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はじめに
このたびは，ディジタルオシロスコープDL7400(DL7440/DL7480)をお買い上げいただきましてあり
がとうございます。
このオペレーションガイドは，DL7400を初めてお使いになる方がすぐに操作できるように，基本的
な操作を中心に説明したものです。
DL7400の取扱説明書には，このオペレーションガイドのほかに，すべての機能を説明した「ユー
ザーズマニュアル」(IM701450-01)と，通信機能だけを詳しく説明した「通信インタフェースユー
ザーズマニュアル」(IM701450-17，CD-ROM)の2種類があります。このオペレーションガイドとあわ
せてご利用ください。

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，裏表紙に記載の当社支社・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
● Adobe，Acrobat，およびPostScriptは，アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
● Zipは，米国Iomega社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。
●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
2003年6月 初版発行
2005年4月 2版発行

2nd Edition : April 2005 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 2003 Yokogawa Electric Corporation
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DL7400の操作の流れ

DL7DL740400の操作の流れの操作の流れDL7400の操作の流れ
下図は，DL7400を初めてお使いになる方に，DL7400の操作全体の流れを把握していただくためのものです。本書に記載
されている操作の流れを示しているものではありません。それぞれの項目の詳細については， で示したユーザーズマニュ
アルの各章または各節をご覧ください。

測定の準備測定の準備

画面に波形を表示画面に波形を表示

波形の表示条件波形の表示条件

本機器の設置

電源の接続とON/OFF

プローブの接続

イニシャライズ

オートセットアップ

・垂直軸
・水平(時間)軸
・トリガ
・波形の取り込み
・波形や情報の表示

波形の演算波形の演算/解析解析/検索検索
・波形の演算
・波形の解析
・波形の検索
・GO/NO-GO判定

波形の印刷波形の印刷/保存保存
・画面イメージの印刷
・各種データの保存

3.2節

3.3節

3.4，3.5節

4.4節

4.5節

5.1～5.10節
5.11，5.12節
6章
7章
8章

9章
10.5～10.8節，10.11節
10.2～10.4節，10.11節
10.9，10.10節

11章
12章
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フロントパネルの各部の名称と働き

フロントパネルの各部の名称と働きフロントパネルの各部の名称と働きフロントパネルの各部の名称と働き
ここでは，操作内容別にDL7400のフロントパネルにある操作キーやノブの名称と働きについて説明します。それぞれの項
目の詳細については， で示したユーザーズマニュアルの各章または各節をご覧ください。

垂直軸

PRESET

LOGIC

CH 1

CH 2

CH 3

CH 4

CH 5

CH 6

CH 7

CH 8

V/DIV

VERTICAL

CH1～CH8(4)*キー　5.1～5.10節
各チャネルの表示のON/OFF，垂直ポジション，カッ
プリング，プローブの減衰比/電流-電圧換算比，オフ
セット電圧，帯域制限，垂直軸の拡大/縮小，リニア
スケーリングおよび波形ラベルを設定するメニューが
表示されます。
V/DIVノブを操作する前にCHキーを押して，押したチ
ャネルのメニューを表示すると，そのチャネルが
V/DIVノブ操作の対象チャネルになります。
各CHキーの左側にあるインジケータは，そのチャネ
ルの表示がONのときに点灯します。

* DL7440ではCH4まで，DL7480ではCH8までのチャネル
の操作キーがあります。以降，「CH1～CH8(4)」と表
記して，DL7440とDL7480のモデルによって操作また
は設定対象のチャネルが，それぞれCH1～CH4とCH1～
CH8までであることを示します。

V/DIVノブ　5.2節
垂直軸感度*を設定します。このノブを回す前にCH1
～CH8(4)キーを押して，押したチャネルのメニュー
を表示し，対象チャネルを選択しておきます。
波形の取り込みをストップ中に垂直軸感度の設定を
変更した場合は，波形の取り込みをスタートしたと
きに，変更した設定が有効になります。

*  プローブの減衰比/電流-電圧換算比設定で，プローブ
の減衰比を設定している場合は電圧軸感度を，電流-電
圧換算比を設定している場合は電流軸感度を設定する
ことになります。

PRESETキー　5.7節
プローブの減衰比/電流-電圧換算比，V/div，オフセ
ット電圧およびトリガレベルなどをCMOSまたはECL
信号に適した値(あるいは任意の設定値)に自動的に設
定するメニューが表示されます。
全チャネルの設定を一度にプリセットすることもで
きます。

LOGICキー　5.10節
オプションのロジック入力に対して，表示のON/OFF
，表示フォーマットおよびスレショルドレベル，波
形ラベルを設定するメニューが表示されます。

水平軸

(SHIST＋)ZOOMキー　8.4，10.4，10.11節
波形のズーム表示を設定するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからZOOMキーを押すと，波形検索(サー
チ＆ズーム機能)やSPI信号の解析/検索を設定するメニューが
表示されます。 TIME/DIVノブ　5.12節

水平軸(時間軸)スケールを設定します。
波形の取り込みをストップ中に設定を変更した場合は，
波形の取り込みをスタートしたときに，変更した設定が
有効になります。

SEARCH

ZOOM

TIME/DIV

HORIZONTAL

トリガ

SIMPLEキー　6.5～6.7節
通常のエッジトリガである，シンプルトリガを設定する
メニューが表示されます。
SIMPLEキーの左上のインジケータが点灯しているときに
，シンプルトリガの設定が有効です。

ENHANCEDキー　6.8～6.15節
パターントリガなどの複雑なトリガをかける，エンハン
ストトリガを設定するメニューが表示されます。
ENHANCEDキーの右上のインジケータが点灯していると
きに，エンハンストトリガの設定が有効です。

TRIG'Dインジケータ
トリガがかかると点灯します。

(SHIFT＋)POSITIONキー　6.2，6.3節
トリガポジションを設定するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからPOSITIONキーを押すと，トリガディレイを設定
するメニューが表示されます。

(SHIFT＋)MODEキー　6.1，6.16，7.6節
トリガモードやシーケンシャルストアを設定するメニュ
ーが表示されます。
SHIFTキーを押してからMODEキーを押すと，アクションオ
ントリガを設定するメニューが表示されます。MODE

