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はじめに
このたびは、スコープコーダ DL950 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、DL950 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、本機器のマニュアルとして、iii ページの「マニュアルの構成」に示
すマニュアルがあります。あわせてお読みください。

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。

商標
・ Microsoft、Windows、WIndows 8.1、WIndows 10、および Windows 11 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。
・ 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。

4th Edition: January 2023 (YMI)
All Rights Reserved. Copyright © 2021 Yokogawa Test & Measurement Corporation
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マニュアル構成
本機器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
DL950 スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 機能編 ]

IM DL950-01JA 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。

DL950 スコープコーダ 
ユーザーズマニュアル [ 操作編 ]

IM DL950-02JA 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。

DL950 スコープコーダ 
スタートガイド

IM DL950-03JA 印刷物で提供しています。
本機器の取り扱い上の注意、共通操作、困ったとき
の対処方法、仕様について記述しています。

DL950 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 DL950-17JA 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、設定
方法や、インタフェースを使って PC から本機器を
コントロールするコマンドについて説明していま
す。

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

DL950 ScopeCorder IM DL950-92Z1 中国向け文書
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。

CD に収録されているマニュアル
付属の CD( マニュアル CD) には、次の日本語のマニュアルと英語のマニュアルが収録されていま
す。
ファイル名 マニュアル No. 内容
機能編・操作編 .pdf IM DL950-01JA

IM DL950-02JA
ユーザーズマニュアル [ 機能編 ] とユーザーズマニュア
ル [ 操作編 ] です。

通信インタフェース .pdf IM DL950-17JA 通信インタフェース ユーザーズマニュアルです。

オンラインヘルプ
ユーザーズマニュアル [ 機能編 ](IM DL950-01JA) と同様の内容が、ヘルプとして本機器に組み込ま
れています ( 内容を一部省略している場合があります )。ヘルプの操作方法については、スタート
ガイド (IM DL950-03JA) の 4.11 節をご覧ください。
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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
本書では、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 ( ファイルの容量 )
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第 1 章 

セットアップ

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル

SETUP キー

矢印キー

ソフトキータッチパネル

APPLICATION キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

1.1 操作モードを設定する ✓ ✓
1.2 設定を初期化 ( イニシャライズ ) する ✓ ✓
1.3 オートセットアップをする ✓ ✓
1.4 アプリケーションメニューで設定する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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1.1 操作モードを設定する
ここでは、操作モード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
操作モードの設定

►	機能編　「操作モード (Recorder	Mode	Switch/Scope	Mode	Switch)」

SETUP 画面
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>SETUP[ 設定 ] をタップするか、SETUP キ－を押します。

 
操作モードの設定

スコープモードのとき メモリーレコーダモードのとき

操作モードの設定

2.  スコープモードからメモリーレコーダモードに切り替えるときは Recorder Mode Switch[ レ
コーダモード切替 ]、メモリーレコーダモードからスコープモードに切り替えるときは Scope 
Mode Switch[ スコープモード切替 ] をタップするか、対応するソフトキーを押します。確認
のメッセージが表示されます。

3.  OK をタップするか、矢印キーで OK を選択して SET キ－を押します。

スコープモード (Scope Mode)
Time/Div とレコード長で、時間軸を設定するモードです。オシロスコープで一般的な時間軸の設
定方法です。画面背景色の設定 (5.4 節 ) の初期値は黒です。

メモリーレコーダモード (Recorder Mode)
測定時間とサンプリング間隔で、時間軸を設定するモードです。レコーダで一般的な時間軸の設
定方法です。画面背景色の設定 (5.4 節 ) の初期値は白です。
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1.2 設定を初期化 ( イニシャライズ ) する
ここでは、設定した内容を工場出荷時の設定に戻す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
設定の初期化

►	機能編　「設定を初期値に戻す (Initialize)」

SETUP 画面
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>SETUP[ 設定 ] をタップするか、SETUP キ－を押します。

 

設定の初期化

2.  Initialize[ 初期化 ] をタップするか、ソフトキーを押します。確認メッセージが表示されます。
3.  OK をタップするか、矢印キーで OK を選択して SET キ－を押します。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
• 言語設定
• 操作モード
• ネットワークの設定
• 起動したときの状態 ( スタンバイ起動 / 即時起動 )
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1.3 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
オートセットアップの実行

►	機能編　「オートセットアップ (Auto	Setup)」

SETUP 画面
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>SETUP[ 設定 ] をタップするか、SETUP キーを押します。

 

オートセットアップ

2.  Auto Setup[ オートセットアップ ] をタップするか、ソフトキーを押します。確認メッセージ
が表示されます。

3.  OK をタップするか、矢印キーで OK を選択して SET キーを押します。オートセットアップが
実行されます。
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1.4 アプリケーションメニューで設定する
ここでは、あらかじめ登録されている測定目的などに合わせて、本機器を簡単に設定する方法に
ついて説明します。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
アプリケーションメニューでの設定

►	機能編　「アプリケーション (APPLICATION)」

APPLICATION メニュー
1.  波形画面の MENU から APPLICATION[ アプリケーション ] をタップするか、APPLICATION キー

を押します。

 

お気に入りの表示欄

お気に入りへの登録

あらかじめ用意されて
いるアプリケーション

お気に入りの編集
2.  Edit Favorites[ お気に入りの編集 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで Edit 

Favorites[ お気に入りの編集 ] を選択して SET キーを押します。お気に入りの表示欄が登録可
能な状態になります。

 登録する枠をタップ

登録を終了

登録済みのアプリケーション

3.  アプリケーションを登録する枠をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで選択して
SET キーを押します。あらかじめ用意されているアプリケーションの一覧が表示されます。

 登録済みのアプリケーションを変更するときは、アプリケーションが登録されている枠をタッ
プするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで選択して SET キーを押します。アプリケーション
の一覧が表示されます。

4.  登録するアプリケーションをタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで選択して SET
キーを押します。アプリケーションがお気に入りに登録されます。
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5.  Back[ 戻る ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで Back[ 戻る ] を選択して SET キー
を押します。

 操作 1 の画面に戻ります。

 

高調波解析と回転角度
算出のアプリケーショ
ンを登録した例

アプリケーションの操作
代表的なアプリケーションの操作方法を説明します。

2.  アプリケーション一覧またはお気に入りから、設定するアプリケーションをタップするか、ジョ
グダイヤルまたは矢印キーで選択して SET キーを押します。アプリケーションの設定画面が表
示されます。

 

設定のステップ
左から右へ順番に設定
します。
設定したいステップを
直接タップして、設定
することも可能です。

設定メニューの表示

設定の終了

次のステップに進む

Note
設定条件によっては、設定する必要のない設定ステップは暗く表示され、スキップされます。暗く表示さ
れた設定ステップをタップしても設定画面は表示されません。

1.4　アプリケーションメニューで設定する
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3.  表示されている設定項目を設定し、次のステップに移る場合は、Next[ 次へ ] をタップするか、
ジョグダイヤルまたは矢印キーで Next[ 次へ ] を選択して SET キーを押します。

 直接、設定するステップをタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーでステップを選択し
たあと SET キーを押して、設定ステップを選択することもできます。

 
設定メニューの表示

設定の終了

次のステップに進む前のステップに戻る

設定のステップ

4.  最後のステップまで設定したあと、Finish[ 完了 ] をタップするかジョグダイヤルまたは矢印
キーで Finish を選択して SET キーを押します。設定が完了します。

設定の詳細について
各アプリケーションの設定項目の詳細は、それぞれの設定方法を説明している章や節をご覧くだ
さい。

1.4　アプリケーションメニューで設定する



第 2 章 
チャネル設定

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル

本章で使用するパネルキー
(RT MATH CH キーは除く )

矢印キー

ソフトキータッチパネル

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

2.1 電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 ) ✓ ✓
2.2 電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 ) ✓ ✓
2.3 温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 ) ✓ ✓
2.4 温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )) ✓ ✓
2.5 ひずみ測定の設定をする ✓ ✓
2.6 加速度測定の設定をする ✓ ✓
2.7 周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー / 電源周波数 / パルス幅 / パルス積算 / 速度 )

測定の設定をする
✓ ✓

2.8 ロジック信号測定の設定をする ✓ ✓
2.9 CAN、CAN FD バス信号のモニタの設定をする 

(/VCE モデル )
✓ ✓

2.10 LIN バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル ) ✓ ✓
2.11 SENT 信号のモニタの設定をする (/VCE モデル ) ✓ ✓
2.12 全チャネル設定メニューを表示する ✓ ✓
2.13 ディジタルフィルターを設定する (/G03、/G05 オプション ) ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。



2-2 IM DL950-02JA

2.1 電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モ
ジュール以外の場合 )

ここでは、電圧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
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ ズーム / ワイド方法 (DIV/SPAN) の切り替え
・ 縦軸のズーム ( 縦ズーム、オフセット値 )/ 表示範囲の上下限値
・ 調整 (DC オフセットキャンセル / ゲイン調整 )
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ サンプルレート
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度 (V/div)
・ 垂直ポジション

メモリーレコーダモードの場合
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ 調整 (DC オフセットキャンセル / ゲイン調整 )
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ サンプル間隔
・ リニアスケーリング
・ 測定レンジ
・ 垂直ポジション
・ 水平ポジション

►機能編　「電圧測定」
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チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。画面に波形が表示されているときは、設定したいチャネルの波形を直接タップし
ても選択できます。

 4CH モジュール (720254(4CH 1M16)/720256(4CH 10M16)) 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。

スコープモード

 4CH モジュールの表示

波形入力のON/OFF

表示ラベルの設定

「入力カップリングの設定」
参照

「プローブの減衰比 /電流 -
電圧換算比の設定」参照
「帯域制限 /ディジタル
フィルターの設定」参照 *

「表示設定」参照

「スコープモードでの表示範囲の
設定」参照

「調整 (DC オフセットキャンセル /
ゲイン調整 ) の設定」参照
反転表示のON/OFF

「サンプルレートの設定」参照

チャネル設定メニュー (2/2)

帯域制限の設定

「リニアスケーリングの設定」
参照

波形入力がONのチャネル ( 塗りつぶし )

/G03、/G05 モデル以外のチャネル設定
メニュー (1/2)

/G03、/G05 モデルのチャネル設定
メニュー (1/2)

設定しているチャネル

波形入力がOFF のチャネル
* 4CH モジュール (720254、720256) のときは帯域制限だけです。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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メモリーレコーダモード

 * 4CH モジュール (720254、720256) のときは帯域制限だけです。

波形入力のON/OFF

表示ラベルの設定

チャネル設定メニュー (2/2)

「入力カップリングの設定」
参照

「プローブの減衰比 /電流 -
電圧換算比の設定」参照
「帯域制限 /ディジタル
フィルターの設定」参照 *

「表示設定」参照

「メモリーレコーダモードでの表
示範囲の設定」参照
「調整 (DC オフセットキャンセル /
ゲイン調整 ) の設定」参照
反転表示のON/OFF

「リニアスケーリングの設定」参照

帯域制限の設定

「サンプル間隔の設定」参照

/G03、/G05 モデル以外のチャネル設定
メニュー (1/2)

/G03、/G05 モデルのチャネル設定
メニュー (1/2)

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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入力カップリングの設定
 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 DL950-03JA) の「7.15　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。

プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比の設定 (Probe)
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Probe[ プローブ ] をタップするか、ソフトキーを押します。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(0.0025V/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。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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帯域制限 / ディジタルフィルターの設定 (Filter　/G03、/G05 オプショ
ン )
入力モジュール 720254 と 720256 を挿入したチャネルは、帯域制限だけの設定です。

3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Filter[ フィルタ ] をタップするか、ソフトキーを押します。フィ
ルターの設定メニューが表示されます。

Note
720254、720256 を装着したチャネルは、Bandwidth[ 帯域制限 ] をタップするかソフトキーを押して、
帯域制限を設定します。

 

帯域制限を
LPF に設定
帯域の設定
( 設定できる帯域は
モジュールによって
異なります )

フィルタータイプの設定
(Gauss/Sharp/IIR/Mean/IIR-Lowpass)

インタポレート ( 補間 ) の ON/OFF

ローパスフィルター (LPF) の設定 ディジタルフィルター (Digital) の設定

帯域制限をDigital( ディジタル ) に設定

フィルタータイプの設定 (Filter Type)
Gauss、Sharp、IIR、IIR-Lowpass フィルターの設定
4.  Bandwidth[ 帯域制限 ] を Digital[ ディジタル ] に設定します。
5.  Filter Type[ フィルタタイプ ] をタップするか、ソフトキーを押します。Filter Type の設

定メニューが表示されます。

 

カットオフ周波数を設定

Gauss、Sharp、IIR、
IIR-Lowpass のいずれかに設定
Low-Pass または High-Pass の
どちらかに設定
(IIR-Lowpass のときは
Low-Pass に固定 )

バンド幅を設定
( 中心波長の設定によって、
設定できるバンド幅が変わり
ます )

Filter Band が Low-Pass、High-Pass のとき Filter Band が Band-Pass のとき

Gauss、Sharp、IIR、のいずれ
かに設定
Band-Pass に設定

フィルターの中心周波数を
設定

 Band-Pass は、中心周波数と、中心周波数の前後の周波数をバンド幅として設定します。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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移動平均 (Mean) の設定
4.  Filter Type を Mean[ 移動平均 ] に設定します。

  

Mean( 移動平均 ) に設定

タップ数の設定

移動平均フィルターのサンプル数の設定

帯域制限をDigital( ディジタル ) に設定

表示設定 (Display)
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Display[ 表示 ] をタップするか、ソフトキーを押します。表示

の設定メニューが表示されます。

 

 設定しているチャネルを登録する、表示グループを設定します。
 複数の表示グループに登録できます。
 表示グループの設定については、5 章の「画面表示」をご覧ください。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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スコープモードでの表示範囲の設定 (V Scale、V Zoom/Offset、Upper/ 
Lower)

DIV で設定
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、V SCALE[ 縦スケール ] を DIV に設定します。
4.  V Zoom/Offset[ 縦ズーム / オフセット ] をタップするか、ソフトキーを押します。

  

オフセット値の設定

拡大率の設定

スパンで設定
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、V SCALE[ 縦スケール ] を SPAN に設定します。
4.  Upper/Lower[ 上下限 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

  上限値の設定
下限値の設定

 上下限値の設定では、ジョグダイヤルのマークを何回かタップするか、SET キーを押し
て Upper と Lower の両方のマークをジョグダイヤルの対象にすると、上限値と下限値
の間隔を維持したまま、上限値と下限値を変更できます。

Note
・ 表示範囲の V/div が、測定範囲の V/div の上に表示されます。V Scale が DIV で倍率が x1 のときは、測

定範囲と同じため、表示されません。

 測定範囲の V/div
表示範囲の V/div

・ V Scale を DIV に設定すると、V/div の倍数で表示範囲が決まるため、V/div の変更に従って表示範囲も
変わります。

・ V Scale を SPAN に設定すると、表示範囲が固定されるため、V/div を変更しても表示範囲は変わりません。

メモリーレコーダーモードでの表示範囲の設定 (Upper/Lower)
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Upper/Lower[ 上下限 ] をタップするか、ソフトキーを押

します。

  上限値の設定
下限値の設定

Note
上下限値は、測定レンジの 10 倍を超えて設定できません。測定レンジを変更すると、上下限値が測
定レンジの 10 倍を超えてしまう場合は、自動的に上下限値が調整されます。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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調整 (DC オフセットキャンセル / ゲイン調整 ) の設定 (Adjustment)
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Adjustment[ 調整 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 
DC オフセット値の取り込みを実行

DC オフセットキャンセルの ON/OFF

ゲインの調整値 (0.9500 ～ 1.0500)

スキューの調整値 (-1.0µs ～ 1.0µs)
( 最高サンプルレートが 10 MS/s 以上のモジュールのとき )

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

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

サンプルレートの設定 (SampleRate、スコープモード )
スコープモードでは、チャネルごとにサンプルレートを設定できます。
波形取り込み条件の表示レコード長と T/div の設定で決められるサンプルレートを上限として、サ
ンプルレートを設定できます。
表示レコード長と T/div の設定で決められるサンプルレートが、各モジュールの最高サンプルレー
トを超える場合は、モジュールの最高サンプルレートまで設定できます。
10 MS/s 以上のモジュールが装着されている場合で、表示レコード長と T/div の設定で決められる
サンプルレートが、各モジュールの最高サンプルレートを超えるときは、10 MS/s まで設定できま
す。
不要なデータを取り込みたくないときなどに有効です。

サンプル間隔の設定 (Sample Interval、メモリーレコーダモード )
メモリーレコーダモードでは、チャネルごとにサンプル間隔を設定できます。
Acquire メニューで設定したサンプル間隔を上限として、サンプル間隔を設定できます。
不要なデータを取り込みたくないときなどに有効です。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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リニアスケーリングの設定 (Linear Scale)
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、Linear Scale[ リニアスケール ] をタップするか、ソフトキーを

押します。

 

スケーリング係数の設定
AX+B を選択

オフセットの設定

単位の設定

2点を設定する場合 (P1-P2)

計算式の傾きとオフセットを設定する場合 (AX+B)

数値表示のフォーマットの設定 (Exponent( 指数 ))

数値表示のフォーマットの設定 (Floating( 小数 ))
小数点以下の桁数の設定
補助単位の設定

数値表示のフォーマットの設定

P1の X値を現在の測定値に設定
P1-P2 を選択

P2 の X値を現在の測定値に設定

測定値

測定値 P1のスケール値

測定値 P2のスケール値

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ ) ( スコープモード )
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、SCALE ノブを回して垂直軸感度を設定します。
 波形取り込みストップ中に SCALE ノブを回すと、変更した垂直軸感度は、次に波形取り込み

をスタートしたときに有効になります。

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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測定レンジの設定 (SCALE ノブ ) ( メモリーレコーダモード )
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、SCALE ノブを回して測定レンジを設定します。
 波形取り込みストップ中に SCALE ノブを回すと、変更した垂直軸感度は、次に波形取り込み

をスタートしたときに有効になります。

Note
測定レンジを変更したことにより、上下限値が測定レンジの 10 倍を超えた場合、測定レンジの 10 倍を超
えないように、自動的に上下限値が調整されます。

波形の垂直ポジションの設定、水平ポジションの設定 ( 表示波形の移
動 )

スコープモード
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、選択したチャネルの波形が表示され

ている画面の中心付近を垂直軸方向にドラッグして、上下の矢印を表示します。矢印を
タップすると波形が移動します。矢印は、所定の時間が経過すると消えます。

  
波形が上方向に移動

波形が下方向に移動

 スコープモードで V SCALE が DIV のときは、チャネルを選択後、垂直 POSITION ノブを
回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
3.  2-3 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、選択したチャネルの波形が表示され

ている画面の中心付近を垂直軸方向にドラッグして上下の矢印を表示するか、水平軸方
向にドラッグして左右の矢印を表示します。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します。

  

左右の矢印

上下の矢印

画面を長押しして表示

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

波形表示を一時停止 (Hold)/ 一時停止解除 (Resume)
波形の取り込み中に画面を長押しした場合のみ表示

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

垂直軸方向にドラッグ

水平軸方向にドラッグ

画面をドラッグして表示

波形が上に移動

波形が下に移動

波形が左に移動 波形が右に移動

2.1　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュール以外の場合 )
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2.2 電圧測定の設定をする (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電圧測定するときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示更新周期
・ 全サブチャネル設定
 ( 表示ラベル、入力カップリング、ズーム / ワイド方法 (DIV/SPAN) の切り替え、縦軸のズーム ( 縦

ズーム、オフセット値 )/ 表示範囲の上下限値、リニアスケーリング )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ ズーム / ワイド方法 (DIV/SPAN) の切り替え
・ 縦軸のズーム ( 縦ズーム、オフセット値 )/ 表示範囲の上下限値
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ サンプルレート
・ リニアスケーリング
・ 垂直軸感度 (V/div)
・ 垂直ポジション

メモリーレコーダモードの場合
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示更新周期
・ 全サブチャネル設定
 ( 表示ラベル、入力カップリング、測定レンジ、表示範囲の上下限値、リニアスケーリング )

・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ 波形の反転表示の ON/OFF
・ サンプル間隔
・ リニアスケーリング
・ 測定レンジ

►機能編　「電圧測定」
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チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

スコープモード

波形入力のON/OFF

データ更新周期の設定

「全サブチャネルの設定」参照

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

サンプルレートの設定
►2.1 節参照

「サブチャネルの設定」参照

メモリーレコーダモード

波形入力のON/OFF

データ更新周期の設定

「全サブチャネル設定」
参照

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

サンプル間隔の設定
►2.1 節参照

「サブチャネル設定」
参照

2.2　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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全サブチャネルの設定 (All Sub Channel Setup)
3.  All Sub Channel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。全サ

ブチャネル設定の画面が表示されます。

4.  Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 電圧測定するときは、入力カップリングを DC か GND に設定します。

スコープモード

ズーム /ワイドの倍率設定
垂直ポジション

縦スケールまたは温度単位
ズーム /ワイドのオフセット設定

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。

表示しきれないチャネル
は、スライドして表示

表示項目は、選択され
たサブチャネルの入力
カップリングまたは縦
スケールの設定によっ
て変わります。
「リニアスケーリングの
設定」参照

「チャネルコピー」参照

縦スケールを SPAN にすると、Offset、Position、V Zoom の
各設定項目が、Upper、Lower に変わります。

スクロールバー

メモリーレコーダモード

表示範囲の上限値

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

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。

表示項目は、選択された
サブチャネルの入力カッ
プリングの設定によって
変わります。
「リニアスケーリングの設
定」参照

「チャネルコピー」参照

表示範囲の下限値

スクロールバー

2.2　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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リニアスケーリングの設定 (Linear Scale)
5.  Linear Scale[ リニアスケール ] をタップするか、ソフトキーを押します。リニアスケー

リング設定の画面が表示されます。設定項目の詳細な内容については、2.1 節の「リニ
アスケーリングの設定」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」
参照

チャネルコピー (Copy to)
7.  Copy to[ コピー ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

全サブチャネルをONに設定
全サブチャネルをOFF に設定

コピー先のサブチャネル番号をチェック

コピーの実行

コピー元になるサブチャネルを設定

 Setup( 設定 )、Linear Scale( リニアスケール ) の設定がコピーされます。

2.2　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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サブチャネル設定 (Sub Channel)
3.  Sub Channel[ サブチャネル ] をタップするか、ソフトキーを押します。サブチャネル設定の画

面が表示されます

スコープモード

表示範囲の設定▶2.1 節参照

反転表示のON/OFF

リニアスケーリングの設定
▶2.1 節参照

サブチャネルの選択

表示設定 ▶2.1 節参照

入力カップリングの設定▶2.1 節参照

メモリーレコーダモード

表示設定▶2.1 節参照

反転表示のON/OFF

サブチャネルの選択

リニアスケーリングの設定 ▶2.1 節参照

入力カップリングの設定▶2.1 節参照

表示範囲の設定▶2.1 節参照

2.2　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ ) ( スコープモードで V SCALE が DIV
のとき )
►2.1 節参照

測定レンジの設定 (SCALE ノブ ) ( メモリーレコーダモード、スコープ
モードで V SCALE( 縦スケール ) が SPAN のとき )
►2.1 節参照

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

2.2　電圧測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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2.3 温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モ
ジュール以外の場合 )

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
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 熱電対の種類
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ 温度単位
・ サンプルレート / サンプル間隔
・ 温度設定 (RJC、バーンアウトの ON/OFF と Bmode、アッテネータの設定 )

►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 VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ]  をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 

波形入力のON/OFF

表示ラベルの設定

入力カップリングを TCに設定

熱電対の種類の設定 (K、E、J、
T、L、U、R、S、B、N、W、
Au7Fe)
帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

温度単位の設定 (℃、K)

「温度設定」参照

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

表示設定▶2.1 節参照

表示範囲の設定
▶2.1 節参照

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照
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温 度 設 定 (Temperature Setup)(RJC/ バ ー ン ア ウ ト の ON/OFF、
Bmode の設定 )
1.  Temperature Setup[ 温度設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 RJC の ON/OFF
バーンアウトのON/OFF

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

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

ここでは、16ch 温度 / 電圧入力モジュールで温度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
・ 波形入力の ON/OFF
・ データ更新周期
・ 全サブチャネル設定
 ( 表示ラベル、入力カップリング、熱電対の種類、単位、表示範囲の上下限値、RJC、バーンアウト )

・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ 単位
・ 温度設定 (RJC、バーンアウト )
・ サンプルレート / サンプル間隔

►機能編　「温度測定 (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 

波形入力のON/OFF

データ更新周期の設定

「全サブチャネルの
設定」参照

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

「サブチャネルの設定」
参照

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照
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全サブチャネルの設定 (All Sub Channel Setup)
3.  All Sub Channel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。全サ

ブチャネル設定の画面が表示されます。

RJC の ON/OFF
下限値の設定

単位 (℃、K)
上限値の設定熱電対の種類

入力カップリングを TCに設定
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。

表示しきれないチャネル
は、スライドして表示

表示項目は、選択され
たサブチャネルの入力
カップリングまたは縦
スケールの設定によっ
て変わります。
温度測定のサブチャネ
ルは設定の対象外です。

「チャネルコピー」参照

バーンアウトのON/OFF

チャネルコピー (Copy to)
4.  Copy to[ コピー ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

全サブチャネルをONに設定
全サブチャネルをOFF に設定

コピー先のサブチャネル番号をチェック

コピーの実行

コピー元になるサブチャネルを設定

 Setup( 設定 )、Linear Scale( リニアスケール ) の設定がコピーされます。

2.4　温度測定の設定をする (16ch 温度 / 電圧入力モジュールの場合 )
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サブチャネルの設定 (Sub Channel)
3.  Sub Channel[ サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 

熱電対の種類の設定 (K、E、J、T、L、U、R、S、B、N、W、Au7Fe)

「温度設定」参照

温度単位の設定 (℃、K)

サブチャネルの選択

表示設定 ▶2.1 節参照

入力カップリングを TCに設定

表示範囲の設定 ▶2.1 節参照

温度設定 (Temperature Setup)(RJC/ バーンアウトの ON/OFF)
4.  Temperature Setup[ 温度設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表

示されます。

 RJC の ON/OFF
バーンアウトのON/OFF

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

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

ここでは、ひずみ測定に関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ センサー設定
・ ひずみバランス実行
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の設定
・ レンジ単位
・ 波形の反転表示
・ サンプルレート / サンプル間隔の設定
・ リニアスケーリング
・ 測定レンジ

►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 VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 

波形入力のON/OFF

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

表示範囲の設定
▶2.1 節参照

反転表示のON/OFF

レンジ単位の設定
(µSTR、ｍV/V)

「センサーの設定」
参照
ひずみバランスの実行

表示ラベルの設定

「リニアスケーリングの設定」
参照 (701271 のシャントキャ
リブレーション )

帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

表示設定▶2.1 節参照

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照
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センサーの設定 (Sensor Setup)
3.  Sensor Setup[ センサー設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

 ブリッジ電圧の設定
ゲージ率の設定

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

 mV/V ＝ 0.5 × (µSTR/1000)

