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はじめに
このたびは、スコープコーダ DL350 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、DL350 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、DL350 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
DL350 スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 機能編 ]

IM DL350-01JA 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。

DL350 スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]

IM DL350-02JA 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。

DL350 スコープコーダ 
スタートガイド

IM DL350-03JA 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。

DL350 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 DL350-17JA 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。

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。

バッテリパックの取り扱い上の注意 IM 739883-01JA /EB オプション ( バッテリパック + バッテリパックカ
バー ) 付きのモデルに添付されます。バッテリパッ
クを取り扱うときの注意について、説明しています。

DL350 ScopeCorder IM DL350-92Z1 中国向け文書
739883 Battery Pack IM 739883-92Z1 中国向け文書 

/EB オプション ( バッテリパック + バッテリパックカ
バー ) 付きのモデルに添付されます。

720923 Battery Pack Cover IM 720923-92Z1 中国向け文書 
/EB オプション ( バッテリパック + バッテリパックカ
バー ) 付きのモデルに添付されます。

Safety Instruction Manual IM 00C01C01-01Z1 安全マニュアル ( 欧州の言語 )
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

ご注意
・ 性能・機能の向上などにより、本書の内容を予告なしに変更することがあります。最新のマニュア

ルは、当社 Web サイトでご確認ください。
・ 本書に記載の画面表示内容は実際のもの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 CD に収録されています。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。

5th Edition: January 2023 (YMI)
All Rights Reserve2d, Copyright © 2017, Yokogawa Test & Measurement Corporation
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商標
・ Microsoft、Windows、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 は、アドビシステムズ社の登録商標または商標です。
・ Piezotron は、Kistler Instrument Corporation の登録商標です。
・ ICP は、PCB Piezotronics Incorporated の登録商標です。
・ ISOTRON は、Meggitt Group, PLC の登録商標です。
・ 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。
・ ScopeCorder および 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
・ 2017 年 7 月  初版発行
・ 2017 年 12 月  2 版発行
・ 2018 年 4 月  3 版発行
・ 2022 年 2 月  4 版発行
・ 2023 年 1 月  5 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。

接頭語のｋと Kについて
単位の前に使用される接頭語のｋとＫを、次のように区別して使用しています。
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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操作画面と共通操作

操作画面と説明文
このマニュアルでは、英語表示を基本にしたメニュー画面を使用して操作説明をしています。操作説
明文では、操作対象のメニューや項目を太字にして、Setup[ 設定 ] のように英語と日本語を併記して
います。メニュー言語の設定操作については、20.3 節をご覧ください。

タッチパネルの操作と働き
基本的なタッチパネル操作は以下のとおりです。

タップ
画面をポンと軽くたたくことをタップといいます。
本機器の画面でマークのある部分や、設定メニューを閉じるときなどに使います。

 

ドラッグ /スワイプ /スライド
画面に指をあてて、そのまま指を移動させます。
トリガレベルのアイコンなど、移動対象を選択して移動させる場合をドラッグといいます。
設定メニューをスクロールするような、比較的広い表示範囲を移動させる場合をスワイプといいます。
その他、移動操作に応じてスライドという場合もあります。

 

ピンチアウト /ピンチイン
画面に 2 本の指をあてて、そのまま指を開くことをピンチアウト、指を閉じることをピンチインとい
います。
波形が表示されている画面で、波形を拡大するときはピンチアウト、波形を縮小するときはピンチイ
ンします。

 

ピンチアウト ピンチイン
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数値の入力
次のような数値を入力する設定メニューが表示された場合、数値の部分をタップすると、入力ボック
ス ( テンキー ) が表示されます。そのテンキーで数値を入力したあと、Enter をタップして、値を確定
します。

数値を入力する設定メニューの例

  

数値の部分をタップ

＋－をタップして調整可能
・ 最下位桁の数値が増減します。自動的に桁上がり桁下がりもします。
・ ＋または－を長押しすると、数値が連続して増減します。

入力ボックス ( テンキー ) の例

  

指数を入力するときにタップします。

ここをタップすると、初期値に決定され、入力ボックス
( テンキー ) が閉じます。
(Enter をタップする必要はありません。)

操作画面と共通操作
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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。
次の説明で使用しているキーボードは、メッセージ言語の設定 (20.3 節参照 ) を Japanese にしている
場合の例です。

キーボードの操作方法
1.  キーボードを表示させた状態で、入力したい文字をタップします。
2.  操作 1 を繰り返して、すべての文字を決定します。
3.  ENTER をタップします。文字列が確定し、キーボードが消えます。

  

文字挿入位置

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

記号入力

かな入力

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

操作画面と共通操作
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フッターエリアに表示されているメニュー
波形画面のフッターエリアにメニューが表示されています。 これらをタップすると表示されるメニュー、
リスト ( 選択肢 ) 、および入力ボックスを操作して、各項目を設定できます。

スコープモードの場合
タイムベース *1 が内部 [Internal] のとき

  
時間軸►3.1 節参照
(1 段階ずつ増減可能 )

レコード長
►3.1 節参照

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

サンプルレート*2 全チャネル設定
►2.1 節参照

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

タイムベース *1 が外部 [External] のとき

  
タイムベース
External を表示

レコード長
►3.1 節参照

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

パルス /回転
►3.1 節参照

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

全チャネル設定
►2.1 節参照

操作不可

*1 スコープモードの場合のタイムベースの設定操作については、3.1 節をご覧ください。
*2 サンプルレートは、時間軸とレコード長の設定に応じて変わります。

操作画面と共通操作
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目次の 2.2 節、6.1 節の先頭にアラートマーク を付けること

メモリーレコーダモードの場合
取り込み方法*がMemory[メモリー]、	Memory	+	Save	on	Stop[メモリー+終了時保存]、
およびMemory	+	SD	Numeric	Recording[ メモリー +	SD 数値記録 ] のとき

・ タイムベース * が内部 [Internal] のとき

   
サンプル間隔
►3.2 節参照

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

取り込み条件
取り込み方法
►3.2 節参照

取り込み時間
►3.2 節参照

全チャネル設定
►2.1 節参照

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

・ タイムベース * が外部 [External] のとき

   

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

タイムベース
External を表示

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

取り込み条件
取り込み方法
►3.2 節参照

取り込み時間
►3.2 節参照

全チャネル設定
►2.1 節参照

取り込み方法 *が SD	Recording[SD 記録 ] のとき
・ タイムベース * が内部 [Internal] のとき

   

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

サンプル間隔
►3.2 節参照

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

取り込み条件
取り込み方法
►3.2 節参照

記録時間
►3.2 節参照

全チャネル設定
►2.1 節参照

・ タイムベース * が外部 [External] のとき

   

トップメニュー
各機能の設定メニューへの入り口です。

タイムベース
External を表示

ヘルプ
機能の説明が表示されます。

トリガ
►4 章参照

カスタムメニュー
►20.5 節参照

取り込み条件
取り込み方法
►3.2 節参照

レコード長
►3.2 節参照

全チャネル設定
►2.1 節参照

* メモリーレコーダモードの場合の取り込み方法とタイムベースの設定操作については、3.2 節を
ご覧ください。

操作画面と共通操作
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目次の 2.2 節、6.1 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
このマニュアルで使用している記号...........................................................................................................................iii
操作画面と共通操作.......................................................................................................................................................... iv

第 1章	 最初に設定すること
1.1. スコープモード /メモリーレコーダモードを選択する................................................................... 1-1
1.2. 設定ファイルを読み込む.............................................................................................................................. 1-2
1.3. かんたん設定でメモリーレコーダモードの設定をする.................................................................. 1-4
1.4. 設定を初期化 ( イニシャライズ ) する.................................................................................................... 1-8
1.5. オートセットアップをする.......................................................................................................................... 1-9
1.6. キャリブレーションをする........................................................................................................................1-10

第 2章	 垂直軸
2.1. 全チャネル設定画面で設定する................................................................................................................ 2-1
.2.2. 電圧測定の設定をする................................................................................................................................... 2-4
2.3. 電圧測定の設定をする (16ch 電圧入力モジュールの場合 ).........................................................2-11
2.4. 温度測定の設定をする.................................................................................................................................2-16
2.5. 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 )............................................2-18
2.6. ひずみ測定の設定をする............................................................................................................................2-23
2.7. 加速度測定の設定をする............................................................................................................................2-25
2.8. 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...................................................................................................................................................2-28
2.9. ロジック信号測定の設定をする..............................................................................................................2-35
2.10. CAN、CAN.FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション ).......................................2-37
2.11. LIN バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )..............................................................2-45
2.12. SENT 信号のモニターの設定をする (/VEオプション )....................................................................... 2-49
2.13. GPS の位置情報モニターの設定をする................................................................................................2-54

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 (スコープモード時 )..........................................................................3-1
3.2. 波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコーダモード時 )................................................... 3-5
3.3. 波形の取り込みをスタート /ストップする........................................................................................3-10

第 4章	 トリガ
4.1. トリガモードを設定する.............................................................................................................................. 4-1
4.2. トリガポジション /トリガディレイを設定する................................................................................. 4-2
4.3. エッジトリガをかける................................................................................................................................... 4-3
4.4. 時刻 ( タイマ ) トリガをかける.................................................................................................................. 4-5
4.5. 外部トリガをかける....................................................................................................................................... 4-7
4.6. ロジック信号でエッジトリガをかける................................................................................................... 4-9
4.7. Edge.On.A トリガをかける........................................................................................................................4-11
4.8. OR トリガをかける.......................................................................................................................................4-12
4.9. AND トリガをかける....................................................................................................................................4-14
4.10. 周期トリガをかける.....................................................................................................................................4-16
4.11. パルス幅トリガをかける............................................................................................................................4-18
4.12. ウェーブウインドウトリガをかける.....................................................................................................4-20
4.13. 手動でトリガをかける ( マニュアルトリガ )......................................................................................4-21
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目次の 2.2 節、6.1 節の先頭にアラートマーク を付けること

第 5章	 表示
5.1. 表示グループ /表示フォーマットを設定する..................................................................................... 5-1
5.2. 波形の配置、表示色、グルーピングを設定する................................................................................ 5-2
5.3. 表示の環境設定をする................................................................................................................................... 5-4
5.4. スナップショット /クリアトレースをする.......................................................................................... 5-7
5.5. 表示時間 /表示ポジションを設定する................................................................................................... 5-8
5.6. 表示範囲をオートスクロールする............................................................................................................ 5-9

第 6章	 データの保存 /読み込み
.6.1. ストレージメディアを接続する................................................................................................................ 6-1
6.2. SD メモリーカードをフォーマットする................................................................................................ 6-4
6.3. 波形データを保存する................................................................................................................................... 6-5
6.4. 設定データを保存する.................................................................................................................................6-10
6.5. その他のデータを保存する........................................................................................................................6-11
6.6. SAVE キーの機能を設定する.....................................................................................................................6-15
6.7. 波形データを読み込む.................................................................................................................................6-20
6.8. 設定データを読み込む.................................................................................................................................6-21
6.9. その他のデータを読み込む........................................................................................................................6-22
6.10. ファイルを操作する.....................................................................................................................................6-24

第 7章	 カーソル測定
7.1. 水平カーソルで測定する.............................................................................................................................. 7-1
7.2. 垂直カーソルで測定する.............................................................................................................................. 7-2
7.3. マーカーカーソルで測定する..................................................................................................................... 7-3
7.4. 角度カーソルで測定する.............................................................................................................................. 7-5
7.5. 水平＆垂直カーソルで測定する................................................................................................................ 7-7

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................................................................................................................ 8-1
8.2. 連続統計処理をする....................................................................................................................................... 8-5
8.3. サイクル統計処理をする.............................................................................................................................. 8-6
8.4. ヒストリ波形の統計処理をする................................................................................................................ 8-8
8.5. 波形パラメータの自動測定結果を保存する......................................................................................... 8-9

第 9章	 演算
9.1. 演算式を設定する............................................................................................................................................ 9-1
9.2. 演算波形の表示条件を設定する................................................................................................................ 9-5
9.3. 演算範囲とアベレージを設定する............................................................................................................ 9-6

第 10章	 FFT
10.1. 変換式を設定する..........................................................................................................................................10-1
10.2. FFT の垂直軸を設定する.............................................................................................................................10-2
10.3. FFT の水平軸を設定する.............................................................................................................................10-3
10.4. 演算の開始点、FFT 点数、窓関数、アベレージを設定する........................................................10-4
10.5. FFT 波形をカーソル測定する....................................................................................................................10-6
10.6. FFT 演算結果を保存する.......................................................................................................................... 10-10

第 11章	 X-Y 波形
11.1. X-Y 波形のトレースを設定する...............................................................................................................11-1
11.2. X-Y 波形の表示条件を設定する...............................................................................................................11-2
11.3. X-Y 波形のカーソル測定をする...............................................................................................................11-3
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1.1	 スコープモード / メモリーレコーダモードを選択
する

ここでは、スコープモードまたはメモリーレコーダモードを選択する操作について説明しています。
・ ナビゲーション
・ スコープモード / メモリーレコーダモード

► 機能編　「ナビゲーション」

ナビゲーション画面
本機器を最初に起動すると、Navigation[ ナビゲーション ] 画面が表示されます。

測定するモードをタップしたあと、Start[ 開始 ] をタップします。それぞれのモードの波形画面が表
示されます。

ナビゲーション画面

  

ここに✓を付けて、次に本機器を起動したときは、波形画面が表示されます。
波形画面のMENUから Navigation[ ナビゲーション ]をタップすると、この
ナビゲーション画面が表示されます。

メモリーレコーダモード (Recorder Mode) をタップ

スコープモード (Scope Mode) をタップ

スコープモードを選択するとき

メモリーレコーダモードを選択するとき

第 1 章 最初に設定すること
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1.2	 設定ファイルを読み込む

ここでは、ナビゲーション機能を使って、本機器の使用目的に合わせて設定ファイルを読み込む操作
について説明しています。

・ ナビゲーション
・ 設定ファイル
・ 読み込みの実行

► 機能編　「ナビゲーション」

ナビゲーション画面
本機器を最初に起動すると、Navigation[ ナビゲーション ] 画面が表示されます。

ファイル読込 (Load File) をタップしたあと、Start[ 開始 ] をタップします。ファイルリストが表示さ
れます。

ナビゲーション画面

  

ここに✓を付けて、次に本機器を起動したときは、波形画面が表示されます。
波形画面のMENUから Navigation[ ナビゲーション ]をタップすると、この
ナビゲーション画面が表示されます。

ファイル読込 (Load File) をタップ
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設定ファイルの選択
1.  ファイルリストから読み込む設定ファイルをタップします。
2.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。

メディア ( ドライブ )
リストの表示順序

表示フォーマット

一覧表示するファイルの選択

ファイル情報の表示

フォルダ ( ディレクトリ ) の作成

ファイルユーティリティ

各項目の操作方法については、
6.10 節をご覧ください。

読み込む設定ファイルをタップ

次に、Load[ 読込実行 ] をタップ

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

読み込みの実行
3.  OK をタップします。設定ファイルの読み込みが実行されます。

  

1.2　設定ファイルを読み込む
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1.3	 かんたん設定でメモリーレコーダモードの設定を
する

ここでは、ナビゲーション機能を使って、ウィザード形式でメモリーレコーダモードの各設定をする
操作について説明しています。

・ ナビゲーション
・ 記録するチャネルの ON/OFF
・ 記録時間
・ サンプル間隔
・ 全チャネル設定メニュー

► 機能編　「ナビゲーション」

ナビゲーション画面
本機器を最初に起動すると、Navigation[ ナビゲーション ] 画面が表示されます。

かんたん設定 (Easy Setup) をタップしたあと、Start[ 開始 ] をタップします。チャネル選択 [Select 
Channel] 画面が表示されます。

ナビゲーション画面

  

ここに✓を付けて、次に本機器を起動したときは、波形画面が表示されます。
波形画面のMENUから Navigation[ ナビゲーション ]をタップすると、この
ナビゲーション画面が表示されます。

かんたん設定 (Easy Setup) をタップ
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記録するチャネルのON/OFF
1.  各チャネルのチェックボックスをタップします。

・ 記録するチャネルには✓を付けます。記録しないチャネルは✓を外します。
・ 本体内蔵ロジックの詳細設定については 2.9 節を、GPS の詳細設定については 18 章をご覧ください。

2.  Next >[ 次へ >] をタップします。記録時間 [Recording time] 画面が表示されます。
Cancel[ キャンセル ] をタップすると、波形画面が表示されます。

チャネル選択画面

  

  

16CH モジュール (720220(16CH VOLT)、
720221(16CH TEMP/VOLT)) の場合 4CH モジュール (720254(4CH 1M16)) の場合

1.3　かんたん設定でメモリーレコーダモードの設定をする
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記録時間の設定
1.  記録時間の値をタップします。入力ボックスが表示されます。
2.  入力ボックスを操作して、記録時間を設定します。

・ 10 秒～ 50 日の範囲で設定します。
 値と単位を入力してから Enter をタップすると、入力した記録時間が設定されます。
 値だけを入力してから Enter をタップすると、入力した値を秒 (s) の値として扱います。
 値も単位も入力しないで Enter をタップすると、初期値が設定されます。

・ 時間単位の組み合わせは、次のとおりです。それ以外の単位の組み合わせは、設定できません。
 分 (min) と秒 (s)、時間 (hour) と分 (min)、日 (day) と時間 (hour)

3.  Next >[ 次へ >] をタップします。サンプル間隔 [Sample interval] 画面が表示されます。
・ < Back[< 戻る ] をタップすると、チャネル選択 [Select Channel] 画面に戻ります。
・ Cancel[ キャンセル ] をタップすると、波形画面が表示されます。

記録時間画面

  

記録時間の値

記録時間と
設定可能なサンプル間隔

1つ前のチャネル選択画面でONに設定したチャネル数

記録時間の値をタップすると表示される入力ボックス

  

1.3　かんたん設定でメモリーレコーダモードの設定をする
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サンプル間隔の設定
1.  サンプル間隔の値をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) から、設定するサンプル間隔

をタップします。
・ 記録するチャネル数と記録時間によって、表示されるリストが変わります。
・ 設定したサンプル間隔に合わせて、サンプルレートや記録されるデータ容量の値が変わります。

2.  Finish[ 完了 ] をタップします。All Channel Setup[ 全チャネル設定 ] 画面が表示されます。
・ < Back[< 戻る ] をタップすると、記録時間 [Recording time] 画面に戻ります。
・ Cancel[ キャンセル ] をタップすると、波形画面が表示されます。

サンプル間隔画面

 

1 つ前の記録時間画面で設定した記録時間
「サンプル間隔の値」
をタップすると表示
されるリスト

チャネル数と記録時間
によって、  サンプル間隔
のリストが変わります。

2 つ前のチャネル選択画面でONに設定したチャネル数

ここの✓を外して、完了 [FInish]をタップすると、波形画面が開きます。

サンプル間隔の値

全チャネル設定画面の表示例
 全チャネル設定画面の設定操作については、2.1 節をご覧ください。

  

1.3　かんたん設定でメモリーレコーダモードの設定をする
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1.4	 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方法について説明しています。

► 機能編　「設定の初期化 (Initialize)」

1.  波形画面の MENU から Preparation[ セットアップ ] をタップします。次のメニューが表示さ
れます。

2.  Initialize[ 初期化 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。

  

初期化

初期化の実行
3.  OK をタップします。初期化が実行されます。

  

出荷時の設定にできない項目
・ 日付 / 時刻の設定
・ 通信に関する設定
・ 日本語 / 英語の言語設定
・ システムモード
・ ネットワークの設定
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1.5	 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)」

1.  波形画面の MENU から Preparation[ セットアップ ] をタップします。次のメニューが表示さ
れます。

2.  Auto Setup[ オートセットアップ ] をタップします。確認メッセージが表示されます。

  

オートセットアップ

オートセットアップの実行
3.  OK をタップします。オートセットアップが実行されます。

  



1-10 IM DL350-02JA

1.6	 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 (Calibration)」

1.  波形画面の MENU から Preparation[ セットアップ ] をタップします。次のメニューが表示さ
れます。

2.  Caliblation[ 校正 ] をタップします。キャリブレーション [Calibration] メニューが表示されます。

  

キャリブレーション

キャリブレーション
キャリブレーションの実行

 Execute[ 実行 ] をタップします。キャリブレーションが実行されます。

オートキャリブレーションのON/OFF
 Auto CAL[ 自動校正 ] の ON または OFF をタップします。

オートキャリブレーションをするときは ON に、しないときは OFF にします。

  

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ON/OFF
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2.1	 全チャネル設定画面で設定する

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。
・ 入力設定
・ リニアスケーリング
・ チャネルコピー
・ バランス & オフセットキャンセル
 ( ひずみのバランス ( ひずみモジュール ) と DC オフセットキャンセル )

► 機能編　「全チャネル設定 (All CH Setup)」

波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > All CH Setup[ 全チャネル設定 ] をタップします。全チャ
ネル設定画面が表示されます。

全チャネル設定画面は、波形画面の最下段メニューにある All Channel をタップしても表示されます。

全チャネル設定画面
入力設定 (Setup)

1.  Setup[ 設定 ] タブをタップします。入力設定画面が表示されます。
入力設定画面の項目は、装着されているモジュールや測定項目に合わせて変わります。詳細な設定内容に
ついては、2.2 節以降の各測定項目の説明をご覧ください。

2.  各チャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、
各項目を設定します。

入力設定画面－スコープモードの表示例

 

プローブの減衰比 /
電流 - 電圧換算比

ズーム /ワイドの倍率設定
垂直ポジション

縦スケール

チャネル

チャネル5と6は、本機器に内蔵されているロジック信号測定用のチャネルです。
＋をタップするとビットごとの設定ができます。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

帯域制限
測定レンジ

入力カップリング
表示ラベル

波形表示のON/OFF
全チャネルの波形表示を一括してON/OFF するときは、All 行の Disp を設定します。

第 2 章 垂直軸
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入力設定画面－メモリーレコーダモードの表示例

