗り方ダイアログボックスを閉じます。  
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7. 左側のパネルで、[MBook36]MSheet1!_2(Z)[1*:400*] を選択します。輪郭を有

効にするチェックを外し、レベルヘッダをクリックして、副レベル数を 10 に設定します。OK をク

リックして、レベルの設定ダイアログボックスを閉じます。これまでの変更を確認するために、適

用をクリックしましょう。 

8. 左側パネルで、[MBook36]MSheet1!_1(Z)[1*:400*]を選択します。面タブを開き、

透過率を 20 から 30％の間に設定します。そして、左側パネルから

[MBook36]MSheet1!_2(Z)[1*:400*]を選択し、また面タブを開きます。そして、透過率を 20

から 30％の間に設定します。 

 

9. そのまま、[MBook36]MSheet1!_2(Z)[1*:400*]が選択された状態で、メッシュタブ

を開きます。主線の色を黒にします。同じ操作を[MBook36]MSheet1!_1(Z)[1*:400*]のプロ

ットでも行います。OK をクリックして作図の詳細ダイアログボックスを閉じて、グラフを更新しま

す。 
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10. 3D の回転ボタン を使えば、グラフを回転して上から見た図を表示できます。

このボタンは 3D 表現ツールバーの 1 つで、グラフレイヤを 1 回クリックすると開きます。 

 

最終的なグラフはこのようになります。 

 

 

5.8.9 2 つ目の行列からのカラーマップ 

サマリー 

Origin は 2 つ目の行列を使い、曲面図をカラーマッピングして 4 次のデータを表すことができます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR0 

学習する項目 

• 行列から色付き曲面図を作成する  

• 2 つ目の行列を使って曲面図をカラーマップする  

• カラーマップのレベルとパレットを編集する  

ステップ 

1. ファイル：開くと選択して、Sample¥Graphing 内の

Colormap_from_Second_Matrix.ogm を開きます。行列データとタイトルバーの間に 2 つの

イメージサムネールが表示されます。（イメージサムネールが表示されない場合、行列ブックの

タイトルバーを右クリックしてコンテキストメニューからイメージサムネールの表示を選びます。）

イメージサムネール 1 を選択します。  

2. メインメニューで作図：3D 曲面：色付き曲面と選択して曲面図を作成します。  
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3. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。曲面図上でダブル

クリックし、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネルで、(MBook1D)MSheet1 を選

択します。右側パネルで、塗りつぶしタブを選択します。行列から等高線を塗りつぶすを選

択し、ドロップダウンリストから Mat(2)選びます。  

 

4. カラーマップ/等高線タブで、レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを

開きます。ダイアログ内で最小/最大の検索をクリックして、主レベル数と副レベル数をそれぞ

れ 10 と 9 に設定します。OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。  
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5. 色塗りヘッダをクリックして塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードを選択し、パ

レット選択をクリックして Rainbow パレットを選びます。OK ボタンをクリックしてダイアログを

とじます。  

 

6. 輪郭を有効にするにチェックを付けます。それから、線ヘッダをクリックし、等高線ダ

イアログを開きます。このダイアログでは、主レベル上のみ表示にチェックを付け、次の図の

ように線を設定します。OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。  
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7. メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してメッシュ線を無効にします。  

8. 左側パネルで Layer1 を選択して、右側パネルでライティングタブを開きます。モー

ドの下にある平行光源（directional）を選択します。水平位置と垂直位置をそれぞれ 124 と

40 に設定し、光の色グループ内の拡散反射（diffuse）で「明るい灰色」を、鏡面反射

（specular）では灰色を選びます。光沢(shininess)を 37 にセットします。  

 

9. 平面タブを開き、色を灰色に設定します。そして、立方体のドロップダウンメニューか

ら正面角（front corner）を選びます。  
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10. 軸タブに行き、以下のように設定します。OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じ

ます。  

 

11. グラフウィンドウをアクティブのまま、次の操作を行います。メニューからグラフ操作：

新規の色スケールと選択して色スケールを追加します。  

12. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。テキストのサイズ

を 14 にし、カラーバーの太さを 150 にします。逆順チェックボックスを選択します。  
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OK をクリックして、色階調制御ダイアログボックスを閉じます。  

13. X、Y、Z の軸をダブルクリックしてタイトルにぞれぞれ「X distance」、「Y distance」、

「Height」を入力します。テキストオブジェクトで「Pressure(psi)」をカラースケールの上にいれ

ます。  

14. 最終的なグラフは次のようになります。  
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5.8.10 カラーマップ曲面図 
 

サマリー 

このチュートリアルは、3D カラーマップ曲面を作成する方法を示しています。  

 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 3D カラーマップ曲面図を作成する  

• 3D 曲面図を編集する  

ステップ 

このチュートリアルは、 グラフギャラリーのこのページ 
http://www.originlab.com/www/products/GraphGallery.aspx?GID=74&s=8&lm=215 
と関連しています。  
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1. ページの上にある、「Download this project...」リンクをクリックしてプロジェクトをダ

ウンロードします。  

2. ZIP ファイルにあるプロジェクトを開きます。HFT data 行列を選択し、作図： 3D 曲

面： 投影付きカラーマップ曲面と操作して 3D グラフを作成します。 

 

 

3. フォーマット：作図の詳細（プロット）を選択し、作図の詳細ダイアログのプロットレベ

ルに行きます。  

4. 曲面図を選択してメッシュタブを開き、有効にするチェックを外すしてメッシュを消し

ます。カラーマップ/等高線タブを開き、「線」ヘッダタイトルをクリックして等高線ダイアログを開

きます。このダイアログでは、主レベル上のみ表示のチェックを外し、全て隠すを選んで、全等

高線を隠します。 
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5. 左側パネルで投影図を選択し、面タブを開きます。次の図が示すように 0 を入力し、

投影図をグラフの下に表示します。 

 

 

6. メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してメッシュ線を消します。カラーマップ/

等高線タブを開き、ステップ 4 と同じように等高線を消します。  

7. 左側パネルの Layer1 をクリックしてから、右側パネルでライトタブを開きます。次の

画像のように設定を変更してライト効果を有効にします。 
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そして OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。  

8. 最後に、軸タイトルを変更し、グラフタイトルを次のように追加します。 
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5.8.11 データをカラーマップしたパラメトリック曲面図 

サマリー  

このチュートリアルでは、3 つの行列データから 3D の球体を作成します。表面は表面温度を表す他

の等高線を元にしたカラーマップで色を付けます。  

 
必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 行列データからパラメトリック曲面を作成する  

• 等高線の塗りつぶしを他の行列から行う  

• 3D パラメトリック曲面図を編集する  
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ステップ  

1. 3D グラフ(OpenGL)（¥Samples¥3D OpenGL Graphs.opj）を開き、プロジェクト

エクスプローラーから 3D Function Plot: Parametric Surface with Colormap from Data

フォルダを開きます。  

2. 行列 FUNCA:1/4 をアクティブにし、3D および等高線グラフツールバーにある

ボタンをクリックしてカラーマップ曲面を下図のように作成します。このカラーマップ曲面は、メニ

ューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面と操作しても作成できます。  

 

3. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。面タブをクリックしま

す。パラメトリック曲面にチェックを付け、X 行列、Y 行列をそれぞれに Mat(2)と Mat(3) を設

定します。  
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OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

4. カラーマップ曲面全体を表示するには、グラグ操作ツールバーにある ボタンをク

リックします。カラーマップ曲面は次の図のようになります。  
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5. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。塗りつぶしタブに行

きます。表面のセクションでは、セルフ（self）のチェックを外し、行列から等高線を塗りつぶす

で Mat(4)を選択します。適用ボタンをクリックします。  

 

6. カラーマップ/等高線タブをアクティブにします。レベルヘッダをクリックして、レベル

の設定ダイアログを開きます。最小/最大の検索をクリックし、主レベル数と副レベル数をそれ

ぞれ 16 と 8 にします。OK をクリックします。  
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7. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードから

Temperature を選択します。OK をクリックします。  

 

8. メッシュタブをクリックします。線の太さを 0.05 に設定し、正面セクション内にある線

の色を明るい灰色にします。適用ボタンをクリックします。  
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9. 数値の表示形式タブを選択します。小数点桁数のラジオボタンを選択し、値を 0 に

します。  

 

OK をクリックして設定を適用し、作図の詳細ダイアログを閉じます。グラフは次の図のよ

うになります。  

 

10. Z 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。スケールを開き、開始と終了の

値をそれぞれ-400 と 400 に設定します。OK をクリックします。  
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11. XY 面をダブルクリックし、作図の詳細（レイヤ属性）を開きます。レイヤ表示方法タ

ブをクリックし、表示項目セクションにある X 軸、Y 軸、Z 軸のチェックを外して、軸を全て非

表示にします。  

 

12. 平面タブをクリックし、YZ と ZX のチェックを外して YZ と ZX 面を非表示にします。

XY の色を明るい灰色にします。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  
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13. グラフに戻り、フォーマット：軸のタイトル：X 軸タイトルと操作して軸ダイアログでタイ

トルノードが選択された状態で開きます。他を選択ボタンをクリックします。表示のチェックを

外し、全ての軸のタイトルを非表示にします。  

 

14. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。テキストのフォント

を Verdana に設定します。逆順の前のチェックボックスにチェックを付けます。OK をクリック
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して設定を適用し、ダイアログを閉じます。色スケールのオブジェクトを適切な位置に移動し

ます。  

 

15. グラフの白い部分を右クリックし、コンテキストメニューを開いてレイヤタイトルを追加/

変更を選択します。今追加されたテキストオブジェクトを選択し、その上で右クリックを行って

ショートカットメニューからオブジェクトの表示属性を選択してオブジェクトプロパティダイアロ

グを開きます。テキストのフォントを Verdana に設定し、テキストボックスに Surface 

Temperature (¥+(o)C)と入力します。OK をクリックします。  
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16. 3D フレーム内でグラフレイヤをクリックし（データプロットではありません）、回転ボタ

ンをクリックしてアクティブ回転モードにします。  

 

良く見えるようにグラフを回転させましょう。回転させるとグラフは次のようになります。  
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5.8.12 積み上げ 3D 曲面図 

サマリー  

このチュートリアルは異なる行列オブジェクトから積み上げ 3D カラーマップ曲面を作成する方法を示

します。表面は火山が噴火する前と後のトポロジーの変化を示しています。グラフの動画は LabTalk の

スクリプトを使用して、グラフが回転する動画を作成できます。  
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学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 積み上げ 3D カラーマップ曲面を作成する  

• 軸表示とレイヤプロパティを編集する  

• 3D プロットをサイズ変更して回転する  

• LabTalk スクリプトを使用して動画を作成する  

ステップ  

複数のカラーマップ曲面を作図する 

1. メニューバーから、ファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と選

択して、3D グラフ(OpenGL)プロジェクトを開きます。プロジェクトエクスプローラで、3D 

OpenGL Graphs: 3D Surface: Stacked 3D Surface Plots フォルダを開きます。  

2. 2 つの行列オブジェクトがある Mbook1 行列ブックをアクティブにし、作図：3D 曲

面：複合カラーマップ曲面と操作して、3D 曲面図を作成します。  
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3. グラフをダブルクリックして作図の詳細ダイアログを表示すると、Layer1 ノードの下

に 2 つの曲面図が割り当てられている事が分かります。噴火後（”After” eruption）曲面を Z

軸でシフトするには、左側パネルで Layer1 の下にある 2 つ目のプロットを選択し、面タブを

開きます。スケール範囲（0=下端、100=上端）のパーセントによって Z で移動にチェックを

つけ、テキストボックスに 70 を入力します。  

 

4. 塗りつぶしタブに行きます。表面セクションでは、自身のチェックを外して、他の曲面

の等高線と同じ行列オブジェクト（Mat"Before"）で塗りつぶします。  
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5. カラーマップ/等高線タブを選択します。レベルヘッダをクリックして、レベルの設定

ダイアログを開きます。次の図のようにパラメータを設定し、OK をクリックします。  

 

線ヘッダをクリックし、等高線ダイアログを開きます。主レベル上のみ表示のチェックを外

して、全て隠すを選択します。OK をクリックします。  
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6. メッシュタブを開き、有効にするチェックを外してメッシュ線を非表示にします。  

7. Layer1 ノードの下にある 1 番目のプロットでもステップ 5 と 6 を繰り返します。  

8. このプロジェクトでは 2 つの曲面は同じ行列で塗りつぶしを行っているので、同じ色

スケールを共有できます。  

色スケールの数値形式を設定するには、1 番目のプロットを左側パネルで選択し、

作図の詳細（プロット属性）を開きます。右側パネルで、数値の表示形式タブをアクテ

ィブにします。表示フォーマットの隣にあるドロップダウンリストから科学：10＾3 を選択

し、有効桁数を 2 にします。OK をクリックします。  

 
色スケールを編集するには、色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログ

を開きます。逆順のチェックをし、カラーバーの太さを 100 にします。OK をクリックしま

す。  
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軸表示の編集 

軸ダイアログでは、軸のスケールや軸刻みの形式を変更できます。このダイアログを開くには フォー

マット：軸スケール：X 軸と選択します。  

1. スケールノードを開いて設定します。  

o X 軸ではスケールを 558000 から 566500 に設定し、Y 軸では 5108200 から 

5121800 に、Z 軸では 0 から 10000 と設定します。   

o X 軸では主目盛のタイプをカウントにし、カウントを 5 にします。Y 軸と Z 軸で

は主目盛のタイプを増分にし、値を 2000 にします。全ての副目盛を非表示にするに

は、全ての軸で副目盛のカウントを 0 にします。  
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2. 目盛ラベルとタイトルを編集します。  

o まず、軸ダイアログの上にある、Use Only One Axis for For Each Direction

にチェックが付いている事を確認してください。これにより、ツリーパネルではそれぞれ

の方向の軸のみが選択されます。それと共に、他を選択ボタンをクリックする事で、軸

を同じ設定で更新する事ができます。  

o X 軸の下にある、目盛ラベルを選択します。他を選択ボタンをクリックして、他の

軸のラベルも選択します。カスタムフォーマットのボックスにチェックをつけ、P*3 をドロ

ップダウンリストから選択します。これは、軸ラベルが 10 のべき乗で表示され、有効桁

数は 3 桁まで表示する事を示します。OK をクリックします。このドロップダウンリストの

オプションに関してはカスタム表示型式を参照してください。  
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レイヤのプロパティの編集 

1. プロットの外側である白い部分をダブルクリックするか、メニューからフォーマット：作

図の詳細（レイヤ属性）を選択して作図の詳細（レイヤ属性）ダイアログを開きます。  

2. 右側パネルにある、その他の 3D オプションタブをアクティブにします。クリッピング

セクションの設定の通りに画像を軸外に付けたいので、クリッピングセクションにある有効にする

にチェックをつけます。  
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3. 平面タブに行きます。全ての平面の色を明るい灰色にします。立方体セクションで

は立方体の境界を表示するために、ドロップダウンリストから正面角を選択します。  

 

4. ライティングタブを選択します。モードセクションでは、平行光源を選択してライティ

ングモードを有効にします。光の色を次の画像のように設定します。OK をクリックします。  

 

プロットのサイズ変更と回転 

1. 3D ツールバーをアクティブにするため、立方体をクリックします（プロットではありま

せん）。リサイズボタン をクリックすると、3D デカルト座標が表示されます。カーソルを Y
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軸に乗せると選択されるので、それをドラッグ＆ドロップで Y 軸の方向に引き延ばしたり縮めた

りできます。同じように X 方向と Z 方向も操作します。  

2. 回転ボタン をクリックして、回転モードをアクティブにします。プロットの中心に

球が表示されます。良く見えるようにグラフを回転させましょう。  

3D ツールバーは自由にプロットのサイズを変更したり、回転させることができます。

しかし、Graph1 と同じ表示にするには、レイヤプロパティで軸を次の図のように設定

すると行えます。  

 
 

5.8.13 同一レイヤ内に複数曲面を追加 

サマリー 

下図の 4 つの積み上げ曲面は同じ行列データから作成されました。上から 1 番目はワイヤーフレー

ムで、2 番目は平面化された等高線図、3 つ目はライティング効果付きの色付き曲面図、4 番目は平面

化された色付き等高線図です。 

766 



グラフ 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 同一レイヤ内に複数曲面を追加する 

• 曲面と等高線図を編集する 

ステップ 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥3D Surface¥Multiple 

Surfaces in Same Layer フォルダを開きます。 

3. Mbook8 をアクティブにし、メインメニューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面を選

択します。グラフウィンドウが作成されます。  
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4. グラフウィンドウ左上のレイヤアイコンで右クリックし、コンテキストメニューからレイヤ

の内容を選択してレイヤ内容ダイアログを開きます。ダイアログでは MBook8 を 3D 曲面とし

て 3 回レイヤに追加して OK ボタンをクリックします。  

 

5. プロットをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。面タブでは 1 番

目と 3 番目のプロットで平面を選択します。4 つのプロットで Z 方向に移動の値をそれぞれ

0, 23, 65, 82 とします。  
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6. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。Z 軸をダブルクリックして、軸ダイア

ログを開きます。このダイアログで、開始と終了の値をそれぞれ 0 と 900 にします。  

 

7. OK ボタンをクリックします。4 つの平面をもったグラフウィンドウが作成されます。  
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8. ”曲面 1”をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。塗りつぶしタブを

開き、有効にするのチェックを外します。  

 

9. カラーマップ/等高線タブを開いて、線ヘッダをクリックしてから主レベル上のみ表示

のチェックを外して全て隠すを選択し、全ての等高線を非表示にします。OK をクリックします。  

770 



グラフ 

 

10. メッシュタブを開いて線の太さを 1.5 にし、主副線を以下の内容のように設定してカ

ラーマップを使用のチェックを付けます。  

 

11. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。”曲面 2”をダブルクリックして、作図

の詳細ダイアログを再び開きます。塗りつぶしタブを開き、有効にするのチェックを外します。  

 

12. カラーマップ/等高線タブで、線ヘッダをクリックして、等高線ダイアログを開きます。

このダイアログで、以下に示しているように等高線の太さを設定します。  
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13. OK ボタンをクリックして、等高線ダイアログを閉じます。次にメッシュタブを開き、線

の太さを 1.5 に設定して主副線と主線の色は下図のように設定します。  

 

14. OK をクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。”曲面 3”をダブルクリックして、

作図の詳細ダイアログを再び開きます。塗りつぶしタブを開き、表面グループを下図のように

設定します。  
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15. カラーマップ/等高線タブを開き、等高線図を有効にするのチェックを外します。  

 

16. メッシュタブに行き、有効にするのチェックを外します。OK をクリックして、ダイアログ

を閉じます。  

 

17. ”曲面 4”をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。このダイアログで

はカラーマップ/等高線タブで、色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。塗り

方ダイアログで、パレットをロードラジオボタンを選択し、パレット選択をクリックして、Reef パ

レットを選びます。OK をクリックし、塗り方ダイアログを閉じます。  

773 



Origin9 チュートリアル 

 

18. 引き続きカラーマップ/等高線タブで、等高線図を有効にするのチェックを外します。  

 

19. メッシュタブに行き、有効にするのチェックを外します。  

 

20. 作図の詳細ダイアログの左側パネルで Layer1 を選択し、ライティングタブを開きま

す。そこでモードの中から平行光源を選択し、位置を以下のように設定します。  
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21. OK をクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。次のグラフのようになります。  

 

22. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。目盛りラベルの要素で分けるフ

ィールドに 100000 を入力します。  
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23. 左側パネルで Y 軸を開き、同じように目盛りラベルの要素で分けるに 100000 を入

力します。  

776 



グラフ 

 

24. グラフを回転し、X 軸のタイトルを「XCoordinate / 105meter」、Y 軸のタイトルを

「YCoordinate / 105meter」と入力します。最終的に、次のグラフのようになります。  
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5.8.14 サイズと色をマッピングした 3D 散布図 

サマリー 

このチュートリアルでは、ワークシートの XYZ データから Z カラーマップ付き 3D 散布図を作成します。

各シンボルの大きさを、その列に入力してあるデータと対応すさせ、プロットを 3 つの軸平面に投影しま

す。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• Z カラーマップ付き 3D 散布図を作成する 

• 各データ列に対応するようにシンボルサイズを設定する 

• 散布図を軸平面に投影する 

ステップ 

1. ファイル:サンプルプロジェクトを開く:3D グラフ(OpenGL)と操作し、サンプルプロジ

ェクトを開きます。プロジェクトエクスプローラで 3D Scatter with Colormap フォルダ (3D 

OpenGL Graphs¥Graphs with Transparency¥3D Scatter with Colormap)を開きます。 

2. Book1 をアクティブにして列 C を選択します。作図：3D シンボル/棒/ベクトルグラ

フ：3D 散布図とメニューから操作して 3D 散布図を作成します。 

3. OpenGL のバージョンが 2.1 より低い場合、グラフが正しく表示されない可能性が

あるという内容の確認メッセージがポップアップします。コンピュータで使用しているビデオカー
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ドの OpenGL のバージョンは確認メッセージに表示されます。OK をクリックして、ウィンドウを

閉じます。  

 

Note:OpenGL のバージョンが低すぎるとスピードモードが適用されている可能性があり

ます。 

4. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。オリジナルレベルを

開いている事を左側パネルで確認します。 

5. 右側パネルでシンボルタブを開き、形状を球にします。エンジン排気量をシンボル

の大きさで表わすには、サイズのドロップダウンで Col("Engine Displacement")を選択し、縮

尺倍率を 0.005 にします。色は、ドロップダウンリストでカラーマップ:Col("Power") と選んでワ

ークシートの Z カラーマップを設定します。透明度は 25%にします。  

 

6. カラーマップタブを選択します。レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアロ

グを開きます。開始を 30 にセットします。増分のラジオボタンを選択して値を 15 にします。

副レベル数を 9 にセットします。OK をクリックします。  

780 



グラフ 

 

7. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きます。制限つき混合を選択しま

す。「カスタムカラーを定義」を選んで最小値に RGB (74, 74, 255)、最大値に RGB (255, 

100, 255)をセットします。OK をクリックします。  

 

8. レベル列が<30 の色塗り列をクリックして、塗り方ダイアログを開きます。塗り色をな

しに設定します。OK をクリックします。同じように、レベル列が>168 の色塗りをなしにします。  
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9. 数値の表現形式タブを開きます。小数点桁数のラジオボタンを選択して値を 0 にし

ます。 

10. 作図の詳細ダイアログの左側パネルで、XY 投影、ZX 投影、YZ 投影のチェックを

全て付け、3 つ全ての面で投影図を表示するようにします。 

11. XY 投影のレベルで右側パネルのシンボルタブを開き、色を 12 オリーブに設定しま

す。同じように、ZX 投影と YZ 投影では、ぞれぞれ色を 2 赤と 15 橙色に設定します。OK をク

リックします。  

 

12. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開きます。X 軸の下にあるグリッドを選択し、

ダイアログの右上にある他を選択ボタンをクリックします。主グリッド線の下にある表示チェック

を外して全ての主グリッド線を非表示にします。  
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13. 軸のスケールを変更します。X 軸では開始、終了と主目盛増分の値を、それぞれ 5, 

30, 5 にします。同じように、Y 軸では 5, 40, 10、Z 軸では 20, 180, 20 にセットします。OK を

クリックします。 

14. 再び作図の詳細ダイアログを開き、グラフレベルを選択します。表示指定タブを選

択します。色を明るい灰色に設定します。OK をクリックします。  

 

15. 色スケールの追加  ボタンをクリックします。色スケールをダブルクリックし、色階

調制御ダイアログを開きます。フォント、サイズ、カラーバーの太さをそれぞれ Verdana, 14, 

180 に変更します。逆順の前のチェックボックスにチェックを付けます。OK をクリックします。  
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16. 凡例を Power (kW)に変更します。ページレイヤを右クリックし、コンテキストメニュ

ーを開きます。レイヤタイトルの追加/変更を選択して、レイヤタイトルに「Symbol Size 

proportional to Engine Displacement」と入力します。 

17. 良く見えるようにグラフを回転させましょう。  
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5.8.15 ドロップライン付き 3D 散布図 
このグラフは平面とラベル付き XYZ 散布図を組み合わせたものです。1 と 0 の組み合わせで作成さ

れた行列で、アメリカの地図を平面表現しています。人口の情報はドロップライン付きの XYZ 散布図と

して表示されます。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 平面図を作図する 

• 既存のグラフウィンドウに 3D 散布図を追加する 

• ラベルを追加し、編集する 

ステップ 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥3D Symbol, Bar, Wall¥3D 

Scatter with Droplines フォルダを開きます。 
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3. Mbook1B をアクティブにし、メインメニューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面を

選択します。グラフウィンドウが作成されます。  

 

4. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。面タブを開いて表示

グループの平面にチェックをします。  

 

5. カラーマップ/等高線タブで、色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログを開きま

す。このダイアログで制限つき混合を選択し、最小値と最大値を下図のように設定します。  
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6. OK ボタンを押し、塗り方ダイアログを閉じます。 

7. そのままレベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを開きます。下図のよ

うにレベルを設定します。  

 

8. OK ボタンをクリックして、レベルの設定ダイアログを閉じます。 
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9. メッシュタブに行き、有効にするのチェックを外します。  

 

10. OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。グラフウィンドウのレイヤアイコンで

右クリックし、コンテキストメニューからレイヤの内容を選択してレイヤ内容ダイアログを開きま

す。このダイアログでは左上のドロップダウンリストでフォルダ中のワークシートを選択し、左

側パネルで列 D を選びます。そしてグラフタイプを 3D 散布図/トラジェクトリ/ベクトルにして

から矢印ボタンをクリックして列 D を右側パネルに散布図として選択します。  

 

 

11. OK ボタンをクリックして、レイヤ内容ダイアログを閉じます。下図のグラフのように人

口のデータが追加されます。  
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12. 3D 散布図をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。シンボルタブを

開き、サイズを 18 にします。そして、色でカラーマップの col(Population)をセットします。  

 

13. カラーマップタブで、レベルヘッダをクリックして、「レベルの設定」ダイアログを開き

ます。下図のようにレベルを設定します。  
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14. OK をクリックして、レベルの設定ダイアログを閉じます。色塗りヘッダをクリックして、

塗り方ダイアログを開きます。塗り方ダイアログで、パレットをロードラジオボタンを選択し、パ

レット選択ボタンをクリックして、Watermelon パレットを選びます。OK をクリックし、塗り方ダ

イアログを閉じます。  
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15. ラベルタブを開き、以下の設定を適用します。  

 

16. 左側パネルで Layer1 を選択し、右側パネルで、レイヤの大きさ・描画スピードタブ

を選びます。スピードモード(必要に応じてポイントスキップ)のグループ内にあるチェックをど

ちらも外します。  

 

17. 左側パネルで Graph レベルを選択してから右側で表示指定タブを開きます。色を

明るい灰色にセットします。  

 

18. OK をクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。最終的に、次のようなグラフが

完成します。  
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5.8.16 曲面と透過面 
このグラフは Ontario 湖のトポロジーを示しています。これは 3D 曲面と透過させた平面を組み合わ

せて作成されています。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 3D カラーマップ曲面図を作図する 

• 既存の 3D 曲面図に透過した平面を追加する 

• 3D 曲面図にライティング設定を行う 

ステップ 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥Graphs with 

Transparency¥Surface With Transparent Plane フォルダを開きます。 

3. Mbook3L をアクティブにし、メインメニューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面を

選択します。グラフウィンドウが作成されます。  
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4. レイヤアイコンを右クリックしてレイヤの内容を選択し、Mbook2 を 3D 曲面としてレ

イヤに追加します。  

 

5. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルで

Layer1 を選択して、右側パネルで軸タブを開き、下図のように設定します。  
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6. 左側パネルで Layer1 の下の 1 番目のプロットを選択してカラーマップ/等高線タブ

を開きます。このタブで、レベル列ヘッダをクリックし、レベルの設定 ダイアログを開きます。こ

のダイアログで、下図のように設定を行います。  

 

7. OK ボタンをクリックして、レベルの設定ダイアログを閉じます。色塗りヘッダをクリッ

クして、塗り方ダイアログを開きます。塗り方ダイアログで、パレットをロードラジオボタンを選

択し、パレット選択ボタンをクリックして、Watermelon パレットを選びます。OK をクリックし、

塗り方ダイアログを閉じます。  
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8. 引き続きカラーマップ/等高線タブで、等高線図を有効にするのチェックを外します。  

 

9. メッシュタブに行き、有効にするチェックを外します。  

 

10. 側壁タブを開き、有効にするチェックを付けて X と Y の側壁を下図のように設定しま

す。  
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11. 左側パネルの 2 番目のプロットを選択し、面タブを開いて透明度を 48 に設定しま

す。  

 

12. 作図の詳細ダイアログで塗りつぶしタブを開き、ひとつずつ塗りつぶすを選択し、色

を青 にします。  

 

13. 左側パネルで Layer1 を選択して、右側パネルでライティングタブを開き、以下の設

定を適用します。  
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14. 平面タブに移動し、XY, YZ, ZX 平面のチェックボックスのチェックを外します。  

 

15. OK ボタンをクリックして、「作図の詳細」ダイアログを閉じます。フォーマット:軸スケ

ール：X 軸と選択します。軸刻みを非表示にするには、線とラベルを選択して、全ての軸(X, 

Y, Z)で表示のチェックを外します。  
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16. グラフウィンドウの空白エリアを右クリックし、レイヤタイトルを追加/変更をメニューか

ら選択してタイトルに Lake Ontario と入力します。タイトルを右クリックしてオブジェクトの表

示属性を選択してオブジェクトプロパティダイアログを開き、以下の設定を適用します。  
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17. 色スケールをダブルクリックし、色階調制御ダイアログを開きます。そして、逆順のチ

ェックを付けます。  

 