リニアスケーリングの設定 (Linear Scale)( シャントキャリブレーショ
ン )
3.  Linear Scale[ リニアスケール ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 ひずみモジュール 701270 の場合は、2.1 節のリニアスケーリングをご覧ください。
 ひずみモジュール 701271 の場合は、次の画面が表示されます。

 

2 点を設定する場合 (P1-P2)►2.1 節参照
計算式の傾きとオフセットを設定する場合 (AX+B)►2.1 節参照

数値表示のフォーマットの設定▶2.1 節参照

シャントキャリブレーション

リレー回路がOFF のときのひずみ量

リレー回路がONのときのひずみ量

リレー回路がOFF のときの入力値＊

リレー回路がONのときの入力値＊

*：シャントキャリブレーションを実行すると、それぞれの値が入力されます。

シャントキャリブレーションの実行

測定レンジの設定 (SCALE ノブ )
3.  チャネルを選択後、SCALE ノブを回して測定レンジを設定します。
 波形取り込みストップ中に SCALE ノブを回すと、変更した測定レンジは、次に波形取り込み

をスタートしたときに有効になります。

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

2.5　ひずみ測定の設定をする
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2.6 加速度測定の設定をする

ここでは、加速度測定に関する次の設定について説明しています。

スコープモードの場合
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 加速度センサへのバイアス電流供給の ON/OFF
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ ズーム / ワイド方法 (DIV/SPAN) の切り替え
・ 縦軸のズーム ( 縦ズーム、オフセット値 )/ 表示範囲の上下限値
・ ゲイン
・ 加速度センサの感度
・ サンプルレート
・ 加速度の単位
・ 垂直ポジション

メモリーレコーダモードの場合
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ 入力カップリング
・ 加速度センサへのバイアス電流供給の ON/OFF
・ フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ ゲイン
・ 加速度センサの感度
・ サンプル間隔
・ 加速度の単位
・ 垂直ポジション

►機能編　「加速度測定」
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チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

スコープモード

波形入力のON/OFF

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

加速度センサの感度の設定

ゲインの設定入力カップリング
を ACCEL に設定
バイアス電流供給の
ON/OFF

表示ラベルの設定

加速度の単位の設定

表示範囲の設定
▶2.1 節参照

帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

表示設定▶2.1 節参照

サンプルレートの設定
▶2.1 節参照

メモリーレコーダモード

波形入力のON/OFF

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

加速度センサの感度の設定

ゲインの設定入力カップリング
を ACCEL に設定
バイアス電流供給の
ON/OFF

表示ラベルの設定

加速度の単位の設定

表示範囲の設定
▶2.1 節参照

帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

表示設定▶2.1 節参照

サンプル間隔の設定
▶2.1 節参照

2.6　加速度測定の設定をする
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入力カップリングの設定 (Coupling)
加速度を測定する場合は、ACCEL に設定します。
電圧を測定する場合は、電圧測定の入力カップリングと同じです。►2.1 節参照

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

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

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

スコープモード
波形入力の ON/OFF
表示ラベル
FV 設定 ( 測定項目 )
入力条件
フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
表示設定 ( 表示グループ )
ズーム / ワイド方法 (DIV/SPAN) の切り替え
縦軸のズーム ( 縦ズーム、オフセット値 )/ 表示範囲の上下限値
サンプルレート
リニアスケーリング
垂直軸感度
垂直ポジション

メモリーレコーダモード
波形入力の ON/OFF
表示ラベル
FV 設定 ( 測定項目 )
入力条件
フィルター ( 帯域制限 / ディジタルフィルター )
表示設定 ( 表示グループ )
表示範囲の上限値 / 下限値
サンプル間隔
リニアスケーリング
垂直軸感度
垂直ポジション

►機能編　「周波数測定」
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チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

スコープモード

波形入力のON/OFF

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

「測定項目の設定」参照

「入力条件の設定」参照

表示ラベルの設定

リニアスケーリングの設定
▶2.1 節参照

帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

表示設定▶2.1 節参照

サンプルレートの設定
▶2.1 節参照

表示範囲の設定▶2.1 節参照

メモリーレコーダモード

波形入力のON/OFF

チャネル設定メニュー (1/2) チャネル設定メニュー (2/2)

「測定項目の設定」参照

「入力条件の条件」参照

表示ラベルの設定

リニアスケーリングの設定
▶2.1 節参照

帯域制限 /ディジタルフィル
ターの設定▶2.1 節参照

表示設定▶2.1 節参照

サンプル間隔の設定
▶2.1 節参照

表示範囲の設定▶2.1 節参照

2.7　周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー /電源周波数 /パルス幅 /パルス積算 /速度 ) 測定の設定をする
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測定項目の設定 (FV Setup)
3.  FV Setup[FV 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 測定対象が周波数または周期の場合

 

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

Frequency[ 周波数 ] または Period[ 周期 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

測定対象が回転数の場合

 

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

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

パルス / ローテートの設定

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

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

 
フィルタの設定 ( スムージング )

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

測定パルス (Positive、Negative) の設定

Time Out [タイムアウト] の設定
(720281のとき)

 測定対象が電源周波数の場合

 

センター周波数 (50Hz、60Hz、400Hz) の設定
Power Freq[ 電源周波数 ] に設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

 測定対象がパルス積算の場合

 

Pulse Integ[ パルス積算 ] に設定

単位 / パルスの設定
単位の設定

フィルタの設定 ( スムージング、パルス平均 )

オーバーリミットのリセットの ON/OFF
パルスカウントのマニュアルリセット

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

 

Velocity[ 速度 ] に設定
距離 /パルスの設定
時間単位 (Hour、Minute、Second) の設定
単位の設定

フィルタの設定(スムージング、パルス平均)

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

入力条件の設定 (Input Setup)
3.  Input Setup[ 入力設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

プリセット項目の設定
電圧レンジの設定

入力カップリングの設定

プローブの種類の設定
帯域制限の設定

スレショルドレベルの設定
ヒステリシス (　　、　　、　　) の設定
スロープ (　、　) の設定

チャタリング除去の設定

プリセット項目が Pull-up 5V のとき
プルアップの ON/OFF

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。

2.7　周波数 ( 回転数 / 周期 / デューティー /電源周波数 /パルス幅 /パルス積算 /速度 ) 測定の設定をする
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垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
►2.1 節参照

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

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

ここでは、ロジック測定に関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形入力の ON/OFF
・ 表示ラベル
・ ロジック設定
・ スキュー調整
・ サンプルレート / サンプル間隔
・ 倍率設定によるズーム / ワイド
・ 表示設定 ( 表示グループ )
・ 垂直ポジション

►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 VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 スキュー調整

「ロジックビットの設定」参照

波形入力のON/OFF

表示ラベルの設定

表示設定▶2.1 節参照

サンプルレートの設定 ( スコープモード )
サンプル間隔の設定(メモリーレコーダモード)
▶2.1 節参照

表示範囲の設定▶2.1 節参照
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ロジックビットの設定 (Bit Setup)
3.  Bit Setup[ ビット設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

各ビットの表示の ON/OFF とラベル名の設定
チャタリングの除去時間の設定

全ビットの表示を一括して OFF

全ビットの表示を一括して ON

ビットマッピング
 Fixed( 固定 )： 各ビットの設定にかかわらず、

表示位置を固定
 Auto( 自動 )： 各ビットの設定により、表示位

置を自動で設定

垂直軸感度の設定 (SCALE ノブ )
►2.1 節参照

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

2.8　ロジック信号測定の設定をする
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2.9 CAN、CAN FD バス信号のモニタの設定をする 
(/VCE モデル )

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

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形入力の ON/OFF
・ データフレームの読み取り設定 ( 全サブチャネル設定、全サブチャネルのファクタ / オフセッ

ト設定、ポート設定、定義ファイルの読み込み )
・ 各サブチャネルのスケール
・ 表示グループ
・ 1 ショット出力の設定と実行
・ 全サブチャネルのスケール
・ サンプルレート / サンプル間隔の設定
・ 環境設定

►機能編　「CAN、CAN	FD バス信号のモニタ (/VCE オプション )」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 CAN バスモニタモジュール (720240)、CAN & LIN バスモニタモジュール (720241)、
 CAN/CAN FD モニタモジュール (720242) の場合

 
「スケール、表示グループ

の設定」参照

波形入力の ON/OFF

2/2 メニューの表示

「データフレームの
読み取り設定」参照 全サブチャネルのスケール

設定
(All SubChannel Auto、
All SubChannel Default)

1 ショット出力を実行

1/2 メニューの表示

チャネル設定メニュー (2/2)チャネル設定メニュー (1/2)
「1 ショット出力の設定」

参照

「環境設定」参照

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照



2-37IM DL950-02JA

 CAN FD/ LIN モニタモジュール (720245) の場合
 720245 のときは、最初に Bus Type [ バスタイプ ] を CAN に設定してください。

 

「スケール、表示グループ
の設定」参照

波形入力の ON/OFF

2/2 メニューの表示

「データフレームの
読み取り設定」参照 全サブチャネルのスケール

設定
(All SubChannel Auto、
All SubChannel Default)

1 ショット出力を実行

1/2 メニューの表示

チャネル設定メニュー (2/2)チャネル設定メニュー (1/2)
「1 ショット出力の設定」

参照

「環境設定」参照

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照

「出力フォーマットの設定」
参照
Bus Type を CAN に設定

データフレームの読み取り設定 (CAN Port Configuration)
3.  CAN Port Configuration をタップするか、ソフトキーを押します。

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 )
4.  All SubChannel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

 

「定義ファイルの読み
込み」参照

CAN または CAN FD データの切り出し条件

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

「ポートの設定」参照

「全サブチャネル
Factor/Offset の設定」
参照

サブチャネルを一括で ON/OFF

「全サブチャネル
Multiplex の設定」参照
(720245 のとき )

「チャネルコピー」参照

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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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。

 CAN FD/ LIN モジュール (720245) の Port Setup の設定で、J1939 を ON にした場合の ID
は、J1939 に対応した設定になります。ID の項目をタップすると、次のメニューが表示
されます。

  

フォーマットの設定

設定が連動

 また、J1939 を ON にすると、各サブチャネルの Msg Fmt は XTD、Byte Order は Little
に固定されます。

全サブチャネル Factor/Offset の設定 (All SubChannel Factor/Offset - CAN ま
たは CAN FD データの変換条件 )
4.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] をタップするか、ソフト

キーを押します。次の画面が表示されます。

  

CAN または CAN FD データの変換条件

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。

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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全サブチャネル Multiplex の設定 (All SubChannel Multiplex Setup)　(CAN 
FD/ LIN モニタモジュール (720245) の場合 )
4.  All SubChannel Multiplex Setup[ 全サブチャネル Multiplex Setup] をタップするか、ソ

フトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

Multiplexor の設定 ( リストから選択 )
Multiplex Value の設定

CAN または CAN FD データのラベル、メッセージフォーマット、ID の設定
(All SubChannel Setup の設定と共通 )

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。
Multiplexor の設定
 Multiplexor の項目をタップすると、設定可能なサブチャネルが一覧表示されます。設

定可能なサブチャネルがないときは、次のような画面が表示されます。

表示されるリストからMultiplexor に
設定するサブチャネルを選択

現在設定しているサブチャネル

 Multiplexor に選択したサブチャネルの設定が、Multiplexor としての条件を満たしてい
ない理由と、関係する設定項目が表示されます。

 Multiplexor として設定できないサブチャネルを選択した場合は、設定項目は表示され
ません。違うサブチャネルを選択するか、画面を閉じて、選択したサブチャネルの設
定を確認してください。

Multiplexor として満たしていない条件
に関係する設定項目

Multiplexor としての条件を満たすと　　に変わり、条件を満たしていない理由が
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理由を表示

 設定項目を変更し、条件を満たすと、条件を満たしていない理由が消えます。設定画
面を閉じると、Multiplexor が設定されます。

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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 Multiplexor に設定したサブチャネルが、Multiplexor としての条件を満たしていない場
合は、Multiplexor の設定欄に条件を満たしていない印として「i」が表示されます。こ
のようなときは、再度 Multiplexor を設定してください。

条件を満たしていない印

ポートの設定 (Port Setup)
4.  Port Setup[ ポート設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。
 CAN バス信号のモニタ CAN バスモニタモジュール (720240)、CAN & LIN バスモニタモ

ジュール (720241) の場合 )

  

ビットレートの設定 (10k、20k、33.3k、50k、62.5k、66.7k、
83.3k、100k、125k、200k、250k、400k、500k、800k、1Mbps)
サンプルポイントの設定 (71％、78％、85％)
Sync Jump Width の設定 (1 ～ 4)
サンプル数の設定 (1、3)
Listen Only の ON/OFF
ターミネータの ON/OFF

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

  

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

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

CAN FD 規格の設定 (ISO、non-ISO)

サンプルポイントの設定 (65％～ 90％)

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

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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 CAN および CAN FD バス信号のモニタ (CAN FD/ LIN モニタモジュール (720245) の場合 )

  

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

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

CAN FD 規格の設定 (ISO、non-ISO)

サンプルポイントの設定 (65％～ 90％)

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

J1939 の ON/OFF

J1939 を ON にすると、各サブチャネルの Msg Fmt は XTD、Byte Order は Little に固定さ
れます。

定義ファイルの読み込み (Symbol File Load)
4.  Symbol File Load[ シンボルファイルロード ] をタップするか、ソフトキーを押します。

ファイルリストが表示されます。

5.  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、19.10 節をご覧ください。

6.  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。
7.  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。

チャネルコピー (Copy to)
4.  Copy to[ コピー ] をタップするか、ソフトキーを押します。

  

コピー元のサブチャネルの設定

すべてのサブチャネルをコピー先に設定

コピーの実行

コピー先を個々に設定

すべてのサブチャネルをコピー先から解除

5.  コピー元、コピー先を設定します。
6.  Execute をタップします。コピーが実行されます。

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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スケール、表示グループの設定 (Sub Channel)
3.  Sub Channel [ サブチャネル ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 

データ型 (Value Type) が Logic のとき

表示範囲の上限値の設定

オートスケール実行

デフォルトスケール実行

縦ズーム
表示範囲の 下限値の設定

オートスケール実行

デフォルトスケール実行

設定するサブチャネルの選択 設定するサブチャネルの選択

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

表示設定▶2.1 節参照 表示設定▶2.1 節参照

出力形式の設定 (Output Format、CAN FD/ LIN モジュール (720245)
の場合 )
3.  Outoput Format [ 出力形式 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 

Sample のとき

ドット表示のON/OFF

Timestamp のとき

4.  Output Format [ 出力形式 ] をタップして、Sample[ サンプル ] または Timestamp[ タイムスタ
ンプ ] のどちらかを設定します。
Sample： データ更新レートごとにデータを取得し、P-P 圧縮またはパルス補間して画面に

表示します ( 他のシリアルバスモニターモジュールと同じ表示方法です )。
Timestamp： 設定した ID の信号を取り込んだときにだけ、時刻情報とデータを取得し、画面

に波形を表示します。

5.  Timestamp のときは、ドット表示の ON/OFF を設定します。
 ON：表示範囲が 2000 点以下のときはドット表示。2000 点を超えるとパルス補間して表示
 OFF：パルス補間して表示
 

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )



2-43IM DL950-02JA

1 ショット出力の設定 (One Shot Out Setup)
3.  One Shot Out Setup をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

CAN フレームの 1 ショット出力 (CAN バスモニタモジュール (720240)、 CAN & LIN バスモニタモ
ジュール (720241) の場合 )

* フレームの設定が Data のときだけ

メッセージフォーマットの設定 (STD、XTD)
メッセージ IDの設定
フレームの設定 (Remote、Data)
データ部のバイトサイズの設定 (0 ～ 15)*

データの設定 *

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

* フレームの設定が Data のときだけ

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

メッセージタイプの設定
(CAN、CAN FD)

メッセージフォーマットの設定
(STD、XTD)

メッセージ ID の設定

データ部のバイトサイズの設定 (0 ～ 15)* 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

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
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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

環境設定 (Preference)
4.  Preference をタップするか、ソフトキーを押します。 次の画面が表示されます。

 Start Bit の表示形式
(Backward、Forward LSB、Forward MSB)

2.9　CAN、CAN	FD バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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2.10 LIN バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )

ここでは、LIN バス信号のモニタに関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形入力の ON/OFF
・ LIN フレームの読み取り設定 ( 全サブチャネル設定、全サブチャネルのファクタ / オフセット

設定、フレーム設定、ポート設定、定義ファイルの読み込み )
・ 各サブチャネルのスケール
・ 表示グループ
・ 全サブチャネルのスケール
・ サンプルレート / サンプル間隔の設定

►機能編　「LIN バス信号のモニタ (/VCE オプション )」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

  CAN & LIN バスモニタモジュール (720241) の場合

 

波形入力の ON/OFF

2/2 メニューの表示

「スケール、表示グループの設定」
参照

「LIN フレームの読み取り設定」
参照

チャネル設定メニュー (1/2)

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

チャネル設定メニュー (2/2)

1/2 メニューの表示

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照
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 CAN FD/LIN モニタモジュール (720245) の場合
 720245 のときは、最初に Bus Type[ バスタイプ ] を LIN に設定してください。

 

「出力フォーマットの設定」
参照
Bus Type を LIN に設定

波形入力の ON/OFF

2/2 メニューの表示

「スケール、表示グループの設定」
参照

「LIN フレームの読み取り設定」
参照

チャネル設定メニュー (1/2)

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

チャネル設定メニュー (2/2)

1/2 メニューの表示

サンプルレートの設定
( スコープモード )
サンプル間隔の設定
( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照

2.10　LIN バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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LIN フレームの読み取り設定 (LIN Port Configuration)
3  LIN Port Configuration をタップするか、ソフトキーを押します。

全サブチャネル設定 (All SubChannel Setup - LIN データの切り出し条件 )
4.  All SubChannel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

「チャネルコピー」参照

「フレーム設定」参照

LIN データの切り出し条件

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

「ポートの設定」参照

「全サブチャネル
Factor/Offset の設定」
参照

サブチャネルを一括で ON/OFF

「定義ファイルの読み
込み」参照

全サブチャネル Factor/Offset の設定 (All SubChannel Factor/Offset -LIN デー
タの変換条件 )
4.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] をタップするか、ソフト

キーを押します。次の画面が表示されます。

  

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。

2.10　LIN バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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ポートの設定 (Port Setup)
4.  Port Setup[ ポート設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。 次の画面が表示さ

れます。

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

フレームの設定 (Frame Setup)
4.  Frame Setup [Frame 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

  

データ長の設定
チェックサム方式の選択 (Classic、Enhanced)

0～ 59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。

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。

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。

定義ファイルの読み込み (Symbol File Load)
4.  Symbol File Load[ シンボルファイルロード ] をタップするか、ソフトキーを押します。

ファイルリストが表示されます。

5.  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、19.10 節をご覧ください。

6.  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。
7.  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。

2.10　LIN バス信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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チャネルコピー (Copy to)
4.  Copy to[ コピー ] をタップするか、ソフトキーを押します。

  

コピー元のサブチャネルの設定

すべてのサブチャネルをコピー先に設定

コピーの実行

コピー先を個々に設定

すべてのサブチャネルをコピー先から解除

5.  コピー元、コピー先を設定します。
6.  Execute をタップします。コピーが実行されます。

スケール、表示グループの設定 (Sub Channel)
3.  2-42 ページの操作 2. に続けて、Sub Channel [ サブチャネル ] をタップするか、ソフトキーを

押します。次の画面が表示されます。

 
表示範囲の上限値の設定

オートスケール実行

デフォルトスケール実行

縦ズーム
表示範囲の下限値の設定

オートスケール実行

デフォルトスケール実行

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

データ型 (Value Type) が
Logic のとき

設定するサブチャネルの選択設定するサブチャネルの選択

表示設定►2.1 節参照 表示設定►2.1 節参照
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出力形式の設定 (Output Format、CAN FD/LIN モニタモジュール
(720245) の場合 )
3.  Output Format [ 出力形式 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 

Sample のとき

ドット表示のON/OFF

Timestamp のとき

4.  Outoput Format [ 出力形式 ] をタップして、Sample[ サンプル ] または Timestamp[ タイムス
タンプ ] のどちらかを設定します。
Sample： データ更新レートごとにデータを取得し、P-P 圧縮またはパルス補間して画面に

表示します ( 他のシリアルバスモニターモジュールと同じ表示方法です )。
Timestamp： 設定した ID の信号を取り込んだときにだけ、時刻情報とデータを取得し、画面

に波形を表示します。

5.  Timestamp のときは、ドット表示の ON/OFF を設定します。
 ON：表示範囲が 2000 点以下のときはドット表示。2000 点を超えるとパルス補間して表示
 OFF：パルス補間して表示
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2.11 SENT 信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )

ここでは、SENT 信号のモニタに関する次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形入力の ON/OFF
・ SENT フレームの読み取り設定 ( 全サブチャネル設定、全サブチャネルのファクタ / オフセット

設定、SENT フォーマット、エラーチャネル、入力設定 )
・ スケール
・ 表示グループ
・ サンプルレート / サンプル間隔の設定

►機能編　「SENT 信号のモニタ (/VCE オプション )」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

 

波形入力のON/OFF

「SENT フレームの読み取り設定」参照

「スケール、表示グループの設定」参照

サンプルレートの設定 ( スコープモード )
サンプル間隔の設定 ( メモリーレコーダモード )
▶2.1 節参照
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SENT フレームの読み取り設定 (SENT Port Configuration)
3  SENT Port Configuration をタップするか、ソフトキーを押します。

全サブチャネル設定 (All SubChannel Setup - SENT データの切り出し条件 )
4.  All SubChannel Setup[ 全サブチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

 

サブチャネルのON/OFF
サブチャネルごとに入力のON/OFF を設定します。
SENT データの切り出し条件

「全サブチャネル
Factor/Offset の設定」
参照

「入力設定」参照

「SENTフォーマットの
設定」参照

「エラーチャネルの
設定」参照

全サブチャネル Factor/Offset の設定 (All SubChannel Factor/Offset -SENT
データの変換条件 )
4.  All SubChannel Factor/Offset[ 全サブチャネル Factor/Offset] をタップするか、ソフト

キーを押します。次の画面が表示されます。

 

SENT データの変換条件

2.11　SENT 信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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SENT フォーマットの設定 (SENT Format Setup)
4.  SENT Format Setup[SENT フォーマット設定 ] のをタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます

  

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

High Speed 12bit の設定 (ON、OFF)

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

Clock Tickの設定(1.00～100.00µs)
Fast CHメッセージのData Nibbleの個数を
設定(1～8*)
Fast CHメッセージにPause Pulseを
付ける/付けないの設定(ON、OFF)
CRC方式の設定(Legacy、Recommended)

* High Speed 12bit の設定が ON
のときは、Data Nibble の個数
は 4 に固定されます。

エラーチャネルの設定 (Error Channel Setup)
4.  Error Channel Setup[ エラーチャネル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

  

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
エラーカウントへの積算の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)
4.  Input Setup[ 入力設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

プローブの設定(1:1、10:1)

タイムアウト時間の設定(0.1 ～ 2000.0ms)

しきい値上限(固定)
しきい値下限(固定)

2.11　SENT 信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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スケール、表示グループの設定
3.  Sub Channel[ サブチャネル ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されま

す。

 

表示範囲の上限値の設定

オートスケール実行

デフォルトスケール実行

表示範囲の下限値の設定

FastCH

S&C (Stauts & Communication)

SlowCH

Error Trigger
Error Count

F1
F2
F3
SC

S1
S2
S3
S4
S5
ET
EC

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

サブチャネル データタイプ

Fast Channel Multiplexing* が ON のとき
S1
S2
S3
S4
S5

SlowCH または FastCH

* Fast Channel Multiplexing については、前述の SENT フォーマットの設定 (SENT Format 
Setup) をご覧ください。

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。

設定するサブチャネルの選択

サブチャネルが F1 ～ F3、S1 ～ S5、
または EC のとき

サブチャネルが SC または ET のとき

サブチャネルの拡大率

設定するサブチャネルの選択

表示設定▶2.1 節参照表示設定▶2.1 節参照

2.11　SENT 信号のモニタの設定をする (/VCE モデル )
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2.12 全チャネル設定メニューを表示する

ここでは、全チャネルに対して、次の設定をするための方法について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
波形入力の ON/OFF
入力設定
リニアスケーリング
リアルタイム演算チャネル (/G03、/G05 オプション )
チャネルコピー
ひずみバランス ( ひずみモジュール ) と DC オフセットキャンセル

►機能編　「全チャネル設定メニューの表示 (ALL	CH)」

全チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >All CH [ 全 CH 設定 ] をタップするか、ALL CH キー

を押します。全チャネル設定メニューが表示されます。

 「リニアスケーリングの設定」
参照

「入力設定」参照

「ひずみバランス、DCオフ
セットキャンセル」参照

「チャネルコピー」参照

「波形入力のON/OFF」参照

「表示設定」参照

「リアルタイム演算の設定」
参照 (/G03、/G05 オプショ
ンのときに表示 )

波形入力の ON/OFF
2.  Channel[ チャネル ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 
各チャネル、サブチャネルごとに
ON/OFF

全チャネルを一括してON

全チャネルを一括してOFF
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入力設定 (Setup)
2.  Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 入力設定画面の項目は、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、2.1 節以降の各測定項目の説明をご覧ください。

３.  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。

 

入力カップリング

全チャネルを一括して波形入力を ON

全チャネルを一括して波形入力を OFF
波形入力の ON/OFF

表示ラベル

縦スケール
帯域制限

プローブの減衰比 / 電流 - 電圧換算比 /
ブリッジ電圧 ( ひずみ測定のとき )

表示しきれないチャネルは、
スクロールして表示

ゲージ率(ひずみ測定のとき)

2.12　全チャネル設定メニューを表示する
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表示設定 (Display)
2.  Display [ 表示 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 詳細な設定内容については、2.1 節以降の各測定項目の説明をご覧ください。

３.   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。

  スコープモードのとき

 

縦軸スケール

全チャネルを一括して波形入力を ON

全チャネルを一括して波形入力を OFF
波形入力の ON/OFF

表示ラベル

オフセット
垂直ポジション

サンプルレート
ズーム/ ワイドの倍率設定

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

  メモリーレコーダモードのとき

 

全チャネルを一括して波形入力を ON

全チャネルを一括して波形入力を OFF
波形入力の ON/OFF

表示ラベル
表示範囲の上限値 / 下限値

サンプル間隔

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

2.12　全チャネル設定メニューを表示する
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リニアスケーリングの設定 (Linear Scale)
2.  Linear Scale [ リニアスケール ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。
 詳細な設定内容については、2.1 節以降の各測定項目の説明をご覧ください。

３  . 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。

 

点 P2 のスケール値

リニアスケーリングモード

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

点 P2 の測定値

単位

表示方式
小数点以下の桁数

単位 補助単位

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

リアルタイム演算の設定 (RealTime Math)(/G03、/G05 オプション )
2.  RealTime Math [ リアルタイム演算 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表

示されます。

３.   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。

 リアルタイム演算の詳細については 16 章をご覧ください。

  