POSITION

ENHANCEDSIMPLE

TRIGGER
TRIG D

ACTION

DELAY
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フロントパネルの各部の名称と働き

共通操作や波形の取り込み/表示/演算/解析/検索

SETUPキー　4.4，4.5，12.1節
各設定を入力信号に応じた値に自動的に設定
するオートセットアップメニュー，各設定値
を工場出荷時の値に戻すイニシャライズメニ
ューおよび設定データをストア/リコールす
るメニューが表示されます。

(SHIFT＋)DISPLAYキー
　8.1～8.3，8.5，8.7～8.10節
波形表示や情報表示を設定するメニューが表示
されます。
SHIFTキーを押してからDISPLAYキーを押すと，
X-Y表示を設定するメニューが表示されます。

GO/NO GOキー　10.9，10.10節
GO/NO-GO判定を設定するメニューが表示されます。

MEASUREキー　10.6～10.8節
波形パラメータの自動測定，統計処理
を設定するメニューが表示されます。

CURSORキー　10.5節
カーソル測定を設定するメニューが表
示されます。

ESCキー
ソフトキーメニューやダイアロ
グボックスを消去するときに使
用します。

(SHIFT＋)MATHキー　9.1～9.9節
波形演算を設定するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからMATHキーを押すと，位相シフト(ずらす)
を設定するメニューが表示されます。

SHIFTキー
SHIFTキーを押して，SHIFTキーの上にある緑色のインジケータを
点灯させると，シフト状態になります。操作キーの上側にある紫色
文字の設定メニューが選択できるようになります。

HISTORYキー　10.1～10.3節
ヒストリメモリ機能を使って，波形を表示し
たり検索するときのメニューが表示されます
。シーケンシャルストアした波形も表示/検
索できます。

ACQキー　5.11，7.2～7.5節
波形を取り込むときのレコード長，アクイジションモード，インタリーブ
モード，サンプリングモードおよびタイムベースなどを設定するメニュー
が表示されます。

START/STOPキー　7.1節
トリガモードに応じて，波形の取り込みがスタート/ストップされます。
START/STOPキーの上のインジケータが点灯しているときが，波形の取り
込み中です。

ジョグシャトル
各設定操作で，値の設定，カーソルの移
動および項目の選択をするときに使用し
ます。シャトルリングを回すと，その角
度に応じて変化量が変わります。

RESETキー
ジョグシャトルで設定した値を初期値に戻します。

SELECTキー
ジョグシャトルで選択した項目や設定し
た値を確定します。

矢印(＜ ＞)キー
ジョグシャトルで数値を入力するときに，設定す
る桁を移動します。設定値の変更やカーソルの移
動操作で使用します。

X-Y

PHASE

MENU MENU

SETUP FILE MISC RESET SELECT

MATH

SHIFT

GO/NO GOCURSORMEASURE

HISTORY

PRINT

ACQ START/STOP

IMAGE  SAVE

DISPLAY

ESC

画面イメージの印刷やデータの保存/読み込み
FILEキー　12.2，12.3，12.6～12.11，12.13～12.16節
ストレージメディア(内蔵ストレージメディア，外部のSCSIデバイス，
USBストレージおよびネットドライブ)に各種データの保存/読み込み
をするときのメニューが表示されます。また，保存されている画面イ
メージデータのサムネイルを表示する操作ができます。　　　　　　

(SHIFT＋)PRINTキー　11章
プリンタ(内蔵プリンタ，USBプリンタおよびネットワ
ークプリンタ)への画面イメージの印刷を実行します。
SHIFTキーを押してからPRINTキーを押すと，プリンタ
で画面イメージを印刷するときのメニューが表示され
ます。

(SHIFT＋)IMAGE SAVEキー　12.12，12.13節
ストレージメディアへの画面イメージデータの保存を
実行します。
SHIFTキーを押してからIMAGE SAVEキーを押すと，ス
トレージメディアに画面イメージデータを保存すると
きのメニューが表示されます。また，保存されている
画面イメージデータのサムネイルを表示する操作がで
きます。

X-Y

PHASE

MENU MENU

SETUP FILE MISC

MATH

SHIFT

GO/NO-GOCURSORMEASURE

PRINT IMAGE  SAVE

DISPLAY
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キャリブレーション，イーサネット通信やその他の操作
MISCキー　3.7，4.6，6.17，12.4節，13章，15章，16.3，16.4節，通信インタフェースユーザーズマニュアル
日付/時刻，キャリブレーション，トリガゲート，SCSI ID番号，イーサネット通信，メッセージ言語，クリック音の
ON/OFF，USBキーボードの言語，オフセット電圧の測定/演算結果への反映ON/OFF，画面の色/輝度，バックライト
，セルフテストおよびリモートコントロールを設定するメニューが表示されます。また，設定情報やシステムの状態
(本機器のオプションの有無やファームウエアのバージョンなど)も表示されます。

SNAP SHOTキー　8.6節
現在表示されている波形を画面に白色(初期設定)で残
します。

CLEAR TRACEキー　8.6節
スナップショット波形やアキュムレート波形を消去します。

HELPキー　4.7節
操作内容を解説するヘルプウインドウの表示をON/OFF
します。

X-Y

PHASE

MENU MENU

SETUP FILE MISC

MATH

SHIFT

GO/NO-GOCURSORMEASURE

PRINT IMAGE  SAVE

DISPLAY

CLEAR  TRACESNAPSHOT HELP

フロントパネルの各部の名称と働き
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表示画面の各部の名称

表示画面の各部の名称表示画面の各部の名称表示画面の各部の名称
ここでは，DL7400の画面に表示されるメニューや記号について説明します。それぞれの項目の詳細については， または

で示したユーザーズマニュアルの各章または各節をご覧ください。

通常の表示画面

設定レコード長　7.2節

トリガポジション
マーク　6.2節

表示レコード長
　付録1

レコード長/表示位置

波形の取り込み状態
Stopped  停止(ストップ)
Running  取り込み中(スタート)
Running Pre...  プリデータ取り込み中
Running Post...  ポストデータ取り込み中
Running Waiting for Trigger  トリガ待ち