18. OK ボタンをクリックして、ダイアログボックスを閉じます。色スケールに

「Elevation(m)」とタイトルを追加すると、最終的に以下のようなグラフになります。  
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5.8.17 曲面図を平面化し、3D 棒グラフを重ねる 
このグラフは州ごとに区分したアメリカ合衆国の 3D 曲面を平面化し、緯度と経度の位置で都市の人

口を表す 3D 棒グラフを重ねます。 

 
必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 3D 曲面図を作図し、平面化する 

• 既存の 3D 曲面図に 3D グラフを追加する 

ステップ 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥Graphs with 

Transparency¥3D Bar on Flatten Surface フォルダを開きます。 

3. Mbook1E をアクティブにし、メインメニューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面を

選択し、グラフを作成します。  
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4. プロットをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。面タブで、表示グル

ープの平面と Z 方向に移動をチェックし、Z オフセットを 0 に、透明度を 50 にします。  

 

5. カラーマップ/等高線タブで、レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログを

開きます。ダイアログ内で主レベル数を 8、副レベル数を 0 にします。  
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6. OK ボタンをクリックして、レベルの設定ダイアログを閉じます。色塗りヘッダをクリッ

クして、塗り方ダイアログを開きます。塗り方ダイアログではパレットをロードを選択し、パレット

を選択ボタンを押して Thermometer パレットを選び、パレットにリンクのチェックを外します。  

 

7. OK ボタンを押し、塗り方ダイアログを閉じます。塗り色セルの最後のレベルのものを

選択して、色を白に設定します。  

 

8. カラーマップ/等高線タブにある輪郭を有効にするチェックを外します。  
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9. メッシュタブに行き、有効にするのチェックを外します。  

 

10. 左側パネルで Layer1 を選択して、右側パネルで平面タブを開きます。 XY, YZ, 

ZX のチェックを外します。  

 

11. OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。レイヤアイコンを右

クリックし、ショートカットメニューから作図のセットアップを選びます。作図のセットアップダイ

アログで利用可能なデータドロップダウンからフォルダ中のワークシートを選択し、作図形式

を 3D-棒グラフにします。Longitude(経度)、Latitude(緯度)、Population(人口)を X,Y,Z

に割り当てます。追加ボタンをクリックして 3D 棒グラフを現在のレイヤに追加します。  

804 



グラフ 

 

12. OK をクリックして、作図のセットアップダイアログを閉じます。グラフ操作：再スケー

ルして全てを表示を選択し、グラフを再スケールします。 

13. 3D 棒グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。パターンタブを

選択し、縁と塗りつぶしを赤にします。そして下図のように階調色を設定します。  

 

14. OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。グラフウィンドウのレ

イヤアイコンで右クリックを行い、コンテキストメニューからレイヤの内容を選択してレイヤ内容

ダイアログを開きます。このダイアログの左上にあるドロップダウンリストからフォルダ中のワー
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クシートを選択し、Label シートにある列 C と列 D をぞれぞれ 3D 棒グラフと 3D 散布図とし

て現在のレイヤに追加します。  

 

15. OK をクリックして、レイヤ内容ダイアログを閉じます。追加した 3D 棒グラフをダブル

クリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。左側パネルの 3 番目のプロットを選択し、パ

ターンタブを開いて以下のように設定します。  

 

16. 左側パネルの 4 番目のプロットを選択し、ラベルタブを開いて以下のように設定しま

す。  

 

806 



グラフ 

17. 最終的に、次のグラフのようになります。  

 

 

 

5.8.18 ポイントラベルを追加した 3D 曲面図 
 

サマリー 

このチュートリアルでは 3D 散布図を曲面図に追加し、ラベルを表示する方法を紹介します。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

• 側壁付き 3D 曲面を作成する 

• 3D 散布図を曲面図に追加し、ラベルを表示する 

• ラベルの位置を変更する 

• シンボルとラベルをつなぐ線を追加する 

ステップ 

3D 曲面を側壁付きで作成する 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥3D Surface¥3D surface 

with point label フォルダを開きます。 

3. Mbook4 をアクティブにし、メインメニューから作図：3D 曲面：カラーマップ曲面を選

択します。以下のように、3D カラーマップ曲面図が作成されます。 
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4. メニューからフォーマット：軸スケール：Z 軸を選び、軸ダイアログを開きます。Z 軸の

スケールの値を開始=―500、終了=8000 とします。OK をクリックします。 

809 



Origin9 チュートリアル 

 

 
5. メニューからフォーマット：作図の詳細(プロット属性)を選択し、作図の詳細ダイアロ

グボックスを開きます。側壁タブを開き、有効にするをチェックします。そして X と Y の側壁の

色を灰色と明るい灰色に変更します。 
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6. カラーマップ/等高線タブで、色塗りヘッダをクリックして、ダイアログを開きます。制

限付き混合を選択して最小値=青、最大値=緑とセットします。そして OK ボタンをクリックしま

す。 
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7. メッシュタブを開き、正面の主線の色を黒にします。 

 

 
8. 作図の詳細ダイアログの左側パネルで Layer 1 を選択します。ライティングタブを

開き、平行光源を選択します。水平位置と垂直位置にそれぞれ 279 と-3 を入力します。そして

環境光を薄い黄色に設定します。 

 

 
9. 平面タブを開き、YZ と ZX ボックスのチェックを外してこれら 2 つの面が表示されな

いようにします。そして OK ボタンをクリックします。 
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3D 曲面にラベル付き 3D 散布図を追加する 

1. メニューからグラフ操作：レイヤ内容を選び、レイヤ内容ダイアログを開きます。ドロッ

プダウンリストからフォルダ中のワークシートを選択します。 

2. グラフタイプのボタンをクリックし、３D 散布図/ターナリ/ベクトルをグラフタイプとして

指定します。 

 

 

3. 左側パネルで 2 つの Height 列を選択し、プロットの追加ボタン を選択します。

そして OK ボタンをクリックします。 
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3D 曲面に 2 つの赤いシンボルが追加されて、グラフは下図のようになります。 

 

 
4. 片方のシンボルをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。作図の詳

細ダイアログの左側パネルで、表示が Position1 プロットレベルの下にあるオリジナルレベル

である事を確認します。ラベルタブに行き、有効にするにチェックを付けます。ラベル形式のド

ロップダウンリストで col("Label")をラベルのソースとして選択します。下図のようにラベルのオ

フセットを設定します。 
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5. 左側パネルで Position2 プロットレベルの下にあるオリジナルをクリックします。ラベ

ルタブを開き、上記ステップを繰り返して下図のような設定にします。OK ボタンをクリックします。 

 

 
6. シンボルとラベルをつなげる直線を引くには、グラフウィンドウがアクティブの時に以

下のスクリプトをスクリプトウィンドウで実行します。  

 

layer.plot=2; 

set %C -ql 5; 

layer.plot=3; 

set %C -ql 5; 
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グラフは次のようになります。 

 

 

 

5.8.19 散布図データとパラメトリック曲面 
 

サマリー 

このチュートルアルは、3D 散布図と 3D パラメトリック曲面を組み合わせる方法を紹介します。 
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必要な Origin のバージョン:Origin 9.0 SR0 

学習する項目 

• カラーインデックス付きで 3D 散布図を作成する 

• XY 面に投影図を追加する 

• アクティブなグラフにパラメトリック曲面を追加する 

ステップ 

カラーインデックス付きで 3D 散布図を作図する 

1. メインメニューからファイル：サンプルプロジェクトを開く：3D グラフ(OpenGL)と操作

して、3D OpenGL Graphs.opj を開きます。 

2. プロジェクトエクスプローラで 3D OpenGL Graphs¥Graphs with 

Transparency¥Transparent Parametric Surfaces combined with Scatter Plot フォル

ダを開きます。 

3. Fisher'sIrisD ワークブックをアクティブにし、メニューから作図:3D シンボル/棒/ベ

クトル:3D 散布図と操作します。作図のセットアップダイアログで、列 C、D、A をそれぞれ X、Y、

Z として追加ボタンをクリックしてから OK ボタンをクリックします。 
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4. メニューからフォーマット：作図の詳細(プロット属性)を選択し、作図の詳細ダイアロ

グボックスを開きます。シンボルタブで、形状を球、サイズを 12、色をインデック

ス:Col(Species)と選択します。 

 

 
5. 作図の詳細ダイアログの左側パネルで 3D 散布図の XY 投影にチェックをします。

そしてサイズを 12、色をインデックス:Col(Species)と設定します。 
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6. 作図の詳細ダイアログの左側のパネルで、 Layer 1 レベルを選択します。平面タブ

を開き、面の色を明るい灰色に設定します。そして OK ボタンをクリックします。 

 

 
7. グラフ凡例を右クリックして、コンテキストメニューからオブジェクトの表示属性を選択

します。オブジェクトプロパティダイアログの編集ボックスに以下のスクリプトを入力し、OK ボタ

ンをクリックします。  

 

¥p120(Species:) 

¥l(1,m1,1) %(1,m1,1) 

¥l(1,m2,1) %(1,m2,1) 

¥l(1,m3,1) %(1,m3,1) 
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以下のように、3D 散布図が作成されます。 

 

 

透過性を設定したパラメトリック曲面をアクティブグラフに追加する 

3 つの曲面について、次の手順を繰り返します。 

1. Graph1C にあるパラメトリック関数をダブルクリックして作図の詳細ダイアログを開き、

関数タブを開きます。 
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2. テーマグループの中でコピーボタンをクリックして関数のテーマをコピーします。 

 

 
3. 先程作成した 3D 散布図をアクティブにして、ファイル:新規作成：関数グラフ:3D パ

ラメトリック関数グラフを作図します。 

4. このダイアログで、テーマの隣にある三角形ボタンをクリックします。そして貼り付け

を選択してテーマの貼り付けを行います。ダイアログの下にあるドロップダウンリストでアクティブ

なグラフに追加して再スケールが選択されている事を確認します。 
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5. この操作を残り 2 つの曲面で繰り返し、OK ボタンをクリックすると同じ 3D パラメトリ

ック関数のプロットが現在のアクティブプロットに追加されます。 

3 つのパラメトリック関数曲面が追加されると、グラフは下図のようになります。 
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6. 作成したグラフの曲面をダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。面タ

ブを開き、透明度を 80%に設定します。 

823 



Origin9 チュートリアル 
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7. 塗りつぶしタブを開き、散布図と同じ色を指定します。 

 

 
8. メッシュタブを開き、メッシュの線の色を白に設定します。そして OK ボタンをクリック

します。 
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残り 2 つの曲面で同様に編集するとグラフは次のようになります。 
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5.9 ベクトルグラフ 
このセクションで説明する項目:  

1. ベクトルグラフ 

2. 3D ベクトル 

 

5.9.1 ベクトルグラフ 

サマリー 

ベクトルプロットは、気象学、航空学、研究、建築のような産業分野で、流れのパターン(例：風、水、

磁界など)を示すのに使われています。方向と大きさの両方がベクトルグラフで表すことができます。

Origin には、次の 2 種類のベクトルグラフがあります。  

1. XYAM ベクトル - ベクトルの開始点(デフォルト)となる XY 位置、角度、大きさ  

2. XYXY ベクトル - 2 点の XY 位置をベクトルで結ぶ 

 

学習する項目 

• ベクトルグラフをプロットする 2 つのデータ統合モード  
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• プロットデータを割り当てるプロットセットアップを使う  

ステップ 

このチュートリアルは統計/特殊グラフ（¥Samples¥Statistical and Specialized Graphs.opj）と対
応しています。  

ベクトルプロットを作成するには、4 つのデータ列が必要で、データを 2 つのモードで統合します。  

XYAM 型ベクトル 

XYAM は、X, Y, 角度、大きさを表します。ベクトルは、開始点 (X, Y)と指定した角度を回転します。

次のサンプルは、XYAM データモードを使用し、ベクトルグラフを作成します。  

1. サンプルプロジェクトを開く：統計/特殊グラフ を開いた後、プロジェクトエクスプロー

ラで、Statistical and Specialized Graphs:Specialized: 2D Vector を開きます。ワークシー

ト Book8E を開きます。列を選択しないで、メニューから作図：特殊：2D ベクトル:XYAM 型と

操作して作図のセットアップを開きます。下記のように、列 A, B, D, C を X, Y, A, M を割り当

て、OK をクリックしてグラフをプロットします。 

 

 
2. フォーマット：作図の詳細（プロット）を選択し、作図の詳細ダイアログのプロット属性

に行きます。ベクトルタブを開き、ベクトルデータグループの倍率を 75 に変更します。OK ボタ

ンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

3. X または Y 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。軸の主要設

定タブに切り替え、右軸に対して、軸と軸刻みの表示にチェックをして有効にします。主刻みと

副刻みは、外側にセットします。このタブで、上軸でも同じ操作を行います。 

軸目盛のラベルタブに行き、右軸と上軸の両方に対して、主目盛ラベルの表示チェックボック
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スにチェックを付けます。 

スケールタブを開き、水平方向で増分を 2 に設定します。OK をクリックします。  

4. 凡例のボックスを右クリックし、コンテキストメニューを開きます。オブジェクトの表示

属性を選択し、オブジェクトプロパティダイアログを開きます。テキストボックスに ¥l(1) Field 

Strength と入力します。  

5. レイヤタイトルとして、Spot Write Effectiveness を入力します。  

XYXY 型ベクトル 

もう 1 つのデータ統合モードは、XYXY で、これは最初の XY が開始点、後の XY が終了点です。  

このようなベクトルグラフを作成するには、サンプル OPJ の中にある、Statistical and Specialized 
Graphs:Specialized: 2D Vector をアクティブにし、Book9E にある列を全て選択して作図：特殊：2D
ベクトル:XYXY 型と操作します。必要に応じて軸タイトルを削除します。  

 

5.9.2 3D ベクトルグラフ 

サマリー 

Origin は XYZ XYZ および XYZ dXdYdZ の 2 種類のデータ構成から 3D ベクトル図を作図できま

す。  

XYZ XYZ はベクトルの始点と終点を定義します。XYZ dXdYdZ はベクトルの始点データと始点と終

点の XYZ 平面上への射影の長さです。  

学習する項目 

• XYZ XYZ ワークシートデータから 3D ベクトル図を作成する  

• 3D ベクトルグラフを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 3D グラフ（OpenGL）（¥Samples¥3D Open GL Graphs.opj）内にある、3D 
Vector フォルダと関連しています。  

1. プロジェクトエクスプローラ（通常、画面の左側に位置しています）から、¥3D Open 

GL Graphs¥Vector¥3D Vector を開きます。ワークブック Book5IA を開きます。  

2. ワークシートの左上角をクリックしてワークシート全体を選択します。  

3. メインメニューで作図：3D シンボル/棒/ベクトル グラフと選択してから、3D ベクトル：

XYZ XYZ 型を選択します。これで、組み込みテンプレートを使って 3D ベクトルグラフを作成

します。  
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デフォルトの設定では、スピードモードはオンになっています。  

4. ベクトル図をダブルクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを開きます。ダイア

ログの左側パネルでオリジナルのベクトル図が選択されている事を確認します。3D ベクトルタ

ブを選択します。  

o 色ボタンをクリックし、メニュー内からカスタムカラーの定義を選択します。色の

設定ダイアログでカスタム色を定義します。（ここでは青系に設定しました。）  
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o 作図の詳細ダイアログの 3D ベクトルタブで、次の図のようにパラメータを設定

します。  

 

OK をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じます。  

5. 3D 回転操作ツールバーにある、  ボタンを数回クリックしてください。  
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6. メインメニューでグラフ操作：スピードモードを選択し、speedmode ダイアログボック

スを開きます。スピードモードのドロップダウンリストからオフを選択します。OK をクリックして

スピードモード解除し、ダイアログを閉じます。  

 

最終的なグラフはこのようになります。  
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5.10 三点(ターナリ)等高線 
 
このセクションで説明する項目:  

1. 三点(ターナリ)等高線 

 

5.10.1 三点(ターナリ)等高線 

サマリー 

このチュートルアルは、三点(ターナリ)等高線図に散布図を重ねて表示する方法を示します。  

 

学習する項目 

• 三点(ターナリ)等高線図の作成  

• 作図のセットアップダイアログで散布図を重ねる  

• 作図の詳細ダイアログを使ってグラフを編集する  
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ステップ 

このチュートリアルは 2D グラフ/等高線図プロジェクト、¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj
と対応しています。  

1. プロジェクトエクスプローラから 2D and Contour Graphs: Contour: Ternary 

Contour フォルダを開きます。Book1 をアクティブにし、ワークシート全体を選択します。そ

して、作図：等高線：三点等高線を選択して、三点等高線図を作成します。グラフは次のよう

になります。  

 

2. では、このプロットに散布図を重ねましょう。レイヤアイコンを右クリックして、コンテキ

ストメニューから作図のセットアップを選び、作図のセットアップダイアログボックスを開きます。  

3. 利用可能なデータでフォルダ中のワークシートを選択し、Book1 を選びます。そし

てグラフタイプとして散布図を選択して、列 A、B、C をそれぞれ X、Y、Z として設定します。追

加をクリックすると、散布図が等高線図に追加されます。設定は次のようになります。  
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4. 次に、等高線図と散布図の編集を行います。等高線図をダブルクリックして、作図の

詳細ダイアログを開きます。  

o カラーマップ/等高線タブを選択し、レベルヘッダをクリックし、ダイアログを次の

図が示すように設定します。  
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o OK をクリックし、レベルの設定ダイアログを閉じ、色塗りヘッダをクリックして、

塗り方ダイアログを開きます。パレットをロードを選択し、パレットリストから Rainbow を

選び、OK をクリックします。  

o 作図の詳細ダイアログの左側パネルで散布図を選択して、以下のようにシンボ

ルを編集します。  
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o OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。  

o カラースケールをドラッグ＆ドロップで変更し、希望する位置へ移動します。  

グラフは次のようになります。  
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5.11 ウォータフォール 
 

このセクションで説明する項目:  

1. Y および Z カラーマップ付きウォーターフォール 

2. 3D ウォータフォール グラフ 

 

5.11.1 Y および Z カラーマップ付きウォータフォール 

サマリー 

Origin のウォータフォールは、Z オフセットと Y または Z 値を持つカラーマップをセットしているパラメ

ータ行に保存されているデータセットを使うことができます。  

学習する項目 

• Y または Z 値でカラーマップしたウォータフォールを作成する  

• カラーマップのレベルとパレットを編集する  

ステップ 

このチュートリアルは 2D and Contour Graphs(¥Samples¥2D and Contour Graphs.opj)の、

Waterfall フォルダと対応しています。  

Y カラーマップを持つウォータフォールを作成する 

1. サンプルプロジェクトを開く：2D グラフ/等高線図とメニューから操作し、プロジェクト

エクスプローラ（通常、画面の左側に位置しています）から、¥Multi Axis and Multi 

Panel¥Waterfall を開きます。ウィンドウ Book4G をアクティブにします。ワークシートの左上

角をクリックしてワークシート全体を選択します。  

2. メニューから作図：複合図を選択して、ウォータフォール：Y カラーマップを選び、Y

カラーマップが付いたウォータフォールを作図します。（または 2D グラフのツールバーからウォ

ータフォール：Y カラーマップのボタンをクリックします。）  
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ユーザ定義パラメータ行 Frequency (Hz)にある値が、自動的に Z 値として使用されま

す。プロットをダブルクリックして作図の詳細を開いてから左側パネルで Layer1 を確認し

ましょう。ウォータフォールタブを開くと、Z 値ソースが Frequency (Hz)になっています。  

 

3. 作図の詳細ダイアログが開いている状態で、左側パネルで Layer1 の下にある初め

の折れ線グラフを選択します。 右側パネルで、カラーマップタブを選択します。レベルヘッダ
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をクリックして、レベルの設定ダイアログボックスを開きます。以下の図のようにレベルを設定

します。  

 

OK をクリックして、レベルの設定ダイアログボックスを閉じます。  

4. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログボックスを開きます。パレットをロードを

選択してパレット選択をクリックしてから Rainbow パレットを選択します。OK ボタンを押し、

塗り方ダイアログボックスを閉じます。  

840 



グラフ 

 

OK をクリックして設定を適用し、作図の詳細ダイアログを閉じます。  

5. Z 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。増分を 50 にセットし

ます。軸選択で垂直を選択し、垂直の増分を 50 にします。  

 

グリッド線タブを選択します。方向選択ボックスで水平を選択し、副グリッド線のチェック

を外します。方向選択ボックスから垂直を選択し、同じく副グリッド線のチェックを外します。  
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OK をクリックして変更を適用し、ダイアログボックスを閉じます。最終的なグラフは次の

ようになります。  

 

Z カラーマップ付きのウォータフォールを作成する 

1. サンプルプロジェクトを開く：2D グラフ/等高線図とメニューから操作し、プロジェクト

エクスプローラ（通常、画面の左側に位置しています）から、¥Multi Axis and Multi 
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Panel¥Waterfall を開きます。ウィンドウ Book4G をアクティブにします。ワークシートの左上

角をクリックしてワークシート全体を選択します。  

2. メインメニューで、作図：複合図と選択してウォータフォール:Z カラーマップを選択し

て Z カラーマップ付きのウォータフォールを作図します。（あるいは、2D グラフツールバーのウ

ォータフォール:Z カラーマップボタンをクリックします。）  

 

3. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。左側パネルで、

Layer1 の下にある、最初のプロットを選択します。右側パネルで、カラーマップタブを選択しま

す。レベルヘッダをクリックして、レベルの設定ダイアログボックスを開きます。主レベル数を 10

にセットします。  
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OK をクリックして、レベルの設定ダイアログボックスを閉じます。  

4. 色塗りヘッダをクリックして、塗り方ダイアログボックスを開きます。制限付き混合を選

び、最小値を赤、最大値を青にします。OK をクリックして変更を適用し、ダイアログボックス

を閉じます。OK をクリックして、｢作図の詳細｣ダイアログボックスを閉じます。  
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5. Y 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。垂直の増分を 50 に

セットします。『グリッド線』タブを選択します。方向選択ボックスから水平を選択して副グリッド

線のチェックを外します。方向選択ボックスから垂直を選択して、同じく副グリッド線のチェッ

クを外します。OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

最終的なグラフは次のようになります。  

 

5.11.2 3D ウォータフォール グラフ 

サマリー 

Origin の 2D ウォータフォール グラフは、グラフページ内に一連のプロットが後退するように、1 つ以

上の Y 列または Y 列の範囲をプロットします。このようなグラフは、いくつかのパラメータが増加するよう

な条件下で収集されたデータセットを比較する場合に使用します。 
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学習する項目 

• ウォータフォールプロットを作成する 

• グループ化したプロットのシンボル/色を変更する 

• グラフを統合 

ステップ 

このチュートリアルは、グラフギャラリーの このグラフ 

http://www.originlab.com/index.aspx?go=Solutions/GraphGallery&pid=758 

と関連しています。グラフギャラリーのページからプロジェクトファイルをダウンロードしてください。 

このフォルダには、2 つのワークシートと 1 つのグラフがあります。このサンプルは、このウォータフォ

ールのようなグラフを作成する方法を示します。 

1. 各ワークシートごとにすべての列を選択しウォータフォールグラフを作図します。これ

には作図： 複合図： ウォータフォールと選択し、Measured と Simulated をそれぞれのグラフ

のロングネームにします。 

2. 各プロットの X または Y 軸をダブルクリックし、軸スケールを調整します(X 軸の開始 

= 0.5, 終了 = 3.0 および Y 軸の開始 = 0, 終了 = 40)。 

3. Measured プロット内の任意の場所をダブルクリックし、プロットレベルで作図の詳

細ダイアログを開き、左下にある作図形式ドロップダウンリストを散布図に変更し、適用ボタンを

クリックします。 
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作図の詳細ダイアログのグラフグループタブで、シンボルタイプをなしにして適用ボタンをクリッ

クします。 

 

 
 

シンボルの縁の色の隣にある詳細をクリックし、現れた参照ボタンをクリックします。色の推移を

黒、赤、緑、青、空色、深紅色にします。 

 

 
 

シンボルタブに切り替えます。シンボルのサイズを 5 にセットし、中空の円のシンボルを使いま

す。 
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OK をクリックして、作図の詳細ダイアログボックスを閉じます。 

4. Simulated プロット内の任意の場所をダブルクリックし、このプロットのプロットレベ

ルで作図の詳細ダイアログを開きます。グラフグループタブで、線の色の推移を 1 つずつにし、

線の色に対する色の詳細を黒、赤、緑、青、空色、深紅色にします。 
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OK をクリックして、作図の詳細ダイアログボックスを閉じます。 

5. そして、2 つのグラフを統合します。メニューから「グラフ操作： グラフウィンドウの統

合」を選びます。統合ドロップダウンリストから、指定を選び、グラフ編集ボックスで作成した 2 つ

のグラフを選択します。次の設定を使って、グラフを配置します。 

 

配置の設定:  

行数 1 

列数 1 

レイヤリンク: チェック/有効 

6. OK ボタンをクリックして、グラフを統合します。 

7. サンプルでは、ラベルを追加し、軸タイトルを変更しました。 

  

5.12 特殊 
 

このセクションで説明する項目:  

1. ウィンドローズグラフ 

2. ワークシートで定義したパラメータで関数をプロットする 

3. OHLCー出来高株価チャート 

 

5.12.1 ウィンドローズグラフ 

サマリー 

ウィンドローズグラフは、ある場所で一定時間計測した風速および風向データを表すのに使用します。

このチュートリアルでは、Origin9 でウィンドローズグラフを作成する方法を示します。(Origin8.0SR5
以降が必要。素データモードでウィンドローズグラフを作成するには、Origin 8.1 が必要。) 
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR1 以降  

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• ビン化したデータからウィンドローズグラフを作成する  

• ウィンドローズグラフの方向軸ラベルを編集する  

• 素データからウィンドローズグラフを作成する  

ステップ 

このチュートリアルは統計/特殊グラフ（¥Samples¥Statistical and Specialized Graphs.opj）と対
応しています。  

パート 1：ビン化したデータからウィンドローズグラフを作成する 

1. プロジェクトエクスプローラで Statistical and Specialized Graphs : Specialized：

Wind Rose と選択し、Windrose Binned Data のワークシートをアクティブにします。(プロジ

ェクトが無い場合、ここからサンプルデータをインポートしてください。)  

2. すべての列を選択し、2D グラフギャラリーツールバーからウィンドローズ－ビン化デ

ータボタンをクリックします。 
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ウィンドローズグラフは次のようになります。 

 

 

3. そして、風向を N,E,S,W のみ表示するように変更します。軸ラベル N を右クリック

し、ショートカットメニューから軸目盛を選びます。「X 軸」ダイアログボックスが開きます。 
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次の図のようにオプションを変更します。 
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グラフ 

スケールタブをクリックします。増分編集ボックスに 90 を入力し、OK ボタンをクリックします。グ

ラフは次のようになります。 

 

 

パート 2：素データからウィンドローズグラフを作成する 

1. プロジェクトフォルダの Statistical and Specialized Graphs : Specialized：Wind 

Rose を開き、Windrose Raw Data ワークブックを選択します。1 番目のシート（Raw Data ワ

ークシート）を開きます。(プロジェクトが無い場合、ここからサンプルデータ をインポートしてくだ

さい)  

2. 列 A と列 B を選択し、2D グラフギャラリーツールバーからウィンドローズ－素デー

タボタンをクリックします。 
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3. 以下の設定を使って、ウィンドローズグラフを作成します。 

 

 
 

最終的に、次のようなグラフになります。 
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サンプルデータ 

ビン化データ 

ビン化データをワークシートにインポートするには、Binned Data 1 (ヘッダを含む)をコピーして、ファ

イル：インポートウィザードを選択します。データソースグループで、クリップボードチェックボックスを選

択し、完了ボタンをクリックして Origin にデータをインポートします。 

 

方向  0-4  4-8  8-12  12-16  16-20  
22.5  3.125  3.125  3.125  6.25  0  
45  0  3.125  3.125  0  0  
67.5  0  6.25  0  0  0  
90  0  0  0  0  3.125  
112.5  0  0  0  0  0  
135  3.125  0  0  0  3.125  
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157.5  0  0  9.375  3.125  0  
180  3.125  3.125  0  3.125  3.125  
202.5  0  0  0  0  0  
225  0  0  3.125  0  0  
247.5  0  3.125  0  3.125  3.125  
270  0  0  0  0  3.125  
292.5  0  6.25  3.125  0  0  
315  0  0  3.125  3.125  0  
337.5  0  0  0  0  0  
360  0  6.25  0  0  0  
382.5  0  0  0  0  0  

素データ 

素データをワークシートにインポートするには、Raw Data (ヘッダを含む)をコピーして、ファイル：イ

ンポートウィザードを選択します。データソースグループで、クリップボードチェックボックスを選択し、完

了ボタンをクリックして Origin にデータをインポートします。 

 

方向  風速  

311.5  12.75  
142.7  11.18  
161.6  5.9  
277.3  8.24  
155.3  13.46  
40.8  8.57  
43.4  4.38  
1.3  10.91  
78.8  18.72  
237.8  16.22  
114.6  0.88  
2.1  12.05  
290.5  4.6  
174.1  3.29  
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267.6  16.64  
8  5.6  
213.9  8.04  
134.8  17.26  
137.6  11.87  
46.1  5.48  
4.5  13.47  
311.2  10.17  
154.4  11.17  
176.2  18.91  
348.1  4.11  
225.2  6.65  
236.4  12.87  
11.7  1.07  
278.9  4.36  
356.5  5.01  
58.9  7.3  
161.8  15.6  

5.12.2 ワークシートで定義したパラメータで関数をプロットする 

サマリー 

Origin は関数をプロットできます。また、ワークシートで定義したパラメータで関数をプロットすることも

できます。ワークシートにあるパラメータの変更に伴って、関数グラフを自動的に更新できます。  
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必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 値の設定ダイアログでワークシートから変数を定義する  

• パラメータと一緒に関数をプロットする  

• パラメータの変更時に自動的にグラフを更新する  

ステップ 

例として、次の関数を使います。y=p0+p1*x+p2*x^2  

1. 3 つのパラメータ p0, p1, p2 が次の図のように、それぞれ列 A、列 B、列 C に保存

されているものとします。  
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2. 標準ツールバーの列の追加ボタン  をクリックして、ワークシートに新しい列を追

加します。  

 

 
3. 列 D を選択しメニューから列： 列値の設定と操作します。再計算ドロップダウンから

自動を選択します。以下の スクリプトを実行前の処理スクリプト編集ボックスに入力します。OK 

ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。  
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列 D の右上角に、再計算モードが自動であることを示す緑色の錠前アイコン が表示されま

す。 

 

 

4. 標準ツールバーの新しい関数ウィンドウボタン をクリックします。すると、作図の

詳細ダイアログが開きます。  

5. 作図の詳細ダイアログで以下のようにオプションを設定し、OK ボタンをクリックして

ダイアログを閉じます。  
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ツールバーのグラフ操作から再スケールして全てを表示ボタン  をクリックして、グラフのスケ

ールを調整します。  
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6. 関数グラフはワークシートの最初の行を変更すると、自動的に更新されます。列 2

の最初の行の値を 2 から 3 へ変更します。このセルの外をクリックして編集を終了します。  

 

 
 

関数グラフが更新されます。  
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スクリプト 

こちらは、値の設定ダイアログの実行前の処理スクリプトに入力するスクリプトです。  

 

p0=col(1)[1]; //Speccify Column A for p0. 
p1=col(2)[1]; //Speccify Column B for p1. 
p2=col(3)[1]; //Speccify Column C for p2. 

