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はじめに
このたびは、スコープコーダ DL850E またはスコープコーダビークルエディション DL850EV( 以降、
両機種を示す場合、DL850E/DL850EV と略します ) をお買い上げいただきましてありがとうございま
す。このユーザーズマニュアル [ 操作編 ] は、DL850E/DL850EV の操作方法について説明したものです。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みいただき、正しくお使いください。
お読みになったあとは大切に保存してください。ご使用中に操作がわからなくなったときなどにきっ
とお役に立ちます。
なお、DL850E/DL850EV のマニュアルとして、このマニュアルを含め、次のものがあります。あわせ
てお読みください。
マニュアル名 マニュアルNo. 内容
DL850E/DL850EV スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 機能編 ]

IM DL850E-01JA 付属の CD に pdf データが納められています。通信イ
ンタフェースの機能を除く、本機器の全機能について
説明しています。本機器のヘルプで、同じ内容をご覧に
なれます。

DL850E/DL850EV スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]

IM DL850E-02JA 本書です。付属の CD に pdf データが納められています。
本機器の各設定操作について説明しています。

DL850E/DL850EV スコープコーダ 
スタートガイド

IM DL850E-03JA 本機器の取り扱い上の注意や基本的な操作について、
説明しています。

DL850E/DL850EV スコープコーダ 
通信インタフェース 
ユーザーズマニュアル

IM DL850E-17JA 付属の CD に pdf データが納められています。本機器
の通信インタフェースの機能について、その操作方法
を説明しています。

DL850E/DL850EV スコープコーダ 
リアルタイム演算 (/G3)/ 電力演算 (/G5) 
ユーザーズマニュアル

IM DL850E-51JA 付属の CD に pdf データが納められています。本機器
のオプションのリアルタイム演算 / 電力演算の機能と
操作について説明しています。

DL850E/DL850EV スコープコーダ 
アクイジションソフトウエア
ユーザーズマニュアル

IM DL850E-61JA 付属の CD に pdf データが納められています。本機器で
測定したデータを PC に記録、表示するアクイジション
ソフトウエアの全機能と、その操作方法について説明し
ています。

モジュールをご使用いただく前に IM 701250-04 モジュールの取り扱い上の注意について説明しています。
モジュールをご注文いただいた場合に添付されます。

Model DL850E ScopeCorder, Model 
DL850EV ScopeCorder Vehicle Edition, 
User’s Manual 

IM DL850E-92Z1 中国向け文書

マニュアル No. の「JA」、「Z1」は言語コードです。

各国や地域の当社営業拠点の連絡先は、次のシートに記載されています。
ドキュメントNo. 内容
PIM 113-01Z2 国内海外の連絡先一覧

従来機種の DL850 と DL850V について
DL850E/DL850EV のマニュアルでは、従来機種の DL850/DL850V( ファームウエアバージョン 3.0 以降 )
の使用方法もかねて説明しております。
説明文中の機種名は DL850E/DL850EV としておりますが、DL850 または DL850V をご使用になる場合
は、｢DL850E」を ｢DL850」に、｢DL850EV」を ｢DL850V」に読み替えてください。
なお、次の機能は DL850E と DL850EV だけのオプションです。DL850 と DL850V では使用できません。

・ 電力演算 (/G5 オプション )
・ GPS インタフェース (/C30 オプション )

7th Edition: April 2018 (YMI)
All Rights Reserved, Copyright © 2013, Yokogawa Test & Measurement Corporation
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ご注意
・ 本書の内容は、性能・機能の向上などにより、将来予告なしに変更することがあります。また、実

際の画面表示内容が本書に記載の画面表示内容と多少異なることがあります。
・ 本書の内容に関しては万全を期していますが、万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありま

したら、お手数ですが、お買い求め先か、当社支社・支店・営業所までご連絡ください。
・ 本書の内容の全部または一部を無断で転載、複製することは禁止されています。
・ 保証書が付いています。再発行はいたしません。よくお読みいただき、ご理解のうえ大切に保存し

てください。
・ 本製品の TCP/IP ソフトウエア、および TCP/IP ソフトウエアに関するドキュメントは、カリフォル

ニア大学からライセンスされた BSD Networking Software, Release 1 をもとに当社で開発 / 作成し
たものです。

商標
・ Microsoft、Internet Explorer、Windows、Windows 7、Windows 8、Windows 8.1、 および Windows 10 は、

米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・ Adobe、Acrobat、および PostScript は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
・ VJE は、ヤフー株式会社の登録商標です。
・ MATLAB は、米国 The MathWorks, Inc. の登録商標です。
・ GIGAZoom ENGINE は、横河電機 ( 株 ) の登録商標です。
・ 本文中の各社の登録商標または商標には、®、TM マークは表示していません。
・ その他、本文中に使われている会社名、商品名は、各社の登録商標または商標です。

履歴
・ 2013 年 12 月  初版発行
・ 2014 年 7 月  2 版発行
・ 2015 年 3 月  3 版発行
・ 2015 年 10 月  4 版発行
・ 2017 年 7 月  5 版発行
・ 2017 年 11 月  6 版発行
・ 2018 年 4 月  7 版発行
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このマニュアルで使用している記号

注記
このマニュアルでは、注記を以下のようなシンボルで区別しています。

 本機器で使用しているシンボルマークで、人体への危険や機器の損傷の恐れが
あることを示すとともに、その内容についてユーザーズマニュアルを参照する
必要があることを示します。ユーザーズマニュアルでは、その参照ページに目
印として、「警告」「注意」の用語と一緒に使用しています。

	 警　　告 取り扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険があるときに、
その危険を避けるための注意事項が記載されています。

	 注　　意 取り扱いを誤った場合に、使用者が軽傷を負うか、または物的損害のみが発生
する危険があるときに、それを避けるための注意事項が記載されています。

Note  本機器を取り扱ううえで重要な情報が記載されています。

単位
k 「1000」の意味です。使用例：100kS/s( サンプルレート )
K 「1024」の意味です。使用例：720K バイト ( ファイルのデータサイズ )
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キー / ジョグシャトルの操作と働き

キー操作
操作キーを押して表示される設定メニューの操作方法
キーによって、キーを押したあとの動作が次のように異なります。

  

A

B

B

C

D

HE

G

F

F

HISTORY メニュー FFT メニュー MODE メニュー

A ： ソフトキーを押すと、選択メニューが表示されます。
   各選択肢に対応するソフトキーを押して設定します。
B ：  ソフトキーを押すと、ジョグシャトルの設定対象になります。ジョグシャトルまたは上下 / 左右

の矢印キーを使って、値の設定または、項目の選択をします。
   数値設定の場合、NUM LOCK キーを押すと、CH1 ～ CH16 キーを使って数値入力が可能です。
C ： ソフトキーを押すと、関連する設定メニューが表示されます。
D ： ソフトキーを押すと、その機能が実行されます。
E ：  FFT1 と FFT2 のように、2 つの異なる設定内容で動作する機能を設定する場合に、どちらを設定

するかを選択します。
F ： ソフトキーを押すごとに、選択項目が切り替わります。
G ： ソフトキーを押すと、ダイアログボックスまたはキーボードが表示されます。
   ジョグシャトル、SET キー、および矢印キーを使って設定します。
H ： 押したキーの内容が設定されます。

操作キー下側にある紫色文字の設定メニューの表示方法
本書の説明文では、「SHIFT ＋操作キー名 ( 紫色文字 )」という用語で、次の操作を示しています。

1.  SHIFTキーを押します。SHIFT キーが点灯して、シフト状態になります。
操作キー下側にある紫色文字の設定メニューが選択できるようになります。

2.  表示させたい設定メニューの操作キーを押します。

ESC キーの操作
 設定メニューや選択肢が表示されているときに ESCキーを押すと、一階層上のメニューに戻ります。

最上位の設定メニューが表示されているときに ESCキーを押すと、設定メニューが消えます。
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キー /ジョグシャトルの操作と働き

RESET キーの操作
 ジョグシャトルで数値または項目を設定するときにRESETキーを押すと、初期値が設定されます ( 動

作状況によっては初期値にならない場合があります )。

SET キーの操作
設定対象によって、次のような動作になります。

・ 1 つのソフトキーメニューにジョグシャトルで設定する数値が 2 つある場合
 SETキーを押すと、数値設定をするジョグシャトルの対象が切り替わります。

・ ジョグシャトル＋ SET キーのマーク ( + SET ) があるメニュー
 SETキーを押すと、選択した項目が確定します。

矢印キーの操作
設定対象によって、次のような動作になります。

・ 数値を設定する場合
 上下の矢印キー：数値のアップ / ダウン
 左右の矢印キー：設定する桁の移動

・ 設定項目を選択する場合
 上下の矢印キーが使用可能

設定ダイアログボックスの操作方法
1.  キー操作で、設定ダイアログボックスを表示します。
2.  ジョグシャトルまたは上下 / 左右の矢印キーで、設定する項目にカーソルを移動します。
3.  SETキーを押します。設定項目によって以下のような動作になります。

・ 選択メニューを表示する
・ チェックボックスをチェックする / チェックを外す
・ 項目を選択する
・ 一覧表形式のメニューが設定対象になる

 選択メニューの表示 /項目の選択の場合

   Time または Freq を選択
選択メニューを表示

ジョグシャトルで選択後、
SET キーで確定

 一覧表形式のメニューが設定対象の場合

   

カーソルを一覧表に移動後、SET キーを押して
各項目を設定対象にする

SET キーで設定項目を選択

設定ダイアログボックスの表示を消す方法
	 ESCキーを押します。設定ダイアログボックスが画面から消えます。
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数値 / 文字列を入力する

数値の入力
専用ノブによるダイレクト入力

 次に示す専用ノブは、ノブを回すことにより、直接数値を設定できます。
・ 垂直 POSITION ノブ
・ SCALE ノブ
・ TIME/DIV ノブ
・ ZOOM の拡大率用ノブ (MAG)
・ ズーム POSITON ノブ ( ズーム波形のスクロール )

ジョグシャトルによる入力
 ソフトキーで設定項目を選んだあと、ジョグシャトルと SET キー、矢印キーで数値を変更します。

本書の操作説明では、「ジョグシャトル」という用語だけで、この操作を示している場合があります。

テンキーによる入力
 NUM	LOCKキーを押して NUM LOCK キーを点灯させると、CH1 ～ CH16 キーを使って数値を入力

できます。数値入力後、ENTERキーを押して、値を確定します。

  

テンキー入力

Note
ジョグシャトルで設定できる項目には、RESET キーを押すと初期値に戻せる項目があります。
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文字列の入力
ファイル名やコメントなどは、画面に表示されるキーボードで入力します。ジョグシャトル、SET キー、
矢印キーでキーボードを操作して、文字列を入力します。

キーボードの操作方法
英語で入力
1.  InputMode > Englishのソフトキーを押します。
2.  キーボードを表示させた状態で、ジョグシャトルを使って入力したい文字にカーソルを移動し

ます。上下、左右の矢印キーでもカーソルを移動できます。
3.  SETキーを押すと、文字が決定されます。

・ 文字列がすでに入力されている場合は、矢印 (<、>) のソフトキーで文字挿入位置にカーソルを移動し
ます。

・ 大文字と小文字の切り替えは、Capsのソフトキーを押します。
・ ひとつ前の文字を削除するときは、BSのソフトキーを押します。

4.  操作 1 ～ 3 を繰り返して、すべての文字を決定します。
キーボードの を選択するか、Historyのソフトキーを押すと、以前に入力した文字列の一覧が表示され
ます。
ジョグシャトルで文字列を選択し、SETキーを押すと、選択した文字列が入力されます。

5.  ENTERのソフトキーを押すか、キーボードの ENTER にカーソルを移動して SETキーを押します。
文字列が確定し、キーボードが消えます。

  

文字挿入位置 履歴にある文字列を入力

入力した文字の確定

文字挿入位置のひとつ前の文字
を削除

文字挿入位置の移動

大文字/小文字の切り替え

キーボードの言語を
Englishに設定

履歴にある文字列を入力

以前入力した文字列の一覧

ジョグシャトルまたは上下の矢印キーで選択後、SETキーで確定

Note
・ @ は、連続して 2 個以上入力できません。
・ ファイル名の場合、大文字と小文字の区別はありません。コメントの場合は区別します。また、MS-DOS

の制限により、次のファイル名は使用できません。
 AUX、CON、PRN、NUL、CLOCK、COM1 ～ COM9、LPT1 ～ LPT9

数値 /文字列を入力する
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目次の 1.1 節、3.4 節、15.1 節、16.1 ～ 16.2 節の先頭にアラートマーク を付けること

日本語で入力
1.  InputMode > Japaneseのソフトキーを押します。
2.  英語入力のときと同様にして、入力したい文字にカーソルを移動します。
3.  SETキーを押すと、文字が入力され、ENTERのソフトキーの文字が、Convertに変わります。
4.  操作 2、3 を繰り返し、Convertのソフトキーを押すと、変換候補のリストが表示されます。

矢印 (<、>) のソフトキーで、変換対象の単語を指定できます。

5.  ジョグシャトルまたは上下の矢印キーで、選択する文字列までカーソルを移動させ、SETキー
を押して確定します。

6.  操作 2 ～ 5 を繰り返して、すべての文字を決定します。
キーボードの を選択するか、Historyのソフトキーを押すと、以前に入力した文字列の一覧が表示され
ます。
ジョグシャトルで文字列を選択し、SETキーを押すと、選択した文字列が入力されます。

7.  ENTERのソフトキーを押すか、キーボードの ENTER にカーソルを移動して SETキーをします。
文字列が確定し、キーボードが消えます。

  

入力した文字の変換

文字挿入位置のひとつ前の文字
を削除

文字挿入位置の移動/
変換範囲の指定

キーボードの言語を
Japaneseに設定

変換候補のリスト(ジョグシャトルとSETキーで設定)

Note
・ 長文は一度に変換できません。単語単位 (5 文字まで ) で変換してください。
・ 変換候補が多くて、変換したい文字列がリスト内に表示されないときは、ジョグシャトルまたは上下の

矢印キーで、選択する文字列までカーソルを移動してください。
・ 本機器には、ヤフー株式会社の Compact-VJE.3.0 の単語変換版が搭載されています。連文節変換機能は

搭載されていません。
・ 入力した文字列を確定すると、入力履歴に保存されます。50 個まで文字列を保存できます。新しい文字

列が入力履歴の上位に表示されます。

数値 /文字列を入力する
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目次の 1.1 節、3.4 節、15.1 節、16.1 ～ 16.2 節の先頭にアラートマーク を付けること

目次
はじめに....................................................................................................................................................................................i
従来機種の DL850 と DL850V について.......................................................................................................................i
このマニュアルで使用している記号...........................................................................................................................iii
キー / ジョグシャトルの操作と働き........................................................................................................................... iv
数値 / 文字列を入力する.................................................................................................................................................. vi
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3.1. 波形の取り込み条件を設定する................................................................................................................ 3-1
3.2. 波形の取り込みをスタート / ストップする.......................................................................................... 3-3
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目次の 1.1 節、3.4 節、15.1 節、16.1 ～ 16.2 節の先頭にアラートマーク を付けること
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1.1	 電圧測定の設定をする

ここでは、電圧測定の垂直軸に関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比
・ 帯域制限
・ ズーム / ワイド方法の切り替え
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示範囲の上限値 / 下限値によるズーム / ワイド
・ オフセット値
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度
・ 垂直ポジション

►機能編　「電圧測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

帯域制限の設定 *1

入力カップリングの設定 *1

表示ラベルの設定

2/2 メニューの表示

波形表示の ON/OFF サブチャネルの波形表示の
ON/OFF

*1 モジュールによって、選択肢が異なります。
*2 モジュール 701267 では、プローブの設定は 1：1 で使用してください。

サブチャネルを選択
(CH<x>_1、CH<x>_2 )

4CH モジュール (720254(4CH 1M16)) の場合

プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比の設定 *2

(1:1、10:1、100:1、1000:1、1A:1V(1V/A)、10A:1V(0.1V/A)、
100A:1V(0.01V/A)、400A:1V(2.5mV/A))

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。

4CH モジュール (720254(4CH	1M16)) の場合
ひとつのチャネルキーに 2 つのサブチャネルが対応しています。どちらか 1 つだけでもサブチャネルの波形
表示が ON になると、チャネルキーが点灯します。チャネルキーを押すと、ソフトキーメニューで選択され
ているサブチャネルの波形表示を ON/OFF できます。

第 1章	 垂直軸 / 水平軸
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

リニアスケーリングの設定

1/2 メニューの表示

トレースの設定

波形の反転表示のON/OFF

オフセット値の設定
( ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の切り替え
(DIV、SPAN)
倍率設定によるズーム /ワイド
( ジョグシャトルで設定 ) 表示範囲の上限値 /下限値による

ズーム/ワイド(ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の切り替えが SPANのとき

DCオフセット /ゲイン調整がONのとき
►18.8 節参照

DCオフセット /ゲインの調整

入力カップリングの設定 (Coupling)
入力カップリング設定と周波数特性

 AC および DC 設定時の周波数特性は次のようになります。
 AC に設定したときは、下図に示すように、周波数の低い信号または信号成分は取り込まないので、

ご注意ください。

  

0dB
-3dB

-3dB減衰点*

減衰量

0dB
-3dB

-3dB減衰点*

減衰量

AC 結合時の -3dB低域減衰点*
入力周波数 入力周波数

AC のとき DC のとき

*  入力モジュールごとに値は異なります。
詳細は、スタートガイド (IM DL850E-03JA) の「6.13　モジュール仕様」をご覧ください。

		 注　　意
入力カップリングが AC の場合、周波数特性に従い、周波数が低い信号成分ほど減衰されます。
そのため、高い電圧の信号が入力されていても、高い電圧として測定されない場合があります。
また、本機器画面内のオーバーレンジが表示されない場合もあります。必要に応じて、入力カッ
プリングを DC に切り替えて入力信号の電圧を確認してください。
入力信号の電圧が入力モジュールの最大入力電圧を超えると、入力部を損傷する恐れがあり
ます。

1.1　電圧測定の設定をする
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プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比の設定 (Probe)
1：1、10：1、100：1、1000：1
 電圧プローブの減衰比を表します。
1A：1V(1V/A)、10A：1V(0.1V/A)、100A：1V(0.01V/A)、400A：1V(2.5mV/A)
 電流プローブの出力電圧レートを表します。

Note
プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比の設定を誤ると、入力信号の電圧値や、スケール値を正しく表示でき
ません。たとえば、10：1 電圧プローブを使用しているのに「1：1」に設定されていると、自動測定された
波形の振幅などは実際の値の 1/10 で表示されます。

DC オフセット / ゲインの調整 (Gain/Offset	Adjustment)
Gain/Offset	Adjustment[ ゲイン / オフセット調整 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示さ
れます。

 DC オフセット値の取り込みを実行

ゲインの調整 ( ジョグシャトルで設定 )

DC オフセットキャンセルのON/OFF

Note
・ DC オフセットキャンセルが ON のときは、ゲイン調整はできません。
・ ゲイン調整中は、DC オフセットキャンセルは ON にできません。ゲイン調整中に DC オフセット値の取

り込みを実行すると、ゲイン調整を無効にしてから DC オフセットキャンセルが ON になります。

トレースの設定 (Trace	Setup)
Trace	Setup[ トレース設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

配置する波形の設定
表示色の設定

配置方法の設定 (Auto、User)

表示グループを選択

指定グループの
すべての設定をクリア

表示が ON の波形だけ
を自動的に再割り当て

配置方法の設定が User のとき、各チャネルの波形を
分割画面の何番目に表示するかを設定 (1 ～ 16)

マッピングリスト

1.1　電圧測定の設定をする
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リニアスケーリングの設定 (Linear	Scale)
Linear	Scale[ リニアスケール ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

・	 Scaling	Mode	が AX＋Bの場合

  

電圧系モジュールで電圧を測定するとき、および
ひずみモジュールでひずみを測定するときの
表示方式の設定

オフセット値
スケーリング係数

単位文字列の設定

・		 Scaling	Mode が P1－P2 の場合

  

現在の測定値の取得

測定値

スケール値

・	 Scaling	Mode	が Shunt の場合
 ひずみモジュール (701271(STRAIN_DSUB)) 使用時だけ設定可能。

  
シャントキャリブレーションの実行

1.1　電圧測定の設定をする
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垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
1. 	 CH1 ～ CH16キーのいずれかを押して、垂直軸感度の設定をするチャネルを選択します。
2. 	 SCALEノブを回して垂直軸感度を設定します。
 波形取り込みストップ中に SCALE ノブを回すと、垂直軸感度の画面表示は、上段が表示波形

に対応する垂直軸感度、下段が変更した垂直軸感度になります。変更した垂直軸感度は、次に
波形取り込みをスタートしたときに有効になります。

   

上段：表示波形に対応する垂直軸感度
下段：変更した垂直軸感度

* 表示波形に対する垂直軸感度と設定した垂直軸感度が同じ値のときは、
   下段だけ表示します。

設定中の垂直軸感度を表示

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
1. 	 CH1 ～ CH16キーのいずれかを押して、垂直ポジションの設定をするチャネルを選択します。
2. 	 垂直 POSITIONノブを回して垂直ポジションを設定します。
 ノブを押すと、垂直ポジションを 0div に設定できます。

    

VERTICAL 
CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

CH 

1 2 3 4 

5 6 7 8 

9 10 11 12 

13 14 15 16 

7 

4 

1 

0 

8 

5 

2 

9 

6 

3 

EXP 

k 

m 

ENTER 

SCALE ALL CH 

NUM LOCK PUSH 
O DIV 

POSITION 

SCALE ノブ 垂直 POSITION ノブ
垂直 POSITION ノブ ( プッシュノブ ) を押すと、
垂直ポジションを 0div に設定できるという意味の表示

1.1　電圧測定の設定をする
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1.2	 電圧測定の設定をする	
(16ch 電圧入力モジュールの場合 )

ここでは、16ch 電圧入力モジュールに関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 全サブチャネルの設定
・ 設定対象にするサブチャネルの番号 / サブチャネルの表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 帯域制限
・ ズーム / ワイド方法の切り替え
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示範囲の上限値 / 下限値によるズーム / ワイド
・ オフセット値
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度
・ 垂直ポジション

►機能編　「電圧測定 (16ch 電圧入力モジュールの場合 )」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネルの帯域制限の設定 (500Hz、Full)

サブチャネルの入力カップリングの設定 (DC、GND、OFF*)
►1.1 節参照

設定対象にするサブチャネルの番号を選択 ( ジョグシャトルで設定 )
サブチャネルの表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

2/2 メニューの表示

全サブチャネルの設定

* 選択したサブチャネルを測定対象にしない場合は、入力カップリングを OFF に設定します。

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。



1-7IM DL850E-02JA

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

リニアスケーリングの設定
►1.1 節参照

トレースの設定►1.1 節参照

波形の反転表示のON/OFF

1/2 メニューの表示

オフセット値の設定
( ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の切り替え
(DIV、SPAN)

倍率設定によるズーム /ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

表示範囲の上限値 /下限値による
ズーム/ワイド(ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の
切り替えが SPANのとき

全サブチャネルの設定 (All	SubChannels	Setup)
All	SubChannels	Setup[ 全サブチャネル設定 ]のソフトキーを押します。次のサブチャネル設定また
はリニアスケーリング設定の画面が表示されます。

サブチャネル設定 (Setup)
 Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 設定する項目にジョグシャトルで移動して、SETキーを押すと、選択肢が表示されます。

  

全サブチャネルを一括して設定するときは、
All 行の項目を設定

リニアスケーリング
の設定

設定のコピー

設定する項目に
ジョグシャトルで移動

1.2　電圧測定の設定をする (16ch 電圧入力モジュールの場合 )
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リニアスケーリング設定 (Linear	Scale)
 Linear	Scale[ リニアスケール ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
	 設定する項目にジョグシャトルで移動して、SETキーを押すと、選択肢が表示されます。

  

設定する項目に
ジョグシャトルで移動

サブチャネルの設定

設定のコピー

設定のコピー (Copy	to)
 Copy	to[ コピー ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

全サブチャネルをONに設定
全サブチャネルをOFF に設定

コピー先のサブチャネル番号をチェック

コピーの実行

コピー元になるサブチャネルを設定

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
►1.1 節参照

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
►1.1 節参照

1.2　電圧測定の設定をする (16ch 電圧入力モジュールの場合 )
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1.3	 温度測定の設定をする

ここでは、温度測定に関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 熱電対の種類
・ 帯域制限
・ 表示範囲
・ 温度単位
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ RJC/ バーンアウトの ON/OFF

►機能編　「温度測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

帯域制限の設定 (2Hz、8Hz、30Hz、Full)

入力カップリングを TCに設定

熱電対の設定 (K、E、J、T、L、U、R、S、B、N、W、Au7Fe)

表示ラベルの設定

2/2 メニューの表示

波形表示のON/OFF

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 トレースの設定►1.1 節参照

RJC/ バーンアウトの設定

1/2 メニューの表示

表示範囲の上限値 /下限値 ( ジョグシャトルで設定 )

温度単位の設定 (℃、K)

入力カップリングの設定 (Coupling)
温度を測定する場合は、TC に設定します。
電圧を測定する場合は、電圧測定の入力カップリングと同じです。►1.1 節参照

RJC/ バーンアウトの設定 (Temperature	Setup)
Temperature	Setup[ 温度設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 基準接点補償のON/OFF
バーンアウト検出の設定のON/OFF

1.3　温度測定の設定をする
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1.4	 温度測定の設定をする	
(16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )

ここでは、16ch 温度 / 電圧入力モジュールに関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ データ更新周期
・ 全サブチャネルの設定
・  設定対象にするサブチャネルの番号 / 

サブチャネルの表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 熱電対の種類
・ 表示範囲
・ 温度単位
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )

・ RJC/ バーンアウトの ON/OFF
・ ズーム / ワイド方法の切り替え
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示範囲の上限値 / 下限値によるズーム / ワイド
・ オフセット値
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度
・ 垂直ポジション

►機能編　「温度測定 (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

熱電対の設定 (K、E、J、T、L、U、R、S、B、N、W、Au7Fe)
入力カップリングの設定が TC のときだけ

サブチャネルの入力カップリングの設定 (TC、DC、GND、OFF*)

設定対象にするサブチャネルの番号を選択 ( ジョグシャトルで設定 )
サブチャネルの表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

データ更新周期の設定 (100ms、300ms、1s、3s)

2/2 メニューの表示

全サブチャネルの設定

* 選択したサブチャネルを測定対象にしない場合は、入力カップリングを OFF に設定します。

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

・		 入力カップリングが TCの場合

   トレースの設定►1.1 節参照

RJC/ バーンアウトの設定►1.3 節参照

1/2 メニューの表示

表示範囲の上限値 /下限値 ( ジョグシャトルで設定 )

温度単位の設定 (℃、K)

・		 入力カップリングがDC、GND、OFF の場合

   

リニアスケーリングの設定
►1.1 節参照

トレースの設定►1.1 節参照

波形の反転表示のON/OFF

1/2 メニューの表示

オフセット値の設定
( ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の切り替え
(DIV、SPAN)

倍率設定によるズーム /ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

表示範囲の上限値 /下限値による
ズーム/ワイド(ジョグシャトルで設定)

ズーム / ワイド方法の
切り替えが SPANのとき

1.4　温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )



1-13IM DL850E-02JA

全サブチャネルの設定 (All	SubChannels	Setup)
All	SubChannels	Setup[ 全サブチャネル設定 ]のソフトキーを押します。次のサブチャネル設定また
はリニアスケーリング設定の画面が表示されます。

サブチャネル設定 (Setup)
 Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 設定する項目にジョグシャトルで移動して、SETキーを押すと、選択肢が表示されます。

・	 選択したサブチャネルの入力カップリングが TCのとき

   

全サブチャネルを一括して設定するときは、
All 行の項目を設定

リニアスケーリング
の設定

設定のコピー

・	 選択したサブチャネルの入力カップリングがDC、GND、OFF のとき

   
設定する項目に
ジョグシャトルで移動

リニアスケーリング設定 (Linear	Scale)
 入力カップリングの設定が DC、GND、OFF のときに設定可能です。
 Linear	Scale[ リニアスケール ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
	 設定する項目にジョグシャトルで移動して、SETキーを押すと、選択肢が表示されます。

   

設定する項目に
ジョグシャトルで移動

サブチャネルの設定

設定のコピー

1.4　温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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設定のコピー (Copy	to)
 Copy	to[ コピー ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

コピー元になるサブチャネルを設定

全サブチャネルをONに設定
全サブチャネルをOFF に設定

コピー先のサブチャネル番号をチェック

コピーの実行

入力カップリングの設定 (Coupling)
温度を測定する場合は、TC に設定します。
電圧を測定する場合は、電圧測定の入力カップリングと同じです。►1.1 節参照

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
入力カップリングの設定が DC、GND のときに設定可能です。
►1.1 節参照

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
入力カップリングの設定が DC、GND のときに設定可能です。
►1.1 節参照

1.4　温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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1.5	 ひずみ測定の設定をする

ここでは、ひずみ測定に関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ センサ設定
・ ひずみバランス実行
・ 帯域制限
・ 表示範囲の設定
・ レンジ単位
・ トレース設定
・ 波形の反転表示
・ リニアスケーリング
・ 測定レンジ
・ 垂直軸感度

►機能編　「ひずみ測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

帯域制限の設定 (10Hz、100Hz、1kHz、Full)

センサの設定

ひずみバランスの実行

表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

2/2 メニューの表示

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

リニアスケーリングの設定►1.1 節参照

トレースの設定►1.1 節参照

波形の反転表示のON/OFF

レンジ単位の設定 (uSTR、mV/V)

1/2 メニューの表示

表示範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

センサの設定 (Sensor	Setup)
Sensor	Setup[ センサ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 ブリッジ電圧の設定
ゲージ率の設定