アクイジションモード　7.5節
Normal   ノーマルモード
Env   エンベロープモード
Avg   アベレージングモード
BoxAvg   ボックスアベレージモード
波形の取り込みをストップしているときに水平軸ス
ケールを変更する操作をすると，アクイジションモー
ドの表示の代わりに，変更した水平軸スケールとサン
プルレートが反転表示されます。

サンプルレート　付録1

水平軸スケール(時間軸T/div)　5.12節

設定メニュー

トリガレベルマーク
　2.3節

グランドレベルマーク
　2.2節

垂直ポジションマーク
　5.3節

トリガポジションから
波形表示枠の左右端ま
での時間

表示波形の波形ラベル
　8.9節
スケール値
　8.8節

コメント
画面イメージを印刷/保存するときに設定
したコメントが表示されます。

トリガタイプ(トリガの種類)　2.3節，6章
トリガモード　6.1節

トリガソース　2.3節，6章
トリガスロープ　2.3節，6章

トリガレベル　2.3節，6章

表示波形のチャネル

プローブの減衰比/電流-電圧換算比　5.5節

垂直軸感度(V/div)　5.2節
入力カップリング　5.4節

帯域制限　5.8節

四角い枠
V/div設定の対象になっているとき，四角い枠で囲まれます。

設定レコード長

通常波形の表示位置

Z1
Z2

Z2のズーム位置
＜ズーム波形表示時＞＜通常波形表示時＞

50k

緑色の枠 緑色の枠
50k

Z1のズーム位置

波形の取り込みをストップしているときに垂直軸感度を変
更する操作をすると，入力カップリングと帯域制限の表示
の代わりに，変更した垂直軸感度が反転表示されます。

内部処理中の表示
現在処理している内容を「∗」の色で表示します。
緑 演算(パワースペクトラム)中/ヒストリ波形を
重ね描き中

黄 パラメータの自動測定中/検索中
赤 メール送信中/FTPサーバ機能のコマンド実行中
/HTTPコマンド実行中

日付/時刻
　3.7節

波形の取り込み回数

表示位置

緑色の枠の長さが
設定レコード長に
対する表示レコー
ド長の割合を示し
ています。
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表示画面の各部の名称

ズーム波形を表示しているときの画面
ユーザーズマニュアル「8.4　波形をズームする」

通常波形のT/div→5.12節

設定または表示レコード長における
ズーム波形Z1のズーム位置

設定または表示レコード長における
ズーム波形Z2のズーム位置

Z2のズーム範囲を示す
ズームボックスZ2

Z1のズーム範囲を示す
ズームボックスZ1

通常波形表示枠

ズーム波形表示枠

Z1の表示枠 Z2の表示枠

Z1の
表示レコード長

Z2のT/div
Z1のT/div

通常波形の
表示レコード長

Z2の
表示レコード長

ロジック波形を表示しているときの画面
ユーザーズマニュアル「5.10　ロジック入力のON/OFFとスレショルドレベルを設定する」

ユーザーズマニュアル「8.1　表示フォーマットを設定する」

通常波形表示枠

ロジック波形表示枠
この例のように通常の波形表示と同時に表示したり，ロジック波形だけを画
面全体に表示することができます。

Pod Aのロジック
波形表示枠

Pod Bのロジック
波形表示枠

Pod Aのビット0～7のラベル

Pod Bのビット0～7のラベル
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表示画面の各部の名称

X-Y波形を表示しているときの画面
ユーザーズマニュアル「8.5　X-Y波形を表示する」

通常波形表示枠

X-Y波形表示枠

X軸スケール値

Y軸スケール値

X軸に割り当て
られた波形

Y軸に割り当て
られた波形
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基本のキー操作&ジョグシャトル操作

基本のキー操作基本のキー操作&ジョジョグシグシャトル操作ル操作基本のキー操作&ジョグシャトル操作
ここでは，DL7400の設定操作をするときに基本となる，キー操作とジョグシャトル操作について説明します。

基本のキー操作
設定メニュー表示時の操作
ACQメニューの場合(ACQキーを押すと表示される設定メニュー)

ジョグシャトルで数値を設定するタイプ（　，　のアイコン付きメニュー）
ソフトキーを押して，ジョグシャトルの対象（　：対象，　：非対象）にします。
ジョグシャトルを回して，数値を設定します。矢印キーで，桁の移動ができます。

ジョグシャトルで項目を選択するタイプ（　，　  のアイコン付きメニュー）　   
ソフトキーを押して，ジョグシャトルの対象（　：対象，　：非対象）にします。
ジョグシャトルを回して，設定を変更します。

　フロントパネルの紫色文字の設定メニューを表示する方法
SHIFTキーを押して，SHIFTキーの上にあるインジケータを点灯させてから，紫色文字
の設定メニューに対応するキーを押します。 

 Note

表示されている選択肢の中から項目を選択するタイプ
ソフトキーを押すごとに，選択項目が切り替わります。
選択されている項目の表示が強調されます。

選択メニューを表示して項目を選択するタイプ
ソフトキーを押して，選択メニューを表示します。
表示された選択肢に対応するソフトキーを押します。

設定メニュー

ソフトキー

設定ダイアログボックス表示時の操作
ディレイ設定ダイアログボックスの場合
(MEASUREキーを押すと表示される設定メニューで，MODE：ONにして，Delay Setupのソフトキーを押したとき)

設定したい項目の選択は，ジョグシャトルで行います。

SELECTキーを押して，選択メニューを表示します。
ジョグシャトルを回して，設定したい項目にカーソルを移動します。
SELECTキーを押して，選択を確定します。

SELECTキーを押すごとに，選択項目が切り替わります。

SELECTキーを押して，数値入力ボックスを表示します。
ジョグシャトルを回して，数値を設定します。
矢印キーで，桁の移動ができます。

Modeを選択した場合 Edge Countを選択した場合

数値入力ボックス

選択メニュー

設定ダイアログボックス

設定メニューや設定ダイアログボックスを画面から消したいときには，ESCキーを押します。

 Note
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基本のジョグシャトル操作
項目の選択  数値の設定