作図の詳細ダイアログボックスの F1(x)編集ボックスの関数は次のように定義されます。  

 

p0+p1*x+p2*x^2 

5.12.3 OHLCー出来高株価チャート 

サマリー 

このチュートリアルは始値、高値、安値、終値と共にその時の出来高を表す株価チャートの作成方法

を示します。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5 SR0 

学習する項目 

• 列の形式を設定する  

• OHLC-出来高を表す株価チャートを作成する  

• 軸の表示ラベルの日付フォーマットを設定する  

ステップ 

1. OriginLab 社の FTP サーバからソースデータファイルをダウンロードし、Origin に

インポートします。ファイルをインポートする時、システムのデフォルト設定は変えないでください。 

http://www.originlab.com/ftp/graph_gallery/data/OHLC-Volume_Stock.txt 

2. 列 A のヘッダをダブルクリックして列プロパティダイアログを開きます。プロパティタ

ブを選択し、オプションブランチを開きます。列のデータ型のドロップダウンメニューから「日付」

を選択して表示フォーマットのドロップダウンリストから「カスタム表示」を選びます。カスタム表

示のドロップダウンリストに dd'-'MMM'-'yyyy と入力します。OK ボタンをクリックして A 列を日

付列として設定します。 
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グラフ 

 

3. ワークシートの全ての列を選択し、メニューから作図：株式：OHLC-出来高と操作し

てグラフを作ります。 

4. グラフ内でレイヤ 1 の上軸をダブルクリックして、X 軸の設定ダイアログを開きます。

軸目盛のラベルタブを開き、表示フォーマットのドロップダウンリストからカスタム表示を選択し

ます。カスタム表示のドロップダウンリストに、yyyy'-'M'-'dd と入力します。OK ボタンをクリック

します。  
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5. レイヤ 2 の Y 軸をダブルクリックして、Y 軸の設定ダイアログを開きます。スケールタ

ブを開いて、から、まで、増分をそれぞれ 0、100M、20M と入力します。.  

 

 

6. OK ボタンをクリックして軸の設定を終了します。すると、始値、高値、安値、終値と

出来高を表示した株価チャートが作図されます。 
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6 グラフの編集 
 
このセクションで説明する項目:  

1. グラフの編集 

2. テーマ 

3. 色 

4. データプロットの追加, 削除, 置き換え 

5. レイヤ 

6. 目盛ラベル 

 

6.1 グラフの編集 
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サマリー 

Origin グラフを編集するのは、とても簡単です。どのグラフ要素でも選択でき、それに関連するダイ

アログボックスを開いて、プロパティを編集することができます。グラフ全体から 1 つのデータポイントま

で編集することができます。  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• レイヤサイズの変更  

• レイヤタイトルを追加する  

• グラフテンプレートのカスタマイズと保存  

• 軸の編集  

• グラフテーマを適用する  

• レイヤ内のプロット順序を変更する  

• データポイントの変更  

• グループ化したプロットをカスタマイズする  

• カラーマップのウォータフォールプロットを作成する  

レイヤサイズの変更 

1. Samples¥Graphing フォルダから Customizing Graphs.OPJ を開き、プロジェク

トエクスプローラで、 Resize Graph and Customize Symbol フォルダを開きます。  
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グラフの編集 

2. Graph2 をアクティブにして、レイヤ内のデータポイントの上方を右クリックし、レイヤ

タイトルの追加/変更を選択します。次のグラフのようにタイトルを追加します。 

 
3. レイヤの大きさは、サイズハンドル(黒い四角)をドラッグするだけで簡単に変更できま

す。レイヤの大きさを変更するには、レイヤ内部のデータポイントではないところでクリックします。

ここでは、レイヤタイトルを追加するときに右クリックした同じ場所で左クリックします。下図のよう

にレイヤが選択状態になり、8 つのアンカーポイントのうち 1 つをドラッグして、レイヤの大きさを
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変更できます。Note:Ctrl キーを押しながらドラッグすると、縦横比が保持されます。 

 
4. また、詳細に大きさを指定するには、作図の詳細ダイアログを使って、レイヤの大き

さを入力します。レイヤの内部をダブルクリック(上記で左クリックした場所)し、作図の詳細ダイ

アログを開きます。レイヤの大きさ・描画スピードタブに行き、レイヤの大きさを下図に示す値に

セットします。 

 

データプロットと軸のカスタマイズ 

ここでは、データプロットの色を変更する方法と軸のプロパティを変更する方法を説明します。  

1. Graph2 のデータポイントの 1 つをクリックし、「スタイル」ツールバーの線/境界色ボ

タン を使って、データポイントの色を赤に変更します。  
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2. 次に、軸ダイアログを使って、軸をカスタマイズします。X 軸をダブルクリックして、ダ

イアログを開き、次のように設定します。  

o スケールタブで、主刻みの数を選択し、そこに 5 と入力します。軸選択リストボ

ックスから垂直方向を選択します。すると、ダイアログの名前が Y 軸に変わります。開

始位置(から)、終了位置(まで)、主刻みの数に、それぞれ 0, 16 , 11 を入力します。  

o 軸の主要設定(タイトル・形態)タブで、軸位置選択から上を選び、軸と軸刻み

の表示チェックボックスにチェックし、上 X 軸を追加します。次に、軸位置選択で右を

選択し、同じように軸と軸刻みの表示チェックボックスをクリックして、右 Y 軸を追加し

ます。グラフは次のようになります。 

 

グラフテンプレートの保存と再利用 

ここでは、上のグラフをテンプレートとして保存し、再利用する方法を説明します。  

1. メニューからファイル：テンプレートの新規保存を選択し(別の方法としては、グラフウ

ィンドウタイトルを右クリックして、テンプレートの新規保存を選択)、テンプレートに
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MyGraphTemplate という名前を付けます。OK ボタンをクリックして保存します。 

 
2. 新しいワークブックを作成し、ファイル：インポート：単一 ASCII ファイルツールを使

ってデータファイル¥Samples¥Curve Fitting¥Sensor2.dat をインポートします。列 B を選

択し、「作図：テンプレートライブラリ」メニューを選択します。そして、MyGraphTemplate を選

択して、プロットボタンをクリックして、グラフを作成します。 
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グラフは次のようになります。 

 

テーマを使ってグラフを変更する 

Origin は、グラフのプロパティをテーマファイルに保存できます。このセクションでは、テーマを使っ

て、グラフをカスタマイズする方法を説明します。  

1. Graph3 をアクティブにした後、メニューからツール： テーマオーガナイザを選択し

て、ダイアログを開きます。Ctrl キーを押しながら、テーマの一覧から Ticks All In および 

Times New Roman Font のテーマを選択し、「今すぐ適用」ボタンをクリックして、それらを適
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用します。そして、閉じるボタンをクリックしてダイアログを閉じます。グラフは次のようになります。  

 
2. 次に現在のグラフのフォーマットをコピーして、Graph2 に貼り付けます。レイヤの右

側の白い空白の領域または灰色の領域を右クリックし、フォーマットのコピー：全てを選択しま

す。Graph2 をアクティブにしてから先程と同じような箇所を右クリックし、コンテキストメニューか
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らフォーマットの貼り付けを選びます。すると、Graph2 は、下図のようになります。  

 

プロット順序 

このセクションでは、作図のセットアップダイアログボックスを使って、プロットの順序を変更する方法を

説明します。  

1. Plotting Order フォルダに移動し、Graph 1 をアクティブにします。メニューから

「グラフ操作：作図のセットアップ」を選び、作図のセットアップダイアログボックスを開きます。

（または、グラフの左上角にあるレイヤ 1 のアイコンをクリックして作図のセットアップを選択して

も開きます。）  

2. プロットリストパネルで、折れ線グラフをドラッグし、縦棒/横棒の下にドロップします。 
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3. OK ボタンをクリックすると、赤い曲線が前面に表示されます。凡例も新しいプロット

順序が反映されます。 

 

データポイントの編集 

ここでは、データプロットの 1 つのポイントを編集する方法を説明します。  

1. Plotting Order フォルダの内容を表示し、Graph 1 がアクティブになっていること

を確認してください。縦棒グラフの 1 つをクリックすると、すべての縦棒が選択されます。再度、

縦棒の 1 つをクリックすると、その 1 つの縦棒だけが選択されます。そして、「スタイル」ツール

バーの「オブジェクトの塗り色」ボタン を使って、色を緑に変更します。  

2. 作図の詳細ダイアログを使って、1 つの縦棒グラフを編集することもできます。Ctrl 

キーを押しながら、縦棒グラフの 1 つをダブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開きます。そ

の 1 つのデータポイントだけのプロパティを編集します。作図の詳細ダイアログでそのポイント

のインデックス番号に注目してください。黄色から赤色に徐々に変化するように階調色グルー

プを以下のように設定します。 
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877 



Origin9 チュートリアル 

グラフは次のようになります。 

 
3. 同様に、円グラフのスライスも編集できます 。Edit Single Data Point フォルダに

移動し、円グラフをアクティブにします。Ctrl キーを押しながら、スライスの 1 つをダブルクリック

し、作図の詳細ダイアログを開きます。パターンタブで、ドロップダウンリストから塗りつぶしパタ

ーンを密にし、パターンの色を赤にします。(別の方法として、1 度クリックし、スライスを再度クリ

ックして、そのスライスだけを選択し、スタイルツールバーを使って、そのポイントを編集しま
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す。)グラフは次のようになります。 

 
4. 1 つのデータポイントを編集し、それに注釈を付けることができます。Resize Graph 

and Customize Symbol フォルダに移動します。Ctrl キーを押しながら、散布図データの 1

つをダブルクリックし、作図の詳細ダイアログを開きます。シンボルタブで、三角形のプレビュー

ボタンをクリックし、シンボルギャラリーを開き、形状で球を選びます。サイズを 18 まで大きくし、

OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じます。 

5. 次に、注釈ツールを使って、編集したデータポイントに対応する X と Y 値を追加し

ます。「プロット操作・オブジェクト作成」ツールバーのデータラベルボタンを選択します。 

 
そして、データラベルツールをデータポイントまで移動し、データポイント上でダブルクリックしま

す。Origin は、自動的にテキストオブジェクトを追加します。ESC キーを押すか、ポインタツー

ルをクリックして、注釈ツールを解除します。テキストラベルをダブルクリックして、編集モードに

すると、テキストラベルを編集できます。また、クリック&ドラッグして、位置を変更できます。線は
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自動的にポイントとラベルを接続するように表示されます。  

 

グループデータのプロット 

このセクションでは、グループデータのプロットを編集する方法を説明します。  

1. Grouped Data フォルダを選択します。Book3 がアクティブになっています。そして、

ワークシート全体を選択し、2D グラフギャラリーツールバーで折れ線グラフボタン をクリック

し、折れ線グラフを作成します。 

2. X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログボックスを開きます。開始(から)に 0.5、終了

(まで)に 3.0 を入力します。再スケール方式ドロップダウンリストから手動を選択します(リスト内

でスクロールする必要があります。)。これは、再スケール時に、開始(から)と終了(まで)の値が

変更されるのを防ぎます。OK をクリックして、これらの設定を適用します。 

3. レイヤの内部の折れ線グラフの上部にある、空白の領域でダブルクリックし、作図の

詳細ダイアログを開きます。積上げ形式タブで、オフセットグループを自動にします。OK をクリ

ックして、ダイアログを閉じます。 

4. 「グラフ操作：再スケールして全てを表示」を選択します。グラフの Y スケールが自

動的に再スケールしますが、X スケールは再スケール方式オプションで手動にセットされている

ので、変更されません。レイヤの大きさを変更して、好みに合させて凡例を移動してみてくださ
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い。 

 
5. データプロットの 1 つをクリックして全体を選択し、スタイルツールバーの線/境界の

色ボタン を使って、色を変更します。推移リストで、最後から 2 番目の推移リスト を

選択します。グラフは次のようになります。 

 
6. これらのデータプロットはグループ化していますが、データプロットを 2 回クリックする

ことで、それぞれのデータプロットを個別に編集することができます。例えば、黄色のデータポ
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イントを 2 回クリックして、スタイルツールバーの線/境界の色ボタン を使って、色をオリー

ブなどの別の色に変更します。 

7. データプロットの 1 つをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開いて、グラフ

を編集することもできます。グラフグループタブで、詳細列内のフィールドをクリックし、参照ボタ

ン  

 
をクリックし、推移項目エディタダイアログが開きます。このダイアログで、次の図のようにグラフ

を編集します。行のインデックスをドラッグして移動し、カラーリストの順序を変更することができ

ます。 
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グラフは次のようになります。 

 
8. このダイアログの内部を右クリックして、保存を選択し、この推移リストを今後の使用

のために MyPallete という名前で保存します。右クリックして、コンテキストメニューから推移リ

ストをロードを選択します。次の図のように MyPallete がフライアウトメニューの最初の項目とし
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て表示されます。 

 

次に、データプロットグループの色を設定するパレットの使用方法を説明します。  

1. Book3 をアクティブにし、すべての列を選択します。メニューから作図： 複合図： ウ

ォーターフォールを選び、グラフを作成します。X 軸をダブルクリックして、軸ダイアログを開き、

開始位置(から)を 0.5、終了位置(まで)を 3 に設定します。軸選択から垂直方向を選択し、開
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始位置(から)、終了位置(まで)、増分をそれぞれ、 -10, 100 , 20 に設定します。  

 

2. データプロットの 1 つをクリックし、スタイルツールバーの線/境界の色ボタン を

クリックして、色を変更します。パレットから Rainbow パレット を選択します。グラフは次

のようになります。  
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3. プロットの 1 つをダブルクリックし、次の図のようにカラーリストを表示します。 

 

増分がビンに設定され、色は Rainbow パレットで利用可能な 256 色から適用されています。  

4. パレットを Reef に変更し、参照ボタンをクリックして、推移項目エディタダイアログを

開きます。そして、このダイアログの内部を右クリックし、パレットをロード: Reef.PAL を選びま

す。作図の詳細ダイアログのカラーリストは次のようになります。 
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そして、グラフは次のようになります。 

 

カラーマップのウォータフォールプロットを作成する 

ここでは、カラーマップウォータフォールを作成し、希望の列ラベル行を Z 軸として使用する方法を示

します。  

1. 標準ツールバーの新規ワークブックボタン をクリックし、新しいワークブックを作

成します。 

2. 「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタン をクリックします。インポート

ウィザードダイアログを開きます。ファイルの右側にある参照ボタンをクリックし、

/Samples/Graphing フォルダの Waterfall3.dat を選択します。現在のデータタイプのインポ

ートフィルタで自動的に Waterfall3.oif が選択されていることを確認します。 
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完了ボタンをクリックして、Waterfall3.dat ファイルをインポートします。 

 
3. 各列の Y 値を使用しながらウォーターフォールの作図を行うには、ワークシート全体

を選択し、ウォータフォール: Y カラーマップを 2D グラフツールパーから選びます。（あるいは

メニューから作図： 複合図： ウォータフォール: Y カラーマップを選びます。） 
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グラフは下図のようになっています。  

 
4. ウォータフォールをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。カラーマ

ップタブを開きます。このタブで、次のことを行うことができます。  
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o レベルヘッダをクリックし、カラーレベルを変更します。 

 
o 色塗りヘッダをクリックし、カラーパレットをロードするか、塗り色のリストを変更し

ます。 

 
ヘッダではなく、その下にある個々の色やレベルをクリックすると、そのレベルを個別

に変更することができます。  
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5. Z 値を使ったウォーターフォールを行うには、今までと同じブック内の waterfall ワ

ークシートを選択し、ウォーターフォール: Z カラーマップを 2D グラフツールパーから選びます。

（あるいはメニューから作図： 複合図： ウォーターフォール: Z カラーマップを選びます。） 

 
グラフは下図のようになっています。 

 
6. ユーザ定義のパラメータ "Frequency (Hz)" が自動的に Z 軸として使われています。

別の列ラベル、例えばショートネームなどを Z 軸として使用するには、レイヤの内側でウォータ
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フォールプロットではない場所をダブルクリックし、レイヤレベルでの作図の詳細ダイアログを開

きます。ウォータフォールタブに切り替え、Z 値ソースのドロップダウンリストから自動を選択しま

す。 

 
7. Y と Z のカラーマップを入れ替えるには、作図の詳細ダイアログの左パネルで、最

初のプロットを選択し、グラフの線タブを選びます。色のドロップダウンリストから Y 値: カラーマ

ップを選び、Y カラーマッピングに切り替えます。Z 値：インデックスまたは、Z 値：RGB 直接を

892 



グラフの編集 

ドロップダウンリストから選ぶことができます。 

 

 

6.2 テーマ 
 

このセクションで説明している項目  

1. グラフのフォーマットを別のグラフにコピーする 

 

6.2.1 グラフのフォーマットを別のグラフにコピーする 

サマリー 

あるグラフから別のグラフにフォーマットをコピーすることができるので、シンボルや線の色やサイズの

ような項目の編集を繰り返し設定する時間を使う必要はありません。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• グラフのフォーマット(シンボルや折れ線の色、サイズなど)をコピーして、別のグラフ

に適用する 

ステップ 

1. ｢標準｣ツールバーの「新規プロジェクト」ボタンをクリックして、新しいプロジェクトを開

いて下さい。 

2. 「ファイル：インポート：単一 ASCII ファイル」を選択し、Origin のプログラムフォル

ダの Samples¥Curve Fitting サブフォルダにある exponential decay.dat ファイルをインポ

ートします。 

3. 列 B、C、D を選択し、メニューから作図：線＋シンボル図：線＋シンボルと選択し、

これらのデータセットをプロットします。 

4. データプロットをダブルクリックして、｢作図の詳細（プロット属性）｣ダイアログボックス

を開きます。 

5. ダイアログでグラフグループタブを開き、編集モードで独立を選択します。これで各

プロットをカスタマイズしやすくなります。 

6. 一番上のデータプロット(Time(X) Decay 1(Y))が作図の詳細ダイアログの左側の

パネルで選択されていることを確認します。選択されていなければ、左側のパネルでこのプロッ

トを選択します。 

7. 「シンボル」タブを選択し、サイズを 5 に変更します。(シンボル形状や色を変更して

も構いません。) 

8. 「グラフの線」タブを選択し、太さを 0.2 に変更します。(スタイルや色を変更しても構

いません。)OK をクリックします。Decay 1 プロットが編集されたのが分かります。 

9. Decay 1 プロットをクリックして選択します。右クリックしてフォーマットのコピー：全て

を選択します。Decay 1 のフォーマットがクリップボードにコピーされます。 

10. グラフで、 Decay 2 データプロットをクリックして選択し、右クリックして、フォーマット

の貼り付けを選択します。Decay 1 のフォーマットが Decay 2 にコピーされます。 

6.3 色 
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このセクションで説明している項目  

1. 重なったデータをプロットし、透過率を設定する 

  

6.3.1 重なったデータをプロットし、透過率を設定する 
  

サマリー 

このチュートリアルでは、重なった縦棒グラフを作成し、重なった部分が見えるように透過率を設定す

る方法を示します。 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• グループ化した縦棒グラフをカスタマイズする 

• 透過率を設定する 

重なったデータをプロットし、透過率を設定する 

1. 空のワークシートを準備し、メニューから、ファイル：インポート：単一 ASCII と選択

するか、ブラウザ上部にある単一 ASCII インポートボタン  をクリックします。 

2. <Origin インストールフォルダ>¥Samples¥Graphing¥Counts.dat ファイルを選

択し、「オプションダイアログを表示する」チェックボックスにチェックし、開くボタンをクリックして、

impASC ダイアログを開きます。 
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3. 左上の角にある三角形のボタンをクリックし、コンテキストメニューからシステムデフォ

ルトを選択し、このダイアログにデフォルト設定を適用します。 

 
4. OK ボタンをクリックし、データをワークシートにインポートします。 

5. 単位のヘッダ行を右クリックし、ポップアップメニューからコメントとして設定を選択し、

内容を単位でなくコメントにセットします。 
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6. ワークシートの全ての列を選択し、メニューから作図：棒グラフ/円グラフ：縦棒グラフ

と操作してグラフを作ります。 

 
7. グラフをダブルクリックして、作図の詳細ダイアログを開きます。ダイアログボックスで、

グラフグループタブを選びます。塗り色行の詳細にあるカラーバーをクリックします。そして、現

れたボタンをクリックして、推移項目エディタダイアログを開きます。このダイアログで、最初の 3

つの色がネイビー、橙色、スミレ色のような特別な色になるようにセットします。OK をクリックして
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ダイアログを閉じます。 
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8. 作図の詳細ダイアログのパターンタブを選択し、透過率を 50%に設定します。 
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9. 棒の間隔タブを選択し、棒間の間隔を 0 にし、重なりを 100 にします。 

 
10. OK ボタンをクリックして、作図の詳細ダイアログを閉じます。結果のグラフは下図の

ようになります。 
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6.4 データプロットの追加, 削除, 置き換え 
 

サマリー 

Origin グラフにデータプロットを追加/削除する方法は複数あります。ワークシートのデータセットをド

ラッグ＆ドロップでグラフウィンドウ上に移動すれば、そのデータをアクティブレイヤに追加します。また、

データプロットの追加はレイヤ内容ダイアログまたは作図のセットアップダイアログからでも行えます。レ

イヤ内容ダイアログにはデータプロットの並び替えやグループ化/非グループ化を行えるオプションも付

いています。  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 既存のグラフにデータプロットをドラッグ＆ドロップで追加する  

• レイヤ内容ダイアログを使ってデータプロットを追加する  

• データプロットのグループ化/非グループ化  

• データプロットの表示順を変更する  

ドラッグ＆ドロップで既存グラフにデータプロットを追加する 

1. 新しいプロジェクトを開き、標準ツールバーの複数 ASCII のインポートボタン を

クリックします。  

2. ¥Samples¥Import and Export¥ から S15-125-03.dat、S21-235-07.dat、S32-

014-04.dat のファイルを選択し、ダイアログの下部パネルに追加します。オプションダイアログ

を表示するチェックボックスにチェックが付いている事を確認して OK をクリックします。インポ

ート設定を行うダイアログを開きます。  
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3. インポートモードをシートを新たに作って読み込むに変更します。ワークシート/ブッ

クの名前を付ける/変更するブランチを広げます。シート名を（部分）ファイル名に変更するにチ

ェックをつけ、ブック名を（部分）ファイル名に変更するのチェックを外して、シートだけに新たに

名前をつけます。  
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残りの設定はデフォルトのままで OK ボタンをクリックし、これら 3 つのファイルをインポート

します。  
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4. S15-125-03 シートをアクティブにします。列 D を選択し、メニューから作図：線図：

折れ線と操作して折れ線グラフを作成します。  

 

5. Book1 に移動します。S21-235-07 シートをアクティブにします。列 D を選択します。

マウスのカーソルが に変わるまで、カーソルを列 D の縁に移動します。マウスの左ボタ

ンをクリックしながらドラッグして、Graph1 のウィンドウに移動します。  
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6. 確認メッセージが表示され、軸を再スケールするか尋ねられます。はい、これからも

同様に行い、再度尋ねることは必要ありません。を選択して OK ボタンをクリックします。 2 つ

目の折れ線グラフが追加されます。  

 

7. グラフツールバーの新規凡例ボタン をクリックし、新しいグラフ凡例を作成しま

す。  
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次のステップは、このドラッグ＆ドロップの方法で既存のグラフにプロットを追加する時の作図

タイプを指定する方法を紹介します  

8. メニューからツール：オプションと選択してオプションダイアログを開きます。  

9. グラフタブに行きます。このダイアログの真ん中にドラッグ＆ドロップ時の作図デフォ

ルトオプションがあります。 このオプションは、ドラッグ＆ドロップでデータセットをグラフに追加

する際にプロットの種類を指定する際に利用できます。デフォルトでは「現在の設定」されてお

り、これは操作時のグラフ形式に依存することを示しています。ドラッグ＆ドロップ時の作図デフ

ォルトを散布図に変えます。  
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OK をクリックして、ダイアログを閉じます。  

10. Book1 に戻ります。S32-014-04 シートをアクティブにします。列 D を選択し、

Graph1 にドラッグ＆ドロップします。このデータセットは散布図として追加されました。  
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ドラッグ＆ドロップで既存グラフにデータプロットを追加する 

セクション 1 で使ったデータを引き続き利用します。  

1. 標準ツールバー中の新グラフウィンドウボタン  をクリックして、新しいグラフウィン

ドウを開きます。これで、データの入っていないグラフウィンドウが開きます。  

2. グラフウィンドウの左上のレイヤ 1 アイコンをダブルクリックします。レイヤ内容ダイア

ログが開きます。  

3. レイヤ内容ダイアログの左側パネルに全ての使用可能なデータセットがリストされて

います。データセットの内容を表示するようにカスタマイズできます。全てのデータは Book1 に

あるので、Book 名を表示する必要はありません。「ブック名」列ヘッダーを右クリックし、コンテ

キストメニューで表示されるで「ブック名」のチェックを外します。これでブック名は非表示になり

ます。  

 

4. 列 B、Delta Temperature を 3 つのシートに追加するには、キーボードで Ctrl キ

ーを押しながら各ワークシート S32-014-04、S21-235-07、S15-125-03 で列 B を選択します。

ボタンをクリックし、右パネルに追加します。  
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ボタンはこれら 3 つのデータセットの作図タイプを表示します。A は自動を意味しており、

デフォルトで折れ線グラフを意味します。作図タイプを変更したい場合、 ボタンの隣にある

三角形ボタンをクリックし、目的のグラフタイプを選んでから ボタンをクリックして右側パネル

に移しましょう。  

5. 右側パネルの 1 列目は追加された曲線はデフォルトでグループ化されている事を

示しています。グループ 1（g1）と記されています。グループごとの色は色推移で変化していき

ます。非グループ化したい場合は非グループ化ボタンをクリックしてください。  

6. 適用時に再スケールのチェックを付けます。OK ボタンをクリックして、Graph2 に図

を作成します。  
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3 つの折れ線グラフは全て別々のシートから作図しているので、シート名を使って区別する

事ができます。  

7. メニューからグラフ操作：凡例の更新と選択します。legendupdate ダイアログを開き

ます。  

8. 更新モードでは「更新」が選択されている事を確認してください。凡例の自動更新モ

ードでは「カスタム」を選びます。凡例カスタムフォーマットでは「@WS」と編集ボックスに入力し

ます。これで、ワークシート名が凡例にとして使われます。  

 

OK ボタンをクリックして適用します。  
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データプロットの並び替え 

1. Samples¥Graphing フォルダから Customizing Graphs.OPJ を開き、プロジェク

トエクスプローラで、 Plotting Order フォルダを開きます。  

2. Graph1 ウィンドウをアクティブにします。グラフの左上の角にあるレイヤ 1 アイコン

をダブルクリックして、レイヤ内容ダイアログを開きます。  

 

3. ＞＞ボタンをクリックし、左側パネルを閉じます。右側パネルで Gauss Fit を選択し

ます。下ボタンをクリックして下に移動します。  

 

4. 適用ボタンをクリックします。棒グラフの上にガウスフィット曲線が表示されます。OK

ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。  
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6.5 レイヤ 
 
このセクションで説明する項目:  

1. レイヤの追加と配置 

2. グラフの統合と整列 

  

6.5.1 レイヤの追加と配置 

サマリー 

通常のグラフページには、一組の X, Y (および Z)座標軸、 1 つ以上のデータプロット、テキストや描

画オブジェクトの 3 つの要素が含まれます。Origin は、これら 3 つの要素を移動可能で、サイズ変更

可能なレイヤと呼ばれる単位を組合せています。1 つのページには最大 121 個のレイヤを含めることが

でき、1 つのレイヤだけを一時点でアクティブにすることができます。  
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学習する項目 