レンジ単位の設定 (Range	Unit)
・ µSTR ：ひずみ量の単位 ( × 10-6 ひずみ )
・ mV/V ：ひずみゲージ式変換器の出力単位
 mV/V レンジは次の式で算出します。
 mV/V ＝ 0.5 × (µSTR/1000)

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
1. 	 CH1 ～ CH16キーのいずれかを押して、垂直軸感度を設定するチャネルを選択します。
2. 	 SCALEノブを回して垂直軸感度を設定します。

    

上段：表示波形に対応する垂直軸感度
下段：変更した垂直軸感度

設定中の垂直軸感度を表示

1.5　ひずみ測定の設定をする
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1.6	 加速度測定の設定をする

ここでは、加速度測定に関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ バイアス電流供給
・ 加速度センサへのバイアス電流供給の ON/OFF
・ 帯域制限
・ ズーム / ワイド方法の切り替え
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示範囲の上限値 / 下限値によるズーム / ワイド
・ ゲイン
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ 加速度センサの感度
・ 加速度の単位
・ 垂直ポジション

►機能編　「加速度測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

帯域制限の設定 (40Hz、400Hz、4kHz、Auto、Full)

入力カップリングを ACCEL に設定

バイアス電流供給のON/OFF

表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

2/2 メニューの表示

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

1/2 メニューの表示

ズーム /ワイド方法の切り替え
(DIV、SPAN)

倍率設定によるズーム /ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

表示範囲の上限値 /下限値による
ズーム/ワイド(ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の
切り替えが SPANのとき

加速度の単位の設定

トレースの設定►1.1節参照

加速度センサの感度の設定

ゲインの設定

入力カップリングの設定 (Coupling)
加速度を測定する場合は、ACCEL に設定します。
電圧を測定する場合は、電圧測定の入力カップリングと同じです。►1.1 節参照

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
►1.1 節参照

1.6　加速度測定の設定をする
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1.7	 周波数 (回転数 / 周期 /デューティー / 電源周波数 /
パルス幅 / パルス積算 / 速度 ) 測定の設定をする

ここでは、周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー / 電源周波数 / パルス幅 / パルス積算 / 速度 ) 測定に
関する次の設定について説明しています。

・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 測定項目
・ 入力条件
・ ズーム / ワイド方法の切り替え
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示範囲の上限値 / 下限値によるズーム / ワイド
・ オフセット値
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度
・ 垂直ポジション

►機能編　「周波数測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

測定項目の設定

入力条件の設定

2/2 メニューの表示

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

リニアスケーリングの設定
►1.1 節参照

トレースの設定►1.1 節参照

1/2 メニューの表示

オフセット値の設定
( ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の切り替え
(DIV、SPAN)

倍率設定によるズーム /ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

表示範囲の上限値 /下限値による
ズーム/ワイド(ジョグシャトルで設定 )

ズーム / ワイド方法の
切り替えが SPANのとき

測定項目の設定 (FV	Setup)
FV	Setup[FV 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
・	 測定対象が周波数または周期の場合

   

Frequency[ 周波数 ] または Period[ 周期 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

減速予測のON/OFF
停止予測の設定 (OFF、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10)

・	 測定対象が回転数の場合

   

Revolution[ 回転数 ](rpm)またはRevolution[ 回転数 ](rps) に設定

減速予測のON/OFF

停止予測の設定 (OFF、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10)

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

パルス / ローテートの設定

1.7　周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー /電源周波数 /パルス幅 /パルス積算 /速度 ) 測定の設定をする
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・	 測定対象がデューティーまたはパルス幅の場合

   

Duty[デューティー] または Pulse Width[ パルス幅 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング )

測定パルス (Positive、Negative) の設定

タイムアウト時間 ( 0.00001 ～ 80s) の設定 *
Function が Duty のときだけ

* 周波数モジュールが 720281 または、701281(0x04 以降 ) の場合に設定できます。

・	 測定対象が電源周波数の場合

   

Power Freq[ 電源周波数 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

センター周波数 (50Hz、60Hz、400Hz) の設定

・	 測定対象がパルス積算の場合

   

Pulse Integ[ パルス積算 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

単位 / パルスの設定

単位の設定

オーバーリミットのリセットの ON/OFF

パルスカウントのマニュアルリセットの実行

1.7　周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー /電源周波数 /パルス幅 /パルス積算 /速度 ) 測定の設定をする
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・	 測定対象が速度の場合

   

Velocity[ 速度 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

時間単位 (Hour、Minute、Second) の設定
単位の設定

距離 /パルスの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

減速予測のON/OFF

停止予測の設定 (OFF、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10)

入力条件の設定 (Input	Setup)
Input	Setup[ 入力設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 スレショルドレベルの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

プローブの種類の設定

帯域制限の設定

入力カップリングの設定

プリセット項目の設定

電圧レンジの設定

プルアップの ON/OFF

チャタリング除去の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

プリセット項目が Pull-up 5V のとき

ヒステリシス (　　、　　、　　) の設定

スロープ (　、　) の設定

プリセット項目の設定
 プリセットは、Logic 5V、Logic 3V、Logic 12V、Logic 24V、Pull-up 5V、ZeroCross( ゼロクロス )、

AC100V、AC200V、EM Pickup( 電磁ピックアップ )、User( ユーザー定義 ) の 10 項目の中から設定
します。

 設定したプリセット項目によって、設定可能な条件が異なります。 Pull-up 5V を設定したときだけ、
プルアップの ON/OFF を設定します。

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
►1.1 節参照

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
►1.1 節参照

1.7　周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー /電源周波数 /パルス幅 /パルス積算 /速度 ) 測定の設定をする
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1.8	 ロジック信号測定の設定をする

ここでは、ロジック測定に関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ ロジックビット
・ ビットマッピング
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ トレース設定 ( 入力チャネルの割り当て )
・ 垂直軸感度
・ 垂直ポジション

►機能編　「ロジック測定」

CH メニュー
CH1 ～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 ロジックビットの設定

ビットマッピングの設定

表示ラベルの設定

波形表示のON/OFF

トレースの設定►1.1 節参照

倍率設定によるズーム /ワイド ( ジョグシャトルで設定 )

Note
表示されている波形のチャネルキー (CH1 ～ CH16) が点灯します。消灯しているチャネルキーを押すと、波
形表示を ON にできます。点灯しているチャネルキーを押すと、波形表示を OFF にできます。
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ロジックビットの設定 (Logic	Bit	Setup)
Logic	Bit	Setup[ ロジック設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

各ビットの表示の ON/OFF とラベル名の設定

全ビットの表示を一括して ON

チャタリングの除去時間の設定

全ビットの表示を一括して OFF

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
►1.1 節参照

波形の垂直ポジションの設定 ( 垂直 POSITION ノブ )
►1.1 節参照

1.8　ロジック信号測定の設定をする
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1.9	 CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする
(DL850EV に適用 )

ここでは、CAN、CAN FD バス信号のモニタに関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ データフレームの読み取り
 ポート、定義ファイルの読み込み、 

CAN または CAN FD データの切り出し条件
・ 設定対象にするサブチャネルの番号 / 

サブチャネルの表示ラベル

・ 各サブチャネルのスケール
・ 各サブチャネルの表示範囲
・ 各サブチャネルの倍率設定によるズーム / ワイド
・ 1 ショット出力
・ トレース ( 入力チャネルの割り当て )
・ 全サブチャネルのスケール

►機能編　「CAN、CAN	FD バス信号のモニタ (DL850EV に適用 )」

CH メニュー
CH13～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネルの表示範囲の設定
( ジョグシャトルで設定 )

サブチャネルの
倍率設定によるズーム / ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

サブチャネルのスケール設定
(Auto、Default)

設定対象にするサブチャネルの番号を選択
( ジョグシャトルで設定 )
サブチャネルの表示ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

2/2 メニューの表示

データフレームの読み取り設定

データフレームの読み取り設定で、
Value Type が Logic のとき

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

全サブチャネルのスケール設定
(All SubChannel Auto、All SubChannel Default)

1 ショット出力を実行

1 ショット出力の設定

1/2 メニューの表示
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データフレームの読み取り設定 (CAN	Port	Configuration)
CAN	Port	Configurationのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

定義ファイルの読み込み
(.sbl ファイル )

CAN または CAN FD データの切り出し条件 / 変換条件の設定
設定する項目にジョグシャトルで移動して、SET キーを押すと、
選択肢が表示されます。サブチャネルごとに設定します。

サブチャネルの ON/OFF
サブチャネルごとに入力の ON/OFF を設定します。

トレースの設定
►1.1 節参照

表示グループの設定
(1、2、3、4)

ポートの設定

上方向への
ページ送りを実行

下方向への
ページ送りを実行

ポートの設定	(Port	Setup)
Port	Setup[ ポート設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

・	 CANバス信号のモニタ (720240	(CAN	MONITOR)、720241	(CAN	&	LIN) モジュールの場合 )

   

ビットレートの設定 (10k、20k、33.3k、50k、62.5k、66.7k、83.3k、
100k、125k、200k、250k、400k、500k、800k、1Mbps)

サンプルポイントの設定 (71％、78％、85％)
Sync Jump Width の設定 (1 ～ 4)
サンプル数の設定 (1、3)
Listen Only の ON/OFF
ターミネータの ON/OFF

・	 CANおよび CAN	FD バス信号のモニタ (720242	(CAN/CAN	FD) モジュールの場合 )

   

ビットレートの設定 (10k、20k、33.3k、50k、62.5k、66.7k、83.3k、
100k、125k、200k、250k、400k 、500k、800k、1Mbps)

データビットレートの設定 (10k、20k、33.3k、50k、62.5k、66.7k、83.3k、
100k、125k、200k、250k、400k 、500k、800k、1M、2M、3M、4M、5Mbps)

CAN FD 規格の設定 (ISO、non-ISO)

サンプルポイントの設定 (65％～ 90％)

データサンプルポイントの設定 (65％～ 90％)
Listen Only の ON/OFF
ターミネータの ON/OFF

1.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )
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1.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )

1 ショット出力の設定 (One	shot	out	Setup)
One	shot	out	Setupのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

CANフレームの1ショット出力 (720240	(CAN	MONITOR)、720241	(CAN	&	LIN)モジュールの場合)

  

メッセージ IDの設定
メッセージフォーマットの設定 (STD、XTD)

フレームの設定 (Remote、Data)
データ部のバイトサイズの設定 (0 ～ 15)*

データの設定 *

* フレームの設定が Data のときだけ

CAN または CAN	FD フレームの 1 ショット出力 (720242	(CAN/CAN	FD) モジュールの場合 )

* フレームの設定が Data のときだけ

データの設定 *
データの設定一覧を選択して SET キーを押すと、個別に
データを設定できます。
メッセージタイプと DLC の設定により、設定可能な送信
データ数が変わります。►次ページ参照

フレームの設定 (Remote、 Data)
メッセージタイプが CAN のとき
だけ設定できます。
CAN FDのときは、常にDataです。

メッセージタイプの設定
(CAN、CAN FD)

メッセージフォーマットの設定
(STD、XTD)

メッセージ ID の設定
( ジョグシャトルで設定 )

データ部のバイトサイズの設定 (0 ～ 15)*

ジョグシャトルで設定
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1.9　CAN、CAN FD バス信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )

DLC の設定値と送信データ数
	 DLC ＝ 0 ～ 8 の場合

DLC データバイト数 DLC データバイト数 DLC データバイト数
CAN CAN FD CAN CAN FD CAN CAN FD

0 0 0 1 1 1 2 2 2

3 3 3 4 4 4 5 5 5

6 6 6 7 7 7 8 8 8

	 DLC ＝ 9 以上の場合
・	 メッセージタイプが CAN のとき

DLC データバイト数
9 ～ 15 8

・	 メッセージタイプが CAN	FD のとき
DLC データバイト数 DLC データバイト数 DLC データバイト数
9 12 10 16 11 20

12 24 13 32 14 48

15 64
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1.10	 LIN バス信号のモニタの設定をする (DL850EV に
適用 )

ここでは、LIN バス信号のモニタに関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ LIN フレームの読み取り
 ポート、フレーム、 

定義ファイルの読み込み、 
LIN データの切り出し条件

・ 設定対象にするサブチャネルの番号 / 
サブチャネルの表示ラベル

・ 各サブチャネルのスケール
・ 各サブチャネルの表示範囲
・ 各サブチャネルの倍率設定によるズーム / ワイド
・ トレース ( 入力チャネルの割り当て )
・ 全サブチャネルのスケール

►機能編　「LIN バス信号のモニタ (DL850EV に適用 )」

CH メニュー
CH13～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネルの表示範囲の設定
( ジョグシャトルで設定 )

サブチャネルの
倍率設定によるズーム / ワイド
( ジョグシャトルで設定 )

サブチャネルのスケール設定
(Auto、Default)

波形表示の ON/OFF

2/2 メニューの表示

LIN フレームの読み取り設定で、
Value Type が Logic のとき

設定対象にするサブチャネルの番号を選択
( ジョグシャトルで設定 )
サブチャネルの表示ラベルの設定

LIN フレームの読み取り設定

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

全サブチャネルのスケール設定
(All SubChannel Auto、All SubChannel Default)

1/2 メニューの表示
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LIN フレームの読み取り設定 (LIN	Port	Configuration)
LIN	Port	Configurationのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 定義ファイルの読み込み
(.sbl ファイル )

LIN データの切り出し条件 / 変換条件の設定
設定する項目にジョグシャトルで移動して、SET キーを押すと、
選択肢が表示されます。サブチャネルごとに設定します。

サブチャネルの ON/OFF
サブチャネルごとに入力の ON/OFF を設定します。

トレースの設定
►1.1 節参照

表示グループの設定
(1、2、3、4)

フレームの設定

ポートの設定

上方向への
ページ送りを実行

下方向への
ページ送りを実行

ポートの設定	(Port	Setup)
Port	Setup[ ポート設定 ]のソフトキーを押します。 次の画面が表示されます。

  ビットレートの設定
(2400bps、9600bps、19200bps)

フレームの設定	(Frame	Setup)
Frame	Setup[ フレーム設定 ]のソフトキーを押します。 次の画面が表示されます。

  

設定する項目に
ジョグシャトルで移動

データ長の設定 ( ジョグシャトルで設定 )
チェックサム方式の選択 (Classic、Enhanced)

全フレーム(0～59) を一括して設定するときは、All 行の項目を設定
60 以降のフレームは一括設定できません。

Note
すべての ID が表示されます。データ読み取りをする ID のフレームの設定だけが有効になります。その他の
ID のフレームの設定は、無視されます。

1.10　LIN バス信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )
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1.11	 SENT信号のモニタの設定をする(DL850EVに適用)

ここでは、SENT 信号のモニタに関する次の設定について説明しています。
・ 波形表示の ON/OFF
・ SENT フレームの読み取り
 SENT フォーマット、エラーチャネル、入力、

SENT データの切り出し条件
・ 設定対象にするサブチャネル / サブチャネル

の表示ラベル

・ 各サブチャネルのスケール
・ 各サブチャネルの表示範囲
・ 各サブチャネルの倍率設定によるズーム / ワイド
・ エラーカウントのリセット
・ トレース ( 入力チャネルの割り当て )

►機能編　「SENT 信号のモニタ (DL850EV に適用 )」

CH メニュー
CH9～ CH16キーのいずれかを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネルの表示範囲の設定
( ジョグシャトルで設定 )

サブチャネルのスケール設定
(Auto、Default)

設定対象にするサブチャネルを選択
( ジョグシャトルで設定 )
サブチャネルの表示ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

SENT フレームの読み取り設定

サブチャネルが
1 ～ 3:FastCH、5 ～ 9:SlowCH、または5 ～ 9:SlowCH/FastCH のとき

FastCH

S&C (Stauts & Communication)

SlowCH

Error Trigger
Error Count

1:FastCH
2:FastCH
3:FastCH
4:S&C

5:SlowCH
6:SlowCH
7:SlowCH
8:SlowCH
9:SlowCH
10:Error Trigger
11:Error Count

サブチャネル データタイプ

Fast Channel Multiplexing* が ON のとき
5:SlowCH/FastCH
6:SlowCH/FastCH
7:SlowCH/FastCH
8:SlowCH/FastCH
9:SlowCH/FastCH

SlowCH または FastCH

各サブチャネルに取り込まれるデータタイプは、次のとおりです。

* Fast Channel Multiplexing については、後述の SENT フォーマットの設定 (SENT Format 
Setup) をご覧ください。
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サブチャネルの
倍率設定によるズーム/ワイド
(ジョグシャトルで設定)

サブチャネルが
4:S&C、または10:Error Triggerのとき

エラーカウントの手動リセットを実行

サブチャネルが
11:Error Countのとき

SENT フレームの読み取り設定 (SENT Port Configuration)
SENT Port Configuration のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

	
入力設定

トレースの設定
►1.1節参照

表示グループの設定
(1、2、3、4)

エラーチャネルの設定

SENTフォーマットの
設定

サブチャネルのON/OFF
サブチャネルごとに入力の ON/OFF を設定します。
データタイプが S&C の場合は、ビットごとに表示の ON/OFF を設定します。

SENT データの切り出し条件 /変換条件の設定
設定する項目にジョグシャトルで移動して、
SET キーを押すと、選択肢が表示されます。
サブチャネル、またはビットごとに設定します。

・ Fast Channel Multiplexing が ON の場合

	 	

データタイプの切り替え (FastCH、SlowCH)

データタイプ (Data Type) が FastCH のサブチャネルをタップすると、
ID 列が FC 列に変わり、FC (Frame Control) を設定できます。
データタイプが SlowCH のサブチャネルをタップすると、ID を設定できます。

1.11　SENT 信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )
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1.11　SENT 信号のモニタの設定をする (DL850EV に適用 )

SENT フォーマットの設定 (SENT	Format	Setup)
SENT	Format	Setup[SENT フォーマット設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

Clock Tickの設定(1.00～100.00µs)

Fast CHメッセージのData Nibbleの個数を設定(1～8)

Fast CHメッセージにPause Pulseを
付ける/付けないの設定(ON、OFF)

CRC方式の設定(Legacy、Recommended)

Fast Channel Multiplexing の設定 (ON、OFF)
SENT モニタモジュールのバージョンが 0x07 以降の場合に設定できます。

Slow CH のメッセージフォーマットを設定
(Short(ID 4bit + Data 8bit)、 Enhanced(ID 8bit + Data 12bit)、 
Enhanced(ID 4bit + Data 16bit))

エラーチャネルの設定 (Error	Channel	Setup)
Error	Channel	Setup[ エラーチャネル設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

エラーカウントのスタート時リセットのON/OFF
エラーカウントの手動リセットを実行

エラートリガの表示のON/OFF
エラーカウントへの積算のON/OFF

エラー検出の ON/OFF (Successive Calibration Pulses (Option2) だけ )
Fast Channel CRC、Slow Channel CRC、Nibble Value、Pulse Number
のエラー検出 (Detect) は、常に ON です。

入力設定 (Input	Setup)
Input	Setup[ 入力設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

プローブの設定(1:1、10:1)

タイムアウト時間の設定(0.1 ～ 2000.0ms)
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1.12	 全チャネル設定メニューを表示する

ここでは、全チャネルに対して、次の設定をするための方法について説明しています。
・ 入力
・ リニアスケーリング
・ コピー
・ ひずみバランス ( ひずみモジュール )

►機能編　「全チャネル設定メニューの表示 (ALL	CH)」

ALL	CH メニュー
ALL	CHキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

リニアスケーリングの設定

入力の設定

ひずみバランスの設定

指定したチャネルへのコピー

入力設定 (Setup)
Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
設定する項目にジョグシャトルで移動して、SETキーを押すと、選択肢が表示されます。

 

全チャネルを一括してON/OFF するときは、All 行の項目を設定

設定する項目にジョグシャトルで移動
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リニアスケーリングの設定 (Linear	Scale)
Linear	Scale[ リニアスケール ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

設定する項目にジョグシャトルで移動

指定したチャネルへのコピー (Copy	to)
Copy	to[ コピー ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

コピー元になるチャネルを設定

全チャネルを ON に設定
全チャネルを OFF に設定

コピー先のチャネル番号をチェック

コピーの実行

ひずみバランスの設定 (Strain	Balance)
Strain	Balance[ 歪みバランス ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 ひずみバランスを実行する
チャネルをチェック

ひずみバランスを実行

1.12　全チャネル設定メニューを表示する



1-36 IM DL850E-02JA

1.13	 水平軸 ( 時間軸 ) の設定をする

画面に表示されるグリッド 1 つ (1div) あたりの時間を設定します。
TIME/DIVノブを回して設定します。

►機能編　「水平軸」

 

HORIZONTAL TRIGGER 
TIME / DIV MODE POSITION / DELAY 

ACTION 

MANUAL TRIG SIMPLE / ENHANCED 

TRIG’D 

TIME/DIV ノブ

TIME/DIV の画面表示
波形取り込みストップ中に TIME/DIV ノブを回すと、TIME/DIV の画面表示は、上段が表示波形に対応
する現在の TIME/DIV、下段が変更した TIME/DIV になります。変更した TIME/DIV は、次にスタート
したときに有効になります。

 

上段：アクイジションモード
下段：表示波形に対応する現在の TIME/DIV

上段：表示波形に対応する現在の TIME/DIV
下段：次にスタートしたときに有効になる TIME/DIV

TIME/DIV ノブを回す
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2.1	 トリガモードを設定する

ここでは、表示波形を更新するときの次の設定について説明しています。
・ トリガモード

►機能編　「トリガモード (Mode)」

MODE メニュー
MODEキーを押します。次のメニューが表示されます。

 
トリガモードの設定

取り込み回数の設定 *

*  SingleN のときに表示

トリガモードの設定 (Mode)
Auto：  約 50ms のタイムアウト時間内にトリガ条件が成立すると、トリガ発生ごとに表示波形

を更新します。タイムアウト時間を過ぎてもトリガ条件が成立しないときは、表示波形
を自動更新します。表示がロールモードになる時間軸設定のときは、ロールモード表示
になります。

Auto Level：  約 1s のタイムアウト時間内にトリガがかかったとき、オートモードと同じ動作で波形を
表示します。タイムアウト時間が過ぎてもトリガがかからなかったときは、トリガレベル
を自動的にトリガソースの振幅の中央値に変更してトリガをかけ、表示波形を更新します。

Normal：  トリガ条件が成立したときだけ波形の表示を更新します。
Single：  トリガ条件が成立すると、1 回だけ表示波形を更新し波形の取り込みをストップします。

表示モードがロールモードになる時間軸設定領域では、ロールモード表示になります。ト
リガがかかり、設定したレコード長のデータの取り込みが終了すると、表示波形が停止し
ます。

SingleN：  設定した回数だけ、トリガ条件が成立するたびに波形を取り込んだあと、取り込みをストッ
プして、取り込んだ全波形を表示します。トリガがかからないときは表示を更新しません。

On Start：  トリガ設定にかかわらず、START キーを押したときに 1 回だけ表示波形を更新し波形の
取り込みをストップします。表示がロールモードになる時間軸設定のときは、ロールモー
ド表示になります。設定したレコード長のデータの取り込みが終了すると、表示波形が停
止します。

第 2章	 トリガ
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2.2	 トリガポジション / トリガディレイを設定する

ここでは、表示波形を更新するときの次の設定について説明しています。
・ トリガポジション
・ トリガディレイ

►機能編　「トリガポジション (Position)」
「トリガディレイ (Delay)」

POSITION/DELAY メニュー
POSITION/DELAYキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

トリガポジションの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

トリガディレイの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

トリガポジションを 10％に設定

トリガポジションを 50％に設定

トリガポジションを 90％に設定
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2.3	 トリガホールドオフを設定する

ここでは、表示波形を更新するときの次の設定について説明しています。
・ ホールドオフ時間

►機能編　「トリガホールドオフ (Hold	Off)」

SIMPLE/ENHANCED メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

トリガホールドオフの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

ホールドオフ時間の設定 (Holdoff)
一度トリガ条件が成立したあと、設定した期間内にトリガ条件が成立しても、トリガがかからないよ
うにする設定です。
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2.4	 エッジトリガをかける [Simple]

ここでは、アナログ信号をトリガソースにして、エッジでトリガをかけるときの次の設定について説
明しています。

・ トリガソース
・ トリガスロープ
・ トリガレベル
・ トリガヒステリシス

►機能編　「シンプルトリガ (Simple)」、「トリガソース (Source)」
「トリガスロープ (Slope)」、「トリガレベル (Level)」

「トリガヒステリシス (Hysteresis)」

SIMPLE_CH メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Simple[ シンプル ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Simple に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガソースの設定

トリガスロープの設定 (　 、  　、　　)

トリガレベルの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

トリガヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

トリガソースの設定 (Source)
Source[ ソース ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネルを設定

ソースビットを設定

エラー項目を設定

16CH VOLT、
16CH TEMP/VOLT、
CAN、 CAN FD、 LIN

SENT
ソースチャネルを設定
(CH1 ～ CH16、16CH VOLT、
16CH TEMP/VOLT、CAN、
CAN FD、LIN、SENT)

* 装着しているモジュール、波形表示 (Display) の ON/OFF、表示ラベルの設定によって、表示される選択肢が
異なります。CAN、CAN FD、LIN、SENT の場合、入力 (Input) が OFF のサブチャネルは、選択できません。

2.4「エッジトリガ」でア
ンカーをはる
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2.5	 時刻 ( タイマ ) トリガをかける [Simple]

ここでは、日付時刻でトリガをかけるときの設定について説明しています。
►機能編　「時刻 (Time)」、「トリガソース (Source)」

SIMPLE_Time メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Simple[ シンプル ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Simple に設定

トリガソースを Time に設定

日付時刻の設定

時間間隔の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

日付時刻の設定 (Date/Time	Setting)
Date/Time	Setting[ 日時設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

日付 /時刻を確定

日付 /時刻の設定
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2.6	 外部トリガをかける [Simple]

ここでは、外部信号でトリガをかけるときの設定について説明しています。
►機能編　「外部信号 (External)」、「トリガソース (Source)」

「トリガスロープ (Slope)」

SIMPLE_External メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Simple[ シンプル ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Simple に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガソースを External に設定

トリガスロープの設定 (　 、  　)
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2.7	 商用電源信号でトリガをかける [Simple]

ここでは、商用電源信号でトリガをかけるときの設定について説明しています。
►機能編　「商用電源信号 (Line)」、「トリガソース (Source)」

SIMPLE_Line メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Simple[ シンプル ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Simple に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガソースを Line に設定
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2.8	 ロジックトリガをかける [Simple]

ここでは、ロジック信号をトリガソースにして、エッジでトリガをかけるときの次の設定について説
明しています。

・ トリガソース
 ソースビット

・ トリガスロープ
►機能編　「シンプルトリガ (Simple)」、「トリガソース (Source)」

「トリガスロープ (Slope)」

SIMPLE_CH メニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Simple[ シンプル ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Simple に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガソースの設定

トリガスロープの設定 (　 、  　)

トリガソースの設定 (Source)
Source[ ソース ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 ソースチャネルを設定
( ジョグシャトル＋SET キー )

ソースビットを設定
( ジョグシャトル＋SET キー )
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2.9	 A->B(N) トリガをかける [Enhanced]

ここでは、A->B(N) トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ ステート条件 B の成立回数
・ トリガ条件

►機能編　「A	->	B(N)	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_A->B(N) トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを A->B(N) に設定

ステート条件 /トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ステート条件の成立条件の設定
(Enter、Exit)

ステート条件 B の成立回数の設定

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))
トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定

2.9「エンハンストトリガ」でア
ンカーをはる
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2.10	 A	Delay	B トリガをかける [Enhanced]

ここでは、A Delay B トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ ディレイ時間
・ トリガ条件

►機能編　「A	Delay	B	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_A	Delay	B トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを A Delay B に設定

ステート条件 / トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ステート条件の成立条件の設定
(Enter、Exit)

ディレイ時間の設定

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))
トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定



2-11IM DL850E-02JA

2.11	 Edge	On	A トリガをかける [Enhanced]

ここでは、Edge On A トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ エッジ検出の条件
・ トリガ条件

►機能編　「Edge	On	A	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_Edge	On	A トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを Edge On A に設定

ステート条件 / トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ステート条件の成立条件の設定
(True、False)

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 、 ー )

トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定
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2.12	 OR	トリガ /AND トリガをかける [Enhanced]

ここでは、OR トリガ /AND トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ エッジ検出の条件 ( OR トリガ )
・ 成立条件 (AND トリガ )
・ トリガ条件

►機能編　「OR	トリガ (Enhanced)」、「AND	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_OR トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプをORに設定

ステート条件 /トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

レベル幅の設定
( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

エッジ検出条件の設定 (　  、　  、IN、OUT、ー )
トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定
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ENHANCED_AND トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを ANDに設定

ステート条件 /トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

レベル幅の設定
( 成立条件が IN または OUT のとき )

成立条件の設定 (H、L、IN、OUT、ー )
トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定

2.12　OR	トリガ /ANDトリガをかける [Enhanced]
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2.13	 周期トリガをかける [Enhanced]

ここでは、周期トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ ステート条件
・ 判定モード
・ 判定時間
・ トリガ条件

►機能編　「Period	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_Period トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを Period に設定

ステート条件 /トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))
トリガレベルの設定

判定モードの設定

判定時間の設定 *

*　判定モードが T1 < T < T2、または T < T1, T2 <T のときは、T1、T2 を設定
判定モードが T < Time、または T >Time のときは、Time を設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定
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判定モードの設定 (Mode)
 周期 T と設定した判定時間 (Time または T1/T2) の関係が、どのようなときにトリガをかけるかを