RESET SELECT

ジョグシャトル

選択項目を下方向に移動します。

選択項目を上方向に移動します。

設定値を初期値に戻します。

矢印キー
設定桁を左右に移動します。

ジョグシャトル

シャトルリング
回す角度に応じて変化量が変わります。

設定値を大きく(速く)します。

設定値を小さく(遅く)します。

RESET SELECT

基本のキー操作&ジョグシャトル操作

USBマウスからの操作
DL7400の主な機能の紹介 ユーザーズマニュアル「4.3　USBキーボード/USBマウスで操作する」

リアパネルのUSB PERIPHERALコネクタにUSBマウスを接続すると，DL7400のフロントパネルのキーの操作と同様の
操作がUSBマウスでできます。

トップメニュー
画面（波形表示枠）上で，右クリックすると，
フロントパネルの各キーの名称がトップメニューとして表示されます。

ポインタ
選択したい項目にポインタを移動させて，
左クリックすると，選択した項目に対応
した設定メニューが表示されます。

サブメニュー
トップメニューの下に次の階層がある項目では，
サブメニューが表示されます。

この位置にポインタを移動させると，
ポインタの表示が　から　　に変わ
ります。このとき，ホイールを回す
と，T/div値を変更できます。

この位置にポインタを移動させると，
ポインタの表示が　から　　に変わ
ります。このとき，ホイールを回す
と，V/div値を変更できます。

DL7400

USBマウス（ホイール付）

USB PERIPHERALコネクタ(リアパネル)

●便利な機能●
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DL7400の主な機能の紹介

DL7DL740400の主な機能の紹介の主な機能の紹介DL7400の主な機能の紹介
トリガ

ユーザーズマニュアル「6章　トリガ」

大きく分けて「シンプルトリガ」と「エンハンストトリガ」の2種類のトリガがあります。

シンプルトリガ
エッジトリガ
測定入力端子に入力されて
いる信号があらかじめ設定
したトリガレベルを通過し
たとき（立ち上がり/立ち下
がり/その両方）に，トリガ
をかけます。

外部トリガ
EXT TRIG IN端子に入力さ
れている信号があらかじめ
設定したトリガレベルを通
過したとき（立ち上がり/立
ち下がり/その両方）に，ト
リガをかけます。

商用電源トリガ
DL7400に供給されている
商用電源の波形の立ち上が
りでトリガをかけます。

エンハンストトリガ
A->B（N）トリガ
条件A成立後，条件BがN回成立した
ときに，トリガをかけます。

A Delay Bトリガ
条件A成立後，設定した時間だけ経過
したあと，最初の条件Bが成立したと
きに，トリガをかけます。

パターントリガ
複数のトリガソース*に設定した条件
がすべて成立/不成立のときに，トリ
ガをかけます。

Widthトリガ
条件が成立/不成立の時間が，あらかじ
め設定した判定時間より長いか短いか
を判定して，トリガをかけます。

ORトリガ
複数のトリガソースのトリガ条件のう
ち，どれか1つが成立したときに，トリ
ガをかけます。

ウインドウトリガ
設定した2つのレベルの中にトリガ
ソースが入るか，出るかでトリガを
かけます。

TVトリガ
CH1に入力されたビデオ信号でトリ
ガをかけます。

ロジックトリガ
ロジック信号でトリガをかけます。

* トリガをかける条件の対象となる信号をトリガソースといいます。

ヒストリメモリ(ヒストリ記憶)
ユーザーズマニュアル「10.1　ヒストリ波形を表示する」

波形を測定しているときは，アクイジションメモリに取り込まれた波形データが，DL7400の画面に表示されることで，
波形としてそのデータを見ることができます。連続して波形を測定していると，異常波形を見てから測定をストップ
しても，画面上には新しい波形が表示されてしまいます。通常は，過去に戻って異常波形を表示できません。ヒスト
リメモリの機能を使うと，測定ストップ中にアクイジションメモリに取り込まれている過去の波形データ(ヒストリ波
形)を表示できます。ヒストリ波形(最大4096波形分)の中から，指定したヒストリ波形を表示できます。
また，ヒストリ波形の中から，設定した検索ゾーンを通過した波形(または通過しなかった波形)を検索できます。詳細
については，ユーザーズマニュアル「10.2　ヒストリ波形をゾーンで検索する(ヒストリサーチ)」をご覧ください。

ヒストリ波形

Selected Record No. 0 Selected Record No. －25

設定した検索ゾーン

設定した検索ゾーンを
通過した波形を検出
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DL7400の主な機能の紹介

水平(時間)軸方向のズーム
ユーザーズマニュアル「8.4　波形をズームする」

時間軸方向に表示波形を拡大(ズーム)できます。同時に2箇所をズームできます。この機能は，波形の取り込み時間を
長くしておいて，波形の一部を詳細に観測したいときに便利です。ズームする位置(ズームボックスの位置)の設定もで
きます。

ズームボックスZ1

通常波形表示枠

Z1のズーム波形表示枠 Z2のズーム波形表示枠

ズームボックスZ2

任意の2箇所のズーム波形
(Z1，Z2)を表示できます。

X-Y波形表示
ユーザーズマニュアル「8.5　X-Y波形を表示する」

X軸(水平軸)に指定した波形の信号レベルをとり，Y軸(垂直軸)にその他の波形(表示がONになっている波形)の信号レベ
ルをとって，2つの信号間のレベルの相関をみることができます。X-Y波形と，通常のT-Y波形(時間軸と信号レベルによ
る波形)の同時観測も可能です。最大2個のX-Y波形を表示できます。

波形演算
ユーザーズマニュアル「9章　波形演算」

加減乗算(＋，－，×)，2値化演算，反転表示，微分/積分，位相シフト(位相をずらして表示)，パワースペクトラム演
算(FFT)，が可能です。ユーザー定義演算(/G2オプション)付きの製品では，豊富な関数(三角関数/微分/積分/平方根/ディ
ジタルフィルタ/6種類のFFT関数など)を使って，演算式を2式まで定義できます。