• グラフに含まれているレイヤの数を知る  

• データがどのレイヤにあるかを表示する  

• レイヤを入れ替える  

ステップ 

データをインポートする 

1. 標準ツールバーのインポート ASCII ボタン  をクリックします。「ASCII のインポ

ート」ダイアログボックスが開きます。  

2. Origin フォルダに移動し、Samples フォルダ内にある Graphing フォルダに移動

します。ファイルのリストから Wind.dat を選択します。  

3. 開くをクリックします。データファイルがワークシートにインポートされます。  

データをプロットする 

1. Speed と Power 列を選択します。  

2. 2D グラフギャラリーの折れ線ボタン をクリックします。折れ線グラフが作成され

ます。このデータは、制御可能な 2 つの Y 軸を持つ 2Y 軸グラフにプロットした方が良いでしょ

う。  

3. 右上の X ボタンをクリックして、このウィンドウを閉じます。ウィンドウを隠すか削除す

るよう、催促されます。非表示化ボタンをクリックします。（削除をすると、元に戻すことができず、

グラフを再作成する必要があります。非表示化は画面からグラフを閉じますが、プロジェクトエク

スプローラを使って、後で表示する事ができます。  

4. Speed と Power 列を選択したままにしておきます。２D グラフギャラリーの「2 重 Y

軸」ボタン をクリックします。この新しいグラフには、2 つのレイヤがあります。  

データがどのレイヤにあるかを表示する 

まず、1 つ目の方法は、凡例に表示する方法です。  

1. プロジェクトエクスプローラウィンドウの Graph1 をダブルクリックします。Graph1 が

開き、アクティブな子ウィンドウになります。  

2. 「フォーマット：作図の詳細(ページ)」を選択し、「凡例/タイトル」タブをクリックします。  

3. %1, %2 の解釈モードを「データレンジ」にします。  
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4. OK をクリックします。  

2 つ目の方法は、ステータスバーに表示する方法です。  

1. プロジェクトエクスプローラウィンドウの Graph2 をダブルクリックします。Graph2 が

前面に表示され、アクティブな子ウィンドウになります。  

2. レイヤ 1 アイコン  をクリックして、レイヤ 1 をアクティブにします。  

3. Origin ステータスバーの右下に [WIND]WIND!Col(Speed)[1:12]のように表示さ

れます。  

4. レイヤ 2 に対して同様に操作すると、 [WIND]WIND!Col(Power)[1:12]のように表

示されます。  

3 つ目の方法はメニューに表示する方法です。  

1. Graph2 をアクティブにします。  

2. レイヤ 1 アイコンを右クリックします。コンテキストメニューの一番下に、データプロット

のリストが表示されます。チェックが付いているデータプロットがアクティブなデータプロットです。  

3. レイヤ 2 を右クリックして、レイヤ 2 にプロットされているデータのリストを表示します。  

4. データメニューから表示することも可能です。  

4 つ目の方法は、作図のセットアップを使う方法です。  

1. Graph2 をアクティブにしたまま、レイヤ 1 アイコンを右クリックしてコンテキストメニュ

ーから作図のセットアップを選択します。  

2. 開いた作図のセットアップダイアログで、プロットリストを拡張し、レイヤ 2 にあるデー

タを見ることができます。この方法のメリットは、すべてのレイヤのデータを 1 度に見ることができ

ることです。  

3. Speed データプロットの「表示」チェックボックスのチェックを外します。  

4. OK をクリックします。このデータプロットは、非表示になるだけで、凡例にはレイヤ内

に、そのデータプロットがまだ存在していることが示されています。  

最後の方法は、「作図の詳細」ダイアログを使う方法です。  

1. Graph2 の線＋シンボルグラフのいずれかをダブルクリックします。  

2. 左側のツリーを拡張して、レイヤ 1 とレイヤ 2 に含まれる内容を表示します。  

3. Speed と Power のデータプロットのチェックを外します。  

4. OK をクリックします。  
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6.5.2 グラフの統合と整列 
  

サマリー 

グラフウィンドウの統合ダイアログは、プロジェクト内のグラフから組み合わせたいグラフを選択するこ

とができます。新しいページでどのように個々のグラフを配置したいのかを指定するオプションがありま

す。 

「オブジェクト編集」ツールバーを使えば、複数レイヤを素早く整列したり、サイズ変更することができ

ます。 

レイヤ管理ダイアログは、1 つのグラフページでレイヤを追加、整列、リンクを行います。 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• 複数のグラフを 1 つのグラフに統合する 

• レイヤのサイズ変更と整列を素早く行う 

• 主要な軸と非線形な関係を持つ 2 番目の軸を追加する 

• レイヤ管理を使って、複雑なレイヤ位置とリンクを設定する 

複数グラフから統合したグラフを作成する 

1. ¥Samples¥Curve Fitting¥ から 2 つのファイル sensor01.dat および

sensor02.dat を別々のブックのシートにインポートし、各ファイル名をそれぞれのシート名にし

ます。(ファイルのインポート方法については、チュートリアル「データをインポートする」をご覧下

さい。) 

2. 1 つのシートの Y 列を選択し、折れ線グラフを作成します。別のしーとの Y 列を選

択し、2 番目の折れ線グラフを作成します。この時点で、2 つの別々のグラフウィンドウが作成さ
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れます。 

 
3. では、グラフの統合ダイアログを開き、この 2 つのグラフを 1 つのページに統合しま

しょう。「グラフ操作：グラフウィンドウの統合」を選びます。このダイアログで、グラフの統合のデ

フォルト設定は、現フォルダ中の全て(オープンのもの)ですので、2 つのグラフウィンドウがグラ

フボックスにすでに表示されています。 

 
4. 下図のように設定し、2 つのグラフを統合します。(1) 元のグラフを保持のチェックを

外します。これは、統合した後、元のグラフを削除します。(2) レイヤを縦 1 列、横 2 行に配置し

ます。(3) 軸フレームの表示にチェックをします。この例では、2 つのレイヤは、同じ X 軸範囲を
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共有しているので、重なった X 軸を非表示にすることができます。(4) 2 つのレイヤ間の垂直の

間隔を 0 にします。(5) ページの向きを縦に変更します。元のプロットが新しいグラフページ内

にレイヤとして追加されます。 
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5. OK をクリックし、ダイアログを閉じ、統合した新しいグラフを作成します。 

 
6. 上 X 軸をダブルクリックし、軸ラベルを下図のように追加します。 

 
7. 2 つのグラフの凡例は、出力ページ内で同じです。Origin は、グラフ凡例にワーク

シート列のコメントラベル行を使うか、それが空白の場合には、ロングネームを使います。どちら
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も空白の場合は列名が使われます。凡例を変更するには「グラフ操作：凡例の更新」をメニュー

から選び、凡例の更新ダイアログを開きます。凡例をページ全体に対して変更し、それらを再

構築することができます。凡例の自動更新モードからカスタムを選択し、凡例のカスタムフォー

マットに@ws と入力します。ここで入力した@ws は、Origin がグラフの凡例として、ワークシー

ト名を使うという意味になります。 

 

オブジェクト操作ツールバーを使ってレイヤを整列する 

1. 「ファイル：開く」を選択し、プロジェクトファイル ¥Samples¥Graphing¥Layer 

Management.opj を開き、サブフォルダ Arranging Layers を開きます。（サブフォルダが見

えない場合、「表示：プロジェクト・エクスプローラ」を選び Origin のプロジェクト・エクスプローラ

を開きます。） 

2. オブジェクト操作ツールを使って、グラフを再配置します。このツールバーが既に開

いていることを確認するか、「表示：ツールバー」メニューを選択し、ダイアログからこのツールバ

ーを表示します。 

 
3. グラフ上で、Shift キーを押しながら、4 つのレイヤすべてをクリックして、グループと

して選択します。そして、オブジェクト操作ツールバーの同じ幅ボタン と同じ高さボタン 

をクリックして、レイヤを同じ高さと同じ幅にします。 
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4. 下の 2 つのレイヤをクリックして選択し、オブジェクト操作ツールバーの下揃え 

ボタンをクリックして、それらを整列させます。同じことを上 2 つのレイヤでも行います。そして上

揃え ボタンをクリックして揃えます。 

5. 次に左側の 2 つのレイヤをクリックして選択し、左揃え ボタン をクリックし、右側

の 2 つのレイヤに対しても同様に右揃え ボタンを押し、揃えます。 

 

オブジェクト操作ツールバーを使えば、複数のレイヤの整列や大き

さを素早く調整することができます。最初に選択したレイヤは参照レイ

ヤとなり、他のすべてのレイヤは、その参照レイヤに従って調整されま

す。レイヤ管理ツールは、レイヤの大きさや整列だけでなく、レイヤの

リンクや並び替えのような多くのオプションがあります。 

6. 後のレイヤ管理の説明で、同じプロジェクトを使用するので、ここでは変更をプロジェ

クトに保存しないでください。 

非線形の数式を使って逆の軸を表示する 

Origin の２D グラフは X・Y 軸のセットで描かれています。それぞれ X と Y 軸で逆の軸を表示するこ

とができます。さらにその逆の軸は元の軸に関してユーザ定義された非線形の数式を使用し目盛りを設

定することもできます。 

1. プロジェクトエクスプローラウィンドウで、Nonlinear Axis というサブフォルダを開い

てください。 

2. グラフをアクティブにして、「グラフ操作：レイヤ管理」を選択し、レイヤ管理ツールを

開きます。 

3. 「軸」タブに切り替え、「上」ブランチを開き、軸、タイトル、目盛ラベルチェックボックス

にチェックをします。 

4. ここでは Energy の単位で上軸のラベルを表示することにします。波長とエネルギ

ーの関係は次式のようになっています。  

Energy (eV) = 1240/Wavelength (nm) 
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関数式ボックスに次のように入力します。1240/x そして適用をクリックした後に OK を押して

ダイアログを閉じます。 

 

5. 上 X 軸タイトルをダブルクリックして、以下のように変更します。Energy (eV) 

6. 上軸ラベルまたは上軸をダブルクリックして、X 軸ダイアログボックスを開きます。軸

目盛のカスタム化タブに移動し、軸上の開始位置で非表示ラジオボタンを選び、波長が 0 に
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対応するエネルギーの欠損値ラベルを非表示にします。 

 

 

右 Y 軸に対しても非線形の関係を設定する場合、関数式ボックスには、y
ではなく x を使用する必要があります。 

レイヤ管理を使ってレイヤのリンクや位置を設定する 

レイヤ管理ツールを使って、レイヤの位置、大きさ、入れ替え、リンクを行い、次のステップで示すよう

にレイヤ間の関係を構築することができます。 

1. プロジェクト ¥Samples¥Graphing¥Layer Management.opj を開き、 

Arranging Layers というサブフォルダに切り替えます。「ファイル：最近使ったプロジェクト：

Layer Management.opj」を選択して、プロジェクトを再度開きます。プロジェクトに変更を保

存しないでください。 

2. 「グラフ操作：レイヤ管理」からレイヤ管理ツールを開きます。左側パネルでそれぞれ

のレイヤの名前を変更します。上から順に、Peak 3, Peak 2, Peak 4, Peak 1 と名前を付けて

いきます。レイヤ名は、各レイヤの凡例に対応します。Note: レイヤ名を変更するには、ダイア

922 



グラフの編集 

ログに表示されるヒントのように名前をダブルクリックします。 

 
3. 左側のパネルのリストをドラッグして、Peak 1, Peak 2, Peak 3, Peak 4 のように並

び替えます。レイヤ番号と名前が合致します。 

 
4. 配置タブに移動し、下の手順に沿って操作します。（1）リンクレイヤチェックボックス

のチェックを外します。(2) 軸フレームの表示にチェックをします。(3) 行数と列数の編集ボック

スは、2×2 のままにします。(4) 水平ギャップと垂直ギャップを 0 にセットします。 
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「適用」ボタンをクリックします。これは、レイヤの大きさと位置を変更して整列し、レイヤが重なっ

た部分の軸刻みとラベルを非表示にします。 

5. 次に「軸」タブに移動し、Ctrl キーを押しながら、左側のパネルで Peak 1 と 3 を選

択し、左ブランチを開き、軸刻みの方向を内側にし、適用をクリックします。 
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6. Peak 3 と 4 を選択し、下軸の軸刻みの方向を内側にし、適用をクリックします。そし

て、Peak 1 と 2 を選択し、上軸の軸刻みの方向を内側にし、適用をクリックします。 

7. 「リンク」タブに移動し、左側のリストで、Peaks 2, 3, 4 を選択し、これらの X 軸を直

接(1 対 1)で Layer1 にリンクし、適用をクリックします。 

 
そして OK ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

8. 左側上のレイヤを選択し、ドラッグしてサイズを変更します。そして、そのレイヤを動

かします。なお、Layer1 のリンクされているので、他のレイヤも同時に動きます。 

 
9. 左上のレイヤ 1 に行き、上 X 軸をダブルクリックします。X 軸ダイアログで、X 軸スケ

ールを 10 から 35 までに変更し OK をクリックします。他のすべてのレイヤは X 軸でリンクして
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いるので、この操作により新しい X 範囲で同じように表示されます。 

 

 

リンクしたレイヤを並び替えるとき、それらは 1 つの単位で扱われるので、並

び替える際には最初にリンクを解除し、並び替えした後に再びリンクします。 

6.6 目盛ラベル 
 

このセクションで説明している項目  

1. ユーザ定義で任意の位置に目盛ラベルを打つ 

2. 日時データのグラフ作図とカスタマイズ 

 

6.6.1 ユーザ定義で任意の位置に目盛ラベルを打つ 

サマリー 

このチュートリアルは軸目盛りの位置をデータセットで指定する方法と目盛りラベルをカスタム表示す

る方法を示します。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 

学習する項目 

• データセットを使って目盛り位置を指定する  

• カスタム化した目盛りラベルを表示する  

ステップ 

サンプルデータをコピーして Origin に貼り付けます。1 つ目の行をロングネームに、2 つ目の行を単

位に設定します。  

1. 列 A と B を選択します。メインメニューで「作図：線＋シンボル図：線＋シンボル」と

操作します。あるいは 2D グラフツールバーから「線＋シンボル」のボタンをクリックします。  

2. グラフをダブルクリックして、「作図の詳細」ダイアログを開きます。シンボルタブを開

き、シンボルを「塗りつぶし円」に、シンボルの色を「オリーブ」に設定します。グラフの線タブを

開き、線の色を「オリーブ」に変更します。そして OK ボタンをクリックしてダイアログを閉じると、

グラフが更新されます。  
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3. X 軸をダブルクリックして、「軸」ダイアログボックスを開きます。スケールタブで、次の

ように X と Y 軸を設定します。  
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4. 軸の主要設定（タイトル・形態）タブでは、下と左の軸で主刻みと副刻みを内側に表

示します。軸位置選択で上と右をそれぞれ選択し、軸と主刻みの表示にチェックを付けてか

ら主刻みと副刻みを内側に設定します。  
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5. 軸目盛のラベルタブで、位置選択ボックス内で上を選択します。主目盛ラベルの表

示にチェックをつけ、データ種類のドロップダウンリストから「主目盛ラベル用データセット」を

選択し、データセットとして列 D を選択します。  
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6. 軸目盛のカスタム化タブでは目盛ラベルの回転（度）を上と下の軸で「90」に設定し

ます。  

 

7. グリッド線タブでは、水平方向と垂直方向の主グリッド線を有効にします。  
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8. OK をクリックしてダイアログを閉じます。グラフから凡例を削除します。最終的なグラ

フは次のようになります。  
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サンプルデータ 

Temperature  Transducer Output  Custom Temperature  Custom Label  
°K  volts      

2.5  1.5  4.2  He Boiling Point  
2.5  1.5  4.2  He Boiling Point  
7.3  1.42048  77.36  N Boiling Point  
13  1.28681  233.15  -40°C/-40°F  
24  1.06011  273.15  0°C  
41  0.90549  373.15  H2O Boiling Point  
70  0.85831      
125  0.7679      
181  0.63948      
246  0.53202      
288  0.40753      
348  0.24898      
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399  0.13759      
436  0.09435      

 

6.6.2 日時データのグラフ作図とカスタマイズ 

サマリー 

このチュートリアルは表示フォーマットを日時データに変更する方法とグラフ上でのカスタマイズにつ

いて示します。  

 
必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 日時データでグラフを作図する  

• 軸目盛ラベルの表示フォーマットをカスタマイズする  

ステップ 

1. Origin で新しいプロジェクトを開始します。そして、Origin のプログラムフォルダの

Sample¥Import and Export¥Custom Date and Time.dat をインポートします。  

2. A(X)をダブルクリックして列プロパティダイアログを開きます。プロパティタブのオプ

ションブランチで、列のデータ型に日付、表示フォーマットにカスタム表示を選択します。カスタ

ム表示のボックスには、dd'.'MM'.'yyyy hh':'mm':'ss'.'## と入力します。  
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3. OK ボタンをクリックして、ワークシートに戻ります。列 B を選択してメニューから作

図：線図：折れ線と操作し、グラフを作成します。X 軸の目盛りラベルが全て同じであることが

分かります。  
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4. X 軸をダブルクリックして（または、フォーマット：軸目盛のラベル：X 軸目盛とメインメ

ニューから操作）、X 軸ダイアログを開きます。スケールタブで増分を 30min に変更し、副刻

みの数を 2 にします。適用ボタンをクリックしても、ラベルは変更されず、指定したい形式に

なっていません。  

 

5. 軸ダイアログの軸目盛のラベルタブへ行き、データ種類を「時間」に変更して表示フ

ォーマットを hh:mm と入力して下図のようにします。  
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6. OK ボタンをクリックすると目盛りラベルが対応する位置に配置されました。  

 

7 データのインポート 
 
このセクションで説明する項目:  

1. ASCII 
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2. データベースからデータをインポートする 

 

7.1 ASCII 
 

このセクションで説明する項目:  

1. データをインポートする 

2. 単一 ASCII 

3. インポートウィザード 

4. 時間データのインポート 

5. インポートフィルタを使った後処理 

  

7.1.1 データをインポートする 

サマリー 

Origin は、データファイルを単にドラッグ&ドロップしたり、ASCII インポートダイアログを使って設定

を編集したり、インポートウィザードで詳細な設定やヘッダ行を抽出するなど、さまざまなデータインポー

トの方法を提供しています。多くのサードパーティ製のファイルをインポートするためのファイルフォーマ

ットも用意しています。このチュートリアルでは、これらの機能の代表的なものを説明します。 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ドラッグ&ドロップでファイルをインポートする 

• 設定を編集して複数 ASCII ファイルをインポートする 

• 今後の利用のために設定を保存する 

• インポートウィザードとインポートフィルタを使用する 

ASCII ファイルからドラッグ＆ドロップを行う 

1. 空のワークシートから始めます。Windows エクスプローラを開き、Origin のシステ

ムフォルダの¥Samples¥Curve Fitting に移動します。Windows エクスプローラから
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sensor01.dat ファイルを空の Origin ワークシートにドラッグ&ドロップします。 

 
2. データがシートに表示されます。sensor02.dat と sensor03.dat を選択してドラッグ

＆ドロップで同じワークシート内に入力します。ワークシートに既に存在しているデータが最初

のファイルと置き換わり、2 番目のファイルに対してはデフォルトの設定が新しいブックを作成す

ることになっているので、もう 1 つのファイルに対しては新しいワークブックが作成されます。 

 

ドラッグ&ドロップした時のデフォルトの設定は、既存データの置き換えで

す。既にワークシートにデータが存在している場合、ファイルをウィンドウの外

側の灰色の領域またはグラフウィンドウの内側にドロップすることで、Origin は

新しいブックを作成し、データをインポートします。 

ASCII インポートダイアログ設定を編集して、テーマを保存する 

カスタムファイルフォーマットのインポートだけでなく、ASCII インポートでも、ユーザがインポート設定

を編集できるオプションダイアログがあり、似たようなファイルを後で使用するために設定を保存します。 

1. 新しいプロジェクトを開き、標準ツールバーの複数 ASCII のインポートボタン を

クリックします。 

2. ¥Samples¥Curve Fitting にあるファイル sensor01.dat と sensor02.dat を選択

し、ファイルダイアログの下側パネルに追加します。下側パネルの名前列ヘッダをクリックすると

名前をキーにしてファイルをソートします。オプションダイアログを表示するチェックボックスにチ
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ェックを付けたまま、OK をクリックします。インポート設定を行うダイアログを開きます。 

 
3. インポートモードを「シートを新たに作って読み込む」に変更します。ワークシート/ブ

ックの名前を付ける/変更するノードを開き、シート名のみが変更するように設定を変更します。 

 
4. ダイアログの上部にある右向き三角ボタンをクリックし、名前を付けて保存を選び、

My Multifile Import という名前を付け、OK をクリックします。これは、設定をテーマファイル
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として保存します。(このテーマは別のチュートリアルでも使います。) 

 
5. OK をクリックし、最初のファイルが現在のシートにインポートされ、2 番目のファイル

に対しては、新しいシートが作成されます。ファイル名がシート名として使用されます。 

 
6. 次に、新しいブックを開き、メニューからファイル：最近使ったインポート：impASC：

My Multifile Import を選択します。¥Samples¥Curve Fitting のファイルダイアログでは、

step01.dat, step02.dat, step03.dat の 3 つのファイルを選択します。下側パネルの名前列

ヘッダをクリックすると名前をキーにしてファイルをソートします。OK をクリックします。ここで保

存したテーマからの設定がインポート時に使われます。 

ASCII インポート設定をワークシートに保存する 

カスタム ASCII インポート設定は、テーマファイルまたはワークシート自体に保存することができます。 

1. 新しいプロジェクトとワークブックを開き、ファイル：インポート：単一 ASCII と選択し

てから¥Samples¥Curve Fitting サブフォルダ内の sensor01.dat を開きます。オプションダ

イアログを表示するチェックボックスにチェックを付けたまま、OK をクリックします。 

2. インポートオプションダイアログで、スパークラインの追加ドロップダウンリストから「し

ない」を選択します。ワークシート/ブックの名前を付ける/変更するノードを開き、ブックではなく、

シート名のみを変更するように設定を変更します。 
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3. ダイアログの上部にある右向き三角ボタンをクリックし、「<シート>に保存」を選択し、

OK をクリックします。すると、カスタム設定がシートに保存され、データがインポートされます。 

4. メニューから「ファイル：テンプレートの新規保存」を選びます。テンプレート名として

SensorImport を入力し、OK をクリックしてワークブックテンプレートとして保存します。このテ

ンプレートには、インポート設定とワークシートプロパティ設定の両方が含まれています。 

5. 次にこのテンプレートから新しいワークブックを作成します。「標準」ツールバーの「テ

ンプレートを開く」ボタンをクリックします。ユーザファイルフォルダにある SensorImport.otw を

選択し、開くボタンをクリックします。テンプレートからワークブックが作成されます。 

6. このブックをアクティブにして、ファイル sensor02.dat をドラッグ&ドロップします。デ

ータがインポートされ、シート名のみが新しいファイル名に変更されます。スパークラインは表示

されません。 

 

カスタム設定をワークシートに保存するときに、ある目的の分析操作を行うシ

ートを分析テンプレートとして保存すると、複数のファイルからの同様のデータ

を繰り返し分析する際に役に立ちます。詳細は、バッチ処理のチュートリアル

をご覧下さい。 

インポートウィザードとインポートフィルタ 

インポートウィザードは、データファイルに対して、ヘッダ行を解析して変数に格納するといったインポ

ート時の設定を順に行い、今後の利用のために、すべての設定をインポートフィルタ(.OIF)ファイルに

保存することができます。フィルタファイルは、通常はユーザファイルフォルダの¥Filters サブフォルダ

にありますが、データファイルと一緒におくことができ、また分析テンプレートと一緒に使用するためワー

クシート自体に保存することもできます。ウィザードは、ファイルに解析する必要があるヘッダ行があった

り、ファイル内のデータが固定幅であるようなカスタム設定が必要であったり、インポート処理の最後に

LabTalk スクリプトを実行するような場合に役立ちます。 

1. 新規ワークブックを開きます。「標準」ツールバーの「インポートウィザード」ボタン

をクリックし、ウィザードを開きます。 

2. ¥samples¥import and export¥S15-125-03.dat ファイルを選択します。 

3. 「現在のデータタイプのインポートフィルタ」ドロップダウンが「データフォルダ：

VarFromFileNameAndHeader」を表示するように更新されました。これは、このファイルのた

めに既に作成してある Origin と一緒に配布されているフィルタです。選択したデータファイル

と同じフォルダから自動的に取り上げられました。次に「インポートモード」ドロップダウンで「既
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存データを置き換える」に変更します。 

 
4. 「進む」を 2 回クリックして、ページを進めます。メインヘッダ行の終了位置、サブヘッ

ダ行の終了位置、ロングネームや単位などに割り当てる項目などを定義するヘッダ行ページの

オプションがあります。 

5. さらに「進む」をクリックします。このファイルに対しては、変数抽出ページと区切り記

号による変数抽出ページで、値を抽出するために、ヘッダ行をどのように解析するかを定義し

ます。 

6. 「進む」を何回かクリックして、フィルタの保存ページに行きます。フィルタを保存する

にチェックを付け、ウィンドウ内に保存ラジオボタンに変更します。これはアクティブワークシート

にフィルタを保存します。 
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7. そして、フィルタ詳細オプションの指定にチェックを付けます。これにチェックを付け

ると、「進む」をクリックして最後のページを開き、ここでインポート処理の最後に実行するスクリ

プトを記述します。編集ボックスに次のように入力します。  

 

col(DegC)=col(2)-273.15; 

col(DegC)[u]$=(¥+(0)C); 

col(DegC)[l]$=Delta Temperature; 

 

 

8. 「完了」ボタンをクリックします。ファイルがインポートされ、インポートフィルタがワーク

シートに保存されます。5 番目の列はスクリプトで追加された列です。これは Degree Celsius

にある Delta Temperature データです。 

9. ワークシートをアクティブにして、インポートウィザードボタンをクリックし、ファイル 

¥S21-235-07.dat を選びます。現在のデータタイプのインポートフィルタドロップダウンリストに

は、<アクティブウィンドウ内のフィルタを使用>が表示され、Origin はワークシートに保存して
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いるフィルタ設定を表示します。 

 
10. 完了ボタンをクリックすると、ファイルがインポートされ、スクリプトが実行されます(5

列目の値が更新されます)。 

 

インポート設定をワークシートに保存することができ、インポートしたデータに

分析実行します。ワークブックを分析テンプレートとして保存し、同様のデータ

ファイルの処理を繰り返します。詳細については、バッチ処理のチュートリアル

をご覧下さい。 

7.1.2 単一 ASCII 

サマリー 

「ファイル：インポート：単一 ASCII ファイル」を選べば、データ列が順序正しく区切られていて、ヘッ

ダ行が少ない(ファイルに対する短い説明と各列に対する名前や単位程度)ASCII ファイルをインポート

することができます。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、ASCII ファイルのインポートについて説明します。  

ステップ 

Windows エクスプローラを使って、 Origin プログラムフォルダにある Samples¥Import and 
Export サブフォルダに移動します。(Origin プログラムフォルダは、デフォルトで Program Files フォ

ルダにインストールされます。)Windows のメモ帳を使って、S15-125-03.dat ファイルを開きます。この
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ファイルにヘッダ行とデータ行があることが分かります。単一 ASCII ファイルでは、Origin は、ヘッダ/
サブヘッダを自動検出し、この情報をロングネームや単位などのワークシート列ヘッダに抽出することが

できます。  

 

 

Note:ヘッダ行は、データの一部ではなく、データとは異なる区切り文字を使用しているテキスト行で

す。サブヘッダ行もデータの一部ではありませんが、データと同じ区切り文字を使用しており、データ列

に対応しています。  

 
このファイルをインポートするには 

1. メニューから「ファイル：インポート：単一 ASCII ファイル」を選び、ファイルインポート

ダイアログを開きます。Origin プログラムフォルダにある Samples¥Import and Export サブ

フォルダに移動します。 S15-125-03.dat ファイルを選択します。 

2. このファイルをダブルクリックするか、「開く」ボタンをクリックすると、Origin は自動的

にファイルをインポートします。Origin がどのようにファイルをインポートするかの設定を行うに

は、ダイアログボックスの一番下にあるオプションダイアログを表示するのチェックボックスにチ

ェックを付けてから、「開く」ボタンをクリックします。すると、「impASC」X ファンクションダイアロ

グが開きます。 
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3. インポートオプション：ヘッダ行ノードを開きます。 

 

 
 

デフォルトで、Origin はサブヘッダ行を自動検出し、データはサブヘッダからインポートされま

す。この例では、Origin は自動的に最初の行をワークシートのロングネームとして 

Time Delta Temperature Magnetic Field Position 

、2 番目の行を単位として 

(sec) (K) (Oe) (mm) 

のように設定します。 

4. OK ボタンをクリックすると、これらの設定を使って、ワークシートにデータをインポー

トします。 
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7.1.3 インポートウィザード 

サマリー 

インポートウィザードは開こうとしている ASCII ファイルをプレビューできます。この機能はヘッダ行の

たくさんあるデータをインポートするときや、グラフの注釈に使うためにあらかじめ変数をファイル名とファ

イルのヘッダから抽出したい時などに役立ちます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、インポートウィザードの使用方法を説明しています。 

ステップ 

インポートウィザードを使うと、複雑な ASCII ファイルをインポートでき、インポートするファイル名とヘ

ッダから変数に抽出し(Origin で利用するため)、ユーザ指定の区切り文字や日時フォーマットを指定し

たり、LabTalk スクリプトを使ってデータをインポートした後にデータ処理を行うことができます。データ

ファイルをインポートするのにウィザードを使用する別の大きなメリットとしては、ウィザードで行った設定

をフィルタファイルとして保存して、同じ構造のファイルを繰り返しインポートするのに使用することができ

ます。 

  

1. 新規ワークブックを作成します。ファイルをクリックし、インポートを指し、インポートウ

ィザードをクリックしてインポートウィザードダイアログを開きます。ファイルボックスの右側にある

参照 ボタン をクリックします。¥Samples¥Import and Export までブラウズし、F1.dat フ

ォルダを開きます。そして、「進む」ボタンをクリックして、「ファイル名のオプション」ページに移

動します。 

2. インポートするファイル名をワークシート名にするため、『ファイル名をワークシート名

にする』チェックボックスにチェックが付いていることを確認します。「進む」をクリックし、ヘッダ行

ページに移動します。 

3. このページでは、ワークシートヘッダを簡単にカスタマイズすることができます。例え

ば、ワークシートのロングネームを指定するためにはカーソルを下段パネルの対応する列にあ

わせ、 ロングネームの隣にあるボタンをクリックします。 
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同様に、 単位の行を指定し、コメントは <None> を選びます。 