選択します。
T	<	Time 周期 T が、設定した判定時間 Time より短いとき
T	>	Time 周期 T が、設定した判定時間 Time より長いとき
T1	<	T	<	T2 周期 T が、設定した 2 つの判定時間の T1 より長く T2 より短いとき
T	<	T1,	T2	<T 周期 T が、設定した 2 つの判定時間の T1 より短いか、または T2 より長いとき

2.13　周期トリガをかける [Enhanced]
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2.14	 パルス幅トリガをかける [Enhanced]

ここでは、パルス幅トリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ トリガソース
・ ステート条件
・ 判定モード
・ 判定時間
・ トリガ条件

►機能編　「Pulse	Width	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_Pulse	Width	トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを Pulse Width に設定

ステート条件 / トリガ条件の設定

ステート条件 / トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))
トリガレベルの設定

判定モードの設定

判定時間の設定 *

*　判定モードが B Between のときは、T1、T2 を設定
判定モードが B < Time、B >Time、または B TimeOut のときは、Time を設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力やサブチャネルがあるモジュール
の場合、メニューを展開してビットまたはサブ
チャネルごとに設定
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判定モードの設定 (Mode)
 ステート条件 B の成立時間と設定した判定時間 (Time または T1/T2) の関係が、どのようなときに

トリガをかけるかを選択します。
B	<	Time 成立時間が、設定した判定時間 Time より短いとき、ステート条件が成立しなくなった時点でト

リガ
B	>	Time 成立時間が、設定した判定時間 Time より長いとき、ステート条件が成立しなくなった時点でト

リガ
B	TimeOut 成立時間が、設定した判定時間 Time より長くなった時点でトリガ
B	Between 成立時間が、設定した 2 つの判定時間の T1 より長く T2 より短いとき、ステート条件が成立し

なくなった時点でトリガ

2.14　パルス幅トリガをかける [Enhanced]
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2.15	 ウェーブウィンドウトリガをかける [Enhanced]

ここでは、ウェーブウィンドウトリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ 対象チャネル
 許容幅、サイクル周波数、参照周期

・ 同期チャネル
・ トリガ条件

►機能編　「Wave	Window	トリガ (Enhanced)」

ENHANCED_Wave	Window	トリガメニュー
SIMPLE/ENHANCEDキー > Setting[ 設定 ]のソフトキーを押して、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
次のメニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガホールドオフの設定►2.3 節参照

トリガタイプを Wave Window に設定

トリガ条件の設定

トリガ条件の設定 (Set	Pattern)
Set	Pattern[ パターン設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

対象チャネルの設定 (ON、OFF)
許容幅の設定

サイクル周波数の設定

参照周期の設定

同期チャネルの設定 (Auto、CH1 ～ CH16)

開始点 / 終了点の検知レベルと
検知ヒステリシスの設定 *

*　同期チャネルが CH1 ～ CH16 のときだけ
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2.16	 手動でトリガをかける ( マニュアルトリガ )

►機能編　「トリガの種類 (Type)」
MANUAL	TRIGキーを押します。

2.16「マニュアルトリガ」で
アンカーをはる
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第 3章	 波形の取り込み

3.1	 波形の取り込み条件を設定する

ここでは、波形の取り込みをするときの次の設定について説明しています。
・ レコード長
・ アクイジションモード
・ トリガモード
・ 波形取り込み回数
・ タイムベース

►機能編　「波形の取り込み」

ACQUIRE メニュー
ACQUIREキーを押します。次のメニューが表示されます。

・	 アクイジションモードをNormal[ ノーマル ]、Envelope[ エンベロープ ]、BoxAverage[ ボックス
アベレージ ]	にした場合

  

タイムベースの設定 (Int、Ext)

波形取り込み回数の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

トリガモードの設定

アクイジションモードをNormal( ノーマル )、Envelope( エンベロープ )、
BoxAverage( ボックスアベレージ ) に設定

レコード長の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

・	 アクイジションモードを Average[ アベレージ ] にした場合

	 	

タイムベースの設定 (Int、Ext)

波形取り込み回数の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

減衰定数の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

トリガモードの設定

アクイジションモードを Average( アベレージ ) に設定

レコード長の設定 ( ジョグシャトルで設定 )
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3.1　波形の取り込み条件を設定する

アクイジションモードの設定 (Mode)
Normal：   サンプリングしたデータに特別な処理をしていない波形を表示します。波形取り込み回

数をジョグシャトルで設定します。
Envelope：   エンベロープモードで波形を表示します。波形取り込み回数をジョグシャトルで設定し

ます。
BoxAverage：  ボックスアベレージ処理をした波形を表示します。波形取り込み回数をジョグシャトル

で設定します。
Average：   アベレージング処理をした波形を表示します。減衰定数またはアベレージ回数をジョグ

シャトルで設定します。

トリガモードの設定 (Trigger	Mode)
表示波形を更新する条件を設定します。MODE キーと同じ操作です。►2.1 節参照
次の中から設定します。
 Auto( オート )、AutoLevel( オートレベル )、Normal( ノーマル )、Single( シングル )、 

SingleN(N シングル )、On Start( 即時スタート )
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3.2	 波形の取り込みをスタート / ストップする

波形の取り込み (START/STOP)
START/STOPキーを押します。波形の取り込みが実行 / 停止されます。
キーが点灯しているときが、波形の取り込み中です。

►機能編　「波形の取り込み (START/STOP)」
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3.3	 デュアルキャプチャ機能を使う

ここでは、デュアルキャプチャするときの波形の次の設定について説明しています。
・ デュアルキャプチャ機能の ON/OFF
・ キャプチャ波形の設定
 水平軸、キャプチャ時のレコード長、キャプチャ時のトリガモード、波形取得後のアクション

・ 取得した波形を指定して表示
・ 取得した波形の一覧表示から波形を指定して表示
・ ズーム率
・ キャプチャ波形の表示枠の ON/OFF
・ 画面上に占めるメイン波形の割合
・ 表示枠のレイアウト
・ キャプチャ波形表示の表示フォーマット
・ イベント波形の表示の ON/OFF
・ キャプチャ波形の表示枠に表示するチャネル

►機能編　「デュアルキャプチャのON/OFF(Mode)」

DUAL	CAPTURE メニュー
SHIFT+ACQUIRE(DUAL CAPTURE) キー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次の
メニューが表示されます。

 キャプチャ波形のリスト表示

キャプチャ波形の表示番号の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

キャプチャ波形の取り込み条件の設定

デュアルキャプチャ機能をONに設定

キャプチャ波形表示のON/OFF

2/2 メニューの表示

ズーム率 /ポジションの設定 ( ジョグシャトルで設定 )

Note
アクイジションモードが Average[ アベレージ ] の場合、デュアルキャプチャ機能は使用できません。



3-5IM DL850E-02JA

3.3　デュアルキャプチャ機能を使う

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 イベント表示のON/OFF

キャプチャ画面の表示フォーマットの設定
(Main、1、2、3、4、5、6、8、12、16( ジョグシャトルで設定 ))

画面レイアウトの設定 (Side、Vertical)

メイン波形の表示割合の設定 (50%、20％、0％)

アロケーション ( キャプチャ画面に表示するチャネル ) の設定

1/2 メニューの表示

キャプチャ波形の設定 (Capture	Setup)
Capture	Setup[ キャプチャ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 キャプチャモードの設定 (Auto、On Start)

水平軸の設定
キャプチャ長の設定 (5k、10k、25k、50k、100k、250k、500k)
キャプチャ波形の最大取得数 *

波形取得後のアクションを設定►12.1 節参照

*　メモリ、内蔵 HDD オプションの有無によって異なります。
アクションを設定するときにチェック

キャプチャ波形のリスト表示 (List)
List[ リスト ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

ジョグシャトルでスクロール可

上からタイムスタンプが新しい順に表示
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3.3　デュアルキャプチャ機能を使う

キャプチャ対象波形の設定 (Allocation)
Allocation[ アロケーション ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

表示するチャネルをチェック

一括してチェックする

一括してチェックを外す
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3.4	 ハードディスク記録をする ( オプション )

ここでは、オプションのハードディスクにデータを保存するときの次の設定について説明しています。
・ ハードディスク記録の ON/OFF
・ 記録データの保存先、ファイル名
・ ファイルの分割

►機能編　「波形の取り込み」
「ハードディスク記録 (HD	Recording、オプション )」

ACQUIRE メニュー
ACQUIREキー > HD	Recording[ ハードディスク記録 ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメ
ニューが表示されます。
( フロントパネルの HDD RECORDING の LED が点灯し、ハードディスクに記録できる状態になります。)

 

記録データファイルの設定

ハードディスク記録をONにする

記録データファイルの設定 (HD	Recording	Setup)
HD	Recording	Setup[ ハードディスク記録設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示され
ます。

 

オートネーミングの設定 (Numbering、Date)►16.4 節
ファイル名の設定
コメントの設定

ファイル分割のON/OFF
分割数の設定

ハードディスク記録 (START/STOP)
START/STOPキーを押します。波形の取り込みとハードディスク記録が開始されます。もう一度
START/STOPキーを押して波形の取り込みを中止すると、設定した記録時間内でも、ハードディスク
記録は中止されます。
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3.4　ハードディスク記録をする ( オプション )

	 注	 意
・. ハードディスク記録中に電源が遮断された場合、ハードディスクが破損する恐れがありま

す。ハードディスクの必要なデータをバックアップした後、ハードディスクをフォーマッ
トしてください。

・. ハードディスク記録中は、本機器やハードディスクに振動を与えないでください。ハード
ディスクが破損したり、ハードディスク記録が正常に動作しなくなる可能性があります。

・. ハードディスク記録中は、画面中央でアイコン が点滅します。このアイコンが点滅表
示している間は、周辺機器接続用 USB コネクタに USB ストレージメディアを挿入しない
でください。本機器が動作しなくなったり、ハードディスク記録中のデータが破損する可
能性があります。

Note
データの保存方法については、16 章をご覧ください。
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第 4章	 画面表示

4.1	 画面表示条件を設定する

ここでは、画面表示するときの次の設定について説明しています。
・ 表示フォーマット
・ エキストラウィンドウ
・ グリッド
・ スケール値表示の ON/OFF

・ 波形の配置と表示色
・ ラベルの ON/OFF
・ 表示補間方式

►機能編　「画面表示」

DISPLAY メニュー
DISPLAYキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

波形の配置と表示色の設定

スケール値表示の ON/OFF

エキストラウィンドウの設定 (OFF、1、2、3、4、5、6、7、8、Auto)

グリッドの設定 ( 点線、十字線、フレーム )

2/2 メニューの表示

表示グループの設定 (1、2、3、4)

表示フォーマットの設定 (Group 1*、1( 分割なし )、2、3、4、5、6、8、12、16)

*　選択肢 Group 1 は、表示グループ 2 ～ 4 を選択したときに表示されます。

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

トレースラベル表示のON/OFF

1/2 メニューの表示

補間方式の設定 (OFF、Sine、Line、Pulse)
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波形の配置と表示色の設定 (Trace	Setup)
Trace	Setup[ トレース設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

配置する波形の設定
表示色の設定

配置方法の設定 (Auto、User)

表示グループを選択

指定グループの
すべての設定をクリア

表示が ON の波形だけ
を自動的に再割り当て

配置方法の設定が User のとき、各チャネルの波形を
分割画面の何番目に表示するかを設定 (1 ～ 16)

マッピングリスト

4.1　画面表示条件を設定する
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4.2	 アキュムレート表示をする

ここでは、アキュムレート ( 重ね描き ) 表示するときの次の設定について説明しています。
・ 重ね描き表示の ON/OFF
・ アキュムレート回数

►機能編　「アキュムレート (Accumulate)」

DISPLAY メニュー
DISPLAYキー > Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 Accumulate を ONに設定
アキュムレート回数の設定 (Infinite、2、4、8、16、32、64、128)
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4.3	 マニュアルイベントを表示する

ここでは、マニュアルイベントを表示するときの次の設定について説明しています。
・ マニュアルイベント表示の ON/OFF

►機能編　「マニュアルイベント (Manual	Event)」

DISPLAY メニュー
DISPLAY キー	>	Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

マニュアルイベントの表示のON/OFF
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4.4	 チャネル情報 / 数値モニタを表示する

ここでは、チャネル情報 / 数値モニタを表示するときの次の設定について説明しています。
・ チャネル情報 / 数値モニタの表示エリアサイズ
・ チャネル情報の表示
・ 数値モニタの表示
・ 波形表示エリアの拡張

►機能編　「チャネル情報 /数値モニタの表示エリアのサイズ (Ch.	Infomation)」

DISPLAY メニュー
DISPLAYキー >	Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

チャネル情報 /数値モニタの表示エリアサイズの設定
(Full、Narrow、Wide)

チャネル情報 / 数値モニタの表示エリアサイズの設定
Full： 全画面がチャネル情報の表示エリアになります。
Narrow： 設定メニューと同じ幅がチャネル情報の表示エリアになります。
Wide： 全画面の右半分がチャネル情報の表示エリアになります。

チャネル情報の表示
設定メニューが表示されている状態で、ESCキーを 2 回押します。画面右側に表示されている設定メ
ニューが消えて、表示が ON になっているチャネルの主要な情報が表示されます。

数値モニタの表示
チャネル情報が表示されている状態で、ESCキーを押します。チャネル情報が消えて、表示が ON になっ
ているチャネルの数値モニタが表示されます。

波形表示エリアの拡張
数値モニタが表示されている状態で、ESCキーを押します。数値モニタが消えて、波形表示エリアが
横方向に拡張されます。
再度、ESC キーを押すと、チャネル情報が表示されます。
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4.5	 スナップショット / クリアトレースをする

►機能編　「スナップショット (SNAPSHOT)」
「クリアトレース (CLEAR	TRACE)」

SNAPSHOTキーを押します。現在表示されている波形がスナップショット波形として、白く画面に残
ります。クリアトレースが実行されるまで、スナップショット波形は画面に残ります。

CLEAR	TRACEキーを押します。画面表示されているすべての波形が消去されます。

Note
SHIFT+SNAPSHOTキーを押すと、スナップショット波形だけをクリアできます。
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第 5章	 XY 表示

5.1	 XY 波形を表示する

ここでは、XY 波形の表示をするときの次の設定について説明しています。
・ XY 波形表示の ON/OFF、 対象波形
・ 表示範囲
・ ペンマーカーの ON/OFF
・ スタート時クリアトレースの ON/OFF
・ Main ウィンドウの表示
・ 画面レイアウト
・ 表示結合の ON/OFF
・ 補間
・ 波形表示に使用するデータ点数

►機能編　「X-Y 波形の表示」

X-Y メニュー
SHIFT+DISPLAY(X-Y) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 開始点 / 終了点の設定

ペンマーカーの ON/OFF

スタート時の波形消去の ON/OFF

X-Y ウィンドウの表示の ON/OFF

Window1、Window2 のどちらを設定するかを選択

2/2 メニューの表示

XY1 ～ 4 (XY5 ～ 8) 波形の表示 ON/OFF と対象波形の設定

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押して、2/2 メニューを表示します。

 補間方式の設定 (OFF、Line)

メイン画面の表示割合の設定 (50％、20%、0%)

画面レイアウトの設定 (Side、Vertical)

1/2 メニューの表示

波形表示に使用するデータ点数の設定 (2k、100k)

2 つのウィンドウ (Window1/Window2) を重ねて表示する (ON)/ しない (OFF) の設定
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XY1 ～ 4(XY5 ～ 8) 波形の表示 ON/OFF と対象波形の設定 (Setup)
Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

XY 波形表示の ON/OFF
X 軸の対象波形の設定

Y 軸の対象波形の設定

5.1　XY 波形を表示する
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第 6章	 波形のズーム

6.1	 波形をズームする

ここでは、波形のズームをするときの次の設定について説明しています。
・ ズームボックス
・ ズームの ON/OFF
・ ズーム位置
・ Main ウィンドウの表示
・ 画面レイアウト

・ 表示フォーマット
・ オートスクロール
・ ズーム対象波形
・ 波形パラメータの自動測定範囲の変更
・ ズーム率

►機能編　「波形のズーム」

ZOOM メニュー
ZOOMキーを押します。次のメニューが表示されます。
画面上にズームウィンドウが表示されていない状態で ZOOMキーを押すと、自動的にズームボックス 1
が ON(Zoom1 ON) になります。

 ズーム位置の設定

ズーム位置を最新の位置に移動

ズームウィンドウの表示のON/OFF

Zoom1、Zoom2 のどちらを設定するかを選択

2/2 メニューの表示

ズームボックス1とズームボックス2の
両方がONになっているとき

表示フォーマットの設定
(Main、1、2、3、4、5、6、8、12、16)

Zoom2 を ONにした場合

 

Zoom2 ウィンドウの表示をONに設定

ズーム対象ウィンドウの設定 (Main、Zoom1)

Zoom2 を選択

ズーム対象ウィンドウがMain のときだけ設定可能

2/2 メニューの表示
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6.1　波形をズームする

Next[ 次メニュー ]のソフトキーを押して、2/2 メニューを表示します。

 ズーム対象波形の設定

波形パラメータの自動測定範囲の変更

オートスクロールの設定

1/2 メニューの表示

メイン画面の表示割合の設定 (50％、20%、0%)

画面レイアウトの設定 (Side、Vertical)

ズームボックス1とズームボックス2の
両方がONになっているとき

オートスクロールの設定 (Auto	Scroll)
Auto	Scroll[ オートスクロール ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

オートスクロールを停止

右方向にスクロール

左方向にスクロール

Main ウィンドウの右端をズーム

Main ウィンドウの左端をズーム

スクロールスピードの設定

対象ズームボックスの設定
( 設定可能なズームボックスが表示される )

ズーム対象波形の設定 (Allocation)
Allocation[ アロケーション ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

ズーム対象波形にチェック ( 設定可能な波形が表示される )

一括してチェックする

一括してチェックを外す
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6.1　波形をズームする

ズーム率 (MAG ノブ )
MAGノブでズーム率を設定します。
Z1、Z2 インジケータのうち点灯しているインジケータのウィンドウの波形が、MAGノブの対象です。
MAGノブは、プッシュスイッチ付きのノブです。ノブを押して Z1、Z2 のどちらか、または両方のイ
ンジケータを点灯させると、ズーム率を設定できます。Z1 と Z2 の両方のインジケータを点灯させると、
2 つのウィンドウを同時に同率でズームできます。

 

MAG ZOOM POSITION

SEARCH

PUSH PUSHZ  1 Z  2

ズーム POSITION ノブ

MAGノブ
ズームウィンドウのインジケータ

ズーム位置の設定 ( ズーム POSITION ノブ )
ズーム POSITIONノブでズーム率を設定します。
Z1、Z2 インジケータのうち点灯しているインジケータのウィンドウの波形が、ズーム POSITIONノブ
の対象です。
ズーム POSITIONノブは、プッシュスイッチ付きのノブです。ノブを押して Z1、Z2 のどちらか、ま
たは両方のインジケータを点灯させると、ズーム位置を設定できます。Z1 と Z2 の両方のインジケー
タを点灯させると、2 つのウィンドウを同時に同率でズーム位置を設定できます。
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第 7章	 カーソル測定

7.1	 水平カーソル (Horizontal) で測定する

ここでは、水平カーソルで測定するときの次の設定について説明しています。
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ 測定項目
・ 測定対象ウィンドウ

►機能編　「水平カーソル (Horizontal)-T-Y 波形」
「水平カーソル (Horizontal)(X-Y)」

「X-Y ウィンドウの表示ON/OFF(Display)」

CURSOR_Horizontal メニュー
CURSORキー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Horizontal[ 水平 ]のソフトキーを押します。次のメ
ニューが表示されます。

 

カーソルの種類をHorizontal に設定

測定対象波形の設定

カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

測定項目の設定

カーソル測定をするウィンドウの設定 (T-Y、X-Y)*

*　X-Y ウィンドウの表示を ON にしているときだけ選択可能

測定する項目をチェック

測定対象波形の設定 (Trace)
カーソル測定の対象ウィンドウによって、選択できる波形が異なります。

・ T-Y：CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1 ～ Math8
・ X-Y：XY1 ～ XY8
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7.2	 垂直カーソル (Vertical) で測定する

ここでは、垂直カーソルで測定するときの次の設定について説明しています。
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ 測定項目
・ 測定対象ウィンドウ

►機能編　「垂直カーソル (Vertical)-T-Y 波形」
「垂直カーソル (Vertical)(X-Y)」

「X-Y ウィンドウの表示ON/OFF(Display)」

CURSOR_Vertical メニュー
CURSORキー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Vertical[ 垂直 ]のソフトキーを押します。次のメニュー
が表示されます。

 

カーソルの種類を Vertical に設定

測定対象波形の設定

カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

測定項目の設定

カーソル測定をするウィンドウ
の設定 (T-Y、X-Y)*

*　X-Y ウィンドウの表示を ON にしているときだけ選択可能

測定する項目をチェック

対象ウィンドウが T-Y のとき

対象ウィンドウが X-Y のとき *

指定したズームウィンドウの中心にカーソルをジャンプ
(Cursor1 to Zoom1、Cursor1 to Zoom2、Cursor2 to Zoom1、Cursor2 to Zoom2)

測定対象波形の設定 (Trace)
カーソル測定の対象ウィンドウによって、選択できる波形が異なります。

・ T-Y： All、 CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1 ～ Math8
・ X-Y：XY1 ～ XY8
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7.3	 マーカーカーソル (Marker) で測定する

ここでは、マーカーカーソルで測定するときの次の設定について説明しています。
・ カーソルの種類 ・ マーカーの表示形式
・ 測定対象波形 ・ 測定項目
・ カーソル位置  ・ 測定対象ウィンドウ

►機能編　「マーカーカーソル (Marker)-T-Y 波形」
「マーカーカーソル (Marker)(X-Y)」
「マーカーカーソル (Marker)(FFT)」

「X-Y ウィンドウの表示ON/OFF(Display)」、「FFT	の ON/OFF(Display)」

CURSOR_Marker メニュー
CURSORキー > Type[タイプ]のソフトキー > Marker[マーカ]のソフトキーを押します。次のメニュー
が表示されます。

 

測定対象波形の設定

カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

測定項目の設定

カーソル測定をする
ウィンドウの設定
(T-Y、X-Y、FFT)*

*　X-Y ウィンドウ、または FFT ウィンドウの表示を ON にしているときだけ選択可能

測定する項目をチェック

対象ウィンドウが T-Y または FFT のとき *

対象ウィンドウが X-Y のとき *

カーソルの種類を Marker に設定

マーカーの表示形式
の設定 (Mark、Line)

使用するマーカーカーソルを選択
(Marker1 X、Marker2 +、Marker3 Y、Marker4 Y)

指定したズームウィンドウの中心にカーソルをジャンプ (To Zoom1、To Zoom2)

測定対象波形の設定 (Trace)
カーソル測定の対象ウィンドウによって、選択できる波形が異なります。

・ T-Y： OFF、 CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1 ～ Math8
・ X-Y：OFF、XY1 ～ XY8
・ FFT：OFF、FFT1、FFT2
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7.4	 角度カーソル (Degree) で測定する

ここでは、角度カーソルで測定するときの次の設定について説明しています。
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ 基準角度
・ 基準カーソル
・ 測定項目

►機能編　「角度カーソル (Degree)-T-Y 波形」

CURSOR_Degree メニュー
CURSORキー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Degree[ 角度 ]のソフトキーを押します。次のメニュー
が表示されます。

 

測定する項目をチェック

カーソルの種類を Degree に設定

カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

基準角度の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

基準カーソルの設定
( ジョグシャトルで設定 )

測定項目の設定

指定したズームウィンドウの中心にカーソルをジャンプ
(Cursor1 to Zoom1、Cursor1 to Zoom2、Cursor2 to Zoom1、Cursor2 to Zoom2)

測定対象波形の設定 (All、CH1 ～ CH16、16CH VOLT、16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8)
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7.5	 水平＆垂直カーソル (H	&	V) で測定する

ここでは、水平＆垂直カーソルで測定するときの次の設定について説明しています。
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ 垂直カーソル位置
・ 水平カーソル位置
・ 測定項目
・ 測定対象ウィンドウ

►機能編　「水平＆垂直カーソル (H&V)-T-Y 波形」
「水平＆垂直カーソル (H&V)(X-Y)」

「X-Y ウィンドウの表示ON/OFF(Display)」

CURSOR_H	&	V メニュー
CURSORキー > Type[ タイプ ]のソフトキー > H	&	V[ 水平 &垂直 ]のソフトキーを押します。次のメ
ニューが表示されます。

 

カーソルの種類を H & V に設定

垂直カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

水平カーソル位置の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

測定項目の設定

測定対象波形の設定

測定する項目をチェック対象ウィンドウが X-Y のとき *

対象ウィンドウが T-Y のとき

指定したズームウィンドウの中心に垂直カーソルをジャンプ
(Cursor1 to Zoom1、Cursor1 to Zoom2、Cursor2 to Zoom1、Cursor2 to Zoom2)

カーソル測定をする
ウィンドウの設定
(T-Y、X-Y)*

*　X-Y ウィンドウの表示を ON にしているときだけ選択可能

測定対象波形の設定 (Trace)
カーソル測定の対象ウィンドウによって、選択できる波形が異なります。

・ T-Y：CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1 ～ Math8
・ X-Y：XY1 ～ XY8
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7.6	 ピークカーソル (Peak) で測定する

ここでは、ピークカーソルで測定するときの次の設定について説明しています。ピークカーソルは、
FFT ウィンドウが表示されているときに使用できます。

・ 測定対象ウィンドウ
・ カーソルの種類
・ 測定範囲
・ 測定項目

►機能編　「ピークカーソル (Peak)」、「FFT	の ON/OFF(Display)」

CURSOR_Peak メニュー
1. 	 CURSORキー > Select	Window[ウィンドウ選択]のソフトキー >FFTのソフトキーを押します。

次のメニューが表示されます。

  

カーソル測定をするウィンドウを FFT に設定

2.  Type[ タイプ ]のソフトキー >Peakのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

   

カーソルの種類を Peak に設定

測定項目の設定
測定する項目をチェック

FFT1 の測定範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )　

FFT2 の測定範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )　

Note
ユーザー定義演算 ( オプション ) 付きでないモデルでは、FFT2 の測定範囲の FFT2 Range1/FFT2 Range2、測
定項目の F2、Y2 は表示されません。
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第 8章	 波形パラメータの自動測定

8.1	 波形パラメータを自動測定する

ここでは、波形パラメータの自動測定をするときの次の設定について説明しています。
・	 自動測定の ON/OFF
・	 対象波形と測定項目
・	 ディレイの設定
・	 周期測定の ON/OFF
・	 時間測定の基準レベル
・	 測定対象ウィンドウと測定範囲

►機能編　「波形パラメータの自動測定」

MEASURE メニュー
MEASUREキー	>	Mode[ モード ]のソフトキー	>	ONのソフトキーを押します。次のメニューが表示
されます。

	

対象波形と測定項目の設定

自動測定のON/OFF

測定範囲の設定

サイクルモードのON/OFF

対象波形と測定項目の設定 (Measure	Setup)
Measure	Setup[ 測定項目 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

	

測定項目の設定

ディレイの設定

時間測定の基準レベル

測定対象波形の設定 *
(CH1 ～ CH16、16CH VOLT、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、
LIN、SENT、Math1 ～ Math8、XY1 ～ XY8)

*	 Trace にロジック波形を選択した場合は、対象ビットまたはサブチャネルを選択するメニューが開
きます。Trace に設定するビットまたはサブチャネルを選択してください。
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8.1　波形パラメータを自動測定する

測定項目の設定 (Item)
	 Item[ 項目 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

測定する項目をチェック

すべての測定項目を
OFF に設定

指定したチャネルへ
のコピー

・ 対象波形が CH1 ～ CH16、16CH VOLT、16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8 の場合

・ 測定対象がロジック波形の場合

・ 対象波形が XY1 ～ XY8 の場合

指定したチャネルへのコピー (Copy	to)
	 Copy	to[ コピー ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

すべてのチャネルを選択

Item で設定した内容のコピーを実行

すべてのチャネルの選択を解除

コピー先のチャネルをチェック
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8)
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8.1　波形パラメータを自動測定する

時間測定の基準レベルの設定 (Detail	Parameter)
	 Detail	Parameter[ パラメータ詳細 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

基準レベルの設定単位の設定 (%、Unit)

ディスタル値の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

メシアル値の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

プロキシマル値の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

High/Low レベルの設定 (Auto、Max-Min)

ディレイの設定 (Delay	Setup)
	 Delay	Setup[ ディレイ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

ディレイ値の単位の設定 (OFF、Time、Degree)

何個目のエッジを検知点にするかの設定
( ジョグシャトルで設定 )

検知するエッジのスロープの設定

ディレイ測定の基準を設定
基準とする波形の条件を設定
Reference が Trace のときだけ
・基準とする波形を設定 *

(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8)

・検知するエッジのスロープの設定
・何個目のエッジを検知点にするかの設定

( ジョグシャトルで設定 )

* Reference Trace にロジック波形を選択した場合は、対象ビットまたはサブチャネルを選択する
メニューが開きます。Reference Trace に設定するビットまたはサブチャネルを選択してくださ
い。
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8.1　波形パラメータを自動測定する

測定範囲の設定 (Time	Range1/Time	Range2)
Time	Range1[ 時間範囲 1]、Time	Range2[ 時間範囲 2]で設定したウィンドウ内で測定範囲を設定し
ます。

Note
ハードディスク記録の波形の場合、測定対象は測定開始点 (Time Range1) から最大 100M ポイントまでです。

サイクルモードの設定 (1-Cycle	Mode)
・ OFF：1 サイクルモードを無効にします
・ ON：1 サイクルモードを有効にします

Note
Time Range1 と Time Range2 の間隔が 1 周期に満たない場合、測定値は「*****」になります。
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8.2	 通常の統計処理をする