 

プローブの減衰比 /
電流 - 電圧換算比

表示範囲の上限値 /下限値

帯域制限
測定レンジ

入力カップリング
表示ラベル

波形表示のON/OFF

チャネル

全チャネルの波形表示を一括してON/OFF するときは、All 行の Disp を設定します。

チャネル5と6は、本機器に内蔵されているロジック信号測定用のチャネルです。
＋をタップするとビットごとの設定ができます。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

リニアスケーリング (Linear	Scale)
1.  Linear Scale[ リニアスケール ] タブをタップします。リニアスケール画面が表示されます。

詳細な設定内容については、2.2 節のリニアスケーリングの説明をご覧ください。

2.  各チャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、
各項目を設定します。

 

補助単位

小数点以下の桁数
表示方式

単位
点 P2のスケール値

点 P2の測定値
オフセット値 Bまたは点 P1のスケール値

スケーリング係数 Aまたは点 P1の測定値
リニアスケーリングモード

チャネル

チャネル 5と 6は、ロジック信号のためリニアスケーリングはできません。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

2.1　全チャネル設定画面で設定する
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チャネルコピー (Channel	Copy)
1.  Channel Copy[ チャネルコピー ] タブをタップします。チャネルコピー画面が表示されます。
2.  各項目をタップして、表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作または実行します。

  

コピー元になるチャネルの選択

コピー先のチャネルをONに設定

コピーの実行

バランス /オフセットキャンセル (Balance/Offset	Cancel)
1.  Balance/Offset Cancel[ バランス / オフセットキャンセル ] タブをタップします。バランス / オ

フセットキャンセル画面が表示されます。
バランス / オフセットキャンセルの設定操作については、2.2 節の DC オフセットキャンセルと、2.6 節の
ひずみバランスの説明をご覧ください。

2.  各項目をタップして、設定または実行します。

  
バランス /オフセットキャンセルを
実行するチャネルをONに設定

バランス /オフセットキャンセルの実行

2.1　全チャネル設定画面で設定する
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2.2	 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。
スコープモードの場合

・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、垂直軸感度、入力カップリング、帯域制限、プローブの減衰比
/ 電流 - 電圧換算比、表示ラベル )

・ 表示設定 ( 縦スケール ( ズーム / ワイド方法の切り替え )、垂直ポジション、縦ズーム ( 倍率に
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、波形の反転表示の
ON/OFF、表示グループ )

・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー、ゲイン調整、DC オフセットキャンセルの
ON/OFF)

メモリーレコーダモードの場合
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、測定レンジ、入力カップリング、帯域制限、プローブの減衰比

/ 電流 - 電圧換算比、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 表示範囲の上限値 / 下限値、波形の反転表示の ON/OFF、表示グループ )
・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー、ゲイン調整、DC オフセットキャンセルの

ON/OFF)
► 機能編　「電圧測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
・ チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示

されます。( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブル
タップします。)

・ 4CH モジュール (720254(4CH 1M16)) の場合は、サブチャネル ( 例   表示ラベルが初期設定のとき、
CH3_1 のように、チャネル番号のあとにアンダーバーと数字が付いたチャネル ) を選択します。

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードの場合

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

垂直軸感度
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

入力カップリング

帯域制限 表示ラベル

プローブの減衰比 /
電流 - 電圧換算比
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メモリーレコーダモードの場合

  

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

測定レンジ
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

入力カップリング

帯域制限 表示ラベル

プローブの減衰比 /
電流 - 電圧換算比

入力カップリング (Coupling)
 入力カップリングを AC または DC に設定したとき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 DL350-03JA) 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。

2.2　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 (Probe)
3.  2-4 ページの操作 2. に続けて、Probe[ プローブ ] をタップします。次の設定メニューが表示

されます。

    

4.  Voltage[ 電圧 ] または Current[ 電流 ] を選択し、表示されるメニューから設定値を選択します。

 電圧プローブの減衰比
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

 電流プローブの電流 - 電圧換算比
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)

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。

2.2　電圧測定の設定をする
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表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードの場合
V	Scale[ 縦スケール ] を DIV にしたとき

  

波形の反転表示のON/OFF
垂直ポジションは、波形画面をスライドしたときに
表示される上下矢印をタップしても移動できます。
►後述の「波形の垂直 /水平ポジションの設定」を参照

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

縦ズーム 表示グループ

V	Scale[ 縦スケール ] を SPANにしたとき

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

波形の反転表示の ON/OFF

表示グループ

メモリーレコーダモードの場合

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

波形の反転表示の ON/OFF

表示グループ

2.2　電圧測定の設定をする
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詳細設定 (Detail)
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通

  

リニアスケーリング
DCオフセット値の
取り込みを実行

チャネルコピー

DCオフセットキャンセル
のON/OFF

ゲイン調整
(＋－で増減可能 )

Note
・ DC オフセットキャンセルが ON のときは、ゲイン調整できません。
• DC オフセットキャンセルを実行 (Execute ) したり、ON に設定したりすると、ゲイン調整値は 1.0000 に

戻ります。

リニアスケーリング (Linear	Scale)
 Linear Scale[ リニアスケール ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

・ Scaling Mode [ モード ] が AX＋B の場合

   

スケーリング係数

オフセット値

小数点以下の桁数

補助単位

単位

Exponent のとき

Floating のとき

* 電圧系モジュールで電圧を測定するとき、または、ひずみモジュールでひずみを測定するときに
設定します。

表示方式 *

2.2　電圧測定の設定をする
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・ Scaling Mode[ モード ] が P1－P2 の場合

   

スケール値
測定値 (Get Value[ 測定値取得 ] を
タップ、または入力ボックスで設定 )

現在の測定値取得を実行

単位

Exponent のとき

小数点以下の桁数

補助単位

* 電圧系モジュールで電圧を測定するとき、または、ひずみモジュールでひずみを測定するときに
設定します。

Floating のとき

表示方式 *

・ Scaling Mode [ モード ] が Shunt の場合
 Shunt モードは、ひずみモジュール (701271(STRAIN_DSUB)) のときに設定できます。このモジュー

ルには、シャント校正用のリレー回路が内蔵されています。

   

シャント校正の実行

リレー回路が OFF のときの現在の測定 (Shunt Cal Exec
[ シャント校正実行 ] をタップ、または入力ボックスで設定 )

リレー回路が ON のときの現在の測定値 (Shunt Cal Exec
[ シャント校正実行 ] をタップ、または入力ボックスで設定 )
リレー回路が ON のときのシャント抵抗に相当するひずみ値

リレー回路が OFF のときの値 ( 通常は 0)

単位

Exponent のとき

小数点以下の桁数

補助単位

Floating のとき

2.2　電圧測定の設定をする
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チャネルコピー (Copy	to)
 Copy to[ コピー ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

コピー元になるチャネルの選択

コピー先のチャネルをONに設定

コピーの実行

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
スコープモードの場合
波形画面を垂直軸方向にスライドすると、上下の矢印が表示されます。矢印が表示されている間に、
次の操作で、垂直ポジションを移動できます。

  
・ 矢印をタップ
・ 波形画面を矢印方向に

スライド

波形のズーム►14 章参照

XY 表示►11 章参照

FFT►10 章参照

画面のタップで表示

上下の矢印

前述のチャネル設定メニューの表示設定 (Display) 画面では、数値を入力して垂直ポジションを設定で
きます。

メモリーレコーダモードの場合
波形画面を垂直軸方向にスライドすると上下の矢印が、水平軸方向にスライドすると左右の矢印が表
示されます。矢印が表示されている間に、次の操作で、垂直 / 水平ポジションを移動できます。

  

波形の取り込み中は、
Hold または Resume が
ここに表示されます。

左右の矢印

上下の矢印

画面のタップで表示

・ 矢印をタップ
・ 波形画面を矢印方向に

スライド

波形表示の時間範囲を
短くするときに、ここ
をタップ

波形表示の時間範囲
を長くするときに、
ここをタップ

取り込み時間または記録時間
バーの右端の波形を表示

取り込み時間または記録時間
バーの左端の波形を表示

垂直軸方向に
スライドしたとき

水平軸方向に
スライドしたとき

2.2　電圧測定の設定をする
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2.3	 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。

スコープモードの場合
・ 全サブチャネル設定
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、垂直軸感度、入力カップリング、帯域制限、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 縦スケール ( ズーム / ワイド方法の切り替え )、垂直ポジション、縦ズーム ( 倍率によ

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、波形の反転表示の ON/
OFF、表示グループ )

・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー )

メモリーレコーダモードの場合
・ 全サブチャネル設定
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、測定レンジ、入力カップリング、帯域制限、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 表示範囲の上限値 / 下限値、波形の反転表示の ON/OFF、表示グループ )
・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー )

► 機能編　「電圧測定 (16ch 電圧入力モジュールの場合 )」

サブチャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 または CH3 をタップします。サブチャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアのサブチャネル ( 例   表示ラベルが初期設定のとき、CH3_1 のように、チャネル番号
のあとにアンダーバーと数字が付いたチャネル ) をタップまたはダブルタップしても、サブチャネル設定
メニューが表示されます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

全サブチャネル設定 (All	Sub	Channel	Setup)
2.  Common[Common] タブをタップします。

  

全サブチャネル設定

3.  All Sub Channel Setup[All Sub Channel Setup] をタップします。All Sub Channel Setup[All Sub 
Channel Setup] 画面が表示されます。

入力設定 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] タブをタップします。入力設定画面が表示されます。
5.  各サブチャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作

して、各項目を設定します。
サブチャネルを個々に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。
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入力設定画面－スコープモードの表示例

  

ズーム /ワイドの倍率設定
垂直ポジション

縦スケール

帯域制限
垂直軸感度

入力カップリング
表示ラベル

全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。

縦スケール DIV を SPAN にすると、
Position と V Zoom は、それぞれ
Upper と Lower に変わります。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

入力設定画面－メモリーレコーダモードの表示例

  

表示範囲の上限値 /下限値

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

帯域制限
測定レンジ

入力カップリング
表示ラベル

全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。

2.3　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 (Linear	Scale)
4.  Linear Scale[ リニアスケール ] タブをタップします。リニアスケール画面が表示されます。

詳細な設定内容については、2.2 節のリニアスケーリングの説明をご覧ください。

5.  各サブチャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作
して、各項目を設定します。

  

補助単位
小数点以下の桁数

表示方式

単位
点 P2のスケール値

点 P2の測定値
オフセット値 Bまたは点 P1のスケール値

スケーリング係数 Aまたは点 P1の測定値
リニアスケーリングモード

全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

チャネルコピー (Channel	Copy)
4.  Channel Copy[ チャネルコピー ] タブをタップします。チャネルコピー画面が表示されます。
5.  各項目をタップして、表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作または実行します。

  

コピー元になるサブチャネルの選択

コピー先のサブチャネルを
ONに設定

コピーの実行

全サブチャネルをコピーONに設定

全サブチャネルをコピーOFF に設定

 チャネルコピーは、詳細設定 [Detail] タブの Copy to[ コピー ] でも設定できます。

2.3　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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基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードの場合

  

設定対象のサブチャネルの色を表示

設定対象のサブチャネルのサブ番号
前のサブチャネルへ

次のサブチャネルへ

設定対象のサブチャネル

波形表示のON/OFF( 全サブチャネル一括ON/OFF)
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

垂直軸感度
(1段階ずつ上げ下げ可能 )

入力カップリング

帯域制限 表示ラベル

メモリーレコーダモードの場合

  

設定対象のサブチャネル

波形表示のON/OFF( 全サブチャネル一括ON/OFF)
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

測定レンジ
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

帯域制限 表示ラベル

設定対象のサブチャネルのサブ番号
前のサブチャネルへ

次のサブチャネルへ
入力カップリング

入力カップリング (Coupling)
 入力カップリングを AC または DC に設定したときの周波数特性や注意事項 ►2.2 節参照

サブチャネルを個々に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。

2.3　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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表示設定 (Display)
►2.2 節参照

サブチャネルの設定 (Sub Ch.) については、前ページの基本設定 (Basic) をご覧ください。

詳細設定 (Detail)
►2.2 節参照

サブチャネルの設定 (Sub Ch.) については、前ページの基本設定 (Basic) をご覧ください。

リニアスケーリング (Linear	Scale)
►2.2 節参照

チャネルコピー (Copy	to)
Copy to[ コピー ] をタップします。次の画面が表示されます。

 

コピー元になるサブチャネルの選択

コピー先のサブチャネルを
ONに設定

コピーの実行

全サブチャネルをコピーONに設定
全サブチャネルをコピーOFF に設定

チャネルコピーは、All Sub Channel Setup[All Sub Channel Setup] 画面の Channel Copy[ チャネルコ
ピー ] タブでも設定できます。

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.3　電圧測定の設定をする (16ch 電圧入力モジュールの場合 )



2-16 IM DL350-02JA

2.4	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、入力カップリングを TC に設定、熱電対の種類、帯域制限、RJC

の ON/OFF、バーンアウトの ON/OFF、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 温度単位、表示範囲の上限値 / 下限値、表示グループ )
・ 詳細設定 ( チャネルコピー )

► 機能編　「温度測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

熱電対の種類
入力カップリングを
TCに設定

バーンアウト検出のON/OFF
帯域制限 表示ラベル

RJC( 基準接点補償 ) の ON/OFF

入力カップリング (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。►2.2 節参照
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表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

表示グループ温度単位

詳細設定 (Detail)
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。

  

チャネルコピー

チャネルコピー (Copy	to)
►2.2 節参照

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.4　温度測定の設定をする



2-18 IM DL350-02JA

2.5	 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での温度測定に関する次の設定について説明しています。
電圧測定に関する設定については、2.3 節をご覧ください。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ データ更新周期
・ 全サブチャネル設定
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、入力カップリングを TC に設定、熱電対の種類、表示ラベル、

RJC の ON/OFF、バーンアウトの ON/OFF)
・ 表示設定 ( 温度単位、表示範囲の上限値 / 下限値、波形の反転表示の ON/OFF、表示グループ )
・ 詳細設定 ( チャネルコピー )

► 機能編　「温度測定 (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )」

サブチャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 または CH3 をタップします。サブチャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアのサブチャネル ( 例   表示ラベルが初期設定のとき、CH3_1 のように、チャネル番号
のあとにアンダーバーと数字が付いたチャネル ) をタップまたはダブルタップしても、サブチャネル設定
メニューが表示されます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

データ更新周期 (Data	Update	Period) と全サブチャネル設定 (All	Sub	
Channel	Setup)

2.  Common[Common] タブをタップします。

  

全サブチャネル設定データ更新周期

3.  Data Update Period[Data Update Period] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 )
を操作して、データ更新周期を設定します。

4.  All Sub Channel Setup[All Sub Channel Setup] をタップします。All Sub Channel Setup[All Sub 
Channel Setup] 画面が表示されます。
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入力設定 (Setup)
5.  Setup[ 設定 ] タブをタップします。入力設定画面が表示されます。
6.  各サブチャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作

して、各項目を設定します。

入力設定画面－スコープモードの表示例
・ 入力カップリングが TC のとき

   

バーンアウト検出のON/OFF温度単位
熱電対の種類

入力カップリング
表示ラベル RJC( 基準接点補償 ) の ON/OFF

全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。
表示範囲の上限値 /下限値

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

・ 入力カップリングが DC、GND、OFF のとき
 ►2.3 節参照
 16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合は、帯域制限の設定はありません。

2.5　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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入力設定画面－メモリーレコーダモードの表示例
・ 入力カップリングが TC のとき

   
表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

バーンアウト検出のON/OFF温度単位
熱電対の種類

入力カップリング
表示ラベル RJC( 基準接点補償 ) の ON/OFF

全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。
表示範囲の上限値 /下限値

・ 入力カップリングが DC、GND、OFF のとき
 ►2.3 節参照
 16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合は、帯域制限の設定はありません。

リニアスケーリング (Linear	Scale)
リニアスケーリングは、入力カップリングの設定が DC、GND、OFF のサブチャネルに対して設定で
きます。

5.  Linear Scale[ リニアスケール ] タブをタップします。リニアスケール画面が表示されます。
詳細な設定内容については、2.2 節のリニアスケーリングの説明をご覧ください。

6.  各サブチャネルの項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作
して、各項目を設定します。

リニアスケール画面
 ►2.3 節参照

チャネルコピー (Channel	Copy)
5.  Channel Copy[ チャネルコピー ] タブをタップします。チャネルコピー画面が表示されます。
6.  各項目をタップして、表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作または実行します。

チャネルコピー画面
 ►2.3 節参照

 チャネルコピーは、詳細設定 [Detail] タブの Copy to[ コピー ] でも設定できます。

2.5　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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基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

入力カップリングが TCのとき

  
設定対象のサブチャネル

波形表示のON/OFF( 全サブチャネル一括ON/OFF)
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

熱電対の種類 入力カップリング
を TCに設定

バーンアウト検出のON/OFF

表示ラベル
RJC( 基準接点補償 ) の ON/OFF

設定対象のサブチャネルの色を表示

設定対象のサブチャネルのサブ番号
前のサブチャネルへ

次のサブチャネルへ

入力カップリングがDC、GND、OFF のとき
 ►2.3 節参照
 16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合は、帯域制限の設定はありません。

2.5　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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表示設定 (Display)
入力カップリングが TCのとき

 ►2.4 節参照
 サブチャネルの設定 (Sub Ch.) については、前ページの基本設定 (Basic) をご覧ください。

入力カップリングがDC、GND、OFF のとき
 ►2.2 節参照
 サブチャネルの設定 (Sub Ch.) については、前ページの基本設定 (Basic) をご覧ください。

詳細設定 (Detail)
►2.2 節参照
16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合は、ゲイン調整と DC オフセットキャンセルの設定はありません。

サブチャネルの設定については、前ページの基本設定 (Basic) をご覧ください。

リニアスケーリング (Linear	Scale)
リニアスケーリングは、入力カップリングの設定が DC、GND、OFF のサブチャネルに対して設定で
きます。
►2.2 節参照

チャネルコピー (Copy	to)
►2.3 節参照

チャネルコピーは、All Sub Channel Setup[All Sub Channel Setup] 画面の Channel Copy[ チャネルコ
ピー ] タブでも設定できます。

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.5　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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2.6	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、測定レンジ、帯域制限、表示ラベル、センサー設定、ひずみバ

ランス実行 )
・ 表示設定 ( レンジ単位、表示範囲の上限値 / 下限値、波形の反転表示の ON/OFF、表示グループ )
・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー )

► 機能編　「ひずみ測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

測定レンジ
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

帯域制限
表示ラベル ひずみバランス実行

センサー設定
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センサー設定 (Sensor	Setup)
4.  Sensor Setup[ センサー設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

  
ブリッジ電圧

ゲージ率
(＋－で増減可能 )

表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

波形の反転表示の ON/OFF

表示グループレンジ単位

レンジ単位 (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)

詳細設定 (Detail)
►2.2 節参照
ひずみモジュールの場合は、ゲイン調整と DC オフセットキャンセルの設定はありません。

リニアスケーリング (Linear	Scale)
►2.2 節参照

チャネルコピー (Copy	to)
►2.2 節参照

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.6　ひずみ測定の設定をする
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2.7	 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。

スコープモードの場合
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、ゲイン、入力カップリングを ACCEL に設定、帯域制限、加速

度センサへのバイアス電流供給の ON/OFF、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 縦スケール ( ズーム / ワイド方法の切り替え )、 垂直ポジション、縦ズーム ( 倍率によ

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、加速度の単位、表示グループ )
・ 詳細設定 ( チャネルコピー、加速度センサの感度 )

メモリーレコーダモードの場合
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、ゲイン、入力カップリングを ACCEL に設定、帯域制限、加速

度センサへのバイアス電流供給の ON/OFF、表示ラベル )
・ 表示設定 ( 表示範囲の上限値 / 下限値、加速度の単位、表示グループ )
・ 詳細設定 ( チャネルコピー、加速度センサの感度 )

► 機能編　「加速度測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

ゲイン
(1 段階ずつ上げ下げ可能 ) 入力カップリングを

ACCEL に設定

帯域制限 表示ラベル
加速度センサへのバイアス
電流供給のON/OFF
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入力カップリング (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。►2.2 節参照

表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードの場合
V	Scale[ 縦スケール ] を DIV にしたとき

  

垂直ポジションは、波形画面をスライドしたときに
表示される上下矢印をタップしても移動できます。
►2.2 節参照

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

縦ズーム 表示グループ
加速度の単位

V	Scale[ 縦スケール ] を SPANにしたとき

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

表示グループ
加速度の単位

メモリーレコーダモードの場合

  

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

表示範囲の上限値 / 下限値
(＋－で増減可能 )

表示グループ
加速度の単位

2.7　加速度測定の設定をする
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詳細設定 (Detail)
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通

  

チャネルコピー 加速度センサの感度
(＋－で増減可能 )

チャネルコピー (Copy	to)
►2.2 節参照

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.7　加速度測定の設定をする
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2.8	 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。

スコープモードの場合
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、垂直軸感度、FV 設定 ( 測定項目 )、表示ラベル、入力条件 )
・ 表示設定 ( 縦スケール ( ズーム / ワイド方法の切り替え )、垂直ポジション、縦ズーム ( 倍率によ

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、表示グループ )
・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー )

メモリーレコーダモードの場合
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、測定レンジ、FV 設定 ( 測定項目 )、表示ラベル、入力条件 )
・ 表示設定 ( 表示範囲の上限値 / 下限値、表示グループ )
・ 詳細設定 ( リニアスケーリング、チャネルコピー )

► 機能編　「周波数測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

スコープモードの場合

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

垂直軸感度
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

FV 設定 表示ラベル 入力条件
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メモリーレコーダモードの場合

  

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

測定レンジ
(1 段階ずつ上げ下げ可能 )

FV 設定 表示ラベル 入力条件

FV 設定 (FV	Setup)
4.  FV Setup[FV 設定 ] のボタンをタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