4. 「進む」を 2 回クリックし、「データ列」ページに移動します。『XY 属性の割り当て』ド

ロップダウンメニューから「XYYErrXYYErr」を選び、「適用」ボタンをクリックします。 
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5. 「進む」を 2 回クリックし、「フィルタの保存」ページに移動します。ここで行った設定

を再度使用するため、フィルタとしてこのインポート手順を保存することができます。フィルタを

保存するチェックボックスにチェックを付け、ファイル名に適切なフィルタ名を入力します。(例え

ば MyFilter など) 
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完了ボタンをクリックして、データをインポートします。 

7.1.4 時間データのインポート 

サマリー 

Origin は、グレゴリオ暦に基づく日付を解釈し、時刻は、時間.分.秒で解釈されます。日付と時間デ

ータ を操作する場合、Origin は、これらのデータを異なるフォーマットで表示しますが、内部的には、

計算やプロット操作を行うために数値データを使用しています。このチュートリアルでは、カスタム日時フ

ォーマットのデータをインポートする方法を示しています。  

必要な Origin のバージョン:8.0 SR3 

学習する項目 

このチュートリアルでは、次のことを行います。  

• 複数デリミタを使ってデータをインポートする方法  

• カスタム日時フォーマットを定義する方法  

• カスタム日時フォーマットの表示設定を変更する方法  
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ステップ 

1. このチュートリアルでは、Samples¥Import and Export¥Custom Date and 

Time.dat ファイルをインポートします。ファイルをインポートする前に、データの構造を見て

おきましょう。 

 

日付と時間のデータの値には、スペースがあります。そして、残りの部分はタブで時間データ

と分けられています。ですから、このデータファイルをインポートするには、複数のデリミタを使う

必要があります。  

2. インポートウィザードでファイルを開きます。デフォルトのままの設定を選択して、デ

ータ列ページまで移動します。デフォルトで、Origin はタブを区切り文字として、データを 2

列に分けます。日付と時間のデータを分けるには、列区切りグループのタブと空白の両方に

チェックを付けます。 

952 



データのインポート 

 

プレビューボックスでは、列タイトルが A(Y)(T&N) になっています。ここで (T&N) は日付フ

ォーマットが「文字と数値」になっていることを示しています。日付データは「.」を使って年月日

を分けているので、Origin はデフォルトで、最初の列を「文字」として扱います。2 番目の時間

の列では、Origin は数値として扱います。データを正しくインポートするために、列のプロパテ

ィを変更します。  

3. 「カスタム日時フォーマット」フィールドで、次のように入力します。 

dd'.'MM'.'yyyy 

dd, MM , yyyy は、それぞれ、日、月、年を表します。「.」が区切りとして使われているの

で、フォーマットを指定するために、シングルクォーテーションが必要です。カスタムフォーマ

ットを入力したら、このフィールドの隣にある適用ボタンをクリックします。そして、プレビューの

最初の列のヘッダを右クリックして、コンテキストメニューから「日付」を選びます。 

953 



Origin9 チュートリアル 

 

そして、列タイトルが A(Y)(D) に変わり、これは日付データ列になったことを示しています。  

4. 同様に、2 番目の列のヘッダを右クリックし、「時刻」を選択して、この列を時刻デー

タ列にします。 

 

時刻データを長い形式で見ることができます。インポート後に表示設定を変更することもでき

ます。  

5. 「完了」ボタンをクリックして、データをインポートします。そして、2 列目の列ヘッダを

ダブルクリックし、「列のプロパティ」ダイアログを開き、時刻の表示を次のように設定します。 
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HH:mm:ss.## 

インポート後の最終的なワークシートは次のようになります。 

 

Note:このデータファイルの場合、最初の列は、すべて同じデータになっています。ですので、この時

点で、この列の列ヘッダを右クリックして、コンテキストメニューから無属性を選択して、無属性にすること

もできます。そして、2 番目の列を X 列にして、この時間データ列に対して 3 番目の列をプロットします。  

7.1.5 インポートフィルタを使った後処理 

サマリー 

インポートウィザードを使って、ASCII ファイルやバイナリファイルをインポートするカスタムフィルタを

定義することができます。そして、フィルタを 1 度作成したら、フィルタを再利用して、似たようなデータフ

ァイルをインポートすることができます。フィルタには、インポート終了時に実行する LabTalk スクリプト

を含めることができます。この機能により、フィルタに後処理用のスクリプトを追加することが出来ます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

• 既存のインポートフィルタに後処理用のスクリプトを追加する方法 

ステップ 

1. 標準ツールバーの新規ワークブックボタン をクリックして、新しいワークブックを

開きます。 

2. 標準ツールバーの「インポートウィザード」ボタン をクリックし、ウィザードを開きま

す。 
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3. 「データソース」グループで、ファイルフィールドの隣にある参照ボタン をクリック

して、Samples¥Import and Export¥S15-125-03.dat ファイルを選択します。 

4. このファイルを適切にインポートするためのフィルタが既にデータフォルダに存在し

ています。ウィザードの「進む」ボタンをクリックし、「フィルタの保存」ページまで移動します。 

5. このページで、「フィルタを保存する」チェックボックスにチェックを付け、さらに「フィ

ルタの詳細オプションの指定」にもチェックを付けて、「進む」をクリックします。これにより「オプ

ション詳細」ページが開きます。 

6. このページの編集ボックスに次の行をコピー＆ペーストします。  

  nlbegin iy:=(1,4) func:=gauss; 

  nlfit; 

  nlend output:=1 autoupdate:=au_auto; 

7. 「完了」ボタンをクリックします。これにより、追加したスクリプト行と共にフィルタを保存

し、ファイルをインポートして、スクリプトを実行します。ワークブックには 3 つのシートが作成さ

れ、インポートしたデータの 4 列目をガウス関数でフィットした結果のカスタムレポートシートお

よびフィット曲線シートが含まれます。 

8. 新しいプロジェクトを開き、再度インポートウィザードを開き、3 つのファイル

S15_125_03.dat, S21-235-07, S32-014-04 を選択します。 

9. インポートモードドロップダウンリストが「ブックを新たに作って読み込む」にセットされ

ていることを確認し、「完了」をクリックします。修正したフィルタが使われ、各ファイルをインポー

トした後、4 番目の列がガウス関数でフィットされます。 

7.2 データベースからデータをインポートする 

サマリー 

Origin ではクエリビルダまたは SQL エディタを使ったデータベースからのデータインポートを行う事

ができます。前者は SQL クエリを作成するグラフィカルなダイアログを提供します。SQL エディタ内で

はユーザが LabTalk 変数を SQL スクリプトで定義する事ができます。これはユーザが接続文字列を

使用してデータベースとのコネクションを作成する事ができます。また、ファイルは「.ods/.odq」ファイルと

して保存でき、素早くデータをインポートできます。.ods ファイルはデータソースに接続を保存し、.odq
ファイルはクエリを保存します。 

Note:クエリビルダは Origin の 64bit バージョンではサポートされていません。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.5.1 SR0 
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学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• クエリビルダを使ってデータをインポートする 

• 保存されたワークブックのウィンドウを使ってデータをインポートする 

• SQL エディタを使ってデータをインポートする 

• SQL エディタ内で LabTalk 変換を使う 

• ODBC によるデータのインポートを行う 

ステップ 

クエリビルダを使ってデータをインポートする 

このセクションはデータベースに接続を作成し、クエリビルダを使用してクエリを作る方法を設定しま

す。データソースファイル (.ods) とデータクエリファイル(.odq)は後から使うために保存します。 

1. データベースアクセスツールバーのクエリービルダを開くボタン  をクリックし、ク

エリービルダダイアログを開きます。 

2. クエリー:データソース：新規を選択してデータリンクプロパティダイアログを開きます。  

 

3. データリンクプロパティダイアログ内のプロパティを設定し、データソースへのコネク

ションを作成します。プロバイダタブを開き、OLE DB プロバイダリストから Microsoft Jet 
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4.0 OLE DB Provider を選択します。そして、「次へ>>」ボタンをクリックして、接続タブに移

動します。  

 

4. この画面のステップ 1 セクションにある ボタンをクリックして Access データベース

の選択ボタンをクリックします。¥Samples¥Import and Export パスにある、stars.mdb を

開きます。  
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5. パスワードを保存するにチェックを付けて有効にします。OK をクリックして設定を完

了します。stars.mdb 内にある表は全て右側パネルにリストされます。  
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6. Stars 表をメインパネルにドラッグ&ドロップします。インポートアイテムの中の

Name, LightYears, Magnitude にチェックを付けます。メインパネルの下パネルにアイテ

ムが表示されます。プレビューボタンをクリックしてデータをプレビューパネルに出力します。

(プレビューボタンがアクティブではない場合、 ボタンをクリックしてプレビューパネルを拡

張してボタンをアクティブにします。)  
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7. 条件列では、LightYears と Magnitude の条件をそれぞれ<50 と=2 に設定します。

プレビューボタンをクリックして、データを確認します。  
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8. 「SQL の表示」ボタンをクリックして、Query String ダイアログを開きます。先に行わ

れた操作のスクリプトが表示されます。スクリプトを<50 から>50 に変更します。適用ボタンを

クリックして、ダイアログを閉じます。  

 

962 



データのインポート 

9. プレビューボタンをクリックして、違いを確認します。インポートボタンをクリックし、デ

ータをワークシート(Book1)にインポートします。インポートされると、ワークシートはデータベ

ースと接続され、ワークシートの左上角に黄色いアイコンが表示されます。  

 

10. クエリビルダを閉じます。警告ダイアログがポップアップし、データソースファイルを

保存するように伝えてきます。はいをクリックして、ファイルを MyDataSource.ods として保存

します。  

 

11. もう一度警告ダイアログがポップアップし、データクエリーファイルを保存するように

伝えてきます。はいをクリックして、ファイルを MyQuery.odq として保存します。  
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保存されたワークブックのウィンドウを使ってデータをインポートする 

1. Book1 ワークブックをアクティブにします。メニューから、ワークシート：ワークシート

をクリアを選択し、表示される警告メッセージでは OK をクリックします。 

2. Book1 をアクティブにしたまま、ファイル：ウィンドウの新規保存を選択します。ワーク

ブックを MyData.ogw として保存します。データベースの情報が.ogw ファイルと共に保存され

ます。 

3. 標準ツールバーの新規プロジェクトボタン をクリックし、新しいプロジェクトを作

成します。メニューからファイル：開くと操作して保存したウインドウファイル、MyData.ogw を開

きます。 

4. データのインポートボタン  をクリックし、データをデータベースからワークシート

にインポートします。 

SQL エディタを使ってデータをインポートする 

1. 新規プロジェクトを開きます。SQL エディタを開く をクリックして SQL エディタを

開きます。  
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2. ODQ/ODS ファイルを開くボタン をクリックして先程保存した

MyDataSource.ods を開きます。以下の二通りの方法で同じデータクエリファイルを作成でき

ます。  

o 新しいデータソースを作成ボタン  をクリックして、データリンクプロパティダ

イアログを開きます。ダイアログ内で設定を行います。 

o ファイル：接続文字列を編集を選択して接続文字列エディタダイアログを開きま

す。テキストボックスに次の文字列を入力します。もし別の位置に保存されているなら

ば、ファイルのパスを変更します。テストボタンをクリックして接続状態を確認できます。 

Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Password="";Data 

Source=C:\Program Files\OriginLab\Origin9\Samples\Import and 

Export\stars.mdb;Persist Security Info=True 

Notes:先程保存した MyQuery.odq ファイルを開くと、ステップ 2 と 3 を飛ばしてデータを直接イ

ンポートし、その後ステップ 4 になります。これはデータクエリの設定がファイルと共に保存されてい
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るからです。 

3. 右側のパネルに次のスクリプトを入力します。  

 

Select Stars.Name, Stars.LightYears, Stars.Magnitude 

From Stars 

Where Stars.LightYears > 50 And Stars.Magnitude = 2 

以下のヒントを参照して SQL スクリプトを組むこともできます。 

o アイテムをダブルクリックして、名前を入力します。 

o ボタンをクリックしてクエリビルダを開いて SQL スクリプトを組み立てます。

そして、そのスクリプトをこのボックス内にコピー&ペーストします。 

o SQL エディタでは LanTalk 変数がサポートされています。 

4. ボタンをクリックし、データベースからデータをワークシートにインポートします。 

SQL エディタ内での LabTalk サポート 

このセクションでは LabTalk 変数 strTable を使用して表の名前を定義します。 

1. クエリー:LabTalk と選択して LabTalk サポート設定ダイアログを開きます。 

2. ボックスをチェックして LabTalk 置換を有効にします。 

3. クエリー前のスクリプトに「string strTable$ = "Stars"」とスクリプトを入力します。

OK をクリックします。  
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4. 「Select * from %(strTable$)」と SQL 編集ボックスに入力します。 ボタンをクリ

ックして SQL 編集ボックス内のクエリー文字列をプレビューします。結果データをプレビュー

ボタン  をクリックします。すると、Stars 表にリストされていたデータがプレビューパネル全

体に表示されている事が分かります。  

 

ODBC によるデータのインポートを行う 

Origin はデータの元が OBDC の場合、ODBC 形式でのインポートをサポートしています。 

1. OBDC データソースアドミニストレーター(Windows で odbcad32 を実行)を開き、

新しいデータソースを作成します。 

Note:32bit ドライバと 64bit ドライバを接続するデータソースを管理するには、

"C:¥Windows¥SysWOW64¥Odbcad32.exe"をご利用ください。  
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2. 追加ボタンをクリックすると、データソースの新規作成ダイアログが表示されます。

Microsoft Access ドライバをリスト内からを選択します。完了をクリックして ODBCMicrosoft 

Access セットアップを開きます。  

 

3. データソースの名前として Star を入力します。選択ボタンをクリックし、データベー

ス選択ダイアログを開きます。 
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4. ディレクトリを参照し、<Origin プログラムフォルダ>¥Samples¥Import and 

Export フォルダを開き、左側パネルに表示されるデータベース名から stars.mdb を選択し

ます。OK をクリックします。  

 

5. OK を 2 回クリックしてデータソースの組み立てを終了します。 

6. Origin で SQL エディタを開きます。 ボタンをクリックして、データリンクプロパテ

ィダイアログを開きます。 

7. プロバイダタブを開き、Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers を選択

します。「次へ>> 」ボタンをクリックします。 

8. データソース名を使用ドロップダウンリストから、Star を選択します。パスワードの保

存にチェックを付けます。OK をクリックします。  
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9. 設定：OBDC によるデータインポートを選択します。 

Note:クエリービルダではこのオプションは ODBC を使用として表示されます。  

 

「Select * from Stars 」と SQL エディタに入力します。  ボタンをクリックし、データをワークシート

にインポートします。 
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8 エクスポートとプレゼンテーション 
 

このセクションで説明する項目:  

1. エクスポート 

2. プレゼンテーション 

  

8.1 エクスポート 
 

このセクションで説明する項目:  

1. グラフのエクスポート 

  

8.1.1 グラフのエクスポート 

サマリー 

Origin では簡単に作成したグラフを出版などのためにエクスポートできます。グラフエクスポートはカ

スタマイズ可能です。画像のサイズ、ファイル形式などの指定はもちろん、さらに高度な設定、例えば色

の形式も設定できます。  

学習する項目 

• グラフのエクスポートと設定の指定  

• 指定したグラフをプロジェクトにエクスポートする  

グラフを EPS 画像としてエクスポートする 

このチュートリアルはメインメニューでファイル：サンプルプロジェクトを開く:2D グラフ/等高線図を選

択して開く事ができる、サンプルプロジェクト（¥Samples¥2D and Contour Graphs）を使用します。  

1. プロジェクトエクスプローラーで¥2D and Contour Graphs¥Contour¥XYZ 

Contour を開き、そのグラフをアクティブにします。  
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2. グラフウィンドウがアクティブな状態で、Origin メニューからファイル：グラフエクスポ

ートを選び、expGraph ダイアログを開きます。  

3. 自動プレビューのチェックボックスを開きます。グラフは一時コピーのプレビューをダ

イアログ右側のパネルに表示します。  

 

 

4. グラフをエクスポートするために次の設定を行います。  

o ファイル名を My Graph に変更します。  
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o エクスポート設定のブランチを開き、余白の制御ドロップダウンリストから境界を

選び、境界幅のクリップボックスに 3 を入力します。  

o 画像サイズのブランチを開き、幅に合わせるにある自動のチェックを外し、幅を

５に設定します。  

 

 

5. ダイアログテーマの右側にある三角形のボタンをクリックします。ショートカットメニュ

ーから名前を付けて保存を選択します。名前を付けてテーマを保存ダイアログが開きます。  
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6. 名前を付けてテーマを保存ダイアログで、テーマ名に My EPS Export と入力しま

す。OK をクリックします。  

 

 

7. expGraph ダイアログで OK ボタンをクリックすると、ユーザファイルフォルダに My 

Graph.eps が作成されます。グラフのパスはメッセージログに表示されます。  

 

 

8. 上記の設定でグラフのエクスポートを繰り返すには My EPS Export のテーマをフ

ライアウトメニューから直接選択できます。  
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または 

expGraph ダイアログのダイアログテーマの右にある右向き三角形ボタンをクリックします。ショ

ートカットメニューから My EPS Export を選択します。そのテーマで保存している設定がダイ

アログにロードされます。  

 

 

指定したグラフをエクスポートする 

1. 上記ステップ 1 と 2 を繰り返します。  

2. expGraph ダイアログで、画像の種類を Portable Network Graphics(*.png) に

します。  

3. グラフを選択のドロップダウンリストから指定を選びます。グラフページの編集ボック

ス右にある ボタンをクリックし、グラフブラウザダイアログを開きます。  
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4. グラフブラウザダイアログではこのプロジェクト内のすべてのグラフを左のパネルに

表示します。左のパネルで Graph3G を選択し、プレビューパネルに表示します。  

5. ボタンをクリックして右のパネルに選択したグラフを追加するか、左のパネルで

そのグラフをダブルクリックして右のパネルに移動します。  
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6. OK ボタンをクリックします。すると、グラフページボックスに指定されたグラフが表示

されます。  

977 



Origin9 チュートリアル 

 

 

7. 画像サイズブランチを開き、サイズの指定ドロップダウンリストからピクセルを選びま

す。幅に合わせるの自動チェックを外し、幅を 600 に設定します。  
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8. expGraph ダイアログで OK をクリックすると 2 つの画像が作成されます。グラフの

パスはメッセージログに表示されます。  
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8.2 プレゼンテーション 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 他のアプリケーションでのグラフの貼り付け 

  

8.2.1 他のアプリケーションでのグラフの貼り付け 

サマリー  

Origin のグラフをリンクや埋め込みとして他のアプリケーション（例えば、MicrosoftR 
PowerPoint/Excel/Word など）に挿入できます。リンクでも埋め込みでも、後から Origin でグラフの編

集が可能です。  

これらの違いとしては埋め込みグラフは目的ファイルを含んでいますが、リンクのグラフにはありませ

ん。リンクのグラフは元のグラフが更新されると大きく変更する事があります。  

学習する項目  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• 他のアプリケーションにグラフをリンク/埋め込みで挿入する  

• リンク/埋め込みグラフを挿入後に編集する  

 

ステップ  

1. Origin を開き、OffsetY.opj を<Origin プログラムフォルダ

>/Samples¥Graphing¥から開きます。このプロジェクトはグラフ（Graph1）を含みます。  
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2. グラフウィンドウをアクティブにし、編集：ページコピーを選択します。  

3. MicrosoftR PowerPoint 2007 を開き、新たに 2 つのスライドを作成します。  

4. 1 枚目のスライドでリボンの貼り付けボタンをクリックし、フライアウトメニューから形式

を選択して貼り付けを選びます。  

5. 形式を選択して貼り付けダイアログでリンク貼り付けのラジオボタンを選択し、

Origin グラフオブジェクトを貼り付ける形式リストから選びます。OK をクリックしてダイアログを

閉じます。1 枚目のスライドではグラフがリンクとして貼り付けられました。  
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6. 2 枚目のスライドでも先程と同じように、形式を選択して貼り付けダイアログを開きま

す。  

7. 今回は貼り付けラジオボタンを選択して Origin グラフオブジェクトを貼り付ける形式

リストから選びます。OK をクリックしてダイアログを閉じます。2 枚目のスライドには埋め込みオ

ブジェクトとしてグラフが貼り付けられました。  

 

8. Origin に戻り、OffsetY.opj ファイルを選択します。Graph1 のオリーブ色の散布図

をダブルクリックして作図の詳細ダイアログを開きます。シンボルの色を紫に変更し、OK をクリ

ックしてダイアログを閉じます。  
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9. PowerPoint に戻ります。1 枚目のスライドでリンクグラフを右クリックし、フライアウト

メニューでリンクの更新を選びます。散布図の色が紫に変わります。  

 

10. 2 枚目のスライドで埋め込みグラフの上で右クリックを行い、グラフオブジェクト：Edit

と操作して Origin を再度開きます。グラフ名がプレゼンテーション 1 のグラフとなっており、こ

れは目的ファイルに含まれているグラフだと示しています。  
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11. プレゼンテーション 1 のグラフではオリーブ色の散布図を先程の手順で青に変更し、

Origin を閉じます。リンクされてる 1 枚目のスライドと埋め込みの 2 枚目のスライドではグラフ

の見た目が変わっています。 
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9 連携と接続 
 

このセクションで説明する項目:  

1. 接続 

 

9.1 接続 
このセクションで説明する項目:  

1. Excel 
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9.1.1 Excel 

このセクションで説明する項目:  

1. Excel と一緒に操作する 

 

Excel と一緒に操作する 

サマリー 

Origin は柔軟な方法で Excel を操作することができます。Origin ワークブックに Excel データをイ

ンポートすることも、Origin 内部で Excel ブックを開くこともできます。Origin のすべてのグラフ機能お

よびデータ分析機能を使用する場合、Excel ファイルを Origin にインポートする必要があります。

Origin ユーザではない人と Excel ワークブックファイルを共有するために、Excel ワークブックのままに

しておく場合、Excel データファイルを直接開きます。このチュートリアルで、Excel を操作する方法を紹

介します。  

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

1. 完全精度で Excel からデータをコピー&ペーストする  

2. Excel ファイルを Origin ワークブックにインポートする  

3. Origin で Excel ファイルを開く  

4. Origin プロジェクトファイルと相対パスで Excel ファイルを保存する  

Excel からデータのコピーと貼り付けを行う 

Excel をインポートしたり、開くのではなく、単に Excel から Origin にデータをコピーして貼り付けた

い場合があります。以下のステップでは、コピー&ペーストのような操作が完全な精度でデータをコピー

することを説明しています。  

1. Excel と Origin を別々に起動します。  

2. Excel で Origin インストールフォルダ¥Samples¥Graphing¥ExcelData.XLS フ

ァイルを開きます。  
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3. 列 B から列 L を選択し、右クリックして、セルの書式設定を選び、ダイアログで小数

点以下の桁数を 2 にします。これで、Excel は小数点以下の数字も表示します。 

 
4. Excel シートの左上のセルをクリックして、シート全体を選択し、右クリックしてコピー

を選ぶか、キーボードのショートカット Ctrl+C を使ってコピーします。 
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5. Origin の新しいブックに移動し、1 行 1 列目を選択してカーソルを配置し、Ctrl+V 

または右クリックして貼り付けを選びます。 

 
6. Excel で表示された桁数(2)ではなく、Origin では完全な精度で数値がコピーされ

ます。 
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7. Origin で、1 行目のヘッダを右クリックし、コメントとして設定を選び、この行を

Origin のコメント行にします。 
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8. 再び 1 行目を右クリックし、ロングネームに設定を選びます。Excel の 1 行目と 2 行

目がそれぞれ Origin のワークシートヘッダになります。 

 
9. 1 列目をダブルクリックして日付に設定し、表示フォーマットを 2012 にします。 

 

Excel ファイルをインポートする 
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Origin には、Excel ファイルを直接 Origin ワークブックにインポートする機能があります。複数シー

トをサポートし、Excel シートの特定の行を指定するオプションを使って、Origin ワークブックのロングネ

ーム行やコメント行などのヘッダ情報にインポートすることができます。Excel データで分析やデータ操

作を行う場合には、Origin にインポートすることをお勧めします。  

1. Origin で新しいブックをアクティブにし、メニューからファイル：インポート Excel 

(XLS, XLSX)...を選びます。  

2. ファイル¥samples¥graphing¥Excel Data.xls を選択し、オプションダイアログを

表示するにチェックが付いていることを確認します。 

 
3. 現れたダイアログで、Excel COM コンポーネントを使用してインポートのチェックボ

ックスにチェックが付いたままにします。  

4. 列ヘッダブランチで、コメント行の開始インデックスを 1 にセットします。  
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5. ロングネームに対する行のインデックスドロップダウンリストで 2 を選び、OK をクリッ

クしてインポートします。 

 
6. 1 列目のコメントセルをクリックして選択し、選択したセルの右下にあるポイントを

Ctrl キーを押しながらドラッグしてデータがある列のコメント行すべてを選択します。これはす
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べての列に同じコメントをコピーします。 

 
7. F4 を押し、ワークシートプロパティダイアログを開き、列のデータ型タブをクリックして、

適用先ドロップダウンリストで、コメントを選び、ダイナミック統合を水平にして、OK をクリックしま

す。 
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これは、コメントセルを統合して、すべてのデータ列の中央に表示するよう設定します。 

 

Origin で Excel ファイルを開く 

外部の XLS ファイルをそのまま維持したい場合には、Origin 内で Excel ワークブックとしてファイル

を開き、データを操作します。Origin 内で、Excel ファイル(.XLS または.XLSX)を Excel ワークブック

として開くとき、Microsoft Excel の OLE インスタンスが起動します。Excel ワークブックデータから直接

プロットできますが、3D プロットや多くの分析機能は利用できません。  

1. メニューからファイル：Excel を開く...を選び、¥Samples¥Graphing¥Excel 

Data.xls ファイルを選びます。  

2. 新しい Excel ウィンドウが Origin ワークスペース内に開きます。このウィンドウをアク

ティブにすると、Origin のメインメニューが変わり、Excel 固有のメニューのいくつかが表示さ

れます。Excel ツールバーも利用できます。 
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3. Excel データ範囲 A3:A26 を選択し、右クリックして、セルの書式設定を選び、デー

タが日付フォーマットであることを確認します。 

 
4. Origin の作図メニューを選択し、複合図：二重 Y 軸を選びます。 
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5. Excel シートの A3:A26 を選択し、作図データの選択ダイアログで X をクリックして、

X データに割り当てます。 

 
6. Excel シートの B3:C26 を選択し、作図データの選択ダイアログで Y をクリックして

Y データに割り当て、作図先を複数レイヤに変更します。 
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7. 作図ボタンをクリックすると、2 つの Y プロットが作成されます。 

 
8. デフォルトで Origin は X 軸の時間の目盛ラベルを YYYY/MM/DD 形式で表示し

ます(日本語の場合)。X 軸をダブルクリックして｢X 軸｣ダイアログボックスを開きます。スケール

タブで、スケールでから（開始値）に 1970/1/1 を、まで（終了値）を 2000/1/1 にします。 

 
軸目盛のラベルタブで、表示フォーマットを年のみにします。 
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すると、次のようになります。  

 

 

Origin で Excel を開いた後、別の Origin ウィンドウに切り替えると、Excel
メニューが存在していた場所に、ツールバーのスペーサが表示されます。右ク

リックして、ツールバースペーサを隠すまたはツールバースペーサを常に隠す

を選択することができます。  

外部 Excel ファイルのパスを OPJ パスに設定する 
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Origin プロジェクトは、外部 Excel ファイルにリンクしている Excel ウィンドウを含めることができます。

そして、Excel ファイルを Origin プロジェクトと同じフォルダまたは Origin プロジェクトのサブフォルダ

に保存すると、次のステップで説明するように、2 つのファイルの可搬性が高まります。  

1. Excel が実行していたら、閉じます。 

2. 上記の「Origin で Excel ファイルを開く」にあるステップを実行します。任意でグラ

フを作成します。 

3. 最初に、"C:¥My Files¥My Project.opj"のような同じフォルダ位置に OPJ ファイ

ルを保存します。 

4. ここで Excel ウィンドウタイトルバーを右クリックし、ワークブックの新規保存を選び、

OPJ を保存した場所にサブフォルダを作成して、そこに保存します。例えば、"C:¥My 

Files¥Data¥My Data.xls"のようにします。  

 
5. そして、再び Excel ウィンドウタイトルバーを右クリックして、プロパティを選択します。

そして、現プロジェクト(OPJ)パスとの相対位置チェックボックスにチェックを付けます。このチェ

ックボックスの下にあるテキストボックスの Excel ファイルのパスが"Data¥My Data.xls"のよう
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に相対パスに変わります。  

 
6. 再度、OPJ を保存します。これで、OPJ ファイルが保存されている場所から、サブフ

ォルダ構造全体をコピーし、外部メモリ(USB メモリなど)に置いたり、フォルダ構造全体を zip

化できます。別のコンピュータで、OPJ ファイルを開くとき、Origin は OPJ パスからの相対パ

スで Excel ファイルを探します。  

 

Excel ファイルが別の場所にあり、OPJ ファイルと同じ場所に保存したい場

合、Origin で Excel ファイルを開き、タイトルバーを右クリックして、プロパティ

を選び、保存時に OPJ パスに切り替えボタンをクリックします。OPJ ファイルを

保存すると、Excel ファイルが元の場所から OPJ が保存されている場所にコ

ピーされます。  

 

1000 



プログラミング 

10 プログラミング 
このセクションで説明する項目:  

1. LabTalk 

2. Origin C 

3. X ファンクション 

10.1 LabTalk 
 
このセクションで説明する項目:  

1. LabTalk を使った高度なスクリプト 

 

10.1.1 LabTalk を使った高度なスクリプト 

サマリー 

このチュートリアルは、いくつかの LabTalk コマンドやメソッドを使用して、スクリプトファイルを整理す

る方法を学習します。LabTalk でサポートされているすべてのコマンドやメソッドについてはヘルプ：プ

ログラミング：LabTalk をご覧下さい。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR1 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• スクリプトを使ってプロット属性を変更する  