ここでは、表示されている波形を通常に統計処理する設定について説明しています。
・ 統計処理の ON

►機能編　「通常の統計処理 (Statistics)」

MEASURE メニュー
MEASUREキー > Mode[ モード ]のソフトキー > Statistics[ 統計 ]のソフトキーを押します。次のメ
ニューが表示されます。

 

対象波形と測定項目の設定►8.1 節参照

Statistics に設定

測定範囲の設定►8.1 節参照

サイクルモードのON/OFF►8.1 節参照
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8.3	 サイクル統計処理をする

ここでは、表示されている波形をサイクル統計処理する設定について説明しています。
・ サイクル統計の ON
・ 周期を求める対象波形
・ 結果の表示

►機能編　「サイクル統計処理 (Cycle	Statistics)」

MEASURE メニュー
MEASUREキー > Mode[ モード ]のソフトキー > Cycle Statistics[ サイクル統計 ]のソフトキーを押し
ます。次のメニューが表示されます。

 

対象波形と測定項目の設定►8.1 節参照

Cycle Statistics に設定

測定範囲の設定►8.1 節参照

サイクルトレースの設定 *

測定結果の表示

測定の実行

* Cycle Trace にロジック波形を選択した場合は、対象ビットまたはサブチャネルを選択するメニュー
が開きます。Cycle Trace に設定するビットまたはサブチャネルを選択してください。

サイクルトレースの設定 (Cycle	Trace)
Own：  対象波形ごとにそれぞれの周期を求め、周期ごとに波形パラメータの自動測定をして、統計

処理を行います。ただし、周期の異なる信号が複数のチャネルに入力されている場合は周期
が最も遅いチャネルの周期の数だけ、他のチャネルも波形パラメータの自動測定をして、統
計処理を行います。

CH1 ～ CH16、16CH VOLT、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8：
    指定したチャネルの周期ごとにすべての対象波形の波形パラメータの自動測定をして、統計

処理を行います。
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8.3　サイクル統計処理をする

測定結果の表示 (Display	Result)
MEASUREキー > Display	Result[ 結果表示 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

表示の並び替え
(Forward、Reverse)

最大値の表示

最小値の表示

スクロールバーが表示されているときは、
矢印キー◄►を押すと、表示をスクロール可

↑：各測定項目の最大値に表示されます。
↓：各測定項目の最小値に表示されます。
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8.4	 ヒストリ波形の統計処理をする

ここでは、ヒストリ波形を統計処理する設定について説明しています。
・ ヒストリ波形統計の ON
・ 結果の表示

►機能編　「ヒストリ波形の統計処理 (History	Statistics)」

MEASURE メニュー
MEASUREキー > Mode[ モード ]のソフトキー > History Statistics[ ヒストリ統計 ]のソフトキーを押
します。次のメニューが表示されます。

 

対象波形と測定項目の設定►8.1 節参照

History Statistics に設定

測定範囲の設定►8.1 節参照

測定結果の表示►8.3 節参照

測定の実行
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第 9章	 演算

9.1	 加減乗除算をする

ここでは、加減乗除算をするときの次の設定について説明しています。
・ 演算子 (+、－、＊、/) ・ ラベル
・ 演算対象波形   ・ スケーリングモード
・ 単位

►機能編　「四則演算 (S1+S2、S1-S2、S1*S2、S1/S2)」

MATH メニュー
MATHキー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメニューが表示されます。

 
演算の設定

演算の ON/OFF

スケーリングモードの設定
(Auto、Manual)

開始 / 終了点の設定
( ジョグシャトルで設定 )

演算トレースの選択
( ジョグシャトルで設定 )

演算波形の表示範囲の設定
(Scaling Mode が Manual の
ときにジョグシャトルで設定 )

ユーザー定義演算オプション付きの場合

演算の設定 (Math	Setup)
Math	Setup[ 演算設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

単位の設定
ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

演算波形 Math1 ～ Math8 のどれを設定するかを選択

演算子の選択 (S1+S2、S1－S2、S1＊S2、S1/S2)

演算対象波形の選択
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、 Math1 ～ Math7)
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9.1　加減乗除算をする

スケーリングモードの設定 (Scaling	Mode)
Auto ：自動的に上限、下限が設定されます。
Manual：任意に上限、下限を設定できます。設定範囲は－ 9.9999E ＋ 30 ～ 9.9999E ＋ 30 です。

Note
Auto を選択すると、Upper および Lower を設定できません。
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9.2	 2 値化演算をする

ここでは、2 値化演算をするときの次の設定について説明しています。
・ 関数 (Bin(S1))
・ 演算対象波形
・ スレショルドレベル
・ 単位
・ ラベル
・ スケーリングモード

►機能編　「2値化演算 (Bin(S1))」

MATH メニュー
MATHキー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメニューが表示されます。

 

演算の設定

演算のON/OFF

スケーリングモードの設定
►9.1 節参照

開始 /終了点の設定
( ジョグシャトルで設定 )

演算トレースの選択
( ジョグシャトルで設定 )

演算波形の表示範囲の設定
►9.1 節参照

ユーザー定義演算オプション付きの場合

演算の設定 (Math	Setup)
Math	Setup[ 演算設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

関数の選択 (Bin(S1))

単位の設定

ラベルの設定
波形表示の ON/OFF

スレショルド上限値の設定 ( ジョグシャトルで設定 )
スレショルド下限値の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

演算対象波形の選択
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、 Math1 ～ Math7)

演算波形 Math1 ～ Math8 のどれを設定するかを選択
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9.3	 位相をずらす

ここでは、位相をずらす ( 位相シフト ) ときの次の設定について説明しています。
・ 関数 (Shift(S1))
・ 演算対象波形
・ シフト範囲
・ 単位
・ ラベル
・ スケーリングモード

►機能編　「位相シフト (Shift(S1))」

MATH メニュー
MATHキー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメニューが表示されます。

 

演算の設定

演算のON/OFF

スケーリングモードの設定
►9.1 節参照

開始 /終了点の設定
(ジョグシャトルで設定 )

演算トレースの選択
( ジョグシャトルで設定 )

演算波形の表示範囲の設定
►9.1 節参照

ユーザー定義演算オプション付きの場合

演算の設定 (Math	Setup)
Math	Setup[ 演算設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

単位の設定
ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

演算対象波形の選択
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、 Math1 ～ Math7)

関数の選択 (Shift(S1))

シフトする範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

演算波形 Math1 ～ Math8 のどれを設定するかを選択
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9.4	 パワースペクトラムを表示する

ここでは、FFT 演算をするときのパワースペクトラム表示の設定について説明しています。
・ 関数 (SP(S1)) ・ ラベル ・ 窓関数
・ 演算対象波形 ・ スケーリングモード
・ 単位 ・ FFT 点数

►機能編　「パワースペクトラム (PS(S1))」

MATH メニュー
MATHキー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメニューが表示されます。

 

演算の設定

演算のON/OFF

スケーリングモードの設定
►9.1 節参照

開始 /終了点の設定
(ジョグシャトルで設定 )

演算トレースの選択
( ジョグシャトルで設定 )

演算波形の表示範囲の設定
►9.1 節参照

ユーザー定義演算オプション付きの場合

FFT の設定

演算の設定 (Math	Setup)
Math	Setup[ 演算設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

単位の設定
ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

関数の選択 (PS(S1))

演算対象波形の選択
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、 Math1 ～ Math7)

演算波形 Math1 ～ Math8 のどれを設定するかを選択
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9.4　パワースペクトラムを表示する

FFT の設定 (FFT	Setup)
FFT	Setup[FFT 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 FFT 点数の設定 (1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k)

窓関数の設定 (Rect、Hanning、Flat Top、Hamming)
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9.5	 ユーザー定義演算をする ( オプション )

ここでは、ユーザー定義演算をするときの次の設定について説明しています。
・ 演算子または関数 (User Define)
・ 演算式
・ 単位
・ ラベル
・ スケーリングモード
・ アベレージ、FFT、フィルタ、定数

►機能編　「ユーザー定義演算 ( オプション )」

MATH メニュー
MATHキー > Mode[ モード ]のソフトキーを押して、ON にします。次のメニューが表示されます。

 

演算の設定

演算のON/OFF

スケーリングモードの設定►9.1 節参照

開始 /終了点の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

演算トレースの選択 ( ジョグシャトルで設定 )

2/2 メニューを表示

演算波形の表示範囲の設定►9.1 節参照

Next[	次メニュー ]のソフトキーを押します。2/2 メニューが表示されます。

 

1/2 メニューを表示

アベレージの設定

FFT の設定

フィルタの設定

定数の設定
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9.5　ユーザー定義演算をする ( オプション )

演算の設定 (Math	Setup)
Math	Setup[ 演算設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

単位の設定
ラベルの設定

波形表示の ON/OFF

演算子または関数の選択 (User Define)

演算式の設定

演算波形 Math1 ～ Math8 のどれを設定するかを選択

演算式の設定 (Expression)
	 Expression[ 定義内容 ]を選択すると、次の画面が表示されます。

  

波形パラメータの自動測定値を演算式に追加

演算対象波形、演算子、関数を組み合わせて、演算式を定義

  

カーソルを左に移動

) を挿入

バックスペース

演算式を確定

カーソルを右に移動

1 文字削除
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9.5　ユーザー定義演算をする ( オプション )

アベレージ設定 (Average	Setup)
Average	Setup[ アベレージ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

単純平均 (Linear)

  
アベレージングの種類を単純平均 (Linear) に設定

アベレージ対象の選択 (Time、Freq)
アベレージ回数 ( 取り込み回数 ) の設定

・	 アベレージ対象
 Time：時間軸波形を対象にアベレージを行います。
 Freq ：周波数軸波形を対象にアベレージを行います。

指数化平均 (Exp)

  
アベレージングの種類を指数化平均 (Exp) に設定

アベレージ対象の選択 (Time、Freq)
減衰定数の設定

・	 アベレージ対象
 単純平均のアベレージ対象と同じです。

サイクルアベレージ (Cycle)

  
アベレージングの種類をサイクルアベレージ (Cycle) に設定

１周期のデータ点数を設定

ピーク演算 (Peak)

  
アベレージングの種類をピーク演算 (Peak) に設定
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9.5　ユーザー定義演算をする ( オプション )

FFT 設定 (FFT	Setup)
FFT	Setup[FFT 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

FFT 点数を設定 (1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k)

窓関数の設定 (Rect、Hanning、Flat Top、Hamming、Exponential)
ダンピング率の設定
窓関数が Exponential のときだけ
演算範囲の設定
窓関数が Exponential のときだけ

フィルタ設定 (Filter	Setup)
Filter	Setup[ フィルタ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

フィルタの種類の選択 (Gauss、Sharp、IIR)

帯域を設定 (Low-Pass、High-Pass、Band-Pass)
フィルタの種類が Gauss のときは Low-Pass だけ

カットオフ周波数の設定

定数設定 (Constant	Setup)
Constant	Setup[ 定数設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 定数の設定
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第 10章	 FFT

10.1	 FFT 波形を表示する

ここでは、パワースペクトラム波形を FFT ウィンドウに表示するときの次の設定について説明してい
ます。

・ FFT 波形表示の ON/OFF
・ 縦軸、横軸のスケール値

ユーザー定義演算 ( オプション ) 付きのモデルでは、FFT 波形を 2 つまで表示できます。また、パワー
スペクトラム (PS) のほかに次のスペクトラムを解析できます。

・ LS ( リニアスペクトラム )
・ PSD ( パワースペクトラム密度 )
・ RS ( 実効値パワースペクトラム )
・ CS (2 波形のクロススペクトラム )
・ TF (2 波形の伝達関数 )
・ CH (2 波形のコヒーレンス関数 )

►機能編　「FFT」

FFT メニュー
SHIFT+MATH(FFT) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

FFT 波形表示の ON/OFF 

縦軸スケールの設定 (Auto、Manual)

解析開始点の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

2/2 メニューを表示

縦軸の中心点と感度の設定 ( ジョグシャトルで設定 )
縦軸スケールが Manual に設定されているときだけ

FFT 点数の設定 (1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k)

FFTウィンドウの設定(Rect、Hanning、Flat Top、Hamming)

FFT1、FFT2 のどちら
を設定するかを選択

FFT の設定

ユーザー定義演算オプション付きの場合

解析対象波形の選択
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math6)



10-2 IM DL850E-02JA

10.1　FFT 波形を表示する

Next	1/2[ 次メニュー ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

1/2 メニューを表示

メイン画面の表示割合の設定(0%、20%、50%)

FFT ウィンドウのレイアウトの設定(Side、Vertical)

横軸スケールの設定 (Hz、Log HZ)

単位の設定

横軸ズームの設定(Auto、Left/Right、Center/Span*)

横軸の範囲指定( ジョグシャトルで設定 )

*  Center/Span は、横軸スケールが Log Hz に設定されているときは選択できません。

ユーザー定義演算オプション付きの場合

FFT 条件の設定 (FFT	Setup)
FFT	Setup[FFT 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

スペクトラムの種類 ( タイプ ) の設定 (LS、RS、PS、PSD、CS、TF、CH)
スペクトラムの種類 ( サブタイプ ) の設定
(REAL、IMAG、MAG、LOGMAG、PHASE)

窓関数の設定
►9.5 節の FFT 設定 (FFT Setup) 参照

アベレージの設定
►9.5 節のアベレージ設定 (Average Setup) 参照

* Source 2 は、スペクトラムの種類が CS、TF、CH のときに設定できます。

解析対象波形の選択 *
(CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math6)
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第 11章	 GO/NO-GO 判定

11.1	 波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする

ここでは、波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をするときの次の設定について説明しています。
・ モードの選択
・ 波形ゾーンの作成、編集
・ 判定条件
・ アクションの実行

►機能編　「波形ゾーン (Wave	Zone)」

GO/NO-GO メニュー
SHIFT+MEASURE(GO/NO-GO) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

波形ゾーンの編集

モードを波形ゾーン (Wave Zone) に設定

アクションの設定

判定区間 ( 開始 ) の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

判定条件の設定

判定区間 ( 終了 ) の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

ゾーンの編集 (Edit	Zone)
1.  Edit	Zone[ ゾーン編集 ]のソフトキーを押して、ジョグシャトルの設定対象にします。
2.  ジョグシャトルで編集するゾーン番号 (Zone1 ～ 6) を設定します。
3.  Edit	Zone[ ゾーン編集 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

   

編集範囲の指定 (Whole、Part)

ゾーンの範囲の設定
( ジョグシャトルで設定 )

編集の終了

編集範囲が Part のとき

保存先の設定 (Zone1 ～ Zone6、Cancel)

波形ゾーンの保存

基本波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8、Cancel)
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11.1　波形ゾーンでGO/NO-GO 判定をする

判定条件の設定 (Judgement	Setup)
Judgement	Setup[ 判定設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

ゾーン番号の設定 (Zone1 ～ Zone6)
対象波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8)

判定基準の設定 (X、IN、OUT)

判定論理の設定 (AND、OR)

アクション条件の設定 (Always、Fail、Success)
シーケンスの設定 (Single、Continue)
取り込み回数の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

外部スタートのON/OFF

アクション条件 (Act	Condition)
 Always： 常に動作を実行します。
 Fail： 設定した GO 条件にならなかったときに動作を実行します。
 Success： 設定した GO 条件になったときに動作を実行します。

シーケンス (Sequence)
 Single： 1 回の動作で終了します。
 Continue：  繰り返して動作します。ただし Acquisition Count で設定した取り込み回数まで (Infinite

のときは波形の取り込みをストップするまで )、動作して終了します。
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11.1　波形ゾーンでGO/NO-GO 判定をする

アクションの設定 (Action	Setup)
Action	Setup[ アクション設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

メール送信回数の設定
( ジョグシャトルで設定 )

メール送信

波形データの保存先の設定
►16.4 節参照

波形データの保存

画面イメージの印刷

画面イメージの保存先の設定
►16.4 節参照

画面イメージの保存

警告音を鳴らす
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11.2	 波形パラメータで GO/NO-GO 判定をする

ここでは、波形パラメータで GO/NO-GO 判定をするときの次の設定について説明しています。
・ モードの選択
・ 判定条件
・ アクションの実行

►機能編　「波形パラメータ (Parameter)」
「波形パラメータの自動測定」

GO/NO-GO メニュー
SHIFT+MEASURE(GO/NO-GO) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

モードを波形パラメータ (Parameter) に設定

アクションの設定►11.1 節参照

判定区間 ( 開始 / 終了 ) の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

判定条件の設定

判定条件の設定 (Judgement	Setup)
Judgement	Setup[ 判定設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

対象波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8)
判定基準の設定 (X、IN、OUT)

判定論理の設定 (AND、OR)
アクション条件の設定 (Always、Fail、Success)

シーケンスの設定 (Single、Continue)
取り込み回数の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

外部スタートのON/OFF

パラメータの上限値、下限値の設定
( ジョグシャトルで設定 )

波形パラメータの設定
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11.2　波形パラメータでGO/NO-GO 判定をする

波形パラメータの設定 (Item)
 対象にできる波形パラメータは、波形パラメータの自動測定項目すべて (29 種類 ) です。16 種類ま

でのパラメータを同時に判定できます。►8.1 節参照
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12.1	 アクションを設定する

ここでは、アクションを実行するときの次の設定について説明しています。
・ アクションモード
・ 実行するアクション

►機能編　「アクション」

ACTION メニュー
SHIFT+MODE(ACTION) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

アクションモードをONに設定

実行するアクションの設定

実行するアクションの設定 (Action	Setup)
Action	Setup[ アクション設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

メール送信回数の設定
( ジョグシャトルで設定 )

メール送信

波形データの保存先の設定
►16.4 節参照

波形データの保存

画面イメージの印刷

画面イメージの保存先の設定
►16.4 節参照

画面イメージの保存

警告音を鳴らす

第 12章	 アクション
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アクションの実行
アクションモード、実行するアクション、動作回数を設定してから、START/STOPキーを押します。
トリガがかかるたびにアクションが実行されます。アクションの実行中は、画面中央の上側にアイコ
ン が表示されます。停止するときは、START/STOPキーを押します。

Note
実行するアクションがメール送信の場合で、設定した動作回数よりもメールの送信回数が少ないとき、送信
回数まで繰り返すと送信の動作は停止します。反対に、設定した動作回数よりもメールの送信回数が多いと
きは、動作回数まで繰り返すと送信の動作は停止します。

12.1　アクションを設定する
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13.1	 エッジで検索する

ここでは、エッジで検索するときの次の設定について説明しています。
・ 検索タイプ
・ 検索条件
 対象波形、対象波形の状態を検知するレベル、エッジ極性、ヒステリシス、検索回数

・ 検索波形の表示
 ズームウィンドウ

・ 検索番号
・ 検索範囲
 検索の開始点と終了点

・ 検索の実行
►機能編　「エッジサーチ (Edge)」

SEARCH_Edge メニュー
SHIFT+ZOOM(SEARCH) キー > Type[タイプ ]のソフトキー > Edge[エッジ ]のソフトキーを押します。
次のメニューが表示されます。

 

検索条件の設定

検索タイプを Edge に設定

検索の実行

検索終了点の設定
検索開始点の設定

ズームウィンドウの設定

第 13章	 波形のサーチ
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検索条件の設定 (Setup)
Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。設定したサーチ対象波形にあわせて、それぞれのメニューが
表示されます。

CH1 ～ CH16、	16CH	VOLT、	16CH	TEMP/VOLT、	CAN*、	CAN	FD*、	LIN*、	SENT* をサーチ対象
波形にした場合

  

ヒステリシスの設定 (　  、 　  、 　   )

レベルの設定

サーチ対象波形の設定
(CH1 ～ CH16、16CH VOLT、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT)

検索回数の設定

エッジ極性の設定 (      、       、          )

* CAN バスモニタ、 CAN/CAN FD モニタ、 CAN & LIN バスモニタのサブチャネルの Value Type
が、Unsigned、Signed、または Float の波形のとき、SENT モニタのサブチャネルが、FastCH、
SlowCH、Error Count の波形のとき、このメニューで設定します。

ロジック CH をサーチ対象波形にした場合
・	 ロジック入力モジュールの波形のとき
・	 CANバスモニタ、CAN/CAN	FDモニタ、CAN	&	LINバスモニタの、サブチャネルのValue	Typeが
Logic の波形のとき

・	 SENT モニタのサブチャネルが、S&C または Error	Trigger の波形のとき

  

サーチ対象波形の設定 ( ロジック CH)

検索回数の設定

各ビットの極性の設定 (      、       、           、- ( 検索対象にしない ))

ズームウィンドウの設定 (ResultWindow)
サーチした波形をズームウィンドウの Z1 または Z2 どちらの表示領域に表示するかを設定します。ズー
ムウィンドウの Z1、Z2 が表示 ON になっている場合に設定できます。ただし、Z1、Z2 がともに表示
OFF になっている場合、SHIFT+ZOOM(SEARCH) キーを押して、SEARCH メニューを表示すると同時
に Z1 の表示が ON になります。

13.1　エッジで検索する
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検索の実行 (Execute)
Execute[ 実行 ]のソフトキーを押します。検索が実行されます。

 

検索の実行

検索番号の設定
設定した検索条件に一致した
箇所が見つかったとき

・ 検索の実行
 検索条件を設定してから、Execute[ 実行 ]のソフトキーを押します。検索が実行されます。検索条

件に一致した箇所 ( 検索点 ) が見つかると、 波形画面の左から検索された順に 0、1、2･･･ の番号が
付けられます。

・ 検索番号の設定
 検索番号を設定して、その検索点を中心に波形をズームウィンドウに表示します。

13.1　エッジで検索する
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13.2	 イベントで検索する

ここでは、イベントで検索するときの次の設定について説明しています。
・ 検索タイプ
・ 検索対象
 イベント番号

►機能編　「イベントサーチ (Event)」

SEARCH_Event メニュー
SHIFT+ZOOM(SEARCH) キー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Event[ イベント ]のソフトキーを押し
ます。次のメニューが表示されます。

 

イベント番号の設定 (1 ～ 100)

検索タイプを Event に設定

ズームウィンドウの設定►13.1 節参照

検索の実行

検索するイベントの設定 (Capture、Manual)

検索の実行 (Execute)
Execute[ 実行 ]のソフトキーを押します。指定したイベント番号を中心に、波形をズームウィンドウ
に表示します。
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13.3	 ロジックパターンで検索する

ここでは、ロジックパターンで検索するときの次の設定について説明しています。
・ 検索タイプ
・ 検索条件
 対象波形、ソースビット、検索回数

►機能編　「ロジックパターンサーチ (Logic	Pattern)」

SEARCH_Logic	Pattern メニュー
SHIFT+ZOOM(SEARCH) キー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Logic	Pattern[ 論理パターン ]のソフト
キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

検索条件の設定

検索タイプを Logic Pattern に設定

検索開始点 / 終了点の設定►13.1 節参照

検索番号の設定►13.1 節参照

ズームウィンドウの設定►13.1 節参照

検索の実行►13.1 節参照

検索条件の設定 (Setup)
Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

サーチ対象波形の設定 ( ロジック CH)

検索回数の設定

各ソースビットの設定 (X、  H 、L)

・ ロジック入力モジュールの波形のとき
・ CAN バスモニタ、CAN/CAN FD モニタ、CAN & LIN バスモニタの、

サブチャネルの Value Type が Logic の波形のとき
・ SENT モニタのサブチャネルが、S&C または Error Trigger の波形のとき
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13.4	 時刻 / 時間で検索する

ここでは、時刻で検索するときの次の設定について説明しています。
・ 検索タイプ
・ 検索対象
 時刻

►機能編　「時刻サーチ (Time)」

SEARCH_Time メニュー
SHIFT+ZOOM(SEARCH) キー > Type[ タイプ ]のソフトキー > Time[ 時刻 ]のソフトキーを押します。
次のメニューが表示されます。

 

検索条件の設定

検索タイプを Time に設定

ズームウィンドウの設定►13.1 節参照

検索の実行

検索条件の設定 (Setup)
Setup[ 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 時刻の設定

検索の実行 (Execute)
Execute[ 実行 ]のソフトキーを押します。指定した日付時刻を中心に、波形をズームウィンドウに表
示します。



14-1IM DL850E-02JA

第 14章	 ヒストリ波形の表示と検索

14.1	 ヒストリ波形を表示する

ここでは、アクイジションメモリに保持されている過去に取り込んだ波形 ( ヒストリ波形 ) を、画面
に表示するときの次の設定について説明しています。

・ 表示モード
・ ハイライト表示 ( 選択レコード番号 )
・ 表示範囲 ( 開始、終了レコード番号 )
・ タイムスタンプ一覧の表示
・ 全ヒストリ波形の消去

►機能編　「ヒストリ波形の表示 /検索」

HISTORY メニュー
HISTORYキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

表示モードの設定 (1 Record、All Record、Average Record)

ハイライト表示の設定 *( ジョグシャトルで設定 )

表示範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

ヒストリ波形の一覧の表示

すべてのヒストリ波形の消去を実行

* ハイライト表示の設定は、表示モードが 1 Record、All Record のときだけ表示されます。

表示モードの設定 (Display	Mode)
1 Record： 選択されたレコード番号の波形 *1 だけを表示します。
All Record：  選択されたすべての波形 *2 を重ね描き表示します。選択されたレコード番号の波形 *1 以

外は中間色で表示します。
Average Record： 選択されたすべての波形 *2 を単純平均して表示します。

*1 ハイライト波形 (Selected Record) で指定
*2 Start Record/End Record で指定

Note
・ ヒストリ波形の検索を実行後は、サーチ条件に合致した波形だけが表示対象になります。ヒストリ波形

の検索を Off にすると、再びアクイジションメモリに残っている全ヒストリ波形を表示できます。
・ Average Record 表示は、アベレージングに必要なアクイジションメモリが確保できない場合、実行でき

ません。
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14.1　ヒストリ波形を表示する

ヒストリ波形の一覧の表示 (List)
List[ リスト ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

レコード番号

タイムスタンプ ( 時間基準点の時刻 )

ヒストリ波形の一覧 ( ジョグシャトルで表示するデータをスクロール可 )

日付

Note
ヒストリ機能使用時の注意

・ アクイジションモードが Average のときは、ヒストリ機能を使用できません。
・ 波形の取り込みを中断したとき、1 画面分の波形データをすべて取り込んでいなくても、トリガがかかっ

た波形は、1 つのヒストリ波形として表示します。
・ History メニューを表示しているときでも、波形の取り込みをスタートできます。ただし、取り込み中は

ヒストリ機能の設定を変えられません。
・ 最後のレコード (End Record) ≦ Selected Record ≦最初のレコード (Start Record) を保持するように、設

定が制限されます。
・ 指定したストレージメディアから波形データを読み込むと、それまでのヒストリ波形は消去され、読み

込まれた波形データは常にレコード番号 0 の場所に入ります。複数のヒストリ波形が保存されている波
形データのファイルを読み込んだときは、最新の波形を 0 として順次、－ 1、－ 2････ の順番に入ります。

・ 演算や波形パラメータの自動測定は、Selected Record で指定したレコード番号の波形に対して実行され
ます。取り込みを再開してアクイジションメモリの内容を書き替えない限り、古いデータの解析ができ
ます。表示モードが「Average Record」の場合は、アベレージ波形に対して解析します。

・ 電源を OFF にすると、ヒストリ波形は消失します。
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14.2	 ヒストリ波形を検索する

ここでは、ヒストリ波形を検索するときの次の設定について説明しています。
・ 検索モード
 ゾーン、パラメータ

・ 検索条件
 サーチゾーン / サーチパラメータ登録、サーチ基準、対象波形、
 サーチウィンドウの設定範囲 ( 上限 / 下限、左端 / 右端 )、サーチロジック、パラメータの測定範囲

・ 検索の実行
►機能編　「ヒストリ波形の表示 /検索」

HISTORY メニュー	
HISTORYキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

検索モードの設定 (OFF、Zone、Parameter)

ゾーンによる検索 (Search	Setup)
Search	Mode[サーチモード]のソフトキー > Zone[ゾーン]のソフトキー > Search	Setup[サーチ設定]
のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

対象波形の選択 (CH1 ～ CH16)

サーチ基準の設定 (OFF、IN、OUT)

サーチゾーンの登録 (Zone1 ～ Zone4)

サーチウィンドウの上限 / 下限設定 ( ジョグシャトルで設定 )

サーチウィンドウの左端 / 右端設定 ( ジョグシャトルで設定 )

サーチロジックの設定 (AND、OR)
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14.2　ヒストリ波形を検索する

パラメータの自動測定値による検索 (Search	Setup)
Search	Mode[ サーチモード ]のソフトキー > Parameter[ パラメータ ]のソフトキー > Search	Setup	
[ サーチ設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

対象波形 / パラメータの設定

サーチ基準の設定 (OFF、IN、OUT)

サーチパラメータの登録 (Param1 ～ Param4)

サーチ条件の上限 / 下限設定 ( ジョグシャトルで設定 )

パラメータの測定範囲の設定 ( 左端 -Time Range1/ 右端 -Time Range2)
( ジョグシャトルで設定 )

サーチロジックの設定 (AND、OR)

対象波形 / パラメータの設定 (Source)
Source[ ソース ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

  
対象波形の選択 (CH1 ～ CH16)

波形パラメータの種類 ( 項目 ) の設定►8.1節参照

ヒストリ波形の検索 (Execute	Search)
すべての検索条件の設定が終わったら、ESCキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ヒストリ波形の検索を実行



15.1	 内蔵プリンタ(オプション)にロール紙を取り付ける

ここでは、内蔵プリンタ ( オプション ) にロール紙を取り付ける方法について説明しています。

プリンタ用ロール紙
当社専用のロール紙 (DL850E/DL850EV 用 ) を使います。これ以外の紙は使用しないでください。初め
てお使いになるときは、付属品を使用してください。ロール紙がなくなったときは、お買い求め先か、
当社支社・支店・営業所までご注文ください。

部品番号： B9988AE
仕様：  感熱紙、10m
販売単位： 10 巻

ロール紙の取り扱い
このロール紙は、熱化学反応で発色する感熱紙です。次の点にご注意ください。

保存上の注意
使用する感熱紙は、70℃くらいから徐々に発色します。未使用、記録済みを問わず、熱・湿気・光・
薬品などの影響を受けますので、次の点に注意する必要があります。

・ 乾燥した冷暗所に保管してください。
・ 開封後は、できるだけ早くお使いください。
・ 可塑剤を含んだプラスチックフィルム ( 塩化ビニル製フィルム、セロハンテープなど ) を長期間接

触させると、可塑剤の影響で記録部が退色します。たとえば、ホルダーに入れて保存するときは、
ポリプロピレン製のホルダーをご使用ください。

・ 記録紙を糊付けするときは、アルコール、エーテルなどの有機溶剤の入った糊は使用しないでくだ
さい。発色の原因になります。

・ 長期にわたって保存する場合は、コピーをとることをおすすめします。感熱紙の性質上、記録部が
退色する可能性があります。

使用上の注意
・ ロール紙は、当社が供給する純正品を必ずご使用ください。
・ 汗ばんだ手で触れると、指紋が付いたり記録がぼけることがあります。
・ 表面を固いもので強くこすると、摩擦熱で発色することがあります。
・ 薬品・油などが接触すると、発色したり記録が消えることがあります。
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第 15章	 画面イメージの印刷 /保存



ロール紙を取り付ける

	 注	 意
・. 印字ヘッドには手を触れないでください。印字ヘッドが高温のときは、火傷する恐れがあ

ります。
・. プリンタカバー先端のロール紙カッター部には触れないでください。カッター部で手をけ

がする恐れがあります。

  

ハンドルを
持ち上げる

プリンタカバー OPEN COVER
ボタン

OPEN COVER ボタンを押して
プリンタカバーを開ける

ロール紙を
セットする
( 図の方向 )

ロール紙カッター部

印字ヘッド

ロール紙の先端をガイドに沿って
セットする

プリンタカバーを閉じ、カチッと音が
するまでカバー中央 (LOCK) を押す

ガイド

4. 5.