リアルタイム演算のON/OFF

演算式
表示ラベル

ソースチャネル

表示しきれないチャネルは、
スライドして表示

定数

2.12　全チャネル設定メニューを表示する
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チャネルコピー (Copy to)
2.  Copy to [ コピー ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

コピー先のチャネル番号をチェック

コピー元になるチャネルを設定

コピー可能な全チャネルを ON に設定
全チャネルを OFF に設定

コピーの実行

コピー元が CH1 ～ CH16 のとき

コピー元が RTmath1 ～ RTmath16 のとき

ひずみバランス、DC オフセットキャンセル (Strain Balance & DC 
Offset Cancel)
2.  Strain Balance & DC Offset Cancel [ 歪みバランス & DC オフセットキャンセル ] をタップするか、

ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
ひずみバランス、DCオフセットキャンセルを
実行するチャネルをチェック

ひずみバランス、DCオフセットキャンセルを実行

2.12　全チャネル設定メニューを表示する
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2.13 ディジタルフィルターを設定する (/G03、/G05 オ
プション )

/G03、/G05 オプションを装備したモデルでは、帯域制限のほかに、ディジタルフィルターを設定
できます ( 入力モジュールによってはディジタルフィルターに対応してません )。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
ディジタルフィルターの設定

►機能編　「ディジタルフィルタ (Filter)(/G03、/G05 オプション )」

チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から VERTICAL[ 垂直軸 ] >CH[ チャネル ] をタップするか、CH キーを押し

ます。チャネル設定メニューが表示されます。
 ( 画面上部のチャネル情報表示部をタップしてもチャネル設定メニューが表示されます。)

2.  設定するチャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設定するチャネルを
選択します。

ディジタルフィルターの設定
３.  Filter[ フィルタ ] をタップするかソフトキーを押します。フィルターの設定メニューが表示さ

れます。
 ディジタルフィルターを設定できないチャネルには、「Filter」は表示されません。「帯域制限」

が表示されるか、何も表示されません。

 

フィルタータイプの設定
(Gauss/Sharp/IIR/Mean/IIR-Lowpass)

帯域制限をDigital( ディジタル ) に設定

ディジタルフィル
ターの設定

4.  Bandwidth を Digital に設定します。
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フィルタータイプの設定
Gauss、Sharp、IIR、IIR-Lowpass フィルターの設定
5.  Filter Type をタップするかソフトキーを押します。Filter Type の設定メニューが表示さ

れます。

 

カットオフ周波数の設定

Gauss、Sharp、IIR、
IIR-Lowpass のいずれかに設定
Low-Pass または High-Pass の
どちらかに設定 (IIR-Lowpass の
ときは表示されない )

バンド幅の設定 ( 中心周波数
の設定によって、設定できる
バンド幅が変わります )

Filter Band が Low-Pass、High-Pass のとき Filter Band が Band-Pass のとき

Gauss、Sharp、IIR、のいずれ
かに設定
Band-Pass に設定

フィルターの中心周波数の
設定

 Band-Pass は、中心周波数と、中心周波数の前後の周波数をバンド幅として設定します。

移動平均 (Mean) の設定
5.  Filter Type を Mean[ 移動平均 ] に設定します。

  

Mean( 移動平均 ) に設定

タップ数の設定

移動平均フィルターのサンプル数の設定

インタポレート ( 補間 ) の ON/OFF

帯域制限をDigital( ディジタル ) に設定

2.13　ディジタルフィルターを設定する (/G03、/G05 オプション )



第 3 章 

波形の取り込み

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル

ACQUIRE(DUAL CAPTURE) キー

矢印キー

ソフトキータッチパネル

START/STOP キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

3.1 波形の取り込み条件を設定する ( スコープモード ) ✓ -
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 ) - ✓
3.3 波形の取り込みをスタート / ストップする ✓ ✓
3.4 デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ ) ✓ -
3.5 SSD 記録をする (/ST1、/ST2 オプション ) ✓ ✓
3.6 フラッシュアクイジションで記録する (/ST2 オプション ) ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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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 )

ここでは、スコープモードで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。

スコープモードのときに適用 ( デュアルキャプチャモード OFF)
・ レコード長
・ アクイジションモード
・ トリガモード
・ 波形取り込み回数
・ タイムベース
・ 時間軸の設定

►機能編　「波形の取り込み」

ACQUIRE メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ACQUIRE[ 波 形 取 込 ] > ACQUIRE[ 波 形 取 込 ] を タ ッ プ す る か、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。
 デュアルキャプチャモードが ON のときは、デュアルキャプチャのメニューが表示されます。3.4

節の「デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ )」をご覧ください。

/ST1 オプションモデルの場合

 

タイムベースの設定
(Internal、External)

波形取り込み回数の設定 *2

トリガモードの設定 *１

アクイジションモードの設定 (Normal、Envelope、Average)

レコード長の設定

SSD 記録の ON/OFF*3 
▶3.5 節参照

External のとき

減衰定数の設定

パルス / 回転の設定

トリガモードが Single N のとき

アクイジションモードが Average で
取り込み回数が Infinite のとき

/ST2 オプションモデルの場合

	
減衰定数の設定

アクイジションモードが Average で
取り込み回数が Infinite のときリアルタイム記録の設定 *3 

▶3.5 節 (SSD 記録 )
▶3.6 節 (フラッシュアク
イジション )

*1	SSD 記録またはフラッシュアクイジションがオンのときは、On	Start に固定されます。	
*2	トリガモードが Auto、AutoLevel、Normal のとき
*3	アクイジションモードが Average 以外のとき
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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 )

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

み回数を設定します。
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。減衰定数またはアベレージ回数 (= 波

形取り込み回数 ) を設定します。
    Average のときは、トリガモードに Single、Single N、On Start を設定できません。
    また、SSD 記録およびフラッシュアクイジションはできません。

トリガモードの設定 (Trigger Mode)
表示波形を更新する条件を設定します。MENU キー ( トリガ）の Trigger Mode と同じ操作です。
►4.1 節参照
次の中から設定します。

 Auto( オート )、AutoLevel( オートレベル )、Normal( ノーマル )、Single( シングル )、 
Single N(N シングル )、On Start( 即時スタート )

タイムベースの設定 (Time Base)
Internal：  内部クロック信号をタイムベースにする (TIME/DIV の時間軸設定が有効 )
External： 外部クロック信号をタイムベースにする (TIME/DIV の時間軸設定が無効 )
 機械的な動きの 1 回転 ( または 1 周期 ) に相当するパルス数を設定します (Pulse/

Rotate[ パルス / 回転 ])。

時間軸の設定
TIME/DIV ノブを回します。変更した TIME/DIV は、次に波形取り込みを開始したときに有効になり
ます。
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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 )

ここでは、メモリーレコーダモードで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ときに適用
・ 記録時間
・ サンプル間隔
・ 取込方法
・ アクイジションモード
・ タイムベース

►機能編　「波形の取り込み」

ACQUIRE メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ACQUIRE[ 波 形 取 込 ] > ACQUIRE[ 波 形 取 込 ] を タ ッ プ す る か、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。

 

「基本設定 (Basic)」参照

「詳細設定 (Detail)」参照
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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 )

基本設定 (Basic)
2.  Basic [ 基本設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

レコード長
表示しきれないレコード長は、スクロールして表示

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

取込時間 /記録時間
取込時間はメモリー記録時の設定項
目です。記録時間は SSD 記録時お
よびフラッシュアクイジション時の
設定項目です。

詳細設定のタイムベース (Detail[ 詳細設定 ] 参照 ) が外部クロック信号のとき

取込条件
次の 3 つの条件から選択します。

・ Acquisition Time[ 設定取込時間 ]
・ Continuous[ 連続取込 ]
・ Capture on Trigger[ トリガ取込 ]
取込方法が SSD Recording または
Flash Acquisition のときは、
Acquisition Time に固定です。

取込方法
次の 4 つの方法から選択します。

・ Memory[ メモリー ]
・ Memory + Save on Stop[ メモリー + 終了時保存 ]
・ SSD Recording[SSD 記録 ]
・ Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ]

取込条件の設定
START/STOP ボタンを押してから、波形取り込みを開始する、または停止するタイミングを
設定します。
Acquisition Time[ 設定取込時間 ]： START/STOP ボタンを押すと波形取り込みを開始し、設定

した時間分の波形を取得すると、自動的に取り込みを停止
します。

Continuous[ 連続取込 ]： START/STOP ボタンを押すと波形取り込みを開始し、再度
START/STOP ボタンを押すと、取り込みを停止します。

Capture on Trigger[ トリガ取込 ]： START/STOP ボタンを押すとプリトリガ分の波形取り込み
を開始し、プリトリガ分を取得したところでトリガ待ち状
態になります。トリガがかかるとポストトリガ分の波形取
り込みを開始し、設定した時間分の波形を取得したところ
で自動的に取り込みを停止します。トリガをかけて波形取
込する場合に設定します。
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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 )

取込方法の設定
波形データの取り込み方法を設定します。
Memory[ メモリー ]： 波形データを内部メモリーに保存します。再度、波形デー

タの取り込みを開始するか電源を OFF にすると、データは
消去されます。

Memory + Save on Stop[ メモリー + 終了時保存 ]： 
波形データを内部メモリーに保存し、取り込み停止後にそ
のデータを内蔵ストレージ (SSD) または USB メモリーに保
存します。

 内部メモリに保存されたデータは、再度、波形データの取
り込みを開始するか電源を OFF にすると、消去されます。

SSD Recording[SSD 記録 ]： 波形データを内蔵ストレージ (SSD) に保存します。/ST1、/
ST2 オプションのときに有効です。

Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ]： 
波形データを専用フラッシュメモリー (Flash Acquisition)
に保存します。/ST2 オプションのときに有効です。

詳細設定 (Detail)
2.  Detail[ 詳細設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

Acquisition Method[ 取込方法 ] が Memory[ メモリー ] の場合

 

取込方法の設定
Memory に設定

タイムベースの設定

タイムベースが External のとき

パルス数 /回転数の設定

アクイジションモードの設定
▶3.1 節参照
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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 )

Acquisition Method[ 取込方法 ] が Memory + Save on Stop[ メモリー + 終了時保存 ] の場合

 

取込方法の設定
Memory＋Save on Stop に設定

データ取込を終了したときの動作の
設定

詳細設定

波形データの保存のON/OFF とデータ形
式の設定

波形パラメータの保存のON/OFF

保存先、ファイル名の設定

ビープ音、メール送信のON/OFF

イメージデータの保存のON/OFF とデータ形
式の設定

データ取込を終了したときに保存するデータと動作
・ Binary[ バイナリ ]：波形データを WDF 形式で保存
・ ASCII[ アスキー ]：波形データをアスキー形式で保存
・ MATLAB[MATLAB]：波形データを MATLAB 形式で保存
・ Save Image[ イメージ保存 ]：画面イメージデータを保存 (PNG、BMP、JPEG)
・ Measure Value Save[ メジャー値保存 ]：波形パラメータ測定値の保存
・ Beep[ ビープ ]：ビープ音を鳴らす
・ Send Mail[ メール送信 ]：メールを送信

Acquisition Method[ 取込方法 ] が SSD Recording[SSD 記録 ] の場合 (/ST1、/ST2 オプション )
3.5 節のメモリーレコーダモードをご覧ください。

Acquisition Method[ 取込方法 ] が Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ] の場合 (/ST2
オプション )
3.6 節のメモリーレコーダモードをご覧ください。
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3.3 波形の取り込みをスタート / ストップする

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
スタート / ストップ

►機能編　「波形の取り込み (START/STOP)」

波形の取り込み (START/STOP)
1.  波形画面の MENU から START/STOP[ スタート / ストップ ] をタップするか、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。
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3.4 デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモード
だけ )

ここでは、デュアルキャプチャで波形を取り込むときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ デュアルキャプチャ機能の ON/OFF
・ 低速側波形の設定 ( 水平軸、レコード長、アクイジションモード、SSD 記録 )
・ 高速側波形の設定 ( 水平軸、レコード長 )
・ 波形取得後のアクション
・ 表示フォーマット
・ 画面上に占めるメイン波形の割合
・ ズーム率
・ リスト表示

►機能編　「デュアルキャプチャ (DUAL	CAPTURE)」

DUAL CAPTURE メニュー
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > DUALCAPTURE[ デュアルキャプチャ ] をタップ

するか、SHIFT ＋ ACQUIRE(DUALCAPTURE) キーを押します。Dual Capture のメニューが表示
されます。

 デ ュ ア ル キ ャ プ チ ャ が ON の と き は、 波 形 画 面 の MENU か ら ACQUIRE[ 波 形 取 込 ] > 
Acquire[ 波形取込 ] をタップするか、ACQUIRE キーを押しても Dual Capture のメニューが表
示されます。

 

デュアルキャプチャ機能を ON に設定

SSD 記録の ON/OFF ▶3.5 節参照

キャプチャモードの設定 (Auto、On Start)

低速側波形の水平軸の設定
低速側波形のレコード長の設定
アクイジションモードの設定 (Normal、Envelope)

アクションの設定 ▶15.1 節参照
アクションの ON/OFF

高速側波形の水平軸の設定

高速側波形のレコード長の設定
高速側波形の取込回数
高速側のレコード長と使用するチャネル
数によって変わります。

Note
デュアルキャプチャが ON のとき、アクイジションモードの Average[ アベレージ ] は設定できません。
また、ここでのアクイジションモードの設定は、3.1 節の設定に反映されます。
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3.4　デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ )

キャプチャモード (Capture Mode)
START/STOP ボタンを押してから、波形取り込みを開始する、または停止するタイミングを
設定します。Auto( オート ) と On Start( 即時スタート ) の 2 つのモードがあります。
Auto( オート )：   取り込みをスタートしてからストップするまで、低速側、高速側

ともに波形を取り込みます。高速側では、取り込み可能なヒスト
リ波形分のデータを取り込むと、古いヒストリ波形から順次上書
きして波形を取り込みます。

On Start( 即時スタート )：  低速側の取り込みをスタートしてから設定したレコード長分また
は画面の 10div 分のデータを取り込むと、波形の取り込みをストッ
プします。高速側は、取り込み可能なヒストリ波形分のデータを
取り込むとストップします。

表示フォーマット (Format)
1.  デュアルキャプチャを ON に設定した状態で、波形画面の MENU から DISPLAY[ 画面 ] > 

DISPLAY[ 画面 ] をタップするか、DISPLAY キーを押します。Display のメニューが表示されます。

2.  Format [ 表示分割数 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 

低速側波形の表示フォーマット ( 分割数 )

低速側波形の表示割合の設定

高速側波形の表示フォーマット ( 分割数 )

3.  低速側、高速側それぞれの表示フォーマット ( 分割数 ) を設定します。
 表示フォーマットの詳細、その他の設定については、5 章の「画面表示」をご覧ください。

波形表示エリアの設定
2.  Low Speed[ 低速側 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
3.  波形表示エリア全体に対する低速側波形を表示するエリアの割合を設定します。
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3.4　デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ )

ZOOM
ZOOM の詳細については、7 章の「波形のズーム」をご覧ください。

1.  デュアルキャプチャを ON に設定した状態で、波形画面の MENU から ZOOM[ ズーム ] をタッ
プするか、ZOOM キーを押します。Zoom のメニューが表示されます。

 

低速、高速の選択

ズーム波形表示のON/OFF

ズーム位置の設定

ズーム位置を最新
データの位置に移動

低速側の ZOOMメニュー (1/2) 低速側の ZOOMメニュー (2/2)

ズーム対象波形の設定

低速側のズーム位置を自動
でスクロール

メイン画面の表示割合の設定

波形パラメータの測定範囲
をズーム範囲に設定

表示フォーマットの設定

 

低速、高速の選択

ズーム波形表示のON/OFF

ズーム位置の設定

高速側の ZOOMメニュー (1/2) 高速側の ZOOMメニュー (2/2)

メイン画面とズーム画面の並べ方
の設定 (Side、Vertical)
ズーム対象波形の設定

メイン画面の表示割合の設定

表示フォーマットの設定

ズーム位置を最新データ
の位置に移動

波形パラメータの測定範囲
をズーム範囲に設定

2.  低速側、高速側それぞれのズーム波形の設定をします。



3-12 IM DL950-02JA

3.4　デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ )

リスト表示
1.  デュアルキャプチャを ON に設定した状態で、波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > 

HISTORY[ ヒストリ ] をタップするか、HISTORY キーを押します。History のメニューが表示さ
れます。

 

ハイライト表示する高速側波形の番号の設定

高速側波形のリスト表示
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3.5 SSD 記録をする (/ST1、/ST2 オプション )

ここでは、SSD 記録で波形を取り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
・ SSD 記録のオン / オフ
・ 記録データの保存先、ファイル名
・ ファイルの分割
・ 内蔵ストレージ (SSD) の使用状況

►機能編　「波形の取り込み」
「SSD記録 (SSD	Recording)(/ST1 オプション )」

「リアルタイム記録 (Realtime	Record)(/ST2 オプション )」

スコープモード
ACQUIRE メニュー ( デュアルキャプチャが OFF のとき )
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > ACQUIRE[ 波形取込 ] をタップするか、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。
 デュアルキャプチャモードが ON のときは、デュアルキャプチャのメニューが表示され

ます。3.4 節の「デュアルキャプチャ機能を使う ( スコープモードだけ )」をご覧ください。

/ST1 オプションモデルの場合

  

タイムベースの設定 ▶3.1 節参照

トリガモードを On Start( 即時スタート ) に設定 ▶3.1 節参照

アクイジションモードを Normal( ノーマル )、Envelope( エンベロープ ) に設定
▶3.1 節参照

レコード長の設定 ▶3.1 節参照

ONに設定

「SSD記録の設定」参照

/ST2 オプションモデルの場合

  
SSD Recording[SSD 記録 ] に設定
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3.5　SSD 記録をする (/ST1、/ST2 オプション )

SSD 記録の設定 (SSD Recording Setup)
2. 	 SSD	Recording	Setup[SSD 記録設定 ]のソフトキーを押します。次のメニューが表示されま

す。

  

File Name[ ファイル名 ] の設定

ファイル分割の ON/OFF

Comment[ コメント ] の設定

分割数の設定 (10、20、50、100)

Auto Name[ オートネーミング ] の設定
(Numbering、Date)

内蔵ストレージ (SSD) の使用状況
・ 青色の塗り：記録済みの領域
・ 青色の斜線：現在の設定で使用す

る領域 ( 容量が不足しているとき
は赤色で表示されます )

レコード長の設定
時間軸の設定

ACQUIRE メニュー ( デュアルキャプチャが ON のとき )
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > DUALCAPTURE[ デュアルキャプチャ ] を

タップするか、SHIFT ＋ ACQUIRE(DUALCAPTURE) キーを押します。Dual Capture のメ
ニューが表示されます。

 または、波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > ACQUIRE[ 波形取込 ] をタップ
するか、ACQUIRE キーを押しても Dual Capture のメニューが表示されます。

  

SSD 記録の ON/OFF

SSD 記録をするときは、キャプチャモードを On 
Start( 即時スタート ) に設定
SSD 記録をするときは、アクションを OFF に
設定

「SSD 記録の設定」参照

ファイル名やファイル分割の設定は、デュアルキャプチャが OFF のときの設定が有効になり
ます。

Note
デュアルキャプチャが ON のときは、低速側波形だけを SSD 記録できます。
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3.5　SSD 記録をする (/ST1、/ST2 オプション )

メモリーレコーダモード
ACQUIRE メニュー
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > ACQUIRE[ 波形取込 ] をタップするか、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。

  

「 基本設定 (Basic)」参照

「詳細設定 (Detail)」参照

基本設定 (Basic)
2.  Basic [ 基本設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

記録時間

取込方法を SSD Recording[SSD 記録 ] に設定

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
内蔵ストレージ (SSD) の使用状況

・ 青色の塗り：記録済みの領域
・ 青色の斜線：現在の設定で使用す

る領域 ( 容量が不足しているとき
は赤色で表示されます )
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3.5　SSD 記録をする (/ST1、/ST2 オプション )

詳細設定 (Detail)
３.  Detail [ 詳細設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

取込方法の設定
SSD Recording [SSD 記録 ] に設定

Comment[ コメント ] の設定

ファイル名のあとに付加する項目
を設定

ファイル分割の分割数の設定

ファイル名の設定

ファイル分割の設定

タイムベースの設定 ▶3.1 節参照

アクイジションモードを Normal
( ノーマル )、Envelope( エンベロープ )
に設定▶3.1 節参照

SSD 記録 (START/STOP)
START/STOPキーを押します。波形の取り込みが開始され、内蔵ストレージ (SSD) に自動作成され
る日付フォルダーの中にデータが記録されます。もう一度 START/STOPキーを押して波形の取り込
みを中止すると、設定した記録時間内でも、SSD 記録は中止されます。

 注 意
・ SSD 記録中に電源が遮断された場合、SSD が破損する恐れがあります。SSD の必要なデー

タをバックアップした後、SSD をフォーマットしてください。
・ SSD 記録中は、本機器や SSD に振動を与えないでください。SSD が破損したり、SSD 記

録が正常に動作しなくなる可能性があります。
・ SSD 記録中は、画面中央でアイコン が点滅します。このアイコンが点滅表示してい

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

Note
内蔵ストレージ (SSD) については、19 章をご覧ください。
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3.6 フラッシュアクイジションで記録する (/ST2 オプ
ション )

ここでは、フラッシュアクイジションで波形を取り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
・ フラッシュアクイジションのオン / オフ
・ コメント
・ 専用フラッシュメモリー (Flash Acquisition) の使用状況

►機能編　「波形の取り込み」
「リアルタイム記録 (Realtime	Record)(/ST2 オプション )」

スコープモード
ACQUIRE メニュー
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > ACQUIRE[ 波形取込 ] をタップするか、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。
 デュアルキャプチャモードが ON のときは、フラッシュアクイジションは使用できませ

ん。

  

タイムベースの設定 ▶3.1 節参照

トリガモードを On Start( 即時スタート ) に設定 ▶3.1 節参照

アクイジションモードを Normal( ノーマル )、Envelope( エンベロープ ) に設定
▶3.1 節参照

レコード長の設定 ▶3.1 節参照

Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ] に設定

「フラッシュアクイジション設定」参照
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3.6　フラッシュアクイジションで記録する (/ST2 オプション )

フラッシュアクイジション設定 (Flash Acquisition Setup)
2. 	 Flash	Acquisition	Setup[ フラッシュアクイジション設定 ]のソフトキーを押します。次のメ

ニューが表示されます。

  

記録済みの波形データを一覧表示

記録済みの波形データをすべて削除

Comment[ コメント ] の設定

レコード長の設定
時間軸の設定

専用フラッシュメモリー
(Flash Acquisition) の使用状況

・ 青色の塗り：記録済みの領域
・ 青色の斜線：現在の設定で使用す

る領域 ( 容量が不足しているとき
は赤色で表示されます )

メモリーレコーダモード
ACQUIRE メニュー
1.  波形画面の MENU から ACQUIRE[ 波形取込 ] > ACQUIRE[ 波形取込 ] をタップするか、

ACQUIRE キーを押します。ACQUIRE メニューが表示されます。

  

「 基本設定 (Basic)」参照

「詳細設定 (Detail)」参照
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3.6　フラッシュアクイジションで記録する (/ST2 オプション )

基本設定 (Basic)
2.  Basic [ 基本設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

取込方法を Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ] に設定

記録時間

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
専用フラッシュメモリー
(Flash Acquisition) の使用状況

・ 青色の塗り：記録済みの領域
・ 青色の斜線：現在の設定で使用

する領域 ( 容量が不足している
ときは赤色で表示されます )

詳細設定 (Detail)
３.  Detail [ 詳細設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

取込方法の設定
Flash Acquisition[ フラッシュアクイジション ] に設定

Comment[ コメント ] の設定
記録済みの波形データを一覧表示

記録済みの波形データをすべて削除

タイムベースの設定 ▶3.1 節参照

アクイジションモードを Normal
( ノーマル )、Envelope( エンベロープ )
に設定▶3.1 節参照

フラッシュアクイジションの開始 / 中止 (START/STOP)
START/STOPキーを押します。波形の取り込みが開始され、専用フラッシュメモリー (Flash 
Acquisition) にデータが記録されます。もう一度 START/STOPキーを押して波形の取り込みを中止
すると、設定した記録時間内でも、フラッシュアクイジションは中止されます。



第 4 章 

トリガ

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル

MENUキー

矢印キー

ソフトキータッチパネル

MANUAL キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

4.1 トリガモードを設定する ✓ -
4.2 トリガポジション / トリガディレイ / ホールドオフを設定する ✓ -
4.3 スコープモードでエッジトリガをかける [Simple] ✓ -
4.4 スコープモードで時刻トリガをかける [Simple] ✓ -
4.5 外部トリガをかける [Simple] ✓ -
4.6 商用電源信号でトリガをかける [Simple] ✓ -
4.7 ロジックトリガをかける [Simple] ✓ -
4.8 A to B(N) トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.9 A Delay B トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.10 Edge On A トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.11 スコープモードで OR トリガ /AND トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.12 周期トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.13 パルス幅トリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.14 ウェーブウィンドウトリガをかける [Enhanced] ✓ -
4.15 メモリーレコーダモードでエッジトリガをかける - ✓
4.16 メモリーレコーダモードで時刻トリガをかける - ✓
4.17 メモリーレコーダモードで OR トリガ /AND トリガをかける - ✓
4.18 手動でトリガをかける ( マニュアルトリガ ) ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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4.1 トリガモードを設定する
ここでは、トリガに関する次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガモード

►機能編　「トリガモード (Trigger	Mode)」

Trigger Mode メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ] をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

2.  Trigger Mode[ トリガモード ] をタップするか、ソフトキーを押します。Trigger Mode の選択
肢が表示されます。

 

トリガモードの設定

Trigger メニュー

トリガポジション /トリガディレイ
/ホールドオフの設定▶4.2 節参照

Simple/Enhanced の設定

トリガソースの設定
▶4.3 節参照
トリガスロープの設定
▶4.3 節参照

トリガレベルの設定
▶4.3 節参照
トリガヒステリシスの設定
▶4.3 節参照

トリガモードの設定 (Trigger Mode)
3.  設定するトリガモードをタップするか、ソフトキーを押します。

Auto： 約 50ms のタイムアウト時間内にトリガ条件が成立すると、トリガ発生ごとに表
示波形を更新します。タイムアウト時間を過ぎてもトリガ条件が成立しないとき
は、表示波形を自動更新します。表示がロールモードになる時間軸設定のときは、
ロールモード表示になります。

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

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

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

SingleN： 設定した回数だけ、トリガ条件が成立するたびに波形を取り込んだあと、取り込
みをストップして、取り込んだ全波形を表示します。トリガがかからないときは
表示を更新しません。
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On Start： トリガ設定にかかわらず、START キーを押したときに 1 回だけ表示波形を更新し波
形の取り込みをストップします。表示がロールモードになる時間軸設定のときは、
ロールモード表示になります。設定したレコード長のデータの取り込みが終了する
と、表示波形が停止します。

4.1　トリガモードを設定する
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4.2 トリガポジション / トリガディレイ / ホールドオ
フを設定する