入力した演算式が
表示されます。

演算式定義ダイアログボックス
演算式定義ダイアログボックス内の
キーボードを操作して，定義したい
演算式を55文字以内で入力します。

変更する前のMath1とMath2の
演算式が表示されています。
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DL7400の主な機能の紹介

サーチ&ズーム
ユーザーズマニュアル「10.4　サーチ&ズーム機能で波形を検索する」

波形を検索して，検索条件に合致した波形を拡大表示できます。検索方法には，次の5種類があります。

エッジ
波形が，設定したレベル以上/以下(立
ち上がり/立ち下がり)になった回数で
検索します。

シリアルパターン
波形のシリアルなステータスパター
ン(時間経過で変わる波形のステータ
スパターン)が，High(H)/Low(L)/無視
(X)で設定したパターンと同じかどう
かで検索します。

パラレルパターン
波形のパラレルなステータスパター
ン(同じ時点の各波形のステータスパ
ターン)が，High(H)/Low(L)/無視(X)
で設定したパターンと同じかどうか
で検索します。ロジック信号も各ビ
ットのパターンで検索します。

パルス幅(Width)
設定したレベル以上/以下の波形のパル
ス幅が，設定した判定時間より短いか
長いかで検索します。

ズーム位置が，指定した方向に自動的
に移動します。ズームされた波形を確
認して，任意の位置でスクロールを止
めることができます。

オートスクロール

SPI信号の解析/検索
ユーザーズマニュアル「10.11　SPI信号を解析/検索する」

SPI(Serial Peripheral Interface)は，モトローラ社が提唱したシリアルインタフェースです。この方式では，クロック信
号(Clock)/出力データ/入力データの3本の信号線を使って，データ伝送をします。チップセレクト信号(CS)を追加する
と，マスタがスレーブの出力データを制御することもできます。データは，クロック信号に同期してバイト(8ビット)
単位で伝送されます。DL7400は，このSPI信号を1バイト単位で解析/検索できます。

I/O1
I/O2
SCK
SDO
SDI

CS1
CS2

Clock
出力データ*
入力データ*

SS
SCK

SI
SO

マスタ スレーブ2

SS
SCK

SI
SO

スレーブ1

* マスタから見た場合の入出力です。

カーソル測定
ユーザーズマニュアル「10.5　カーソル測定する」

波形にカーソルを当てて，カーソルと波形の交点の各種測定値を表示できます。水平カーソル，垂直カーソル，マー
カーカーソルおよび角度カーソルの4種類があります。

マーカー3

マーカーカーソルの場合垂直カーソルの場合
Cursor2Cursor1

カーソル測定値 カーソル測定値

マーカー2マーカー1

マーカー4
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DL7400の主な機能の紹介

波形パラメータの自動測定
ユーザーズマニュアル「10.6　波形パラメータを自動測定する」

波形のレベルの最大値や周波数などを自動的に測定する機能です。波形パラメータは27項目(波形間ディレイを含む)あ
ります。そのうち任意の最大12項目を画面に表示できます。全波形あわせて最大24000個のデータをメディアに保存可
能です。

垂直軸に関する測定項目　10項目
時間軸に関する測定項目　12項目
面積に関する測定項目　　4項目

波形間ディレイ
基準波形またはトリガ点から対象
波形の立ち上がり/立ち下がりまで
の時間差に関する測定項目

統計処理
ユーザーズマニュアル「10.7　波形パラメータの測定値を統計処理する」

波形パラメータの自動測定と同じ2つの測定項目に対して，それぞれ次の5項目の統計処理ができます。

最大値(Max) 最小値(Min) 平均値(Avg) 標準偏差(Sdv) 統計処理の対象にした測定値の数(Cnt)

統計処理対象の測定項目と測定値

測定範囲

統計処理結果

統計処理の方法には，次の3種類があります。

1周期ごとの測定/測定範囲内での統計処理
画面の左側から右側へ順番に(古い波形から)1周期ごとに波形を区切り，その1周期ごとに選択
した測定項目を測定し，統計処理をします。

通常の測定/統計処理
波形を取り込みながら，それまで取り込んだすべての波形に対して，選択した測定項目を測定
し，統計処理をします。

ヒストリ波形の測定/統計処理
ヒストリ波形に対して，選択した測定項目を測定し，統計処理をします。古い波形から測定/
統計処理をします。
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DL7400の主な機能の紹介

GO/NO-GO判定
ユーザーズマニュアル「10.9　ゾーンでGO/NO-GO判定をする」

ユーザーズマニュアル「10.10　波形パラメータの測定値でGO/NO-GO判定をする」

波形があらかじめ設定した範囲内に入っているかいないかを判定し，GOまたはNO-GOの場合に所定の動作をする機能
です。判定方法には，「画面上に波形ゾーンを設定しておく方法」と「波形パラメータの範囲を設定しておく方法」
の2種類があります。
判定時の動作としては，ブザー，データの保存，画面イメージの印刷，メールの送信(/C10オプション)があります。

ゾーン判定開始点

異常波形

指定したゾーン

ゾーン判定終了点

スナップショット
ユーザーズマニュアル「8.6　スナップショット/クリアトレースをする」

トリガモードがシングルとシングル(N)モード以外のとき，表示波形は周期的に更新されるか，ロールモード表示され
ます。
スナップショット機能を使うと，更新時に消えてしまう波形をスナップショット波形として画面に一時的に保持でき
ます。スナップショット波形は白色で表示され，更新された波形と比較することができます。さらに，スナップショッ
ト波形をメディアに保存したり，画面イメージとして印刷することもできます。

スナップショット波形
白色で表示されます。

更新された波形

イーサネット通信
ユーザーズマニュアル「13章　イーサネット通信(オプション)」

イーサネット(/C10オプション)を使って，データを伝送したりDL7400をコントロールできます。

ネットワークドライブへのデータの保存/読み込み
内蔵ストレージメディア/外部のSCSIデバイス/USBストレージと同じように，ネットワーク上
にあるFTPサーバ*に，波形/設定データを保存/読み込んだり，画面イメージデータを保存でき
ます。