・ 測定項目が Frequency[ 周波数 ] の場合

  

Frequency[ 周波数 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

停止予測

減速予測の ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

・ 測定項目が Revolution[ 回転数 ](rpm) の場合

  

Revolution[ 回転数 ](rpm) に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

停止予測

減速予測の ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

パルス / ローテート (＋－で増減可能 )
(1 回転あたりのパルス数 )

2.8　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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・ 測定項目が Revolution[ 回転数 ](rps) の場合

  

Revolution[ 回転数 ](rps) に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

停止予測

減速予測の ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

パルス / ローテート (＋－で増減可能 )
(1 回転あたりのパルス数 )

・ 測定項目が Period[ 周期 ] の場合

  

Period[ 周期 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

停止予測

減速予測の ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

2.8　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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・ 測定項目が Duty[ デューティ ] の場合

  

Duty[ デューティ ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

測定パルス

タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )

・ 測定項目が Power Freq[ 電源周波数 ] の場合

  

Power Freq[ 電源周波数 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

中心周波数

・ 測定項目が Pulse Width[ パルス幅 ] の場合

  

Pulse Width[ パルス幅 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

測定パルス

2.8　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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・ 測定項目が Pulse Integ[ パルス積算 ] の場合

  

Pulse Integ[ パルス積算 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

パルスカウントのマニュアルリセットの実行

パルスカウントオーバー時の
自動リセット ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

単位 / パルス (1 パルスあたりの物理量 )

パルス積算の単位

・ 測定項目が Velocity[ 速度 ] の場合

  

Velocity[ 速度 ] に設定

フィルター (＋－で増減可能 )
・ スムージング
・ パルス平均

停止予測

減速予測の ON/OFF

オフセット (＋－で増減可能 )
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)
距離 / パルス (1 パルスあたりの距離 )

時間の単位

速度の単位

2.8　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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入力条件 (Input	Setup)
4.  Input[ 入力 ] のボタンをタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

プリセット項目

電圧レンジ

入力カップリング

プローブの種類

帯域制限

チャタリング除去 (＋－で増減可能 )

スレショルドレベル (＋－で増減可能 )

ヒステリシス (　　、　　、　　)

スロープ (　、　)

プルアップの ON/OFF

プリセット項目が Pull-up 5V のとき

 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。

2.8　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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表示設定 (Display)
スコープモードの場合
►2.2 節参照

・ 波形の反転表示の項目はありません。
・ FV 設定の測定項目が Power Freq[ 電源周波数 ] の場合、V Scale[ 縦スケール ] は DIV 固定のため、

選択肢は表示されません。
・ FV 設定の測定項目が Pulse Integ[ パルス積算 ] または Velocity[ 速度 ] の場合、V Scale[ 縦スケール ]

を SPAN にしたときの上限値と下限値の間隔を保持する / しないの設定はありません。

メモリーレコーダモードの場合
►2.2 節参照

・ 波形の反転表示の項目はありません。
・ FV 設定の測定項目が Power Freq[ 電源周波数 ] の場合、スコープモードと同じ垂直ポジションと縦

ズームのメニューが表示されます。
・ FV 設定の測定項目が Pulse Integ[ パルス積算 ] または Velocity[ 速度 ] の場合、上限値と下限値の間

隔を保持する / しないの設定はありません。

詳細設定 (Detail)
スコープモードとメモリーレコーダモード共通
►2.2 節参照

・ ゲイン調整、DC オフセットの項目はありません。
・ リニアスケーリングの設定メニューに、表示方式の項目はありません。

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.8　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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2.9	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 基本設定 ( 波形表示の ON/OFF、表示ラベル、ビット設定、チャネルコピー )
・ 表示設定 ( 垂直ポジション、 縦ズーム ( 倍率によるズーム / ワイド )、 ビットマッピング、 表示グ

ループ )

► 機能編　「ロジック測定」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH6 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH6 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

設定対象のチャネルの色を表示

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のチャネルへ

次のチャネルへ

ビット設定表示ラベル チャネルコピー



2-36 IM DL350-02JA

ビット設定 (Bit	Setup)
4.  Bit Setup[ ビット設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

  

チャタリングの除去時間
各ビットの表示の ON/OFF とラベル名

全ビットの表示を一括して ON
全ビットの表示を一括して OFF

チャネルコピー (Copy	to)
►2.2 節参照

表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

縦ズーム ビットマッピング 表示グループ

波形の垂直 /水平ポジションの設定 ( 波形画面のスライド )
►2.2 節参照

2.9　ロジック信号測定の設定をする
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2.10	 CAN、CAN	FD バス信号のモニターの設定をする
(/VE オプション )

ここでは、CAN、CAN FD バス信号のモニターに関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ CAN ポート構成 ( 波形表示の ON/OFF、ポート & 全サブチャネル設定、CAN/CAN FD データの

定義ファイルの読み込み、全サブチャネルのスケール )
・ 表示設定 ( 各サブチャネルの表示範囲、各サブチャネルのスケール、各サブチャネルの垂直ポジ

ション、各サブチャネルの縦ズーム ( 倍率によるズーム / ワイド )、表示グループ )
・ 1 ショット出力

► 機能編　「CAN、CAN FD バス信号のモニター」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

バス信号の選択 (720245(CAN	FD/LIN) モジュールの場合 )
2.  CAN  LIN ボタンをタップして、バスタイプを CAN に設定します。

ボタンが CAN  LIN になっている場合は、CAN に設定されているので、この操作は不要です。

  

CAN LIN ボタン (720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合 )

CANポート構成 (CAN	Port	Config. または Port	Config.*)
3.  CAN Port Config.[CAN ポート構成 ] タブをタップします。

* 720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合は、Port Config.[ ポート構成 ] タブをタップします。

4.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

設定対象のサブチャネル

波形表示の ON/OFF
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

CAN/CAN FD データの
定義ファイルの読み込み

オートスケール実行 デフォルトスケール実行

ポート & 全サブチャネル設定

全サブチャネルのスケール

(720245 モジュールの場合 )

ポート&全サブチャネル設定 (Port	&	All	SubChannel	Setup)
5.  Port & All SubChannel Setup[ ポート & 全サブチャネル設定 ] をタップします。Port & All 

SubChannel Setup[ ポート & 全サブチャネル設定 ] 画面が表示されます。
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全サブチャネル設定	(All	SubChannel	Setup	- CAN または CAN FD データの切り出し条件 )
6.  All SubChannel Setup[ 全サブチャネル設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

CAN または CAN FD データの切り出し条件

サブチャネルのモニターの ON/OFF
全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合に表示されます。

全サブチャネル Factor/Offset	 (All	SubChannel	Factor/Offset	 - CAN または CAN FD データ
の変換条件 )
6.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] タブをタップします。次の画面

が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

CAN または CAN FD データの変換条件
720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合に表示されます。

* データ型 (Value Type) が Logic のとき、Factor、Offset、Unit の設定はできません。

* * *

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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Multiplex の設定	(Multiplex	Setup - 多重化データの取り込み設定 )
 720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合に設定する項目です。

6.  Multiplex Setup[Multiplex Setup] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

・ Multiplexor に指定可能なサブチャネルがある場合

  

各 Multiplexor 固有の値の設定

Multiplexor の選択
各サブチャネルに対して、Multiplexor* に指定可能なサブ
チャネルが表示されます。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

* Multiplexor の条件については、機能編「CAN、CAN FD バス信号のモニター」をご覧ください。

・ Multiplexor に指定可能なサブチャネルがない場合

  

入力ボックス

入力ボックスをタップすると、Multiplexor の
設定画面が表示されます。

Multiplexor の設定画面

Multiplexor を設定するサブチャネル
Multiplexor
ここをタップして、表示されるサブチャネルリスト
から Multiplexor を選択します。Multiplexor として設
定できないサブチャネルを選択した場合は、下の設
定項目は表示されません。

設定項目
表示される各項目をタップして、Multiplexor の条件を満たす設定に変更します。

選択したサブチャネルが Multiplexor として条件を満たして
いない理由が表示されます。

選択したサブチャネルが Multiplexor として条件を
満たすと、ここの i マークが消えます。

選択したサブチャネルが Multiplexor として条件を
満たしていないと、ここに i マークが表示されます。

選択したサブチャネルが Multiplexor として条件を満たすと、
✓マークに変わり、表示されていた理由が消えます。

2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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ポート設定 (Port	Setup)
6.  Port Setup[ ポート設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

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

   

ビットレート

サンプルポイント

リシンクロナイゼーションジャンプ幅
(＋－で増減可能 )
サンプル数

リスンオンリのON/OFF

ターミネータのON/OFF

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

   

ビットレート

サンプルポイント

CAN FD 規格

データビットレート

データサンプルポイント

リスンオンリの ON/OFF

ターミネータの ON/OFF

2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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・ CAN および CAN FD バス信号のモニター (720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合 )

   

ビットレート

サンプルポイント

CAN FD 規格

データビットレート

データサンプルポイント

リスンオンリの ON/OFF

J1939 の ON/OFF*

ターミネータの ON/OFF

* J1939 を ON に設定していると、全サブチャネル設定 (All SubChannel Setup) の ID(Hex) で、J1939 に対
応した ID を設定できるようになります。Start Bit の設定範囲が拡張されます。Msg Fmt は XTD に、Byte 
Order は Little にそれぞれ固定されます。J1939 に対応した ID の詳細や Start Bit の設定範囲については、
機能編「CAN、CAN FD バス信号のモニター」をご覧ください。

    

2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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CAN/CAN	FD データの定義ファイル ( シンボルファイル ) の読み込み
(Symbol	File	Load)

5.  Symbol File Load[ シンボルファイル読込 ] をタップします。ファイルリストが表示されます。
6.  ファイルリストから、シンボルファイル (SBL ファイル ) をタップします。

ファイルリストの操作方法については、6.10 節をご覧ください。

7.  読み込み先のチャネルを選択します。
►6.9 節参照

8.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
9.  OK をタップします。シンボルファイルの読み込みが実行されます。

サブチャネル表示設定 (Display)
3.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

データ型 (Value	Type) が Unsigned、Signed、Float のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

表示範囲の上限値 /下限値 表示グループ
オートスケール実行 デフォルトスケール実行

指定サブチャネルのスケール

720242(CAN/CAN FD) モジュールの場合の表示例

データ型 (Value	Type) が Logic のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

表示グループ縦ズーム

720242(CAN/CAN FD) モジュールの場合の表示例

2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )

1 ショット出力 (One	shot)
3.  One Shot[ ワンショット ] タブをタップします。
4.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

1 ショット出力の実行1 ショット出力の設定

720242(CAN/CAN FD) モジュールの場合の表示例

1	ショット出力の設定 (One	Shot	Out	Setup)
5.  One Shot Out Setup[ ワンショット出力設定 ] をタップします。One Shot Out Setup[ ワンショッ

ト出力設定 ] 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 )

  

メッセージフォーマット

メッセージ ID(＋－で増減可能 )

フレームの種類

データ部のバイトサイズ *

(＋－で増減可能 )

データ *

* フレームの種類がデータ (Data) のときに設定する項目です。

CANまたは CAN	FD フレームの 1ショット出力 (720242CAN/CAN FD)、720245(CAN FD/LIN)
モジュールの場合 )

メッセージ ID
(＋－で増減可能 )

メッセージフォーマット

* フレームの種類がデータ (Data) のときに設定する項目です。

データ *
Message Type 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

フレームの種類
(Message Type が CAN の
ときだけ）
Message Type が CAN FD
のとき、 フレームの種類
は Data 固定のため、この
項目は表示されません。

メッセージタイプ

データ部のバイトサイズ *

(＋－で増減可能 )
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2.10　CAN、CAN FD バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )

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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2.11	 LIN バス信号のモニターの設定をする (/VE オプ
ション )

ここでは、LIN バス信号のモニターに関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ LIN ポート構成 ( 波形表示の ON/OFF、Frame& 全サブチャネル設定、LIN データの定義ファイル

の読み込み、全サブチャネルのスケール )
・ 表示設定 ( 各サブチャネルの表示範囲、各サブチャネルのスケール、各サブチャネルの垂直ポジ

ション、各サブチャネルの縦ズーム ( 倍率によるズーム / ワイド )、表示グループ )

► 機能編　「LIN バス信号のモニター」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH2 または CH4 をタップします。チャネル設定

メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH2 または CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表
示されます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

バス信号の選択 (720245(CAN	FD/LIN) モジュールの場合 )
2.  CAN  LIN ボタンをタップして、バスタイプを LIN に設定します。

ボタンがCAN  LIN になっている場合は、LIN に設定されているので、この操作は不要です。

  

CAN LIN ボタン (720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合 )

LIN ポート構成 (LIN	Port	Config. または Port	Config.*)
3.  LIN Port Config.[LIN ポート構成 ] タブをタップします。

* 720245(CAN FD/LIN) モジュールの場合は、Port Config.[ ポート構成 ] タブをタップします。

4.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

設定対象のサブチャネル

波形表示の ON/OFF
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

LIN データの定義ファイル
の読み込み

オートスケール実行 デフォルトスケール実行

Frame & 全サブチャネル設定

全サブチャネルのスケール

(720245 モジュールの場合 )

Frame	&	全サブチャネル設定 (Frame	&	All	SubChannel	Setup)
5.  Frame & All SubChannel Setup[Frame & 全サブチャネル設定 ] をタップします。Frame & All 

SubChannel Setup[Frame & 全サブチャネル設定 ] 画面が表示されます。
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フレーム設定 (Frame	Setup)
6.  Frame Setup [Frame 設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

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

データ長 チェックサム方式 ビットレート

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

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。

全サブチャネル設定 (All	SubChannel	Setup	- LIN データの切り出し条件 )
6.  All SubChannel Setup[ 全サブチャネル設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

LIN データの切り出し条件

サブチャネルのモニターのON/OFF
全サブチャネルを一括して設定するときは、All 行の項目を設定します。

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

2.11　LIN バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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全サブチャネル Factor/Offset	(All	SubChannel	Factor/Offset	- LIN データの変換条件 )
6.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] タブをタップします。次の画面

が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

LIN データの変換条件

* データ型 (Value Type) が Logic のとき、Factor、Offset、Unit の設定はできません。

* * *

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

LIN データの定義ファイル ( シンボルファイル ) の読み込み (Symbol	
File	Load)

5.  Symbol File Load[ シンボルファイル読込 ] をタップします。ファイルリストが表示されます。
6.  ファイルリストから、シンボルファイル (SBL ファイル ) をタップします。

ファイルリストの操作方法については、6.10 節をご覧ください。

7.  読み込み先のチャネルを選択します。
►6.9 節参照

8.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
9.  OK をタップします。シンボルファイルの読み込みが実行されます。

2.11　LIN バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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サブチャネル表示設定 (Display)
3.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

データ型 (Value	Type) が Unsigned、Signed のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

表示範囲の上限値 /下限値 表示グループ
オートスケール実行 デフォルトスケール実行

指定サブチャネルのスケール

720241(CAN & LIN) モジュールの場合の表示例

データ型 (Value	Type) が Logic のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

表示グループ縦ズーム

720241(CAN & LIN) モジュールの場合の表示例

2.11　LIN バス信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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2.12	 SENT信号のモニターの設定をする(/VEオプション)

ここでは、SENT 信号のモニターに関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ SENT ポート構成 ( 波形表示の ON/OFF、SENT フォーマット、エラーチャネル、入力設定、全サ

ブチャネル設定、エラーカウントのリセット )
・ 表示設定 ( 各サブチャネルの表示範囲、各サブチャネルのスケール、各サブチャネルの垂直ポジ

ション、各サブチャネルの縦ズーム ( 倍率によるズーム / ワイド )、表示グループ )

► 機能編　「SENT 信号のモニター」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > CH1 ～ CH4 のどれかをタップします。チャネル

設定メニューが表示されます。
チャネル情報エリアの CH1 ～ CH4 をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示さ
れます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

SENT ポート構成 (SENT	Port	Config.)
2.  SENT Port Config.[SENT ポート構成 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

設定対象のサブチャネル

波形表示のON/OFF
前のメインチャネルへ

次のメインチャネルへ

全サブチャネル設定 エラーカウントの
手動リセット実行

ポート設定

ポート設定 (Port	Setup)
4.  Port Setup[ ポート設定 ] をタップします。Port Setup[ ポート設定 ] 画面が表示されます。



2-50 IM DL350-02JA

SENT フォーマット (SENT	Format)
5.  SENT Format [SENT フォーマット ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

Clock Tick(＋－で増減可能 )
Fast CH メッセージの Data Nibble 
の個数 (＋－で増減可能 )

Fast CH メッセージに Pause Pulse を付ける (ON)/ 付けない (OFF)

CRC 方式

Slow CH のメッセージフォーマット

High Speed 12bit に対応する (ON)/ 対応しない (OFF)
設定が ON のときは、Data Nibble の個数は 4 に固定されます。

Fast Channel Multiplexing に対応する (ON)/ 対応しない (OFF)
SENT モニタモジュール (720243(SENT)) のバージョンが 0x07 以降の場合に
設定できます。

Error	Channel 設定 (Error	Channel	Setup)
5.  Error Channel Setup [Error Channel 設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

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。

エラートリガの表示の ON/OFF

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

入力設定 (Input	Setup)
5.  Input Setup [ 入力設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

プローブの減衰比

スレショルドレベル ( 固定 )

タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )

2.12　SENT 信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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全サブチャネル設定 (All	Sub	Channel	Setup)
4.  All Sub Channel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップします。All Sub Channel Setup[ 全サブ

チャネル設定 ] 画面が表示されます。

全サブチャネル設定 (All	SubChannel	Setup	- SENT データの切り出し条件 )
5.  All SubChannel Setup [ 全サブチャネル設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

SENT データの切り出し条件
サブチャネルのモニターのON/OFF

データタイプ

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

Fast Channel Multiplexing が ON の場合

  

データタイプの切り替え

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。

2.12　SENT 信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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 サブチャネルとデータタイプ
 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。

サブチャネル データタイプ
1

FastCH2
3
4 S&C (Stauts & Communication)
5

SlowCH、FastCH* * Fast Channel Multiplexing が ON のときだけ、
FastCH に変更できます。

6
7
8
9

10 Error Trigger
11 Error Count

全サブチャネル Factor/Offset	(All	SubChannel	Factor/Offset	- SENT データの変換条件 )
5.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] タブをタップします。次の画面

が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

SENT データの変換条件

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

2.12　SENT 信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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サブチャネル表示設定 (Display)
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

データタイプ (Data	Type) が Fast	CH、Slow	CH、Error	Count	のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

表示範囲の上限値 /下限値 表示グループ
オートスケール実行 デフォルトスケール実行

指定サブチャネルのスケール

データタイプ (Data	Type) が S&C(Status	&	Communication)	と Error	Trigger のとき

  

サブチャネルの指定
(＋－で変更可能 )

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

表示グループ縦ズーム

2.12　SENT 信号のモニターの設定をする (/VE オプション )
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2.13	 GPS の位置情報モニターの設定をする

ここでは、GPS(Global Positioning System) の位置情報をモニターするときの次の設定について説明し
ています。

GPS の位置情報を取得するには、GPS ユニット ( 別売アクセサリ ) が本機器に接続されていて、位置
情報の取得の設定を ON にする (18.1 節参照 ) 必要があります。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 共通設定 ( 全項目設定 )
・ 基本設定 ( 位置情報、表示ラベル、範囲、3D 測位の状態、GPS 時刻同期の状態 )
・ 表示設定 ( 位置情報、表示範囲、垂直ポジション、縦ズーム、表示グループ )

► 機能編　「位置情報 (GPS)」

1.  位置情報の取得の設定を ON に設定します。設定操作については、18.1 節をご覧ください。

チャネル設定メニュー
2.  波形画面の MENU から Channel[ チャネル ] > GPS をタップします。チャネル設定メニューが

表示されます。
チャネル情報エリアの GPS をタップまたはダブルタップしても、チャネル設定メニューが表示されます。
( チャネルが設定対象として選択されているときはタップ、選択されていないときはダブルタップします。)

共通設定 (Common)
3.  Common[ 共通設定 ] タブをタップします。
4.  各項目をタップして、設定します。

  

設定対象のチャネル

波形表示のON/OFF
前のメインチャネルへ

全項目設定

設定対象の位置情報の色を表示
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全項目設定 (All	Items	Setup)
5.  All Items Setup[ 全項目設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

各位置情報の表示ON/OFF

表示ラベル 測定範囲

表示範囲の上限値 /下限値
位置情報が状態 (Status) のとき、垂直
ポジションと縦ズームを設定します。

基本設定 (Basic)
3.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
4.  Item[ 項目 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、位置情報を設定

します。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

緯度 (Latitude)、経度 (Longitude)、方位 (Direction) の場合

  

各位置情報の表示ON/OFF

表示ラベル位置情報を Latitude、Longitude、
Direction に設定

設定対象の位置情報の色を表示

2.13　GPS の位置情報モニターの設定をする
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高度 (Altitude) の場合

  

表示ラベル高度の範囲位置情報を
Altitude に設定

速度 (Velocity) の場合

  

表示ラベル速度の範囲位置情報を
Velocity に設定

状態 (Status) の場合

  

表示ラベル位置情報を
Status に設定

各ビットの表示ラベル

表示設定 (Display)
3.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
4.  Item[ 項目 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、位置情報を設定

します。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

緯度 (Latitude)、経度 (Longitude)、方位 (Direction)、高度 (Altitude)、
速度 (Velocity) の場合

  

表示グループ表示範囲
設定した位置情報に従い、表示範囲の
設定メニューが変わります。

位置情報を Latitude、
Longitude、Direction、
Altitude、Velocity に設定

状態 (Status) の場合

  

表示グループ位置情報を
Status に設定

垂直ポジション
(＋－で上げ下げ可能 )