1. 2.

3.
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15.1　内蔵プリンタ ( オプション ) にロール紙を取り付ける



15.2	 内蔵プリンタ ( オプション ) で印刷する

ここでは、内蔵プリンタ ( オプション ) で本機器に表示されているイメージを印刷するときの次の設
定について説明しています。

・ 出力先
・ コメント

►機能編　「内蔵プリンタからの印刷 (BuiltIn、オプション )」

PRINT	MENU メニュー
PRINT	MENUキー > Print	To[出力先]のソフトキー > BuiltIn[内蔵プリンタ]のソフトキーを押します。
次のメニューが表示されます。

 

出力先を BuiltIn に設定

コメントの設定►16.4 節参照

印刷する
PRINTキーを押します。画面に表示されているイメージが内蔵プリンタに出力されます。
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15.3	 ネットワークプリンタで印刷する

ここでは、ネットワークプリンタで本機器に表示されているイメージを印刷するときの次の設定につ
いて説明しています。

・ 出力先
・ プリンタの種類
・ カラー
・ コメント

►機能編　「ネットワークプリンタからの印刷 (Network)」

PRINT	MENU メニュー
PRINT	MENUキー > Print	To[ 出力先 ]のソフトキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押し
ます。次のメニューが表示されます。

 

出力先を Network に設定

コメントの設定►16.4 節参照

プリンタの種類の設定 (HP Inkjet、PCL Laser、EPSON Inkjet)

カラーの設定 (ON、OFF)

Note
17.8 節に従って、あらかじめネットワークプリンタを設定しておく必要があります。

印刷する
PRINTキーを押します。画面に表示されているイメージがネットワークプリンタに出力されます。
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15.4	 USB プリンタで印刷する
ここでは、USB プリンタで本機器に表示されているイメージを印刷するときの次の設定について説明
しています。

・ 出力先
・ プリンタの種類
・ カラー
・ コメント
・ モード

・ ロングプリント
 印刷範囲 ( 出力開始点と出力終了点 )
 プリント拡大率
 プリントの詳細

►機能編　「USB プリンタからの印刷 (USB)」

PRINT	MENU メニュー
PRINT	MENUキー > Print	To[出力先]のソフトキー > USB[USB]のソフトキーを押します。次のメニュー
が表示されます。

 

出力先を USB に設定

コメントの設定►16.4 節参照

プリンタの種類を設定
(HP Inkjet、Brother)

カラーの設定 (ON、OFF)
HP Inkjet だけ

モードの設定 (Hard Copy、Long Print)

プリンタの種類が Brother のとき

ロングプリント (Long	Print)

出力先を USB に設定

プリントの詳細設定

プリンタの種類を Brother に設定

モードの設定を Long Print に設定

印刷範囲の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

プリント拡大率の設定 ( ジョグシャトルで設定 )
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プリント拡大率の設定 (Print	Mag)
 ジョグシャトルで、時間軸方向のプリント拡大率を設定します。印刷範囲とプリント拡大率に対応

したページ数 * がソフトキー上に表示されます。
 * 1 ページ =10div(10cm)

Note
1 回に印刷できる最大印刷ページ数は、25 ページです。最大印刷ページ数を超えている場合、印刷実行時に
エラーメッセージが表示されます。

 印刷する波形が、内部クロックでサンプリングされた波形の場合と、外部クロックでサンプリング
された波形の場合とで、設定方法が異なります。

・	 内部クロックでサンプリングされた波形の場合
 1div あたりの時間 (T/div) で設定します。
 設定範囲：T/div 値とレコード長によって変わります (1-2-5 ステップ )。

・	 外部クロックでサンプリングされた波形の場合
 拡大する倍率で設定します。
 設定範囲：設定レコード長によって変わります。

プリントの詳細設定 (Print	Setup)
	 Print	Setup[ プリントの詳細設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

垂直軸の目盛りの幅の設定 (DIV、10mm)

時間基準点マークからの記録開始時間と記録終了時間を
印字するときチェック
ゲージを印字するときチェック

コメントの設定►16.4 節参照

アノテーションタイプを Message に設定

ヘッダを印字するときチェック

・メッセージの設定 (50 文字以内 )

アノテーションメッセージの設定
・設定する対象波形の選択

アノテーションタイプの設定 (Trace Info、Message)
Display Information の Annotation がチェックされている
ときだけ表示。

アノテーションタイプが Message のとき

アノテーションを印字するときチェック

印刷する
PRINTキーを押します。画面に表示されているイメージが USB プリンタに出力されます。
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15.4　USB プリンタで印刷する



ロングプリントの印刷例

  

波形の時間基準点の時刻 T/divゲージ
時間基準点マーク

時間基準点マークからの
記録開始時間

時間基準点マークからの
記録終了時間

ヘッダ
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15.4　USB プリンタで印刷する



15.5	 ファイルに保存する

ここでは、画面イメージをファイルに保存するときの次の設定について説明しています。
ファイルの保存方法は、PRINT MENU メニューから保存する方法と、SAVE メニューから保存する方法
の 2 つがあります。

・ 出力先
・ データ形式
・ カラーデータ
・ 背景の不透明 / 透明
・ 保存先 / ファイル名

►機能編　「画面イメージをファイルに保存する (File)」

PRINT	MENU メニュー
PRINT	MENUキー > Print	To[ 出力先 ]のソフトキー > File[ ファイル ]のソフトキーを押します。次の
メニューが表示されます。

 

出力先を File に設定

保存先 /ファイル名の設定

データ形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)

カラーデータの設定 (ON、ON(Gray)、ON(Reverse)、OFF)

背景の不透明 (Normal)/ 透明 (Transparent) の設定 *

*  データ形式が PNG のときに表示。
データ形式が JPEG のときは、フレームの ON/OFF の設定メニューを表示。

保存先 / ファイル名の設定 (File	Setup)
File	Setup[ ファイル設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 オートネーミングの設定►16.4 節参照
ファイル名の設定►16.4 節参照
コメントの設定►16.4 節参照

ファイルリストの表示►16.10 節参照

保存する
PRINTキーを押します。指定したフォルダに画面イメージのファイルが保存されます。
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SAVE	メニュー
SHIFT+SAVE(MENU) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

画面イメージの保存先 /ファイル名の設定

画面イメージ保存のON/OFF

画面イメージの保存先 / ファイル名の設定 (Image	Save	Setup)
Image	Save	Setup[ イメージセーブ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

オートネーミングの設定►16.4 節参照
ファイル名の設定►16.4 節参照
データ形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)

カラーデータの設定
(ON、ON(Gray)、ON(Reverse)、OFF)

背景の不透明 (Normal)/ 透明 (Transparent)*
* データ形式が PNG のときに表示。
データ形式が JPEG のときはフレームの ON/OFF の設定メニューを表示。

ファイルリストの表示►16.10 節参照

保存する
SAVEキーを押します。指定したフォルダに画面イメージのファイルが保存されます。
SAVEメニューのWaveform	Save[ 波形データセーブ ]の設定が ON のときは、波形データも保存され
ます。
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15.5　ファイルに保存する
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16.1	 ストレージメディアを接続する

ここではデータを保存 / 読み込みするための次のストレージメディアの接続方法について説明してい
ます。

・ SD メモリカード
・ USB ストレージメディア
・ 外部ハードディスク ( オプション )

SD メモリカード

	 注　　意
・. SD メモリカードを異なる向きで挿入しないでください。SD メモリカードと本機器を破損

することがあります。
・. SD メモリカードを頻繁に抜き差し (1 秒以内に抜き差し ) すると本機器が故障する恐れが

あります。
・. SD メモリカードへのアクセス中に SD メモリカードを取り出すと、SD メモリカードのデー

タが壊れる恐れがあります。
・. SD メモリカードにアクセス中は、画面中央の上側にアクセス中を示すアイコン が表示

されます。

使用可能な SD メモリカード
本機器では SD、SDHC に準拠したメモリカードが使用できます。詳細は、お買い求め先か、当社 CS
センターにお問い合わせください。

Note
SD メモリカードを PC で使用する場合は、SD メモリカードに対応した PC をお使いください。また、PC の
機種によっては、上記 SD メモリカードが正常に動作しない場合があります。あらかじめご確認ください。

SD メモリカードの挿入方法
SD メモリカードの表面をフロントパネル側に向けて、SD メモリカードスロットに挿入します。
SD メモリカードドライブは本機器の左サイドパネルにあります。
データを保存する場合、またはフォーマットをする場合に、プロテクト機能付きの SD メモリカード
を使用するときは、SD メモリカードのプロテクトスイッチを解除してから挿入してください。

SD メモリカード

第 16章	 データの保存 /読み込み
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SD メモリカードの取り出し方法
SD メモリカードの端を指で押してください。指を離すと SD メモリカードが出てきます。
SD メモリカードを引き抜きます。

	 	

一度押します。 指を離すと SD メモリカードが出てきます。

SD メモリカードの一般的な取り扱い上の注意
SD メモリカードの一般的な取り扱い上の注意は、ご使用の SD メモリカードに添付されている取扱説
明書に従ってください。

16.1　ストレージメディアを接続する
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USB ストレージメディア

	 注　　意
・. ハードディスク記録中は、画面中央でアイコン が点滅します。このアイコンが点滅表

示している間は、周辺機器接続用 USB コネクタに USB ストレージメディアを挿入しない
でください。本機器が動作しなくなったり、ハードディスク記録中のデータが破損する可
能性があります。

・. USB ストレージメディアへのアクセス中に USB ストレージメディアを外したり、電源を
OFF にしないでください。USB ストレージメディア上のデータが壊れる恐れがあります。

・. USB ストレージにアクセス中は、画面中央の上側にアクセス中を示すアイコン が表示
されます。

使用可能な USB ストレージメディア
USB Mass Storage Class Ver1.1 に対応した USB ストレージを使用できます。

Note
・ 周辺機器接続用 USB コネクタには、USB キーボード、USB マウス、および USB ストレージ以外の USB

デバイスを接続しないでください。
・ 本機器で扱えるストレージメディアの数は、最大 4 つまでです。メディアがパーティションで仕切られ

ているときは、個々のパーティションを別のメディアとして扱うため、パーティション数を含めて最大 4 
つまでです。

・ USB ストレージメディアを接続するときは、USB ハブを介さずに直接接続してください。
・ 2 つの USB 機器を連続的に抜き差ししないでください。抜き差しするときは、10 秒以上間隔を空けてく

ださい。

USB ストレージメディアの接続方法
本機器の USB ポートに USB ストレージメディアを接続するときは、下記のように USB ケーブルで直
接接続してください。本機器の電源スイッチの ON/OFF に関わらず、USB ケーブルはいつでも抜き差
し可能です ( ホットプラグ対応 )。USB ケーブルのタイプ A コネクタを本機器に、タイプ B コネクタ
をストレージメディアに接続します。電源スイッチが ON のときには、接続後に USB ストレージを認
識して使用可能になります。
本機器には、USB-0 と USB-1 の 2 つの USB ポートがあります。ポートの番号は固定されていません。
最初に認識した USB ストレージメディアが接続されているポートが USB-0 になります。2 番目に認識
した USB ストレージメディアが USB-1 になります。

  

USB ストレージ

USB PERIPHERAL 
DL850E/DL850EV 

USB ストレージの一般的な取り扱い上の注意
USB ストレージの一般的な取り扱い上の注意は、ご使用の USB ストレージに添付されている取扱説明
書に従ってください。

16.1　ストレージメディアを接続する
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外部ハードディスク ( オプション )

	 注　　意
・. 接続ケーブルのコネクタを異なる向きで挿入しないでください。外部ハードディスクと本

機器を破損することがあります。
・. 外部ハードディスク (EXT.HDD に接続したハードディスク ) へのアクセス中に接続ケーブ

ルを外したり、電源を OFF にしないでください。外部ハードディスク上のデータが壊れる
恐れがあります。

・. 外部ハードディスクにアクセス中は、画面中央の上側にアクセス中を示すアイコン が
表示されます。

・. 外部ハードディスクは本機器の電源を OFF にした状態で接続してください。

接続ケーブル
長さ 2m 以下の eSATA(External Serial ATA) 対応の市販のケーブルを使用してください。

接続方法
1.  左サイドパネルにある EXT HDD コネクタに eSATA ケーブルを接続します。
2.  接続した外部ハードディスクの電源を入れます。
3.  本機器の電源を ON にします。

Note
・ 電源投入の順序は、外部ハードディスクの電源を投入した後、約 10 秒程度経過してから本体の電源を投

入してください。
・ フォーマットする場合は、16.3 節をご覧ください。

eSATA ケーブル

接続可能な外部ハードディスク
本機器に接続できる eSATA 対応周辺機器はハードディスクだけです。また、ディスクパーティション
は MBR 形式、フォーマットは FAT32 形式のものに限ります。
接続できるかどうかの詳しい情報は、お買い求め先か、当社 CS センターにお問い合せください。

外部ハードディスクの一般的な取り扱い上の注意
外部ハードディスクの一般的な取り扱い上の注意は、ご使用の外部ハードディスクに添付されている
取扱説明書に従ってください。

16.1　ストレージメディアを接続する
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16.2	 内蔵ハードディスクについて ( オプション )

ここでは、内蔵ハードディスクの取り扱いについて説明しています。

	 注　　意
内蔵ハードディスクのルートディレクトリには、513 個以上のファイルを置かないでくださ
い。ファイル数が 512 個より多くなると、すべてのファイルアクセス動作が遅くなります。
また、ハードディスク記録動作も保証できなくなります。
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16.3	 ストレージメディアをフォーマットする

ここでは、ストレージメディアをフォーマットする方法について説明しています。
・ ストレージ管理
・ ストレージメディアのフォーマットの実行

►機能編　「ストレージメディアのフォーマット (Storage	Manager)」

	 注　　意
・. フォーマットを実行すると、フォーマット対象のストレージメディアに保存したすべての

データが消去されます。
・. フォーマット済みのストレージメディアが本機器で認識できないときは、本機器でスト

レージメディアをフォーマットし直してください。

UTILITY_System	Config メニュー
UTILITYキー > System	Configのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ストレージ管理の設定

ストレージ管理の設定 (Storage	Manager)
Storage	Manager[ ストレージ管理 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

フォーマット対象のメディアの選択
(HD、SD、Upper USB、Lower USB)

ストレージメディアのフォーマット

ストレージメディアの
フォーマット実行の確認
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フォーマット対象のストレージ (Media)
HD： 外部ハードディスクまたは内蔵ハードディスク
  /HD0 オプション時は外部ハードディスク
  /HD1 オプション時は内蔵ハードディスク
SD： SD メモリカード
Upper USB： 本機器の周辺機器接続用 USB ポート ( タイプ A、上側 ) に接続された USB ストレージ
Lower USB： 本機器の周辺機器接続用 USB ポート ( タイプ A、下側 ) に接続された USB ストレージ

16.3　ストレージメディアをフォーマットする
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16.4	 波形データを保存する

ここでは、波形データを保存するときの次の設定について説明しています。
ファイルの保存方法は、FILE_Waveform(Save) メニューから保存する方法と、SAVE メニューから保存
する方法の 2 つがあります。

・ 保存先
・ ファイル名
・ データ形式

・ 保存範囲
・ 保存対象波形
・ 波形データの保存

►機能編　「波形データの保存 (Waveform)」

FILE_Waveform(Save) メニュー
FILEキー > Waveform(Save)[ 波形データ ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

保存先の設定

ファイル名の設定

データ形式の選択 (Binary、ASCII、Float、MATLAB)

波形の保存範囲の選択 (Main、Zoom1、Zoom2、Cursor Range)

波形の保存条件の設定

波形データの保存

保存先の設定 (File	List)
File	List[ ファイル一覧 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
操作メニュー

保存先ドライブ ( メディア )/ フォルダ
ジョグシャトル、または上下の矢印 キー▲▼でカーソルを移動し、
SET キーを押して選択します。

ファイルリスト

ファイルの操作方法については、16.10 節をご覧ください。

Note
保存先のドライブは、操作メニューの Change Drive からも設定できます。
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ファイル名の設定 (File Name)
File Name のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

	
オートネーミングの設定 (OFF、Numbering、Date)

ファイル名の設定

コメントの設定

オートネーミングの設定 (Auto Naming)
	 OFF：	 	 	 	オートネーミング機能を無効にします。File	Name で指定したファイル名が使用され

ます。保存先フォルダに同名のファイルが存在するときは、データを保存できません。
	 Numbering：	 	File	Name で指定した共通名 ( 最大 32 文字 ) のあとに、4 桁の通し番号 (0000 ～ 9999)

が自動的に追加されます。
	 Date：	 	 	 	保存したときの日付時刻 ( 時刻は ms 単位まで ) がファイル名になります。File	Name

で指定したファイル名は使用されません。

	 	 	 	 	 	 	 年 月 日 時 分 秒 ms
20100630_121530_100_000 　(2010/06/30 12:15:30.100)

1 つのファイルが 2GB を超えたときの
通し番号 (000 ～ 999)

	 オートネーミング機能の設定が OFF、Numbering、Date にかかわらず、１つのファイルのデータ
サイズが 2GB を超えたときは、ファイル名の末尾にアンダーバー「	_	」と 3 桁の通し番号 (000 ～
999) が付きます。ファイルが 1 つ増えるたびに通し番号が１つ大きくなります。2GB 以下のとき
は付きません。

コメントの設定 (Comment)
	 120 文字までのコメントを付加して保存できます。コメントは付けなくてもかまいません。すべて

の文字 ( スペース含む ) を使用できます。

データ形式の選択 (Data Type)
下表に示すデータ形式で、アクイジションメモリに取り込まれたサンプリングデータを保存できます。
データ形式 拡張子
Binary .WDF バイナリ形式で保存されます。

本機器に読み込むことができます。►16.7 節参照
データを圧縮して保存できます。詳細は、次ページをご覧ください。

ASCII .CSV 設定レンジで単位換算された ASCII 形式で保存されます。
本機器に読み込むことはできません。

Float .FLD 設定レンジで単位換算された32ビットのフローティング形式(IEEE)で保存されます。
本機器に読み込むことはできません。

MATLAB .MAT MATLAB 形式で保存されます。
本機器に読み込むことはできません。
デュアルキャプチャ機能で測定した波形は、保存できません。

Note
データ形式が ASCII、Float、MATLAB の場合で、レコード長とチャネル数の組み合わせによってファイルサ
イズが 2GB を超えるときは、保存できません。

16.4　波形データを保存する
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波形の保存範囲の選択 (Range)
波形の保存範囲 ( 領域 ) を、次の中から選択できます。
Main： 通常波形の範囲です。表示レコード長分 ( 画面に表示されている範囲 ) になります。
Zoom1： ズーム波形 Zoom1 の範囲です。
Zoom2： ズーム波形 Zoom2 の範囲です。
Cursor Range： Cursor1 と Cursor2 に囲まれた範囲です。

波形の保存条件の設定 (Waveform	Save	Setup)
Waveform	Save	Setup[ 波形データセーブ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

・	 データ形式が Binaly の場合

  

ヒストリデータの保存 (One、All)

データを圧縮して保存 (ON、OFF)
位置情報の保存 (ON、OFF)

/C30(GPS) オプションのときだけ
保存する電力演算データの選択 (All、Display)

/G5( 電力演算 ) オプションのときだけ
保存対象波形の選択
All ON のチェックを外すと、保存対
象波形の一覧が表示されます。
一覧を選択すると、個別に保存対象
波形をチェックできます。

・	 データ形式が ASCII の場合

  

サブチャネルデータの補間方法の選択
(Supplement、Space)

小数点の表示の選択 (Point、Comma)
データの拡張子を選択 (csv、MATLAB)
時刻情報の保存 (ON、OFF)

データの間引き間隔 (OFF、Per5、Per10、
Per20、Per50、Per100、Per200、Per500、
Per1000、Per2000、Per5000)

・	 データ形式が Float の場合

  

・	 データ形式がMATLAB の場合

  
テキスト形式情報の付加 (ON、OFF)

16.4　波形データを保存する
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ヒストリデータの保存 (History)
 One： HISTORY メニューの Select Record で選択された波形を 1 つだけ保存します。
 All：  HISTORY メニューの Start Record、End Record で指定した範囲のすべての波形を保存します。

ヒストリ波形の検索をしたあとに All を選択すると、検索された波形だけを保存します。
 *  データ形式で MATLAB を選択した場合は、HISTORY メニューの Select Record で選択された 1 波形

だけが保存されます。

Note
ヒストリ波形のアベレージ波形は保存できません。いったん All で必要な範囲のヒストリ波形を保存しておき、
保存したヒストリ波形を読み込んだあと、再び HISTORY メニューの Average Record を選択して、アベレージ
波形を表示してください。

データを圧縮して保存 (P-P	Comp)( データ形式が Binary の場合 )
・ P-P Comp を ON にして保存すると、同一時間軸にある複数の測定データの最大値と最小値だけ

を保存します。そのため、ファイルの容量を小さくして保存できます。
・ パワースペクトラム演算したデータは、P-P 圧縮して保存できません。
・ P-P Comp で ON を選択した場合は、Range で保存範囲を選択できません。

保存対象波形の選択 (Select	Save	Trace)
・ すべて ON(All ON)、 CH1 ～ CH16、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、

Math のうち、表示されている波形で選択した波形を保存します。
・ History で All を選択した場合は、Math は保存されません。Math のデータを保存する場合は、

History で One を選択してください。
 History で All を選択すると、HISTORY メニューの Start Record、End Record で指定した範囲の

ヒストリ波形をすべて保存します。任意の 1 つの波形を保存対象にする場合は、All を選択しな
いでください。

16.4　波形データを保存する
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SAVE メニュー
SHIFT+SAVE(MENU) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

波形データ保存のON/OFF

波形データの保存先 /ファイル名の設定

波形データの保存先 / ファイル名の設定 (Waveform	Save	Setup)
Waveform	Save	Setup[ 波形データセーブ設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
オートネーミングの設定 (OFF、Numbering、Date)
ファイル名の設定

データ形式の設定 (Binary、ASCII、Float、MATLAB)
ファイルリストの表示►16.10 節参照

保存する
SAVEキーを押します。指定したフォルダに波形データのファイルが保存されます。SAVEメニューの
Image	Save[ イメージセーブ ]の設定が ON のときは、画面イメージデータも保存されます。

ハードディスク記録やアクションの実行時の保存先
指定したドライブに、日付 ( 年月日 ) を名前にしたフォルダが自動的に作成され、その日付フォルダ
にオートネーミング機能で設定したファイル名でデータが保存されます。
保存先のフォルダ内のファイル数が 1000 を超えると、日付フォルダ名のあとの通し番号 (000 ～ 999) 
が１つ大きくなった日付フォルダが自動的に作成され、継続してデータが保存されます。

アクションの実行時は、自動的に作成される日付フォルダではなく、指定したフォルダにデータを保
存することもできます。►18.8 節参照

16.4　波形データを保存する
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16.5	 設定データを保存する

ここでは、設定データを保存するときの次の設定について説明しています。設定データをファイルと
して保存できます。

・ 保存先
・ ファイル名
・ 設定データの保存

►機能編　「設定データの保存 (Setup)」

FILE_Setup(Save) メニュー
FILEキー > Setup(Save)[ 設定データ ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

保存先の設定 ( ファイル )►16.4 節参照

ファイル名の設定►16.4 節参照

設定データの保存 ( ファイル )

設定データの保存 (Execute	Save)
・ ファイルに設定データ ( 保存時の各キーの設定情報 ) を保存します。拡張子は (.SET) です。
・ 日付・時刻、通信の設定情報は保存されません。
・ 波形の取り込み中は保存できません。START/STOP を押して、取り込みをストップしてください。
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16.6	 その他のデータを保存する

ここでは、画面イメージ、スナップショット波形データ、波形パラメータの自動測定結果、FFT の解
析結果を保存するときの次の設定について説明しています。

・ 保存先
・ ファイル名
・ 保存データ
・ データ形式 ( 画面イメージ )
・ カラーデータ ( 画面イメージ )
・ データの保存

►機能編　「その他のデータ保存 (Others)」

FILE_Others(Save) メニュー
FILEキー > Others(Save)[ その他 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

保存先の設定►16.4 節参照

ファイル名の設定►16.4 節参照

保存データの設定 (Screen Image、Snap、Measure、FFT)

保存データの設定 (Data	Type)
Screen Image： 表示されている画面イメージを PNG、BMP、JPEG のデータ形式で保存します。
Snap： スナップショットで捉えた波形データを保存します。拡張子は (.SNP) です。
Measure： 波形パラメータの自動測定で指定したアイテムの測定結果を CSV 形式で保存します。
FFT： FFT の解析結果を CSV 形式で保存します。
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保存データが画面イメージの場合

  

保存データを Screen Image に設定

データ形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)

カラーデータの設定 (ON、ON(Gray)、ON(Reverse)、OFF)

画面イメージの保存

背景の不透明 (Normal)/ 透明 (Transparent) の設定 *

*  データ形式が PNG のときに表示。データ形式が JPEG のときはフレームの ON/OFF の設定メニューを表示。

データ形式の設定 (Format)
 次の形式のデータを、指定したストレージメディアに保存できます。自動的に付けられる拡張子と、

ファイルサイズ ( 参考値 ) を次に示します。
出力データ形式 拡張子 ファイルサイズ *1

PNG ＊ .PNG 約 100k バイト ( 約 50k バイト )*2

BMP ＊ .BMP 約 2M バイト ( 約 150k バイト )*2

JPEG ＊ .JPG 約 250k バイト
*1：カラー ON のとき
*2：(　) 内のファイルサイズはカラー OFF のとき

カラーデータの設定 (Color)
ON： カラー 65536 色で出力されます。
ON(Gray)： 濃淡 16 階調で出力されます。
ON(Reverse)： 画面の背景はカラー出力しません。
OFF： 白黒で出力されます。

保存データがスナップショット波形の場合

  

保存データを Snap に設定

スナップショット波形の保存

16.6　その他のデータを保存する
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保存データが波形パラメータの自動測定結果の場合

  

保存データを Measure に設定

単位を保存 (OFF、ON)

時刻情報を保存 (OFF、ON)

波形パラメータの自動測定結果の保存条件を設定

波形パラメータの自動測定結果の保存

保存データが FFT 解析結果の場合

  

保存データを FFT に設定

周波数情報を保存 (OFF、ON)
小数点の表示の選択
(Point、Comma)

FFT 解析結果の保存条件を設定

FFT 解析結果の保存

16.6　その他のデータを保存する
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16.7	 波形データを読み込む

ここでは、波形データを読み込むときの次の設定について説明しています。
・ ファイル情報の表示
・ チャネルへの読み込み

►機能編　「波形データの読み込み (Waveform)」

FILE_Waveform(Load) メニュー
FILEキー > Waveform(Load)[ 波形データ ]のソフトキーを押します。次の画面、メニューが表示され
ます。

 

読み込むファイルの選択
( 拡張子 .WDF)

ファイルリスト

ファイル情報の表示

波形データの読み込み

ファイルの選択
ファイルリストから読み込むファイルを選択します。►16.10 節参照

波形データの読み込み (Execute	Load)
・ 選択した波形データを設定データと共に読み込みます。拡張子は (.WDF) です。読み込まれたデー

タは、測定を開始するとクリアされます。
・ 波形データを保存したときのモジュール構成と、波形データを読み込むときのモジュール構成が異

なる場合、一致するモジュールの波形データだけが読み込まれます。読み込みが終了すると、読み
込まれなかったチャネル番号を通知するメッセージが表示されます。
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16.8	 設定データを読み込む

ここでは、設定データを読み込むときの次の設定について説明しています。
・ ファイル情報の表示
・ 設定データの読み込み

►機能編　「設定データの読み込み (Setup)」

FILE_Setup(Load) メニュー
FILEキー >	Setup(Load)[ 設定値 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ファイル情報の表示