* FTPサーバ機能が動作しているPCやワークステーション

ネットワークプリンタでの印刷
ネットワーク上にあるプリンタに，内蔵プリンタ(オプション)やUSBプリンタと同じように，
画面イメージを印刷できます。

メール送信
定期的にDL7400の情報をメールで送信できます。また，GO/NO-GO判定やアクションオント
リガのアクションとして，トリガ時刻などの情報をメールで送信することもできます。

PCやワークステーションからDL7400にアクセス
ネットワーク上にあるFTPクライアント*からDL7400にアクセスして，DL7400の内蔵ストレー
ジメディア/外部のSCSIデバイス/USBストレージのファイルを取り出すことができます。

* FTPクライアント機能が動作しているPCやワークステーション

Webサーバ
DL7400をWebサーバにできます。DL7400のWebページを表示して，Webページ上でファイル
転送，表示波形のモニタ，基本的なDL7400の設定操作および波形データの取得の操作ができ
ます。
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DL7DL740400を操作してみるを操作してみるDL7400を操作してみる
DL7400を操作してみる

ここでは，DL7400から出力しているプローブ補償信号の観測を例に説明します。

観測する前の準備をする

電源を接続する
ユーザーズマニュアル 「3.3　電源を接続して電源スイッチをON/OFFする」

本機器を安全にご使用いただくために，電源を接続する前に，ユーザーズマニュアルの「3.3　電源を
接続して電源スイッチをON/OFFする」の警告を必ずお読みください。

3極2極変換アダプタ
(付属品，日本国内でだけ使用可)

保護接地端子

3極コンセント

電源コード(付属品)

電源コネクタ

定格電源電圧　　　　：100～120VAC/200～240VAC
電源電圧変動許容範囲：90～132VAC/180～264VAC

定格電源周波数　　　：50/60Hz
電源周波数許容範囲　：48～63Hz

リアパネル

電源スイッチをON/OFFする
ユーザーズマニュアル 「3.3　電源を接続して電源スイッチをON/OFFする」

OFF ON

電源スイッチ

フロントパネル
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プローブを接続する
ユーザーズマニュアル 「3.4　プローブを接続する」

ユーザーズマニュアル 「3.5　プローブの位相補正をする」

本機器を安全にご使用いただくために，プローブを接続する前に，ユーザーズマニュアルの「3.4　プ
ローブを接続する」と「3.5　プローブの位相補正をする」の注意を必ずお読みください。

位相調整穴

機能接地端子
プローブ補償信号
出力端子

プローブ

・ ロジックプローブの接続方法については，3.6節をご覧ください。
・ 実際に波形を観測するときは，ユーザーズマニュアルに従って，プローブの位相補正(3.5節)とキャリブレーション(4.6節)を
必ず実行してください。これらを実行しないと，正しく波形を観測できません。

 Note

DL7400を操作してみる
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波形を画面に表示する
ここでは，正弦波や方形波などの一般的な繰り返し波形を表示してみるときに便利な，設定の初期化(イニシャライズ)と
オートセットアップについて説明します。

設定を初期化する(イニシャライズ)
ユーザーズマニュアル 「4.4　設定を初期化(イニシャライズ)する」

フロントパネルのキー操作による設定を初期設定(工場出荷時の設定)に戻します。
DL7400がお手元に届いてから初めてお使いになる場合は，この操作は必要ありませんが，操作を覚えるためにやって
みてください。この初期化操作は，入力信号に合わせて設定をやり直すときに便利です。

SETUP

2 初期化を実行します。
1 SETUPキーを押します。

初期化直前の状態に戻す場合は，ここを押します。

・初期化すると，すべてのチャネルの表示がONになり
，START状態になります。

・Initializeのソフトキーで初期化できない項目は，
次のとおりです。
日付/時刻の設定，通信に関する設定，ストアされ
た設定情報，言語設定，SCSI IDの設定。

日付/時刻の設定を除くすべての設定を初期化するに
は，次の操作をしてください。ただし，元に戻せま
せん。
　[RESETキーを押しながら，電源スイッチをON]

 Note

 オートセットアップをする
ユーザーズマニュアル 「4.5　オートセットアップをする」

入力信号に合わせて，垂直軸，水平(時間)軸，トリガ設定などを自動的に設定します。
とりあえず波形を表示したいときや入力信号がどんな信号なのか不明で設定条件がわからないときに便利です。

SETUP 1 SETUPキーを押します。

オートセットアップ直前の状態に戻す場合は，
ここを押します。

2 オートセットアップを実行します。

CH1の入力信号

・オートセットアップを実行すると，信号が入力され
ているチャネルだけが表示ONになります。

・オートセットアップが可能な波形は，次のとおり
です。
周波数：約50Hz以上
入力電圧の絶対値：最大値が20mV(1：1)以上
種類：繰り返し波形(ただし複雑でないもの)

 Note

DL7400を操作してみる
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波形の表示条件を変える
ここでは，画面の分割表示，垂直軸である電圧軸の感度/垂直ポジション，水平軸である時間軸などの設定を変えるときの
操作について説明します。

画面の分割表示を「Single」にする
ユーザーズマニュアル「8.1　表示フォーマットを変える」

初期設定では，画面が4分割(Quad)になっています。ここでは，CH1だけを観測するので1分割(Single)にします。

DISPLAY

2 選択メニューを表示し，Singleを選択します。

1 DISPLAYキーを押します。

電圧軸感度の設定を「0. 5 V/div」から「0. 2 V/div」に変える
ユーザーズマニュアル「5.2　V/divを設定する」

1 V/DIVノブを時計回りに回して，電圧軸感度の設定を「0.2V/div」にします。

電圧軸感度を上げたため，波形の一部が見えなくなります。

CH1の電圧軸感度の設定

V/DIV
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波形の全振幅が見えるように垂直ポジションを下げる
ユーザーズマニュアル「5.3　波形の垂直ポジションを設定する」