ここでは、トリガに関する次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガポジション
・ トリガディレイ
・ ホールドオフ

►機能編　「トリガポジション (Position)」
「トリガディレイ (Delay	Time)」
「トリガホールドオフ (Hold	Off)」

POSITION/DELAY メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

2.  Position/Delay[ ポジション / ディレイ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニュー
が表示されます。

 

Position/Delay の設定

Trigger メニュー

トリガポジションを
任意の位置に設定

トリガポジションを
10％に設定
トリガポジションを
50％に設定
トリガポジションを
90％に設定

「ホールドオフ時間の設定」参照

「トリガディレイの設定」参照トリガモードの設定
▶4.1 節参照

Simple/Enhanced の設定

トリガソースの設定
▶4.3 節参照
トリガスロープの設定
▶4.3 節参照

トリガレベルの設定
▶4.3 節参照
トリガヒステリシスの設定
▶4.3 節参照

ホールドオフ時間の設定 (Holdoff)
一度トリガ条件が成立したあと、設定した期間内にトリガ条件が成立しても、トリガがかからな
いようにする設定です。

トリガディレイの設定 (Delay Time)
トリガ点から表示する波形までの遅延時間です。

Note
タイムベースを外部クロックにしているときは、トリガディレイの設定はできません。
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4.3 スコープモードでエッジトリガをかける [Simple]
ここでは、スコープモードで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
の設定について説明しています。ロジック信号をトリガソースにする場合は、4.7 節をご覧ください。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ トリガスロープ
・ トリガレベル
・ トリガヒステリシス

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

「トリガヒステリシス (Hysteresis)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

Simple[ シンプル ] に設定

「トリガソースの設定」参照

トリガスロープの設定 (　 、  　、　　)

トリガレベルの設定

トリガヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

トリガモードの設定►4.1 節参照

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。
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トリガソースの設定 (Source)
2.  Source[ ソース ] のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 サブチャネル
を設定 *2

SENT の例 *3

ソースチャネルを設定 *1

(CH1 ～ CH16、
16CH TEMP/VOLT、CAN、
CAN FD、LIN、SENT、
RTmath1 ～RTmath16、
Power、Harmonic、GPS)

*1 Time は 4.4 節、External は 4.5 節、Line は 4.6 節、ロジック信号は 4.7 節をご覧ください。
*2 16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT、Power、Harmonic、GPS は、さらにサブチャ

ネルを設定します。ただし、入力 (Input)、カップリング (16CH TEMP/VOLT の場合 )、
または解析項目 (Power、Harmonic の場合 ) が OFF のサブチャネルは選択できません。

*3 SENT の SC と ET はさらにソースビットまたはエラー項目を設定します。

16CH TEMP/
VOLT の例

 

4.3　スコープモードでエッジトリガをかける [Simple]
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4.4 スコープモードで時刻トリガをかける [Simple]
ここでは、スコープモードで、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。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ 日付時刻
・ 時間間隔

►機能編　「シンプルトリガ (Simple)」、「トリガソース (Source)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Simple[ シンプル ] に設定

トリガソースを Time[ 時刻 ] に設定

「日付時刻の設定」参照

時間間隔の設定

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照

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

 日付 /時刻の設定

日付 /時刻を確定
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4.5 外部トリガをかける [Simple]
ここでは、外部信号でトリガをかけるときの設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ 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)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

Simple[ シンプル ] に設定

トリガソースを External[ 外部 ] に設定

トリガスロープの設定 (　 、  　)

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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4.6 商用電源信号でトリガをかける [Simple]
ここでは、商用電源信号でトリガをかけるときの設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース

►機能編　「シンプルトリガ (Simple)」、「トリガソース (Source)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ] をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Simple[ シンプル ] に設定

トリガソースを Line[ ライン ] に設定

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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4.7 ロジックトリガをかける [Simple]
ここでは、ロジック信号をトリガソースにして、エッジでトリガをかけるときの次の設定につい
て説明しています。

スコープモードのときに適用
・ 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)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

Simple[ シンプル ] に設定

「トリガソースの設定」参照

トリガスロープの設定 (　 、  　)

トリガモードの設定▶4.1 節参照

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

 

ソースチャネルを設定
( ロジック入力モジュール )

ソースビットを設定
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4.8 A to B(N) トリガをかける [Enhanced]
ここでは、A to B(N) トリガをかけるときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ ステート条件 B の成立回数
・ トリガ条件 ( トリガレベル、ヒステリシス )

►機能編　「A		to		B(N)	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ] をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Enhanced[ 拡張 ] に設定

トリガタイプを A to B(N) に設定

「ステート条件 / トリガ条件の設定」参照

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 

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
に設定します。

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

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ステート条件の成立条件の設定
(Enter、Exit)

ステート条件 B の成立回数の設定

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

4.8　A	to	B(N) トリガをかける [Enhanced]
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4.9 A Delay B トリガをかける [Enhanced]
ここでは、A Delay B トリガをかけるときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ ディレイ時間
・ トリガ条件 ( トリガレベル、ヒステリシス )

►機能編　「A	Delay	B	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Enhanced[ 拡張 ] に設定

トリガタイプを A Delay B に設定

「ステート条件 / トリガ条件の設定」参照

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 

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
に設定します。

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

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ステート条件の成立条件の設定
(Enter、Exit)

ディレイ時間の設定

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

4.9　A	Delay	B トリガをかける [Enhanced]
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4.10 Edge On A トリガをかける [Enhanced]
ここでは、Edge On A トリガをかけるときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ ステート条件
・ ステート条件の成立条件
・ エッジ検出の条件
・ トリガ条件 ( トリガレベル、ヒステリシス )

►機能編　「Edge	On	A	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガタイプを Edge On A に設定

「ステート条件 / トリガ条件の設定」参照

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 

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
に設定します。

ステート条件の設定 (H、L、X (トリガソースにしない))

トリガレベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

ステート条件の成立条件の設定
(True、False)

エッジ検出条件の設定 (　、　、－)

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

4.10　Edge	On	A トリガをかける [Enhanced]
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4.11 スコープモードで OR トリガ /AND トリガをかけ
る [Enhanced]

ここでは、OR トリガ /AND トリガをかけるときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ エッジ検出の条件 ( OR トリガ )
・ 成立条件 (AND トリガ )
・ トリガ条件 ( トリガレベル、ヒステリシス )

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

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガタイプをORまたは ANDに設定

「ステート条件 /トリガ条件の設定」参照

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 

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
に設定します。

トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定
( 　　、　　 、　　 )

エッジ検出条件の設定 (　、　、IN、OUT、－)

レベル幅の設定
( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

成立条件の設定 (H、L、IN、OUT、－)

OR トリガ

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
に設定します。

トリガレベルの設定
レベル幅の設定
( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

AND トリガ

ヒステリシスの設定
( 　　、　　 、　　 )

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

4.11　スコープモードでOR	トリガ /ANDトリガをかける [Enhanced]
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4.12 周期トリガをかける [Enhanced]
ここでは、周期トリガをかけるときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ トリガソース
・ ステート条件
・ 判定モード
・ 判定時間
・ トリガ条件 ( トリガレベル、ヒステリシス )

►機能編　「Period	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照
トリガモードの設定▶4.1 節参照

Enhanced に設定

トリガタイプを Period に設定

「ステート条件 /トリガ条件の設定」参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 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
に設定します。

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

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

判定モードの設定

判定時間の設定＊

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

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

判定モードの設定 (Mode)
周期 T と設定した判定時間 (Time または T1/T2) の関係が、どのようなときにトリガをかける
かを選択します。
T < Time 周期 T が、設定した判定時間 Time より短いとき
T > Time 周期 T が、設定した判定時間 Time より長いとき
T1 < T < T2 周期 T が、設定した 2 つの判定時間の T1 より長く T2 より短いとき
T < T1, T2 <T 周期 T が、設定した 2 つの判定時間の T1 より短いか、または T2 より長いとき

4.12　周期トリガをかける [Enhanced]
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4.13 パルス幅トリガをかける [Enhanced]

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

►機能編　「Pulse	Width	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ] をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照
トリガモードの設定▶4.1 節参照

Enhanced に設定

トリガタイプを Pulse Width に設定

「ステート条件 / トリガ条件の設定」参照
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。

 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
に設定します。

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

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

判定モードの設定

判定時間の設定＊

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

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

判定モードの設定 (Mode)
ステート条件 B の成立時間と設定した判定時間 (Time または T1/T2) の関係が、どのようなと
きにトリガをかけるかを選択します。
B < Time 成立時間が、設定した判定時間 Time より短いとき、ステート条件が成立しなくなっ

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

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

が成立しなくなった時点でトリガ

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

ここでは、ウェーブウィンドウトリガをかけるときの次の設定について説明しています。
・ 対象チャネル
・ 許容幅、サイクル周波数、参照周期
・ 同期チャネル
・ 開始点 / 終了点の検知レベル
・ ヒステリシス

►機能編　「Wave	Window	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

Enhanced に設定

トリガタイプを Wave Window に設定

「トリガ条件の設定」参照

トリガポジション /トリガディレイ /ホールドオフの設定
▶4.2 節参照

トリガモードの設定▶4.1 節参照
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トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Pattern Setup [ パターン設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示

されます。
 

同期チャネルの設定 (Auto、CH1 ～ CH16)

対象チャネルの設定 (ON、OFF)
許容幅の設定

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )＊

サイクル周波数の設定

参照周期の設定

* 同期チャネルが Auto のときは不要

開始点 / 終了点の検知レベルの設定＊

4.14　ウェーブウィンドウトリガをかける [Enhanced]
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4.15 メモリーレコーダモードでエッジトリガをかける
ここでは、メモリーレコーダモードで、エッジでトリガをかけるとき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ときに適用
・ 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
・ プリトリガ

►機能編　「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)」、	

「プリトリガ (Pre	Trigger)」、「エッジトリガ (Edge)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。
 波形取り込み条件 (Aquire メニュー ) の Acquisition Condition[ 取込条件 ] が Capture On 

Trriger[ トリガ取込 ] に設定されていると、Trigger メニューが表示されます。

 

プリトリガの設定

Edge[ エッジ ] に設定

「トリガソースの設定」参照

トリガスロープの設定
(　 、  　、　　)

トリガレベルの設定

Edge[ エッジ ] に設定

「トリガソースの設定」参照

トリガスロープの設定 (　 、  　)

プリトリガの設定

トリガヒステリシスの設定
( 　　、　　 、　　 )

ロジック入力 /External 以外のとき ロジック入力 /External のとき

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。
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トリガソースの設定 (Source)
2.  Source[ ソース ] のソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

サブチャネル
を設定 *1

SENT の例 *2

ソースチャネルを設定
(CH1 ～ CH16、
16CH TEMP/VOLT、
CAN、CAN FD、LIN、
SENT、RTmath1 ～
RTmath16、Power、
Harmonic、GPS、
External)

*1 16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT、
Power、Harmonic、GPS は、さらにサブチャネ
ルを設定します。ただし、入力 (Input)、カップ
リング (16CH TEMP/VOLT の場合 )、または解析
項目 (Power、Harmonic の場合 ) が OFF のサブ
チャネルは選択できません。

*2 SENT の SC と ET はさらにソースビットまたはエ
ラー項目を設定します。

16CH TEMP/
VOLT の例

ロジック波形

 

4.15　メモリーレコーダモードでエッジトリガをかける
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4.16 メモリーレコーダモードで時刻トリガをかける
ここでは、メモリーレコーダモードで、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。

メモリーレコーダモードのときに適用
・ トリガソース
・ 日付時刻
・ プリトリガ

►機能編　「プリトリガ (Pre	Trigger)」、「時刻トリガ (Time)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ]  をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガタイプを Time[ 時刻 ] に設定

「日付時刻の設定」参照

プリトリガの設定

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

 日付 /時刻の設定

日付 /時刻を確定
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4.17 メモリーレコーダモードで OR トリガ /AND トリ
ガをかける

ここでは、メモリーレコーダモードで OR トリガ /AND トリガをかけるときの次の設定について説
明しています。

メモリーレコーダモードのときに適用
・ トリガソース
・ エッジ検出の条件 ( OR トリガ )
・ 成立条件 (AND トリガ )
・ トリガ条件
・ プリトリガ

►機能編　「プリトリガ (Pre	Trigger)」、「OR	トリガ (Enhanced)」、	
「AND	トリガ (Enhanced)」

Trigger メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > MENU[ メニュー ] をタップするか、TRIGGER の

MENU キーを押します。Trigger メニューが表示されます。

 

トリガタイプをORまたは ANDに設定

「ステート条件 /トリガ条件の設定」参照

プリトリガの設定
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ステート条件 / トリガ条件の設定 (Pattern Setup)
2.  Setup [ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

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
に設定します。

トリガレベルの設定

ヒステリシスの設定
( 　　、　　 、　　 )

エッジ検出条件の設定 (　、　、IN、OUT、－)

レベル幅の設定
( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

成立条件の設定 (H、L、IN、OUT、－)

OR トリガ

トリガレベルの設定
レベル幅の設定
( エッジ検出条件が IN または OUT のとき )

AND トリガ

ヒステリシスの設定
( 　　、　　 、　　 )

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

Note
トリガソースにリニアスケーリングが設定されているときは、リニアスケーリング後の値でトリガレベル
を設定します。

4.17　メモリーレコーダモードでOR	トリガ /ANDトリガをかける
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4.18 手動でトリガをかける ( マニュアルトリガ )

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
►機能編　「トリガの設定 (Setting)」

「トリガの種類 (Type)」
1.  波 形 画 面 の MENU か ら TRIGGER[ ト リ ガ ] > MANUAL[ マ ニ ュ ア ル ] を タ ッ プ す る か、

MANUAL キーを押します。
 トリガがかかり、波形取り込みを開始します。



第 5 章 

画面表示

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

DISPLAY キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

5.1 表示グループ / 表示フォーマットを設定する ✓ ✓
5.2 波形の配置、表示色、グルーピングを設定する ✓ ✓
5.3 グリッド、補間方式を設定する ✓ ✓
5.4 表示の詳細設定をする ✓ ✓
5.5 アキュムレート表示する ( スコープモード ) ✓ -
5.6 波形表示を一時停止する ( メモリーレコーダモード ) - ✓
5.7 スナップショット、 クリアトレースをする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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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　「グループ選択 (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 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、DISPLAY キーを押

します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 

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

*1 電力演算オプション (/G05) モデルで選択可能
*2 選択肢 Group 1 は、表示グループ 2 ～ 4、P、H を選択したときに表示されます。

設定する表示グループの選択 (Gr.1 ～ Gr.4、P*1、H*1)

グリッドの設定▶5.3 節参照

詳細設定▶5.4 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定▶5.2 節参照

補間方式の設定▶5.3 節参照

アキュムレートの ON/OFF( スコープモードだけ )▶5.5 節参照

波形表示の一時停止 ( メモリーレコーダモードだけ )▶5.6 節参照

画面に表示する表示グループの変更
2.  画面下部に表示される Gr1 ～ Gr4、GrP( 電力解析 )、GrH( 高調波解析 ) をタップしても、表示グルー

プを変更できます。

 
画面に表示する表示グループをタップ
(GrP と GrH は電力解析または高調波解析がOFF 以外のときに有効 )
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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　「表示グループ設定 (Display	Group	Setup)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、DISPLAY キーを押

します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 

表示フォーマットの設定▶5.1 節参照

設定する表示グループの選択▶5.1 節参照

グリッドの設定▶5.3 節参照

詳細設定▶5.4 節参照

「波形の配置、表示色、グルーピングの設定」参照

補間方式の設定▶5.3 節参照

アキュムレートのON/OFF( スコープモードだけ )▶5.5 節参照

波形表示の一時停止 ( メモリーレコーダモードだけ )▶5.6 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定 (Display Group Setup)
2.  Display Group Setup[ 表示グループ設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面

が表示されます。

 

指定グループの
すべての設定をクリア
表示が ON の波形だけ
を自動的に再割り当て

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

マッピングリスト

配置方法の設定 (Auto、User)

表示グループを選択
Group Analysis( 解析グ
ループ ) は、電源解析 / 高
調波のグループ (/G05 オ
プション )

配置する波形の設定
表示色の設定
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5.3 グリッド、補間方式を設定する
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
・ グリッド
・ 補間方式

►機能編　「グリッド (Graticule)」
「補間方式 (Dot	Connect)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、DISPLAY キーを押

します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 

「グリッドの設定」参照

補間方式の設定 (OFF(2k)、OFF(100k)、Sine、Line、Pulse)

表示フォーマットの設定▶5.1 節参照

設定する表示グループの選択▶5.1 節参照

詳細設定▶5.4 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定▶5.2 節参照

アキュムレートのON/OFF( スコープモードだけ )▶5.5 節参照

波形表示の一時停止 ( メモリーレコーダモードだけ )▶5.6 節参照

グリッドの設定 (Graticule)
2.  Graticule[ グリッド ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

グリッドの種類の設定

細かいグリッド表示のON/OFF

グリッドの輝度の設定 (1 ～ 8)



5-5IM DL950-02JA

5.3　グリッド、補間方式を設定する

補間方式
次の補間方式から選択できます。
OFF(2k)： 補間しません。補間領域でない場合は、2 k ポイントを超えるときは 2k ポイントにな

るまで間引きし、表示します。2 k ポイント以下の場合は全点を表示します。
OFF(100k)： 補間しません。補間領域でない場合に、100 k ポイントを超えるときは 100 k ポイン

トになるまで間引きし、表示します。100 k ポイント以下の場合は全点を表示します。
Sine： sine 曲線で補間します。
Line： 直線で補間します。
Pulse： ステップ状に補間します。
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5.4 表示の詳細設定をする
ここでは、スケール表示や文字の大きさなどの表示の詳細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
・ スケール値の表示項目の設定
・ スケールの表示フォントサイズの設定
・ 横軸表示書式の設定
・ エキストラウィンドウの ON/OFF
・ 解析結果の表示行数の設定 (1 ～ 20)
・ 解析結果の表示フォントサイズの設定
・ メニューフォントサイズの設定
・ 画面背景色の設定
・ トレースラベル表示の ON/OFF
・ レベルインジケータの ON/OFF
・ チャネル情報の設定
・ チャネル情報の表示範囲の設定
・ マニュアルイベント表示の ON/OFF

►機能編　「詳細設定 (Detail	Setup)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、DISPLAY キーを押

します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 「詳細設定」参照

表示フォーマットの設定▶5.1 節参照

設定する表示グループの選択▶5.1 節参照

グリッドの設定▶5.3 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定▶5.2 節参照

補間方式の設定▶5.3 節参照

アキュムレートのON/OFF( スコープモードだけ )▶5.5 節参照

波形表示の一時停止 ( メモリーレコーダモードだけ )▶5.6 節参照
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詳細設定 (Detail Setup)
2.  Detail Setup[ 詳細設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

横軸表示書式の設定

スケール値の表示項目の設定

解析結果の表示行数の設定 (1 ～ 20)

画面背景色の設定

チャネル情報の設定

トレースラベル表示のON/OFF

マニュアルイベント表示のON/OFF

スケール表示フォントサイズの設定

エキストラウィンドウのON/OFF

解析結果の表示フォントサイズの設定

レベルインジケータのON/OFF

チャネル情報の表示範囲の設定

スケール値の表示項目
次の項目から選択します。
OFF：    スケール値を表示しない
All ：     すべてのスケール値を表示する
Time Scale ： 時間軸のスケール値だけを表示する
横軸表示書式
次の項目から選択します。
相対時間： 測定開始からの相対時間
絶対時刻： 測定した時刻 ( 測定時間が 1 秒以下のときは選択できません )
Auto：   測定時の水平軸 (TIME DIV) により、自動的に設定される
チャネル情報
チャネル情報として表示する内容を設定します。
OFF： 表示しない
Setting[ 設定値 ]： 設定情報
Monitor[ モニタ ]： 測定値
チャネル情報の表示範囲
チャネル情報を表示する範囲を設定します。
Full： 全画面でチャネル情報を表示
Narrow： 設定メニューと同じ幅でチャネル情報を表示
Wide： 設定メニューと同じ幅のチャネル情報を 2 列で表示

5.4　表示の詳細設定をする
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チャネル情報の表示方法
設定メニューが表示されていない状態で、画面右下のチャネル情報アイコンをタップします。
アイコンは、チャネル情報の表示範囲の設定によって変わります。
設定メニューが表示されていない状態で、ESC キー押すと、キーを押すごとに設定情報表示、
測定値表示、非表示の順に切り替えることもできます。
チャネル情報表示が ON のときは、アイコンの背景が青く表示されます。

チャネル情報アイコン
チャネル情報の表示範囲の設定が Full のとき

チャネル情報の表示範囲の設定がNarrow のとき
チャネル情報の表示範囲の設定がWide のとき

測定値表示 ( モニタ )
設定情報表示
チャネル情報表示範囲の設定

設定情報 /測定値表示波形表示

5.4　表示の詳細設定をする
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5.5 アキュムレート表示する ( スコープモード )
ここでは、アキュムレート ( 重ね描き ) の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ アキュムレートの ON/OFF
・ アキュムレート回数

►機能編　「アキュムレート (Accumulate)」

Display メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、DISPLAY キーを押

します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 

アキュムレートのON/OFF( スコープモードだけ )
アキュムレート回数の設定 (Infinite、2、4、8、16、32、64、128)

表示フォーマットの設定▶5.1 節参照

設定する表示グループの選択▶5.1 節参照

グリッドの設定▶5.3 節参照

詳細設定▶5.4 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定▶5.2 節参照

補間方式の設定▶5.3 節参照

アキュムレートの設定 (Accumulate)
2.  Accumulate[ アキュムレート ] をタップするか、ソフトキーを押します。ON に設定するとアキュ

ムレート回数が表示されます。

3.  表示されたアキュレート回数をタップしてアキュムレート回数を設定するか、ジョグダイヤル
または上下キーでアキュムレート回数を設定します。Infinite に設定すると、取り込みを終了
するまでアキュムレートを続けます。
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5.6 波形表示を一時停止する ( メモリーレコーダモー
ド )

ここでは、メモリーレコーダモードで波形を取り込み中に、波形表示を一時停止する機能につい
て説明しています。

メモリーレコーダモードのときに適用
・ 波形表示の一時停止

►機能編　「波形表示の一時停止 (Hold/Resume)」

Display メニュー
1.  波形の取り込み中に、波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ]>DISPLAY[ 表示 ] をタップするか、

DISPLAY キーを押します。Display[ 表示 ] メニューが表示されます。

 

波形表示の一時停止 (Hold/Resume)

表示フォーマットの設定▶5.1 節参照

設定する表示グループの選択▶5.1 節参照

グリッドの設定▶5.3 節参照

詳細設定▶5.4 節参照

波形の配置、表示色、グルーピングの設定▶5.2 節参照

補間方式の設定▶5.3 節参照

波形表示の一時停止 (Hold)
2.  Hold をタップするか、ソフトキーを押します。

・ 波形の取り込みを継続したまま、波形表示が一時停止されます。
・ メニュー表示は Resume に切り替わります。

一時停止の解除 (Resume)
3.  Resume をタップするか、ソフトキーを押します。

・ 波形表示の一時停止が解除され、波形表示が最新の状態に更新されます。
・ メニュー表示は Hold に切り替わります。

Note
・ 波形の取り込みを停止中は、波形表示の一時停止は無効です。
・ 波形の取り込み中に、画面の波形表示エリアを長押しすると、以下のポップアップメニューが表示され、

Hold/Resume を実行できます。
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5.7 スナップショット、 クリアトレースをする

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ スナップショットの実行
・ スナップショット波形のクリア

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

スナップショット
1.  波形画面の MENU から OTHERS[ その他 ]>SNAPSHOT[ スナップショット ] をタップするか、

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

クリアトレース
1.  波形画面の MENU から OTHERS[ その他 ]>CLEAR TRACE[CLEAR TRACE] タップするか、CLEAR 

TRACE キーを押します。画面表示されているすべての波形が消去されます。



第 6 章 

X-Y 表示

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

DISPLAY(X-Y) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

6.1 X-Y 波形のトレースを設定する ✓ ✓
6.2 X-Y 波形の表示条件を設定する ✓ ✓
6.3 X-Y 波形のカーソル測定をする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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6.1 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	波形の設定 (Setup)」

X-Y メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ] > X-Y をタップするか、SHIFT ＋ DISPLAY(X-Y) キーを

押します。X-Y のメニューが表示されます。

 

表示の ON/OFF

設定するウィンドウの選択

「トレースの選択」参照

表示範囲の開始点 / 終了点の設定

カーソルの設定▶6.3 節参照

ペンマーカーの設定▶6.2 節参照

Next メニューの表示▶6.2 節参照

トレースの選択
2.  Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

表示の ON/OFF

16CH 温度 / 電圧モジュールは
サブチャネル単位で設定

X 軸のトレース設定
Y 軸のトレース設定

シリアルバス入力はビット単位で設定

Window1 では XY1 ～ XY4、Window2 では XY5 ～ XY8 を設定
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6.2 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
・ 表示範囲
・ ペンマーカーの ON/OFF
・ メイン画面の表示割合
・ 画面レイアウト
・ 表示結合の ON/OFF
・ 補間
・ 波形表示に使用するデータ点数
・ スタート時波形消去の ON/OFF

►機能編　「X-Y 波形の表示」

X-Y メニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ] > X-Y をタップするか、SHIFT ＋ DISPLAY(X-Y) キーを

押します。X-Y のメニューが表示されます。
 

トレースの設定▶6.1 節参照

2/2 メニューの表示

X-Y メニュー (1/2)

補間方式の設定 (OFF、Line)

1/2 メニューの表示

X-Y メニュー (2/2)

取り込み開始時に波形をクリアする
(ON)/ クリアしない (OFF) の設定

カーソルの設定▶6.3 節参照

ペンマーカーの設定

メイン画面の表示割合の設定
(50％、20％、0％)
画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)
Window1 と Window2 を重ねて表示
する (ON)/ しない (OFF) の設定

波形表示に使用するデータ点数
の設定 (2k、100k)
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6.3 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 (Cursor)」

X-Y_ カーソルメニュー
1.  波形画面の MENU から DISPLAY[ 表示 ] > X-Y をタップするか、SHIFT ＋ DISPLAY(X-Y) キーを

押します。X-Y のメニューが表示されます。

2.  Cursor[ カーソル ] をタップするか、ソフトキーを押します。

 

X-Y メニュー (1/2) カーソルメニュー

カーソルの設定

カーソルのON/OFF

各カーソルの説明を参照
ペンマーカーの設定
▶6.2 節参照

トレースの設定
▶6.1 節参照
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6.3　X-Y 波形のカーソル測定をする

X-Y 波形を水平カーソルで測定する (Horizontal)
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Horizontal[ 水平 ] を選択します。

 

「測定項目の設定」参照

カーソル位置の設定
(Cursor1：Y1、Cursor2：Y2)
X-Y 画面のカーソルを直接ドラッグしても設定できます。カーソルをタップし
て表示される下図の矢印をタップすると、カーソル位置を微調整できます。

カーソル測定するトレースの選択 (XY1 ～ XY8)