縦ズーム

2.13　GPS の位置情報モニターの設定をする
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3.1	 波形の取り込み条件を設定する(スコープモード時)

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。

スコープモードの場合に適用
・ 基本設定 ( 時間軸、レコード長、アクイジションモード、波形取り込み回数 )
・ 詳細設定 ( タイムベース、トリガポジション、トリガディレイ )
・ アクション /SD 記録 ( アクション ( アクションモード、アクション設定 )、SD 記録 ( オートネー

ミング、ファイル名、詳細設定 )

 メモリーレコーダモードの場合、3.2 節をご覧ください。

► 機能編　「波形の取り込み」

波形の取り込み _基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

取り込み設定レコード長
(＋－で増減可能 )

時間軸設定
(1 段階ずつ増減可能 )

取り込み設定 (Acquisition	Setup)
4.  Acquisition Setup[ 取込設定 ] をタップします。Acquisition Mode[ アクイジションモード ] ボ

タンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、アクイジションモードを選択
します。

アクイジションモード
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。アベレージ回数または減衰定数を設定

します。

・ ノーマルモード (Normal)、エンベロープモード (Envelope) の場合

  

Normal または Envelope に設定

波形取り込み回数
(＋－で増減可能 )

第 3 章 波形の取り込み
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・ アベレージングモード (Average) の場合

   

Average に設定

アベレージ回数
表示しきれない回数は、スライドして表示
減衰定数
アベレージ回数の設定が Infinite のときに
設定します。

波形の取り込み _詳細設定メニュー
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。
3.  Time Base[ タイムベース ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、タ

イムベースを設定します。
4.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

タイムベースが内部クロック信号の場合

  

Internal に設定 トリガディレイ
(＋－で増減可能 )

トリガポジション
(＋－で増減可能 )

タイムベースが外部クロック信号の場合

  

External に設定 パルス /回転
(＋－で増減可能 )

トリガポジション
(＋－で増減可能 )

3.1　波形の取り込み条件を設定する ( スコープモード時 )
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波形の取り込み _アクション /SD 記録メニュー
2.  Action/SD Recording[ アクション /SD 記録 ] タブをタップします。

アクション (Action)
アクイジションモードがノーマル (Normal) またはエンベロープ (Envelope) のとき、アクションを設
定できます。

3.  Action/SD Recording[ アクション /SD 記録 ] ボタンをタップして、アクション (Action) を選択
します。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

  

波形データの保存 * 画面イメージの保存 * メール送信 *
アクションモード

実行するアクションをONに設定します。
*が付いている項目は、アクション設定の画面でもON/OFF できます。

アクション設定

Action に設定

FFT 演算結果
の保存

高調波解析
結果の保存

ビープ
(警告音 )

アクション設定 (Action	Setup)
5.  Action Setup[ アクション設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

メール送信回数(+－で増減可能)

波形データ保存の
ON/OFF

画面イメージ保存の
ON/OFF

メール送信の
ON/OFF

波形データの保存先
►6.3節の「ファイル名設定」
を参照

画面イメージの保存先
►6.3節の「ファイル名設定」
を参照

データ形式
►6.3節の「波形の保存条件」
を参照

メールの設定
►19.5 節参照

3.1　波形の取り込み条件を設定する ( スコープモード時 )
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SD 記録 (SD	Recording)
アクイジションモードがノーマル (Normal) またはエンベロープ (Envelope) のとき、SD 記録を設定で
きます。

3.  Action/SD Recording[ アクション /SD 記録 ] ボタンをタップして、SD 記録 (SD Recording) を
選択します。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

  

詳細設定オートネーミング ファイル名

SD Recording に設定

詳細設定 (Detail	Setup)
5.  Detail Setup[ 詳細設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

  
ファイルの分割数

コメント

ファイルの分割のON/OFF ファイルの分割がONのとき

3.1　波形の取り込み条件を設定する ( スコープモード時 )
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3.2	 波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコー
ダモード時 )

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。

メモリーレコーダモードの場合に適用
・ 基本設定 ( 取り込み時間 / 取り込み長、サンプル間隔、記録時間 / レコード長、数値記録間隔、

取り込み条件、取り込み方法 )
・ 詳細設定 ( 取り込み方法、アクイジションモード、タイムベース )

 スコープモードの場合、3.1 節をご覧ください。

► 機能編　「波形の取り込み」

波形の取り込み _基本設定画面
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] 画面が表示

されます。
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。基本設定画面が表示されます。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

取り込み時間

取り込み条件

取り込み方法

選択している取り込み条件と
取り込み方法によって表示が
変わります。

取り込み方法やタイムベース
の設定によって、表示される
項目が変わります。
►次ページの「取り込み方法」
を参照

サンプル間隔
表示しきれないサンプル間隔は、スライドして表示
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取り込み条件 (Acquisition	Condition)
* 取り込み方法が SD 記録 (SD Recording) の場合、この項目はありません。

4.  Acquisition Condition[ 取込条件 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作
して、取り込み条件を設定します。

 取り込み条件には、次の 4 種類があります。
 ・ 設定取り込み時間 (Acquisition Time)
 ・ 連続取り込み (Continuous)
 ・ トリガで取り込み開始 (Start on Trigger)
 ・ トリガで取り込み停止 (Stop on Trigger)

取り込み方法 (Acquisition	Method)
5.  Acquisition Method[ 取込方法 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、

取り込み方法を設定します。
取り込み方法は、後述の詳細設定でも設定できます。

メモリー (Memory)、メモリー +終了時保存 (Memory	+	Save	on	Stop) の場合

  
取り込み方法を Memory または Memory + Save on Stop に設定

取り込み時間

タイムベースが外部クロック信号のとき

タイムベースの設定については、後述のDetail[ 詳細設定 ] をご覧ください。

サンプル間隔
表示しきれないサンプル間隔は、
スライドして表示

取り込み長
表示しきれない取り込み長は、スライドして表示

3.2　波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコーダモード時 )
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メモリー+	SD	数値記録 (Memory	+	SD	Numeric	Recording) の場合
6.  Numeric Interval[ 数値記録間隔 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作

して、数値記録間隔を設定します。

  

取り込み方法を Memory + SD Numeric Recording に設定

数値記録間隔
表示しきれない数値記録間隔は、
スライドして表示

サンプル間隔
表示しきれないサンプル間隔は、スライドして表示

取り込み時間

タイムベースが外部クロック信号のとき
►「メモリ (Memory)、メモリ + 終了時保存 (Memory + Save on Stop) の場合」( 前ページ ) を参照

SD	記録 (SD	Recording) の場合

  
取り込み方法を SD Recording に設定

記録時間

タイムベースが外部クロック信号のとき

タイムベースの設定については、後述のDetail[ 詳細設定 ] をご覧ください。

レコード長
表示しきれないレコード長は、スライドして表示

サンプル間隔
表示しきれないサンプル間隔は、
スライドして表示

3.2　波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコーダモード時 )
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波形の取り込み _詳細設定画面
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。詳細設定画面が表示されます。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

External に設定

アクイジションモード

タイムベース

取り込み方法

Acquisition Method ( 取込方法 ) エリア

タイムベースが外部クロック信号の場合

パルス / 回転 (＋－で増減可能 )

取り込み方法 (Acquisition	Method)
4.  Acquisition Method[ 取込方法 ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、

取り込み方法を設定します。
設定した取り込み方法によって、Acquisition Method( 取込方法 ) エリアに表示される項目が以下のように
変わります。

メモリー (Memory) の場合
 ► 上図参照

メモリー+終了時保存 (Memory	+	Save	on	Stop) の場合
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

Memory + Save on Stop に設定

波形データの保存 *

画面イメージ
の保存 *

メール送信FFT 演算結果
の保存

高調波解析結果
の保存

アクションの ON/OFF
測定終了時に実行するアクションをONに設定します。
*が付いている項目は、保存設定の画面でもON/OFF できます。

ビープ
( 警告音 )

保存設定

メールの設定
►19.5 節参照

3.2　波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコーダモード時 )
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保存設定 (Save Setup)

6.  Save Setup[ 保存設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

波形データ保存の
ON/OFF

画面イメージ保存の
ON/OFF

波形データの保存先
►6.3節の「ファイル名設定」
を参照

画面イメージの保存先
►6.3節の「ファイル名設定」
を参照

データ形式
►6.3節の「波形の保存条件」
を参照

メモリー+	SD	数値記録 (Memory	+	SD	Numeric	Recording) の場合
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

 

時間情報の ON/OFF

小数点の種類

数値記録間隔
表示しきれない数値記録間隔は、スライドして表示

Memory + SD Numeric Recording に設定

コメントファイル名

オートネーミング

SD	記録 (SD	Recording) の場合
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  ファイルの分割
の ON/OFF

コメント ファイル名
オートネーミング

SD Recording に設定

ファイルの分割数

ファイルの分割が ON のとき

3.2　波形の取り込み条件を設定する ( メモリーレコーダモード時 )
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3.3	 波形の取り込みをスタート /ストップする

ここでは、波形の取り込みをスタート / ストップするときの操作について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 START/STOP キー

► 機能編　「波形の取り込み (START/STOP)」

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。

Note
波形画面の MENU から START/STOP をタップしても、波形の取り込みをスタート / ストップできます。
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4.1	 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。

スコープモードの場合に適用
 トリガモード

 メモリーレコーダモードの場合、この設定項目はありません。

► 機能編　「トリガモード (Trigger Mode)」

波形の取り込み _基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Trigger Mode[ トリガモード ] ボタンをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、

トリガモードを選択します。

  

トリガモード

トリガモード (Trigger	Mode)
Auto[ オート ]

 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。ただし、
シンプルトリガでトリガソースが Time[ 時刻 ] のときは、オートモードに設定していてもノーマル
モードで動作します。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。
Normal[ ノーマル ]

 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。トリガがかからないときは表示を更新し
ません。トリガがかからないときの波形やグランドレベルを確認したいときは、オートモードを使
用してください。
Single[ シングル ]

 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。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。
On	Start[ 即時スタート ]

 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 4 章 トリガ
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4.2	 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。

スコープモードの場合に適用
 トリガポジション、トリガディレイ

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

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

波形の取り込み _詳細設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Time Base[ タイムベース ] ボタンをタップして、Internal[ 内部 ] を選

択します。
3.  各項目をタップします。表示された入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

トリガディレイ
(＋－で増減可能 )

トリガポジション
(＋－で増減可能 )
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4.3	 エッジトリガをかける

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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Simple に設定、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

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを Edge に設定、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　「トリガの設定 (Setting)」、「トリガ (Trigger)」
「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)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Simple[ シンプル ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

トリガレベル
(＋－で増減可能 )

トリガスロープトリガソース トリガヒステリシス
Simple に設定

トリガソース (Source)
4.  Source[ ソース ] ボタンをタップします。装着しているモジュールに合わせて表示されるリス

トからトリガソースを選択します。
装着しているモジュール、波形表示の 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。

  

ソースビット

エラー項目

ソースチャネル
(CH1 ～ CH4、
16CH VOLT、
16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、
LIN、SENT)

ロジック信号 *
►4.6 節参照

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

SENT

サブチャネル

表示しきれないソースは、
スライドして表示

* GPS 機能が ON のとき (18.1 節参照 )、CH6 の代わりに GPS が
選択肢として表示されます。CH6 は選択できません。
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Edge

を選択します。
3.  Trigger[ トリガ ] エリアの各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボッ

クスを操作して、各項目を設定します。

  

トリガレベル
(＋－で増減可能 )

トリガスロープ トリガヒステリシス

トリガソース

Edge に設定

トリガソース (Source)
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

4.3　エッジトリガをかける
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4.4	 時刻 ( タイマ ) トリガをかける

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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Simple に設定、トリガソースを Time に設定、日付時刻、時間間隔

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを Time に設定、日付時刻

► 機能編　「時刻 (Time)」、「トリガソース (Source)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Simple[ シンプル ] を選択します。
3.  Source[ ソース ] ボタンをタップして、Time[ 時刻 ] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

日付時刻Time に設定 時間間隔
Simple に設定

日付時刻 (Date	Time	Setup)
5.  Date Time Setup[ 日時設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

日付時刻を確定

日付時刻
(＋－で増減可能 )
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、

Time[ 時刻 ] を選択します。

  

日付時刻Time に設定

日付時刻 (Date	Time	Setup)
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

4.4　時刻 ( タイマ ) トリガをかける
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4.5	 外部トリガをかける

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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Simple に設定、トリガソースを External に設定、トリガスロープ

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを Edge に設定、トリガソースを External に設定、トリガスロープ

► 機能編　「外部信号 (External)」、「トリガソース (Source)」
「トリガスロープ (Slope)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Simple[ シンプル ] を選択します。
3.  Source[ ソース ] ボタンをタップして、External[ 外部 ] を選択します。
4.  Slope[ スロープ ] ボタンをタップして、トリガスロープを選択します。

  

トリガスロープExternal に設定
Simple に設定
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Edge

を選択します。
3.  Source[ ソース ] ボタンをタップして、External[ 外部 ] を選択します。
4.  Slope[ スロープ ] ボタンをタップして、トリガスロープを選択します。

  

トリガスロープ

External に設定

Edge に設定

4.5　外部トリガをかける



4-9IM DL350-02JA

4.6	 ロジック信号でエッジトリガをかける

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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Simple に設定、トリガソース、ソースビット、トリガスロープ

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを Edge に設定、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)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Simple[ シンプル ] を選択します。
3.  Slope[ スロープ ] ボタンをタップして、トリガスロープを選択します。

  

トリガスロープトリガソース
Simple に設定

トリガソース (Source)
4.  Source[ ソース ] ボタンをタップして、ロジック入力モジュールのチャネルか、CH5 または

CH6 を選択します。ソースビットのリストが表示されます。
5.  選択するソースビットをタップします。

  

ロジック信号のソースチャネル

ソースビット
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、

Edge[Edge] を選択します。
3.  Slope[ スロープ ] ボタンをタップして、トリガスロープを選択します。

  

トリガスロープ

トリガソース

Edge に設定

トリガソース (Source)
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

4.6　ロジック信号でエッジトリガをかける
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4.7	 Edge	On	A トリガをかける

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。

スコープモードの場合に適用
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを Edge On A に設定、ステート条件、エッジ検出

の条件、トリガ条件、ステート条件の成立条件

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「Edge On A トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Edge On A[Edge On A] を選択します。

  

Edge On A に設定 ステート条件 / トリガ条件
Enhanced に設定

ステート条件 /トリガ条件 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

ステート条件の成立条件

ステート条件 ( トリガソースにしないときは「X」を選択 )
エッジ検出の条件

トリガレベル

トリガヒステリシス

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

表示しきれないソースは、
スライドして表示
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4.8	 OR トリガをかける

ここでは、OR 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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを OR に設定、エッジ検出の条件、トリガ条件

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを OR に設定、エッジ検出の条件、トリガ条件

► 機能編　「OR トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、OR[OR] を選択します。

  

OR に設定 エッジ検出の条件 /トリガ条件
Enhanced に設定

エッジ検出の条件 /トリガ条件 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

エッジ検出の条件 ( トリガソースにしないときは「ー」を選択 )
トリガレベル

レベル幅 ( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

トリガヒステリシス

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

表示しきれないソースは、
スライドして表示
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、

OR[OR] を選択します。

  

エッジ検出の条件 /トリガ条件ORに設定

エッジ検出の条件 /トリガ条件 (Setup)
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

4.8　OR トリガをかける
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4.9	 AND トリガをかける

ここでは、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。

スコープモードの場合
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを AND に設定、成立条件、トリガ条件

メモリーレコーダモードの場合
 トリガタイプを AND に設定、成立条件、トリガ条件

► 機能編　「AND トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、AND[AND] を選択します。

  

成立条件 /トリガ条件ANDに設定
Enhanced に設定

成立条件 /トリガ条件 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

成立条件 ( トリガソースにしないときは「ー」を選択 )
トリガレベル

レベル幅 ( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

トリガヒステリシス

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

表示しきれないソースは、
スライドして表示
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブ > Trigger[ トリガ ] エリアの Type[ タイプ ] ボタンをタップして、

AND[AND] を選択します。

  

成立条件 /トリガ条件ANDに設定

成立条件 /トリガ条件 (Setup)
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

4.9　AND トリガをかける
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4.10	 周期トリガをかける

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。

スコープモードの場合に適用
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを Period に設定、ステート条件、トリガ条件、判定モー

ド、判定時間

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「Period トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Period[Period] を選択します。

  

ステート条件 /トリガ条件 /
判定モード /判定時間

Period に設定
Enhanced に設定

ステート条件 /トリガ条件 /判定モード /判定時間 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

判定モード

ステート条件 ( トリガソースにしないときは「X」を選択 )
トリガレベル

トリガヒステリシス

判定時間 *
(＋－で増減可能 )

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

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

表示しきれないソースは、
スライドして表示



4-17IM DL350-02JA

判定モード (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

4.10　周期トリガをかける
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4.11	 パルス幅トリガをかける

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。

スコープモードの場合に適用
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを Pulse Width に設定、ステート条件、トリガ条件、

判定モード、判定時間

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「Pulse Width トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Pulse Width[Pulse Width] を選択します。

  

ステート条件 / トリガ条件 /
判定モード / 判定時間

Pulse Width に設定
Enhanced に設定

ステート条件 /トリガ条件 /判定モード /判定時間 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

判定モード

ステート条件 ( トリガソースにしないときは「X」を選択 )
トリガレベル

トリガヒステリシス

判定時間 *
(＋－で増減可能 )

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

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

表示しきれないソースは、
スライドして表示
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判定モード (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

4.11　パルス幅トリガをかける
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4.12	 ウェーブウインドウトリガをかける

ここでは、ウェーブウイ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。

スコープモードの場合に適用
 トリガ設定を Enhanced に設定、トリガタイプを Wave Window に設定、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

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「Wave Window トリガ (Enhanced)」

波形の取り込み _トリガメニュー
1.  波形画面の MENU から Acquire[ 波形取込 ] をタップします。Acquire[ 波形取込 ] メニューが

表示されます。
2.  Trigger[ トリガ ] タブ > Setting[ 設定 ] ボタンをタップして、Enhanced[ 拡張 ] を選択します。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Wave Window[Wave Window] を選択します。

  

対象チャネル / サイクル周波数 /
参照周期 / 同期チャネル / トリガ条件

Wave Window に設定
Enhanced に設定

対象チャネル /サイクル周波数 /参照周期 /同期チャネル /トリガ条件
(Setup)

4.  Setup[ 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

サイクル周波数
(＋－で増減可能 )

開始点 / 終了点の
検知レベル *
(＋－で増減可能 )

参照周期

同期チャネル

検知ヒステリシス *

対象チャネルの ON/OFF
許容幅

* 同期チャネルが CH1 ～ CH4 のときに設定します。
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4.13	 手動でトリガをかける ( マニュアルトリガ )

ここでは、手動で任意にトリガをかけるときの操作について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 TRIGGER キー

► 機能編　「トリガの設定 (Setting)」
「トリガ (Trigger)」

TRIGGER キー ( ) を押します。

Note
波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Manual Trigger をタップしても、マニュアルトリガを実
行できます。
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第 5 章 表示

5.1	 表示グループ /表示フォーマットを設定する

ここでは、波形を表示するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 表示グループ、表示フォーマット ( 画面分割数 )

► 機能編　「表示グループ (Select Group)」
「表示フォーマット (Format)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

スコープモードの場合
2.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  
表示フォーマット

・ 表示フォーマット Group 1 は、表示グループが Gr.2 ～ Gr.4 のとき
に選択できます。

・ 表示グループが DMM のとき、この項目はありません。

表示グループ

メモリーレコーダモードの場合
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  
表示フォーマット

・ 表示フォーマット Group 1 は、表示グループが Gr.2 ～ Gr.4 のとき
に選択できます。

・ 表示グループが DMM のとき、この項目はありません。

表示グループ
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5.2	 波形の配置、表示色、グルーピングを設定する

ここでは、波形を表示するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 波形の配置、表示色、グルーピング

► 機能編　「波形の配置、表示色、グルーピング (Trace Setup)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

スコープモードの場合
2.  Trace Setup[ トレース設定 ] をタップします。

  

波形の配置、表示色、グルーピング

波形の配置、表示色、グルーピング
3.  グルーピングをする表示グループのタブをタップします。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

表示グループのタブ

マッピングリスト

選択した表示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

各波形の配置画面
配置方法が User のとき、各波形を分割画面の
何番目に表示するかを設定します。

表示色
配置する波形
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Trace Setup[ トレース設定 ] をタップします。

  

波形の配置、表示色、グルーピング

波形の配置、表示色、グルーピング
 ► 前ページのスコープモードの場合を参照

5.2　波形の配置、表示色、グルーピングを設定する
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5.3	 表示の環境設定をする

ここでは、波形を表示するときの波形情報や画面環境の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形データ ( 補間方式、間引き、アキュムレート、マニュアルイベント )
・ インフォメーション ( スケール値、横軸表示書式、フォントサイズ、トレースラベル、レベルイ

ンジケータ )
・ ウィンドウ ( グリッド、エキストラウィンドウ、メイン画面の表示割合、画面レイアウト )
・ 輝度 ( グリッド、カーソル、マーカー )

► 機能編　「環境設定 (Preference)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

スコープモードの場合
2.  Preference[ 環境設定 ] をタップします。

  

表示の環境設定

表示の環境設定
・ 波形データ

3.  WaveForm[ 波形データ ] タブをタップします。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または ON/OFF を操作して、各項目を設

定します。

  

補間方式

間引き
・ 補間方式が OFF のときに設定します。
・ 波形のデータ点数が多いとき、設定した

点数までデータ点数を間引きして波形を
表示します。

アキュムレートのON/OFF
マニュアルイベント表示のON/OFF
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・ インフォメーション

3.  Information[ インフォメーション ] タブをタップします。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または ON/OFF を操作して、各項目を設
定します。

  