設定データの読み込み

ファイルの選択
ファイルリストから読み込むファイルを選択します。►16.10 節参照

設定データの読み込み (Execute	Load)
・ 設定データを選択し、読み込みます。拡張子は (.SET) です。
・ 設定データを保存したときのモジュール構成と、設定データを読み込むときのモジュール構成が異

なる場合、一致するモジュールの設定データだけが読み込まれます。読み込みが終了すると、読み
込まれなかったチャネル番号を通知するメッセージが表示されます。



16-19IM DL850E-02JA

16.9	 その他のデータを読み込む

ここでは、スナップショット波形を読み込むときの次の設定について説明しています。
・ ファイル情報の表示
・ 読み込みデータ
・ データの読み込み

►機能編　「その他のデータ読み込み (Others)」
「CAN/CAN	FD データの定義ファイルの読み込み (Symbol	File	Load)」

「LIN データの定義ファイルの読み込み (Symbol	File	Load)」

FILE_Others(Load) メニュー
FILEキー > Others(Load)[ その他 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ファイル情報の表示

データの読み込み

読み込みデータの設定 (Snap、Symbol)

読み込み先の設定 (CH13 ～ CH16)*

*　読み込みデータが Symbol のときだけ

読み込みデータの設定 (Data	Type)
Snap： 保存したスナップショット波形を読み込みます。拡張子は (.SNP) です。
Symbol： CAN/CAN FD、LIN データの定義ファイルを読み込みます。拡張子は (.SBL) です。

波形のクリア
読み込んだスナップショット波形は、クリアトレース、または初期化を行うとクリアされます。
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16.10	ファイルを操作する

ここでは、ファイルリスト、およびファイルユーティリティを操作するときの次の設定について説明
しています。

・ ファイルリストのソート
・ 表示フォーマット
・ 一覧表示するファイルの選択
・ メディアの変更
・ ファイル、フォルダの削除
・ ファイル名、フォルダ名の変更

・ フォルダ ( ディレクトリ ) の作成
・ ファイルのコピー
・ ファイルの移動
・ ファイル情報の表示
・ ファイルプロテクトの ON/OFF
・ ファイルの選択 ( すべて選択 / すべて非選択、選択 / 非選択 )

►機能編　「ファイル操作 (Utility)」

ファイルリスト (File	List)

ファイルリスト操作メニュー
矢印キー◄►で

操作エリアを切り替え

空き容量
ファイルパス

ファイルリスト上のカーソル
矢印キー▲▼で移動

操作メニュー上のカーソル
矢印キー▲▼で移動

ファイルパスで示したメディア
内またはフォルダ内に含まれる
フォルダとファイルの合計数

選択マーク
 　複数のファイルに対して一括して操作する場合、

選択するファイルにカーソルを移動し、SET キー
を押して、ファイルにこのマークを付けます。

　　フォルダを複数選択する場合は、SET/RESET の
ソフトキーを押して、フォルダにこのマークを
付けます。

 　1 つのファイルに対して操作する場合、選択する
ファイルにカーソルを移動し、このマークを付
けます。

ファイルリストのソート
表示フォーマットの設定

一覧表示するファイルの種類の設定
メディア ( ドライブ ) の変更

ファイル、フォルダの削除
ファイル名、フォルダ名の変更

フォルダ ( ディレクトリ ) の作成
ファイル、フォルダのコピー

ファイル、フォルダの移動

ファイル、フォルダ
の選択 / 非選択

Note
ファイルリストに表示される最大ファイル数は約 1000 個です。この数はメディアの装着状況、フォルダ構
成により変わります。1000 個を超えた状態のフォルダにもファイルの保存はできますが、ファイルリスト
に表示されない場合があります。このような状態になったときは、ファイルを削除するか、他のフォルダ内
に移動して、1 つのフォルダ内のファイル数が約 1000 個以下になるようにしてください。
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ファイルリストのソート (Sort	To)
操作メニューの Sort	To[ 表示順序 ]を選択します。次の画面が表示されます。

日付時刻降順でソート
日付時刻昇順でソート

ファイルサイズ降順でソート
ファイルサイズ昇順でソート
ファイル名降順でソート
ファイル名昇順でソート

表示フォーマット
1.  操作メニューの表示フォーマットを選択します。
2. 	 SETキーを押して、表示フォーマットを切り替えます。

	 ・	 リスト表示	( )

   

表示フォーマットを
に設定

	 ・	 サムネイル表示	( )

   

表示フォーマットを
に設定

16.10　ファイルを操作する
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一覧表示するファイルの選択 (Filter)
操作メニューの Filter[ フィルタ ]を選択します。次の画面が表示されます。

 

一覧表示するファイルの種類を選択
*.*： 全ファイル
*.WDF： バイナリ形式の波形ファイル
*.CSV： ASCII 形式の波形ファイル
*.FLD： フローティング形式の波形ファイル
*.SET： 設定ファイル
*.BMP： BMP 形式のイメージファイル
*.PNG： PNG 形式のイメージファイル
*.JPG： JPEG 形式のイメージファイル
*.SNP： スナップショット波形のファイル
*.SBL： SBL ファイル (CAN/CAN FD、LIN データの定義ファイル）
*.MAT： MATLAB 形式の波形ファイル

メディア ( ドライブ ) の変更 (Change	Drive)
操作メニューの Change	Drive[ メディア変更 ]を選択します。次の画面が表示されます。

 メディア ( ドライブ ) を選択
HD-0： ハードディスク
SD-1： SD メモリカード
USB-0： 先に認識した USB ストレージメディア
USB-1： 後に認識した USB ストレージメディア
Network： ネットワークドライブ

Note
ファイルリスト上で、変更するメディア ( ドライブ ) にカーソルを移動し SET	キーを押しても、メディア ( ドラ
イブ ) を変更できます。

16.10　ファイルを操作する
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ファイル、フォルダの削除 (Delete)
1.  ファイルリスト上で、削除するファイルまたはフォルダを選択します。
2.  操作メニューの Delete[ 削除 ]を選択します。次の画面が表示されます。

ファイル、フォルダの削除実行の確認

ファイル、フォルダの削除

削除するファイル

Note
・ 一度に複数のファイルまたはフォルダを削除するには、ファイルリスト上で、ファイルまたはフォルダ

にカーソルを移動し、次の操作をします。
 ファイル： SETキーまたはファイルのUtilityメニューにあるSET/RESETのソフトキーを押して選択します。
 フォルダ： ファイルの Utility メニューにある SET/RESETのソフトキーを押して選択します。SETキーを

押すと、それまでのファイルやフォルダの選択は、すべて解除されます。
・ ファイルの削除処理を中止 (Abort) できます。ただし、処理途中のファイルは中止できません。

ファイル、フォルダ名の変更 (Rename)
1.  ファイルリスト上で、名前を変更するファイルまたはフォルダを選択します。
2.  操作メニューの Rename[ 名前の変更 ]を選択します。次の画面が表示されます。

キーボードで変更するファイル名、またはフォルダ名
を入力します。

名前を変更するファイル

ファイル名、フォルダ名の変更

キーボードの ENTER キーまたは ENTER のソフトキーを押して、
入力した名前を確定します。

16.10　ファイルを操作する
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フォルダ ( ディレクトリ ) の作成 (Make	Dir)
1.  ファイルリスト上で、フォルダを作成するドライブまたはフォルダを選択します。
2.  操作メニューのMake	Dir[ フォルダ作成 ]を選択します。次の画面が表示されます。

フォルダ(ディレクトリ)の作成

キーボードの ENTER キーまたは ENTER のソフトキーを押して、
入力した名前を確定します。

キーボードで、作成するフォルダ名を入力します。

ファイルのコピー (Copy)
1.  ファイルリスト上で、コピー元のファイルを選択します。
2.  操作メニューの Copy[ コピー ]を選択します。次の画面が表示されます。

ファイル、フォルダのコピー実行

コピー先のファイルリスト

コピー元のファイルリスト

コピー先のフォルダ

3.  コピー先のファイルリスト上で、コピー先のドライブまたはフォルダを選択します。
4.  操作メニューの Copy	Exec[ コピー実行 ]を選択します。次の画面が表示されます。

     
ファイル、フォルダの
コピー実行の確認

Note
・ 一度に複数のファイルまたはフォルダをコピーするときの選択操作は、削除するときの操作と同じです。

16-23 ページの Note をご覧ください。
・ ファイルのコピー処理を中止 (Abort) できます。
・ コピー先のファイルリストでも、ファイルを操作できます。

16.10　ファイルを操作する
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ファイルの移動 (Move)
1.  ファイルリスト上で、移動元のファイルを選択します。
2.  操作メニューのMove[ 移動 ]を選択します。次の画面が表示されます。

   

ファイル、フォルダの移動実行

移動先のフォルダ

移動先のファイルリスト

移動元のファイルリスト

3.  移動先のファイルリスト上で、移動先のドライブまたはフォルダを選択します。
4.  操作メニューのMove	Exec[ 移動実行 ]を選択します。次の画面が表示されます。

      
ファイル、フォルダの

移動実行の確認

Note
・ 一度に複数のファイルまたはフォルダを移動するときの選択操作は、削除するときの操作と同じです。

16-23 ページの Note をご覧ください。
・ 移動先のファイルリストでも、ファイルを操作できます。

16.10　ファイルを操作する
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FILE_Utility メニュー
FILEキー > Utility[ ユーティリティ ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ファイル情報の表示

プロテクトのON/OFF

すべて選択 /すべて非選択

選択 /非選択 コピー /削除の処理中止

一度に複数のファイルを
コピー /削除しているとき

 
プロテクト ON のファイル

プロテクトの ON/OFF(Protect	ON/OFF)
選択したファイルのプロテクトを ON/OFF し、ファイル属性を変更します。ファイル属性は、ファイ
ルリストの「Attr」に表示されます。
プロテクト ファイル属性 内容
ON r 選択したファイルをプロテクトします。読み出しが可能です。書き込みはでき

ません。消去もできません。
OFF r/w 選択したファイルをプロテクトしません。読み出し / 書き込みが可能です。

すべて選択 / すべて非選択 (ALL	SET/ALL	RESET)
ALL SET：  ファイルリスト上のドライブまたはフォルダ内にカーソルがあるとき、そのドライブま

たはフォルダ内のファイルとフォルダをすべて選択します。選択されたファイルとフォ
ルダには選択マーク (16-20 ページ参照 ) が付きます。

ALL RESET： 選択されているファイルとフォルダをすべて非選択にします。

選択 / 非選択 (SET/RESET)
ファイルリスト上のカーソルがあたっているファイルやフォルダを選択 / 非選択にします。選択され
たファイルには選択マーク (16-20 ページ参照 ) が付きます。

16.10　ファイルを操作する
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第 17章	 イーサネット通信

17.1	 本機器をネットワークに接続する

ここでは、本機器をネットワークに接続する方法について説明しています。

イーサネットインタフェースの仕様
本機器のサイドパネルには、1000BASE-T ポートがあります。
項目 仕様
通信ポート数 1
電気・機械的仕様 IEEE802.3 準拠
伝送方式 Ethernet(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
通信プロトコル TCP/IP
対応サービス サーバ：FTP、HTTP(Web)、VXI-11

クライアント：FTP(Net Drive)、SMTP(Mail)、SNTP、LPR(Net Print)、DHCP、DNS
コネクタ形状 RJ-45 コネクタ

イーサネットポート

RJ-45モジュラジャック

接続するときに必要なもの
接続ケーブル
接続には、ご使用のネットワーク環境 ( 伝送速度 ) に対応したケーブルを使用してください。

・ UTP(Unshielded Twisted-Pair) ケーブル
・ STP(Shielded Twisted-Pair) ケーブル
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接続方法
ネットワーク上の PC と接続する場合
1.  本機器の電源を OFF にします。
2.  サイドパネルにある ETHERNET 1000BASE-T ポートに、UTP( または STP) ケーブルの片方のコ

ネクタを接続します。
3.  UTP( または STP) ケーブルのもう一方のコネクタをハブ / ルータに接続します。
4.  本機器の電源を ON にします。

    

1000BASE-T対応の変換器(ハブやルータ)

UTPケーブルまたはSTPケーブル
(いずれもストレートケーブル)

PC DL850E/
DL850EV

PC と 1 対 1 で接続する場合
1.  本機器と PC の電源を OFF にします。
2.  サイドパネルにある ETHERNET 1000BASE-T ポートに、UTP( または STP) ケーブルの片方のコ

ネクタを接続します。
3.  UTP( または STP) ケーブルのもう一方のコネクタをハブ / ルータに接続します。
4.  同様に PC とハブ / ルータを接続します。
5.  本機器の電源を ON にします。

    

1000BASE-T対応の変換器(ハブやルータ)

UTPケーブルまたはSTPケーブル
(いずれもストレートケーブル)

PC DL850E/
DL850EV

Note
・ ハブやルータは、ご使用のネットワーク環境 ( 伝送速度 ) に対応したものを使用してください。
・ PC と 1 対 1 で接続する場合は、PC 側にネットワークカード (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動切

り替えのもの ) が必要です。
・ ハブ / ルータを使用せずに本機器と PC を直接接続することは避けてください。直接接続での通信では、

動作を保証できません。
・ 固定 IP アドレスやネットワークドライブを指定した場合は、必ずそれらにアクセスできる環境で使用し

てください。アクセスできない場合は、指定されているタイムアウト時間、本機器を操作できなくなる
ことがあります。

17.1　本機器をネットワークに接続する
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17.2	 TCP/IP の設定をする

ここでは、ネットワークに接続するときの TCP/IP の設定について説明しています。
・ DHCP(IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ )
・ DNS( ドメイン名、DNS サーバの IP アドレス、ドメインサフィックス )

►機能編　「TCP/IP(TCP/IP)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

TCP/IP の設定

TCP/IP の設定 (TCP/IP)
TCP/IPのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

DHCP の設定 (OFF、ON)

・IP アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウェイ

DHCP が OFF のときに設定

DNS の設定 (OFF、ON、Auto)*

・ドメイン名
・DNS サーバの IP アドレス (プライマリ、セカンダリ )

・ドメインサフィックス ( プライマリ、セカンダリ )

設定反映を実行

DNS が ON のときに設定

*  Auto は、DHCP が ON のときに表示

DNS が ON または Auto のときに設定

DNS の設定 (DNS)
OFF： DNS を無効にします。
ON：  DNS を有効にします。ドメイン名、DNS サーバの IP アドレス、ドメインサフィックスを設定

してください。
Auto：  DNS を有効にします。ドメインサフィックスを設定してください。ドメイン名、DNS サーバ

の IP アドレスは自動的に設定されます。DHCP が ON のときだけ選択できます。
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17.3	 PC から本機器にアクセスする (FTP	Server)

ここでは、ネットワーク上の機器から本機器にアクセスするときの次の設定について説明しています。
・ ユーザー名
・ パスワード
・ タイムアウト
・ FTP クライアントソフトウエアの実行

►機能編　「FTP サーバ (FTP/Web	Server)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

FTP サーバの設定

FTP サーバの設定 (FTP/Web	Server)
FTP/Web	Server[FTP/Web サーバ ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
・ユーザー名の設定 (15 文字以内 )
・パスワードの設定 (15 文字以内 )
・タイムアウトの設定 (30 ～ 3600s)
設定反映を実行

PCから本機器にアクセスするための設定

FTP クライアントソフトウエアの実行
PC 上で、FTP クライアントソフトウエアを実行します。
上記画面 (FTP/Web Server) で設定したユーザー名 / パスワードを入力して本機器にアクセスします。

Note
ユーザー名を anonymous に設定すると、パスワードを入力しないで本機器にアクセスできます。
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17.4	 PC で本機器の画面をモニタする (Web	Server)

ここでは、ネットワーク上の PC から本機器にアクセスして、本機器の画面を表示したり、波形取り
込みをスタート / ストップするときの次の設定について説明しています。

・ ユーザー名
・ パスワード
・ タイムアウト
・ PC からの接続

►機能編　「Webサーバ (FTP/Web	Server)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network	[ ネットワーク ]	のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

Webサーバの設定

Web サーバの設定 (FTP/Web	Server)
FTP/Web	Server[FTP/Web サーバ ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

・ユーザー名の設定 (15 文字以内 )

・パスワードの設定 (15 文字以内 )
・タイムアウトの設定 (30 ～ 3600s)

設定反映を実行

PCから本機器にアクセスするための設定
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17.5	 ネットワークドライブに接続する

ここでは、イーサネット経由でネットワーク上のドライブ ( ネットワークドライブ ) に本機器の各種
データを保存 / 読み込みするときの次の設定について説明しています。

・ FTP サーバ ( ファイルサーバ )
・ ログイン名
・ パスワード
・ FTP パッシブモードの ON/OFF
・ タイムアウト
・ ネットワークドライブに接続 / 切断

►機能編　「ネットワークドライブ (Net	Drive)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYメニュー > Network	[ネットワーク]	のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ネットワークドライブの設定と接続

ネットワークドライブの設定と接続 (Net	Drive)
Net	Drive[ ネットワークドライブ ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

ネットワークドライブとの接続を切断

ネットワークドライブに接続

・タイムアウトの設定 (1 ～ 60s)
・FTP パッシブモードのON/OFF
・パスワードの設定 (15 文字以内 )
・ログイン名の設定
・FTP サーバのホスト名の設定
ネットワークドライブに接続するための設定
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17.6	 メール送信の設定をする(SMTPクライアント機能)

ここでは、ネットワーク上の指定したメールアドレスにメールを送信するときの次の設定について説
明しています。

・ メールサーバ
・ メール送信先アドレス
・ コメント
・ イメージデータ添付
・ タイムアウト
・ メールのテスト送信の実行

►機能編　「メール (Mail)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 メールの設定

メールの設定 (Mail)
Mail[ メール ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

メール送信先アドレスの設定

コメントの設定
イメージデータ添付の設定 (OFF、ON)
タイムアウトの設定 (1 ～ 60s)

メールのテスト送信の実行

メールサーバの設定 (IP アドレス、または
ホスト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))
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17.7	 SNTP を使って日付 / 時刻を設定する

ここでは、本機器の日付 / 時刻を SNTP を使って設定する方法について説明しています。
・ SNTP サーバ
・ タイムアウト
・ 時刻調整の実行
・ 自動調整

►機能編　「SNTP(SNTP)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

SNTP の設定

SNTP の設定 (SNTP)
SNTPのソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 タイムアウトの設定 (1 ～ 60s)

時刻調整の実行

自動調整の設定 (OFF、ON)

SNTP サーバの設定 (IP アドレス、または
ホスト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))
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17.8	 ネットワークプリンタを設定する

ここでは、ネットワーク上のプリンタを使って、画面イメージをプリントアウトするときの次の設定
について説明しています。

・ LPR サーバ
・ LPR 名
・ タイムアウト

►機能編　「ネットワークプリンタ (Net	Print)」

UTILITY_Network メニュー
UTILITYキー > Network[ ネットワーク ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ネットワークプリンタの設定

ネットワークプリンタの設定 (Net	Print)
Net	Print[ ネットワークプリンタ ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 LPR 名の設定 ( プリンタの共有名 )
タイムアウトの設定 (1 ～ 60s)

LPR サーバの設定 (IP アドレス、または
ホスト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))
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18.1	 オートセットアップをする

ここでは、本機器の設定を入力信号に適した値に自動的に設定するための、オートセットアップをす
る方法について説明しています。

►機能編　「オートセットアップ (Auto	Setup)」

SETUP メニュー
SETUPキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

オートセットアップの実行

オートセットアップの取り消し

第 18章	 その他の操作
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18.2	 設定を初期化 ( イニシャライズ ) する

ここでは、設定した内容を工場出荷時の設定に戻すために初期化する方法について説明しています。
►機能編　「設定を初期値に戻す (Initialize)」

SETUP メニュー
SETUPキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

初期化の実行

初期化の取り消し

すべての設定を工場出荷時の設定に戻す場合
スタートガイド (IM DL850E-03JA) の 4.6 節をご覧ください。
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18.3	 設定データをストア / リコールする

ここでは、設定した内容を内部メモリに保存 / 読み込みする方法について説明しています。
►機能編　「設定データのストア /リコール (Setup	Data	Store/Recall)」

SETUP_Store/Recall メニュー
SETUPキー > Setup	Data	Store/Recall[ 保存 / 呼出	設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが
表示されます。

 

ストア /リコール先の番号の指定 ( ジョグシャトルで設定 )

コメントの設定

ストアの実行

リコールの実行

内部メモリにストアした日付時刻の表示

内部メモリにストアした設定内容のクリア
内部メモリにデータがストアされているときに表示
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18.4	 キャリブレーションをする

ここでは、キャリブレーションをする方法について説明しています。精度のよい測定をしたいときに
実行してください。

►機能編　「キャリブレーション (CAL)」
「電力積算値キャリブレーション (/G5 オプション時のみ )」

CAL メニュー
SHIFT+SETUP(CAL) キーを押します。次のメニューが表示されます。

 

キャリブレーションの実行

オートキャリブレーションの設定 (ON/OFF)

電力積算キャリブレーションの実行
/G5 オプションのときだけ
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18.5	 メッセージ言語 / メニュー言語、USB キーボードの
言語を変える

ここでは、本機器のメッセージ言語、メニュー言語、USB キーボードの言語の設定について説明して
います。

►機能編　「システム設定 (System	Configuration)」

UTILITY_System	Config メニュー
UTILITYキー > System	Configのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

言語の設定

USB キーボードの設定

言語の設定 (Language)
Languageのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

メッセージ言語の設定 (Japanese、English、Chinese、Korean、
Italian、French、German、Spanish、Russian)

メニュー言語の設定 (Japanese、English、Chinese、Korean、
Italian、French、German、Spanish、Russian)

Note
一部の用語は英語で表示されます。

USB キーボードの設定 (USB	Keyboard)
USB Human Interface Devices(HID) Class Ver1.1 準拠の次のキーボードが使用可能です。
English：  104 キーボード
Japanese： 109 キーボード

USB キーボードのキーに割り当てられている本機器の各キーについては、スタートガイド (IM DL850E-03JA)
の付録 5 をご覧ください。



18-6 IM DL850E-02JA

18.6	 時刻同期を設定する ( オプション )

ここでは、GPS の時刻と同期させるときの次の設定について説明しています。
・ IRIG フォーマット
・ 変調
・ インピーダンス

・ グリニッジ標準時との時差
・ 受信状態の表示

►機能編　「時刻同期機能 (Time	Synchro、/C20 オプション )」
「時刻同期機能 (Time	Synchro、/C30 オプション )」

UTILITY_System	Config メニュー
UTILITYキー > System	Configのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

時刻同期の設定

時刻同期の設定 (Time	Synchro)
Time	Synchro[ 時刻同期 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

/C20 オプションの場合 /C30 オプションの場合

Time Synchro の設定 (OFF、GPS)
Time Synchro が OFF のときに設定

受信状態の表示

Hour( 時 ) の選択
( ジョグシャトルで設定 )
Minute( 分 ) の選択
( ジョグシャトルで設定 )

選択した時刻を設定

・ GPS うるう秒補正量を設定
( ジョグシャトルで設定 )

Time Synchro の設定
(OFF、IRIG)

Time Synchro が OFF
のときに設定

・IRIG フォーマット
の設定 (A、B)

・変調を設定
(AM、PWCode)

・インピーダンス設定
(50、5k)

・グリニッジ標準時との時差
の設定

Note
Time Synchro( 時刻同期 ) の設定変更を有効にするには、本機器を再起動してください。
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18.7	 バックライトを調整する

ここでは、バックライトの調整について説明しています。
・ バックライトの消灯
・ オートオフ
・ 明るさの調整

►機能編　「液晶画面の調整 (LCD)」

UTILITY_System	Config メニュー
UTILITY キー > System	Configのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 バックライトの調整

バックライトの調整 (LCD)
LCD[ 液晶 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

バックライトの消灯 ( 任意のキーを押すと点灯 )

バックライトのオートオフのON/OFF

オートオフの時間の設定 ( ジョグシャトルで設定 )

バックライトの明るさの設定 ( ジョグシャトルで設定 )
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18.8	 環境設定をする

ここでは、本機器の次の設定について説明しています。
・ 電源 ON 時の動作
・ ロジック
・ 外部入出力端子
・ 画面のフォントサイズ、画面の色 / 輝度
・ クリック音の ON/OFF、キーロックのタイプ / 解除方法
・ カーソル値の読み方とアクション実行時のデータ保存先
・ DC オフセット / ゲイン調整の ON/OFF

►機能編　「環境設定 (Preference)」

UTILITY_Preference メニュー (Preference)
UTILITYキー > Preference[ 環境設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 画面のフォントサイズ、画面の色 /輝度の設定

カーソル値の読み方とアクション実行時のデータ保存先の設定

電源ON時の動作設定

ロジック信号の記数法、カーソルデータの読み取り方向、
ビットデータの読み取り方向の設定

外部入出力端子の設定

クリック音のON/OFF、スタート /ストップの反応時間、
キーロックのタイプ /解除方法の設定

DCオフセット /ゲイン調整機能のON/OFF

電源 ON 時の動作設定 (Power	On	Action)
Power	On	Action[ 電源オン時アクション ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 電源 ON と同時に波形の取り込みをスタートする (ON) / しない (OFF)
電源 ON 時に前回のアクション設定を有効にする (ON) / しない (OFF)

ロジック設定 (Logic	Setup)
Logic	Setup[ ロジック設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
記数法の設定 (Bit、Hex)
カーソルデータの読み取り方向の設定 (1→8、8→1)
ビットデータの読み取り方向の設定 (1→8、8→1)
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18.8　環境設定をする

外部入出力端子の設定 (Terminal	Setup)
Terminal	Setup[ ターミナル設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

リモートの設定
・ON： STOP 信号を有効にする
・OFF： STOP 信号を無効にする
トリガ出力の設定 (Normal、Pulse、Sample Pulse、Start/Stop)

パルス幅の設定 (1ms、50ms、100ms、500ms)

・トリガ出力の設定が Pulse のとき

・トリガ出力の設定が Sample Pulse のとき
パルスレートの設定 (5Hz、 10Hz、 20Hz、 50Hz、 100Hz、 200Hz、 500Hz、 
1kHz、 2kHz、 5kHz、 10kHz、 20kHz、 50kHz、 100kHz、 200kHz)

* 本機器のサンプルレート ( メインチャネルサンプルレート ) より速い周期には、設定できません。
 本機器のサンプルレートの整数分の 1 にだけ設定できます。
 本機器のサンプルレートとの組み合わせによっては、選択したパルスレートに設定できない場合

があります。

画面のフォントサイズ、画面の色 / 輝度の設定 (Display	Setup)
Display	Setup[ 表示設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

メニューフォントサイズの設定 (Small、Large)
画面背景色の設定 (Blue、Gray)
スケール表示フォントサイズの設定 (Small、Large)
スケール値の表示項目の設定

DISPLAY メニューの Scale Value (►4.1 節参照 ) の設定を
ON にしたときの対象項目を次の中から選択します。

・All ：すべてのスケール値を表示する 
・Time Scale ：時間軸のスケール値だけを表示する

レベルインジケータの設定 (OFF、ON)

画面輝度の設定
・グリッドの設定 (1 ～ 8)
・カーソルの設定 (1 ～ 8)
・マーカの設定 (1 ～ 8)

横軸表示書式の設定 (Auto、Relative、Absolute)

クリック音の ON/OFF、キーロックのタイプ / 解除方法の設定	
(Key/Knob	Setup)
Key/Knob	Setup[Key/Knob 設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

クリック音の設定 (ON、OFF)

スタート / ストップの反応時間の設定 (Quick、> 1sec)

キーロックの設定
・キーロックタイプの設定 (All、Except START/STOP)
・解除方法のタイプの設定 (Key、Password)
・パスワードの設定 (8 文字以内 )
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カーソル値の読み方とアクション実行時のデータ保存先の設定	
(Analysis	Setup)
Analysis	Setup[ 解析設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

カーソル値の読み方の設定
・Display：P-P 圧縮された画面上のデータの値をカーソル測定する
・ACQ：アクイジションメモリに取り込まれたサンプリングデータ

の値をカーソル測定する
アクション実行時のデータ保存先の設定

・ON： 自動的に日付フォルダを作成しデータを保存する
・OFF： 指定したフォルダにデータを保存する

DC オフセット / ゲイン調整の ON/OFF(Input	Setup)
Input	Setup[ 入力設定 ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 DC オフセット / ゲイン調整を使用する (ON) / 使用しない (OFF)

18.8　環境設定をする
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18.9	 本機器を USB ストレージデバイスにする

ここでは、サイドパネルの PC 接続用 USB コネクタを使って本機器と PC を USB ケーブルで接続し、
本機器を USB ストレージデバイスとして使用するときの設定について説明しています。

►機能編　「USB 通信機能 (USB	Function)」

UTILITY_System	Config メニュー
UTILITY キー > System	Configのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

USB Function を Storage に設定

Note
• Storage では、本機器の内蔵ハードディスクだけにストレージデバイスとしてアクセスできます。他のス

トレージメディアにはアクセスできません。
• PC から本機器の内蔵ハードディスクへアクセスするときは、データの読み込み以外の操作は絶対に行わ

ないでください。故障の原因となります。
• Storage でファイルアクセス中は、USB ケーブルを抜いたり、本機器の電源を OFF にしないでください。

故障の原因となります。
・ Storage のときは、本機器のメニューから本機器の内蔵ハードディスクに絶対にアクセスしないでくださ

い。
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18.10	キーをロックする

現在の本機器の状態を不用意に変更しないように、操作キーをロックする方法について説明していま
す。

►機能編　「キープロテクト (KEY	PROTECT)」

キーロック (KEY	PROTECT)
KEY	PROTECTキーを押すと、キーが点灯して、操作キーがロックされます。キーをロックすると、
KEY	PROTECTキー以外は操作できません。KEY	PROTECTキーをもう一度押してキーが消灯すると、
ロックが解除されて操作キーを押せるようになります。