• LabTalk スクリプトマクロコマンドを定義する  

• マクロを定義する 

• Origin の事前定義のシステムマクロを見る 

• LabTalk スクリプトを使って Origin C 関数をロード、コンパイルする 

• OGS ファイルを使ってスクリプトを保存する 
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スクリプトを使ってプロット属性を変更する 

このセクションでは、スクリプトコマンドを使って、データプロットの属性を変更する方法を学習します。 

1. 新しいプロジェクトを開始し、Data1 ワークシートの列 A に 1 から 5 を入力、列 B に

6 から 10 を入力します。スクリプトウィンドウを開いていなければ、Origin のメニューからウィン

ドウ：スクリプトウィンドウを選択して、スクリプトウィンドウを開きます。  

2. ワークシートデータを使って、散布図を作成します。散布図のシンボルは黒い四角

です(はっきりと見せるためにシンボルサイズを大きくしています。)。  

 

3. シンボルの形状を変更するには、次のように入力します。  

 

set %C -k 2 

 

4. ENTER キーを押します。 

1002 



プログラミング 

 
データプロットシンボルが、四角から円に変わります。(Origin のシンボルリストに対応する数字は、1 

= 四角, 2 = 円などです。) 

5. シンボルの色を変更するには、次のように入力します。 

 

set %C -c 2 

 

6. ENTER キーを押します。 
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データプロットのシンボルの色が、黒から赤に変わります。 

 
軸スケール値を変更するには 

7. 次のように入力します。 

 

X1=0;X2=20;Y1=0;Y2=10 

 

8. ENTER キーを押します。 

X 軸スケールは 0-20、Y 軸スケールは 0-10 となっているはずです。 

Note:この例のように、セミコロンを使って分けることで、1 行で複数のスクリプトコマンドを入力する

ことができます。 

 
また、set コマンドを使って、データ表示範囲を指定することもできます。  

9. 次のように入力します。 

 

Set %C -b 2 
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10. ENTER キーを押します。 

グラフの表示範囲は、データセットの 2 番目のデータポイントから開始します。 

11. 次のように入力します。 

 

Set %C -e 4 

 

12. ENTER キーを押します。 

グラフの表示範囲は、データセットの 4 番目のデータポイントで終了します。 

 
set コマンドの-s スイッチを使って、データプロットを表示/非表示にすることができます。 

13. 次のように入力します。 

 

Set %C -s 0 

 

14. ENTER キーを押します。 

 
アクティブなデータセットは、非表示になりました。 
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15. 非表示のデータセットを表示するには、次のように入力します。 

 

Set %C -s 1 

 

16. ENTER キーを押します。 

LabTalk スクリプトマクロコマンドを定義する 

マクロは LabTalk で作られたスクリプトをひとまとめにして名前を付ける（「別名」を与える）便利な方

法です。マクロを定義するということは、一連のスクリプトに対しある特定の名前を結び付けることになりま

す。この名前は、関連したスクリプトを実行するコマンドになります。 

スクリプトを開発するとき、マクロはいくつかのメリットがあります。 

• モジュール式のコードは、同じマクロを呼び出すことで、繰り返し処理や似たようなコ

ードブロックを置き換えて、スクリプトを簡素にすることができます。  

• コードの修正は、アプリケーション内に散在している繰り返し現れるコードを修正する

のではなく、マクロを再定義するだけなので、コードの修正が簡単になります。 

• スクリプトを囲むブレース(中括弧{})内に含めることができるトークンの数には制限が

あります。マクロではブレース間のコードを短くする、事前定義マクロを呼び出すことができます。 

• 同じ名前のマクロを作成して LabTalk コマンドの動作を修正することができます。

LabTalk コマンドの機能は、マクロを削除すると、元に戻ります。 

マクロを定義する 

マクロは define コマンドを使って定義します。一般的なシンタックスは 

 

define macroName { 

        script 

} 

ここで、macroName と script は、それぞれマクロの名前およびマクロの本体部分です。 

LabTalk の define コマンドを使ってマクロを定義するには 

1. Origin メニューからウィンドウ：スクリプトウィンドウを選択します。  

2. 次のように入力します。 

 

def hello { 
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        type -b "Hello World!!!"; 

} 

このスクリプトは、"Hello World!!!"を出力する hello という名前のマクロを定義します。 

Note:define コマンドは def と省略することができます。 

では、スクリプトウィンドウを使って、hello マクロを呼び出すことができます。 

3. スクリプトウィンドウに次を入力します。  

 

hello 

 

4. スクリプトウィンドウのすべてのコードを選択し、ENTER キーを押します。 

注目ダイアログが開き、"Hello World!!!"と表示されます。 

 

Origin の事前定義のシステムマクロを見る 

Origin の事前定義のシステムマクロを見てみましょう。いくつかのシステムマクロは引数を取ることが

できます。マクロは最高 5 つまで引数を受け取ることができます。スクリプト定義内で、 %1, %2, %5 の

表記を使って、マクロが引数を取ることを示します。(%1= 1 番目の引数, %2= 2 番目の引数, %5 = 5
番目の引数を表します。) 

1. スクリプトウィンドウで、次のように入力します。 

 

list m 

 

2. ENTER キーを押します。 

スクリプトウィンドウに事前定義のマクロ名を入力すると Origin は処理を行います。 
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システムマクロの定義を見るには 

3. システムマクロがどのように定義されているかを見るには、 def macroname と入力

します。例えば、以下のスクリプトをスクリプトウィンドウに入力します。 

 

def checkvar 

 

4. ENTER キーを押します。 

Origin は、スクリプトウィンドウに次のように返します。 

 
マクロ定義の %1 表記は、このマクロは引数を 1 つ取ることを示しています。 

 
新しいマクロをシステムマクロとして定義するには 

5. スクリプトウィンドウに次を入力します。  
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def graph { 

    set %1 -s 1;layer -i %1 

} 

 

6. ENTER キーを押します。 

Note:"set dataset -s 1"コマンドを使うと、データプロットを表示します。”layer -i dataset”コマン

ドは、アクティブレイヤにデータセットを追加します。 

 
マクロを呼ぶには次のように操作します。 

7. 新規ワークシートボタンをクリックします。  

8. Book1 という名前のワークシートを作成し、次のデータを入力します。 

 

9. 新規グラフボタンをクリックします。  

10. スクリプトウィンドウで、次のように入力します。 

 

graph book1_b 
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11. ENTER キーを押します。 

データセット book1_b の折れ線グラフがグラフウィンドウに作成されます。 

 
マクロ定義を修正して、赤い上向き三角のシンボルを使って散布図を作成します。 

マクロ定義の中で散布図、赤い上向き三角のシンボルに対する適切な値をハードコーディングするこ

ともできますが、引数として変数の値を渡すとより効率がよくなります。この方法では、マクロは、赤い上

向き三角ではない色やシンボルの形状をセットしたい別のインスタンスで使うこともできます。 

Note: LabTalk は、整数値を使ってプロットの詳細を指定することができます。例えば、カラーパ

レット(フォーマット：カラーパレットメニュー)を見ると、デフォルトのカラーパレットを修正していなけれ

ば、黒 =1, 赤 = 2, 緑 = 3, 青 = 4 のようになっていることが分かります。詳細については、プログラミ

ングヘルプファイルの LabTalk 言語リファレンスの set コマンドをご覧下さい。 

12. スクリプトウィンドウで次のように入力し、グラフマクロを再定義します。 

 

def graph { 

    set %1 -s 1; 

    layer -i %1; 

    set %1 -c %2; 

    set %1 -k %3; 

} 
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13. 次のように入力します。 

 

graph book1_b 2 3 

 

14. ENTER キーを押します。 

これで、データセット book1_b を赤い上向きの三角でプロットします。 

 
 

実際に何が行われたのかをより理解するために、1 行ずつマクロを実行します。 

最初に、def コマンドを使って、マクロを定義することを Origin に通知します。 

 

def graph 

 

2 番目に、 - s オプションを付けて、LabTalk の set コマンドを使います。 

set -s コマンドのシンタックスは次の通りです。 

 

set dataset -s value 
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ここで dataset は、データセットの名前で、value は 1 (プロットを表示) または 0 (プロットを非表示)
です。 

 

set %1 -s 1; 

 

layer -i# コマンドのシンタックスは次の通りです。 

 

layer -igraphType dataset; 

 

データセットの名前は %1 に割り当てられています。 

set -c コマンドのシンタックスは次の通りです。 

 

set -c color# 

 

これは、プロットのシンボルの色を指定するのに使用します。色は %2 に割り当てられています。 

set -k コマンドのシンタックスは次の通りです。 

 

set -k shape# 

 

これは、シンボルの形状を指定するのに使用します。シンボルの形状は、 %3 に割り当てられていま

す。 

次のように入力してマクロを実行すると、 

 

graph book1_b 2 3 

 

3 つの引数をマクロに渡しています。 

• book1_b は、 %1 に置換されます。  

• 2 は、 %2 に置換されます。 

• 3 は、 %3 に置換されます。 

値 2 を %2、値 3 を %3 で置き換えたのは単なる偶然です。シンボルの色や形状にどんな値でも選

択することができます。 

定義したマクロは、Origin セッション中だけ有効であることを覚えておいて下さい。Origin を再起動

すると、マクロを再び定義するまでそのマクロを実行できません。Origin を起動するときに、マクロを自

動的に定義したければ、マクロ定義を Origin の MACROS.CNF ファイルに保存します。Origin を起

動する度に、MACRO.CNF が読み込まれ、マクロが定義されます。 
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Note:MACROS.CNF は Origin のインストールフォルダにあります。CNF という拡張子は他の

アプリケーションでも使われているので、多くの場合、単に MACROS という名前で、端末(ターミナ

ル)のアイコンで表示されています。実際には、このファイルはテキストファイルで、メモ帳や Origin
コードビルダのようなテキストエディタで開くことができます。 

マクロについての詳細は、ヘルプ：プログラミング：LabTalk メニューをご覧下さい。 

LabTalk スクリプトを使って Origin C 関数をロード、コンパイルする 

Origin C 関数を使う前に、現在の Origin セッションでコンパイルリンクする必要があります。Origin
は、LabTalk からソースファイルをプログラムでコンパイルリンクしたり、ワークスペースをビルドする次の

ような方法を提供しています。 

 

err = run.LoadOC("myFile",[option]); 

 

Note:LabTalk の run オブジェクトについては、ヘルプ：プログラミング：LabTalk をご覧下さい。 

次のサンプルは、プログラムで Origin C のソースファイルをロードして、コンパイルする方法を示しま

す。 

このチュートリアルを始めるには 

1. 標準ツールバーで、コードビルダボタン をクリックします。 

2. Origin のワークスペースに戻り、新しいプロジェクトを開きます。(ファイル：新規プロ

ジェクト)  

3. スクリプトウィンドウ(ウィンドウ：スクリプトウィンドウ)を開き、次のように入力します。 

 

string fld$="Samples\Origin C Examples\Programming 
Guide\Calling Functions\"; 

string fname$=System.path.program$ + fld$ + 
"CallingOCFromLabTalkEx.c"; 

run.LoadOC(%(fname$), 1); 

 

CallingOCFromLabTalkEx.c 関数はコンパイルされ、コードビルダワークスペース内の User フォ

ルダにあります。出力ウィンドウは、コードビルダワークスペースに次のように出力します。 
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これで、CallingOCFromLabTalkEx.c の Origin C 関数にアクセスできます。C ファイルから次の

セクションを呼び出すことができます。（//で始まる緑色のテキストはコメント文です。） 

 
PassString 関数を実行するには 

4. Origin ワークスペースに戻り、スクリプトウィンドウ(ウィンドウ：スクリプトウィンドウ)を

開き、次のように入力します。 

 

PassString abc 
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5. ENTER キーを押します。Origin は次のように返します。 

 

The string is "abc" 

 

OGS ファイルを使ってスクリプトを保存する 

LabTalk スクリプトまたは Origin C 関数とボタンを結びつけるには、スクリプトを OGS ファイルに保

存します。OGS ファイルは独立したファイルなので、多くのボタンから呼び出すことができる利点があり

ます。 

これら OGS ファイルはセクションで管理されます。セクションは次の例のように角カッコ[ ]で囲まれる

名前で識別されます。 

 

[Main] 

OGS ファイルの一部のコードを実行するには、このサンプルのように OGS ファイルを認識し、含まれ

るセクションを名前で参照します。 

 

run.section(test.ogs, Main) 

Origin のメニューやツールバーの多くは、OGS ファイル内の LabTalk スクリプトを実行します。ファ

イルはコードビルダで開いて編集できます。 

このチュートリアルでは、新しい OGS ファイルを作成し、OGS ファイルと新しいツールバーボタンを

結びつけます。 

Note:このチュートリアルでは、チュートリアル：Origin C 関数の整理とアクセスで述べた test.c と
いう Origin C ファイルが既に作成され、保存されている前提となっています。 

 
新しい OGS ファイルを作成するには 

1. コードビルダのメニューでファイル：新規を選びます。 

2. 新しいファイルダイアログボックスで、LabTalk スクリプトファイルを選びます。 

3. ファイル名テキストボックス に次のように入力します。 

 

Test 

 

4. OK をクリックします。 

test.ogs という空のドキュメントが作成されます。 
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run.LoadOC スクリプトコマンドを使って、プログラムで Origin C のソースファイル test.c をコンパイ

ルリンクすることができます。この方法のメリットは、ボタンなどのビジュアルオブジェクトとプログラムを結

び付け、Origin C 関数を呼び出すことができます。 

 
未コンパイルの Origin C 関数を Origin から呼び出すには  

5. 空白の test.ogs ウィンドウに、次のように入力します。  

 

[CreateGraph] 

run.LoadOC("test.c"); 

Plot_Data("scatter","book1_b"); 

 

6. コードビルダメニューで、ファイル：名前を付けて保存を選び、ファイルを Origin の

フォルダに保存します。  

7. Origin ワークスペースに戻ります。 

8. メニューから、表示：ツールバーを選択します。ツールバーのカスタム化ダイアログ

が開きます。 

9. ツールバータブで、新規作成ボタンをクリックし、ツールバー名ダイアログを開きます。  

10. 新しいツールバーとして、次の名前を入力します。 

 

My Toolbar 

 

11. OK をクリックします。 

My Toolbar がツールバーリストに加わります。新しいツールバーが Origin のワークスペースに追加

されます。 

 

Note:ツールバーにボタンが無いので、見つけにくいかもしれません。 
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12. ツールバーのカスタマイズダイアログに戻り、ボタングループタブを選択します。 

13. グループリストの一番下までスクロールし、ユーザ定義を選びます。 

14. このグループの 2 番目のボタンを選択します。  

 

15. 設定ボタンをクリックします。ボタンの設定ダイアログボックスが開きます。 

16. ファイル名テキストボックスに test.ogs と入力します。 

17. セクション名テキストボックスに CreateGraph と入力します。セクションには引数を

渡しませんので、引数リストテキストボックスは空のままで構いません。 

18. バルーンヒントテキストボックスには、CreateGraph と入力します。ツールヒントはツ

ールボタンにマウスカーソルを重ねたときに表示されるメッセージです。 

19. ステータスバーテキストボックスで、Example, plotting data from Origin C と入

力します。ツールバーボタンにマウスを重ねると、Origin ワークスペースの左下のステータスバ

ーにメッセージが表示されます。 

20. 実行コンテキストグループでは、ウィンドウラジオボタンが選択され、グラフ、行列、レ

イアウト、Excel チェックボックスのチェックは外したままにします。ワークシートは選択したまま

にします。ツールバーがアクティブワークシートに対してのみ有効となるように制限しています。  

21. OK をクリックします。 

22. ツールバーボタンをポイントし、左マウスボタンを押したまま、フローティングツール

バーにドラッグします。  
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23. 閉じるをクリックしてツールバーのカスタマイズダイアログを閉じます。 

この方法をテストするには、Origin を閉じ、再起動します。関数への 2 番目の引数は book1_b で、

Origin ワークスペースには、book1 というワークシートがあり、B(Y)列といくつかのデータが、X および

Y 列に入力されている必要があります。また、ツールバーボタンはグラフウィンドウがアクティブなときに

グレーアウトします。 

これで、LabTalk を使った高度なスクリプトのチュートリアルを終わります。 

10.2 Origin C 
 

このセクションで説明する項目:  

1. Origin C とコードビルダの紹介 

2. コードビルダワークスペース 

3. Origin に新しい Origin C 関数を追加する 

4. OriginC 関数を管理したり、アクセスする 

5. NAG 関数を OriginC から呼び出す 

6. Origin C による Origin の内部オブジェクトへのアクセス 

10.2.1 Origin C とコードビルダの紹介 

サマリー 

Origin C は、ほぼ完全に ANCI 準拠の C 言語の構文をサポートしており、内部クラスと DLL 拡張

クラスを含む C++のサブセットもサポートしています。さらに、Origin C は、Origin を認識しています。

これは、ワークシートやグラフなどの Origin オブジェクトが Origin C にマッピングされているということ

です。これにより Origin C で Origin のオブジェクトやプロパティを直接操作できます。  

Origin C の統合開発環境 (IDE)をコードビルダといいます。コードビルダは、Origin C のプログラ

ムを記述したり、コンパイルしたり、デバッグするための標準ツールを提供します。Origin C 関数をコン

パイルすれば、その関数を Origin やコードビルダワークスペースのさまざまな場所から呼び出すことが

できます。  
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必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、「Hello World!!!」というメッセージを出力する関数を記述、コンパイルし、そ

の関数を呼び出して、Origin C とコードビルダを紹介します。  

ステップ 

1. Origin の標準ツールバーで、コードビルダボタンをクリックします。   

2. コードビルダツールバーで、新規ボタンをクリックします。  

新規ファイルダイアログで、C File を選びます。  

ファイル名テキストボックスに Tutorial と入力します。  

場所テキストボックスで、Origin C サブフォルダを選択します。( Note: 参照ボタン

があります。)  

OK をクリックします。Tutorial.c というファイルがコードビルダワークスペースに開きます。  
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3. // start your functions here という行の下に次のように入力します。  

void test () 

{ 

   printf("Hello World!!!\n"); 

} 

4. コードビルダワークスペースの標準ツールバーで、ビルドボタン をクリックします。

これで test 関数をコンパイルします。 

5. この関数を呼び出すには、LabTalk コンソールの上側の領域をクリックします。これ

は、コードビルダワークスペースの右下にあります。(これはデフォルトの位置です。LabTalk コ

ンソールが表示されていない場合、コードビルダのメニューから表示：LabTalk コンソールを選

び、そのメニューにチェックがついていることを確認します。) 

6. 次の LabTalk 関数呼び出しを LabTalk コンソールに入力します。  

test 

7. ENTER キーを押します。 

1020 



プログラミング 

 
Origin のスクリプトウィンドウでこの関数をテストするには  

8. Origin ワークスペースに戻り、ウィンドウ：スクリプトウィンドウを選択します。 

9. スクリプトウィンドウで、次のように入力します。  

test 

10. ENTER キーを押します。 

1021 



Origin9 チュートリアル 

 
スクリプトウィンドウに"Hello World!!!"と表示されます。  

これで、Origin C とコードビルダの紹介を終了します。  

 

10.2.2 コードビルダワークスペース 

サマリー 

このチュートリアルでは、ワークスペースを作成し、新しい関数を含むソースファイルを追加して、ワー

クスペースファイルをビルドし、テストして保存します。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• ワークスペースファイルをビルドする  

• ワークスペースフォルダを構築する  

• 起動時にビルドする  

ワークスペースファイル 

ワークスペースは、Origin のコードビルダ内の 1 つのメニュー(ファイル：ワークスペースを開く)で開く

事ができる、複数のファイルの集まりです。どのテキストファイルでもワークスペースに加えることができま

す。これはソースコードファイルである必要はなく、例えばメモ帳のようなテキストでも構いません。  

ワークスペースによって、複数ドキュメントウィンドウで開くすべてのファイルは、個々に編集や保存が

できます。複数ドキュメントウィンドウでファイルを開くだけでなく、ソースコードは、ファイル：ワークスペー

スに追加メニューで、ワークスペースウィンドウに追加できます。  

ワークスペースウィンドウにソースコードを含めることによって、適切なメニューまたはツールバーボタ

ンを使って個々または複数のファイルをビルドできます。ヘッダファイルはソースファイルの中から参照さ

れるので、ワークスペースウィンドウに置いたり、複数ドキュメントウィンドウで開く必要はありません。  
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新しい名前でワークスペースを保存することができるので、複数のワークスペースファイルを持つこと

ができます。しかし、一度に開くことができるワークスペースは 1 つだけです。  

 
ワークスペースを作成するには  

1. 標準ツールバーで、コードビルダボタン をクリックします。  

2. コードビルダのメニューで、ファイル：新規ワークスペースを選択します。これは、デ

フォルトの名前「Untitled.ocw」で新しいワークスペースを作成します。  

3. コードビルダのメニューでファイル：新規を選びます。これで新規ファイルダイアログ

が開きます。  

4. C File を選び、ファイル名テキストボックスに foo と入力します。ワークスペースに追

加とデフォルト内容を埋めるにチェックが付いているはずです。場所はデフォルトのままにしま

す。OK をクリックします。  

5. FOO.C ファイルで、¥¥start your functions here と書かれた下の行に次のように

入力します。  

void bar() 

{ 

 printf("Hello World!\n"); 

} 

6. ビルドボタン をクリックします。Origin は自動的にソースファイルを保存してコン

パイルし、関数とリンクさせます。 

7. Origin メニューからウィンドウ：スクリプトウィンドウを選択します。 

8. 新しい関数を試すために、以下を入力します。 

bar 

9. ENTER キーを押します。 

Origin は、「Hello World!」と出力します。  

10. コードビルダメニューから、ファイル：ワークスペースを新規保存を選びます。  

図は、複数ドキュメントウィンドウに、1 つのソースファイル, foo.c が含まれているワークスペースファイ

ル foo.ocw を示しています。ファイルは、ワークスペースウィンドウに追加されます。出力ウィンドウは、フ
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ァイルがコンパイルされたことを示しています。ソースファイルには 1 つの関数 bar()が含まれており、こ

れはワークスペースのツリー構造に一覧表示されています。  

 

ワークスペースフォルダ 

コードビルダワークスペースには、Project, System, Temporary, User という 4 つのサブフォルダ

があります。 上記で追加した foo.c のようなユーザが追加するファイルは、User サブフォルダに置かれ

ます。Origin 自体、多くの分析ルーチンで Origin C を使用しています。これらのルーチンを実行する

と、Origin C ソースファイルがワークスペースの System サブフォルダまたは Temporary サブフォル

ダのどちらかにロードされます。 Project サブフォルダには、Origin プロジェクトと一緒に保存され、ロ

ードされるファイルを置きます。このプロジェクトにファイルを添付する方法については、別のチュートリア

ルで説明しているので、そちらを参照してください。  

起動時にビルドする 

また、「Origin C ワークスペース」ファイル名のショートカットメニューに開始時にビルドという項目があ

ります。これがチェックされていると、最後に保存したワークスペースが Origin 再起動時にロードされま

す。ワークスペース内のすべてのソースファイルが、ビルドされソースファイル内のすべての関数が直ち

に使用できます。  

Origin.ini ファイルの情報を含むことで、個々のソースファイルをビルドする詳細は、 起動時のビルド

にあります。  

これで、コードビルダワークスペースのチュートリアルを終了します。  
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10.2.3 Origin に新しい Origin C 関数を追加する 

サマリー 

Origin C で書かれた関数は、スクリプトウィンドウなどの Origin インターフェースからアクセスできま

す。関数は、void 型 (前のチュートリアル), double 型, string 型, double または string の vector 型
のいずれかを返します。Origin から関数に渡される変数は、double 型、string 型、これらのデータ型

の vector 型です。この条件に合っていない関数は Origin インターフェースから呼び出すことはできま

せんが、他の Origin C 関数から呼び出すことができます。int 型の変数を受付けたり、返すことができ

る Origin C 関数を Origin インターフェースから呼び出すことができますが、インターフェースは

double 型のみをサポートしているため、これはデータの切り詰めが行われます。  

このチュートリアルでは、算術関数で計算した結果を返す関数を作成する方法を紹介します。最初に、

Origin に double 型の値を返す関数を作成し、そして、double 型の vector 変数を返す関数を作成し

ます。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

新しい関数を追加して、スクリプトウィンドウでこの関数を実行する方法  

ステップ 

1. コードビルダで新しい OriginC ファイルを作成します。  

2. 次のコードを入力します。  

 

double myfunc1(double x, double a) 

{ 

         return sin( a * x );         

} 

3. ビルドボタン  をクリックして関数をコンパイルします。 

この関数は Origin インターフェイス、例えばスクリプトウィンドウ等から呼び出すことができます。  

4. スクリプトウィンドウを開き、以下の行を入力して各行を入力した後に ENTER を押

します。 

 

y = myfunc1(2, 3) 

y = 

特定の値ではなく、ワークシートのセルを指定する事もできます。  
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5. ワークシートをアクティブにして列 A1 行目にある数字を入力します。そして、次の内

容をスクリプトウィンドウに入力して ENTER を押します。 

 

col(B)[1] = myfunc1(col(A)[1], 3) 

myfunc1 のような関数は、Double 型の変数を受け取って返してきます。また、ベクター演算も可能

です。  

6. 列 A の 1 行目から 10 行目までに数字を入力し、次の行をスクリプトウィンドウに入

力します。 

 

col(B) = myfunc1(col(A), 3) 

上記例では Origin は myfunc1 を列 A の各行に対して呼び出しています。上記のようにベクター演

算を行うには、Vector データを受け取って返す関数を作成した方がより効率的です。  

7. コードビルダに戻り、同じファイル内に次の関数を入力し、ビルドボタン をおして

関数をコンパイルします。   

 

vector<double> myfunc2(vector<double> vecIn, double a) 

{   

       vector<double> vecOut; 

       vecOut = sin( a * vecIn ); 

       return vecOut; 

} 

8. Origin のインターフェイスに戻り、列 A に別の数字を入力してから、次の内容をスク

リプトウィンドウに入力します。 

 

col(B) = myfunc2(col(A), 3) 

myfunc2 関数は 1 度だけ呼び出されて全列の計算を算出しました。  

このような関数は、例えば「列値の設定」ダイアログなどで利用できます。「列値の設定」の自動更新

機能はダイアログ内で対応するチェックボックスにチェックを付けると適用されます。OriginC 関数がコ

ンパイルされると、Origin から呼び出すことができ、元データの列を変更すると結果の列の値も変更さ

れます。  
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10.2.4 OriginC 関数を管理したり、アクセスする 

サマリー 

このチュートリアルでは、Origin C 関数を呼び出す方法について学習します。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• プロジェクトと一緒に Origin C 関数を保存する 

• 図形オブジェクトとプログラムを結びつける 

• スクリプトから Origin C 関数をロード、コンパイルする 

プロジェクトと一緒に Origin C 関数を保存する 

Origin C 関数をロードして、コンパイルする 1 つの方法は、Origin C ファイルを Origin のプロジェ

クトファイル（.opj）に添付して、保存することです。プロジェクトが開くと、プロジェクトに添付しているすべ

てのファイルが取り出され、一時フォルダに保存されます。さらに、添付された Origin C ファイルはコー

ドビルダワークスペースにロードされ、コンパイルされます。そして、関数は開いている Origin プロジェ

クトファイルから呼び出される準備が整います。 

1. 標準ツールバーの新規プロジェクトボタン  をクリックして、新しいプロジェクトを開

きます。 

2. 標準ツールバーで、コードビルダボタン をクリックします。 

3. コードビルダのメニューでファイル：新規を選びます。これで新規ファイルダイアログ

が開かれます。 

4. 最初のリストボックスで、C File を選びます。 

5. ファイル名テキストボックスに Test と入力します。ワークスペースに追加、のチェック

は付けたままにします。OK をクリックします。すると、Test.c がワークスペースに追加されます。 

6. 以下の関数を Test.c にコピー&ペーストします。「//start your functions here」 の

すぐ下にテキストを貼り付けてください。 

 

void Plot_Data(string strTemplate, string strData)  

{ 

        // テンプレートからグラフウィンドウを作成 

        GraphPage gp;                    
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        BOOL bOK = gp.Create(strTemplate, CREATE_VISIBLE); 

        if( !bOK ) 

                return; 

  

        // 最初のレイヤ(0)を GraphLayer オブジェクトに接続       

        GraphLayer gl = gp.Layers(0);  

  

        //データセットを Curve オブジェクトに接続     

        Curve crv(strData);  

  

        // Curve をグラフレイヤに追加        

        int nPlot = gl.AddPlot(crv);    

        if(nPlot >= 0)       

        {                      

                // プロットの色を Green(2)にセット 

 

                gl.DataPlots(nPlot).SetColor(2, TRUE); 

  

                // このグラフレイヤを再スケール 

                gl.Rescale(); 

        } 

} 

Plot_Data 関数は、2 つの引数を取ります。(1)テンプレート名、(2)（プロットの）レイヤに含める Y デ

ータセット名です。 

7. ビルドボタン  をクリックしてファイルのコンパイルリンクを行います。 

8. ワークスペースツリーの User サブフォルダブランチにある Test.c ファイルを、

Project サブフォルダにドラッグアンドドロップします。(Hint: 最初に User サブフォルダを開い

て、ドラッグする前に Test.c を表示する必要があります。)  

9. Origin のユーザインターフェースに戻り、標準ツールバーの保存ボタン をクリッ

クしてプロジェクトを保存します。プロジェクトの名前を Test.OPJ にして、選択した場所に保存

します。 
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10. これで、Origin C ファイル, Test.c, がプロジェクトと一緒に保存されました。これを

確認するには、プロジェクトを閉じ、コードビルダに戻ります。ワークスペースツリーの Project

フォルダには何もないことがわかります。Origin インターフェースに戻り、プロジェクトを再度開

きます。コードビルダに行き、今度は Test.c が Project サブフォルダに表示されていることが

確認できます。(Hint: Test.c を表示するために Project サブフォルダを開く必要があるかもし

れません。)  