スケール値を表示する項目

横軸表示書式

フォントサイズ

トレースラベル表示のON/OFF

レベルインジケータ表示のON/OFF

・ ウィンドウ

3.  Window[ ウィンドウ ] タブをタップします。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  

グリッド
エキストラウィンドウ表示のON/OFF
とエキストラウィンドウの高さ

画面レイアウト

メイン画面の表示割合

・ 輝度

3.  Intensity[ 輝度 ] タブをタップします。

4.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  
グリッドの輝度 (＋－で増減可能 )

カーソルの輝度 (＋－で増減可能 )

マーカーの輝度 (＋－で増減可能 )

5.3　表示の環境設定をする
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メモリーレコーダモードの場合
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Preference[ 環境設定 ] をタップします。

  

表示の環境設定

表示の環境設定
 ► 前々ページ～前ページのスコープモードの場合を参照

 メモリーレコーダモードの場合は、アキュムレートの ON/OFF の設定はありません。

5.3　表示の環境設定をする
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5.4	 スナップショット /クリアトレースをする

ここでは、スナップショットまたはクリアトレースをするときの操作について説明しています。

スコープモードの場合
・ スナップショット
・ クリアトレース

メモリーレコーダモードの場合
クリアトレース
( メモリーレコーダモードには、スナップショットの機能はありません。)

► 機能編　「スナップショット (SnapShot)」
「クリアトレース (Clear Trace)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

スコープモードの場合
スナップショット
2.  SnapShot[SnapShot] をタップします。

クリアトレース
2.  Clear Trace[Clear Trace] をタップします。

  

クリアトレース

スナップショット

メモリーレコーダモードの場合
クリアトレース
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Clear Trace[Clear Trace] をタップします。

  

クリアトレース
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5.5	 表示時間 / 表示ポジションを設定する

ここでは、取り込んだ波形を表示するときの次の設定について説明しています。

メモリーレコーダモードの場合に適用
 表示時間、表示ポジション

 スコープモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「水平軸設定 (Horizontal)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。
2.  Horizontal[ 水平 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

表示時間 表示ポジション (＋－で増減可能 )
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5.6	 表示範囲をオートスクロールする

ここでは、表示範囲をオートスクロールするときの次の操作について説明しています。

メモリーレコーダモードの場合に適用
 スクロールの方向、左右端へのジャンプ、スクロールのスピード

 スコープモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「オートスクロール (Auto Scroll)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から Display[ 表示 ] をタップします。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。
2.  Auto Scroll[ オートスクロール ] タブをタップします。
3.  各ボタンをタップします。タップしたボタンに従い、表示範囲がスクロールします。

スクロールのスピードを変更するときは、Speed[ スピード ] の値をタップします。表示される入力ボック
スを操作して、スクロールのスピードを設定します。

  

スクロールのスピード
(＋－で増減可能 )

左方向にスクロール開始

右方向にスクロール開始

左端へジャンプ

右端へジャンプ

スクロール
停止
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6.1	 ストレージメディアを接続する

ここでは、ストレージメディアに接続するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
SD メモリーカード、USB ストレージメディア

SD メモリーカード

	 注　　意
・. SD メモリーカードを異なる向きで挿入しないでください。SDメモリーカードと本機器を
破損することがあります。

・. SD メモリー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 メモリーカードへのアクセス中に SDメモリーカードを取り出すと、SDメモリーカー
ドのデータが壊れる恐れがあります。必ず SDメモリーカードドライブのカバーを閉めて
ください。

・. SD メモリー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メモリーカード
本機器では SD、SDHC に準拠したメモリー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。

本機器は SD メモリーカードの実装状態を示すアイコンを画面上部に表示します。
 SD メモリーカードが実装されている場合：
 SD メモリーカードが実装されていない場合：

Note
・ SD メモリーカードを PC で使用する場合は、SD メモリーカードに対応した PC をお使いください。また、

PC の機種によっては、上記 SD メモリー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 メモリーカードにデータを保存する場合、一度動作を確認したうえで、使用されることをおすすめし
ます。また重要なデータを保存する場合は、使用前に SD メモリーカードをフォーマットしてください。

・ SD メモリーカードへのファイル操作 ( 保存、コピー、移動、削除など ) を繰り返すと、ファイルへのア
クセスが遅くなる場合があります。その場合は、SD メモリーカードをフォーマットするか、新しい SD
メモリーカードに交換してください。

第 6 章 データの保存 / 読み込み
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SD メモリーカードの挿入方法
1.  SD メモリーカードドライブのカバーをスライドします。SD メモリーカードドライブは、本機

器の左サイドパネルにあります。

2.  SD メモリーカードの表面をフロントパネル側に向けて、SD メモリーカードスロットに挿入し
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
メモリーカードを使用するときは、SD メモリー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。

3.  SD メモリーカードドライブのカバーをスライドします。「カチッ」という音がするまでスライ
ドしてください。

  

SD メモリーカード

カバーをスライドします。 SDメモリーカードを差します。 カバーをスライドします。

SDメモリーカードドライブのカバー

SD メモリーカードの取り出し方法
1.  SD メモリーカードドライブのカバーをスライドします。

  

2.  SD メモリーカードの端を指で押してください。指を離すと SD メモリーカードが出てきます。
SD メモリーカードを引き抜きます。

  

一度押します。 指を離すと SDメモリーカードが出てきます。

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

6.1　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
・. 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、USB プリンタ、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。

  DL350

USB ストレージ

USB PERIPHERAL

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。

6.1　ストレージメディアを接続する



6-4 IM DL350-02JA

6.2	 SD メモリーカードをフォーマットする

ここでは、SD メモリーカードをフォーマットする方法について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
SD メモリーカードのフォーマットの実行

► 機能編　「システム設定 (System Configuration)」

	 注　　意
・. フォーマットを実行すると、SDメモリーカード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 SDメモリーカードが本機器で認識できないときは、本機器で SDメ
モリーカードをフォーマットし直してください。

Utility_Systemメニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > System[ システム ] をタップします。シス

テム画面が表示されます。

SD メモリーカードのフォーマット (SD	Card	Format)
2.  Others[ その他 ] タブをタップします。
3.  Execute Format[ フォーマット実行 ] をタップして、実行します。

  SD メモリーカードのフォーマット

SDメモリーカードのフォーマット実行を確認
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6.3	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
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 Save)」

Save/Load_Waveform	Save メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Waveform Save[ 波形データ保存 ] をタップ

します。Waveform Save[ 波形データ保存 ] メニューが表示されます。
2.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

ファイル名設定 波形の保存条件

波形データの保存を実行

ファイル名設定 (FileName	Setup)
3.  FileName Setup[ ファイル名設定 ] のボタン * をタップします。Save Setup[ 保存設定 ] メニュー

が表示されます。
* 設定されているパス名が表示されています。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  
オートネーミング

ファイル名

コメント

保存先 ( ファイル一覧 )

パス名
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保存先 ( ファイル一覧 )
5.  をタップします。次の画面が表示されます。
6.  波形データの保存先 ( メディア / フォルダ ) を設定します。

  

操作メニュー
►6.10 節参照

メディア

ファイルの保存先

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

保存先のファイルをタップ

オートネーミング (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。

. ただし、SD 記録によって保存されたファイルの場合、１つのファイルのデータサイズが 2GB 以下
でも、ファイル名の末尾にアンダーバー「 _ 」と 3 桁の通し番号が付きます。

コメント (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。

6.3　波形データを保存する
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波形の保存条件 (Waveform	Save	Setup)
3.  Waveform Save Setup[ 波形保存設定 ] をタップします。Waveform Save Setup[ 波形保存設定 ]

メニューが表示されます。

基本設定 (Basic)
4.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  

すべての表示波形の保存のON/OFF保存範囲

保存対象の波形

ヒストリ波形の保存
( メモリーレコーダモードの場合、
この項目はありません。)

データ形式

・ データ形式 (Format)
 下表に示すデータ形式で、アクイジションメモリー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。►6.7 節参照
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。
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。

・ ヒストリ波形の保存 (History)
 スコープモードの場合、この項目を設定します。
 1 Record：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 Record：History メニューの Start/End Record で指定した範囲のすべての波形を保存します。
 *  データ形式が MATLAB の場合、「1 Record」、「All Record」の設定にかかわらず、History メニュー

の Select Record で選択された 1 波形 (1 Record) 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 Record 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。

6.3　波形データを保存する
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・ 保存対象の波形 (Waveform Save Trace)

6.  Waveform Save Trace[ 保存トレース ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

7.  各項目をタップして、設定します。

  保存対象の波形のON/OFF

・ CH1 ～ CH6、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。

・ スコープモードの場合、History で All Record 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 1 Record を選択してください。

 History で All Record を選択すると、History メニューの Start/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 Record を選択し
ないでください。

・ 保存範囲 (Range)
 波形の保存範囲 ( 領域 ) を、次の中から選択できます。

・ スコープモードの場合
 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。

・ メモリーレコーダモードの場合
 All：    取り込み時間中のすべての範囲です。
 Display Area： 波形表示ウィンドウに表示されている範囲です。
 Zoom：   ズームウインドウに表示されている範囲です。
 Cursor：   カーソルで指定された範囲です。

6.3　波形データを保存する
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詳細設定 (Detail)
4.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  

小数点の表示

サブチャネルデータの補間方法

時刻情報を保存する (ON)/ 保存しない (OFF)

データの間引き間隔

テキスト形式情報を
付加する (ON)/ 付加しない (OFF)

・ 小数点 (Decimal Point)
 データをアスキー形式で保存する場合、データの区切りを選択できます。

ポイント (Point)： 小数点が「 . 」、セパレータが「 , 」になります。
カンマ (Comma)： 小数点が「 , 」、セパレータが「 . 」になります。

・ データの間引き間隔 (Interval)
 データをアスキー形式で保存する場合、データを間引いてアスキー変換して保存できます。間

引き間隔を設定します。
 OFF( 間引きしない )、5 点間隔 (Per 5)、10 点間隔 (Per 10)、20 点間隔 (Per 20)、50 点間隔 (Per 50)、

100 点間隔 (Per 100)、200 点間隔 (Per 200)、500 点間隔 (Per 500)、1000 点間隔 (Per 1000)、
2000 点間隔 (Per 2000)、5000 点間隔 (Per 5000)

 たとえば、「5 点間隔」を選択した場合は、次のようにデータを間引きます。
 「先頭データ」「+5」「+10」「+15」････

・ 時刻情報 (Time Info.)
 データをアスキー形式で保存する場合、時刻情報を保存する (ON)/ しない (OFF) を選択できます。

・ サブチャネルデータの補間方法 (Sub Channel)
 データをアスキー形式で保存する場合、16ch 電圧入力、16ch 温度 / 電圧入力、CAN バスモニタ、

CAN/CAN FD モニタ、CAN & LIN バスモニタ、SENT モニタモジュールのサブチャネルデータの
補間方法を選択できます。
補間 (Supplement)： 通常チャネルと同数のデータ数になるように、同じデータを補間します。
スペース (Space)： 実在するデータ以外は「スペース」にします。

・ MATLAB 保存設定 (MATLAB Save Setup)
 テキスト形式情報を付加する (ON)/ しない (OFF) の選択ができます。

6.3　波形データを保存する
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6.4	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
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 Save)」

Save/Load_Setup	Save メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Setup Save[ 設定データ保存 ] をタップします。

Setup Save[ 設定データ保存 ] メニューが表示されます。
2.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

ファイル名設定►6.3 節参照

設定データの保存を実行

設定データの保存 (Save	Execute)
・ ファイルに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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6.5	 その他のデータを保存する

ここでは、波形パラメータの自動測定結果、スナップショット波形データ、画面イメージ、FFT の演
算結果、高調波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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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 Save)」

Save/Load_Others	Save メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Others Save[ その他保存 ] をタップします。

Others Save[ その他保存 ] メニューが表示されます。

  

保存タイプ

保存タイプ (Save	Type)
Measure：波形パラメータの自動測定結果を CSV 形式で保存できます。
Snap： スナップショットで捉えた波形を保存できます。拡張子は .SNP です。
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できます。
FFT： FFT の演算結果を CSV 形式で保存します。
Harmonic：高調波解析結果を CSV 形式で保存できます。
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波形パラメータの自動測定結果 (Measure)
2.  Measure[ メジャー ] を選択します。

3.  各項目をタップして、設定または実行します。

6-14 ページの操作 5 に進みます。

  

Measure に設定
ファイル名設定
►6.3 節参照
ただし、コメント欄はありません。

単位を保存する (ON)/ 保存しない (OFF)
時刻情報を保存する (ON)/ 保存しない (OFF)

波形パラメータの自動測定結果
の保存を実行

スナップショット (Snap)
2.  Snap[ スナップショット ] を選択します。

3.  各項目をタップして、設定または実行します。

6-14 ページの操作 5 に進みます。

  

Snap に設定 ファイル名設定►6.3 節参照
ただし、コメント欄はありません。

スナップショット波形の保存を実行

6.5　その他のデータを保存する
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画面イメージ (Image)
2.  Image[ イメージ ] を選択します。

3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

Image に設定 保存条件

画面イメージの保存を実行

保存条件 (Image	Save	Setup)
4.  Image Save Setup[ イメージ保存設定 ] のボタン * をタップします。Image Save Setup[ イメー

ジ保存設定 ] 画面が表示されます。
* 設定されているデータ形式と色の形式が表示されています。

6-14 ページの操作 5 に進みます。

   データ形式

カラー

背景の透明 / 不透明
( 画面イメージが PNG の場合、
設定できます。)

ファイル名設定►6.3 節参照

・ データ形式 (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。
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

JPEG ＊ .JPG 約 250K バイト
BMP ＊ .BMP 約 1M バイト ( 約 70K バイト )*2

*1 カラーが Color、Color (Reverse)、Gray のとき
*2 (　) 内のファイルサイズはカラーが OFF のとき

・ カラー (Color)
OFF：白黒で出力されます。
Color：カラー 65536 色で出力されます。
Color (Reverse)： カラー 65536 色で保存します。画面の背景は白くなります。環境設定のカラー

テーマが黒色 (Black) の場合、選択できます。
Gray：濃淡 16 階調で出力されます。

6.5　その他のデータを保存する
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FFT 演算結果 (FFT)
2.  FFT[FFT] を選択します。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

操作 5 に進みます。

  

FFT に設定 ファイル名設定
►6.3 節参照 周波数情報を

保存する (ON)/ 保存しない (OFF)

小数点

FFT 演算結果の保存を実行

高調波解析結果 (Harmonic)
2.  Harmonic[Harmonic] を選択します。

3.  各項目をタップして、設定または実行します。

操作 5 に進みます。

  

Harmonic に設定 ファイル名設定
►6.3 節参照

単位を保存する (ON)/ 保存しない (OFF)

ただし、コメント欄はありません。

高調波解析結果の保存を実行

保存の実行 (Save	Execute)
5.  Save Execute[ 保存実行 ] ボタンをタップします。指定した保存先に、設定したファイル名で、

各種データの保存を実行します。

6.5　その他のデータを保存する
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6.6	 SAVE キーの機能を設定する

ここでは、SAVE キーで波形データや画像イメージの保存、USB プリンタからの印刷を実行するとき
の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形データの保存 ( 保存先、ファイル名、データ形式、保存範囲、保存対象波形 )
・ 画像イメージの保存 ( 保存先、ファイル名、データ形式 ( 画面イメージ )、カラーデータ ( 画面イ

メージ ))
・ USB プリンタからの印刷 ( 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 ))

► 機能編　「SAVE キー設定 (Save Key Setup)」

Save/Load_Save	Key	Setup メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > SAVE Key Setup[SAVE キー設定 ] をタップ

します。SAVE Key Setup[SAVE キー設定 ] メニューが表示されます。
2.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

USB プリンタ印刷が OFF の場合は、6-18 ページの操作 5 に進みます。

波形データ保存のON/OFF

画面イメージ保存のON/OFF

USBプリンタ印刷のON/OFF

波形の保存条件►6.3 節参照

ファイル名設定
►6.3 節参照

プリント設定

ファイル名設定
►6.3 節参照

保存条件
►6.5 節参照

データ形式

プリンタの種類
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USB	プリンタ印刷 (USB	Print)
3.  Print Setup[ プリント設定 ] をタップします。USB Print Setup[USB プリンター設定 ] 画面が表

示されます。
4.  各項目をタップして、設定します。

プリンタの種類がHP	Inkjet の場合

  

HP Inkjet に設定

カラーの ON/OFF

プリンタの種類が Brother の場合
・ モードがハードコピー (Hard Copy) のとき

  

Brother に設定

Hard Copy に設定

6.6　SAVE キーの機能を設定する
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・ モードがロングプリント (Long Print) のとき

  

Brother に設定

ロングプリントに設定

コメント
印刷範囲 (＋－で増減可能 )

プリント拡大率

垂直軸の目盛りの幅

表示情報

・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

アノテーションタイプ
(Display Information の Annotation が
チェックされているときだけ表示 )

スコープモードの場合

 
印刷範囲 (＋－で増減可能 )

・ 上限値、下限値の間隔を保持する
・ 上限値、下限値の間隔を保持しない

メモリーレコーダモードの場合

 アノテーションタイプが Message のとき

   
アノテーションタイプを
Message に設定
設定する対象波形

メッセージ (50 文字以内 )

6.6　SAVE キーの機能を設定する
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プリント拡大率 (Print	Mag)
 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の印刷

をします。
  1 ページの長さ =10div( 約 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。

保存する
5.  SAVE キーを押します。
 波形データ保存、画像イメージ保存が ON のときは、指定したフォルダに、波形データ、画像

イメージのファイルが保存されます。USB プリンタ印刷の設定が ON のときは、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。

Note
波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > SAVE Execute[ 保存実行 ] をタップしても、保存および印
刷を実行できます。

6.6　SAVE キーの機能を設定する
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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

6.6　SAVE キーの機能を設定する
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6.7	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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 Load)」

Save/Load_Waveform	Load メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Waveform Load[ 波形データ読込 ] をタップ

します。次の画面が表示されます。
2.  ファイルリストから、読み込むファイルを選択します。

3.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
4.  OK または Cancel[ キャンセル ] をタップします。

  

操作メニュー
►6.10 節参照

メディア

ファイルの参照先

読み込むファイル
( 拡張子 .WDF) をタップ

Waveformに設定されています。

波形データの
読み込みを実行

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

波形データの読み込み (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、波形データを読み込むことはできません。
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6.8	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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 Load)」

Save/Load_Setup	Load メニュー
1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Setup Load[ 設定データ読込 ] をタップしま

す。次の画面が表示されます。
2.  ファイルリストから、読み込むファイルを選択します。

3.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
4.  OK または Cancel[ キャンセル ] をタップします。

 

操作メニュー
►6.10 節参照

メディア

ファイルの参照先

読み込むファイル
( 拡張子 .SET) をタップ

Setup に設定されています。

設定データの
読み込みを実行

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

設定データの読み込み (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。
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6.9	 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またはシンボル定義ファイルを読み込むときの次の設定について説
明しています。シンボル定義ファイルは、CAN バスモニタ、CAN/CAN FD モニタ、CAN & LIN バスモ
ニタモジュールを装着時に表示されます。

スコープモードの場合
 ファイル情報の表示、読み込みデータ ( スナップショット波形、シンボル定義ファイル )、 

データの読み込み
メモリーレコーダモードの場合

 ファイル情報の表示、読み込みデータ ( シンボル定義ファイル )、データの読み込み

► 機能編　「その他のデータ読み込み (Others Load)」
「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)」

スコープモードの場合
Save/Load_Others	Load メニュー

1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Others Load[ その他読込 ] をタップします。
次の画面が表示されます。

2.  CAN/CAN FD または LIN データの定義ファイル (.SBL) を読み込む場合は、 をタップ
して、Symbol[ シンボル ] を選択します。

3.  ファイルリストから、読み込むファイルを選択します。
4.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
5.  OK または Cancel[ キャンセル ] をタップします。

 

読み込みデータを Symbol に設定すると、読み込み先の
チャネル選択ボタンが表示されます。

操作メニュー
►6.10 節参照

メディア

ファイルの参照先

読み込むファイル
( 拡張子 .SNP または .SBL) をタップ

データの読み込みを実行

Symbol に設定

読み込みデータ

読み込み先チャネルを選択

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

シンボル定義ファイルを読み込む場合



6-23IM DL350-02JA

6.9　その他のデータを読み込む

読み込みデータ
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 または 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。

メモリーレコーダモードの場合
Save/Load_Symbol	Load メニュー

1.  波形画面の MENU から Save/Load[ 保存 / 読込 ] > Symbol Load[ シンボル読込 ] をタップします。
2.  ファイルリストから、読み込むシンボル定義ファイルを選択します。

► 前ページの図を参照

3.  読み込み先のチャネルを選択します。
4.  Load[ 読込実行 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。
5.  OK または Cancel[ キャンセル ] をタップします。
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6.10	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 メディアの変更、リストの表示順序、表示フォーマット、一覧表示するファイルの選択、ファイル

情報の表示、フォルダ ( ディレクトリ ) の作成、ファイルユーティリティ ( ファイル / フォルダの削除、
ファイル名 / フォルダ名の変更、ファイル / フォルダのコピー、ファイル / フォルダの移動、すべ
て選択 / すべて解除 )

► 機能編　「ファイル操作」

Utility_File メニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > File[ ファイル ] をタップします。ファイル

操作画面が表示されます。

操作メニュー

選択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

リストの表示順序

表示フォーマット

一覧表示するファイルの選択

ファイル情報の表示

メディア ( ドライブ ) の変更

フォルダ ( ディレクトリ ) の作成

ファイルユーティリティ

ひとつ上の階層へ移動

選択したファイル

フォルダをタップすると、フォルダが開きます

空き容量

ファイルパス

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

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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メディア ( ドライブ ) の変更 (Change	Drive)
2.  操作メニューのメディアをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、操作する

対象メディアを設定します。

SD メモリーカード

ネットワークドライブ

先に認識したUSBストレージメディア

後に認識したUSBストレージメディア

リストの表示順序 (Sort	To)
2.  操作メニューの Sort To[ 表示順序 ] をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、