2 ジョグシャトルを反時計回りに回して，
Positionを「－2.50div」に設定します。

1 CH 1キーを押します。

垂直ポジションを下げたため，波形の全振幅が表示されるようになります。
グランドレベルマークも移動します。

CH 1

時間軸の設定を「200 μs/div」から「100 ms/div」に変える
ユーザーズマニュアル「5.12　T/divを設定する」

時間軸の設定とは，グリッド(格子線)の1div(1目盛り)あたりの時間を設定することをいいます。
時間軸の設定を遅くする(値を大きくする)と，トリガによって表示波形を更新する「更新モード表示」から，波形が画
面の右から左に流れるように表示する「ロールモード表示」に変わります。
ロールモード表示は，周期が長い信号や変化の遅い信号を観測するときに便利です。

1 TIME/DIVノブを反時計回りに回して，時間軸の設定を「100 ms/div」にします。

CH1の時間軸設定

ロールモード表示

TIME/DIV
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時間軸の設定を「100 ms/div」から「500 μs/div」に変える
ユーザーズマニュアル「5.12　T/divを設定する」

「ロールモード表示」から「更新モード表示」に戻り，5周期分の波形が表示されます。

1 TIME/DIVノブを時計回りに回して，時間軸の設定を「500 μs/div」にします。

CH1の時間軸設定

更新モード表示

TIME/DIV

DL7400を操作してみる
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トリガ設定を変える
取り込まれた測定信号の波形のうち，どの時点の波形を表示するのかを決めるのが，トリガ設定です。
主なトリガ設定には，次のものがあります。

トリガの種類
大きく分けて，シンプルトリガとエンハンストトリガがあります。詳細については，本書の12ページをご覧ください。

トリガソース
設定されたトリガ条件の対象となる信号をトリガソースといいます。

トリガスロープ
低いレベルから高いレベルになる(立ち上がり)，または高いレベルから低いレベルになる(立ち下がり)というような信号の動きを
スロープといいます。このスロープをトリガ成立条件の1つの項目とするときに，トリガスロープといいます。トリガソースのス
ロープがトリガレベルを通過した時点をエッジといいます。

トリガレベル
トリガソースが，あるレベルを通過したときトリガがかかるという場合，このレベルをトリガレベルといいます。エッジトリガ(本
書の12ページ参照)のようなシンプルなトリガでは，トリガソースのレベルが，あらかじめ設定したトリガレベルを通過すると，
トリガがかかります。

トリガモード
どのような条件(タイミングや回数)で表示波形を更新するのかがトリガモードです。オートセットアップを実行すると，オート
(Auto)モードに設定されます。トリガモードには，5種類あります。詳細については，ユーザーズマニュアルの 「6.1　トリガモー
ドを選択する」をご覧ください。

トリガポジション
波形の取り込みをスタートすると，設定したトリガ条件でトリガがかかり，アクイジションメモリに取り込まれた波形が表示され
ます。トリガポジションを画面上で移動することで，トリガがかかったとき(トリガ点)よりも前のデータ(プリデータ)とあとのデー
タ(ポストデータ)の表示の割合を変えることができます。初期設定は，50.0%(画面中央)です。

設定を初期化したりオートセットアップを実行すると，トリガの種類はシンプルトリガ(トリガソース：CH1のエッジトリ
ガ)に設定されます。エッジトリガは，1つの入力信号の立ち上がり/立ち下がり/その両方のエッジでトリガをかけます。
ここでは，トリガの種類をエッジトリガのままにして，トリガスロープ，トリガモード，トリガポジションを変えるとき
の設定操作について説明します。

トリガスロープを「立ち上がり」から「立ち下がり」に変える
ユーザーズマニュアル「6.5　エッジトリガをかける(SIMPLE)」

トリガレベルマーク
立ち下がりでトリガがかかります。

2 ソフトキーを押して，　（立ち下がり）を選
択します。

1 SIMPLEキーを押します。

トリガ点

SIMPLE
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トリガポジションを「2div」左に移動する
ユーザーズマニュアル「6.2　トリガポジションを設定する」

波形が2divだけ左に移動し，トリガがかかったあとの波形部分（ポストトリガ部）が多く見えるようになります。

POSITION 1 POSITIONキーを押します。

10% ，50%，90%に設定する場合は，対応す
るソフトキーを押します。

トリガポジションマーク

プリトリガ部 ポストトリガ部

トリガ点

2 ジョグシャトルを反時計回りに回して，ト
リガポジションを「30.0%」に設定します。

 波形が2div左に移動して表示されます。

トリガモードを「Auto」から「Single」に変える
ユーザーズマニュアル「6.1　トリガモードを選択する」

シングル(Single)モードでは，トリガがかかると，1回だけ波形の表示を更新し，波形の取り込みをストップします。
このシングルモードは，単発信号の観測に適しています。

2 Singleを選択します。

1 MODEキーを押します。

波形の取り込みがストップすると，「Running」から「Stopped」に変わります。

MODE
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カーソルの種類
X-Y波形を表示していない場合
水平カーソル カーソル位置のY軸値を測定します。
垂直カーソル カーソル位置のX軸値とY軸値を測定します。
マーカーカーソル 波形のX軸値とY軸値を測定します。波形上をマーカーカーソルが移動します。M1(マーカー1)～M4(マー

カー4)は，別々の波形上に設定できます。
角度カーソル 時間軸を角度に換算して測定します。X軸上で，測定の基準になるゼロ点(基準カーソルRef1の位置)と終点

(基準カーソルRef2の位置)を決め，Ref1とRef2の幅の角度(基準角度)を設定します。設定した基準角度か
ら，2本の角度カーソル(Cursor1とCursor2)の位置を角度に換算して測定します。

X-Y波形を表示している場合
水平カーソル カーソル位置のY軸値を測定します。
垂直カーソル カーソル位置のX軸値を測定します。

マーカーカーソル 波形のX軸値とY軸値を測定します。波形上をマーカーカーソルが移動します。

DL7400を操作してみる

波形を測定する
ここでは，垂直カーソルを使って，表示波形の電圧や周期を測定するときの操作について説明します。このカーソル測定
のほかに，パルス波形などを測定するのに便利な波形パラメータの自動測定機能や演算機能などもあります。