Note
キーをロックした状態では、USB マウスや USB キーボードからの操作もできません。
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18.11	アクイジションソフトウエアからの接続要求を拒否
する

本機器と PC を USB インタフェースまたはイーサネットインタフェースを使って接続しているときに、
PC のアクイジションソフトウエアから本機器への接続を禁止する方法について説明しています。

►機能編　「リモート制御	(Remote	Ctrl)」

UTILITY_Remote	Ctrl メニュー
UTILITY キー > Remote	Ctrlのソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ACQ Software Connect を Forbid に設定

Note
• PC のアクイジションソフトウエアから本機器に接続中は、本機器側ではキー操作ができません。PC 側

でアクイジションソフトウエアと本機器の接続を切断してから、本機器を操作してください。
• アクイジションソフトウエアの詳細については、アクイジションソフトウエア ユーザーズマニュアル

(IM DL850E-61JA) をご覧ください。
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19.1	 故障 ? ちょっと調べてみてください

異常時の対処方法
・	 画面にメッセージが表示されているときは、次ページ以降をお読みください。
・	 サービスが必要なとき、または対処方法どおりにしても正常に動作しないときは、お買い求め先ま

で修理をお申し付けください。

内　　容 考えられる原因 対処方法 参照節
電源が入らない 定格の範囲外の電源を使用している 正しい電源を使用してください。 3.4*
画面に何も表示されない バックライトが OFF になっている どれかのキーを押してください。 18.7

画面の色が不適当 電源 OFF 後、RESET キーを押しながら、
電源を ON にしてください。

4.6*

画面の表示がおかしい システムが異常である 電源を再投入してください。 3.4*
表示を ON にした CH や
MATH の波形が画面に表示さ
れない

表示したい波形の表示グループが選択さ
れていない

DISPLAY キー＞ Select Display Gr. のソ
フトキーで表示グループ 1 ～ 4 のいず
れかを選択してください。

4.1
1.9、1.10

キー操作ができない リモート状態である SHIFT ＋ CLEAR TRACE キーを押して、
ローカル状態にしてください。

－

プロテクト状態になっている KEY PROTECT キーを押してください。 18.10
それ以外 キーテストをしてください。

異常のときはサービスが必要です
19.3

トリガがかからない トリガの設定が適当でない トリガ条件を正しく設定してください。 2 章
測定値がおかしい 十分なウォーミングアップをしていない 電源 ON 後、30 分間ウォーミングアッ

プを行ってください。
－

キャリブレーションされていない キャリブレーションをしてください。 18.4
プローブの位相が補正されていない 正しく位相補正をしてください。 3.6*
プローブの減衰比が正しくない 正しい値に設定してください。 1.1
それ以外 キャリブレーションをしてください。

それでも測定値がおかしいときは、サー
ビスが必要です。

18.4、19.3

内蔵プリンタに出力できない プリンタヘッドが傷んだまたは消耗した サービスが必要です。 －
指定したメディアにデータが
セーブできない

メディアが初期化されていない 初期化してください。 16.3
メディアが書き込み禁止になっている メディアの書き込み禁止を解除してく

ださい。
－

メディアの空き容量がない 不要なファイルを消すか、新しいメディ
アを使用してください。

16.10

通信インタフェースによる設
定・動作制御ができない

プログラムで引用している本機器のアド
レスが、設定したアドレスと異なってい
る

プログラムと本機器のアドレスを同じ
にしてください。

別冊通信	
インタフェース	
ユーザーズ	
マニュアル	
(IM	DL850E-17JA)

電気的・機械的仕様に合った使い方をし
ていない

仕様に合った方法で使用してください。

*	 別冊のスタートガイド (IM	DL850E-03JA)

第 19 章 トラブルシューティングと保守・点検
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19.2	 各種メッセージと対処方法

メッセージ
使用中に画面にメッセージが表示されることがあります。その意味と対処方法を説明します。なお、
メッセージは 18.5 節の操作で設定した言語で表示できます。対処方法でサービスが必要なときは、お
買い求め先まで修理をお申し付けください。
以下のメッセージ以外にも通信関連のメッセージがあります。これらは別冊の通信インタフェース
ユーザーズマニュアル (IM DL850E-17JA) に記載してあります。

インフォメーション
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
51 オートセットアップ実行中。 Autosetup is running. 18.1
53 初期化実行中。 Initializing is in progress. 18.2
55 アンドゥ実行中。 Undo is in progress. 18.1
57 ひずみバランス処理実行中。 Automatic balancing is running... 1.5
58 ひずみバランス処理を実行しました。 Automatic balancing is complete. 1.5
59 キャリブレーション実行中。 Calibration is running... 18.4
61 メディアフォーマットを実行中 Media format is running. 16.3
62 メディアフォーマットを実行しました Media format is complete. 16.3
63 ひずみモジュールが実装されています。バランス

を行ってご使用ください。
A strain module is installed. 
Carry out automatic balancing before use.

－

64 ファイル操作が中断されました。 File access is aborted. － 

65 モジュールファームウェアのバージョンアップを
実行しました。

Executed the firmware overwriting of the frequency 
module.

19.6

66 モジュールファームウェアのバージョンアップ実
行中

Overwriting firmware of the frequency module... 19.6

67 スタートキー応答時間が「1 秒以上」に設定され
ています。
1 秒以上キーを押し続けてください。

Key response time is more than 1 second.  
Push it more than 1 second.

18.8

68 内蔵機器のファームウェアのバージョンアップを
実行しました。
Part : 

Executed the firmware overwriting of the built-in parts.
Part : 

19.6

69 内蔵機器のファームウェアバージョンアップ実行
中
Part ：

Overwriting the built-in parts firmware.
Part : 

19.6

70 GO/NO-GO を終了しました。 Exit from GO/NO-GO mode. 11 章
71 イメージプリントを中止しました。 Image printing was aborted. 15 章
72 アクションを終了しました。 Completed action. 12.1
73 サーチを中止しました。 Aborted the search. 13 章
74 サーチを実行しましたが、条件と一致するレコー

ドは見つかりませんでした。
Executed the search, but no record was found that 
matched the conditions.

13 章

75 サーチを実行しましたが、条件と一致するパター
ンは見つかりませんでした。

Executed the search, but no record was found that 
matched the pattern.

13 章

77 統計処理が中止されました。 Aborted the statistical measurement. 8.2
78 起動時にユーティリティキーの押下を検出したの

でサービスモードで起動しました。
Turned on pressing the Utility key. 
Will be service mode.

－

80 入力モジュール構成が変更されたので関連する設
定値を初期化しました。

Input module configuration was changed. 
Relevant settings have been initialized.

1 章

81 ユーザ定義演算オプションが付いていないモデル
です。

This model does not have computation option 
installed.

－

82 ハードディスクオプションが付いていないモデル
です。

This model does not have the HDD option installed. －

84 RESET キーを押しながら起動されたので 全ての設
定を初期化しました。

Turned on pressing the RESET key. 
Will initialize.

－

85 通信によりリモート状態になっています。
ローカル状態にするには、SHIFT + CLEAR TRACE
キーを押してください。

The instrument is set to remote mode by the 
communication control.
Press the SHIFT + CLEAR TRACE key to change to local 
mode.

－
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
86 Zoom Position、Zoom Mag 設定ノブの対象ウィ

ンドウを切り替える場合は、Zoom Position もし
くは Zoom Mag ノブを押してください。

Push 'Zoom Mag' knob or 'Zoom Position' knob when 
change a target window.

6.1

88 ハードディスク記録の後処理中です。
しばらくお待ちください。

Post processing of Hard disk Record. 
Wait a while.

－

89 以下の場合 XY 波形は表示されません。
・X 軸と Y 軸のサンプルレートが異なる場合
・HD 記録波形の場合

Connot disply XY waveforms under these conditions.
 -Defferent sample rate between X & Y.
 -HD Recording waves

－

90 オートセットアップで有効なチャネルを見つける
ことができませんでした。

Executed the Autosetup, but no effective channel was 
found.

－

91 ロードできないシグナルが存在しました。
原因は以下のいずれかです。シンボルファイルを
確認ください。

・ シグナルの数が、対応するサブチャネルの数よ
り多い。

・対応していない Value Type が使われている。
・Bit Count が規定値を超えている。

Some signals were not loaded due to the following 
problems.
Check the symbol file.
-The Number of signals is too many.
-“Value Type” is not supported.
-“Bit Count” is too many.

－

93 メモリーの容量制限により、以下のサブチャネル
を OFF にしました。

Following sub channel was set to Off due to limit of 
memory capacity.

1.9、1.10、
1.11

94 アボート処理中です。少々お待ちください。 Executing abort process. It takes a few seconds. 13.1
95 メモリーの容量制限により、すべてのサブチャネ

ルを ON にすることができませんでした。
Cannot set all sub-channels input to on due to limit of 
memory capacity.

1.9、1.10、
1.11

ファイルエラー
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
500 ファイルアクセスエラー File access failure. －
501 入力ファイル名が不適当です。

　 ファイル名が重複しているか、使用できない文
字やファイル名が使用されている可能性があり
ます。

Invalid file name.
  The name contains prohibited characters, or file 
name is duplicated.

16.4

502 パス名が長すぎます。
　 フルパス名 ( ルートフォルダからの絶対パス名 )

が 255 文字以内となるようにしてください。

Pass name over maximum number of characters.
  Full pass name should under 255 characters.

16.4

504 メディアの空き容量が不足しています。
　 不要なファイルを消すか、新しいメディアを使

用してください。

Out of disk space. －

505 ファイルまたはディレクトリがありません。
　ファイル名、メディアを確認してください。

File not found.  
  Check the file.

－

506 ファイル名・ディレクトリ名が重複しています。
　名称を変更してください。

Duplicate file or directory name.  
  Change the name.

－

507 ファイル名が設定されていません。
　ファイル名を設定してください。

The file name is not set.   
  Set the file name.

16.4

508 セーブデータがありません。
　データが存在するか確認してください。

Save data not found.  
  Check for presence of data and channel.

16 章

509 ファイルシステムが異常です。 File system failure. 16 章
510 他機種でセーブしたファイルです。ロードできま

せん。
Cannot load this file format.
Files stored on other models cannot be loaded.

－

511 メディアにアクセス中です。
　アクセスが終ってから実行してください。

File is now being accessed.
Execute after access is made.

－

512 スタート中は実行できません。
　 START/STOP キーを押して、波形の取り込みを

ストップしてから行ってください。

Cannot be executed while running.
Press the START/STOP key to stop acquisition.

－

513 指定したファイルは、このファームウェアバー
ジョンまたはこのモデルではロードできません。

The specified file cannot be loaded  on this Firmware 
version or this model.

－

514 表示しているチャネルがありません。
対象チャネルの表示を ON にしてください。

No ch is displayed.
Turn ON the display of the appropriate channel.

1 章

516 オーバーランが発生しました。
HDD の代替セクタが多く、規定時間内に書き込
みができませんでした。処理を中止します。

HDD overrun error.
Due to spare sectors, the recording could not be 
finished within assigned time. The operation is aborted.

－

517 不明なファイル形式です。
ファイル名を確認してください。

Unknown file format. 16 章

518 メディアが書き込み禁止になっています。
メディアのライトプロテクトを解除してください。

Writing prohibited in the media. 
Unlock write protection of the media.

－

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
519 現在のレコード長の場合、このフォーマットでは

セーブすることができません。Range を指定して
部分セーブを行ってください。
※  2GByte 以上のサイズのファイルは作成できま

せん。

Cannot save in this format at the current record 
length.
Specify a range and save a section of the data.
* Cannot create a file of size 2 GB or larger.

－

520 メディア異常です Media error. －
521 ディレクトリが削除できません Directory can not be deleted. 16.1
522 ネットワークドライブ上の以下のファイルはロー

ドできません。
　容量が 50MByte 以上のファイル。 
ローカルドライブにコピーしてからロードしてく
ださい。

Cannot load these files on a network drive.
  The File which larger than 50 Mbyte. 
Copy the file to the local drive before loading it.

17.3

530 対象パスが存在しません。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Assigned path does not exist.
Check the network setting and configulation.

17 章

531 対象ファイルが存在しません。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Assigned file does not exist.
Check the network setting and configulation.

17 章

532 アクセス拒否されました。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Assigned path does not exist.
Check the network setting and configulation.

17 章

533 属性により削除不可能です Writing prohibited in this file. －
534 ネットワークドライブアクセス中にエラーが発生

しました。
接続状況、接続先を確認してください。

An error occurred while network access.
Confirm network conditions.

17 章

535 アクションでデータ保存するパスが不適当です。
カレントパスは「日付フォルダ」以外にしてくだ
さい。

Current path is not suitable.
Set other path while use action on trigger.

－

536 コピー先のフォルダはコピー元と同じか コピー元
のサブフォルダです

Destination path is same as source path, or sub folder 
of source path.

－

537 外部ハードディスクの接続を確認してください。 
( 外部ハードディスクの接続 / 解除は機器本体の
電源を OFF にして行ってください。)

Confirm a connection with External HDD. 17 章

538 ファイル内の構成と一致するモジュールがないの
でデータをロードできませんでした。
セーブ時のモジュール構成はファイル情報で確認
できます。

Module configuration is not matched, so it couldn’t 
loaded.
Configuration of saved data can see by File property.

16 章、 
18 章 *

539 モジュール構成が異なるのでロードできませんで
した。
セーブ時のモジュール構成はファイル情報で確認
できます。

Module configuration is not matched, so it couldn’t 
loaded.
Configuration of saved data can see by File property.

16 章、 
18 章 *

540 HD 記録データの再セーブはできません。 Cannot re-save from HD recording data. －
541 指定のメディアは認識できません。

メディアの有無、挿入状況を確認してください。
Cannot detect the medium.
Check the presence of the medium.

－

542 ディスクの空き容量が足りないので ハードディス
ク記録で測定を開始することができません。

Cannot start HD recording while disk space shortage. －

544 メジャー実行中は、 「ファイル操作」「初期化・オー
トセットアップ」を実行できません。
メジャーの終了を待つか OFF にしてから実行して
ください。

Cannot file access, Iitialize, and autosetup while 
measure is in progress.
Wait measure end, or OFF it.

18.1

550 HDD のルートにあるファイル数が上限の 512 を
超えているか、近づいています。
不要なファイルを削除するか、フォルダーを作成
して、ファイルをその下にセーブしてください。

The number of the files in the root of the HDD exceeds 
512 of the upper limit or approaches.
Please delete the unnecessary files or make a folder, 
and save files in the folder.

16.2

552 ファイルロードを正常に終了しました。ただし、
ロードしたファイルと現在のモジュール構成が異
なるため、以下のチャネルの設定とデータはロー
ドしていません。

File loading completed normally. However, because 
the loaded module is different from the current 
module configuration, the following channel settings 
and data are not loaded.

16.7、16.8

* 別冊のユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM DL850E-01JA)

19.2　各種メッセージと対処方法
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プリンタエラー
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
570 プリンタカバーを閉じてください。 Close the printer cover. 15.1
571 ロール紙がありません。

ロール紙を補給してください。
Paper empty.
Load a roll chart.

15.1

572 プリンタヘッドの温度が異常です。
印字動作を中断します。
プリンタヘッドの温度が適切になるまで印字でき
ません。

The printer head temperature is abnormality.
Printing will be aborted.
Printing will not be possible until the printer head 
temperature comes normal.

－

573 プリンタの温度が異常です。
直ちに電源を切ってください。
サービスが必要です。

Printer over heat.
Power off immediately.

－

574 プリンタの電源が異常です。
サービスが必要です

Printer power supply error.
Maintenance service is required.

－

575 プリンタタイムアウト。
サービスが必要です。

Printer time out. 
Maintenance service is required.

－

576 プリンタエラーが発生しました。 Printer error. －
577 印刷の長さが 25 ページを超えています。

25 ページ以下になるように、 
「出力範囲」と「拡大率」を設定してください。

The length of the print has more than 25 pages.
As will be less than 25 pages,  
please set the “Print Mag” and “Time Range”.

15.4

ネットワークエラー
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
600 サーバに接続できません。

ネットワークの設定と接続を確認してください。
Unable to connect to the server.
Check the network settings and configuration.

17 章

601 サーバに接続されていません。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Has not connect with ftp server yet.
Confirm the network settings and connection.

17 章

602 この機能はサポートされていません。 This ftp function in not supported. －
603 FTP Error: Client Handle

ネットワークの設定と接続を確認してください。
FTP Error: Client Handle
Confirm the network settings and connection.

17 章

604 ネットワークプリンタにデータを送信できません。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Cannot send data to a network printer.
Confirm the network settings and connection.

17 章

605 メールを送信できません。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Cannot send a mail.
Confirm the network settings and connection.

17 章

608 SNTP サーバからの時刻取得に失敗しました。
ネットワークの設定と接続を確認してください。

Failed to acquire time from SNTP server.
Confirm the network settings and connection.

17 章

実行エラー (650 ～ 799)
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
650 データは無効です。 Data is invalid. －
651 該当オプションがないので実行できません。 The option is not equiped, so it cannot execute. －
652 イニシャライズ、オートセットアップ直前のデー

タがないので Undo できません。
Undo is not possible since data that existed 
immediately before initialization or auto setup is not 
available.

－

653 スタート中は、実行できません。
START/STOP キーを押して、波形の取り込みをス
トップしてから行ってください。

Can not be executed while running.  
Press START/STOP key to stop acquisition.

－

654 イメージプリント中のファイル操作はできません。
出力終了までお待ちください。

Cannot manipulate files while image printing is in 
progress.
Wait until image printing is complete.

－

656 キャリブレーションを失敗しました。
入力をはずしてから再度実行してください。
それでも失敗するときは、サービスが必要です。
CH   :

Calibration failure.
Disconnect the input and execute again. 
If it fails again, servicing is necessary.
CH   :

－

657 ハードディスクへの記録は、下記サンプルレート
より遅いときに有効です。

1CH : 1MS/s、2 ～ 3CH 表示 : 500kS/s、
4 ～ 8 CH : 200kS/s、
9 ～ 16CH : 100kS/s

CH 数は LED が点灯している CH キーの数です。

Hard disk recording is valid when the sampling rate is 
slower than the values shown below.
1CH : 1MS/s,  2 to 3CH : 500kS/s,   
4 to 8CH  : 200kS/s,  
9 to 16CH : 100kS/s

The number of CH is the number that LED turns on of 
CH Keys.

－

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
658 現在の T/div では、CH 数が多すぎて HD 記録でき

ません。
使用する CH 数を減らしてください。

Too many channels for the current T/div setting to 
hard disk recording. 
Decrease the number of channels by turning them OFF.

－

659 以下の条件ではデュアルキャプチャできません。
・ キャプチャ側サンプルレートがメイン側と同じ

か遅い場合。
・ キャプチャ側 T/Div がメイン側と同じか遅い場

合。
T/Div 等を変更し、デュアルキャプチャ可能な条
件にしてください。

Cannnot start Dual Capture under these conditions.
・  Sample rate of Dual Caputre is slower than Main, or 

equal.
・ T/Div of Dual Capture is slower than Main, or equal.

－

660 出力中は操作できません。
出力終了までお待ちください。

Can not operate while data out.  
Wait until output is completed.

－

661 ひずみバランスを失敗しました。
CH   :

Balancing failed.
CH   :

－

663 測定を開始できません Cannot start. －
664 Go-Nogo は以下のトリガモードで実行可能です。

　- Single, Normal
　- Auto/AutoLevel (50ms/div より高速の領域 )

Go-Nogo is available while Trigger Mode is
  - ‘Single’ or ‘Normal’
  - ‘Auto’ or ‘AutoLevel’ (Faster than 50ms/div)

2.1、11 章

666 統計メジャーの実行に失敗しました。
波形データが存在しない可能性があります。
Cycle Statistics 選択時は、周期が認識できない設
定である可能性があります。

Failed to measure statistics.
Waveform data may be missing.
If Cycle Statistics is specified, the instrument may be 
configured in a way that fails to detect the cycle.

8.3

667 ファイル操作中です。
中止をするか、コマンド実行終了するまでお待ち
ください。

Executing file access.
Abort or wait until it is complete.

－

668 イメージプリントもしくはイメージセーブ実行中
です。 
実行終了するまでお待ちください。

Image is being printed or saved.  
Wait until the execution of the command is complete.

－

669 アクションモードが ON 状態ではハードディスク
記録は実行できません。

Cannot be executed when the action mode is ON. 12.1

670 デュアルキャプチャ設定が ON 状態では実行でき
ません。

Cannot be executed when the dual capture setting is 
ON.

3.3

671 HD 記録が ON 状態では実行できません。 Cannot be executed when a hard disk recording is ON. 3.4
672 タイムベースが外部クロック状態では実行できま

せん。
Cannot be executed when the time base setting is to 
be an External clock.

3.1

673 現在のレコード長ではチャネル数が多すぎてス
タートができません。

Because there are too many channels,  it can’t start in 
the length of the present record.

1 章

674 ヒストリーのレコード長が実行可能レコード長を
超えているため、アベレージ実行できません。

Average practice can’t be done because the  record 
length of the history exceeds the record length that it 
can be carried out.

14 章

675 ヒストリーのレコード長が実行可能レコード長を
超えているため、アベレージ実行できません。

Average practice can’t be done because the record 
length of the history exceeds the record length that it 
can be carried out.

14 章

676 HD 記録の場合は、トリガモードおよびキャプチャ
モードを OnStart にしてください。

Set the trigger mode and capture mode to On Start 
for hard disk recording.

2.1、3.3

677 セルフテスト中は実行できません。 Cannot do while selftest is executing. 19.3
678 メインサンプルレートが 100kS/s、T/Div が

100msec/div より速い場合はデュアルキャプチャ
できません。
以下のいずれかの条件にしてください。

・ レコード長を短くしてサンプルレートを遅くする。
・ T/Div を遅くする。

Dual capture is not possible if the main sample rate is 
faster than 100 ks/S or T/div is faster than 100 msec/div. 
Meet either of the conditions below.
* Shorten the record length (slower sample rate). 
* Decrease T/Div.

1.13、3.1

679 現在のレコード長では Start できません。レコー
ド長を短くするか、以下の条件にしてください。

・  トリガモードを Auto にし、T/Div を 100msec/div
より遅くしてロールモードにする。

・トリガモードを Single、On Start にする。

Cannot start at the current record length.
Shorten the record length or meet the following 
condition.
*  Set the trigger mode to Auto, decrease T/Div to less 

than 100 msec/div to enable roll mode.
* Set the trigger mode to Single or On Start.

1.13、2.1

680 トリガモードが Single、SingleN、On Start の場合
はアベレージモードで実行できません。
トリガモードを変更してください

Averaging mode is not possible when the trigger 
mode is Single, SingleN, or On Start. 
Change the trigger mode.

2.1

681 アベレージの場合はデュアルキャプチャできませ
ん。
アクイジションモードを変更してください。

Dual capture is not possible when set to average.  
Change the acquisition mode.

3.1

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
684 エンベロープ、ボックスアベレージの場合、 

タイムベースを外部クロックに設定して 
測定することはできません。

Cannot start when the time base set to external clock 
while Acq. Mode set to envelope or box average.

3.1

685 アキュムレート設定が ON の場合、ロール表示モー
ドで測定できません。
アキュムレートを Off にしてください。

Cannot start when roll mode display while accumulate 
mode set to ON. 
Turn Off accumulate.

4.2

686 アクイジションモードがアベレージの場合は実行
できません。
アクイジションモードを変更してください。

Cannot be executed when the acquisition mode is set 
to average.
Change the mode.

3.1

688 ハードディスク記録を行う際は、レコード長を
1M 以上に設定してください。

Hard disk recording is valid when the record length is 
longer than 1M.

－

689 HD 記録した波形に対しては実行できません。 Cannot be executed on hard disk recorded waveforms. －
690 デュアルキャプチャモードの波形に対しては実行

できません。
Cannot be executed on waveforms in dual capture 
mode.

－

691 HD 記録したファイルを現在解析中です。
解析中のファイルは削除・名称変更できません。

File recorded in hard disk is currently being analyzed. 
Files being analyzed cannot be deleted, or renamed.

－

692 HD 記録に失敗したファイルは読み込めません。 The file which failed in the hard disk record can’t be 
read.

－

693 GO/NO-GO モードが Zone の場合、実行すること
ができません。

Cannot be executed when GO/NO-GO Mode is Zone. －

694 測定範囲は、測定開始点 (TimeRange1) から最大
100M ポイントです。

The measuring range is up to 100M points from 
measure start (TimeRange1).

8.3

695 ウェーブウィンドウトリガ使用時は、アクイジショ
ンモードをノーマルにしてください。

Set acquisition mode to Normal when using a wave 
window trigger.

3.1

696 サンプルレートが 500kS/s より速い場合、または
10kS/s より遅い場合はウェーブウィンドウトリガ
は使用できません。
レコード長が 25kW より短い場合は T/Div を
10msec/div より遅くしてください。

The wave window trigger cannot be used if the 
sampling rate is faster than 500 kS/s or slower than 
10 kS/s.
When a record length is shorter than 25k, set a T/div 
slower than 10ms/div.

1.13

697 レンジオーバーです。適切なレンジに変更して再
度シャントキャルを行ってください。

Range over. 
Change to an appropriate range then retry shunt 
calibration.

1.5

698 ハードディスク記録した波形に対して、統計処理
は実行できません

Statistical processing cannot be  performed on HD 
recording waveforms.

8.2

699 次のスロットでは、モジュール内のファームと書
き換え用ファームウェアのバージョンが同じなの
で、書き換えは実行されませんでした。
オーバビュー画面でバージョンを確認してくださ
い。
SLOT:

Firmware was not overwritten in the following slots, 
since the version of the firmware in the module and 
that of the replacement firmware were the same. 
(Check the versions on the overview screen. ) 
SLOT:

19.6

700 レコーディング中は、実行できません。
START/STOP キーを押して、波形の取り込みをス
トップしてから行ってください。

Cannot be carried out during recording.
Press the START/STOP key to stop the waveform 
acquisition first.

3.4

702 全てのサーチ条件が OFF になっています。
いずれかの条件を ON にしてサーチを実行してく
ださい。

All search conditions are off.
At least one condition should on.

13.1

703 サーチソースの表示が OFF になっています。
サーチ実行の際にはソース波形の表示を ON にし
て実行してください。

Display setting of search source is off.
Set it to on.

13.1

704 Time/div が 100msec/div より速い場合は時刻サー
チはできません。

Cannot execute Time search while T/div is faster than 
100msec/div.

1.13、13.4

705 トリガモードが「SingleN」の場合はアクション
モードで測定できません。

Cannot start Action mode while Trigger mode is 
SingleN.

2.1、12.1

706 Go-Nogo モードの場合は実行できません。
Go-Nogo の設定を Off にしてください。

Cannot be executed when Go-Nogo Mode is On.
Set the Go-Nogo Mode to OFF

11 章

707 サーチ可能な最大数 (1000 個 ) に達したのでこれ
以上のサーチはできません。

Cannot execute search while searched No. reached 
Maximum(1000).

－

708 オートスクロール中は設定または実行できません。
オートスクロールを停止してください。

Cannot execute or set while AutoScroll processing.
Stop AutoScroll.

6.1

710 ハードディスク記録したデータに対しての
　- サーチ
　- WAV:SEND? 出力
は実行できません。

Cannot do these operations on HD Recording 
waveforms.
　- Search
　- WAVeform:SEND?

－

712 GO/NO-GO 条件が設定されていないので測定ス
タートできません。

Cannot start while No GO/NO-GO condition.. 11 章

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
713 10div に満たない波形、 データ数が 2,000 点に満た

ない波形、 または 10,000,000 点を超える波形から 
判定ゾーンを作ることはできません。

Cannot make wave zone from less than 2,000 points 
data, from more than 10,000,000 points data, or from 
less than 10division data.

－

714 イメージ印刷の出力先がファイルになっているの
で、 アクションモードで測定できません。
出力先をプリンターに設定してください。

Cannot start Action mode while PrintImage target is 
“File”.
Change target to “printer”.

15 章

715 USB Function が Storage の状態では HD 記録はで
きません。
また、HD 記録中は USB Function の設定を変更す
ることはできません。

Cannot start while USB Function setting is Storage.
Cannot change USB Function setting while HD 
Recording. 

18.9

716 GO/NO-GO で測定開始するときは Math 機能と
FFT ウィンドウを OFF にしてください。

Set the Math and FFT Window to Off to Start GO-Nogo. 9 章、 
10 章

717 この処理は中断できません。 Cannot abort this process.
718 １ファイルが 10 秒に満たない分割ファイルを作

ることはできません。
Cannot start while time of one file is less than 10sec. 3.4

719 タイムベース設定が外部クロックの場合には時刻
サーチはできません。

Cannot execute Time search when the time base 
setting is to be an External clock.

13.4

720 設定レコード長が 10G を超える場合は、サーチは
できません。

Cannot execute search when RecordLength setting is 
over 10G points.

－

723 アクションセーブにおいて、フォルダー作成がオ
フになっている場合、1000 回以上のアクイジショ
ンはできません。

Cannot start action, when action folder mode is off 
and acquisition count is more than 1000.

18.8

724 デュアルキャプチャのアクションセーブにおいて、
フォルダー作成がオフになっている場合、イメー
ジセーブのアクションはできません。
フォルダー作成をオンにしてください。

Cannot start dual capture with action, when action 
folder mode is off and image save mode is on. 
Turn on action folder mode.

18.8

725 高調波解析のタイプが異なっているので、設定で
きません。
正しい高調波タイプを設定してください。

Cannot set because types of the harmonic analysis are 
different. 
Set a right analysis type.