カーソルタイプをHorizontal( 水平 ) に設定

Mode を ONに設定

測定項目の設定 (Item Setup)
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

測定する項目をチェック
Y1 ：Cursor1 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
Y2： Cursor2 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
ΔY ：Cursor1 と Cursor2 の垂直軸 (Y 軸 ) の値の差
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6.3　X-Y 波形のカーソル測定をする

X-Y 波形を垂直カーソルで測定する (Vertical)
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Vertical[ 垂直 ] を選択します。

 

「測定項目の設定」参照

カーソル位置の設定
(Cursor1：X1、Cursor2：X2)
X-Y 画面のカーソルを直接ドラッグしても設定できます。カーソルをタップし
て表示される下図の矢印をタップすると、カーソル位置を微調整できます。

カーソル測定するトレースの選択 (XY1 ～ XY8)

カーソルタイプを Vertical( 垂直 ) に設定

Mode を ONに設定

測定項目の設定 (Item Setup)
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

測定する項目をチェック
X1 ：Cursor1 の時間軸 (X 軸 ) の値
X2： Cursor2 の時間軸 (X 軸 ) の値
ΔX ：Cursor1 と Cursor2 の時間軸 (X 軸 ) の値の差
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6.3　X-Y 波形のカーソル測定をする

X-Y 波形をマーカーカーソルで測定する (Marker)
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Maker[ マーカ ] を選択します。

 

「測定項目の設定」参照

マーカー位置の設定
X-Y 画面のカーソルを直接ドラッグしても設定できます。

カーソル測定するトレースの選択 (XY1 ～ XY8)

カーソルタイプを Marker( マーカ ) に設定

Mode を ON に設定

設定するマーカーを設定 (Marker1 X、Marker2 ＋、Marker3 　、Marker2 　)

マーカー形状の設定 (Mark、Line)

測定項目の設定 (Item Setup)
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

測定する項目をチェック
X1： Marker1 の水平軸 (X 軸 ) の値
X2： Marker2 の水平軸 (X 軸 ) の値
X3： Marker3 の水平軸 (X 軸 ) の値
X4： Marker4 の水平軸 (X 軸 ) の値
Y1： Marker1 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
Y2： Marker2 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
Y3： Marker3 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
Y4： Marker4 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
T1： Marker1 のトリガポジションからの時間
T2： Marker2 のトリガポジションからの時間
T3： Marker3 のトリガポジションからの時間
T4： Marker4 のトリガポジションからの時間
Δ(T2-T1)： Marker1 と Marker2 の時間差の値
Δ(T3-T1)： Marker1 と Marker3 の時間差の値
Δ(T4-T1)： Marker1 と Marker4 の時間差の値
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6.3　X-Y 波形のカーソル測定をする

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 ] をタップするか、ソフトキーを押して、H&V を選択します。

 

「測定項目の設定」参照

Vertical カーソル位置の設定 *

X-Y 画面のカーソルを直接ドラッグしても設定できます。

カーソル測定するトレースの選択 (XY1 ～ XY8)

カーソルタイプを H & V に設定

Mode を ON に設定

Horizontal カーソル位置の設定 *

X-Y 画面のカーソルを直接ドラッグしても設定できます。

* カーソルをタップして表示される下図の矢印をタップすると、カーソル位置を微調整できます。

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

測定する項目をチェック
X1： V-Cursor1 の水平軸 (X 軸 ) の値
X2： V-Cursor2 の水平軸 (X 軸 ) の値
Y1： H-Cursor1 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
Y2： H-Cursor2 の垂直軸 (Y 軸 ) の値
ΔX： V-Cursor1 と V-Cursor2 の水平軸 (X 軸 ) の値の差
ΔY： H-Cursor1 と H-Cursor2 の垂直軸 (Y 軸 ) の値の差
ΔX/ΔY： 垂直軸の変化量あたりの水平軸の変化量
ΔY/ΔX： 水平軸の変化量あたりの垂直軸の変化量



第 7 章 

波形のズーム

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

ZOOMキー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

7.1 波形をズームする ( スコープモード ) ✓ -
7.2 波形をズームする ( メモリーレコーダモード ) - ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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7.1 波形をズームする ( スコープモード )

ここでは、スコープモードで波形のズームをするときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
・ 設定対象 (Zoom1、Zoom2) の設定
・ ズームの ON/OFF
・ ズーム対象ウィンドウ (Zoom2 のとき )
・ ズーム位置
・ 表示フォーマット
・ メイン画面の表示割合
・ 画面レイアウト
・ オートスクロール
・ ズーム対象波形
・ 波形パラメータの自動測定範囲の変更
・ ズーム率

►機能編　「波形のズーム」

ZOOM メニュー
1.  波形画面の MENU から ZOOM[ ズーム ] をタップするか、ZOOM キーを押します。ZOOM のメ

ニューが表示されます。
 このとき、画面上にズームウィンドウが表示されていないと、自動的にズームボックス

1(Zoom1) が ON になり、ズームウィンドウが表示されます。
 Zoom1 と Zoom2 の切り替えるときは、Zoom1 または Zoom2 のタブをタップするか、ズー

ムの POSITION ノブまたは MAG ノブを押します。
 Zoom1 の設定

 
ズーム位置の設定

Zoom1 に設定

ズームウィンドウの表示のON/OFF

Zoom1とZoom2の両方がONのとき

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

ズーム位置を最新の位置に移動

2/2 メニューの表示

ZOOMメニュー (1/2 ページ )

メイン画面の表示割合の設定
(50％、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)
「オートスクロールの設定」
参照
「ズーム対象波形の設定」参照

1/2 メニューの表示

波形パラメータの自動測定
範囲をズーム範囲に設定
Zoom1 と Zoom2 の両方が
ONのときは、どちらかを選
択

ZOOMメニュー (2/2 ページ )
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7.1　波形をズームする ( スコープモード )

 Zoom2 の設定

 
ズーム位置の設定

Zoom2 に設定

ズームウィンドウの表示のON/OFF

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

ズーム位置を最新の位置に移動

2/2 メニューの表示

ZOOMメニュー (1/2 ページ )

メイン画面の表示割合の設定
(50％、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)
「オートスクロール」参照

「ズーム対象波形の設定」参照

1/2 メニューの表示

波形パラメータの自動測定
範囲をズーム範囲に設定
Zoom1 と Zoom2 の両方が
ONのときは、どちらかを選
択します。

ZOOMメニュー (2/2 ページ )

Zoom2 のズーム対象ウィンドウの設定
(Main、Zoom1)

Note
デュアルキャプチャが ON のときの ZOOM メニューについては、3.4 節をご覧ください。

オートスクロールの設定 (Auto Scroll)
2.  Auto Scroll[ オートスクロール ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表

示されます。

 

対象ズームボックスの選択
(Zoom1 または Zoom2 のどちらか 1つだけON
のときは、Zoom1 または Zoom2 に固定です )
スクロールスピードの設定

ズーム対象の右端をズーム

右方向にスクロール

オートスクロールを停止

左方向にスクロール

ズーム対象の左端をズーム
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7.1　波形をズームする ( スコープモード )

ズーム対象波形の設定 (Allocation)
3.  Allocation[ アロケーション ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

ズーム対象波形にチェック ( 設定可能な波形が表示される )

一括してチェックする

一括してチェックを外す



7-5IM DL950-02JA

7.1　波形をズームする ( スコープモード )

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

 

MAG ZOOM POSITION

SEARCH

PUSH PUSHZ  1 Z  2

MAGノブ
ズームウィンドウのインジケータ

ズーム POSITION ノブ

ズーム位置の設定 ( ズーム POSITION ノブ )
ズーム POSITION ノブでズーム位置を設定します。
Z1、Z2 インジケータのうち点灯しているインジケータのウィンドウの波形が、ズーム POSITION ノ
ブの対象です。
ズーム POSITION ノブは、プッシュスイッチ付きのノブです。ノブを押して Z1、Z2 のどちらか、
または両方のインジケータを点灯させると、ズーム位置を設定できます。Z1 と Z2 の両方のイン
ジケータを点灯させると、2 つのウィンドウのズーム位置の関係を維持したまま同時に設定できま
す。
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7.2 波形をズームする ( メモリーレコーダモード )

ここでは、メモリーレコーダモードで波形のズームをするときの次の設定について説明していま
す。

メモリーレコーダモードの場合に適用
・ ズームの ON/OFF
・ ズーム位置
・ 表示範囲 ( ズーム率 )
・ 表示フォーマット
・ メイン画面の表示割合
・ 画面レイアウト
・ オートスクロール
・ ズーム対象波形
・ 波形パラメータの自動測定範囲の変更

►機能編　「波形のズーム」

ZOOM メニュー
1.  波形画面の MENU から ZOOM[ ズーム ] をタップするか、ZOOM キーを押します。ZOOM のメ

ニューが表示されます。

「メイン画面、ズーム画面の
切り替え」参照

ZOOMメニュー (1/2 ページ )

メイン画面の表示割合の設定
(50％、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)
「オートスクロールの設定」
参照
「ズーム対象波形の設定」参照

1/2 メニューの表示

波形パラメータの自動測定
範囲をズーム範囲に設定

ZOOMメニュー (2/2 ページ )
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7.2　波形をズームする ( メモリーレコーダモード )

メイン画面、ズーム画面の切り替え
2.  Main または Zoom のタブをタップするか、ズームの POSITION ノブを押します。Main タブと

Zoom タブが切り替わります。

 

2/2 メニューの表示

メインウィンドウのメニュー

ズームウィンドウの
ON/OFF
ズームウィンドウ表示範囲
の設定
ズームウィンドウの中央位置
の設定

2/2 メニューの表示

ズームウィンドウのメニュー

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

メインウィンドウの表示範
囲の設定
メインウィンドウの中央
位置の設定

波形の先頭に移動 波形の先頭に移動

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

 

スクロールスピードの設定

ズーム対象の右端をズーム

右方向にスクロール

オートスクロールを停止

左方向にスクロール

ズーム対象の左端をズーム

対象ズームボックスの選択
(Zoomが OFF のときは、Main に固定です )
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7.2　波形をズームする ( メモリーレコーダモード )

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

 

ズーム対象波形にチェック ( 設定可能な波形が表示される )

一括してチェックする

一括してチェックを外す

 チェックした波形がズームウィンドウに表示されます。

MAG ノブによる表示範囲の設定
MAG ノブでも表示範囲を設定できます。
Z1、Z2 インジケータのうち点灯しているインジケータのウィンドウの波形が、MAG ノブの対象です。
メモリーレコーダモードでは、Z1 が点灯しているときはメインウィンドウ、Z2 が点灯していると
きはズームウィンドウが MAG ノブの対象になります。
MAG ノブは、プッシュスイッチ付きのノブです。ノブを押して Z1、Z2 のどちらか、または両方
のインジケータを点灯させると、ズーム率を設定できます。Z1 と Z2 の両方のインジケータを点
灯させると、メインウィンドウとズームウィンドウ両方のウィンドウを同時に設定できます。
ズームウィンドウの表示が OFF のときは、Z1 だけが点灯します。

 

MAG ZOOM POSITION

SEARCH

PUSH PUSHZ  1 Z  2

MAGノブ
ズームウィンドウのインジケータ

ズーム POSITION ノブ

ズーム POSITION ノブによるウィンドウの中央位置の設定
ズーム POSITION ノブでもウィンドウの中央位置を設定できます。
Z1、Z2 インジケータのうち点灯しているインジケータのウィンドウの波形が、ズーム POSITION ノ
ブの対象です。
ズーム POSITION ノブは、プッシュスイッチ付きのノブです。ノブを押して Z1、Z2 のどちらか、
または両方のインジケータを点灯させると、ウィンドウの中央位置を設定できます。Z1 と Z2 の
両方のインジケータを点灯させると、メインウィンドウとズームウィンドウ両方のウィンドウを同
時に設定できます。
ズームウィンドウの表示が OFF のときは、Z1 だけが点灯します。
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波形のサーチ

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

ZOOM(SEARCH) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

8.1 エッジで検索する ✓ ✓
8.2 イベントで検索する ✓ ✓
8.3 ロジックパターンで検索する ✓ ✓
8.4 日付時刻で検索する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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8.1 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 )
・ 検索波形の表示ウィンドウ ( スコープモード )
・ 検索番号
・ 検索範囲
・ 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 ] をタップするか、SHIFT ＋

ZOOM(SEARCH) キーを押します。

2.  Type を Edge[ エッジ ] に設定します。

 

「検索の実行」参照

検索終了点の設定
検索開始点の設定

「検索結果の表示ウィンドウ (ズームウィンドウ )
の設定」参照

「検索条件の設定」参照

検索タイプを Edge[ エッジ ] に設定

検索した波形の表示 (「検索の実行」参照 )
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検索条件の設定 (Setup)
3.  Setup[ 設定 ] のソフトキーを押します。設定したサーチ対象波形にあわせて、それぞれのメ

ニューが表示されます。

CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN*、 CAN FD*、 LIN*、 SENT*、RTmath1 ～
RTmath16、Power、Harmonic、GPS をサーチ対象波形にした場合

サーチ対象波形の設定
(CH1 ～ CH16、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT、
RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)
レベルの設定
エッジ極性の設定 (      、       、          )
ヒステリシスの設定 (　  、 　  、 　   )

検索回数の設定

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

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

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

サーチ対象波形の設定 ( ロジック CH)

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

検索回数の設定

8.1　エッジで検索する
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検索結果の表示ウィンドウ ( ズームウィンドウ ) の設定 (Display Result)
( スコープモード )
サーチした波形をズームウィンドウの Z1 または Z2 どちらの表示領域に表示するかを設定します。
ズームウィンドウの Z1、Z2 の表示が ON になっている場合に設定できます。Z1、Z2 がともに表
示 OFF になっている場合は、SHIFT ＋ ZOOM(SEARCH) キーを押して、SEARCH メニューを表示す
ると同時に Z1 の表示が ON になります。

検索の実行 (Execute)
4.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。

 

検索の実行

設定した検索条件に一致し
た箇所が見つかったとき

検索番号

検索の実行と中止
検索条件を設定してから、Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行され、
ソフトキーが Abort[ 中止 ] に変わります。検索条件に一致した箇所 ( 検索点 ) が見つかると、 波形
画面の左から検索された順に 0、1、2･･･ の番号が付けられます。
検索を中止するときは、Abort[ 中止 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

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

8.1　エッジで検索する
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8.2 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 ] をタップするか、SHIFT ＋

ZOOM(SEARCH) キーを押します。

2.  Type を Event[ イベント ] に設定します。

 

「検索の実行」参照

検索タイプを Event[ イベント ] に設定

イベント番号の設定 (1 ～ 100)

検索結果の表示ウィンドウ ( ズームウィンドウ ) の設定
▶8.1 節参照

検索の実行 (Execute)
3.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。
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8.3 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　「論理パターンサーチ (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 ] をタップするか、SHIFT ＋

ZOOM(SEARCH) キーを押します。

2.  Type を Logic Pattern[ ロジックパターン ] に設定します。ロジックモジュールが装着されてい
ない場合は、Logic Pattern を選択できません。

 

検索の実行

検索タイプを Logic Pattern[ ロジックパターン ] に設定

「検索条件の設定」参照

検索終了点の設定
検索開始点の設定

検索結果の表示ウィンドウ ( ズームウィンドウ ) の設定
▶8.1 節参照

検索した波形の表示►8.1 節参照

検索条件の設定 (Setup)
3.  Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

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

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

形のとき

サーチ対象波形の設定 ( ロジック CH)

各ソースビットの設定 (X、  H 、L)

検索回数の設定
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検索の実行 (Execute)
4.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。

8.3　ロジックパターンで検索する
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8.4 日付時刻で検索する

ここでは、日付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
・ 日付時刻

►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 ]  をタップするか、SHIFT ＋

ZOOM(SEARCH) キーを押します。

2.  Type を Time[ 時刻 ] に設定します。

 

「検索の実行」参照

検索タイプを Time[ 時刻 ] に設定

「検索条件の設定」参照

検索結果の表示ウィンドウ ( ズームウィンドウ ) の設定
▶8.1 節参照

検索条件の設定 (Setup)
3.  Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 日付時刻の設定

検索の実行 (Execute)
4.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。



第 9 章 
ヒストリ波形の表示と検索 ( スコープ
モードだけ )
この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

HISTORY(ANALYSIS) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

9.1 ヒストリ波形を表示する ✓ -
9.2 ヒストリ波形を検索する ✓ -

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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9.1 ヒストリ波形を表示する

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

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、終了レコード番号 )
・ タイムスタンプ一覧の表示
・ 全ヒストリ波形の消去

►機能編　「ヒストリ波形の表示 /検索」

HISTORY メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > HISTORY[ ヒストリ ] をタップするか、HISTORY キー

を押します。

 

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

「表示モードの設定」参照

ハイライト表示の設定 *

表示範囲の設定

「ヒストリ波形の一覧の表示」参照

すべてのヒストリ波形の消去を実行
(Search Mode が OFF 以外のときは Execute に
変わります (9.2 節参照 ))。

ヒストリ波形の検索▶9.2 節参照

デュアルキャプチャモードのとき

表示モードの設定 (Display Mode)
2.  Display Mode[ 表示モード ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 表示されたメニューで表示モードを設定します。
 1 Record： 選択されたレコード番号の波形 *1 だけを表示します。
 All Record：  選択されたすべての波形 *2 を重ね描き表示します。
    選択されたレコード番号の波形 *1 以外は中間色で表示します。
 Average Record： 選択されたすべての波形 *2 を単純平均して表示します。

 *1 ハイライト波形 (Selected Record) で指定
 *2 Start Record/End Record で指定
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9.1　ヒストリ波形を表示する

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

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

ません。

ヒストリ波形の一覧の表示 (List)
2.  List[ リスト ] をタップするか、ソフトキーを押します。ヒストリ波形のリストが表示されます。

 

日付

ヒストリ波形の一覧

レコード番号

タイムスタンプ ( 時間基準点の時刻 )

Note
ヒストリ機能使用時の注意

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

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

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

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

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

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

・ 電源を OFF にすると、ヒストリ波形は消失します。/ST2 オプションモデルでは、電源 OFF 時にヒスト
リ波形をバックアップできます (24.6 節参照 )。
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9.2 ヒストリ波形を検索する

ここでは、ヒストリ波形を検索するときの次の設定について説明しています。

スコープモードの場合に適用
・ サーチモード
・ 検索の実行

ゾーン
・ 設定するゾーン (Zone1 ～ Zone4)
・ 検索条件
・ サーチウィンドウ ( 上下限値、左右端値 )
・ サーチロジック

パラメータ
・ 設定するパラメータ (Param1 ～ Param4)
・ 検索条件
・ 対象波形とパラメータ
・ 判定範囲 ( 上下限値 )
・ サーチロジック
・ パラメータの測定範囲

►機能編　「ヒストリ波形の表示 /検索」

HISTORY メニュー 
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > HISTORY[ ヒストリ ] をタップするか、HISTORY キー

を押します。

 

「ヒストリ波形の検索実行」参照
(Search Mode が OFF のときは、Clear Trace に変わります (9.1 節参照 ))。

検索モードの設定 (OFF、Zone、Parameter)

「ゾーンによる検索」または「パラメータの自動測定値による検索」参照

表示モードの設定▶9.1 節参照

ハイライト表示の設定▶9.1 節参照

表示範囲の設定▶9.1 節参照

ヒストリ波形の一覧の表示▶9.1 節参照
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9.2　ヒストリ波形を検索する

ゾーンによる検索
2.  Search Mode[ サーチモード ] をタップするか、ソフトキーを押します。表示されるメニューで、

Search Mode を Wave Zone[ ゾーン ] に設定します。

3.  Search Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

サーチゾーンの登録 (Zone1 ～ Zone4)

サーチ基準の設定 (OFF、IN、OUT)

対象波形の選択 (CH1 ～ CH16)

サーチウィンドウの上限 / 下限設定 

サーチウィンドウの左端 / 右端設定

サーチロジックの設定 (AND、OR)
(Zone1～Zone4共通)

 Logic 以外は各 Zone ごとに設定します。

ヒストリ波形の検索実行
4.  すべての検索条件を設定したら、メニューを閉じて、HISTORY メニューに戻ります。

5.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。ソフトキー
が Abort[ 中止 ] に変わります。

 検索を中止するときは Abort[ 中止 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
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9.2　ヒストリ波形を検索する

パラメータの自動測定値による検索 (Search Setup)
2.  Search Mode[ サーチモード ] をタップするか、ソフトキーを押します。表示されるメニューで、

Search Mode を Parameter[ パラメータ ] に設定します。

3.  Search Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

サーチパラメータの登録 (Pram1 ～ Param4)

サーチ基準の設定 (OFF、IN、OUT)

「対象波形 / パラメータの設定」参照

サーチ条件の上限 / 下限設定

サーチロジックの設定 (AND、OR)
(Param1 ～ Pram4 共通 )
パラメータの測定範囲の設定 ( 左端 -Time Range1/ 右端 -Time Range2)
(Param1 ～ Pram4 共通 )

 Logic と Time Range1、2 以外は、Param ごとに設定します。

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

  
対象波形の選択 (CH1 ～ CH16)

波形パラメータの種類 ( 項目 ) の設定►11.1 節参照

ヒストリ波形の検索実行
5.  すべての検索条件を設定したら、メニューを閉じて、HISTORY メニューに戻ります。

6.  Execute[ 実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。検索が実行されます。ソフトキー
が Abort[ 中止 ] に変わります。

 検索を中止するときは Abort[ 中止 ] をタップするか、ソフトキーを押します。



第 10 章 

カーソル測定

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

CURSOR キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

10.1 水平カーソル (Horizontal) で測定する ✓ ✓
10.2 垂直カーソル (Vertical) で測定する ✓ ✓
10.3 マーカーカーソル (Marker) で測定する ✓ ✓
10.4 角度カーソル (Degree) で測定する ✓ ✓
10.5 水平＆垂直カーソル (H & V) で測定する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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10.1 水平カーソル (Horizontal) 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。
X-Y 波形のカーソル測定については、6.3 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
・ カーソルの ON/OFF
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ 測定項目
・ カーソルの輝度

►機能編　「水平カーソル (Horizontal)」

CURSOR_Horizontal メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > CURSOR[ カーソル ] をタップするか、CURSOR キー

を押します。

2.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、ON に設定します。
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Horizontal[ 水平 ] に設定します。

 

カーソルの種類を Horizontal に設定

カーソル位置の設定

「測定項目の設定」参照

その他の設定

カーソル測定の ON/OFF

カーソル測定の対象を選択
(高速側/低速側)*

カーソルの表示輝度の設定

測定対象波形の設定
(CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1
～ Math8、RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)

* デュアルキャプチャが ON のときに
設定します。

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
測定する項目をチェック
Y1 ：Cursor1 の垂直軸の値
Y2： Cursor2 の垂直軸の値
ΔY ：Cursor1 と Cursor2 の垂直軸の値の差
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10.2 垂直カーソル (Vertical) 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。
X-Y 波形のカーソル測定については、6.3 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
・ カーソルの ON/OFF
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ カーソルジャンプ
・ 測定項目
・ カーソル値の読み込み方法
・ カーソルの輝度

►機能編　「垂直カーソル (Vertical)」

CURSOR_Vertical メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > CURSOR[ カーソル ] をタップするか、CURSOR キー

を押します。

2.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、ON に設定します。
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Vertical[ 垂直 ] に設定します。

 

カーソルの種類を Vertical に設定

「カーソルジャンプ」参照

カーソル測定の ON/OFF

「測定項目の設定」参照

カーソルの表示輝度の設定

「カーソル値の読み込み方法」参照

測定項目の設定/
その他の設定

カーソル位置の設定

測定対象波形の設定
(ALL、 CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 
Math1 ～ Math8、RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)

カーソル測定の対象を選択
(高速側/低速側)*

* デュアルキャプチャが ON のときに
設定します。
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カーソルジャンプ (Cursor Jump)
4.  Cursor Jump[ カーソルジャンプ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 

カーソル 1を Zoom1 ウィンドウ
の中央へ移動
カーソル 1を Zoom2 ウィンドウ
の中央へ移動
カーソル 2を Zoom1 ウィンドウ
の中央へ移動
カーソル 2を Zoom2 ウィンドウ
の中央へ移動

* 高速側か低速側のいずれか、カーソル測定
のターゲットになっている波形に対して実
行できます。

デュアルキャプチャがOFF のとき
スコープモードの場合

メモリーレコーダモードの場合

デュアルキャプチャがONのとき *

カーソル 1を Zoomウィンドウ
の中央へ移動
カーソル 2を Zoomウィンドウ
の中央へ移動

カーソル 1をメイン画面 (TY) の
中央へ移動
カーソル 1を Zoomウィンドウ
の中央へ移動
カーソル 2をメイン画面 (TY) の
中央へ移動
カーソル 2を Zoomウィンドウ
の中央へ移動

Note
カーソルジャンプは、設定対象のズームウィンドウが ON の場合に設定できます。

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup/Other Setup[ 項目設定 / その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
測定する項目をチェック
X1 ：Cursor1 の時間軸の値
X2： Cursor2 の時間軸の値
ΔX ：Cursor1 と Cursor2 の時間軸の値の差
1/ΔX ：Cursor1 と Cursor2 の時間軸の値の差の逆数
Y1 ：Cursor1 と波形の交点の垂直軸の値
Y2： Cursor2 と波形の交点の垂直軸の値
ΔY ：Cursor1 、Cursor2 と波形の交点の垂直軸の値の差

10.2　垂直カーソル (Vertical) で測定する
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10.2　垂直カーソル (Vertical) で測定する

カーソル値の読み込み方法
4.  Item Setup/Other Setup[ 項目設定 / その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
5.  Cursor Read Mode[ カーソル値読み方 ] をタップするか、ソフトキーを押して、カーソル値の

読み込み方法を設定します。
 Y1 と Y2 の測定値を読み込む方法には、Display( 表示データ ) と ACQ( アクイジションデータ )

があります。
 Display： 画 面上を 1001 分割し、そのラスタ上に表示されている最大値と最小値を読みます。
 ACQ：  各波形ごとのサンプルレートで取り込まれた測定データを読みます。全トレースが

選択された場合は T/div とレコード長から算出されるサンプルレートで取り込まれ
た測定データを読みます。
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10.3 マーカーカーソル (Marker) 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。
X-Y 波形のカーソル測定については、6.3 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
・ カーソルの ON/OFF
・ カーソルの種類
・ マーカーの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ カーソルジャンプ
・ 測定項目
・ マーカー形状
・ カーソル値の読み込み方法
・ カーソルの輝度

►機能編　「マーカーカーソル (Marker)」

CURSOR_Marker メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > CURSOR[ カーソル ] をタップするか、CURSOR キー

を押します。

2.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、ON に設定します。
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Marker[ マーカ ] に設定します。

 

カーソルの種類を Marker[ マーカ ] に設定

測定対象波形の設定
(OFF、 CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 
Math1 ～ Math8、RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)
マーカー位置の設定

カーソル測定の ON/OFF

設定するマーカーを設定 (Marker1 X、Marker2 ＋、Marker3 　、Marker2 　)

マーカー形状の設定 (Mark、Line)