図形オブジェクトとプログラムを結びつける 

ではワークシートにボタンを作成し、プロジェクトと一緒に保存した Test.c ファイルにある Origin C
関数をそのボタンから呼び出すようにプログラムする方法について学びます。 

1. ステップ 9(前のセクション)で保存した Test.OPJ プロジェクトを開きます。 

2. 列 A(X)と列 B(Y)を選択し、右クリックして、列値の一律設定：行番号を選択します。 

3. メニューから、フォーマット：ワークシートの表示属性を選択し、ワークシートプロパテ

ィダイアログを開きます。 

4. サイズタブのワークシート寸法ブランチで、上からのギャップを 40 にして、OK をクリ

ックして、ダイアログを閉じます。  

 
これで、ワークシートの列ヘッダの上側にテキストラベルを追加する十分な余白ができました。 

2 列のすぐ上の領域を右クリックし、テキストの追加を選びます。 

5. カーソル位置で、Plot Data と入力します。 
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6. テキストラベルの外側をクリックし、選択を解除します。 

7. テキストラベルを右クリックし、オブジェクトのプログラム制御を選び、オブジェクトの

プログラム制御ダイアログボックスを開きます。(Hint: Origin7.5 ではラベルの制御でした。)  

8. ～の後でスクリプトを実行ドロップダウンリストから、ボタンアップを選びます。 

9. ダイアログの下にあるテキストボックスに次のスクリプトを入力します。 

 

Plot_Data("scatter","book1_b"); 

 

10. OK をクリックします。 

テキストラベルはボタンのように表示されます。 

 

11. ワークシートの Plot Data ボタンをクリックします。  

12. Test.c ファイルの Plot_Data 関数が呼ばれ、散布図が作成されます。 

Note:ボタンに結びついたスクリプトは、Data1 ワークシートの列 B(Y)にデータがあり、それに結

びついた X データがあるものとしています。 
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スクリプトから Origin C 関数をロード、コンパイルする 

このチュートリアルで、プロジェクトファイルと一緒に Origin C 関数を保存して、Origin インターフェ

ースから関数にアクセスする方法を学びました。Origin C ファイルをプロジェクトと一緒に保存すると、

Origin C 関数は、そのプロジェクト内でしかアクセスできないという制限があります。新しいプロジェクト

を開くと、その関数は利用できなくなります。 

保存した Origin C ファイルの関数にアクセスするのため、LabTalk スクリプトを使って、ファイルをプ

ログラムでロードし、コンパイルすることができます。プログラムでのロード/コンパイルを実行するスクリプ

トコマンドは、run.LoadOC です。このコマンドの使用についての詳細は、LabTalk ヘルプ(ヘルプ：プ

ログラミング：LabTalk)を参照してください。 

これで、Origin C 関数チュートリアルを終了します。 

10.2.5 NAG 関数を OriginC から呼び出す 

サマリー 

NAG 関数を OriginC から呼び出すのは別の OriginC 関数を呼び出すのとよく似ています。まずは

NAG 関数についてある程度理解しないとどの値を引数として設定するか、また、算出されるパラメータ

の意味が分からなくなってしまいます。関数についてある程度理解できたら関数の必要に応じたコード

を書かなければなりません。  

NAG ヘッダファイルには関数に必要なプロトタイプがあり、正確に宣言する必要があるパラメータ、大

きさ、そして初期値が含まれています。関数はヘッダファイルに示されているように、このプロトタイプに

従って定義されなければなりません。このチュートリアルの目的は NAG 関数を OriginC で呼び出す

方法を示しています。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR1 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。  

• NAG 関数を理解する  

• サンプルコードのデバッグの準備をする  

• NAG ヘッダを追加する  

• NAG 関数の宣言を見るには  

• NAG のエラーコードを取得するには  

• 関数ポインターを使うには  

NAG 関数を理解する 

NAG 関数を理解するのに一番適しているものは NAG ライブラリです。このライブラリは OriginC の

レファレンスでも見つけることができます。例えば d01ajc NAG 関数について知りたい場合は次のよう

に操作します。  
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1. Origin メニューから「ヘルプ：プログラミング：OriginC」を選びます。OriginC 

Reference ブックを開き、Global Functions を開きます。それから NAG Function ブックを

開き、Accessing NAG Functions Category and Help を開きます。  

2. Quadrature (d01) カテゴリを選び、それから nag_1d_quad_gen (d01ajc) を選び

ます。  

3. 開かれたページは PDF ファイルです。nag_1d_quad_gen 関数を理解するために、

関数自体、プロトタイプ、そしてすべての引数についての説明を必要に応じてご覧ください。ま

た、サンプルデータと関数を呼び出している例がしばしば含まれています。  

次に参考にしていただきたいのは OriginC の NAG 関数の Examples です。Origin のメニューか

ら「ヘルプ：プログラミング：OriginC」と選び、Example を開きます。そして Analysis を開いた後、

Accessing NAG Functions を選びます。ここでは NAG 関数を OriginC で呼び出す例がいくつか示

されています。  

サンプルコードのデバッグの準備をする  

OriginC を使った NAG 関数の呼び出し方を理解するにはデバッグモードで例題をやってみること

です。以下の手順に従って Origin とコードビルダを立ち上げ、サンプルを OriginC 関数でデバックモ

ードにします。  

1. コードビルダのメニューでファイル：新規を選びます。これで新規ファイルが開かれま

す。  

2. ファイル名のテキストボックスに TestNAG と入力し、ワークスペースに追加のチェッ

クがついていることを確認します。OK をクリックします。すると、TestNAG.c がワークスペース

に追加されます。  

3. 以下の関数を TestNAG.c にコピー&ペーストします。// 関数のヘッダファイルをこ

こに追加します のすぐ下のテキストを忘れないでください。  

// 関数のヘッダファイルをここに追加します。 

#include <OC_nag8.h> 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
/ 

//ここから関数を開始します。 

  

//NAG_CALL は正しい規約を呼び出すためのコードです。関数ポインタ 

//のように扱って、積分関数を定義する事ができます。 

double NAG_CALL f(double x) 
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{ 

  return (x*sin(x*30.0)/sqrt(1.0-x*x/(PI*PI*4.0))); 

} 

  

void nag_d01ajc_ex() 

{ 

 double a = 0.0; 

 double b = PI * 2.0;  //積分範囲 

  

 double epsabs, abserr, epsrel, result; 

 //  epsabs と epsrel をそれぞれ次のように設定して 

 // 必要な精度に達していない時に精度を上げる事ができます。 

 epsabs = 0.0; 

 epsrel = 0.0001; 

 // 積分内の関数を評価するのに必要な最大サブ範囲 

 // を示します。より複雑な被積分関数になると、 

 // max_num_subint も大きくなります。 

 // ほとんどの場合、 200 から 500 が妥当で、おすすめされます。 

 int max_num_subint = 200; 

  

 Nag_QuadProgress qp; 

 static NagError fail; 

 d01ajc(f, a, b, epsabs, epsrel, max_num_subint,  

   &result, &abserr, &qp, &fail); 

  

 // 次の 3 種類のエラー以外のエラーは、 

 // 入力したパラメータが悪いか、アロケーションが失敗しています。 

 // NE_INT_ARG_LT NE_BAD_PARAM   NE_ALLOC_FAIL. 

 // メモリーリークを避けるため、積分ルーチンを呼ぶ前に 

 // メモリのアロケーションを解放する必要があります。 

 if (fail.code != NE_INT_ARG_LT &&  

  fail.code != NE_BAD_PARAM &&  

  fail.code !=  NE_ALLOC_FAIL) 

 { 
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  NAG_FREE(qp.sub_int_beg_pts); 

  NAG_FREE(qp.sub_int_end_pts); 

  NAG_FREE(qp.sub_int_result); 

  NAG_FREE(qp.sub_int_error); 

 } 

  

 printf("%10.6f", result);  

} 

NAG ヘッダを追加する  

#include <OC_nag8.h> 

このヘッダファイルは NAG 関数のすべてのヘッダファイルを含んでいます。そしてすべての定義さ

れるタイプとエラーコードも含まれています。ですのでこの関数一つを含むだけで十分になります。  

NAG 関数の宣言を見るには 

ヘッダファイルから NAG 関数の宣言を見てみましょう。  

1. 上のセクションで作成した TestNAG.c ファイルをアクティブにします。スクロールし

て#include <OC_nag.h>という列を見つけます。  

2. その列の中ならどこでもいいので右クリックし、"OC_nag.h"を開くを選びます。これ

ですべての NAG ヘッダが含まれているヘッダフォルダを開きます。  

3. 検索コンボボックスに  NAG¥nagd01.h

と打ち込み、ENTER キーを押してこの列について検索します。関数 d01ajc は d01 カテゴリ

に入っているのでヘッダファイルの名前は nagd01.h となるはずです。  

4. この列内のどこでも右クリックを行い"NAG¥nagd01.h"を開くを選びます。これで関

数のプロトタイプを含むヘッダファイルが開きます。  

5. 検索コンボボックスに d01ajc と打ち込み、ENTER キーを押してこの関数の宣言に

行きます。  

NAG 関数の宣言を PGF ファイルで見るには：  

• オンライン NAG PDF  

• NAG PDF ファイル  
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NAG のエラーコードを取得するには 

1. コードビルダ内で TestNAG.c ウィンドウを再びアクティブにします。このファイルで

は NagError の変数 fail の定義を行い、それを最後の引数として d01ajc 関数に反映させま

す。  

2. NAG 関数は NagError 変数コードアイテム内にエラーコードを返してきます。この

例では NAG エラーコードには fail.code でアクセスできます。  

どのエラーコードが出てくるのか知るには：  

3. OriginC のヘルプをメニューからヘルプ：プログラミング：OriginC から開きます。

Origin C Reference ブックを開き、その中の Global Functions から NAG Functions を選

び、Accessing NAG Functions Category and Help を選びます。 

4. Chapters of NAG C Library 表のなかで d01 を選んで Quadrature を入力しま

す。それから d01ajc を表から選ぶころで PDF ヘルプを開きます。 

5. スクロールをして下のページの 5 Error Indicators and Warnings の部分にいく

と、この関数に関するすべてのエラーコードとそれに関する解説を見ることができます。正しい

ヘッダファイルに含まれているならばこのコードを直接 OriginC で使用することができます（全

ての NAG ヘッダを含むこのファイル<OC_nag8.h>を含むか、直接 

<NAG8¥nag_errlist.h>を使って含みます）。例えば「NE_INT_ARG_LT, 

NE_BAD_PARAM, NE_ALLOC_FAIL」はこの TestNAG.c の中で使用されています。 

関数ポインターを使うには 

1. Origin のプログラムパス（¥OriginC¥system¥NAG フォルダ）から nagd01.h ファ

イルを開きます。  

2. このファイルの中で d01ajc の宣言を探します。この関数の初めの引数の形は

NAG_D01AJC_FUN となっています。  

3. NAG_D01AJC_FUN をダブルクリックして選択します。メニューから編集：ファイル

内を探すを選び、ファイル内を探す（Find in Files)ダイアログを開きます。下の図と同じように
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設定をし、見つける（Find）ボタンをクリックします。 

 
4. 出力ウィンドウで結果を見つけます。nag_types.h をダブルクリックしてこのファイル

に行きます：「typedef NAG_D01_FUN NAG_D01AJC_FUN」すると、 NAG_D01_FUN 

の定義を近くて見つけることができます。  

5. NAG_D01_FUN の定義は次のようになっています。  

typedef double (NAG_CALL * NAG_D01_FUN)(double); 

6. ユーザ設定の関数はこの定義と同じような引数とリターンのタイプになっていないと

いけません。NAG_CALL は正しい呼び出し方を記しているのでユーザ定義の関数内で使用

してください。  

7. TestNAG.c のファイルをアクティブにします。ここにｆという関数があり、これは

d01ajc の初めの引数として使用されています。  

double NAG_CALL f(double x) 

{ 

  return (x*sin(x*30.0)/sqrt(1.0-x*x/(PI*PI*4.0))); 

} 

 

10.2.6 Origin C による Origin の内部オブジェクトへのアクセス 

サマリー 

Origin の内部オブジェクト (プロジェクトエクスプローラフォルダ、Origin ウィンドウ、レイヤ、プロット、

図形オブジェクト、データセットなど) は、Origin C のクラスを使ってアクセスすることができます。

Origin の内部オブジェクトにアクセスしたり、プログラムで制御するには、Origin C オブジェクトに接続

する必要があります。 
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Origin の内部オブジェクトに接続するには、最初にプロパティ、メソッド、コンテナクラスのコレクション

を使って、内部オブジェクトを探す必要があります。一般的なコンテナクラスには、Project, Folder, 
Page, GraphPage, Layer, GraphLayer, Worksheet, MatrixLayer, Collection のクラスがあります。

見つかったら、Origin の内部オブジェクトと適切な型の Origin C オブジェクトを簡単に接続することが

できます。 

そして、接続した Origin C オブジェクトのクラスのメソッドとプロパティを操作することで、プログラムで

Origin の内部オブジェクトを制御することができます。このチュートリアルでは、特定の Origin の内部

オブジェクトを見つけ、そのオブジェクトに接続し、接続した Origin C オブジェクトのメソッドとプロパティ

を操作することでオブジェクトにアクセスする方法のについて学習します。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.1 SR1 

学習する項目 

このチュートリアルでは、以下の項目について説明します。 

• ワークシート関連のオブジェクトにアクセスする 

• グラフ関連オブジェクトにアクセスする  

ワークシート関連のオブジェクトにアクセスする 

特定の Origin の内部オブジェクトを理解しようとするとき、Origin C Project クラス(Project.h), 
Collection クラス(Collection.h), Folder クラス(Folder.h)を熟知することが大切です。Origin C ヘル

プの Origin C Reference: Classes を見たり、..¥Origin¥OriginC¥system サブフォルダにあるヘッ

ダファイルを見ることが役に立ちます。 

このチュートリアルを始めるには 

1. 標準ツールバーで、新規プロジェクトボタン をクリックします。 

2. 標準ツールバーで、コードビルダボタン をクリックします。 

3. コードビルダのメニューで、ファイル：新規ワークスペースを選択します。 

4. コードビルダのメニューで、開くボタン をクリックします。 

5. Origin フォルダの ¥Samples¥Origin C Examples¥Programming 

Guide¥Introduction to Accessing Origin Objects フォルダに移動し、

AccessWorksheetObjectsTutorial.c を選択して、ワークスペースに追加チェックボックスを選

択し、開くをクリックします。 

6. コードビルダツールバーで、すべてリビルドボタン をクリックします。これはファイ

ルをコンパイルとリンクします。 

7. コードビルダの表示メニューで、LabTalk コンソール (コマンドと結果)および局所変

数ウィンドウが表示されている(メニューにチェックが付いている)ことを確認します。 
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8. コードビルダのメニューからツール：カスタマイズを選択します。ツールバータブを選

択し、デバッグツールバーチェックボックスが選択されていることを確認します。 

9. コードビルダで、AccessWorksheetObjectsTutorial.c をアクティブにします。 

10. ファイルの上部に位置づけ、行をクリックします。 

 

PageBase pb; 

 

行のどこにでもカーソルを配置できます。 

11. コードビルダのメニューからデバッグ：ブレークポイントの挿入/削除を選びます。他

の方法として、F9 を押すか、デバッグツールバーのブレークポイントの挿入/削除ボタン をク

リックします。 

デバッグ用のブレークポイントがその行に設定されていることを示す茶色い円が左側の灰色の余白部

分に表示されます。 

12. コードビルダワークスペースで、LabTalk コンソール(コマンド&結果)をアクティブに

して、以下のように入力します。 

 

AccessWorksheetObjectsTutorial 

 

13. ENTER キーを押して関数を実行します。  

 

14. デバッグツールバーで、ステップインボタンを押します。  

15. ステップインボタン を繰り返し押し、停止したら各ステートメントのコメントを読みま

す。停止、サイズ変更、位置変更を行い、ローカル変数ウィンドウに現在の各変数のランタイム

値を表示します。  
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グラフ関連オブジェクトにアクセスする 

1. Origin のワークスペースに戻り、標準ツールバーで、開くボタン をクリックします。 

2. Origin フォルダの ¥Samples¥Origin C Examples¥Programming 

Guide¥Introduction to Accessing Origin Objects フォルダに移動し、

AccessGraphObjectsTutorial.OPJ を選択して、開くをクリックします。名前無しのプロジェク

トへの変更を保存するかポップアップで尋ねられます。いいえをクリックすると、ワークシートとグ

ラフが開きます。 

3. コードビルダのメニューで、ファイル：新規ワークスペースを選択します。ワークスペ

ースの変更を保存するかどうか尋ねられたら、いいえをクリックします。 

4. コードビルダで、開くボタン をクリックします 

5. Origin フォルダの ¥Samples¥Origin C Examples¥Programming 

Guide¥Introduction to Accessing Origin Objects フォルダに移動し、

AccessGraphObjectsTutorial.c を選択して、ワークスペースに追加チェックボックスを選択し、

開くをクリックします。 

6. すべてリビルドボタン  をクリックしてファイルのコンパイルリンクを行います。 

7. コードビルダの表示メニューで、LabTalk コンソール (コマンドと結果)および局所変

数ウィンドウが表示されている(メニューにチェックが付いている)ことを確認します。 

1039 



Origin9 チュートリアル 

8. コードビルダのメニューからツール：カスタマイズを選択します。ツールバータブを選

択し、デバッグツールバーチェックボックスが選択されていることを確認します。 

9. コードビルダワークスペースで、AccessGraphObjectsTutorial.c をアクティブにし

ます。  

10. ファイルの上部に次の行を見つけ、クリックします。 

 

GraphPage gp; 

 

行のどこにでもカーソルを配置できます。 

11. コードビルダのメニューからデバッグ：ブレークポイントの挿入/削除を選びます。他

の方法として、F9 を押すか、デバッグツールバーのブレークポイントの挿入/削除ボタン をク

リックします。 

デバッグ用のブレークポイントがその行に設定されていることを示す茶色い円が左側の灰色の余白部

分に表示されます。 

12. コードビルダの LabTalk コンソール(コマンド&結果ウィンドウ)をアクティブにして、

次のように入力します。  

 

AccessGraphObjectsTutorial 

 

13. ENTER キーを押して関数を実行します。 

14. デバッグツールバーで、ステップインボタンを押します。  

15. ステップインボタン を繰り返し押し、停止したら各ステートメントのコメントを読みま

す。停止、サイズ変更、位置変更を行い、ローカル変数ウィンドウに現在の各変数のランタイム

値を表示します。 

これで Origin の内部オブジェクトチュートリアルを終了します。 

10.3 X ファンクション 
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このセクションで説明する項目:  

1. コマンドウィンドウと X ファンクション 

2. X ファンクションの紹介 

3. ウィザードを作成する方法 

 

10.3.1 コマンドウィンドウと X ファンクション 

サマリー 

Origin の分析ツールやデータ処理ツールの多くは、X ファンクションを使って実行しています。コマ

ンドウィンドウは、これらの X ファンクションを実行するのに便利な方法を提供しています。 

コマンドウィンドウの別の重要な役割は、LabTalk スクリプトを Origin に送ることです。スクリプトコマ

ンドは、単純な数学演算やデータ操作から、ユーザが作成した X ファンクションや Origin C 関数まで

実行することができます。 

必要な Origin のバージョン:8.0 SR6 

学習する項目 

このチュートリアルでは、まず、コマンドウィンドウについて説明して、以下の項目について説明します。 

• 簡単な計算を実行する方法 

• ワークシートセル/列にアクセスする方法 

• X ファンクションにアクセスする 

コマンドウィンドウ 

コマンドウィンドウは、コマンドパネル と 履歴パネルの 2 つのパネルで構成されます。 

 
コマンドウィンドウは、通常画面の右下に配置されますが、表示されていない場合、Alt+3 を押すか、

「表示：コマンドウィンドウ」メニューを選択して表示できます。 
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コマンドウィンドウパネルに入力するとき、オートコンプリート機能により、X ファンクションと現在の作業

フォルダ内の OGS ファイルを簡単に選択することができます。X ファンクションコマンド名と OGS ファイ

ル名の前に、それぞれ Xf と LT が目印として付けられています。矢印キーを使ってリストを上下に移動

でき、Enter キーを押すと、そのコマンドが入力されます。選択したら、スペースキーを押し、今度はオ

ートコンプリート機能により、そのコマンドで利用できるオプション引数が表示されます。 

サンプル 

計算を実行する 

コマンドウィンドウは電卓として使用したり、Origin の数学関数にアクセスすることもできます。次のサ

ンプルをご覧下さい。 

1 行で計算 

コマンドウィンドウのより基本的な使用法の 1 つは、簡単な計算を実行するインターフェースとして利

用することです。例えば、次のように入力します。 

 

2+2= 

ENTER キーを押します。すると、Origin は次のように返します。 

 

2+2=4 

 
複数行で計算 

スクリプトを複数行入力する場合、最初にコードビルダ(「表示：コードビルダ」) やメモ帳などのテキスト

エディタを使って編集し、各行末にセミコロンを付け、コマンドウィンドウ内にコピー&ペーストして、 
ENTER キーを押して実行します。例えば、次のスクリプトをコマンドウィンドウに貼り付けて、 ENTER
を押します。 

 

sum = 0; 

loop(ii, 1, 10) 

{ 

   sum += ii; 

} 

sum = ; 

 

Origin は次のように返します。 
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SUM=55 

 
関数で計算 

組込みやユーザ作成の数学関数をコマンドウィンドウで実行することができます。例えば 

 

ln(10) = 

Origin は、10 の自然対数を返します。 

 
ワークシートの値にアクセスする 

スクリプトウィンドウを使って、ワークシートの値を読み書きしたり、データセットに対して数学演算を実

行することができます。 

1. 次のデータを新しいワークシートに入力します。 

 

2. 2 番目の列の最初のセルに値を返すには、次のように入力します。 

 

1043 



Origin9 チュートリアル 

cell(1,2)= 

 

3. ENTER キーを押します。Origin は次のように返します。 

 

CELL(1,2)=6 

 

セルの値を参照するのに、列名や行番号を使う事もできます。 

4. 次のように入力します。 

 

col(B)[1]= 

 

5. ENTER キーを押します。Origin は次のように返します。 

 

COL(B)[1]=6 

 

Note:列名の使用に追加して、データセット名を使う事もできます。LabTalk ではデータセットに

名前を付けるシンタックスは「worksheetName_columnName」です。つまり、「 Book1_A[1]= 」は
ワークシート Data1 内の列 A にある最初の要素を返してきます。また、参照しているワークシートが

アクティブなウィンドウであるなら、TabTalk の文字列変数 %H をワークシート名の代わりに使用す

る事もできます。例えば、「 %H_A[1]」のように使います。 

A 列 1 行目の値を B 列の全ての値から引く事もできます。 

6. 次のように入力します。 

 

col(B)=col(B)-col(A)[1] 

 

7. ENTER キーを押します。ワークシートは次のようになります。 
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今まで学んだ、スクリプトウィンドウで複数行に渡るスクリプトを実行する内容を利用してみましょう。列

内のデータの値をある定数ｂで掛けていきます。 

8. 次のように入力します。 

 

b=3; 

 

CTRL + ENTER を押します。この操作はコマンドを実行せずにキャリッジリターンを行

う事を思い出してください。 

9. では、以下を入力します。 

 

col(A)=col(A)*b; 

 

再び CTRL + ENTER を押します。 

10. スクリプトウィンドウのメニューバーから、編集を選択します。スクリプトの実行の隣に

チェックが付いているはずです。付いていない場合、メニューアイテムを 1 回だけクリックしてチ

ェックを付けます。 

11. スクリプトウィンドウに入力したばかりの 2 行のスクリプトを選択し、ENTER キーを押

します。 

ワークシートは次のようになります。 
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Note:次のような C 言語の表記もサポートしています。  

b=3; 

col(A)*=b; 

 
また、合わせて、線形補間および補外を指定した X データセットに行い、それに対応する Y データセッ

トの補間値および補外値を確認できます。上記を行うには、新しい表記法である、ブラケット[ ]ではなく、

括弧( )を使います。 

この例では、book1_b は Y データセットで、(4) は X データセット（book1_a）の値になります。この値

について対応する補間 Y 値を探します。 

12. 次のように入力します。 

 

book1_b(4) = 

 

13. ENTER キーを押します。Origin は次のように返します。 

 

BOOK1_B(4)=5.333333 
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これは、簡単なワークシートデータの折れ線グラフです。以上から、X=4 と対応する補間 Y 値は

5.333333 である事が分かります。 

14. 操作する列が異なるワークシート/ワークブックにある場合、範囲変数(range)を使っ

てワークシート列を表します。例えば、このスクリプトは、Book1 の列 A の sin 値を計算し、結

果を Book2 の列 A に入力します。（Enter キーを押す前に Book2 の準備をしてください。） 

15.  

 

range a = [Book1]Sheet1!Col(A); 

range b = [Book2]Sheet1!Col(A); 

b = sin(a); 
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X ファンクションにアクセスする 

Origin には、幅広いさまざまなデータ処理操作を実行する多くの X ファンクションがあり

ます。X ファンクションの多くは LabTalk スクリプトから利用することができます。スクリプトか

らアクセス可能な関数であるため、定型業務を行うスクリプトコードを作成でき、ユーザに強力

な環境を提供します。 

スクリプトからアクセス可能な X ファンクションは、コマンドウィンドウの中で一覧表示するこ

とができ、また、この関数のオートコンプリート機能だけでなく、コマンドシンタックスに関する

ヘルプを表示することもできます。 

X ファンクションは、データ処理の入力元と出力先を指定するために、データ範囲文字列

または範囲変数を受け付けます。例えば、信号処理の中にある X ファンクション「smooth」 

は、次のようにしてコマンドウィンドウからアクセスできます。 

1. Samples¥Single Processing¥Signal with Shot Noise.dat ファイルをイン

ポートします。 

2. コマンドウィンドウで、次のように入力します。  

smooth iy:=Col(2) method:=1 npts:=200 
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ENTER キーを押すと、結果が元のワークシートに追加されます。 

 

 

3. この 「smooth」X ファンクションに関するヘルプを表示するには、次のように入

力します。  

 

help smooth 

 

対応するヘルプファイルが開きます。  

10.3.2 X ファンクションの紹介 

サマリー 

X ファンクションは、Origin ツールを構築するフレームワークを用意し、構造化プログラミング環境を

提供します。単純な GetN ダイアログボックスとは異なり、X ファンクションを使って作成するツールは、

実際のデータ処理コードにフォーカスしており、ユーザインターフェースのコードで悩む必要はありませ

ん。 
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Origin8 のほとんどのダイアログや関数は X ファンクションでできており、その多くはメニューとコマン

ドラインの両方から実行することができます。X ファンクションを実行する柔軟性により、魅力のあるアプ

ローチで Origin のカスタマイズを行うことができます。 

必要な Origin のバージョン:Origin 8.0 SR0 

学習する項目 

• X ファンクションを作成する 

• X ファンクションをスクリプトからアクセス可能にする 

• X ファンクションをダイアログモードで使用する 

X-Function を作成する 

1. ツール：X ファンクション・ビルダを選択、または F10 を押して、X ファンクション・ビ

ルダダイアログを開きます。 

2. 最初の変数の名前、ラベル、データを ix, Source, <active>にセットします。 

3. リストパネルを右クリックし、コンテキストメニューから変数の追加を選択します。 

4. 2 番目の変数の名前、ラベル、入力/出力、データを ox, Destination, Output, 

<new>にセットします。 

5. ファイル：保存を選択し、"vcopy"として保存します。  

 

6. をクリックしてコードビルダを開きます。 

7. コードビルダで vcopy 関数に次のコードを追加します。 
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void vcopy(const vector& ix, vector& ox) 

{ 

  

        if (!ix || !ox) 

            XF_THROW(CER_NO_DATA); 

  

        ox = ix;    

  

} 

X ファンクションをスクリプトからアクセス可能にする 

1. コードビルダのダイアログに戻るボタンをクリックします。 

2. X ファンクション・ビルダで、変更を保存します。  

3. クリックして X ファンクションのツリービューを開きます。  

4. 使用のコンテクストブランチを開きます。Labtalk チェックボックスが選択されている

ことを確認します。  

 

5. X ファンクションを保存し、X ファンクション・ビルダダイアログを閉じます。  

6. アクティブワークシートの列 A に行番号を入力します。（列 A を選択してから右クリッ

クを行い、列値の一律設定：行番号を選択します。） 

7. コマンドウィンドウで次のスクリプトを入力すると、列 A を列 B にコピーします。  
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vcopy col(a) col(b) 

X ファンクションのダイアログモード 

1. X ファンクション・ビルダダイアログを開き、ツリービューで VCOPY.OXF を開きます。 

2. 使用のコンテクストブランチを開きます。 

3. メニューブランチを開き、自動 GetN ダイアログの単純な GetNBox を選択します。  

 

4. X ファンクションを保存し、X ファンクション・ビルダダイアログを閉じます。 

5. コマンドウィンドウに次のスクリプトを入力し、VCOPY.OXF のダイアログを開きます。  

vcopy -d 
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10.3.3 ウィザードを作成する方法 
 