表示順序を設定します。

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

6.10　ファイルを操作する
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表示フォーマット
2.  操作メニューの表示フォーマットをタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、ファ

イルリストの表示フォーマットを設定します。

 

リスト表示 (  　)

サムネイル表示 ( 　 )

リスト表示

サムネイル表示

6.10　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
2.  操作メニューの *.* ( または *. 拡張子 ) をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、

一覧表示するファイルの種類を、拡張子で設定します。

 一覧表示するファイルの
拡張子を選択
表示しきれない拡張子は、
スライドして表示

拡張子 ファイルの種類
*.* 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
*.MAT MATLAB 形式の波形ファイル
*.SET 設定ファイル
*.SET;*.WDF 設定ファイルとバイナリ形式の波形ファイル
*.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 または LIN データの定義ファイル）

 ファイルリストに表示されるファイルの種類が、選択した種類に限定されます。

 *.WDF を選択した場合の例

 

6.10　ファイルを操作する
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ファイル情報 (File	Property)
2.  ファイルリスト上で、ファイル情報を確認するファイルをタップします。操作メニューの File 

Property[ ファイル情報 ] が有効になります。
3.  操作メニューの File Property[ ファイル情報 ] をタップします。選択したファイルのファイル

情報が表示されます。

 

File Property をタップ

6.10　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)
2.  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。
3.  操作メニューの Make Dir[ フォルダ作成 ] をタップします。次の画面が表示されます。

キーボードの ENTER をタップして、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。

メディア ( ドライブ ) を
変更する場合は、ここを
タップします。
►前述のメディア ( ドラ

イブ ) の変更を参照

Make Dir をタップ

6.10　ファイルを操作する
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ファイルユーティリティ (Utility)
2.  操作メニューの Utility[ ユーティリティ ] をタップします。
 ユーティリティメニューが開き、ファイルリストの表示フォーマットがリスト表示の場合は、

ファイルやフォルダの選択 / 非選択を表すチェックボックスが表示されます。ファイルリスト
上でファイル / フォルダをタップして、操作対象を選択できます。
* フォルダを開く場合は、ユーティリティメニューを閉じてから、フォルダをタップしてください。

ファイルリスト
表示しきれないファイル、
フォルダはスライドして表示

ユーティリティメニュー

ファイル名/フォルダ名の変更

ファイル/フォルダのコピー

ファイル/フォルダの移動

すべて選択 /すべて解除

選択 /非選択チェックボックス
✓を付けて、操作対象に設定します。

ファイル/フォルダの削除

ユーティリティメニューを閉じる

選択したファイル

選択したフォルダ

ファイル /フォルダの削除 (Delete)
3.  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。
4.  ユーティリティメニューの Delete[ 削除 ] をタップします。確認メッセージが表示されます。

 
ファイル /フォルダの削除

削除するファイル

ファイル /フォルダの削除実行の確認

6.10　ファイルを操作する
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5.  OK をタップします。削除の進捗が画面に表示されます。
6.  削除処理が終了したら、Close をタップします。

Note
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。

ファイル名 /フォルダ名の変更 (Rename)
3.  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。
4.  ユーティリティメニューの Rename[ 名前の変更 ] をタップします。次の画面が表示されます。

キーボードの ENTER をタップして、入力した名前を確定します。

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。

6.10　ファイルを操作する
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ファイル /フォルダのコピー (Copy)
3.  ファイルリスト上で、コピー元のファイルを選択します。
4.  ユーティリティメニューの Copy[ コピー ] をタップします。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

コピー元のファイルリスト コピー先のファイルリスト

5.  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。
6.  ユーティリティメニューの Copy Exec[ コピー実行 ] を選択します。確認メッセージが表示さ

れます。

   

ファイル /フォルダの
コピー実行の確認

7.  OK をタップします。コピーの進捗が画面に表示されます。
8.  コピー処理が終了したら、Close をタップして画面を閉じます。

Note
・ 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、メディアの変更、リストの表示順序、表示フォーマット、一覧表示す

るファイルの選択、フォルダ ( ディレクトリ ) の作成、ファイルユーティリティ ( ファイル / フォルダの
削除、ファイル名 / フォルダ名の変更 ) の操作ができます。

6.10　ファイルを操作する
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ファイル /フォルダの移動 (Move)
3.  ファイルリスト上で、移動元のファイルを選択します。
4.  ユーティリティメニューの Move[ 移動 ] をタップします。次の画面が表示されます。

ファイル /フォルダの移動実行

移動元のファイルリスト 移動先のファイルリスト

5.  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。
6.  ユーティリティメニューの Move Exec[ 移動実行 ] を選択します。確認メッセージが表示され

ます。

   

ファイル /フォルダの
移動実行の確認

7.  OK をタップします。移動の進捗が画面に表示されます。
8.  移動処理が終了したら、Close をタップして画面を閉じます。

Note
移動先のファイルリストでも、メディアの変更、リストの表示順序、表示フォーマット、一覧表示するファ
イルの選択、フォルダ ( ディレクトリ ) の作成、ファイルユーティリティ ( ファイル / フォルダの削除、ファ
イル名 / フォルダ名の変更 ) の操作ができます。

6.10　ファイルを操作する
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すべて選択 /すべて解除 (Select	All/Deselect	All)
3.  ユーティリティメニューの Select All[ すべて選択 ] をタップします。ファイルリスト上のドラ

イブまたはフォルダ内の、ファイルとフォルダがすべて選択されます。
ユーティリティメニューの Select All[ すべて選択 ] は Deselect All[ すべて解除 ] に表示が変わります。

 

すべて解除

 Deselect All[ すべて解除 ] をタップすると、選択されているファイルとフォルダがすべて選択
解除されます。

6.10　ファイルを操作する



7-1IM DL350-02JA

第 7 章 カーソル測定

7.1	 水平カーソルで測定する

ここでは、T-Y 波形を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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、カーソルの種類を Horizontal に設定、測定対象波形、カーソルの移動、

測定項目

 X-Y 波形のカーソル測定の設定操作については、11 章をご覧ください。

► 機能編　「水平カーソル (Horizontal) - T-Y 波形」

Cursor_Horizontal メニュー
1.  波形画面の MENU から Cursor[ カーソル ] をタップします。Cursor[ カーソル ] メニューが表示

されます。
このとき、自動的にカーソル測定が ON になります。

2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Horizontal[ 水平 ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。

測定対象波形
表示しきれない波形は、

スライドして表示

測定項目Horizontal に設定

カーソル測定の ON/OFF
設定範囲内で、次のように設定可能

・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を保持
する

・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を保持
しない

測定項目 (Item	Setup)
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップ選択します。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定
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7.2	 垂直カーソルで測定する

ここでは、T-Y 波形を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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、カーソルの種類を Vertical に設定、測定対象波形、カーソルの移動、測

定項目

 X-Y 波形のカーソル測定の設定操作については、11 章をご覧ください。

► 機能編　「垂直カーソル (Vertical) - T-Y 波形」

Cursor_Vertical メニュー
1.  波形画面の MENU から Cursor[ カーソル ] をタップします。Cursor[ カーソル ] メニューが表示

されます。
このとき、自動的にカーソル測定が ON になります。

2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Vertical[ 垂直 ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

測定項目Vertical に設定

測定対象波形
表示しきれない波形は、

スライドして表示

カーソル測定の ON/OFF

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を保持

する
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を保持

しない

カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。

測定項目 (Item	Setup)
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップ選択します。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定
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7.3	 マーカーカーソルで測定する

ここでは、T-Y 波形を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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、カーソルの種類を Marker に設定、マーカー設定 ( 測定対象波形、マーカー

形状、測定項目 )、移動対象マーカー、マーカーの位置 ( ポジション )

 FFT 波形のカーソル測定の設定操作については、10 章をご覧ください。
 X-Y 波形のカーソル測定の設定操作については、11 章をご覧ください。

► 機能編　「マーカーカーソル (Marker) - T-Y 波形」

Cursor_Marker メニュー
1.  波形画面の MENU から Cursor[ カーソル ] をタップします。Cursor[ カーソル ] メニューが表示

されます。
このとき、自動的にカーソル測定が ON になります。

2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Marker[ マーカ ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

Marker に設定

移動対象のマーカーマーカーの設定

Marker 1 Marker 4

Marker 2 Marker 3カーソル測定のON/OFF

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。
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マーカーの設定 (Marker	Setup)
4.  Marker Setup[ マーカ設定 ] をタップします。

測定対象波形とマーカー形状 (Trace)
5.  Trace[ トレース ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  測定対象波形
マーカーごとに設定します。

マーカー形状

測定項目 (Display	Item)
5.  Display Item[ 項目設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定

7.3　マーカーカーソルで測定する
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7.4	 角度カーソルで測定する

ここでは、T-Y 波形を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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、カーソルの種類を Degree に設定、角度カーソル設定 ( 測定対象波形、

基準角度、測定項目 )、移動対象のカーソル、カーソルの移動

► 機能編　「角度カーソル (Degree) - T-Y 波形」

Cursor_Degree メニュー
1.  波形画面の MENU から Cursor[ カーソル ] をタップします。Cursor[ カーソル ] メニューが表示

されます。
このとき、自動的にカーソル測定が ON になります。

2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Degree[ 角度 ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

カーソルの移動 *(＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。

Degree に設定

移動対象のカーソル角度カーソルの設定

* 移動対象が Reference( 基準カーソル ) のとき、Ref Cursor1 と Ref Cursor2 を移動して、
基準角度に対応する時間幅 ( 時間の長さ ) を設定します。

 移動対象が Cursor( 角度カーソル ) のとき、Cursor1 と Cursor2 を移動して時間幅を設定します。
基準角度を元に、この時間幅が角度に換算されて、測定角度になります。

設定範囲内で、次のように設定可能
・ カーソル間の間隔を保持する
・ カーソル間の間隔を保持しない

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

Ref Cursor1 Cursor1 Cursor2 Ref Cursor2

カーソル測定の ON/OFF

移動対象のカーソル Reference Cursor
カーソルの移動 上段 Ref Cursor1 の移動 Cursor1 の移動
カーソルの移動 下段 Ref Cursor2 の移動 Cursor2 の移動
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角度カーソルの設定 (Degree	Setup)
4.  Degree Setup[ 項目設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

測定する項目をONに設定

測定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示

基準角度 (＋－で増減可能 )

7.4　角度カーソルで測定する
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7.5	 水平＆垂直カーソルで測定する

ここでは、T-Y 波形を水平＆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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、カーソルの種類を H & V に設定、水平＆垂直カーソル設定 ( 測定対象波形、

測定項目 )、移動対象のカーソル、カーソルの移動

 X-Y 波形のカーソル測定の設定操作については、11 章をご覧ください。

► 機能編　「水平＆垂直カーソル (H & V) - T-Y 波形」

Cursor_H	&	V メニュー
1.  波形画面の MENU から Cursor[ カーソル ] をタップします。Cursor[ カーソル ] メニューが表示

されます。
このとき、自動的にカーソル測定が ON になります。

2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、H & V[H & V] を選択します。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  
カーソルの移動 *(＋－で移動可能 )

カーソルをタップして、
移動することもできます。

H & V に設定

移動対象のカーソル水平＆垂直カーソルの設定

設定範囲内で、次のように設定可能
・ カーソル間の間隔を保持する
・ カーソル間の間隔を保持しない

メモリーレコーダモードで、
移動対象カーソルが V-Cursor の場合

・ スコープモードの場合
・ メモリーレコーダモードで、

移動対象カーソルが H-Cursor の場合

移動対象のカーソル H-Cursor V-Cursor
カーソルの移動 上段 H-Cursor1 の移動 V-Cursor1 の移動
カーソルの移動 下段 H-Cursor2 の移動 V-Cursor2 の移動

H-Cursor1

V-Cursor1 V-Cursor2

H-Cursor2

カーソル測定の ON/OFF
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水平＆垂直カーソルの設定 (H&V	Setup)
4.  H&V Setup[ 項目設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

測定する項目をONに設定

測定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示

7.5　水平＆垂直カーソルで測定する
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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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 自動測定の ON/OFF、自動測定の項目 ( 測定対象波形、測定項目、測定項目のコピー、ディレイ ( チャ

ネル間ディレイ ))、測定範囲、1 サイクルモードの ON/OFF、High/Low レベルの設定方法、時間
測定の基準レベル

► 機能編　「波形パラメータの自動測定」

Measure_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Measure[ メジャー ] をタップします。Measure[ メジャー ] メニューが

表示されます。
このとき、自動的に波形パラメータの自動測定が ON になります。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  測定範囲 *1(＋－で増減可能 )
カーソルをタップして、測定範囲を
変更することもできます。

1 サイクルモードの ON/OFF*2自動測定の項目

自動測定の ON/OFF

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Time Range 1 と Time Range 2 

の間隔を保持する
・ Time Range 1 と Time Range 2

の間隔を保持しない

スコープモードの場合

メモリーレコーダモードの場合

*1 SD 記録の波形の場合、測定対象のデータ点数は、測定開始点 (Time Range 1) から最大 100M ポイント
までです。

*2 Time Range 1 と Time Range 2 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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自動測定の項目 (Measure	Setup)
3.  Measure Setup[ 測定項目 ] をタップします。

測定対象波形と測定項目
4.  Item[ 項目 ] タブをタップします。測定対象波形に応じて、次の画面が表示されます。
5.  各項目をタップして、設定または実行します。

・ 測定対象波形が CH1 ～ CH4、 16CH VOLT、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 
Math1 ～ Math2、 GPS の場合

  

測定項目
測定する項目に✓を
付けて、測定 ON に
設定します。

コピー先
コピー先のチャネルに✓
を付けて、コピー ON に
設定します。

すべてクリア
すべての測定項目を一度
に測定 OFF にできます。
 (✓を外す )

High/Low レベルの設定方法指定チャネルにコピー

測定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示

全チャネルをコピー ON に設定

全チャネルをコピー OFF に設定

コピー元の設定内容のコピーを実行

8.1　波形パラメータを自動測定する
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・ 測定対象波形がロジック波形の場合

  

測定項目
測定する項目に✓を付けて、
測定 ON に設定します。

コピー先
コピー先のチャネル ( ビット )
に✓を付けて、コピー ON に
設定します。

指定チャネル ( ビット ) にコピー

測定対象波形 ( ビット )
表示しきれない波形 ( ビット ) は、スライドして表示

全チャネル ( ビット ) をコピーONに設定

全チャネル ( ビット ) をコピーOFF に設定

コピー元の設定内容のコピーを実行

すべてクリア
すべての測定項目を一度
に測定 OFF にできます。
 (✓を外す )

8.1　波形パラメータを自動測定する
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・ 測定対象波形が X-Y 波形の場合

  
測定項目
測定する項目に✓を付けて、
測定ONに設定します。

測定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示

ディレイ ( チャネル間ディレイ )
4.  Delay Setup[ ディレイ設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

測定対象波形が X-Y 波形の場合は、ディレイ ( チャネル間ディレイ ) の設定はできません。

5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  

ディレイ値の単位

測定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示

検知するエッジのスロープ

ディレイ測定の基準

基準とする波形

検知するエッジのスロープ

何個目のエッジを検知点にするか
(＋－で増減可能 )

何個目のエッジを検知点にするか
(＋－で増減可能 )

基準とする波形の条件
(Reference が Trace のときだけ )

時間測定の基準レベル (Detail)
2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

基準レベルの値
(＋－で増減可能 )

基準レベルの単位 *

設定対象の基準レベル

設定対象波形
表示しきれない波形は、スライドして表示
( 自動測定項目の測定対象波形と連動しています。)

基準レベルの単位を Unit にす
ると、Distal、Mesial、
Proximal の各カーソルが表示
されます。

* 基準レベルの単位が Unit のとき
 Distal、Mesial、Proximal の各カーソルをタップしても基準レベルを設定できます。

Proximal

Mesial

Distal

8.1　波形パラメータを自動測定する
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8.2	 連続統計処理をする

ここでは、表示されている波形を連続統計処理するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 統計処理の ON/OFF、統計処理のタイプを Continuous に設定

► 機能編　「連続統計処理 (Continuous Statistics)」

Measure_ 統計メニュー
1.  波形画面の MENU から Measure[ メジャー ] をタップします。Measure[ メジャー ] メニューが

表示されます。
このとき、自動的に波形パラメータの自動測定が ON になります。

2.  Statistics[ 統計 ] タブをタップします。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Continuous[ 連続 ] を選択します。

  

Continuous に設定
統計処理のON/OFF
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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ときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 統計処理の ON/OFF、統計処理のタイプを Cycle に設定、サイクルトレース ( 周期を求める対象波形 )、

統計処理の結果表示

► 機能編　「サイクル統計処理 (Cycle Statistics)」

Measure_ 統計メニュー
1.  波形画面の MENU から Measure[ メジャー ] をタップします。Measure[ メジャー ] メニューが

表示されます。
このとき、自動的に波形パラメータの自動測定が ON になります。

2.  Statistics[ 統計 ] タブをタップします。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Cycle[ サイクル ] を選択します。
4.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

Cycle に設定 統計処理の実行
サイクルトレース 統計処理の結果表示統計処理のON/OFF

サイクルトレース (Cycle	Trace)
Own

 対象波形ごとに周期を求め、それぞれの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
実行します。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、統計処理を実行します。

CH1 ～ CH6、16CH	VOLT、16CH	TEMP/VOLT、CAN、CAN	FD、LIN、SENT、		
Math1 ～ Math2、GPS

 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
実行します。
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統計処理の結果表示

  

スクロールバーが表示されているときは、
表示をスクロールできます。

↑：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。

リストをタップすると
該当する波形が表示さ
れます。

8.3　サイクル統計処理をする
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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ときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
 統計処理の ON/OFF、統計処理のタイプを History に設定、統計処理の結果表示

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

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

Measure_ 統計メニュー
1.  波形画面の MENU から Measure[ メジャー ] をタップします。Measure[ メジャー ] メニューが

表示されます。
このとき、自動的に波形パラメータの自動測定が ON になります。

2.  Statistics[ 統計 ] タブをタップします。
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、History[ ヒストリ ] を選択します。
4.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

History に設定 統計処理の実行
統計処理の結果表示
►8.3 節参照

統計処理のON/OFF
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8.5	 波形パラメータの自動測定結果を保存する

ここでは、波形パラメータの自動測定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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 単位を保存する (ON)/ しない (OFF)、時刻情報を保存する (ON)/ しない (OFF)、保存先とファイル名

► 機能編　「その他のデータ保存 (Others Save)」

Measure_ 保存メニュー
1.  波形画面の MENU から Measure[ メジャー ] をタップします。Measure[ メジャー ] メニューが

表示されます。
このとき、自動的に波形パラメータの自動測定が ON になります。

2.  Save[ 保存 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  ファイル名設定
►6.3 節参照
ただし、コメント欄はありません。

保存実行

単位を保存する (ON)/ しない (OFF)
時刻情報を保存する (ON)/ しない (OFF)
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9.1	 演算式を設定する

ここでは、演算式を設定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 設定対象の演算トレース、演算の ON/OFF、演算式の設定 ( 演算子と関数、演算対象波形、単位、

ラベル、演算子と関数個別の設定項目 )

► 機能編　「演算」

Math_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Math[ 演算 ] をタップします。Math[ 演算 ] メニュー

が表示されます。
このとき、自動的に Math1 または Math2 の演算が ON になります。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Math1 または Math2 をタップして、設定対象の演算トレースを選択します。
4.  各項目をタップして、設定します。

 

演算のON/OFF 演算式の設定

設定対象の
演算トレース

演算式の設定 (Math1	Setup、Math2	Setup)
5.  Math1 Setup[Math1 設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。
 演算トレースが Math2 のときは、ボタンの名称が Math2 Setup[Math2 設定 ] に変わります。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

 以降、Math1 Setup の画面について説明します。Math2 Setup も同様に設定できます。

加減乗除算

  

演算対象波形

S1+S2、S1－S2、S1＊S2、S1/S2 の
どれかに設定

単位

ラベル

第 9 章 演算
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係数付き加減乗除算

  

演算対象波形

A(S1)+B(S2)+C、A(S1)－B(S2)+C、
A(S1)*B(S2)+C、A(S1)/B(S2)+C の
どれかに設定

スケーリング係数

単位

オフセット値

ラベル

2 値化演算

  

演算対象波形

Bin(S1) に設定

単位

スレショルド上限値 (＋－で増減可能 )

スレショルド下限値 (＋－で増減可能 )

ラベル

位相シフト

  

演算対象波形

Shift(S1) に設定

単位

位相のシフト量 (＋－で増減可能 )

ラベル

9.1　演算式を設定する
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周波数

  

演算対象波形

FREQ(S1) に設定

単位

スレショルド上限値 (＋－で増減可能 )

スレショルド下限値 (＋－で増減可能 )

ラベル

周期

  

演算対象波形

Period(S1) に設定

単位

スレショルド上限値 (＋－で増減可能 )

スレショルド下限値 (＋－で増減可能 )

ラベル

移動平均

  

演算対象波形

MEAN(S1) に設定

単位

平均化回数

ラベル

9.1　演算式を設定する
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実効値

  

演算対象波形

RMS(S1) に設定

単位

スレショルド上限値 (＋－で増減可能 )

スレショルド下限値 (＋－で増減可能 )

ラベル

9.1　演算式を設定する
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9.2	 演算波形の表示条件を設定する

ここでは、演算波形を表示するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 縦軸スケール

► 機能編　「演算」

Math_ 表示設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Math[ 演算 ] をタップします。Math[ 演算 ] メニュー

が表示されます。
このとき、自動的に Math1 または Math2 の演算が ON になります。

2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  Math1 または Math2 をタップして、設定対象の演算トレースを選択します。
4.  Vert Scale[ 縦軸スケール ] ボタンをタップして、Auto[ オート ] または Manual[ マニュアル ]