「カーソルジャンプ」参照
「測定項目の設定」参照

カーソルの表示輝度の設定

「カーソル値の読み込み方法」参照

測定項目の設定/
その他の設定

カーソル測定の対象を選択
(高速側/低速側)*

* デュアルキャプチャが ON のときに
設定します。
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カーソルジャンプ (Cursor Jump)
4.  Cursor Jump[ カーソルジャンプ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 

選択中のマーカーを Zoom1 ウィ
ンドウの中央へ移動
選択中のマーカーを Zoom2 ウィ
ンドウの中央へ移動 * 高速側か低速側のいずれか、カーソル測定

のターゲットになっている波形に対して実
行できます。

デュアルキャプチャがOFF のとき

メモリーレコーダモードの場合

デュアルキャプチャがONのとき *

選択中のマーカーを Zoomウィ
ンドウの中央へ移動

選択中のマーカーをメイン画面
(TY) の中央へ移動
選択中のマーカーを Zoomウィ
ンドウの中央へ移動

スコープモードの場合

Note
カーソルジャンプは、設定対象のズームウィンドウが ON の場合に設定できます。

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup/Other Setup[ 項目設定 / その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

測定する項目をチェック
X1 Marker1 の時間軸の値
X2 Marker2 の時間軸の値
X3 Marker3 の時間軸の値
X4 Marker4 の時間軸の値
Δ(X2-X1) Marker1 と Marker2 の時間軸の値の差
Δ(X3-X1) Marker1 と Marker3 の時間軸の値の差
Δ(X4-X1) Marker1 と Marker4 の時間軸の値の差
Δ(X3-X2) Marker2 と Marker3 の時間軸の値の差
Δ(X4-X2) Marker2 と Marker4 の時間軸の値の差
Δ(X4-X3) Marker3 と Marker4 の時間軸の値の差
Y1 Marker1 の垂直軸の値
Y2 Marker2 の垂直軸の値
Y3 Marker3 の垂直軸の値
Y4 Marker4 の垂直軸の値
Δ(Y2-Y1) Marker1 と Marker2 の垂直軸の値の差
Δ(Y3-Y1) Marker1 と Marker3 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y1) Marker1 と Marker4 の垂直軸の値の差
Δ(Y3-Y2) Marker2 と Marker3 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y2) Marker2 と Marker4 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y3) Marker3 と Marker4 の垂直軸の値の差

カーソル値の読み込み方法
►10.2 節参照

10.3　マーカーカーソル (Marker) で測定する
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10.4 角度カーソル (Degree) 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
・ カーソルの ON/OFF
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ カーソル位置
・ 基準カーソルの位置
・ カーソルジャンプ
・ 測定項目
・ 基準角度
・ カーソル値の読み込み方法
・ カーソルの輝度

►機能編　「角度カーソル (Degree)」

CURSOR_Degree メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > CURSOR[ カーソル ] をタップするか、CURSOR キー

を押します。

2.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、ON に設定します。
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、Degree[ 角度 ] に設定します。

 

カーソルの種類を Degree[ 角度 ] に設定

カーソル位置の設定

測定対象波形の設定
(ALL、 CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 
Math1 ～ Math8、RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)

カーソル測定の ON/OFF

基準角度の設定 (1 ～ 720)
( 基準カーソル（R1、R2）間の角度 )

基準カーソル位置の設定

「カーソルジャンプ」参照
「測定項目の設定」参照

カーソルの表示輝度の設定

「カーソル値の読み込み方法」参照

測定項目の設定/
その他の設定

カーソル測定の対象を選択
(高速側/低速側)*

* デュアルキャプチャが ON のときに
設定します。
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カーソルジャンプ (Cursor Jump)
►10.2 節参照

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup/Other Setup[ 項目設定 / その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

測定する項目をチェック
X1 ： Cursor1 の時間軸の値
X2：  Cursor2 の時間軸の値
ΔX ： Cursor1 と Cursor2 の時間軸の値の差
Y1 ： Cursor1 と波形の交点の垂直軸の値
Y2：  Cursor2 と波形の交点の垂直軸の値
ΔY ： Cursor1 、Cursor2 と波形の交点の垂直軸の値の差

カーソル値の読み込み方法
►10.2 節参照

10.4　角度カーソル (Degree) で測定する
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10.5 水平＆垂直カーソル (H & V) 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。
X-Y 波形のカーソル測定については、6.3 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
・ カーソルの ON/OFF
・ カーソルの種類
・ 測定対象波形
・ 垂直カーソル位置
・ 水平カーソル位置
・ カーソルジャンプ
・ 測定項目
・ 測定対象ウィンドウ

►機能編　「水平＆垂直カーソル (H&V)」

CURSOR_H & V メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > CURSOR[ カーソル ] をタップするか、CURSOR キー

を押します。

2.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、ON に設定します。
3.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押して、H & V に設定します。

 

カーソルの種類を H&V に設定

水平カーソル位置の設定

カーソル測定の ON/OFF

垂直カーソル位置の設定

測定対象波形の設定
(CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、 Math1
～ Math8、RTmath1 ～RTmath16、Power、Harmonic、GPS)

「カーソルジャンプ」参照

「測定項目の設定」参照

カーソルの表示輝度の設定

「カーソル値の読み込み方法」参照

測定項目の設定/
その他の設定

カーソル測定の対象を選択
(高速側/低速側)*

* デュアルキャプチャが ON のときに
設定します。
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カーソルジャンプ (Cursor Jump)
►10.2 節参照

測定項目 (Item Setup) の設定
4.  Item Setup/Other Setup[ 項目設定 / その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
5.  Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

測定する項目をチェック
X1 ： V-Cursor1 の時間軸の値
X2：  V-Cursor2 の時間軸の値
ΔX ： V-Cursor1 と V-Cursor2 の時間軸の値の差
1/ΔX ： V-Cursor1 と V-Cursor2 の時間軸の値の差の逆数
Y1 ： H-Cursor1 の垂直軸の値
Y2：  H-Cursor2 の垂直軸の値
ΔY ： H-Cursor1 、H-Cursor2 の垂直軸の値の差
ΔY/ΔX：カーソル範囲内の単位時間あたりの垂直軸の変化量

カーソル値の読み込み方法
►10.2 節参照

10.5　水平＆垂直カーソル (H	&	V) で測定する



第 11 章 

波形パラメータの自動測定

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

MEASURE キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

11.1 波形パラメータを自動測定する ✓ ✓
11.2 連続統計処理をする ✓ -
11.3 サイクル統計処理をする ✓ ✓
11.4 ヒストリ波形の統計処理をする ( スコープモード ) ✓ -

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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11.1 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
・ 対象波形と測定項目
・ ディレイの設定
・ 周期測定の ON/OFF
・ 時間測定の基準レベル
・ 測定対象ウィンドウと測定範囲

►機能編　「波形パラメータの自動測定」

MEASURE メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MEASURE[ メジャー ] をタップするか、MEASURE

キーを押します。

 

測定範囲の設定

統計処理の設定をOFF に設定
Continuous►11.2 節参照、Cycle►11.3 節参照、History►11.4 節参照

自動測定のON/OFF

「対象波形と測定項目の設定」参照

「時間測定の基準レベル /1 サイクルモードの設定」参照

「インジケータの設定」参照

「測定範囲 2の設定」参照

デュアルキャプチャがOFF のとき

デュアルキャプチャがONのとき

「デュアルキャプチャの場合」参照
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11.1　波形パラメータを自動測定する

対象波形と測定項目の設定 (Measure Setup)
2.  Measure Setup[ 測定項目 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示され

ます。

 

測定項目の設定

「ディレイの設定」
参照

測定対象波形の設定 *
( 表示しきれない波形は、
スライドして表示 ) 「指定したチャネルへのコピー」参照

測定項目をすべてOFF

測定対象波形の
設定 *
( 表示しきれない
波形は、スライ
ドして表示 )

全ての波形の設定を
クリア

測定対象波形がロジック波形、XY波形以外のとき

測定対象波形がロジック波形のとき

測定対象波形が XY波形 (XY1 ～ XY8) のとき

* 選択したチャネルによっては、サブチャネルやビットを選択する必要があります。
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11.1　波形パラメータを自動測定する

指定したチャネルへのコピー (Copy to)
3. 	 Copy to[ コピー ] をタップするか、ジョグダイヤルで Copy to[ コピー ] を選択して SET

キーを押します。次の画面が表示されます。
 コピー元の波形が XY 波形の場合は、コピーできません。

  

すべてのチャネルを選択 ( チェック )

コピーを実行

すべてのチャネルの選択を解除

コピー先のチャネルをチェック
( 表示しきれない波形は、スライドして表
示 )

コピー元のチャネル

Delay の設定
3. 	 Delay[ ディレイ ] をタップするか、ジョグダイヤルで Delay[ ディレイ ] を選択して SET

キーを押します。次の画面が表示されます。

  
基準とする波形の条件を設定
(Reference が Trace のときだけ )

 何個目のエッジを検知点にするかの設定
 検知するエッジのスロープの設定

基準とする波形を設定 *2

( 表示しきれない波形は、スライドして表示 )

ディレイ測定の基準を設定 *1

ディレイ値の単位の設定 (Time、Degree*1)
検知するエッジのスロープの設定
何個目のエッジを検知点にするかの設定

*1 Mode の Degree と Reference Trace の Trigger は同時に設定できません。
*2 選択したチャネルによっては、サブチャネルやビットを選択する必要があります。
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11.1　波形パラメータを自動測定する

測定範囲の設定 (Time Range1/Time Range2)
測定開始点 (Time Range1) と測定終了点 (Time Range2) での範囲で設定したパラメータを測定しま
す。

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

時間測定の基準レベル /1 サイクルモードの設定 (Detail )
2.  Detail[ 詳細 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

ディスタル値の設定

プロキシマル値の設定

基準レベルの設定単位の設定 (%、Unit)

メシアル値の設定

High/Low レベルの設定 (Auto、Max-Min)

１サイクルモードの ON/OFF

設定する波形を設定 *
( 表示しきれない波形は、スライドして表示 )

* 選択したチャネルによっては、サブチャネルやビットを選択する必要があります。

Note
1 サイクルモードが ON のとき、Time Range1 と Time Range2 の間隔が 1 周期に満たない場合、測定値は

「*****」になります。

インジケータの設定 (Indicator)
設定した項目の測定個所をカーソルで表示します。

2.  Indicator[ インジケータ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示され
ます。

 
表示するパラメータの設定
( 測定対象に設定した項目から選択 )

基準とする波形を設定 *
( 表示しきれない波形は、スライドして表示 )

* 選択したチャネルによっては、サブチャネルやビットを選択する必要があります。
 測定個所を表示できる項目は次のとおりです。
 Peak to Peak、Amplitude、Maximum、Minimum、High、Low、Average、Middle、RMS、

Std, Deviation、+Overshoot、‒Overshoot、Rise、Fall、Frequency、Period、+Width、‒
Width、Duty、Burst1、Burst2、Avg Frequency、Avg Period、Integ1TY+、Integ2TY、Delay
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11.1　波形パラメータを自動測定する
 

測定範囲 2 の設定 (Area2 Mode)
2 つのエリアのパラメータを同時に測定する場合に設定します。

2.  Area2 Mode[Ares2 モード ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示さ
れます。

 

「対象波形と測定項目の設定」参照

測定範囲 2の設定

測定範囲 2における１サイクルモードのON/OFF

測定範囲 2の ON/OFF

デュアルキャプチャの場合
デュアルキャプチャで測定する場合、高速側、低速側それそれで測定範囲、測定項目、1 サイクル
モードを設定します。

Measure メニュー

低速側の設定

測定範囲の設定 ( 高速側 )

統計処理の設定
►11.2 節、11.3 節、11.4 節参照

自動測定のON/OFF
( 高速側 )

「対象波形と測定項目の設定」参照
( 高速側 )

「時間測定の基準レベル /1 サイ
クルモードの設定」参照

「インジケータの設定」参照

測定範囲の設定 ( 低速側 )

自動測定のON/OFF
( 低速側 )

「対象波形と測定項目の設定」参照
( 低速側 )

1 サイクルモードのON/OFF
( 低速側 )
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11.2 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

►機能編　「連続統計処理 (Continuous)」

MEASURE_Statistics メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MEASURE[ メジャー ] をタップするか、MEASURE

キーを押します。

2.  Statistics[ 統計 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
測定範囲の設定
►11.1 節参照

自動測定のON/OFF
►11.1 節参照

対象波形と測定項目の設定
►11.1 節参照

詳細設定
►11.1 節参照

インジケータの設定
►11.1 節参照
Area2 の設定
►11.1 節参照

Mode を ONに設定

Type を Continuous[ 連続 ] に設定

Measure メニュー Statistics メニュー

統計処理の設定
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11.3 サイクル統計処理をする

ここでは、表示されている波形をサイクル統計処理する設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ サイクル統計の ON
・ 周期を求める対象波形
・ 結果の表示

►機能編　「サイクル統計処理 (Cycle)」

MEASURE_Statistics メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MEASURE[ メジャー ] をタップするか、MEASURE

キーを押します。

2.  Statistics[ 統計 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

測定範囲の設定
►11.1 節参照

自動測定のON/OFF
►11.1 節参照

対象波形と測定項目の設定
►11.1 節参照

詳細設定
►11.1 節参照

インジケータの設定
►11.1 節参照
Area2 の設定
►11.1 節参照

Mode を ONに設定

Type を Cycle[ サイクル ] に設定

「サイクルトレースの設定」参照

測定の実行

「測定結果の表示」参照

Measure メニュー Statistics メニュー

統計処理の設定

サイクルトレースの設定 (Trace)
3.  Trace[ トレース ] をタップするか、ソフトキーを押します。サイクルトレースを次の中から設

定します。
 選択したチャネルによっては、サブチャネルやビットを選択する必要があります。

・ Own：   対象波形ごとにそれぞれの周期を求め、周期ごとに波形パラメータの自動測定
をして、統計処理を行います。ただし、周期の異なる信号が複数のチャネルに
入力されている場合は周期が最も遅いチャネルの周期の数だけ、他のチャネル
も波形パラメータの自動測定をして、統計処理を行います。

・ CH1 ～ CH16、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、SENT、Math1 ～ Math8、FFT1
～ FFT8、RTmath1 ～ RTmath16、Power、Harmonic、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、統計処理を行います。
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11.3　サイクル統計処理をする

測定結果の表示 (Display Result)
3.  Display Result[ 結果表示 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

スクロールバーが表示されているときは、画面をドラッグするか、
矢印キー◄►を押すと、表示をスクロールできます。

↑：各測定項目の最大値に「↑」が表示されます。
↓：各測定項目の最小値に「↓」が表示されます。

表示の並び替え
(Forward、Reverse)

最大値の表示

最小値の表示
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11.4 ヒストリ波形の統計処理をする ( スコープモード )

ここでは、ヒストリ波形を統計処理する設定について説明しています。

スコープモード
・ ヒストリ波形統計の ON
・ 結果の表示

►機能編　「ヒストリ波形の統計処理 (History)」

MEASURE_Statistics メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MEASURE[ メジャー ] をタップするか、MEASURE

キーを押します。

2.  Statistics[ 統計 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
測定範囲の設定
►11.1 節参照

自動測定のON/OFF
►11.1 節参照

対象波形と測定項目の設定
►11.1 節参照

詳細設定
►11.1 節参照

インジケータの設定
►11.1 節参照
Area2 の設定
►11.1 節参照

Mode を ONに設定

Type を History[ ヒストリ ] に設定

測定の実行

測定結果の表示►11.3 節参照

Measure メニュー Statistics メニュー

統計処理の設定
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FFT

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

FFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

12.1 FFT 波形を表示する ✓ ✓
12.2 FFT の詳細を設定する ✓ ✓
12.3 FFT 波形をカーソル測定する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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12.1 FFT 波形を表示する

ここでは、FFT 波形の表示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
・ FFT 波形を表示する Window の ON/OFF
・ メイン波形の表示エリアの割合
・ FFT ウインドウのレイアウト
・ FFT ウインドウの結合の ON/OFF
・ Window1 と Window2 の表示設定

►機能編　「メイン画面の表示割合 (Main	Ratio)」
「画面レイアウト (Window	Layout)」

「表示結合 (Combine	Display)」
「ウィンドウ表示設定 (Window	Display	Setup)」

FFT メニュー
1. 波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > FFT をタップするか、FFT キーを押します。次の画

面が表示されます。

 
FFT の設定
▶12.2 節参照

FFT Window1 の ON/OFF

カーソルの設定
▶12.3 節参照

メイン波形の表示割合の設定
(0％、20％、50％)

レイアウトの設定 (Side、Vertical)

Window1 と Window2 の結合を
ON/OFF

アベレージ測定の設定
▶12.2 節参照

FFT メニュー (1/2) FFT メニュー (2/2)

FFT Window2 の ON/OFF

トレースの設定
▶12.2 節参照

「Window1 と Window2 の表示
設定」参照

FFT の演算範囲の設定
▶12.2 節参照

2/2 メニューの表示 1/2 メニューの表示
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Note
FFT 波形の選択
チャネル設定メニュー (CH キー ) または RealTime Math メニュー (RT.MATH CH キー ) を表示しているときに、
画面に表示された FFT 波形をタップすると、タップした FFT 波形が設定対象になり次の画面が表示されま
す。

 トレースの設定
▶12.2 節参照

FFT 演算モードが OFF の FFT 波形
FFT 演算モードが ON の FFT 波形 ( 塗りつぶし )

設定している FFT 波形

FFT Window の ON/OFF

Window1 と Window2 の表示設定
2. FFT メニュー (2/2) の Window Display Seup[ ウインドウ表示設定 ] をタップするか、ソフトキー

を押します。次の画面が表示されます。

 

横軸スケールの設定方法の設定
(Auto、Left/Right、Center/Span)

設定するウィンドウを選択

横軸の表示方法を設定 (Hz、Log Hz( 対数表示 ))

FFT Window の分割数の設定
(1、2、３、4)

Left/Right のとき

Center/Span のとき

左端と右端の設定

中心値と幅の設定

Window1 と Window2 に表示される波形
Window1 には FFT1 ～ FFT4 のうち ON に設定されている波形、Window2 には FFT5 ～ FFT8
うち ON に設定されている波形が表示されます。
Window が分割されているときは、上段から順に、小さい番号の FFT 波形が割り当てられます。
最下段まで割り当てられると、再度、上段から順に波形が割り当てられます。
FFT1 ～ FFT8 の設定については、12.2 節をご覧ください。

12.1　FFT 波形を表示する
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12.2 FFT の詳細を設定する

ここでは、FFT 波形の詳細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
・ FFT の開始点と FFT ポイント数
・ 窓関数
・ スペクトラムのタイプ / サブタイプ
・ ソース波形
・ 縦軸スケールの設定 ( 中心値 / 最小単位 )
・ アベレージ測定の設定

►機能編　「全演算設定 (FFT	Setup)」
「演算範囲設定 (Range	Setup)」

「FFT	トレースの設定 (Trace	Setup)」
「FFT	演算設定 (FFT	Math	Setup)」
「アベレージ設定 (Average	Setup)」

FFT メニュー
1. 波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > FFT  をタップするか、FFT キーを押します。次の

画面が表示されます。

 
「FFT の設定」参照

FFT Window の ON/OFF
▶12.1 節参照

カーソルの設定
▶12.3 節参照

メイン波形の表示割合の設定
▶12.1 節参照

レイアウトの設定
▶12.1 節参照
Window1 と Window2 の結合を
ON/OFF▶12.1 節参照

「アベレージ測定の設定」参照
(/G02 オプション )

FFT メニュー (1/2) FFT メニュー (2/2)

「トレースの設定」参照

Window1 と Window2 の表示設定
▶12.1 節参照

「FFT の演算範囲の設定」
参照
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FFT の設定 (FFT Setup)
2. FFT メニュー (1/2) の FFT Setup[ 全演算設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の

画面が表示されます。

 

FFT の ON/OFF*4

FFT Window1、2 の
ON/OFF*1

FFT 開始点 *2

ソース波形の設定 *4

スペクトラムのタイプの設定 *4(LS、RS、PS、PSD、CS、TF、CH)

FFT ポイント数 *2

(1k、2k、5k、10k、
20k、50k、100k)
窓関数の設定 *3

(Rect、Hanning、
FlatTop、Hamming、
Exponential)

スペクトラムのサブタイプの設定 *4(REAL、IMAG、MAG、LOGMAG、PHASE)

ソース波形 2 の設定 *4( スペクトラムタイプによっては設定が必要 )

*1： 12.1 節の Window1/Wondow2 の ON/OFF 設定と同じ
*2： FFT の演算範囲の設定と同じ
*3： アベレージ測定の窓関数の設定と同じ
*4： トレースの設定と同じ

FFT Window1 の設定 FFT Window2 の設定

Note
ポイント数を 50 k に設定すると、FFT1、FFT2、FFT5、FFT6 しか表示できません。
ポイント数を 100 k に設定すると、FFT1 と FFT5 しか表示できません。

窓関数 [Exponential] の設定 (/G02 オプション )
窓関数に Exponential を設定した場合は、Setup ボタンで減衰率、測定範囲を設定します。

 
減衰率の設定

演算範囲の設定

12.2　FFT の詳細を設定する
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FFT の演算範囲の設定 (Range Setup)
2. FFT メニュー (1/2) の Range Setup[ 演算範囲設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

 

Window1 の FFT 開始点

Window1 の FFT ポイント数 (1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k)

Window2 の FFT 開始点

Window2 の FFT ポイント数 (1k、2k、5k、10k、20k、50k、100k)

 FFT 開始点、FFT ポイント数の設定は、「FFT の設定」の FFT 開始点、FFT ポイント数の設定と
同じです。

トレースの設定 (Trace Setup)
2. FFT メニュー (1/2) の Trace Setup をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

設定する FFT 番号を選択 (FFT1 ～ FFT8)

FFT 演算の ON/OFF (「FFT の設定」のMode と同じ設定 )

「FFT 演算の設定」参照 (「FFT の設定」のスペクトラムと同じ設定 )

縦軸スケールの設定

縦軸スケールの中心値の設定 (Vert Scale が Manual のとき )

縦軸スケールの感度の設定 (Vert Scale が Manual のとき )

単位の設定

FFT 演算の設定 (FFT Math Setup)
3. FFT Math Setup[FFT 演算設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表

示されます。

  

スペクトラムのタイプの設定 (LS、RS、PS、PSD、CS、TF、CH)*1

スペクトラムのサブタイプの設定 (REAL、IMAG、MAG、LOGMAG、PHASE)*2

ソース波形の設定

ソース波形2の設定 (スペクトラムタイプによっては設定が必要)

*1：/G02 オプションが装備されていない場合は、PS に固定です。
*2：/G02 オプションが装備されていない場合は、LOGMAGに固定です。

 FFT 演算の設定は、「FFT の設定」のスペクトラムタイプ、サブタイプ、ソース波形の設
定と同じです。

12.2　FFT の詳細を設定する
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アベレージ測定の設定 (Average Setup) (/G02 オプション )
2. FFT メニュー (2/2) の Average Setup[ アベレージ設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

 

*： Average Mode が Linear または Exp のとき

FFT Window1 の設定 FFT Window2 の設定

アベレージモードの設定
(Linear、Exp、Peak)
アベレージドメインの設定 *

(Time、Frequency)
アベレージ回数の設定 *

(2、4、8、16、32、64、128、256)

12.2　FFT の詳細を設定する
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12.3	 FFT 波形をカーソル測定する
ここでは、FFT 波形のカーソル測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
・	 カーソルのON/OFF
・	 カーソルの種類
マーカーカーソル
・	 対象波形
・	 マーカー位置
・	 マーカー形状
・	 測定項目
ピークカーソル
・	 測定範囲
・	 測定項目

► 機能編　「マーカーカーソル (Marker)」
「ピークカーソル (Peak)」

「ピークリスト (Peak List)」

FFT メニュー
1.	 波形画面のMENU	から ANALYSIS[ 解析 ]	>	FFT	 	をタップするか、FFTキーを押します。次の
画面が表示されます。

	
FFT の設定▶12.2 節参照

FFT Window の ON/OFF
▶12.1 節参照

「カーソルの設定」参照

FFT メニュー (1/2)

トレースの設定▶12.2 節参照

FFT の演算範囲の設定▶12.2 節参照
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カーソルの設定 (Cursor)
2. FFT メニュー (1/2) の Cursor[ カーソル ] をタップするか、ソフトキーを押します。

マーカーカーソル (Marker) で測定
3. Type[ タイプ ] をタップするかソフトキーを押して表示される画面で、Marker に設定し

ます。

 

カーソルの種類の設定

測定対象波形の設定 (OFF、FFT1 ～ FFT8)

マーカー位置の設定

「測定項目の設定」参照

カーソル測定の ON/OFF

設定するマーカーを設定
(Marker1 X、Marker2 ＋、Marker3 　、Marker2 　)

マーカー形状の設定 (Mark、Line)

Marker に設定

測定項目 (Item Setup) の設定
4. Item Setup[ 項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 

測定する項目をチェック
X1 Marker1 の周波数
X2 Marker2 の周波数
X3 Marker3 の周波数
X4 Marker4 の周波数
Δ(X2-X1) Marker1 と Marker2 の周波数の差
Δ(X3-X1) Marker1 と Marker3 の周波数の差
Δ(X4-X1) Marker1 と Marker4 の周波数の差
Δ(X3-X2) Marker2 と Marker3 の周波数の差
Δ(X4-X2) Marker2 と Marker4 の周波数の差
Δ(X4-X3) Marker3 と Marker4 の周波数の差
Y1 Marker1 の垂直軸の値
Y2 Marker2 の垂直軸の値
Y3 Marker3 の垂直軸の値
Y4 Marker4 の垂直軸の値
Δ(Y2-Y1) Marker1 と Marker2 の垂直軸の値の差
Δ(Y3-Y1) Marker1 と Marker3 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y1) Marker1 と Marker4 の垂直軸の値の差
Δ(Y3-Y2) Marker2 と Marker3 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y2) Marker2 と Marker4 の垂直軸の値の差
Δ(Y4-Y3) Marker3 と Marker4 の垂直軸の値の差

12.3　FFT 波形をカーソル測定する
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ピークカーソル (Peak) で測定
3. Type[ タイプ ] をタップするかソフトキーを押して表示される画面で、Peak に設定しま

す。

   

「測定項目の設定」参照

Peak に設定

カーソル測定のON/OFF

Window1 の測定範囲の設定

Window2 の測定範囲の設定

カーソルの種類の設定

測定項目 (Setup) の設定
4. Item Setup[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 測定する項目をチェック
F1 ～ F8 FFT1 ～ FFT8 のピーク値の周波数
Y1 ～ Y8 FFT1 ～ FFT8 のピーク値

ピークリストカーソル (Peak List) で測定
3. Type[ タイプ ] をタップするかソフトキーを押して表示される画面で、Peak List に設定

します。

   

FFT Window に表示する
リスト No. を設定

Peak List に設定

カーソル測定の ON/OFF

対象のトレースが FFT1 ～ FFT4 のときは Window1、FFT5 ～ FFT8
のときは Window2 の測定範囲の設定

リスト No.