サマリー 

ウィザードは一連のダイアログからなるグラフィカルユーザインターフェイス（GUI）を使い、ステップご

とに設定し、処理を完了できます。ウィザードを使うと、複雑な操作を簡単に行えるようになります。

Origin はユーザがウィザードを開発できるように、OriginC のクラスをいくつか提供しています。ウィザ

ード内の各ステップのダイアログは X ファンクションを利用して開発できます。  

この例題では、ウィザードを使って 1 列のデータに対する正規性の検定を行い、1 標本の t 検定を実

行します。正規性の検定の結果は 1 標本の t 検定内で共有できます。  

Note:このチュートリアルを行うには、Develop Kit が必要です。  

必要な Origin のバージョン:Origin 8.1SR0 

学習する項目 

• X ファンクションを作成する  

• 変数やデータ範囲を異なるステップで共有する  

• X ファンクションを OriginC で呼び出す  

• ウィザードを作成する  

4 つの X ファンクションを作成する 

1. メニューからツール： X ファンクションビルダと選択するか、F10 を押して X ファンク

ションビルダダイアログを開きます。  

2. 以下のように変数を追加し、X ファンクションをユーザファイルフォルダを次のパス、

User Files¥X-Functions¥Statistics¥Hypothesis Testing 内に”StatTest”として保存しま

1053 

http://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/DeveloperKit


Origin9 チュートリアル 

す。 

 
3. 新しい X ファンクションウィザードボタンをクリックします。次のように変数を入力し、

完成した X ファンクションをユーザファイルフォルダの次のパス、User Files¥X-

Functions¥Statistics¥Hypothesis Testing に”StatTestWizGoal”として保存します。 

 
4. 新しい X ファンクションウィザードボタンをクリックします。次のように変数を入力し、

完成した X ファンクションをユーザファイルフォルダの次のパス、User Files¥X-
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Functions¥Statistics¥Hypothesis Testing に”NormalityTest”として保存します。 

 
5. 新しい X ファンクションウィザードボタンをクリックします。次のように変数を入力し、

完成した X ファンクションをユーザファイルフォルダの次のパス、User Files¥X-

Functions¥Statistics¥Hypothesis Testing に”OnetTest”として保存します。 

 

X ファンクション NormalityTest と OnetTest には、同じ変数”prob”があります。これは共有変数で、

ソースファイルで宣言されます。  
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ツリービューの X ファンクションのプロパティを更新する 

1. X ファンクション StatTest を開きます。ツリービューボタン をクリックしてツリービ

ューを開きます。ツリービュー内で次の設定を行います。  

 
2. OXF ファイルを保存するボタンをクリックして、X ファンクションを保存します。  

3. X ファンクション StatTestWizGoal, NormalityTest, OnetTest をそれぞれ X フ

ァンクションビルダで開きます。ツリービューボタン をクリックし、各 X ファンクションのツリー

ビューにある説明編集ボックス内に「Select Wizard Goal」, 「Normality Test」,「One-

Sample t-test」をそれぞれ入力します。  

ウィザード用ファイルを作成する 

• 標準ツールバーのコードビルダボタンをクリックします。コードビルダ内で新規ボタン

をクリックします。新規ファイルのダイアログでは、H ファイルを選択し、参照ボタンをクリックしま

す。User Files¥OriginC のパスにあるユーザファイルフォルダをヘッダファイルの保存場所と

して選択します。ファイル名編集ボックスに StatTestWiz と入力します。OK ボタンをクリックし

てダイアログを閉じます。  

次のスクリプトを StatTestWiz.h ファイルに追加します。  
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#ifndef __STAT_TEST_WIZ_H__ 

#define __STAT_TEST_WIZ_H__ 

  

#include <..\OriginLab\XFWiz.h> 

#include <..\OriginLab\XFCore.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizard_utils.h> 

  

class StatTestWizCore :public XFCore 

{ 

public: 

   StatTestWizCore(); 

  

public:  

   void ChangeGoal(int nGoal); 

   DataRange GetRange();  

  

   int nStep; 

protected: 

  

}; 

  

int stat_test_run_wiz_nodlg(LPCSTR lpcszThemeName = NULL, 
const XFWizTheme *pXFWizTheme  

= NULL, const XFWizInputOutputRange *pXFWizIO = NULL, DWORD 
dwOPUID = 0); 

  

int stat_test_open_wiz_dlg(LPCSTR lpcszThemeName = NULL, const 
XFWizTheme *pXFWizTheme  

= NULL, const XFWizInputOutputRange *pXFWizIO = NULL, DWORD 
dwOPUID = 0); 

  

#endif //__STAT_TEST_WIZ_H__ 

「保存」ボタンをクリックして、StatTestWiz.h ファイルを保存します。  

• 同じ操作を繰り返して、新しい C ファイル、StatTestWiz.c を作成します  

次のスクリプトを StatTestWiz.c ファイルに追加します。  

1057 



Origin9 チュートリアル 

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

#include <..\OriginLab\XFWizManager.h> 

  

#include <..\OriginLab\WizOperation.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizNavigation.h> 

  

#include <..\OriginLab\XFWizScript.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizDlg.h> 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

// ヘッダファイルをここに入力します。 

#include "StatTestWiz.h" 

  

enum 

{ 

 GOAL_ALL = 0, 

 GOAL_SIMPLE, 

}; 

  

//3 つの X ファンクションの名前 

#define STR_STEP_GOAL "StatTestWizGoal" 

#define STR_STEP_Normal "NormalityTest" 

#define STR_STEP_TTest "OnetTest" 

  

//ウィザード内で表示するステップの名前 

#define STR_LABEL_STEP_GOAL "Goal" 

#define STR_LABEL_STEP_Normal "Normality Test" 

#define STR_LABEL_STEP_TTest "One-Sample t-test" 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

//StatTestWizTheme クラス   

class StatTestWizTheme :public XFWizTheme 

{ 
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public: 

   StatTestWizTheme(); 

}; 

  

//X ファンクション NormalityTest と OnetTest で共有されている変数、prob
の名前 

#define STR_GETN_VAR_SHARED_NProb "prob" 

  

StatTestWizTheme::StatTestWizTheme() 

:XFWizTheme() 

{ 

   m_saSharedList.Add(STR_GETN_VAR_SHARED_NProb); //共有変数を追

加する 

} 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

class StatTestWizInputOutputRange :public 
XFWizInputOutputRange 

{ 

}; 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

//StatTestWizManager クラス 

  

#define STR_CLASS_NAME_TEST "StatTestWiz" 

#define TEST_VERSION_NUMBER 1.0 

  

class StatTestWizManager :public XFWizManager 

{ 

public: 

   StatTestWizManager(LPCSTR lpcszThemeName = NULL, const 
XFWizTheme *pXFWizTheme  

= NULL, const XFWizInputOutputRange *pXFWizIO = NULL, DWORD 
dwUIDOp = 0); 
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protected: 

   virtual double GetVersion() { return TEST_VERSION_NUMBER; }  

   virtual XFCore* CreateXFCore() { return new 
StatTestWizCore; } 

   virtual XFWizTheme* CreateXFWizTheme() { return new 
StatTestWizTheme; } 

   virtual XFWizInputOutputRange* 
CreateXFWizInputOutputRange() 

             { return new StatTestWizInputOutputRange; } 

   virtual string GetClassName() { return 
STR_CLASS_NAME_TEST; } 

}; 

  

StatTestWizManager::StatTestWizManager(LPCSTR lpcszThemeName, 
const XFWizTheme  

*pXFWizTheme, const XFWizInputOutputRange *pXFWizIO, DWORD 
dwUIDOp)  

:XFWizManager(lpcszThemeName, pXFWizTheme, pXFWizIO, dwUIDOp) 

{ 

   StringArray saMapXFNames = {STR_STEP_GOAL, STR_STEP_Normal, 
STR_STEP_TTest}; 

   StringArray saMapXFLabels = {STR_LABEL_STEP_GOAL, 
STR_LABEL_STEP_Normal,  

                                 STR_LABEL_STEP_TTest}; 

   m_saMapXFNames = saMapXFNames; 

   m_saMapXFLabels = saMapXFLabels; 

   ASSERT( m_saMapXFNames.GetSize() == 
m_saMapXFLabels.GetSize() ); 

  

   StringArray saDefaultXFNames = {STR_STEP_GOAL, 
STR_STEP_Normal, STR_STEP_TTest}; 

   m_saDefaultXFNames = saDefaultXFNames; 

  

   m_strRunDlgName = _L("Stat Test"); 

} 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

//StatTestWizCore クラス 
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StatTestWizCore::StatTestWizCore() 

:XFCore() 

{ 

   StringArray vsXFsRecalculateShown = {STR_STEP_GOAL}; 

   m_vsXFsRecalculateShown = vsXFsRecalculateShown; 

   nStep = GOAL_ALL; 

} 

  

//ゴールステップ（目標ステップ）の手順設定 

void StatTestWizCore::ChangeGoal(int nGoal) 

{ 

   XFWizNavigation *pXFWizNavg = (XFWizNavigation 
*)GetXFWizNavigation(); 

   ASSERT(pXFWizNavg); 

  

   nStep = nGoal; 

  

   if ( pXFWizNavg ) 

   { 

      StringArray saXFNames; 

      saXFNames.Add(STR_STEP_GOAL); 

      switch (nGoal) 

      { 

      case GOAL_ALL: 

  saXFNames.Add(STR_STEP_Normal); 

  saXFNames.Add(STR_STEP_TTest); 

  break; 

      case GOAL_SIMPLE: 

  saXFNames.Add(STR_STEP_TTest); 

  break; 

      } 

  

      pXFWizNavg->SetSteps(saXFNames); 

  

   } 
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} 

  

//ゴールステップで入力データ範囲を取得 

DataRange StatTestWizCore::GetRange() 

{ 

   XFWizNavigation *pXFWizNavg = 
(XFWizNavigation*)GetXFWizNavigation(); 

   XFWizInputOutputRange* pIORange = pXFWizNavg-
>GetXFWizInputOutputRange(); 

  

   DataRange drInput; 

   if(!pIORange) 

   { 

      error_report("Fail to get io ranges!"); 

      return drInput; 

   } 

  

   Array<DataRange&> drs; 

   //入力データ範囲を取得 

   if(!pIORange->Get(&drs, STR_STEP_GOAL, true)) 

   { 

      error_report("Fail to get range from WizCore!"); 

      return drInput; 

   } 

  

   drInput = drs.GetAt(0); 

  

   return drInput; 

} 

  

//////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////// 

  

int stat_test_run_wiz_nodlg(LPCSTR lpcszThemeName, const 
XFWizTheme *pXFWizTheme, const  

XFWizInputOutputRange *pXFWizIO, DWORD dwOPUID) 

{ 
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   TEMPLATE_run_wiz_nodlg(StatTestWizManager, lpcszThemeName, 
pXFWizTheme, pXFWizIO, dwOPUID) 

} 

  

int stat_test_open_wiz_dlg(LPCSTR lpcszThemeName, const 
XFWizTheme *pXFWizTheme, const  

XFWizInputOutputRange *pXFWizIO, DWORD dwOPUID) 

{ 

   TEMPLATE_open_wiz_dlg(StatTestWizManager, lpcszThemeName, 
pXFWizTheme, pXFWizIO, dwOPUID) 

} 

  

int stat_test_run_wiz(UINT msg, const XFWizTheme *pXFWizTheme, 
const  

XFWizInputOutputRange *pXFWizIO, DWORD dwOPUID, int nExeMode) 

{ 

   TEMPLATE_run_wiz(StatTestWizManager, msg, pXFWizTheme, 
pXFWizIO, dwOPUID, nExeMode) 

} 

保存ボタンをクリックして、StatTestWiz.c ファイルを保存します。  

StatTestWiz.c に含まれているファイルは、StatTest をコンパイルしないとワークスペースに存在し

ないので、X ファンクション StatTest をコンパイルします。実際には、StatTestWiz.h が X ファンクショ

ン StatTest に組み込まれているので、StatTestWiz.c は StatTest をコンパイルした時に自動的にコ

ンパイルされます。  

X ファンクションにスクリプトを追加する 

X ファンクション StatTest のスクリプト 

開いた X ファンクションビルダで、開くボタンをクリックして StatTest の X ファンクションを開きます。

X ファンクションをコードビルダで編集するをクリックし、次のスクリプトを入力します。  

• Include header files  

#include <..\OriginLab\XFWiz.h> 

#include <..\OriginLab\WizOperation.h> 

#include <..\OriginLab\XFCore.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizNavigation.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizManager.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizScript.h> 

#include <..\OriginLab\XFWizDlg.h> 
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#include <..\OriginLab\XFWizard_utils.h> 

  

#include <..\OriginLab\WksOperation.h> 

  

#include <event_utils.h> 

  

#include "StatTestWiz.h" 

• StatTest()  

ダイアログのモードを指定する、関数内容を追加します。  

if( script ) 

   stat_test_run_wiz_nodlg(tn); 

else 

   stat_test_open_wiz_dlg(tn); 

• StatTest_before_execute()  

ウィザードが開く前にこのウィンドウを表示しないように、関数内容を追加します。  

   nRet = XFEVT_PROCEED_NO_DLG; 

コンパイルボタンをクリックしてファイルをコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリックすると、X フ

ァンクションビルダに戻ります。X ファンクションビルダでは OXF ファイルを保存するをクリックして X フ

ァンクションを保存します。  

X ファンクション StatTestWizGoal のスクリプト 

X ファンクション StatTestWizGoal を開きます。X ファンクションをコードビルダで編集するボタンを

クリックして、以下のスクリプトを入力します。  

• ヘッダファイルを含みます  

#include "StatTestWiz.h" 

• スタティック関数 _check_input()を追加します。  

この関数は入力データ範囲が 1 列か否かを判断します。  

static bool _check_input(const TreeNode trGetN, string& 
strErr) 

{ 

   TreeNode trRange = trGetN.input; 

   DataRange drInput; 
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   drInput.Create(trRange.strVal);  

  

   if( drInput.GetNumRanges() == 0 ) 

   { 

      strErr = "Input can't be empty, and it should be a valid 
column."; 

      return false; 

   } 

   else 

   { 

      if( drInput.GetNumRanges() == 1) 

      { 

         Worksheet wksInput; 

         int nC1, nC2; 

         drInput.GetRange(wksInput, nC1, nC2); 

  if( nC1 == nC2 ) 

     return true; 

      } 

  

   strErr = "Please select one column."; 

   return false; 

   }  

} 

• StatTestWizGoal_event1()  

ダイアログを更新する関数内容を追加します。  

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(trGetN); 

   ASSERT(pstatwc); 

  

   //ウィザードページを更新する 

   if ( 0 == lstrcmp(lpcszNodeName, "goal") ) 

      pstatwc->ChangeGoal(trGetN.goal.nVal); 
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   //エラーメッセージはダイアログの下部に表示され、 

   //データ選択範囲が正しくない場合、OK ボタンは無効になる 

   bOKEnable = _check_input(trGetN, strErrMsg); 

  

   return false; 

コンパイルボタンをクリックしてファイルをコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリックして X ファ

ンクションビルダに戻り、OXF ファイルを保存するをクリックして X ファンクションを保存します。  

X ファンクション NormalityTest 用のスクリプト 

X ファンクション NormalityTest を開きます。X ファンクションをコードビルダで編集するボタンをクリ

ックし、以下のスクリプトを入力します。  

• ヘッダファイルを含みます  

#include "StatTestWiz.h" 

  

#include <XFbase.h> 

• スタティック関数 _update_GUI()を追加します。  

この関数は正規性の検定結果ダイアログの編集ボックスを更新する為のものです。  

static void _update_GUI(TreeNode& trGetN) 

{ 

   vector vRes; 

   vRes = _norm_test(trGetN.nXFCorePointer.nVal, 
trGetN.type.nVal); 

  

   trGetN.stat.dVal = vRes[0]; 

   trGetN.df.dVal = vRes[1]; 

   trGetN.prob.dVal = vRes[2]; 

} 

• スタティック関数 _update_strErr() を追加します。  

この関数は、ダイアログの下に表示された文字列の更新を行います。  

static void _update_strErr(const TreeNode tr, string& strErr) 

{ 

   if(tr.prob.dVal >= 0.05 && tr.prob.dVal <= 1) 

      strErr = "At the 0.05 level, the data was significantly 
drawn from a  
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            normally distributed population."; 

   else if(tr.prob.dVal < 0.05 && tr.prob.dVal >= 0) 

      strErr = "At the 0.05 level, the data was not 
significantly drawn from a  

            normally distributed population."; 

   else   

      strErr = "There is not enough information to draw a 
conclusion."; 

} 

文字列は 2 行に分かれて、ページに表示されます。スクリプトでは 1 行のコマンドにしてください。  

• スタティック関数 _norm_test() を追加します。  

この関数は、関連する X ファンクションを使って、正規性の検定を行う時に使用します。  

static vector _norm_test(const int nXFCorePointer, const int 
nType) 

{ 

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(nXFCorePointer); 

   ASSERT(pstatwc); 

  

   vector vRes(3); 

   vRes[2] = -1; 

   DataRange drInput; 

   drInput = pstatwc->GetRange(); 

   if( !drInput ) 

      return vRes; 

  

   vector<string> vsXFName = {"swtest","kstest","lillietest"}; 

   XFBase xfNorm(vsXFName[nType]); 

   if( !xfNorm.SetArg("irng", drInput) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument image type"); 

      return vRes; 

   } 

   if( !xfNorm.SetArg("stat", vRes[0]) ) 

   { 
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      error_report("Failed to set argument image type"); 

      return vRes; 

   } 

   if( !xfNorm.SetArg("df", vRes[1]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument image type"); 

       return vRes; 

   } 

   if( !xfNorm.SetArg("prob", vRes[2]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument image type");    

       return vRes; 

   } 

  

   if( !xfNorm.Evaluate() ) 

   { 

      error_report("Failed to evaluate the stats X-
Function."); 

      return vRes; 

   } 

  

   return vRes; 

} 

• NormalityTest()  

進むボタンをクリックした時に結果をワークシートに出力するよう、関数内容を更新します。  

   DataRange drInput; 

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(nXFCorePointer); 

   ASSERT(pstatwc); 

   drInput = pstatwc->GetRange(); 

  

   if( !drInput ) 

      return; 

   string strBook, strSheet; 

   if(!drInput.GetBookSheet(strBook, strSheet)) 
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   { 

      error_report("Workbook and worksheet names can't be 
obtained."); 

      return; 

   } 

   WorksheetPage wpData(strBook); 

  

   int nLayer = wpData.AddLayer("Normality Test"); 

  

   if(nLayer >= 0) 

   { 

      Worksheet wksRes = wpData.Layers(nLayer); 

      vector<string> vsTypeName = {"Shapiro-Wilk","Kolmogorov-
Smirnov","Lilliefors"}; 

      vector<string> vsNProb = {"Prob<W", "Prob>D", "Prob>D"}; 

      vector<string> vsParaName = {"Statistic", "DF", ""}; 

      vsParaName[2] = vsNProb[type]; 

  

      vector vRes; 

      vRes = _norm_test(nXFCorePointer, type); 

  

      wksRes.Columns(1).SetLongName(vsTypeName[type]); 

      for(int ii=0; ii<3; ii++) 

      { 

         wksRes.SetCell(ii, 0, vsParaName[ii], false); 

         wksRes.SetCell(ii, 1, vRes[ii]); 

      } 

   } 

   else 

   { 

      error_report("New worksheet can't be created."); 

   } 

• NormalityTest_event1()  

正規性の検定方法が変化すると、結果が変わるように関数内容を更新します。ダイアログの下に表示

される文字列も更新されます。  
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   _update_GUI(trGetN); 

   _update_strErr(trGetN, strErrMsg);       

  

   return true; 

• NormalityTest_before_execute()  

結果用の編集ボックスをグレーアウトし、結果をダイアログ内に表示するよう、関数内容を更新します。  

   trGetN.stat.Enable = false; 

   trGetN.df.Enable = false; 

   trGetN.prob.Enable = false; 

コンパイルボタンをクリックしてファイルをコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリックし、X ファン

クションビルダに戻り、OXF ファイルの保存するをクリックして X ファンクションを保存します。  

X ファンクション OnetTest のスクリプト 

X ファンクション OnetTest を開きます。X ファンクションをコードビルダで編集するボタンをクリックし、

以下のスクリプトを入力します。  

• ヘッダファイルを含みます  

#include "StatTestWiz.h" 

  

#include <XFbase.h> 

• 文字列の定義  

const vector<string> vsNull = {"Mean = ","Mean <= ","Mean >= 
"}; 

const vector<string> vsAlter = {"Mean <> ","Mean > ","Mean < 
"}; 

const vector<string> vsAcceptNull = {"Not significantly 
different from","Not  

significantly greater than","Not significantly less than"}; 

const vector<string> vsRejectNull = {"significantly different 
from","significantly  

greater than","significantly less than"}; 

const vector<string> vsProb = {"Prob>|t|", "Prob>t", 
"Prob<t"}; 

• スタティック関数 _update_null() を追加します。  

この関数は、Null 編集ボックスを更新するのに使用します。  
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static void _update_null(TreeNode& trGetN, bool bMean = false) 

{ 

   string strNull; 

  

   strNull = vsNull[trGetN.tail.nVal] + 
ftoa(trGetN.mean.dVal); 

   trGetN.null.strVal = strNull; 

  

   if(bMean) 

   { 

      string strAlter = vsAlter[0] + ftoa(trGetN.mean.dVal) + 
"|"; 

      strAlter = strAlter + vsAlter[1] + 
ftoa(trGetN.mean.dVal) + "|"; 

      strAlter = strAlter + vsAlter[1] + 
ftoa(trGetN.mean.dVal); 

  

      trGetN.tail.SetAttribute(STR_COMBO_ATTRIB, strAlter); 

   } 

} 

• スタティック関数 _check_sig_level() を追加します。  

この関数は、信頼水準編集ボックスの値を確認するのに使用します。  

static bool _check_sig_level(TreeNode& trGetN, string& strErr) 

{ 

   if( trGetN.siglevel.dVal > 0 && trGetN.siglevel.dVal < 1 ) 

   { 

      return true; 

   } 

   else 

   { 

      strErr = "Significance Level should be between 0 and 
1."; 

      return false; 

   } 

} 
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• スタティック関数 _update_strErr() を追加します。  

この関数は、P 値を基にした t 検定の結論の文字列を定義するのに使用します。  

static void _update_strErr(const TreeNode tr, string& strErr) 

{    

   if(tr.tprob.dVal >= tr.siglevel.dVal && tr.tprob.dVal <= 1) 

      strErr.Format("Null Hypothesis is %s%s.\r\nAlternative 
Hypothesis is %s%s. 

         At the %s level, the population mean is %s the test 
mean(%s).",           

         vsNull[tr.tail.nVal], ftoa(tr.mean.dVal), 
vsAlter[tr.tail.nVal], ftoa(tr.mean.dVal),       

         ftoa(tr.siglevel.dVal), vsAcceptNull[tr.tail.nVal], 
ftoa(tr.mean.dVal) ); 

   else if(tr.tprob.dVal < tr.siglevel.dVal && tr.tprob.dVal 
>= 0) 

      strErr.Format("Null Hypothesis is %s%s.\r\nAlternative 
Hypothesis is %s%s. 

         At the %s level, the population mean is %s the test 
mean(%s).",  

         vsNull[tr.tail.nVal], ftoa(tr.mean.dVal), 
vsAlter[tr.tail.nVal], ftoa(tr.mean.dVal), 

         ftoa(tr.siglevel.dVal), vsRejectNull[tr.tail.nVal], 
ftoa(tr.mean.dVal) ); 

   else      

      strErr = "There is not enough information to draw a 
conclusion."; 

} 

実際のページでは、コマンドは複数行に分けれらて表示されます。スクリプトでは 1 行のコマンドにし

てください。  

• スタティック関数 _update_GUI()を追加します。  

この関数は、ダイアログ内の編集ボックスに表示する結果を更新するのに使用します。  

static void _update_GUI(TreeNode& trGetN) 

{   

   vector vRes; 

   vRes = _one_sample_t_test(trGetN.nXFCorePointer.nVal, 
trGetN.mean.dVal, trGetN.tail.dVal, trGetN.siglevel.dVal); 
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   trGetN.stat.dVal = vRes[0]; 

   trGetN.df.dVal = vRes[1]; 

   trGetN.tprob.dVal = vRes[2]; 

   trGetN.lcl.dVal = vRes[4]; 

   trGetN.ucl.dVal = vRes[5];    

} 

• スタティック関数 _one_sample_t_test() を追加します。  

この関数は、X ファンクションを使って 1 標本 t 検定を実行する際に使用します。  

static vector _one_sample_t_test(const int nXFCorePointer, 
const double dMean, const int nTail, const double dSiglevel) 

{ 

   DataRange drInput; 

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(nXFCorePointer); 

   ASSERT(pstatwc); 

  

   vector vRes(6); 

   vRes[2] = -1; 

   drInput = pstatwc->GetRange(); 

   if( !drInput ) 

      return vRes; 

  

   vRes[3] = 100 - 100*dSiglevel; 

  

   XFBase xfTTest("ttest1"); 

  

   if( !xfTTest.SetArg("irng", drInput) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument irng"); 

      return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("mean", dMean) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument mean"); 

      return vRes; 
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   } 

   if( !xfTTest.SetArg("tail", nTail) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument tail"); 

      return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("alpha", dSiglevel) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument alpha"); 

      return vRes; 

   } 

  

   if( !xfTTest.SetArg("stat", vRes[0]) ) 

   { 

      error_report("Failed to set argument stat"); 

      return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("df", vRes[1]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument df"); 

       return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("prob", vRes[2]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument prob"); 

       return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("lcl", vRes[4]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument lcl"); 

       return vRes; 

   } 

   if( !xfTTest.SetArg("ucl", vRes[5]) ) 

   { 

       error_report("Failed to set argument ucl"); 
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       return vRes; 

   } 

  

   if( !xfTTest.Evaluate() ) 

   { 

      error_report("Failed to evaluate the ttest1 X-
Function."); 

      return vRes; 

   } 

  

   return vRes; 

} 

• OnetTest()  

完了ボタンをクリックすると結果をワークシートに出力するように関数内容を更新します。  

   DataRange drInput; 

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(nXFCorePointer); 

   ASSERT(pstatwc); 

  

   drInput = pstatwc->GetRange(); 

   if( !drInput ) 

      return ; 

  

   string strBook, strSheet; 

   if(!drInput.GetBookSheet(strBook, strSheet)) 

   { 

      error_report("Workbook and worksheet names can't be 
obtained."); 

      return; 

   } 

   WorksheetPage wpData(strBook); 

  

   int nLayer = wpData.AddLayer("One-Sample t-test"); 

  

   if(nLayer >= 0) 
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   { 

      Worksheet wksRes = wpData.Layers(nLayer); 

  

      vector<string> vsParaName = {"t Statistic", "DF","", 
"Conf.Levels in %", "Lower Limits", "Lower Limits"}; 

      vsParaName[2] = vsProb[tail]; 

  

      vector vRes; 

      vRes = _one_sample_t_test(nXFCorePointer, mean, tail, 
siglevel); 

  

      wksRes.SetSize(-1, 4); 

      wksRes.Columns(0).SetLongName("Test Statistics"); 

      string strNull = "Null Hypothesis is " + vsNull[tail] + 
ftoa(mean); 

      wksRes.Columns(1).SetLongName(strNull); 

      wksRes.Columns(3).SetLongName("Confidence Intervals for 
Mean"); 

      for(int ii=0; ii<3; ii++) 

      { 

         wksRes.SetCell(ii, 0, vsParaName[ii], false); 

         wksRes.SetCell(ii, 1, vRes[ii]); 

  

         wksRes.SetCell(ii, 2, vsParaName[ii + 3], false); 

         wksRes.SetCell(ii, 3, vRes[ii + 3]); 

      }      

   } 

   else 

   { 

      error_report("New worksheet can't be created."); 

   } 

• OnetTest_event1()  

結果を更新し、その結果に基づいた結論をダイアログの下部に表示するために、関数内容を更新し

ます。ダイアログで設定が変われば、平均と仮説が変わると Null 編集ボックスは更新され、信頼水準編

集ボックスの値もチェックされます。  

   if( 0 == lstrcmp(lpcszNodeName, "mean") ) 
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      _update_null(trGetN, true); 

   if( 0 == lstrcmp(lpcszNodeName, "tail") ) 

      _update_null(trGetN);    

   if( 0 == lstrcmp(lpcszNodeName, "siglevel") ) 

      bOKEnable = _check_sig_level(trGetN, strErrMsg); 

  

   _update_GUI(trGetN); 

   _update_strErr(trGetN, strErrMsg);   

  

   return false; 

• OnetTest_before_execute()  

ダイアログのコントロールを表示/非表示または無効にするよう、関数内容を更新します。  

   StatTestWizCore* pstatwc = 
(StatTestWizCore*)get_xf_core_handler(trGetN.nXFCorePointer.nVal
); 

   ASSERT(pstatwc); 

   trGetN.prob.Show = 1 - pstatwc->nStep; 

   trGetN.prob.Enable = false; 

  

   trGetN.null.Enable = false; 

   trGetN.stat.Enable = false; 

   trGetN.df.Enable = false; 

   trGetN.tprob.Enable = false; 

   trGetN.lcl.Enable = false; 

   trGetN.ucl.Enable = false; 

コンパイルボタンをクリックしてファイルをコンパイルします。NLSF に戻るボタンをクリックして、X ファ

ンクションビルダに戻ります。OXF ファイルを保存するボタンをクリックして、X ファンクションを保存しま

す。  

Origin を閉じます。Origin を再度開くと Origin メニュー内の統計：仮説検定の中に Stat Test が
追加されています。  

ウィザードを使用する 

次のサンプルは、ウィザードの使用例です。  

1. ワークシート内で列を選択します。  
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2. Origin のメニューから、統計：仮説検定：StatTest を選択するか、コマンド

「"StatTest -d"」を入力します。Stat Test ウィザードダイアログが開きます。 
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3. 進むボタンをクリックします。Normality Test ダイアログが開きます。結果は出力ブ

ランチに表示します。結論はダイアログの一番下に表示されます。 

 
4. 進むボタンをクリックします。One-Sample t-test ダイアログが開きます。結果は出

力ブランチに表示します。結論はダイアログの一番下に表示されます。直前のステップの正規

性の検定がダイアログの上に表示されます。ダイアログの設定を変更すると、結果が変わります。 
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5. 完了ボタンをクリックして、ウィザードを終了します。結果用に 2 つのワークシートが

作成されました。 
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