付録 2*

726 リアルタイム解析チャネルの表示設定を OFF する
ことはできません。

Cannot set display to OFF on realtime analysis 
channel.

－

727 電力の効率は 2 系統の解析を行っている場合しか
できません。

Only in the case of 2 wiring systems, the setting of the 
efficiency is possible.

－

729 リアルタイム解析モードが異なっているので、設
定できません。
正しいモードを設定してください。

Cannot set because of different realtime analysis 
mode.
Please set right mode.

付録 2*

730 フリーランモードの場合は実行できません。 Cannot be executed when Freerun Mode is On. －
731 有効なアイテムではありません。

リアルタイム解析の設定を確認してください。
This is invalid items.
Confirm settings on RealTime Analysis.

付録 2*

732 全アイテムの Display が OFF のため、メニューを
開くことができません。

Cannot open channel menu because of all items are 
display off.

－

733 サンプルレートが 1S/ 秒以下になるため、現在の
T/Div ではリアルタイム解析を ON にできません。

Cannot set to ON because of sample rate will be less 
than 1S/sec.

－

734 DC オフセットキャンセルが有効になっている場
合、ゲイン調整は設定できません。

Cannot set gain adjustment while DC Offset cancel is 
ON.

1.1

735 アクイジションソフトウェア接続中のため、キー
操作はできません。

Cannot press any key because of connecting from 
Acquisition software.

－

736 アクイジションソフトウェアからの測定中のた
め、キー操作はできません。
STOP キーを押して、アクイジションソフトウェ
ア測定を解除してから操作を行ってください。

Cannot press any key because of running from 
Acquisition software.
Press START/STOP key to release running from 
Acquisition software.

－

737 リアルタイム解析を ON にできません。
リアルタイム解析を ON にするためには、スロッ
ト 1 からスロット 6 に 1 枚以上 2ch 電圧モジュー
ルか 4ch 電圧モジュールが装着されている必要が
あります。

Cannot set Realtime Analysis mode to ON.
2ch Volt module or 4ch Volt module must exist Slot 1 
to 6 to set Realtime Analysis to ON.

1 章

738 効率設定モードが Power の場合、Pm は ON にで
きません。
効率設定モードが OFF の場合、Pm とηは ON に
できません。
効率設定モードを確認してください。

Cannot set Pm and ETA to ON when an efficiency 
mode is OFF.
Cannot set Pm to ON when an efficiency mode is 
Power.
Please confirm an efficiency mode.

－

739 高調波解析のタイプが Line RMS の場合、Vector
ウィンドウは選択できません。

Cannot set Graph Window to Vector when harmonics 
type is Line RMS.

－

* 別冊のユーザーズマニュアル (IM DL850E-51JA)

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
740 USB Function が Storage の状態では HD をフォー

マットできません。
Cannot format HD while USB Function setting is 
Storage.

16.3

741 以下のような場合は設定できません。
- サンプルレート以上の場合
- サンプルレートとの比が整数でない場合

Cannot set in the case as follows
- The value is more than sample rate.
- The ratio of sample rate is not integer.

－

742 デュアルキャプチャのアクションにおいて、
MATLAB 形式の波形セーブはできません。

Cannot start dual capture with action, when file data 
type is MATLAB.

－

743 デュアルキャプチャのアクションにおいて、
Brother プリンタへのロングプリントはできません。

Cannot start dual capture with action, when printer 
mode is “Long Print”.

－

744 GO/NO-GO の判定対象波形のデータ点数が 2,000
点に満たないため測定スタートできません。

Cannot Start GO/NO-GO, when data points is less than 
2,000.

－

745 3 番目の FastCH に 17bit 以上のビットサイズを設
定することはできません。
17bit 以上のデータを取得する場合は、1 番目もし
くは 2 番目の FastCH を使用してください。

It is not possible to set 17 or more BitSize to the 3rd 
FastCH.  
Please use 1st or 2nd FastCH to get 17 or more bits 
data.

1.11

746 次の FastCH の Input が ON になっている場合、
17bit 以上のデータを取得することはできません。
次の FastCH の Input を OFF にしてください。

If the input of the next FastCH is set to ON, it can not 
set 17 or more BitSize.  
Please OFF the input of the next FasCH to get the 17 
or more bits data.

1.11

747 前の FastCH のビット長が 17bit 以上になっている
場合、この FastCH を取得することはできません。
前の FastCH のビット長を 16 以下にしてください。

If the bit size of the previous FastCH is 17 or more,  
it is not possible to get this FastCH.  
Please set 16 or less BitSize to the previous FastCH.

1.11

設定エラー (800 ～ 899)
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
800 日付・時刻の設定が正しくありません。

正しく設定してください。
Illegal date-time.
Set the correct date and time.

－

801 以下のようなファイル名は設定できません。
　- 32 文字以上。
　- 使用不可能な文字が含まれている。
　- MS-DOS の制限ファイル名。
別のファイル名を入力してください。

Cannot set these file name.
 - Over 32 characters.
 - Contains character which are not allowed.
 - Inhibit MS-DOS file name.
Enter an other file name.

16.4

802 レコード記録中は設定できません。 Cannot set while recording. 3.4
803 スタート中は、この設定は変更できません。

START/STOP キーを押して、波形の取り込みをス
トップしてから行ってください。

Cannot change this parameter while running.
Press the START/STOP key to stop acquisition.

－

804 GO/NO-GO 実行中は、設定の変更はできません。
GO/NO-GO を中止 ( 測定を停止 ) してください。

Cannot change settings during GO/NO-GO.
Stop the GO/NO-GO (Stop the Acquire).

11 章

805 現在の T/div では、設定できません。 Can not change display points with this T/div setting. －
806 A トリガが X 以外の場合は、設定できません。対

応する条件 A のチャネルの状態を “X” にしてくだ
さい。

Cannot be changed when trigger A is not X.
Set the state of the channel corresponding to 
condition A to ‘X’.

2.9 ～ 2.15

807 TimeSynchro 設定が OFF 以外の状態では設定でき
ません。

Cannot set while TimeSynchro setting not Off. 18.6

808 チャネル表示が OFF のとき、または Math の設定
が無効のときは設定できません。チャネル表示を
ON にするか、演算を設定してください。

Cannot change when Channel Display is OFF or Math 
settings are invalid. Set the channel display ON or 
make appropriate Math settings.

1 章、9 章

809 外部クロックの時は、設定できません。 Cannot change when External Clock is active. 3.1
810 スタート中は変更できません。 Cannot change while running. －
811 演算式が正しく定義されていません。

正しい演算式を入力してください。
Illegal math expression. 
Input a correct computing equation.

9.5

812 このモデルでは設定できません Cannot set this model －
813 Filter Type が Gauss のときは、Low-Pass 以外設定

できません。
Filter Type を Gauss 以外にしてください。

Cannot set anything other than Low Pass for a 
Gaussian filter. 
Change the Filter Type to another filter besides 
Gaussian.

9.4

814 HD 記録中は設定の変更はできません。START/
STOP キーを押して、HD 記録を中止してください。

Cannot change settings while hard disk recording. 
Stop hard disk recording.

－

815 アクションモード中は、設定の変更はできません。
アクションを中止してください。

Cannot change settings during Action mode.
Stop the Action.

12.1

816 入力モジュールが装着されていない CH は設定で
きません。

Cannot set the channels which do not have modules 
installed.

1 章、19.6

19.2　各種メッセージと対処方法



19-10 IM DL850E-02JA

コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
817 設定または実行できません。 Cannot Set or Execute. －
818 トリガモードが Single、Single(N)、OnStart の場

合は、アクイジションモードを Average に設定で
きません。

If the trigger mode is set to Single, Single(N),  
or OnStart, the acquisition mode cannot be set to 
Average.

3.1

819 アクイジションモードがアベレージの時は、トリ
ガモードを Single、Single(N)、OnStart に設定で
きません。

If the acquisition mode is Average, the trigger mode 
cannot be set to Single, Single (N), or OnStart.

2.1

820 現在のレコード長では、設定できません。 The acquisition mode cannot be set in the current 
record length.

－

822 サーチ実行中は、設定または実行できません。
サーチを中止してください。

Cannot be configured or executed during the search 
operation.

13 章

823 ヒストリサーチ実行中は、設定または実行できま
せん。
サーチを中止してください。

Cannot be configured or executed during the history 
search operation.

14.2

824 そのレコードは選択できません。 The record cannot be selected. 14 章
825 ヒストリレコードが存在しません。 History record does not exist. 14 章
826 演算中は、設定または実行できません。

ヒストリ Display Mode を One にすると中止します。
Cannot be configured or executed while computation 
is in progress.
Aborted when history display mode is set to One.

14.1

827 ヒストリ All 表示更新中は、設定または実行でき
ません。
ヒストリ Display Mode を One にすると中止します。

Cannot be configured or executed while updating the 
history all display.
Aborted when history display mode is set to One.

14.1

829 次の場合はゾーンの編集を行うことができません。
・メインウィンドウを表示していないとき。
・対象波形を表示していないとき。

Zones cannot be edited in the following cases:  
* When the main window is not displayed.
* When the relevant waveform is not displayed.

11.1

830 ゾーン波形が存在しません。 The zone waveform does not exist. 11.1
831 ゾーン編集中です。

他の操作を行う場合は、Quit を選択してゾーンの
編集を終了してください。

The zone is being edited.
To perform other operations, select Quit to exit zone 
editing.

11.1

832 次の場合はゾーン判定を行うことができません。
・メインウィンドウを表示していないとき。
・対象波形を表示していないとき。
・ゾーン波形が存在しないとき。

Zones determination is not possible in the following 
cases:  
* When the main window is not displayed.
* When the relevant waveform is not displayed.
* When the zone waveform does not exist.

1 章、5.1、
6.1、10.1

833 統計メジャー実行中です。
他の操作を行う場合は、統計メジャーを中止して
ください。

Processing statistics.
To perform other operations, abort the statistical 
processing.

8.2

834 設定不可能なチャネルを指定しました。 The channel which couldn’t be set up was specified. －
835 アクイジションモードがアベレージの場合は設定

できません。
Cannot be set when the acquisition mode is set to 
average.

3.1

836 V Scale が SPAN のときは変更できません。 Cannot be changed when VScale is SPAN. 1.1
837 HD 記録の場合、この設定はできません。 Cannot be set during hard disk recording. －
839 デュアルキャプチャに設定されている場合、また

はデュアルキャプチャで測定中は設定できません。
It can’t be set up during the dual capture practice or 
set to on.

3.3

840 ロール表示中は、20sec/div ～ 20day/div の設定
変更はできません。

Cannot be set to a range of 20 sec/div to 20 day/div 
during roll display.

1.13

841 現在のレコード長では表示チャネルが多すぎて設
定できません。レコード長を短くしてください。

Cannot be set because there are too many display 
channels at the current record length.  
Shorten the record length.

3.1

842 FFT 波形の表示点数が Zoom ウインドウ内で 50
点未満になるような設定はできません。

Zooming is not available when the number of 
displayed points of the FFT waveform is less than 50 in 
the Zoom window.

6 章、9.4

844 HD 記録の場合は、この設定は変更できません。 Cannot change this setting during hard disk recording. 3.4
845 アキュムレートが On の時には History のパラメー

タ変更はできません。アキュムレートを Off にし
てから変更してください。

Cannot change the History parameter when 
accumulate is ON.
Turn OFF accumulate first.

4.2

846 レコード長が 1K の時は P-P 圧縮セーブはできま
せん。

P-P compression cannot be used to save when a 
record length is 1K.

－

847 本モジュールはウェーブウインドウトリガの設定
はできません。

Cannot set On this module. －

848 ひずみモジュールが装着されていない CH は設定
できません。

Settings can not be entered for channels on which no 
strain module is mounted.

－

852 FFT ウィンドウ表示中は Math を OFF できません。 Cannot set Math to OFF while FFT Window ON. 10.1
853 このトレースは既に設定されているので選択でき

ません。
Cannot select this trace because it already selected. －

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
854 現在の表示チャネル数ではレコード長が長すぎて

設定できません
Because a record length is too long, it can’t be set up 
by the present number of indication channels.

1 章、3.1

855 繰り返し測定中は、ヒストリ数が「1」になるよ
うなレコード長に設定することはできません。
ヒストリが 1 回の測定は、トリガモードを
OnStart または Single にするか、Auto かつ
100ms/div より遅い T/Div にして実行して下さい。

Cannot change to such Record length while running.
Set the trigger mode to Auto and decrease T/Div to 
less than 100 msec/div to enable roll mode, or set the 
trigger mode to Single or On Start.

－

856 測定していなかったチャネルを On にすることは
できません。

Cannot Display setting to On. 
This CH didn't acqisition to memory.

5 章 *

857 デュアルキャプチャ設定が ON の状態では設定で
きません。

Cannot set while DualCapture mode on. 3.3

858 アクションモードが ON の状態では設定できませ
ん。

Cannot set while action mode is on. 12.1

867 プリントスタイルが Numeric の時は指定できませ
ん。

Cannot be specified when the print style is Numeric. －

868 JIS 第 2 水準の文字が含まれているので、設定でき
ません。

Cannot be specified because characters in the JIS 
level-2 kanji set are included.
Create the file on the local drive, and then copy it to 
the network drive.

－

869 Go-Nogo モードの場合には設定できません。
Go-Nogo の設定を Off にしてください。

Cannot set while Go-Nogo mode.
Turn Off Go-Nogo mode first.

11 章

870 サブチャネルの入力が全て OFF になっています。
一つ以上のサブチャネルを ON にしてください。

All sub-channel inputs are off.
At least one inputs should on.

1.2、1.4

871 Math 対象の有効なチャネルが有りません No effective channel for Math Setup. －
872 ヒストリサーチ対象の有効なチャネルが有りません。 No effective channel for History Search Setup. －
873 デュアルキャプチャ実行中でキャプチャ側のメ

ジャー実行中は、キャプチャウィンドウを変更す
ることはできません。

The capture window cannot be changed while the 
dual capture is in progress, and while the measuring is 
in progress.

－

874 PP 圧縮データでセーブする場合は セーブレンジ
を ‘ メイン ’ 以外にすることはできません。

Cannot set Save Range except 'Main' while PP-Comp 
save mode.

－

875 アキュムレート設定が ON の場合は 設定または測
定開始できません。
アキュムレートを Off にしてください

Cannot change or START when accumulate is ON.
Turn OFF accumulate first.

4.2

876 フォーマットが JPEG 以外のときはフレーム設定
を ON にできません。

Cannot frame setting to ON, except Image format on 
JPEG.

15.4

877 表示点数が 100 点未満になるような設定にはでき
ません。

Cannot set to display points under 100. －

878 デュアルキャプチャモードではトリガモードを設
定することはできません。

Cannot set Trigger mode while dual capture mode 
On.

－

879 Math または FFT ウィンドウが On の状態では
GoNogo を指定することはできません。

Cannot set GoNogo mode while Math or FFT Window 
is On.

9 章、10 章

880 HD 記録かつデュアルキャプチャモードでは、ア
クション設定を ON にできません。

Cannot set Action mode to On, while hard disk 
recording and dual capture mode On.

－

881 スタート中に ValueType が Float の CH 設定は変
更できません。

Cannot set for CH which ValueType is Float while 
running.

－

882 Single-N で測定中はこの操作はできません。 Cannot set while Single-N running. 1.9、1.10
883 メモリーの容量制限により、Input ON に設定でき

ません。
Cannot set Input to ON with limit of memory capacity. 1.9、1.10

886 以下の場合、リアルタイム演算を ON にできません。
・ 720220、 720221、 720240、 720241、 720242、 

720243 が装着されているスロットの場合。
・ リアルタイム演算のソースになり得る入力がな

い場合。

Cannot set RealTime Math mode to ON due to the 
following problems.
- The slot is installed 720220, 720221, 720240, 720241, 

720242 or 720243.
- There are not any input which can be set to source 

for RealTime Math.

2 章 *

887 この演算に設定可能なモジュールが存在しません。 There are not any modules which can be set to source 
for this operation.

2 章 *

889 ロールモード表示の場合、RealTime Math モード
を変更できません。

Cannot change RealTime Math mode during roll 
display.

1 章 *

890 LIN バスモニタでは Float データを使用できません。 LIN Monitor does not support Float data. 1.10
891 FFT 点数が 50k 以上の場合、Math1 から Math6 は

ON にできません。FFT 点数を 20k 以下に設定し
てください。

Cannot set Math mode to ON while FFT points is set 
over 50k. Set to under 20k points.

10.1

* 別冊のユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM DL850E-01JA)

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
892 FFT Window を使用しているので、Math のオペ

レーションを変更できません。
Cannot set Math operation while FFT Window is open. 10.1

893 そのアイテムはロジック波形に対して演算できな
いので、設定できません。

Cannot set that item. It cannot be measured for Logic 
module. 

8.1

894 以下の場合 DC オフセットキャンセル設定を ON
にできません。

・ 入力設定において、DC オフセット / ゲイン調整
機能が OFF の場合

・ Coupling が DC でない場合
・ 一度もオフセットキャンセルを実行していない

場合
・ 701250、720250、701255、701251、720210、

720211、720254 モジュールでない場合

Cannot set DC Offset Cancel to ON due to following 
case.
- DC Offset & Gain Adjust is OFF.
- Coupling is not DC.
- Not execute DC Offset Cancel.
- Not 701250, 720250, 701255, 701251, 720210, 
720211, 720254.

1.1、18.1

895 1 回目と 2 回目のパスワードが違います。
2 回目のパスワードをやり直してください。

The password entered the first time is different from 
the password entered the second time.
Reenter the password for the second time. 

－

896 サブチャネル付きモジュールを装着している場
合、そのモジュールのサンプルレートが 1S/ 秒以
下になる T/Div は設定できません。

Cannot set T/Div that sample rate for sub-channels 
will be less than 1S/sec.

1.13

システムエラー (900 ～ 999)
コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
900 入力モジュールが装着されていません。

入力モジュールを装着してください。
No module installed.
Install the module.

－

901 設定データがバックアップできませんでした。初
期化します。バックアップ用電池が消耗している
可能性があります。

Failed to backup setup data.
Will initialize.
Backup battery may be low.

－

902 本システムで使用できないファームウェアがイン
ストールされています。

The firmware is not suitable for this system. 
Install the proper firmware.

－

903 USB デバイスの消費電力が、USB ハブの電力供給
能力を超えています。

The USB device’s power consumption exceeded the 
capacity of the USB hub.

－

904 ハードディスク書き込みバッファがオーバランし
ました。
サンプルレートを下げるか CH 数を減らして使用
してください。

Lower the sample rate or reduce the number of 
measuring channels.

1 章

905 ハードディスク書き込みバッファがオーバランし
ました。
サンプルレートを下げるか CH 数を減らして使用
してください。

Lower the sample rate or reduce the number of 
measuring channels.

1 章

906 冷却ファンが停止しています。
サービスが必要です。

Fan stopped.
Maintenance service is required.

－

907 機器内部温度異常を検出しました。
サービスが必要です。電源を遮断します。

Internal temperature is too high.
Maintenance service is required.
It will shutdown automatically.

－

908 プローブパワーエラーが発生しました。 Check the measured current and the number of 
probes that you are using.

3.5*

909 ハードディスクがフル状態になりました。 Hard disk is full. 16.10
910 キーがプロテクトされています。

プロテクトキーを押すかパスワードを入力してプ
ロテクトを解除してください。

Key protect is enabled.
To release the protection, press the PROTECT key or 
enter the password.

18.10

911 入力モジュール部のファンが停止しました。
測定できません。サービスが必要です。

Fan for Input modules stopped.
Cannot start.
Maintenance service is required.

－

912 電源・CPU 部のファンが停止しました。
サービスが必要です。電源を遮断します。

Fan for CPU stopped.
Maintenance service is required.
It will shutdown automatically.

－

913 LCD バックライトが異常です。
サービスが必要です。

LCD BackLight Failure.
Maintenance service is required.

－

* 別冊のスタートガイド (IM DL850E-03JA)

19.2　各種メッセージと対処方法
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コード 日本語メッセージ 英語メッセージ 章 /節
914 現在のモジュール構成では測定できません。

  720210 は、 CH1 - CH8 で使用してください。
  720240、 720241、 720242 は、 CH13 - CH16 で使
用してください。
  720243 は、CH9 - CH16 で使用してください。

Cannot start while this module configuration.
720210 should use in CH1 - CH8.
720240, 720241, 720242 should use in CH13 - CH16.
720243 should use in CH9 - CH16.

－

915 本機器では使用できないモジュールが挿入されて
います。
CH   : 

It installed the module which cannot support by this 
machine.
CH   : 

－

916 本機器では使用できない 701250/701255 が挿入
されています。
サービスが必要です。
CH   : 

It installed 701250/701255 which cannot use by this 
machine.
Maintenance service is required.
CH   : 

－

917 ハードウェアコンフィギュレーションエラーが発
生しました。
機器を再起動してください。
繰り返し発生する場合はサービスが必要です。

Hardware configuration error occurred.
Restart this machine.
If it occurred again, maintenance service is required.

－

918 イメージファイル作成処理中に異常が発生しまし
た。

Error occurred while ImageFile process. －

919 システムエラー発生中はキー操作できません。 Key operate not available while system error occurred. －
920 内蔵機器のファームウェアバージョンアップに 失

敗しました。
Firmware overwriting error occurred. －

Note
サービスが必要なときは、念のためもう一度初期化を行ってみてください。

19.2　各種メッセージと対処方法
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19.3	 自己診断 ( セルフテスト ) をする

ここでは、本機器のキーボード、メモリ、SD カードインタフェース、内蔵ハードディスクドライブ、
プリンタが正常に動作しているかをテストする方法について説明しています。

・ テストの種類
・ テストの実行

►機能編　「セルフテスト (Self	Test)」	

UTILITY_Self	Test メニュー
UTILITYキー > Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

テストの種類の設定

テストの種類の設定 (Self	Test)
Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

キーボードテスト
メモリテスト
SDカードテスト
内蔵ハードディスクドライブテスト
プリンタテスト

Keyboard：  フロントパネルの操作キーが正常かどうかのテストと、ソフトキーボードで正常に入力で
きるかをテストします。操作キーは、押したキーの名称が反転表示されれば正常です。ソ
フトキーボードは、選択した文字が入力できれば正常です。

Memory：  内部の CPU ボードの RAM/ROM が正常かどうかをテストします。「Pass」が表示されれば
正常です。エラーの場合は、「Error」が表示されます。

SD Card：  SD カードインタフェースが正常かどうかをテストします。エラーの場合は、「Error」が表示
されます。

HDD ：  内蔵ハードディスクドライブが正常かどうかをテストします。エラーの場合は、「Error」
が表示されます。

Printer：  オプションの内蔵プリンタが正常かどうかをテストします。濃淡が正しく印字されれば正
常です。エラーの場合は、正しく印字されません。
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キーボードテストの場合

  

テストの種類を Keyboard に設定

ソフトキーボードテスト

操作キーテストの実行

メモリテストの場合

  

テストの種類をMemory に設定

テストの実行

SD カードテストの場合

  

テストの種類を SD Card に設定

テストの実行

19.3　自己診断 ( セルフテスト ) をする
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19.3　自己診断 ( セルフテスト ) をする

内蔵ハードディスクドライブテストの場合

  

テストの種類をHDDに設定

テストの実行

プリンタテストの場合

  

テストの種類を Printer に設定

テストの実行

セルフテストでエラーになった場合
下記の操作をしてもエラーになる場合は、お買い求め先までご連絡ください。

・ 再度、セルフテストを数回実行する。
・ テスト対象メディアが挿入されているか確認する。
・ 内蔵プリンタに紙が正しくセットされているか、また、紙がつまっていないか確認する。
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19.4	 消去可能な情報をすべて消去する (Sure	Delete)

ここでは、本機器内蔵部で消去できるすべてのエリアの情報を消去する方法について説明しています。
本機器を廃棄するなど、情報セキュリティ上すべてのデータを削除する必要があるときだけ、この機
能を使用してください。日常的に実行することは避けてください。HD 付き機器の場合、実行終了ま
でに最大で 6 時間かかります。

►機能編　「消去可能な情報をすべて消去 (Sure	Delete)」	

	 注　　意
・. Sure.Delete を実行すると、本機器内蔵部の消去できるすべてのエリアの情報が消去され

ます。
・. Sure.Delete 実行中は、中止することも他の作業をすることもできません。実行中は、絶

対に電源を OFF にしないでください。ハードディスクが故障して使用できなくなる可能性
があります。

UTILITY_Self	Test メニュー
UTILITYキー > Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキー > Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキーを押し
ます。次のメニューが表示されます。

 

消去可能な情報をすべて消去 ( ジョグシャトルで選択 )

消去可能な情報をすべて消去 (Sure	Delete)
ジョグシャトルで Sure	Deleteを選択して SETキーを押すと、次のメニューが表示されます。

 

Sure Delete 実行の確認

Sure Delete を実行
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Note
Sure Delete では、設定データは消去できません。本機器の設定値を工場出荷時の設定に戻す場合は、イニシャ
ライズしてください。詳細は、スタートガイド (IM DL850E-03JA) の 4.6 節をご覧ください。

19.4　消去可能な情報をすべて消去する (Sure	Delete)
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19.5	 モジュールのファームウエアを更新する

ここでは、本機器に装着しているモジュールのファームウエアをバージョンアップする方法について
説明しています。
この機能は、保守用の機能です。当社からこの機能を実行するよう指示があった場合にだけ、操作し
てください。

►機能編　「セルフテスト (Self	Test)」

UTILITY_Self	Test メニュー
UTILITYキー > Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキー > Self	Test[ セルフテスト ]のソフトキーを押し
ます。次のメニューが表示されます。

 

モジュールのファームウエアを更新する ( ジョグシャトルで選択 )

モジュールのファームウエアの更新
ジョグシャトルで Version	Up[ バージョンアップ ]を選択して SETキーを押すと、次のメニューが表
示されます。

 

モジュールのファームウエア更新を実行

Version Up を実行すると、装着しているモジュールでバージョンアップが可能なものはすべて更新さ
れます。
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19.6	 システムの状態を確認する ( オーバービュー )

ここでは、本機器のシステム情報を一覧表示する方法について説明しています。
►機能編　「オーバービュー (Overview)」

UTILITY_Overview メニュー
UTILITYキー > Overview[ オーバビュー ]のソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

システム情報の表示

システム情報の表示 (Overview)

 

表示内容
Model、Recrod Length 形名、レコード長
Serial No / ProductID 計器番号と、製品番号、MAC アドレス
Slot 各スロットに装着されているモジュールの形名 *1 と計器番号 *2

Options オプション ( 装着されているオプションを表示 )
Default Language デフォルト言語
Information ファームウエアのバージョン No. と日付など
*1  モジュール 701260 または 701267 が装着されているスロットには、モジュールの形名 701260/701267 が

表されます。
*2 次のモジュールが装着されている場合、そのスロットの計器番号も表示されます。

701281、720211、720221、720241、720242、720243、720254、720250、720266、720268、720281
 上記以外のモジュールの計器番号は表示されません。
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19.7	 交換推奨部品

使用状況により寿命や交換周期が異なります。下表は目安としてご覧ください。
部品交換やご購入はお買い求め先にお申し付けください。

寿命がある部品
部品名称 寿命
内蔵プリンタ 通常の使用状態で、プリンタ用ロール紙 ( 部品番号：B9988AE)500 巻相当
液晶バックライト 通常の使用状態で、約 25000 時間

消耗部品
 下記の周期での交換をおすすめします。
部品名称 推奨交換周期
冷却ファン 3 年
バックアップ電池 ( リチウムバッテリ ) 5 年

内蔵ハードディスクの保証について
部品名称 保証期間
内蔵ハードディスク ご購入後 1 年 ( ただし、データについては保証対象外です。)
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変更票DL850E/DL850EV
スコープコーダ
ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]


IM DL850E-02JA-071　1/1
IM DL850E-02JA　7 版用


*IM DL850E-02JA-071*


お手数ですが、お手元のユーザーズマニュアル [ 操作編 ] IM DL850E-02JA を次のように変更してお使いください。


1-1 ページ	 			CH メニュー
破線で囲った部分を削除してください。


 


帯域制限の設定 *1


入力カップリングの設定 *1


表示ラベルの設定


2/2 メニューの表示


波形表示の ON/OFF サブチャネルの波形表示の
ON/OFF


*1 モジュールによって、選択肢が異なります。
*2 モジュール 701267 では、プローブの設定は 1：1 で使用してください。


サブチャネルを選択
(CH<x>_1、CH<x>_2 )


4CH モジュール (720254(4CH 1M16)) の場合


プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比の設定 *2


(1:1、10:1、100:1、1000:1、1A:1V(1V/A)、10A:1V(0.1V/A)、
100A:1V(0.01V/A)、400A:1V(2.5mV/A))


1-3 ページ	 			プローブの減衰比 /電流 - 電圧換算比の設定 (Probe)
下線部のように変更してください。


1：1、2：1、5：1、10：1、20：1、50：1、100：1、200：1、500：1、1000：1、2000：1、5000：1、
10 k：1、20 k：1、50 k：1
 電圧プローブの減衰比を表します。
0.1A：1V(10V/A)、0.2A：1V(5V/A)、0.5A：1V（2V/A)、1A：1V(1V/A)、2A：1V(0.5V/A)、5A：1V（0.2V/A)、
10A：1V(0.1V/A)、20A：1V(0.05V/A)、50A：1V(0.02V/A)、100A：1V(0.01V/A)、200A：1V(0.005V/A)、
250A：1V(0.004V/A)、400A：1V(2.5mV/A)、500A：1V(0.002V/A)、1kA：1V(1mV/A)、2kA：1V(0.5mV/A)、
5kA：1V(0.2mV/A)、10kA：1V(0.1mV/A)、20kA：1V(0.05mV/A)、50kA：1V(0.02mV/A)
 電流プローブの出力電圧レートを表します。