を選択します。
5.  Manual[ マニュアル ] を選択したときは、縦軸スケールの上限値と下限値を設定します。

  

縦軸スケールの上限値 /下限値

縦軸スケール
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9.3	 演算範囲とアベレージを設定する

ここでは、演算範囲とアベレージの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合
 演算の開始点 / 終了点、アベレージ設定 ( ピーク演算を含む )

メモリーレコーダモードの場合
 演算の開始点 / 終了点

► 機能編　「演算」

Math_ 共通設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Math[ 演算 ] をタップします。Math[ 演算 ] メニュー

が表示されます。
このとき、自動的に Math1 または Math2 の演算が ON になります。

2.  Common[ 共通設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

スコープモードの場合

  

演算の開始点 /終了点
(＋－で変更可能 )

アベレージ設定

アベレージ設定 (Average	Setup)
4.  Average Setup[ アベレージ設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。

・ 単純平均

  アベレージ対象

Linear に設定

アベレージ回数 ( 取り込み回数 )
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・ 指数化平均

  アベレージ対象

Exp に設定

減衰定数

・ サイクルアベレージ

  
Cycle に設定

1周期のデータ点数 (＋－で増減可能 )

・ ピーク演算

  
Peak に設定

メモリーレコーダモードの場合

  

演算の開始点 /終了点
(＋－で変更可能 )

9.3　演算範囲とアベレージを設定する
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10.1	 変換式を設定する

ここでは、FFT 演算の変換式を設定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 設定対象の FFT トレース、FFT 演算の ON/OFF、FFT の設定 ( スペクトラムの種類、演算対象波形、単位 )

► 機能編　「FFT」

FFT_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  FFT1 または FFT2 をタップして、設定対象の FFT トレースを選択します。
4.  各項目をタップして、設定します。

 

FFT 演算のON/OFF FFT の設定

設定対象の
FFT トレース

FFT の設定 (FFT1	Setup、FFT2	Setup)
5.  FFT1 Setup[FFT1 設定 ] ボタンをタップします。次の画面が表示されます。
 FFT トレースが FFT2 のときは、ボタンの名称が FFT2 Setup[FFT2 設定 ] に変わります。
6.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

 以降、FFT1 Setup の画面について説明します。FFT2 Setup も同様に設定できます。

  

スペクトラムの種類 ( タイプ )

スペクトラムの種類 ( サブタイプ )

演算対象波形

単位

第 10 章 FFT
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10.2	 FFT の垂直軸を設定する

ここでは、FFT の垂直軸を設定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 縦軸スケール

► 機能編　「FFT」

FFT_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  FFT1 または FFT2 をタップして、設定対象の FFT トレースを選択します。
4.  Vert Scale[ 縦軸スケール ] ボタンをタップして、Auto[ オート ] または Manual[ マニュアル ]

を選択します。
5.  Manual[ マニュアル ] を選択したときは、縦軸の中心点と感度を設定します。

  

縦軸の中心点 /感度

縦軸スケール
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10.3	 FFT の水平軸を設定する

ここでは、FFT の水平軸を設定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 横軸スケール、横軸の目盛り、横軸の範囲

► 機能編　「FFT」

FFT_ 横軸メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Horizontal[ 横軸 ] タブをタップします。
3.  FFT1 または FFT2 をタップして、設定対象の FFT トレースを選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  
横軸の表示範囲の右と左

横軸の中心点とスパン

横軸の表示方法 横軸の目盛りの単位

横軸目盛りの単位がHz
のときに、選択可能
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10.4	 演算の開始点、FFT 点数、窓関数、アベレージを
設定する

ここでは、FFT 演算をするときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合
 演算の開始点、詳細設定 (FFT 点数、窓関数、アベレージ設定 ( ピーク演算を含む ))

メモリーレコーダモードの場合
 演算の開始点、詳細設定 (FFT 点数、窓関数 )

► 機能編　「FFT」

FFT_ 共通設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Common[ 共通設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

スコープモードの場合

  

演算の開始点
(＋－で変更可能 )

詳細設定

詳細設定 (Detail	Setup)

  
窓関数

FFT 点数

アベレージ設定
Math 演算のアベレージ設定 Linear、Exp、
Peak と同じです。
►9.3 節参照
(Math 演算のアベレージ設定と連動していま
す。)
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メモリーレコーダモードの場合

  

演算の開始点
(＋－で変更可能 )

詳細設定

詳細設定 (Detail	Setup)

  
窓関数

FFT 点数

10.4　演算の開始点、FFT 点数、窓関数、アベレージを設定する
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10.5	 FFT 波形をカーソル測定する

ここでは、FFT 波形をカーソル測定するときの次の設定について、カーソルの種類ごとに説明してい
ます。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、 カーソルの種類、測定対象波形、カーソルの移動、測定項目、マーカー設定、

マーカーの位置 ( ポジション )、ピークの検出範囲

► 機能編　「FFT 波形のカーソル測定」

FFT_ カーソルメニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Cursor[ カーソル ] タブをタップします。

FFT 波形をマーカーカーソル (Marker) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Marker[ マーカ ] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

マーカーの位置 (＋－で移動可能 )
マーカーをタップして、
移動することもできます。

Marker に設定

移動対象のマーカーマーカーの設定

Marker 1
Marker 4

Marker 3

Marker 2

カーソル測定のON/OFF
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マーカーの設定 (Marker	Setup)
5.  Marker Setup[ マーカ設定 ] をタップします。

・ 測定対象波形とマーカー形状 (Trace)

6.  Trace[ トレース ] タブをタップします。次の画面が表示されます。
7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  
測定対象波形
マーカーごとに設定します。

マーカー形状

・ 測定項目 (Display Item)

6.  Display Item[ 項目設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定

10.5　FFT 波形をカーソル測定する
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FFT 波形をピークカーソル (Peak) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Peak[Peak] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

Peak に設定

測定対象の FFT ウィンドウ測定項目

Peak Cursor

Peak Cursor

カーソル測定のON/OFF

FFT1 ウィンドウ

FFT2 ウィンドウ
測定範囲

測定範囲

測定範囲 (＋－で移動可能 )
・ 範囲カーソル (R1、R2) をタップして、

変更することもできます。
・ ピークリストの範囲と連動しています。

測定項目 (Peak	Setup)
5.  Peak Setup[ ピーク設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  測定する項目をONに設定

10.5　FFT 波形をカーソル測定する
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FFT 波形のピークをリスト (Peak	List) 表示する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Peak List[Peak List] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

Peak List に設定 ピーク設定 リスト表示

List No.
カーソル測定の ON/OFF

List No. で選択した番号の周波数と
ピーク値が表示されます。

ピーク設定 (Peak	Setup)
5.  Peak Setup[ ピーク設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

スレショルド

測定対象の FFT ウィンドウ

山谷差

測定範囲 (＋－で移動可能 )
・ 範囲カーソル (R1、R2) をタップして、変更することも

できます。
・ ピークカーソルの範囲と連動しています。

リスト表示 (List)
6.  List[ リスト ] をタップします。ピークのリストが表示されます。

  

「List No.」で選択していることを示すマーク
リスト中の最大レベルを示すマーク

10.5　FFT 波形をカーソル測定する
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10.6	 FFT 演算結果を保存する

ここでは、FFT 演算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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 周波数情報を保存する (ON)/ しない (OFF)、小数点、保存先とファイル名

► 機能編　「その他のデータ保存 (Others Save)」

FFT_ 保存メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > FFT[FFT] をタップします。FFT[FFT] メニューが表示

されます。
このとき、自動的に FFT1 または FFT2 の FFT 演算が ON になります。

2.  Save[ 保存 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

ファイル名設定
►6.3 節参照

保存実行

周波数情報を保存する (ON)/ しない (OFF)
小数点
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第 11 章 X-Y 波形

11.1	 X-Y 波形のトレースを設定する

ここでは、X-Y 波形を表示するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 X-Y 波形表示の ON/OFF、 対象波形 (X 軸、Y 軸 )、表示範囲の開始点 / 終了点

► 機能編　「X-Y 波形」

X-Y_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > X-Y[X-Y] をタップします。X-Y ウインドウと X-Y メ

ニューが表示されます。
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

表示範囲の開始点 / 終了点
(+－で増減可能 )

X-Y 波形の表示 ON/OFF
と対象波形の設定

設定範囲内で、次のように設定可能
・ 開始点、終了点の間隔を保持する
・ 開始点、終了点の間隔を保持しないX-Y ウインドウの

表示 ON/OFF

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

X-Y 波形の表示ON/OFF と対象波形の設定 (XY	Trace	Setup)
4.  XY Trace Setup[XY トレース設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

表示する X-Y 波形の
項目をONに設定

X軸の対象波形
Y軸の対象波形
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11.2	 X-Y 波形の表示条件を設定する

ここでは、X-Y 波形の表示条件の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 補間方法、波形表示に使用するデータ点数、メイン画面の表示割合、画面レイアウト、ペンマーカー

の ON/OFF、スタート時波形消去の ON/OFF

► 機能編　「X-Y 波形」

X-Y_ 表示設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > X-Y[X-Y] をタップします。X-Y ウインドウと X-Y メ

ニューが表示されます。
2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

X-Y ウインドウの
表示ON/OFF ペンマーカーのON/OFF

補間方法 スタート時波形
消去のON/OFF

波形表示に使用
するデータ点数

メイン画面の
表示割合

画面レイアウト
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11.3	 X-Y 波形のカーソル測定をする

ここでは、X-Y 波形のカーソル測定をするときの次の設定について、カーソルの種類ごとに説明して
います。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 カーソル測定の ON/OFF、 カーソルの種類、測定対象波形、カーソルの移動、測定項目、マーカー設定、

マーカーの位置 ( ポジション )

► 機能編　「X-Y 波形のカーソル測定」

X-Y_ カーソルメニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > X-Y[X-Y] をタップします。X-Y ウインドウと X-Y メ

ニューが表示されます。
2.  Cursor[ カーソル ] タブをタップします。

X-Y 波形を水平カーソル (Horizontal) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Horizontal[ 水平 ] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

 

カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。

測定対象波形

測定項目Horizontal に設定
カーソル測定の ON/OFF

X-Y ウインドウの
表示 ON/OFF

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を

保持する
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を

保持しない

測定項目 (Item	Setup)
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定
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X-Y 波形を垂直カーソル (Vertical) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Vertical[ 垂直 ] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

測定項目Vertical に設定

測定対象波形

カーソル測定の ON/OFF

X-Y ウインドウの
表示 ON/OFF

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を

保持する
・ Cursor1 と Cursor2 の間隔を

保持しない

カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、
移動することもできます。

測定項目 (Item	Setup)
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定

11.3　X-Y 波形のカーソル測定をする
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X-Y 波形をマーカーカーソル (Marker) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Marker[ マーカ ] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

マーカーの位置 *(＋－で移動可能 )
マーカーをタップして、移動することもできます。

Marker に設定

移動対象のマーカーマーカーの設定

Marker 1 Marker 4

Marker 2 Marker 3

カーソル測定のON/OFF

X-Y ウインドウの
表示ON/OFF

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

* T-Y 波形エリアに表示されている X1、X2、X3、X4 カーソルを移動してもマーカーの位置を移動できます。
X1 は Marker 1、X2 は Marker 2、X3 は Marker 3、X4 は Marker 4 に対応します。

マーカーの設定 (Marker	Setup)
5.  Marker Setup[ マーカ設定 ] をタップします。

・	 測定対象波形とマーカー形状 (Trace)
6.  Trace[ トレース ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  測定対象波形
マーカーごとに設定します。

マーカー形状

・	 測定項目 (Display	Item)
7.  Display Item[ 項目設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  
測定する項目をONに設定

11.3　X-Y 波形のカーソル測定をする
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X-Y 波形を水平＆垂直カーソル (H	&	V) で測定する
3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、H & V[H & V] を選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  
カーソルの移動 (＋－で移動可能 )
カーソルをタップして、移動することもできます。

H & V に設定

移動対象のカーソル
水平＆垂直
カーソルの設定

設定範囲内で、次のように設定可能
・ カーソル間の間隔を保持する
・ カーソル間の間隔を保持しない

移動対象のカーソル H-Cursor V-Cursor
カーソルの移動 上段 H-Cursor1 の移動 V-Cursor1 の移動
カーソルの移動 下段 H-Cursor2 の移動 V-Cursor2 の移動

H-Cursor1

V-Cursor1 V-Cursor2

H-Cursor2

カーソル測定の ON/OFF

X-Y ウインドウの
表示 ON/OFF

水平＆垂直カーソルの設定 (H&V	Setup)
5.  H&V Setup[H&V 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

測定する項目をONに設定

測定対象波形

11.3　X-Y 波形のカーソル測定をする
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12.1	 高調波解析の解析条件を設定する

ここでは、高調波解析の解析条件の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 解析結果の表示 ON/OFF、基本周波数、開始点、電圧 / 電流の高調波解析、有効電力の高調波解析

► 機能編　「高調波解析」

高調波解析 _基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Harmonic[ 高調波解析 ] をタップします。Harmonic [ 高

調波解析 ] メニューが表示されます。
このとき、自動的に高調波解析が ON になります。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  
開始点

(+－で増減可能 )
基本周波数 電圧 /電流の

高調波解析の設定
有効電力の

高調波解析の設定

高調波解析の結果表示ON/OFF

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

電圧 /電流の高調波解析の設定 (Line	RMS	Setup)
4.  Line RMS Setup[Line RMS 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

解析する項目の
解析モードをONに設定 演算対象波形

ヒステリシス

第 12 章 高調波解析
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有効電力の高調波解析の設定 (Power	Setup)
4.  Power Setup[Power 設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

結線方式

解析モードをONに設定

演算対象波形

エッジ検出ソース

ヒステリシス

12.1　高調波解析の解析条件を設定する
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12.2	 高調波解析の表示条件を設定する
ここでは、高調波解析の表示条件の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 表示モード、表示項目、表示次数、位相差のスケール、縦スケール

► 機能編　「表示 (Display)」

高調波解析 _表示設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Harmonic[ 高調波解析 ] をタップします。Harmonic [ 高

調波解析 ] メニューが表示されます。
このとき、自動的に高調波解析が ON になります。

2.  Display[ 表示設定 ] タブをタップします。
3.  Mode[ モード ] ボタンをタップして、表示モードを選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

表示モード 表示設定

高調波解析の結果表示ON/OFF

表示モードが Bar の場合

表示モードが List の場合

リスト開始次数
(＋－で増減可能)

表示項目
表示しきれない項目は、スライドして表示

表示設定 (Display	Setup)
5.  Display Setup[ 表示設定 ] をタップします。次の画面が表示されます。

  
表示次数

位相差のスケール

縦スケール
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12.3	 高調波解析の保存条件を設定する
ここでは、高調波解析の保存条件の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 単位の表示 ON/OFF、保存条件の設定、保存の実行

► 機能編　「保存設定 (Save)」

高調波解析 _保存設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Harmonic[ 高調波解析 ] をタップします。Harmonic [ 高

調波解析 ] メニューが表示されます。
このとき、自動的に高調波解析が ON になります。

2.  Save[ 保存設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

単位を保存する (ON)/
保存しない (OFF)

保存の実行

高調波解析の結果表示ON/OFF

ファイル名設定
►6.3 節参照
ただし、コメント欄はありません。
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13.1	 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 判定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
・ 基本設定 (GO/NO-GO 判定の ON/OFF、判定のタイプを Wave Zone に設定、判定区間、判定区

間の連動、判定条件 )
・ アクション ( アクションモード、アクション設定 )
・ 波形ゾーンの編集 ( 編集する波形ゾーンの番号、対象波形ゾーンの編集 )

 メモリーレコーダモードの場合、この設定項目はありません。

► 機能編　「GO/NO-GO 判定 ( スコープモードだけ )」

GO/NO-GO メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > GO/NO-GO[GO/NO-GO] をタップします。GO/

NO-GO メニューが表示されます。

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。

  

3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Wave Zone[ ゾーン ] を選択します。GO/NO-GO 判定の
ON/OFF 表示が ON になり、Judgement Setup[ 判定設定 ] ボタンが有効になります。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

  

判定区間
(+－で増減可能 )

判定のタイプを
Wave Zone に設定

判定条件の設定

GO/NO-GO 判定の ON/OFF

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Time Range1 と Time Range2 の

間隔を保持する
・ Time Range1 と Time Range2 の

間隔を保持しない

第 13 章 GO/NO-GO 判定 ( スコープモードだけ )
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判定条件の設定 (Judgement	Setup)
5.  Judgement Setup[ 判定設定 ] をタップします。

・	 パターン設定 (Pattern	Setup)
6.  Pattern Setup[ パターン設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  

判定基準 ゾーン番号対象波形

判定論理

・	 シーケンス (Sequence)
7.  Sequence[ シーケンス ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  

アクション条件

シーケンス

外部スタートのON/OFF

取り込み回数
(+－で増減可能)

13.1　波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする
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13.1　波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする

アクション (Action)
2.  Action[ アクション ] タブをタップします。次のメニューが表示されます。
3.  各項目をタップして、設定します。

  

波形データの保存 * 画面イメージの保存 * メール送信 *
アクションモード

実行するアクションをONに設定します。
*が付いている項目は、アクション設定の画面でもON/OFF できます。

アクション設定

GO/NO-GO 判定のON/OFF

FFT 演算結果
の保存

高調波解析
結果の保存

ビープ
(警告音 )

アクション設定 (Action	Setup)
	 ►3.1 節参照
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波形ゾーンの編集 (Edit	Zone)
GO/NO-GO 判定のタイプが Wave Zone[ ゾーン ] に設定されているときだけ、波形ゾーンを編集でき
ます。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブ ＞ Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Wave Zone[ ゾーン ] を選択します。
3.  Edit Zone[ ゾーン編集 ] タブをタップします。次のメニューが表示されます。
4.  編集する波形ゾーンの番号をタップして、対象波形ゾーンを選択します。

  

編集する波形ゾーンの番号 対象波形ゾーンの編集

GO/NO-GO 判定をONに設定

対象波形ゾーンの編集 (Zone	Edit)
 ゾーン編集中に他の操作をする場合は、 をタップしてゾーン編集メニューを終了してください。

編集中の設定は、破棄されます。

5.  Zoon Edit[ 編集 ] をタップします。
6.  波形ゾーンを新規に作成する場合は、ベースにする波形 ( 基本波形 ) を選択します。

表示が ON になっている波形を選択してください。波形ゾーンの編集項目が表示されます。

   基本波形を選択

7.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

・ 波形全体を編集範囲にする場合

   

編集範囲をWhole に設定 保存先

波形ゾーンの
保存実行

上限 /下限
(+－で増減可能 )

左端 / 右端
(+－で増減可能 )

・ 波形の一部を編集範囲にする場合

   

編集範囲を Part に設定 保存先

波形ゾーンの
保存実行

上限 / 下限
(+－でゾーンの移動可能 )

Time Renge1/Time Range2
(+－で増減可能 )

8.  Execute Store[ 保存実行 ] ボタンをタップします。

13.1　波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする
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13.2	 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。

スコープモードの場合に適用
・ 基本設定 (GO/NO-GO 判定の ON/OFF、判定のタイプを Parameter に設定、判定区間、判定区間

の連動、判定条件 )
・ アクション ( アクションモード、アクション設定 )

 メモリーレコーダモードの場合、この設定項目はありません。

► 機能編　「GO/NO-GO 判定 ( スコープモードだけ )」

GO/NO-GO メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > GO/NO-GO[GO/NO-GO] をタップします。GO/

NO-GO メニューが表示されます。

基本設定 (Basic)
2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。

  

3.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Parameter[ パラメータ ] を選択します。GO/NO-GO 判定
の ON/OFF 表示が ON になり、Judgement Setup[ 判定設定 ] ボタンが有効になります。

4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を
設定します。

  

判定区間
(+－で増減可能 )

判定条件の設定

GO/NO-GO 判定の ON/OFF

設定範囲内で、次のように設定可能
・ Time Range1 と Time Range2 の

間隔を保持する
・ Time Range1 と Time Range2 の

間隔を保持しない

判定のタイプを
Parameter に設定
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判定条件の設定 (Judgement	Setup)
5.  Judgement Setup[ 判定設定 ] をタップします。

・	 パターン設定 (Pattern	Setup)
6.  Pattern Setup[ パターン設定 ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  

判定基準

判定論理

波形パラメータ
表示しきれないパラメータは、スライドして表示
►8.1 節参照

対象波形 パラメータの上限値 /下限値

・	 シーケンス (Sequence)
7.  Sequence[ シーケンス ] タブをタップします。次の画面が表示されます。

  

アクション条件

シーケンス

外部スタートのON/OFF

取り込み回数
(+－で増減可能)

アクション (Action)
►13.1 節、3.1 節参照

13.2　波形パラメータで GO/NO-GO 判定をする
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14.1	 波形のズーム範囲を設定する

ここでは、波形を時間軸方向にズームするときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
 ズームウィンドウの表示 ON/OFF、ズーム率 (Time/div または Mag)、ズーム位置 ( ポジション )、 

ズームのリンク、表示フォーマット

 メモリーレコーダモードの場合、15 章をご覧ください。

► 機能編　「波形のズーム ( スコープモードだけ )」

Zoom_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的に Zoom1 または Zoom2 ウィンドウが表示されます。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  Zoom1 または Zoom2 をタップして、設定対象のズームウィンドウを選択します。
4.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

ズームボックス 1 の
ズーム位置 *2

(+－で増減可能 )