カーソルの種類の設定

ピークとボトムの差の設定

リストの表示

しきい値の設定 周波数
ピーク値
List No. に設定され
ているピーク

12.3　FFT 波形をカーソル測定する
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演算

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

FFT(MATH) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

13.1 演算式、演算範囲を設定する ✓ ✓
13.2 演算波形のスケーリングを設定する ✓ ✓
13.3 アベレージを設定する (/G02 オプション ) ✓ ✓
13.4 ユーザー定義演算をする (/G02 オプション） ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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13.1 演算式、演算範囲を設定する
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 )
・ 演算範囲の設定

►機能編　「演算」

Math メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MATH[ 演算 ] をタップするか、SHIFT ＋ FFT（MATH)

キーを押します。Math[ 演算 ] メニューが表示されます。

 

演算モードをONに設定

「演算式の設定」参照

スケーリング設定する演算波形を設定▶13.2 節参照

スケーリングモードの設定▶13.2 節参照

アベレージングの設定▶13.3 節参照
( ユーザー定義演算 /G02 オプションのとき )

上限値、下限値の設定▶13.2 節参照

演算範囲の設定

Note
演算波形の選択
チャネル設定メニュー (CH キー ) または RealTime Math メニュー (RT.MATH CH キー ) を表示しているときに、
画面に表示された演算波形をタップすると、タップした演算波形が設定対象になり次の画面が表示されま
す。

 

演算式がOFF の演算波形
演算式がOFF 以外の演算波形 ( 塗りつぶし )

設定している演算波形

スケーリングモードの設定 (Auto、Manual)

上限値、下限値の設定
( スケーリングモードがManual のとき )

「演算式の設定」参照
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13.1　演算式、演算範囲を設定する

演算式の設定 (Setup)
2.  Setup をタップするか、ソフトキーを押します。
3.  演算式を設定する演算番号をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで演算番号を選択

し SET キーを押します。次の画面が表示されます。

 

演算子または関数の設定

設定項目
( 演算式によって異なる )

ラベルの設定
単位の設定

演算番号

Note
/G02 オプションモデルの場合、演算式のリストに User Define( ユーザ定義 ) が表示されます。ユーザ定義
演算については、13.4 節をご覧ください。

係数付き四則演算
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
演算対象波形
CH1 ～ CH16、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、
SENT、RTmath1 ～RTmath16、Math1 ～ Math7( 設定してい
る演算チャネルより番号の小さい演算チャネル )

ラベルの設定
単位の設定

スケーリング値

オフセット値

スケーリング値 A と B を 1、オフセット値 C を０に設定することにより、係数のない四則演
算になります。
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13.1　演算式、演算範囲を設定する

2 値化演算
Bin(S1) に設定

ラベルの設定
単位の設定

スレショルド上限値
スレショルド下限値

演算対象波形
CH1 ～ CH16、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、
SENT、RTmath1 ～RTmath16、Math1 ～ Math7( 設定してい
る演算チャネルより番号の小さい演算チャネル )

位相シフト

Shift(S1) に設定

ラベルの設定
単位の設定

位相のシフト量

演算対象波形
CH1 ～ CH16、16CH TEMP/VOLT、CAN、CAN FD、LIN、
SENT、RTmath1 ～RTmath16、Math1 ～ Math7( 設定してい
る演算チャネルより番号の小さい演算チャネル )
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13.2 演算波形のスケーリングを設定する
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　「スケーリングモード (Scaling)」

Math メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MATH[ 演算 ] をタップするか、SHIFT ＋ FFT（MATH)

キーを押します。Math[ 演算 ] メニューが表示されます。

 

演算モードをONに設定

演算式の設定▶13.1 節参照

スケーリング設定する演算波形を設定 (1 ～ 8)

スケーリングモードの設定 (Auto、Manual)

アベレージングの設定▶13.3 節参照
( ユーザー定義演算 /G02 オプションのとき )

上限値、下限値の設定
( スケーリングモードがManual のとき )
演算範囲の設定▶13.1 節参照
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13.3 アベレージを設定する (/G02 オプション )
ここでは、アベレージの設定について説明しています。
ここで説明するアベレージは、演算波形に対するアベレージです。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ アベレージ設定 ( ピーク演算を含む )

►機能編　「アベレージ設定 (Average	Setup)(/G02 オプション )」

Math メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MATH[ 演算 ] をタップするか、SHIFT ＋ FFT（MATH)

キーを押します。Math[ 演算 ] メニューが表示されます。

 

演算モードをONに設定

演算式の設定▶13.1 節参照

スケーリング設定する演算波形を設定▶13.2 節参照

スケーリングモードの設定▶13.2 節参照

「アベレージングの設定」参照
( ユーザー定義演算 /G02 オプションのとき )

上限値、下限値の設定▶13.2 節参照

演算範囲の設定▶13.1 節参照

アベレージの設定
2.  Average Setup[ アベレージ設定 ] タブをタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表

示されます。
 

単純平均

アベレージ種類を Linear に設定
アベレージ回数の設定 ( 取り込み回数 )

指数化平均

アベレージ種類を Exp に設定
減衰定数の設定
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13.3　アベレージを設定する (/G02 オプション )

サイクルアベレージ

アベレージ種類を Cycle に設定
1サイクルのデータ点数の設定

ピーク演算

アベレージ種類を Peak に設定
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13.4 ユーザー定義演算をする (/G02 オプション）
ここでは、ユーザー定義演算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
・ ユーザー定義演算の設定

►機能編　「ユーザー定義演算 (User	Define)(/G02 オプション )」

Math メニュー
1.  波形画面の MENU から ANALYSIS[ 解析 ] > MATH[ 演算 ] をタップするか、SHIFT ＋ FFT（MATH)

キーを押します。Math[ 演算 ] メニューが表示されます。

 

演算モードをONに設定

「演算式の設定」参照

スケーリング設定する演算波形を設定▶13.2 節参照

スケーリングモードの設定▶13.2 節参照

アベレージングの設定▶13.3 節参照
( ユーザー定義演算 /G02 オプションのとき )

上限値、下限値の設定▶13.2 節参照

演算範囲の設定▶13.1 節参照

演算式の設定 (Setup)
2.  Setup をタップするか、ソフトキーを押します。
3.  演算式を設定する演算番号をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで演算番号を選択

し SET キーを押します。次の画面が表示されます。

 

演算子の設定を User Define
[ ユーザ定義 ] に設定
演算式の設定

ラベルの設定
単位の設定

演算番号
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13.4　ユーザー定義演算をする (/G02 オプション )

4.  Expression[ 定義内容 ] の欄をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで Expression の
欄を選択して SET キーを押します。次の画面が表示されます。

 

「)」の入力

カーソル移動

バックスペース

入力をすべて消去

入力の確定

定数 (K1 ～ K8) の設定
フィルター (Filter1、Filter2) の設定

演算式に追加する波形パラメータの自動測定値の設定

フィルターの設定 (Filter Setup)
5.  Filter Setup をタップするか、ジョグダイヤルで Filter Setup を選択して SET キーを押

します。次の画面が表示されます。

  

フィルターの種類 (Gauss、Sharp、IIR)

フィルター帯域 (Low-Pass、High-Pass、Band-Pass、
Gauss のときは Low-Pass だけ )
カットオフ値 (2.0％～ 30.0%)
カットオフ周波数

FILT2 として登録
FILT2 として登録

カットオフ値 (2.0％～ 30.0%、Band-Pass のとき )
カットオフ周波数

定数の設定
5.  Constant(K) をタップするか、ジョグダイヤルで Constant(K) を選択して SET キーを押

します。次の画面が表示されます。

  定数の設定
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13.4　ユーザー定義演算をする (/G02 オプション )

ユーザー定義演算を設定するときの注意
ユーザー定義演算を設定するときは、次のことに注意してください。
・ 番号の小さい演算チャネルに番号の大きい演算チャネルを演算対象として設定できません。
・ 定数だけの演算式は設定できません。
・  FILT1, FILT2 は一つの演算式に２つまでしか設定できません。
・ パルス幅演算に対して、他の演算はできません。
・ Shift、パルス幅、2 値化演算では、一つの演算式に演算子は一つしか設定できません。

詳細については、CD に収録されている機能編 (IM DL950-01JA) をご覧ください。



第 14 章 

GO/NO-GO 判定 ( スコープモードだけ )

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

MEASURE(GO/NO-GO) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

14.1 波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする ✓ -
14.2 波形パラメータで GO/NO-GO 判定をする ✓ -

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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14.1 波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をする

ここでは、波形ゾーンで GO/NO-GO 判定をするときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ モードの選択
・ 波形ゾーンの作成、編集
・ 判定条件
・ アクションの設定

►機能編　「波形ゾーン (Wave	Zone)」

GO/NO-GO メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ANALYSIS[ 解 析 ] > GO/NO-GO を タ ッ プ す る か、SHIFT ＋

MEASURE(GO/NO-GO) キーを押します。次の画面が表示されます。

 

「アクションの設定」参照

判定区間 ( 開始 ) の設定
判定区間 ( 終了 ) の設定

Type を波形ゾーン (Wave Zone) に設定

設定するゾーンの選択 (Zone1 ～ Zone6)

「判定条件の設定」参照

モードを ON に設定

「波形ゾーンの編集」参照

ゾーンの編集 (Edit Zone)
２.  Edit Zone[ ゾーン編集 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

編集範囲が Part のとき

保存先の設定 (Zone1 ～ Zone6)

波形ゾーンの保存

基本波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8、FFT1 ～ FFT8)

編集範囲の指定 (Whole、Part)

ゾーンの範囲の設定

編集の終了
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14.1　波形ゾーンでGO/NO-GO 判定をする

判定条件の設定 (Judgement Setup)
2.  Judgement Setup[ 判定設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

 

判定基準の設定 (X、IN、OUT)
対象波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8、FFT1 ～ FFT8)

ゾーン番号の設定 (Zone1 ～ Zone6)

判定論理の設定 (AND、OR)
アクション条件の設定 (Always、Fail、Success)
シーケンスの設定 (Single、Continue)
取り込み回数の設定
外部スタートのON/OFF

スクロールバー
表示しきれない判定基準は、スクロールして表示

判定論理 (Logic)
AND： 設定した判定基準すべてが満たされたときにアクションを実行
OR： 設定した判定基準のどれか一つでもが満たされたときにアクションを実行
アクション条件 (Act Condition)
Always： 常に動作を実行します。
Fail：  設定した GO 条件にならなかったときに動作を実行します。
Success： 設定した GO 条件になったときに動作を実行します。

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

(Infinite のときは波形の取り込みをストップするまで )、動作して終了します。



14-4 IM DL950-02JA

14.1　波形ゾーンでGO/NO-GO 判定をする

アクションの設定 (Action Setup)
2.  Action Setup[ アクション設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

れます。

 

波形データの保存

保存先の設定

画面イメージの保存

自動測定した波形パラメータ値の保存

メール送信とメール送信回数の設定

警告音の設定

画面イメージのデータ形式
(PNG、BMP、JPEG)

自動ファイル名の設定方式
(Date、Numbering)
ファイル名の設定

波形データのデータ形式

日付名のフォルダー作成の設定

FFT 演算結果の保存

メールの設定▶20.6 節参照
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14.2 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。

スコープモードのときに適用
・ モードの選択
・ 判定条件

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

GO/NO-GO メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ANALYSIS[ 解 析 ] > GO/NO-GO を タ ッ プ す る か、SHIFT ＋

MEASURE(GO/NO-GO) キーを押します。次の画面が表示されます。

 

アクションの設定▶14.1 節参照

判定区間 ( 開始 ) の設定
判定区間 ( 終了 ) の設定

Type を Parameter ( パラメータ ) に設定

「判定条件の設定」参照

モードを ON に設定
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14.2　波形パラメータでGO/NO-GO 判定をする

判定条件の設定 (Judgement Setup)
2.  Judgement Setup[ 判定設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

 

判定基準の設定 (X、IN、OUT)
対象波形の選択 (CH1 ～ CH16、Math1 ～ Math8、FFT1 ～ FFT8)

パラメータの下限値の設定

判定論理の設定 (AND、OR)
アクション条件の設定 (Always、Fail、Success)
シーケンスの設定 (Single、Continue)
取り込み回数の設定
外部スタートのON/OFF

対象パラメータの選択
パラメータの上限値の設定

スクロールバー
表示しきれない判定基準は、スクロールして表示

波形パラメータの設定 (Item)
対象にできる波形パラメータは、波形パラメータの自動測定項目すべて (27 種類 ) です。16
種類までのパラメータを同時に判定できます。►11.1 節参照



第 15 章 

アクション

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

MENU(ACTION) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

15.1 アクションを設定する ✓ ✓
* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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15.1 アクションを設定する

ここでは、アクションを実行するときの次の設定について説明しています。

スコープモードのときに適用
・ アクションモード
・ 実行するアクション

メモリーレコーダモードのときに適用
・ 終了時保存
・ 終了時保存設定

►機能編　「アクション」

ACTION メニュー
1.  波形画面の MENU から TRIGGER[ トリガ ] > ACTION[ アクション ] をタップするか、SHIFT ＋

MENU(ACTION) キーを押します。次の画面が表示されます。

スコープモード

アクションモードをONに設定

「実行するアクションの設定」参照

メモリーレコーダモード

終了時保存をONに設定

「終了時保存の設定」参照

Note
SSD 記録またはフラッシュアクイジションが有効のときは、アクションの設定はできません。
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実行するアクションの設定 (Action Setup)
スコープモード
2.  Action Setup[ アクション設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表

示されます。

デュアルキャプチャがOFF のとき

デュアルキャプチャがONのとき

低速側波形データのデータ形式
高速側波形データのデータ形式

波形データの保存

保存先の設定

画面イメージの保存

自動測定した波形パラメータ値の保存

メール送信とメール送信回数の設定

警告音の設定

画面イメージのデータ形式
(PNG、BMP、JPEG)

自動ファイル名の設定方式
(Date、Numbering)
ファイル名の設定

波形データのデータ形式

日付名のフォルダー作成の設定

FFT 演算結果の保存

メールの設定▶20.6 節参照

終了時保存の設定 (Save on Stop Setup)
メモリーレコーダモード
2.  Save on Stop Setup[ 終了時保存設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 設定内容は ACQUIRE メニューの終了時保存設定 ( 取込方法が Memory + Save on Stop

の場合 ) と同じです。3.2 節をご覧ください。

アクションの実行
アクションの各設定をしてから、START/STOP キーを押します。トリガがかかるたびにアクション
が実行されます。アクションの実行中は、画面中央の上側に「ACTION」が表示されます。停止す
るときは、START/STOP キーを押します。

Note
・ 実行するアクションがメール送信の場合で、設定した動作回数よりもメールの送信回数が少ないとき、

送信回数まで繰り返すと送信の動作は停止します。反対に、設定した動作回数よりもメールの送信回数
が多いときは、動作回数まで繰り返すと送信の動作は停止します。

・ スコープモードで実行するアクションの設定は、GO/NO-GO のアクションの設定と共通です。

15.1　アクションを設定する



第 16 章 
リアルタイム演算 (/G03、/G05 オプ
ション )
この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

RT. MATH CH キー
ALL CH キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

16.1 リアルタイム演算を設定する ✓ ✓
16.2 全チャネル設定メニューで設定をする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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16.1 リアルタイム演算を設定する
ここでは、リアルタイム演算をするとき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
・ リアルタイム演算の ON/OFF
・ リアルタイム演算式の設定
・ スケーリングの設定
・ 表示レンジの設定
・ 垂直ポジションの設定
・ 水平ポジションの設定 ( メモリーレコーダモードのみ )

►機能編　「リアルタイム演算 (/G03、/G05 オプション )」

RealTime Math メニュー
1.  波形画面の MENU から CH[ チャネル ]>RT.MATH CH をタップするか、RT. MATH CH キーを押

します。リアルタイム演算設定メニューが表示されます。

2.  設定するリアルタイム演算チャネルをタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで設
定するリアルタイム演算チャネルを選択します。画面に波形が表示されているときは、設定し
たいリアルタイム演算チャネルの波形を直接タップしても選択できます。

 

RealTime Math メニュー (1/2) RealTime Math メニュー (2/2)

リアルタイム演算を ON に設定

「リアルタイム演算式の設定」参照

帯域制限の設定

ラベルの設定

「スケーリングの設定」参照

単位の設定

サンプルレートの設定

表示グループの設定

数値の表示方式の設定
( 指数表示、小数点表示 )

2/2 メニューの表示 1/2 メニューの表示

Note
・ ANALYSIS メニューで、位置情報取得 (/C35 オプション ) が ON のときは、RTmath1 は GPS になり位置

情報の波形表示の設定ができます (22.2 節参照 )。表示される設定メニューの項目は、リアルタイム演算
のメニュー項目とは異なります。

・ ANALYSIS メニューで、電力解析 (/G05 オプション ) が有効 (1 Wiring System または 2 Wiring Systems) 
のときは、RTmath13 および RTmath14 は Power になり、電力解析結果の波形表示の設定ができます (17.3
節参照 )。表示される設定メニューの項目は、リアルタイム演算のメニュー項目とは異なります。

・ ANALYSIS メニューで、高調波解析 (/G05 オプション ) が有効 (Line RMS または Power) のときは、
RTmath15 および RTmath16 は Harmonics になり、高調波解析結果の波形表示の設定ができます (17.3
節参照 )。表示される設定メニューの項目は、リアルタイム演算のメニュー項目とは異なります。
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リアルタイム演算式の設定
3.  RealTime Math Setup[ リアルタイム演算設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の

画面が表示されます。

 

「演算子または関数の設定」参照

設定項目
( 演算式によって異なります。)

演算式または演算の概要が図で表示されます。

演算子または関数の設定
4.  Operation[ 演算定義 ] の欄をタップするか、ジョグダイヤルか矢印キーで Operation[ 演

算定義 ] を選択して SET キーを押します。次の画面が表示されます。

  

係数付き四則演算

角度演算

16.1　リアルタイム演算を設定する
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四則演算 (Arithmetic)
係数付き四則演算 (A(S1)+B(S2)+C、A(S1) − B(S2)+C、A(S1)*B(S2)+C、A(S1)/B(S2)+C)
係数付き四則演算の演算子を選択すると次の画面が表示されます。

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
演算対象波形の選択 ( 取り込みがONになっているチャネル )

スケーリング値
(A と B を 1、オフセット値 Cを０に設定することにより、
係数のない四則演算になります。)

角度演算 (S1+S2(Angle)、S1 − S2(Angle))
角度演算の演算子を選択すると次の画面が表示されます。

S1 + S2(Angle) または S1 - S2(Angle) に設定

演算対象波形の選択 ( 取り込みがONになっているチャネル )

スケーリング値

四次多項式 (Polynomial)
四次多項式の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Polynomial に設定
演算対象波形の選択

係数の設定

多項加減算 (Poly-Add-Sub)
多項加減算の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Poly-Add-Sub に設定

演算対象波形の選択

係数の設定

符号の選択 (+、－)
設定する側をタップするか、ジョグダイヤルで設定する側を選択して SET キーを押します。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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ロジック信号 / アナログ波形変換 (DA)
ロジック信号 / アナログ波形変換の関数を選択すると次の画面が表示されます。

変換方法の選択 (Unsigned、Signed、Offset Binary)

DA に設定
演算対象ロジック信号 ( 下位 8 ビット ) の選択
ロジックモジュールが装着されているチャネルを表示します。
演算対象ロジック信号 ( 上位 8 ビット ) の選択
ロジックモジュールが装着されているチャネルを表示します。

ビット長の設定
係数の設定

ノッキングフィルタ (Knock Filter)(/VCE オプション )
ノッキングフィルタの関数を選択すると次の画面が表示されます。

Knock Filter に設定
演算対象波形の選択
エリミネーションレベルの設定
微分の ON/OFF

IIR フィルタ (IIR Filter)
IIR フィルタの関数を選択すると次の画面が表示されます。
フィルタバンドの設定が Low-Pass、High-Pass の場合

IIR Filter に設定
演算対象波形の選択
フィルタバンドの設定 ( Low-Pass、High-Pass )
カットオフ周波数の設定

補間の ON/OFF

フィルタバンドの設定が Band-Pass の場合

IIR Filter に設定
演算対象波形の選択
フィルタバンドの設定 ( Band-Pass )
中心周波数の設定
バンド幅の設定
補間の ON/OFF

CAN ID 検出 (CAN ID)
CAN ID の関数を選択すると次の画面が表示されます。

CAN ID に設定
検出対象波形の選択
ビットレートの選択 (10kbps、20kbps、33.3kbps、50kbps、
62.5kbps、66.7kbps、83.3kbps、100kbps、125kbps、
250kbps、500kbps、800kbps、1Mbps)
メッセージフォーマットの選択 (STD、XTD)
メッセージ ID の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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包絡線 (Envelope)
包絡線 (Envelope) の関数を選択すると次の画面が表示されます。

演算対象波形の選択 *
Envelope に設定

包絡線の極性を設定
帯域を設定 (操作 2の帯域制限と同じ設定 )

＊ロジック入力モジュールのチャネルは表示されません。

微分 (Diff(S1))
微分の関数を選択すると次の画面が表示されます。

演算対象波形の選択
Diff(S1) に設定

演算周期

積分 (Integ1(S1)、Integ2(S1))
積分の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Integ1(S1) または Integ2(S1) に設定
演算対象波形の選択

波形の取り込みをスタートしたときに積分結果をリセット
演算対象波形が設定したしきい値を超えたときに積分結果を
リセット

演算対象波形がゼロクロスでエッジを発生したときに積分
結果をリセット

積分結果のリセットを手動で実行

ゼロクロスのエッジの設定 (　、　)
ゼロクロスのヒステリシスの設定 (　　、　　、　　)

しきい値の設定

常用対数 (Log1、Log2)
Log1 の場合
対数 (Log1) の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Log1 に設定

演算対象波形の選択

係数の設定

Log2 の場合
対数 (Log2) の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Log2 に設定
演算対象波形の選択

係数の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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平方根 (Sqrt1、Sqrt2)
Sqrt1 の場合
平方根 (Sqrt1) の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Sqrt1 に設定

符号の選択 (+、－)

演算対象波形の選択

Note
+ の符号は、S1*S1+S2*S2 の平方根です。
－の符号は、S1*S1 － S2*S2 の平方根です。

Sqrt2 の場合
平方根 (Sqrt2) の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Sqrt2 に設定
演算対象波形の選択

周波数 (Frequency)
周波数の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Frequency に設定
演算対象波形の選択
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )
レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
スケールの選択 (Hz、Rpm)

減速予測の設定 (OFF、ON)
停止予測の設定 (OFF、2、4、8、16)

一回転のパルス数の設定 ( スケールが Rpm のとき )

周期 (Period)
周期の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Period に設定
演算対象波形の選択
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )
レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

減速予測の設定 (OFF、ON)
停止予測の設定 (OFF、2、4、8、16)

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エッジカウント (Edge Count)
エッジカウントの関数を選択すると次の画面が表示されます。

Edge Count に設定
演算対象波形の選択
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )
エッジを検出するレベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
波形の取り込みをスタートしたときにカウントをリセット

カウントのリセットを手動で実行

設定したリミット値を超えたときにカウントをリセット
カウントをリセットするリミット値の設定

パルス幅変調信号の復調 (PWM)
パルス幅変調信号の復調の関数を選択すると次の画面が表示されます。

PWMに設定
演算対象波形の選択
周期の設定

トルク (Torque)
Torque の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Torque に設定
演算対象波形の選択
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )
レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

減速予測の設定 (OFF、ON)
停止予測の設定 (OFF、2、4、8、16)
係数の設定
係数の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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アップダウンカウント (UpDown Count)
アップダウンカウントの関数を選択すると次の画面が表示されます。

UpDown Count に設定

カウントのリセットを手動で実行

設定したリミット値を超えたときにカウントをリセット
カウントをリセットするリミット値の設定

「ソース条件の設定」参照

「エンコード条件の設定」参照

エンコードタイプを Incremental ABZ、
Incremental AB のいずれかに設定

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 ( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースが ON のとき

ロジックソースを ON に設定

A、B、Z* 各相のロジック信号のビットの選択 (Bit1 ～ Bit8)

Z 相入力が反転しているときにチェック *

ロジックソースが OFF のとき

ロジックソースを OFF に設定

Z 相入力が反転しているときにチェック

A 相の信号チャネルの設定
カウントする信号レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

B 相の設定

Z 相の設定 *

* Z 相の設定は、エンコードタイプが Incremental AB のときは表示されません。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコード条件の設定

カウント条件が x2 のとき

カウント条件が x4 のとき

カウント条件が x1 のとき

カウント条件を x1 に設定
パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

* エンコードタイプの設定が Incremental ABZ のときに設定可能

リセットするエッジの選択 *

(A    、A    、B    、B    、Z Level)

カウント条件を x2 に設定

カウント条件を x4 に設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

リセットするエッジの選択 *

(A    、A    、B    、B     、Z Level)

リセットするエッジの選択 *

(A    、A    、B    、B     、Z Level)

実効値 (RMS)
実効値の関数を選択すると次の画面が表示されます。
演算区間が Edge の場合

RMS に設定
演算対象波形の選択

エッジ検出条件の設定 ( 　、　、　　 )

エッジを検出するソース波形の設定
(Own、CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

演算区間を Edge に設定

レベルの設定

*1 四則演算に対応している入力モジュールが装着されているチャネルを選択できます。
*2 操作しているチャネルよりも若い番号のチャネルを選択できます。

演算区間が Time の場合

RMS に設定
演算対象波形の選択

時間の設定
演算区間を Time に設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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有効電力 (Power)
有効電力の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Power に設定

演算対象波形の選択

エッジ検出条件の設定 ( 　、　、　　 )

エッジを検出するソース波形の設定
(Own、CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

レベルの設定

演算範囲の設定

*1 四則演算に対応している入力モジュールが装着されているチャネルを選択できます。
*2 操作しているチャネルよりも若い番号のチャネルを選択できます。

有効電力の積算 (Power Integ)
有効電力の積算の関数を選択すると次の画面が表示されます。

Power Integ に設定

演算対象波形の選択

波形の取り込みをスタートしたときに積算結果をリセット
設定したリミット値を超えたときに積算結果をリセット

積算結果のリセットを手動で実行
スケールの選択 (Second、Hour)

積算結果をリセットするリミット値

16.1　リアルタイム演算を設定する
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余弦 (Cos)、正弦 (Sin)
正弦または余弦の関数を選択すると次の画面が表示されます。
エ ン コ ー ド タ イ プ の 設 定 が Incremental ABZ、Incremental AZ、Incremental AB、
Incremental A 場合

エンコードタイプを Incremental ABZ、Incremental AZ、
Incremental AB、Incremental A のどれかに設定

Cos または Sin に設定

「ソース条件の設定」参照

「エンコード条件の設定」参照

演算結果のリセットを手動で実行

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 ( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースが ON のとき

ロジックソースを ON に設定

A、B*、Z* 各相のロジック信号のビットの選択 (Bit1 ～ Bit8)

Z 相入力が反転しているときにチェック *

ロジックソースが OFF のとき

ロジックソースを OFF に設定

Z 相入力が反転しているときにチェック

A 相の信号チャネルの設定
カウントする信号レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

B 相の設定 *

Z 相の設定 *

* B 相と Z 相の設定は、エンコードタイプによっては表示されません。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコード条件の設定