垂直カーソルで電圧を測定する
ユーザーズマニュアル「10.5　カーソル測定する」

カーソルがある位置の電圧(Y軸値)と時間(X軸値)が波形表示枠内の下部に表示されます。

2 選択メニューを表示し，Verticalを選択しま
す。

1 CURSORキーを押します。

3 ジョグシャトルの対象をCursor1にします。
4 ジョグシャトルを回して，Cursor1を移動し
ます。

5 Cursor2も同様に移動します。
ジョグシャトルの対象をCursor1/Cursor2の
両方にすると，2つのカーソルを同時に移
動できます。

Cursor1 Cursor2

X1
X2
∆X
1/∆X
Y1
Y2
∆Y

：Cursor1のX軸値
：Cursor2のX軸値
：Cursor1とCursor2のX軸値の差
：Cursor1とCursor2のX軸値の差の逆数
：Cursor1と波形の交点のY軸値
：Cursor2と波形の交点のY軸値
：Cursor1とCursor2のY軸値の差

CURSOR

 Note
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波形を時間軸方向にズームする
ここでは，時間軸方向に表示波形の一部を拡大表示するときの操作について説明します。

ズーム率を設定する
ユーザーズマニュアル「8.4　波形をズームする」

通常波形と2箇所のズーム波形を同時に表示できます。ズーム波形表示時には，通常波形表示枠内にズーム位置を示す
ズームボックスが表示されます。

2 Main&Z1&Z2を選択します。

1 ZOOMキーを押します。

3 ジョグシャトルの対象をZ1 Magにします。
4 ジョグシャトルを回して，Z1のズーム率を
設定します。

5 Z2 Magも同様に設定します。
ジョグシャトルの対象をZ1 Mag/Z2 Magの
両方にすると，Z1/Z2のズーム率を同時に
設定できます。

ズームボックスZ2
ズームボックスZ1通常波形表示枠

ズーム波形Z1の表示枠 ズーム波形Z2の表示枠

ZOOM

ズーム位置を変える
ユーザーズマニュアル「8.4　波形をズームする」

ズームボックスを目安にして，ズーム位置を移動します。

3 ジョグシャトルの対象をZ1 Positionにしま
す。

4 ジョグシャトルを回して，Z1ズームボック
スを移動します。

5 Z2 Positionも同様に設定します。
ジョグシャトルの対象をZ1 Position/Z2 Position
の両方にすると，Z1/Z2のズームボックス
を同時に移動できます。

ズームボックスZ1
ズームボックスZ2

1 ZOOMキーを押します。ZOOM

2 Main&Z1&Z2を選択します。
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波形を印刷/保存する
ここでは，表示波形を内蔵プリンタ(/B5オプション)で印刷する操作やストレージメディアに保存する操作について説明し
ます。USBプリンタやネットワークプリンタ(/C10オプション)での印刷も可能です。
また，内蔵するストレージメディア(フロッピーディスク/Zipディスク(どちらかを購入時に選択)およびPCカード)へのデー
タの保存ができます。外部のSCSIデバイス，ネットワークドライブ(/C10オプション)，USBストレージへの保存もできます。

画面イメージを内蔵プリンタで印刷する
ユーザーズマニュアル「11.2　内蔵プリンタ(オプション)で印刷する」

画面表示されているそのままのイメージで波形を印刷します。印刷する前に，ユーザーズマニュアルの「11.1節」に
従って，内蔵プリンタにロール紙を取り付けてください。

印刷例

 Note
SHIFTキーを押してから，PRINTキー
を押すと，PRINTメニューが表示され
ます。
このオペレーションガイドの操作で
は，設定する必要はありませんが，
プリント先（内蔵プリンタ/USBプリン
タ/ネットワークプリンタ），印刷フ
ォーマット，コメント(画面イメージ
の下部に印刷)を設定できます。

PRINTメニュー

1 PRINTキーを押します。印刷が実行されます。PRINT

画面イメージデータをストレージメディアに保存する
ユーザーズマニュアル「12.12　画面イメージデータを保存する」

画面表示されているそのままのイメージのデータをストレージメディアに保存します。

＋

1 SHIFTキーを押したあと，
IMAGE SAVEキーを押します。

SHIFTキーを押すと，点灯します。

7 再度，IMAGE SAVEキーを押します。
保存が実行されます。

2 選択メニューを表示し，データ形式を選択
します。

3 カラーモードを選択します。
（操作2でPostScript以外を選択した場合）

4 File Listを表示します。
5 ジョグシャトルを回して，保存先のメディ
アを選択します。

6 SELECTキーを押して，確定します。

ストレージメディアのドライブ名

MENU
SHIFT IMAGE  SAVE IMAGE  SAVE

[FD]
[ZIP]
[PC_Card]
[SCSI5] 
[SCSI5-1]

[NetWork]
[USB]

：フロッピーディスク
：Zipディスク
：PCカード
：ID番号が5のSCSIデバイス
：ID番号が5のSCSIデバイスのパーティ
　ション1
：ネットワークドライブ
：USBストレージ
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波形データをストレージメディアに保存する
ユーザーズマニュアル「12.8　波形データを保存する/読み込む」

画面表示されている波形のデータをストレージメディアに保存します。保存を実行すると，保存対象の波形の垂直軸/
水平軸/トリガの設定情報も保存されます。

Saveメニュー

7 保存を実行します。

1 FILEキーを押します。

5 ジョグシャトルを回して，保存先のメ
ディアを選択します。

6 SELECTキーを押して，確定します。
ストレージメディアのドライブ名
前ページ参照。

このオペレーションガイドの
操作では，設定する必要はあ
りませんが，必要に応じて設
定します。

2 Waveform(波形データ)を選
択します。

3 Saveメニューを表示します。

4 File Listを表示します。

FILE

画面イメージデータのサムネイル表示
ユーザーズマニュアル 「12.13　保存した画面イメージデータをサムネイル表示する」

保存した画面イメージデータを画面上にサムネイル表示(画面イメージを縮小・簡略化して表示)できます。
保存したデータの内容の確認に便利です。

FILEメニュー/IMAGEメニューで，File Listから
ファイルを選択して，SELECTキーを押します。

サムネイル

サムネイル
一覧表示

IMAGEメニューで，Thumbnailのソフトキーを
押します。

●便利な機能●
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