Zoom1 ウィンドウの表示フォーマット
表示しきれないフォーマットは、
スライドして表示タイムベース *1 が内部クロック信号の場合

タイムベース *1 が外部クロック信号の場合
表示しきれないズーム率は、
スライドして表示

ズーム対象ウィンドウ

Zoom1 を選択

Zoom2 を選択

ズームボックス 2 の
ズーム位置 *2

(+－で増減可能 ) Zoom2 ウィンドウの表示フォーマット
表示しきれないフォーマットは、
スライドして表示

ズームのリンク
・ ズームボックス 1 と 2 の位置関係を保持する

ズームボックス 1 と 2 のズーム率設定の
相対位置を保持する

・ ズームボックス 1 と 2 の位置関係を保持しない
ズームボックス 1 と 2 のズーム率設定の
相対位置を保持しないZoom1 ウィンドウの ON/OFF

Zoom2 ウィンドウの ON/OFF

Zoom1 のズーム率

タイムベース *1 が内部クロック信号の場合
タイムベース *1 が外部クロック信号の場合

表示しきれないズーム率は、
スライドして表示

*1 タイムベースの設定ついては、3.1 節をご覧ください。
*2 ズーム位置には、ズームボックスの中央の位置を設定します。

Zoom2 のズーム率

ズームのリンク ►上図参照

第 14 章 波形のズーム ( スコープモードだけ )
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14.2	 波形の表示条件を設定する

ここでは、波形を時間軸方向にズームするときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
 メイン画面の表示割合、画面レイアウト、ズーム対象波形、波形パラメータの自動測定範囲の変更

 メモリーレコーダモードの場合、15 章をご覧ください。

► 機能編　「波形のズーム ( スコープモードだけ )」

Zoom_ 共通設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的に Zoom1 または Zoom2 ウィンドウが表示されます。

2.  Common Setup[ 共通設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

メイン画面の
表示割合

波形パラメータの
自動測定範囲の変更画面レイアウト

ズーム対象波形

ズーム対象波形の設定 (Allocation)
4.  Allocation[ アロケーション ] をタップします。次の画面が表示されます。

  

全チャネルをズーム対象ONに設定

全チャネルをズーム対象OFF に設定

ズーム対象波形
設定可能な波形のチャネルが表示
されます。
ズームの対象にするチャネルに✓
を付けて、ONに設定します。
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波形パラメータの自動測定範囲の変更 (Fit	Measure	Range)
4.  Fit Measure Range[ パラメータ測定範囲を合わせる ] をタップします。次の画面が表示されま

す。

  波形パラメータの自動測定範囲をズームボックス 1に合わせる

波形パラメータの自動測定範囲をズームボックス 2に合わせる

 波形パラメータの自動測定範囲については、8.1 節をご覧ください。

14.2　波形の表示条件を設定する
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14.3	 ズーム位置をオートスクロールする

ここでは、ズーム位置をオートスクロールするときの次の操作について説明しています。

スコープモードの場合に適用
 オートスクロール対象波形、スクロールの方向、左右端へのジャンプ、スクロールのスピード

 メモリーレコーダモードの場合、15 章をご覧ください。

► 機能編　「オートスクロール (Auto Scroll)」

Zoom_ オートスクロールメニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的に Zoom1 または Zoom2 ウィンドウが表示されます。

2.  オートスクロール [Auto Scroll] タブをタップします。
3.  Target[ 対象 ] ボタンをタップして、オートスクロールの対象ズームを Zoom1 または Zoom2

から選択します。
4.  各ボタンをタップします。タップしたボタンに従い、ズーム位置がスクロールします。

スクロールのスピードを変更するときは、Speed[ スピード ] の値をタップします。表示される入力ボック
スを操作して、スクロールのスピードを設定します。

  

オートスクロール
対象波形を選択

左方向にスクロール開始

右方向にスクロール開始

左端へジャンプ

右端へジャンプ

スクロール
停止

スクロールのスピード
(＋－で増減可能 )
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15.1	 波形の表示範囲とズーム範囲を設定する

ここでは、波形を時間軸方向にズームするときの次の設定について説明しています。

メモリーレコーダモードの場合に適用
 ズームウィンドウの表示 ON/OFF、ズーム率 (Time Range)、ズーム位置 ( ポジション )、表示フォー

マット

 スコープモードの場合、14 章をご覧ください。

► 機能編　「波形の表示位置とズーム ( メモリーレコーダモードだけ )」

Zoom_ 基本設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的にズームウィンドウが表示されます。

2.  Basic[ 基本設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

・ タイムベース *1 が 内部クロック信号の場合

   
ズーム位置 *2

(+－で増減可能 )
ズームウィンドウの表示フォーマット
表示しきれないフォーマットは、スライドして表示

ズーム率
表示しきれないズーム率は、
スライドして表示

ズームウィンドウのON/OFF

・ タイムベース *1 が 外部クロック信号の場合

   
ズーム位置 *2

(+－で増減可能 )
ズームウィンドウの表示フォーマット
表示しきれないフォーマットは、スライドして表示

ズーム率
表示しきれないズーム率は、
スライドして表示

ズームウィンドウのON/OFF

*1 タイムベースの設定については、3.2 節をご覧ください。
*2 ズーム位置には、ズームボックスの中央の位置を設定します。

第 15 章 波形の表示範囲とズーム ( メモリーレコーダモードだけ )
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15.2	 波形の表示条件を設定する

ここでは、波形を時間軸方向にズームするときの次の設定について説明しています。

メモリーレコーダモードの場合に適用
 ズームウィンドウの表示 ON/OFF、メイン画面の表示割合、画面レイアウト、ズーム対象波形、
 波形パラメータの自動測定範囲の変更

 スコープモードの場合、14 章をご覧ください。

► 機能編　「波形の表示位置とズーム ( メモリーレコーダモードだけ )」

Zoom_ 詳細設定メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的にズームウィンドウが表示されます。

2.  Detail[ 詳細設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目を

設定します。

  

メイン画面の
表示割合 画面レイアウト

ズーム対象波形

ズームウィンドウのON/OFF

ズーム対象波形の設定 (Allocation)
►14.2 節参照
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15.3	 ズーム位置をオートスクロールする

ここでは、ズーム位置をオートスクロールするときの次の操作について説明しています。

メモリーレコーダモードの場合に適用
 ズームウィンドウの表示 ON/OFF、スクロールの方向、左右端へのジャンプ、スクロールのスピード

 スコープモードの場合、14 章をご覧ください。

► 機能編　「オートスクロール (Auto Scroll)」

Zoom_ オートスクロールメニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Zoom[ ズーム ] をタップします。Zoom [ ズーム ] メ

ニューが表示されます。
このとき、自動的にズームウィンドウが表示されます。

2.  オートスクロール [Auto Scroll] タブをタップします。
3.  各ボタンをタップします。タップしたボタンに従い、ズーム位置がスクロールします。

スクロールのスピードを変更するときは、Speed[ スピード ] の値をタップします。表示される入力ボック
スを操作して、スクロールのスピードを設定します。

  

ズームウィンドウの
ON/OFF

スクロールのスピード
(＋－で増減可能 )

左方向にスクロール開始

右方向にスクロール開始

左端へジャンプ

右端へジャンプ

スクロール
停止
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16.1	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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 )、パターン番号、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
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Search[ サーチ ] をタップします。Search[ サーチ ]

メニューが表示されます。
2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Edge[ エッジ ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  検索開始点 /終了点
(+－で増減可能 )

Edge に設定

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

検索条件

検索を実行

・ スコープモードのときは、Search メニューを開いたときに自動的に Zoom1 ウィンドウが表示
されます。

・ メモリーレコーダモードのときは、Search メニューを開いたときに自動的に Zoom ウィンドウ
は表示されません。Zoom ウィンドウを表示する設定操作については、15 章をご覧ください。

・ スコープモードとメモリーレコーダモードのどちらも、検索対象は Main ウィンドウの波形です。

第 16 章 波形のサーチ
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検索条件の設定 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] ボタンをタップします。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。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

CH1～ CH4、	16CH	VOLT、	16CH	TEMP/VOLT、	CAN*1、	CAN	FD*1、	LIN*1、	SENT*1、	GPS*2 を
サーチ対象波形にした場合

  

ヒステリシス

エッジ極性

サーチ対象波形

レベル (＋－で増減可能 )

検索回数 (＋－で増減可能 )

*1 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。

*2 GPS 機能が ON で、位置情報の設定が Latitude、Longitude、Altitude、Velocity、Direction のとき、
このメニューで設定します。

16.1　エッジで検索する
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ロジック CHをサーチ対象波形にした場合
・ CH5、CH6 のとき
・ 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
・ GPS 機能が ON で、位置情報の設定が Status のとき

  各ビットの極性

サーチ対象波形 ( ロジック CH)

検索回数 (＋－で増減可能 )

16.1　エッジで検索する
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検索の実行 (Execute)
6.  Execute[ 実行 ] ボタンをタップします。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。

7.  パターン番号を設定して、その検索点を中心に波形を表示します。

  

検索を実行

パターン番号
(+－で増減可能 )

設定した検索条件に一致した箇所が見つかったとき

メモリーレコーダモードの場合

スコープモードの場合

16.1　エッジで検索する
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16.2	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Search[ サーチ ] をタップします。Search[ サーチ ]

メニューが表示されます。
2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Event[ イベント ] を選択します。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

イベント番号
(+－で増減可能 )

Event に設定 検索を実行

検索の実行 (Execute)
4.  Execute[ 実行 ] ボタンをタップします。指定したイベント番号を中心に、波形をズームウイン

ドウに表示します。
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16.3	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 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
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Search[ サーチ ] をタップします。Search[ サーチ ]

メニューが表示されます。
2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Logic Pattern[ ロジックパターン ] を選択します。
3.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

検索開始点 / 終了点
(+－で増減可能 )
►16.1 節参照

Logic Pattern に設定 検索を実行
►16.1 節参照

検索条件

パターン番号
(+－で増減可能 )
►16.1 節参照

検索条件の設定 (Setup)
4.  Setup[ 設定 ] ボタンをタップします。Setup[ 設定 ] 画面が表示されます。
5.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  各ソースビット

検索回数 (＋－で増減可能 )

サーチ対象波形 ( ロジック CH)
・ CH5、CH6 のとき
・ 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
・ GPS 機能が ON で、位置情報の設定が Status のとき
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16.4	 年月日時刻で検索する

ここでは、年月日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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 検索タイプ、検索対象 ( 年月日時刻 )

► 機能編　「時刻サーチ (Time)」

Search_Time メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > Search[ サーチ ] をタップします。Search[ サーチ ]

メニューが表示されます。
2.  Type[ タイプ ] ボタンをタップして、Time[ 時刻 ] を選択します。
3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

検索条件Time に設定 検索を実行

検索条件の設定
4.  yyyy/mm/dd hh:mm:ss[yyyy/mm/dd hh:mm:ss]* をタップします。Setup[ 設定 ] 画面が表示さ

れます。
* 設定されている年月日時刻が表示されます。

5.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  
年月日時刻

検索の実行 (Execute)
6.  Execute[ 実行 ] ボタンをタップします。指定した年月日時刻を中心に、波形をズームウインド

ウに表示します。
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第 17 章 ヒストリ波形 ( スコープモードだけ )

17.1	 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ー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。

スコープモードの場合に適用
 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 / 終了番号 )、タイムスタンプ

一覧の表示、全ヒストリ波形の消去

 メモリーレコーダモードの場合、これらの設定項目はありません。

► 機能編　「ヒストリ波形の表示 ( スコープモードだけ )」

History メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > History[ ヒストリ ] をタップします。History[ ヒストリ ]

メニューが表示されます。
2.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

  

表示モード

ハイライト表示 *
(＋－で増減可能 )

ヒストリ波形の一覧

表示範囲
(＋－で増減可能 )

* 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。

すべてのヒストリ波形の消去を実行

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/End Record で指定

Note
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ーが確保できない場合、実行でき
ません。
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17.1　ヒストリ波形を表示する

ヒストリ波形の一覧 (List)
3.  List[ リスト ] をタップします。次の画面が表示されます。

 リストから選択したデータをタップすると、タップしたデータの波形が表示されます。

  

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

日付

表示しきれないデータは、
スライドして表示

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。
・ SD 記録を実行しているときは、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ー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。

・ 電源をオフにすると、ヒストリ波形は消失します。
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第 18 章 位置情報 (GPS)

18.1	 位置情報を取得する

ここでは、GPS(Global Positioning System) で位置情報を取得するときの次の設定について説明してい
ます。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 位置情報の取得の ON/OFF、時刻同期機能の ON/OFF、GPS から得られる時刻と本機器を使用する

地域の時刻との時差

► 機能編　「位置情報 (GPS)」

GPS メニュー
1.  波形画面の MENU から Analysis[ 解析 ] > GPS[GPS] をタップします。GPS[GPS] メニューが表

示されます。
2.  各項目をタップして、設定または実行します。

  
GPS から得られる時刻と
本機器を使用する地域の時刻との時差
(＋－で増減可能 )

位置情報の取得
のON/OFF

時刻同期機能の
ON/OFF



19-1IM DL350-02JA

第 19章	 イーサネット通信

19.1	 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、ETHERNET ポートがあります。
項目 仕様
通信ポート数 1
電気的・機械的仕様 IEEE802.3 準拠
伝送方式 Ethernet(100BASE-TX/10BASE-T)
通信プロトコル TCP/IP
対応サービス サーバー：HTTP(Web)、VXI-11

クライアント：FTP(Net Drive)、SMTP(Mail)、SNTP、DHCP、DNS
コネクタ形式 RJ-45 モジュラジャック

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 STP(Shielded Twisted-Pair) ケーブルを
使用してください。
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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 ポートに、STP ケーブルの片方のコネクタを接続します。
3.  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。

    

100BASE-TX対応の変換器(ハブやルータ)

STPケーブル
(ストレートケーブル)

DL350PC

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 ポートに、STP ケーブルの片方のコネクタを接続します。
3.  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。

    

100BASE-TX対応の変換器(ハブやルータ)

STPケーブル
(ストレートケーブル)

DL350 PC

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 (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。

19.1　本機器をネットワークに接続する
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19.2	 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 の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ DHCP(IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウエイ )
・ DNS( ドメイン名、DNS サーバーの 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
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。

TCP/IP の設定 (TCP/IP)
2.  TCP/IP[TCP/IP] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  

DHCP が ON のときは設定できません。
・IP アドレス
・サブネットマスク
・デフォルトゲートウエイ

DNS が Auto、 OFF のときは設定でき
ません。

・ドメイン名
・ DNS サーバーの IP アドレス

（プライマリ、セカンダリ )

DNS が OFF のときは設定できません。
・ ドメインサフィックス ( プライマリ、セカンダリ )

DHCP の ON/OFF

設定反映を実行

DNS の OFF、ON、Auto*
*  Auto は、DHCP が ON のときに表示

DHCP が OFF のときに設定

DNS が ON のときに設定

DNS が ON または Auto のとき設定

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 サーバーの 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 サーバー

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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19.3	 PC で本機器の画面をモニターする (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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 ユーザー名、パスワード、タイムアウト時間、PC からの接続

► 機能編　「Web サーバー (Web Server)」

Utility_Network メニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。

Webサーバーの設定 (Web	Server)
2.  Web Server[Web サーバ ] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  設定反映を実行

・ユーザー名 (15 文字以内 )

・パスワード (15 文字以内 )

PC から本機器にアクセスするための設定

・ タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )
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19.4	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 FTP サーバー ( ファイルサーバー )、ログイン名、パスワード、FTP パッシブモードの ON/OFF、タ

イムアウト時間、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
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。

ネットワークドライブの設定と接続 (Net	Drive)
2.  Net Drive[Net Drive] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

 

ネットワークドライブとの接続を切断

・ タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )

・ FTP パッシブモードの ON/OFF

・ パスワード (15 文字以内 )

・ ログイン名 (15 文字以内 )

ネットワークドライブに接続

ネットワークドライブに接続するための設定
・ FTP サーバー (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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19.5	 メール送信の設定をする (SMTPクライアント )

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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 メールサーバー、メール送信先アドレス、コメント、イメージデータ添付、タイムアウト時間、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
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。

メールの設定 (Mail)
2.  Mail[ メール ] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  

メールのテスト送信の実行

タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )

イメージデータ添付のON/OFF

コメント

メール送信先アドレス

メールサーバー (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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19.6	 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 SNTP サーバー、タイムアウト時間、自動調整の ON/OFF、時刻調整の実行

► 機能編　「SNTP(SNTP)」

Utility_Network メニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。

SNTP の設定 (SNTP)
2.  SNTP[SNTP] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示される入力ボックスを操作して、各項目を設定します。

  時刻調整を実行

タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )

自動調整のON/OFF

SNTP サーバー (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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19.7	 VXI-11 の設定をする

ここでは、VXI-11 を使って本機器がネットワーク接続しているとき、本機器にアクセスがない場合の
タイムアウト時間を設定する方法について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 タイムアウト時間

► 機能編　「VXI11(VXI11)」

Utility_Network メニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Network[ ネットワーク ] をタップします。

ネットワーク画面が表示されます。
2.  VXI11[VXI11] タブをタップします。

3.  Time Out[ タイムアウト ] をタップします。表示される入力ボックスを操作して、タイムアウ
ト時間を設定します。

  

タイムアウト時間 (＋－で増減可能 )
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20.1	 日付 / 時刻を設定する

日付 / 時刻の設定操作については、別冊のスタートガイド (IM DL350-03JA) をご覧ください。

第 20 章 その他の操作
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20.2	 LCD を設定する

ここでは、LCD を調整するときの次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 液晶画面の消灯、液晶画面のオートオフの ON/OFF、オートオフ時間、明るさの調整

► 機能編　「システム設定 (System Configuration)」

Utility_Systemメニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > System[ システム ] をタップします。シス

テム画面が表示されます。

LCD 設定 (LCD	Setup)
2.  LCD Setup[LCD 設定 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目

を設定します。

 明るさの調整

液晶画面のオートオフの ON/OFF

オートオフ時間 (＋－で増減可能 )

DC 電源時

バッテリ電源時

明るさの調整

オートオフ時間 (＋－で増減可能 )

液晶画面のオートオフの ON/OFF

液晶画面の消灯
画面をタップ、または電源スイッチ
を除く任意のキーを押すと点灯
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20.3	 メッセージ言語、メニュー言語、USBを設定する

ここでは、言語、USB 通信機能の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
 メッセージ言語、メニュー言語、USB 通信機能、USB キーボードの言語、USB キーボードの入力

► 機能編　「システム設定 (System Configuration)」

Utility_Systemメニュー
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > System[ システム ] をタップします。シス

テム画面が表示されます。

言語、USB 通信機能、USB	キーボードの設定 (Others)
2.  Others[ その他 ] タブをタップします。
3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  

USB 通信機能

USB キーボードの言語

メニュー言語

メッセージ言語

USB キーボードの入力
( メニュー言語またはメッセージ言語の
どちらか一方でも Japanese に設定され
ているとき、表示される項目です。)
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20.4	 本機器にオプションを追加する

付加仕様 ( オプション ) の追加操作については、別冊のスタートガイド (IM DL350-03JA) をご覧くださ
い。
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20.5	 環境設定をする

ここでは、次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ ロジック ( ロジックチャネルの表示方法、カーソルの読み取り順序、ビットデータの表示順序 )
・ ターミナル ( リモート信号の HIGH エッジ (STOP) の有効 / 無効、トリガ出力信号 )
・ キー / タッチ ( スタート / ストップキーの応答時間、キー / タッチプロテクト )
・ メニュー ( 表示の基調色、チャネル情報、カスタムメニュー )
・ その他 ( カーソル値の読み方、アクション実行時のデータ保存先の設定、電源オフ時のバックアッ

プの ON/OFF、エラー時のビープの ON/OFF)

► 機能編　「環境設定 (Preference)」

Utility_Preference メニュー (Preference)
1.  波形画面の MENU から Utility[ ユーティリティ ] > Preference[ 環境設定 ] をタップします。環

境設定画面が表示されます。

ロジック設定 (Logic)
2.  Logic[ ロジック ] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  

ロジックチャネルの
表示方法

カーソルの読み取り順序

ビットデータの表示順序
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外部入出力端子の設定 (Terminal)
2.  Terminal[ ターミナル ] タブをタップします。

3.  各項目をタップして、設定または実行します。

  

トリガ出力信号の種類

リモート信号の HIGH エッジ (STOP) の有効 (ON)/ 無効 (OFF)

トリガ出力信号を Pulse にしたとき

  
Pulse に設定

パルス幅

トリガ出力信号を Sample	Pulse にしたとき

  

Sample Pulse に設定

「パルスレート」をタップすると表示されるリスト

パルスレート

* 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 )
より速い周波数には、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。

表示しきれないパルスレートは、
スライドして表示

20.5　環境設定をする
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スタート /	ストップキーの応答時間、キー /	タッチプロテクトの設定	
(Key/Touch)

2.  Key/Touch[ キー / タッチ設定 ] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) または入力ボックスを操作して、各項目
を設定します。

  

スタート / ストップキーの
応答時間

プロテクト対象

パスワードによる解除の ON/OFF

パスワード (8 文字以内 )

キー / タッチプロテクトを実行

20.5　環境設定をする



20-8 IM DL350-02JA

表示の基調色、チャネル情報、カスタムメニューの設定 (Menu)
2.  Menu[ メニュー設定 ] タブをタップします。

3.  各項目をタップします。表示されるリスト ( 選択肢 ) を操作して、各項目を設定します。

  

表示の基調色

チャネル情報

カスタムメニュー

「カスタムメニュー」をタップすると表示されるリスト
操作モード(スコープモード/メモリーレコーダモード)によって、
カスタムメニューのリストが変わります。

表示しきれないメニューは、
スライドして表示

カスタムメニューを Save にしたとき

  
保存タイプ

Save に設定

カスタムメニューを Load にしたとき

  
読み込み項目

Load に設定

20.5　環境設定をする
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カーソル値の読み方、アクション実行時のデータ保存先、
電源オフ時のバックアップ、エラー時のビープ音 (Others)

2.  Others[ その他 ] タブをタップします。

3.  各項目をタップして、設定します。

  

カーソル値の読み方

アクション実行時のデータ保存先
・ON：自動的に作成される日付フォルダに
   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

電源オフ時のバックアップのON/OFF

エラー時のビープ音のON/OFF

20.5　環境設定をする
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