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件が x1 のとき

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x4 のとき
エンコードタイプの設定が Incremental AZ または Incremental A で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件を x1 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　*1、B　*1 )

*1： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB のときに設定可能
*2： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AZ のときに設定可能

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *1、B   *1 、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

カウント条件を x2 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )
パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    、B     、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

カウント条件を x2 または x4 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定
リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *1、B   *1 、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコードタイプの設定が Absolute 8bit、Absolute 16bit、Gray Code の場合

エンコードタイプを Absolute 8bit または Absolute 16bit に
設定

エンコードタイプを Gray Code に設定

Cos または Sin に設定

「ソース条件の設定」参照

1 回転あたりのパルス数の設定

ビット長の設定

負論理の ON/OFF

Absolute 8bit または Absolute 16bit の場合

Gray Code の場合

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 *( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースをONに設定

*： Source2 はエンコードタイプの設定が Absolute 16bit または Gray Code のときに設定可能
 Source1 に下位桁のロジックチャネルを、Source2 に上位桁のロジックチャネルを設定

エンコードタイプの設定が Resolver Ch の場合
設定しているリアルタイム演算チャネルより、番号の小さいリアルタイム演算チャネルに、
Resolver または 3 Phase Resolver が設定されている場合に設定できます。

エンコードタイプを Resolver Ch に設定
Cos または Sin に設定

レゾルバチャネルの設定 *

* Resolver または 3 Phase Resolver を設定した RTmath1 ～ RTmath15( 設定中のリアルタイム演算
チャネルより番号が小さいリアルタイム演算チャネルのみ ) から選択

エンコードタイプの設定が Rotary Angle(Z Pulse) の場合
設定しているリアルタイム演算チャネルより、番号の小さいリアルタイム演算チャネルに
Rotary Angle が設定され、さらにそのエンコードタイプに Z Pulse が設定されている場合に設
定できます。

エンコードタイプを Rotary Angle(Z Pulse) に設定
Cos または Sin に設定

Z Pulse チャネルの設定 *

* 演算子に Rotary Angle を設定し、さらにそのエンコードタイプに Z Pulse を設定した RTmath1 ～
RTmath15( 設定中のリアルタイム演算チャネルより番号が小さいリアルタイム演算チャネルのみ )
から選択

16.1　リアルタイム演算を設定する
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逆正接 (Atan)
逆正接の関数を選択すると次の画面が表示されます。

象限の範囲の設定 (Quadrant-2、Quadrant-4)

Atan に設定

演算対象波形の設定

スケールの設定 (Radian、Degree)

回転角度 (Rotary Angle)
回転角度の関数を選択すると次の画面が表示されます。
エ ン コ ー ド タ イ プ の 設 定 が Incremental ABZ、Incremental AZ、Incremental AB、
Incremental A 場合

エンコードタイプを Incremental ABZ、Incremental AZ、
Incremental AB、Incremental A のどれかに設定

Rotary Angle に設定

「ソース条件の設定」参照

「エンコード条件の設定」参照

演算結果のリセットを手動で実行

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 ( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースが ON のとき

ロジックソースを ON に設定

A、B*、Z* 各相のロジック信号のビットの選択 (Bit1 ～ Bit8)

Z 相入力が反転しているときにチェック *

ロジックソースが OFF のとき

ロジックソースを OFF に設定

Z 相入力が反転しているときにチェック

A 相の信号チャネルの設定
カウントする信号レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

B 相の設定 *

Z 相の設定 *

* B 相と Z 相の設定は、エンコードタイプによっては表示されません。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコード条件の設定

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件が x1 のとき

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x4 のとき
エンコードタイプの設定が Incremental AZ または Incremental A で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件を x1 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定 *3

逓倍率の設定 *3

*2

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　*2、B　*2 )

*1： User Define のときは、スケーリングの係数を設定します。

*2： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB のときに設定可能
*3： スケーリングの設定が－180°～+180°、0°～360°、－ π～+ π、または 0 ～2 πのときに設定可能
*4： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AZ のときに設定可能

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *2、B   *2 、Z Level*4)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

カウント条件を x2 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定 *3

逓倍率の設定 *3

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )
パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    、B     、Z Level*4)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定
スケーリングの設定
(－360°～+360°、－180°～+180°、0°～360°、
－2 π～+2 π、－ π～+ π、0 ～2 π、User Define*1)

カウント条件を x2 または x4 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定 *3

逓倍率の設定 *3

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *2、B   *2 、Z Level*4)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

スケーリングの設定
(－360°～+360°、－180°～+180°、0°～360°、
－2 π～+2 π、－ π～+ π、0 ～2 π、User Define*1)

スケーリングの設定
(－360°～+360°、－180°～+180°、0°～360°、
－2 π～+2 π、－ π～+ π、0 ～2 π、User Define*1)

スケーリングの係数の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコードタイプの設定が Absolute 8bit、Absolute 16bit、Gray Code の場合

エンコードタイプを Absolute 8bit または Absolute 16bit に
設定

エンコードタイプを Gray Code に設定

Rotary Angle に設定

「ソース条件の設定」参照

1 回転あたりのパルス数の設定
スケーリングの設定
(－360°～+360°、－180°～+180°、0°～360°、
－2 π～+2 π、－ π～+ π、0 ～2 π、User Define*)

* User Define のときは、スケーリングの係数を設定します。

ビット長の設定

負論理の ON/OFF

Absolute 8bit または Absolute 16bit の場合

Gray Code の場合

スケーリングの係数の設定

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 *( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースをONに設定

*：Source2 はエンコードタイプの設定が Absolute 16bit または Gray Code のときに設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコードタイプの設定が Z Pulse の場合

エンコードタイプを Z Pulse に設定
Rotary Angle に設定

Z 相の信号チャネルの設定
ロジックモジュールの入力チャネルを選択し、続け
てロジック信号のビットを選択 (Bit1 ～ Bit8)

Z 相の信号チャネルがロジックモジュールの場合

Z 相の信号チャネルがアナログ波形モジュールの場合

エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )

レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

スケールの選択
(-180°～ +180°、0°～ 360°、 -　～ +　、0 ～ 2　)

オフセット値の設定
逓倍率の設定

エンコードタイプを Z Pulse に設定
Rotary Angle に設定

Z 相の信号チャネルの設定
アナログ波形モジュールの入力チャネルを選択
エッジ検出条件の設定 ( 　、　 )

スケールの選択
(-180°～ +180°、0°～ 360°、 -　～ +　、0 ～ 2　)

オフセット値の設定
逓倍率の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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回転速度 (Rotary Speed)
回転速度の関数を選択すると次の画面が表示されます。

エンコードタイプは Incremental AB に固定
Rotary Speed に設定

「ソース条件の設定」参照

「エンコード条件の設定」参照
減速予測の ON/OFF

スケーリングの設定
(Hz、Rpm、
User Define(K × Hz))

User Define(K × Hz) のとき

スケーリングの係数の設定

停止予測の設定 (OFF、2、4、8、16)

1 回転あたりのパルス数の設定
( スケーリングが Rpmのとき )

ソース条件の設定

ソースチャネル ( ロジックモジュール ) の設定
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースが ON のとき

ロジックソースを ON に設定

A 相と B 相のロジック信号のビットの選択 (Bit1 ～ Bit8)

ロジックソースが OFF のとき

ロジックソースを OFF に設定

A 相の信号チャネルの設定
カウントする信号レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

B 相の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコード条件の設定

カウント条件が x2 のとき

カウント条件を x2 に設定

カウント条件が x1 のとき

カウント条件が x4 のとき

カウント条件を x1 に設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B    、B 　 )

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B    、B 　 )
パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B    、B 　 )

カウント条件を x4 に設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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電気角 (Electrical Angle)
電気角の関数を選択すると次の画面が表示されます。
エ ン コ ー ド タ イ プ の 設 定 が Incremental ABZ、Incremental AZ、Incremental AB、
Incremental A 場合

エンコードタイプを Incremental ABZ、Incremental AZ、
Incremental AB、Incremental A のどれかに設定

Electrical Angle に設定

「ソース条件の設定」参照

「エンコード条件の設定」参照

ターゲットの選択 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)

*1： 四則演算に対応している入力モジュールが装着されているチャネルを選択できます。
*2 ： 操作しているチャネルよりも若い番号のチャネルを選択できます。

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 ( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースが ON のとき

ロジックソースを ON に設定

A、B*、Z* 各相のロジック信号のビットの選択 (Bit1 ～ Bit8)

Z 相入力が反転しているときにチェック *

ロジックソースが OFF のとき

ロジックソースを OFF に設定

Z 相入力が反転しているときにチェック

A 相の信号チャネルの設定
カウントする信号レベルの設定
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

B 相の設定 *

Z 相の設定 *

* B 相と Z 相の設定は、エンコードタイプによっては表示されません。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコード条件の設定

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件が x1 のとき

エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB で、カウント条件が x4 のとき
エンコードタイプの設定が Incremental AZ または Incremental A で、カウント条件が x2 のとき

カウント条件を x1 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　*1、B　*1 )

*1： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AB のときに設定可能
*2： エンコードタイプの設定が Incremental ABZ または Incremental AZ のときに設定可能

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *1、B   *1 、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

カウント条件を x2 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定

パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )
パルスカウントするエッジの選択
(A    、A    、B　、B　 )

リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    、B     、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定
スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

カウント条件を x2 または x4 に設定

回転方向の反転の ON/OFF
回転角の初期位相の設定

逓倍率の設定
リセットするエッジの選択
(A    、A    、B    *1、B   *1 、Z Level*2)

1 回転あたりのカウント数

1 回転あたりのパルス数の設定

スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコードタイプの設定が Absolute 8bit、Absolute 16bit、Gray Code の場合

エンコードタイプを Absolute 8bit または Absolute 16bit に
設定

エンコードタイプを Gray Code に設定

Electrical Angle に設定

「ソース条件の設定」参照

1 回転あたりのパルス数の設定
スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

ビット長の設定

「ソース条件の設定」参照

負論理の ON/OFF

Absolute 8bit または Absolute 16bit の場合

Gray Code の場合

ターゲットの設定

ソース条件の設定

ソースチャネルの設定 *( ロジックモジュールの入力チャネル )
( ロジックモジュールを装着しているチャネルだけ表示 )

ロジックソースはONに固定

*： Source2 はエンコードタイプの設定が Absolute 16bit または Gray Code のときに設定可能
 Source1 に下位桁のロジックチャネルを、Source2 に上位桁のロジックチャネルを設定

エンコードタイプの設定が Resolver Ch の場合
設定しているリアルタイム演算チャネルより、番号の小さいリアルタイム演算チャネルに、
Resolver または 3 Phase Resolver が設定されている場合に設定できます。

エンコードタイプを Resolver Ch に設定
Electrical Angle に設定

スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

ターゲットの設定

* Resolver または 3 Phase Resolver を設定した RTmath1 ～ RTmath15( 設定中のリアルタイム演算
チャネルより番号が小さいリアルタイム演算チャネルのみ ) から選択

レゾルバチャネルの設定 *

16.1　リアルタイム演算を設定する
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エンコードタイプの設定が Rotary Angle(Z Pulse) の場合
設定しているリアルタイム演算チャネルより、番号の小さいリアルタイム演算チャネルに
Rotary Angle が設定され、さらにそのエンコードタイプに Z Pulse が設定されている場合に設
定できます。

エンコードタイプを Rotary Angle(Z Pulse) に設定
Electrical Angle に設定

スケーリングの設定
(－180°～+180°、－ π～+ π)

ターゲットの設定

* 演算子に Rotary Angle を設定し、さらにそのエンコードタイプに Z Pulse を設定した RTmath1
～ RTmath15( 設定中のリアルタイム演算チャネルより番号が小さいリアルタイム演算チャネル
のみ ) から選択

Z Pulse チャネルの設定 *

レゾルバ (Resolver)
レゾルバの関数を選択すると次の画面が表示されます。

Resolver に設定
Sin 相信号の選択 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)
Cos 相信号の選択 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)
励磁信号の選択 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
トラッキングフィルタの選択
(OFF、2kHz、1kHz、250Hz、100Hz)

「詳細設定」参照
*1 : 四則演算に対応している入力モジュールが装着されているチャネルを選択できます。
*2 : 操作しているチャネルよりも若い番号のチャネルを選択できます。

詳細設定

スケールの選択
(-180°～ +180°、0°～ 360°、 -　～ +　、0 ～ 2　)

サンプルポイントの移動時間の設定
( モードが Manual のときだけ )

サンプルポイントのモードの選択 (Auto、Manual)

オフセット値の設定
逓倍率の設定

16.1　リアルタイム演算を設定する
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三相レゾルバ (3 Phase Resolver)
三相レゾルバの関数を選択すると次の画面が表示されます。

3 Phase Resolver に設定
Sin 信号の位相の設定
(0°～ 120°、0°～ 240°、120°～ 240°)
Sin 信号の設定 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)

励磁信号の設定 (CH1 ～ CH16*1、RTmath1 ～ RTmath15*2)
ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
トラッキングフィルタの設定
(OFF、2kHz、1kHz、250Hz、100Hz)

「詳細設定」参照
*1 : 四則演算に対応している入力モジュールが装着されているチャネルを選択できます。
*2 : 操作しているチャネルよりも若い番号のチャネルを選択できます。

詳細設定

スケールの選択
(-180°～ +180°、0°～ 360°、 -　～ +　、0 ～ 2　)

サンプルポイントの移動時間の設定
( モードが Manual のときだけ )

サンプルポイントのモードの選択 (Auto、Manual)

オフセット値の設定
逓倍率の設定

スケーリングの設定
3.  Scaling[ スケーリング ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 表示範囲の上限値の設定
表示範囲の下限値の設定

オートスケールの実行

デフォルトスケールの実行

 Auto Scale：リアルタイム演算波形に合わせて、自動的にスケーリングを設定します。
 Default Scale：演算対象波形の設定レンジや演算式から、適切と判断した表示範囲を設定します。

16.1　リアルタイム演算を設定する
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表示レンジの設定 (SCALE ノブ )
3.  16-2 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、SCALE ノブを回して表示レンジを設定し

ます。

波形の垂直ポジションの設定、水平ポジションの設定 ( 表示波形の移
動 )
3.  16-2 ページの操作 2. に続けて、チャネルを選択後、選択したチャネルの波形が表示されてい

る画面の中心付近を垂直軸方向にドラッグして、上下の矢印を表示します。矢印をタップする
と波形が移動します。矢印は、所定の時間が経過すると消えます。

 
波形が上方向に移動

波形が下方向に移動

 チャネルを選択後、垂直 POSITION ノブを回しても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は、以下の方法で水平ポジションを移動できます。

 

画面を長押しして表示

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

画面を水平軸方向に
ドラッグして表示

波形が左に移動
波形が右に移動

波形表示を一時停止 (Hold)/ 一時停止解除 (Resume)
波形の取り込み中に画面を長押しした場合のみ表示

16.1　リアルタイム演算を設定する
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16.2 全チャネル設定メニューで設定をする
ここでは、リアルタイム演算の対象波形の設定をすべてのチャネルで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
・ リアルタイム演算の ON/OFF
・ ラベル
・ リアルタイム演算式
・ 演算対象波形、係数

►機能編　「リアルタイム演算 (/G03、/G05 オプション )」

全チャネル設定メニュー
1.  波形画面の MENU から CH[ チャネル ] >All CH[ 全チャネル設定 ] をタップするか、ALL CH キー

を押します。全チャネル設定メニューが表示されます。

2.  RealTime Math[ リアルタイム演算 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表
示されます。

 

演算対象波形、係数の設定
( 演算式によって設定項目が異なります )

リアルタイム演算のON/OFF
ラベルの設定

演算式の設定

Note
全チャネル設定メニューでは、リアルタイム演算のすべての項目を設定できません。設定できない項目は、
リアルタイム演算メニューで設定してください。



第 17 章 

電力演算 (/G05 オプション )

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

HISTORY(ANALYSIS) キー

RT. MATH CH キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

17.1 電力解析 (Power) ✓ ✓
17.2 高調波解析 (Harmonic) ✓ ✓
17.3 電力演算の波形表示の設定をする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。



17-2 IM DL950-02JA

17.1 電力解析 (Power)
電力解析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
・ 電力解析方法
・ 電力解析項目の選択
・ 電力解析のリセット操作

►機能編　「電力演算 (/G05 オプション )」

電力解析メニュー (Power)
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ANALYSIS[ 解 析 ]>ANALYSIS[ 解 析 ] を タ ッ プ す る か、SHIFT ＋

HISTORY キーを押します。

2.  Power[ 電力解析 ] をタップするか、ソフトキーを押します。電力解析メニューが表示されます。

 

「電力解析モードの設定」参照

高調波解析の設定▶17.2 節参照

電力解析の設定

数値表示の設定
Display Group：表示グループに登

録された波形の数値表示
Power：電力解析の数値表示
Harmonic：高調波測定の数値表示

電力解析モードの設定 (Analysis Mode)
3.  Analysis Mode[ 解析モード ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 解析モードを設定します。

 

「電力解析対象の設定」参照解析対象を 1 つ設定

解析対象を 2 つ設定

Wiring System1 の積算値のリセット実行

Wiring System2 の積算値のリセット実行
（解析モードの設定が 2Wiring のときに表示 )
Wiring System1 と 2 の積算値のリセット実行
（解析モードの設定が 2Wiring のときに表示 )

解析モードが 2 Wiring System のメニュー
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電力解析対象の設定
4.  Setting[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

演算対象波形の選択

「電力解析項目の選択」
参照

「詳細設定」参照

Wiring System 2 は、解析モードが 2 Wiring System
のときに表示

結線方式の設定 (1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W、
3P3W→3V3A、3V3A→3P4W、3P4W→3V3A、3V3AR、
3P3W→3P4W、3V3AR→3P4W)

結線図

17.1　電力解析 (Power)
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詳細設定 (Detail)
5.  Detail[ 詳細設定 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで Detail[ 詳細設定 ]

を選択して SET キーを押します。次の画面が表示されます。
演算区間タイプの設定が Edge の場合

演算区間タイプを Edge に設定

エッジ検出ソースの設定
(U1 ～ U3*1、I1 ～ I3*1、Other Channel、
RTmath1 ～ RTmath16*2)

エッジソースフィルタの設定 *3

(OFF、128kHz、64kHz、32kHz、16kHz、8kHz、
4kHz、2kHz、1kHz、500Hz、250Hz、125Hz、
62.5Hz)

「解析設定」参照
「効率設定」参照
「電圧電流出力設定」参照 *4

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
スロープの設定 ( 　、　 、　　 )

スレショルドレベルの設定

*1 結線方式の設定によって項目が異なります。
*2 RTmath1 ～ RTmath16 は、Rotary Angle( エンコード条件のスケーリング

がユーザー定義の場合を除く ) または Resolver を設定したリアルタイム
演算チャネルがあるときに設定できます。

*3 エッジ検出ソースに RTmath を選択したときは表示されません。
*4 結線方式が 3V3A→3P4W、3P3W→3P4W、3V3AR→3P4W のときに設定

できます。

Other Channel のとき RTmath1 ～ RTmath16 のとき

任意の電圧モジュール
(16ch 温度 / 電圧入力
モジュールを除く ) の
チャネルから選択

演算区間タイプの設定が Timer の場合

演算区間タイプを Timer に設定
更新時間の設定

「解析設定」参照
「効率設定」参照

* 結線方式が 3V3A→3P4W、3P3W→3P4W、3V3AR→3P4W のときに設定
できます。

「電圧電流出力設定」参照 *

17.1　電力解析 (Power)
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演算区間タイプの設定が Transient の場合
演算区間タイプを Transient に設定
エッジ検出ソースの設定
(U1 ～ U3*1、I1 ～ I3*1、Other Channel、
RTmath1 ～ RTmath16*2)

エッジソースフィルタの設定 *3

(OFF、128kHz、64kHz、32kHz、16kHz、8kHz、
4kHz、2kHz、1kHz、500Hz、250Hz、125Hz、
62.5Hz)

「電圧電流出力設定」参照 *4

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

「解析設定」参照
「効率設定」参照

停止予測の設定 (2、4、8、16)

更新時間の設定
停止予測後に 0 を出力するかしないかの設定

任意の電圧モジュール
(16ch 温度 / 電圧入力
モジュールを除く ) の
チャネルから選択

スレショルドレベルの設定

*1 結線方式の設定によって項目が異なります。
*2 RTmath1 ～ RTmath16 は、Rotary Angle( エンコード条件のスケーリング

がユーザー定義の場合を除く ) または Resolver を設定したリアルタイム
演算チャネルがあるときに設定できます。

*3 エッジ検出ソースに RTmath を選択したときは表示されません。
*4 結線方式が 3V3A→3P4W、3P3W→3P4W、3V3AR→3P4W のときに設定

できます。
Other Channel のとき RTmath1 ～ RTmath16 のとき

スロープの設定 ( 　、　 、　　 )

解析設定 (Analysis Setting)
6.  Analysis Setting[ 解析設定 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで

Analysis Setting[ 解析設定 ] を選択して SET キーを押します。次の画面が表示されます。

RMS タイプの選択 (True RMS、Rect. Mean)
φスケールの選択 (Radian、Degree)

スケーリングの設定 (Second、Hour)
スタート時リセットの設定 (OFF、ON )

積算条件の設定 (All times、In Acquisition )

負荷回路の接続タイプの設定 (Series、Parallel)
無効電力演算タイプの設定 (Type1、Type2)

17.1　電力解析 (Power)
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効率設定 (Efficiency Setting)
6.  Efficiency Setting[ 効率設定 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで

Efficiency Setting[ 効率設定 ] を選択して SET キーを押します。次の画面が表示され
ます。

* 解析モードが 2 Wiring System のときに設定できます。

効率モードの設定 (OFF、Power*、Motor)

	 効率モードの設定が Power 場合

Power に設定

	 効率モードの設定がMotor の場合

Motor に設定

Motor に設定

Pm タイプ ( 回転速度のタイプ ) を
RotationAngle に設定

トルクを求めるチャネルの設定

トルクを求めるチャネルの設定

スケーリング (0°～360°に固定 )

係数 K の設定

Pm タイプ ( 回転速度のタイプ ) を
Speed に設定

スケーリングの設定 (rps、rpm)
回転速度を求めるチャネルの設定
係数 K の設定

Pm タイプが RotationAngle のとき

Pm タイプが Speed のとき

回転角を求めるチャネルの設定
(Rotary Angle を設定した RTmath から選択 )

17.1　電力解析 (Power)
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電圧電流出力設定 (U-I Output Setting)
6.  U-I Output Setting[ 電圧電流出力設定 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印

キーで U-I Output Setting[ 電圧電流出力設定 ] を選択して SET キーを押します。次の
画面が表示されます。

デルタ - スター変換後の電圧波形の出力先を設定
(OFF、RTmath1*1 ～ RTmath12、RTmath15*2、
RTmath16*2)

デルタ - スター変換後の電流波形の出力先を設定
(OFF、RTmath1*1 ～ RTmath12、RTmath15*2、
RTmath16*2)

*1 GPS 位置情報 (/C35 オプション ) が ON のときは、RTmath1 は選択できません。
*2 高調波解析が ON のときは、RTmath15、RTmath16 は選択できません。

Note
・ 2 つ以上の出力先に同じリアルタイム演算 (RTmath) チャネルを設定することはできません。

同じ RTmath チャネルを選択すると後に設定した出力先が優先され、先に設定した出力先は
OFF になります。

・ リアルタイム演算に使用中の RTmath チャネルを出力先に設定すると、その RTmath チャネル
はリアルタイム演算の機能が無効になります。出力先の設定を解除すると元のリアルタイム
演算に戻ります。

・ 出力先に設定した RTmath チャネルは、リアルタイム演算のメニュー (RT.MATH CH キー ) で
波形表示の ON/OFF などの設定ができます。ただし、リアルタイム演算設定 (RealTime Math 
Setup) は設定できません。

17.1　電力解析 (Power)
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電力解析項目の選択 (Power Analysis Item)
5.  Power Analysis Item[ 電力解析項目 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画

面が表示されます。
解析モードが 1 Wiring Systems、結線方式が 1P2W の場合の表示例

出力項目

出力項目をすべてOFF( チェックを外す )
出力項目をすべてON( チェックする )

「全項目出力の設定」参照

解析モードが 2 Wiring Systems、結線方式が 1P2W の場合の表示例

出力項目

出力項目をすべてOFF( チェックを外す )
出力項目をすべてON( チェックする )

「全項目出力の設定」参照

17.1　電力解析 (Power)
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全項目出力の設定 (All Items Output Setup)
解析項目 ( 表示されていない項目はスクールして表示 )

表示色 ラベル 上限値 下限値

表示する Wiring 
System の切り替え *

全ての上限値、下限
値をオートスケール
で設定
全ての上限値、下限
値をデフォルトス
ケールで設定

* 解析モードが 1 Wiring System のときは、Wiring System 1 に固定です。

17.1　電力解析 (Power)
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17.2 高調波解析 (Harmonic)
高調波解析をするときの次の設定について説明しています。
・ 高調波解析方法
・ 高調波解析項目の選択
・ 高調波解析ウインドウ設定

►機能編　「電力演算 (/G05 オプション )」

高調波解析メニュー (Harmonic)
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ANALYSIS[ 解 析 ]>ANALYSIS[ 解 析 ] を タ ッ プ す る か、SHIFT ＋

HISTORY キーを押します。次のメニューが表示されます。

2.  Harmonic[ 高調波 ] をタップをタップするか、ソフトキーを押します。高調波解析メニューが
表示されます。

 

「高調波解析モードの設定」参照

高調波解析の設定

電力解析の設定▶17.1 節参照

「高調波解析ウインドウ設定」参照

数値表示の設定
Display Group：表示グループに登

録された波形の数値表示
Power：電力解析の数値表示
Harmonic：高調波測定の数値表示

高調波解析モードの設定 (Analysis Mode)
3.  Analysis Mode[ 解析モード ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 解析モードを設定します。

 

「高調波解析方法の設定」参照電圧 / 電流の高調波解析

有効電力の高調波解析

解析モードが Line RMS のメニュー

「高調波解析ウインドウ設定」参照



17-11IM DL950-02JA

Analysis Mode が Line RMS の場合 ( 電圧 / 電流の高調波解析 )
高調波解析方法の設定 (Setting)
4.  Setting[ 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

演算対象波形の選択

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )

エッジソースフィルタの設定 (OFF、128kHz、64kHz、32kHz、16kHz、8kHz、
4kHz、2kHz、1kHz、500Hz、250Hz、125Hz、62.5Hz)

「高調波解析項目の設定」参照

φスケールの選択

エッジ検出ソース ( 演算対象波形と同じ )

高調波解析項目の設定
5.  Harmonic Analysis Item[ 高調波解析項目 ] をタップするか、ソフトキーを押します。

次の画面が表示されます。

出力項目

「全項目出力の設定」
参照

デフォルト設定に
戻す

出力項目をすべて
ON( チェック )/OFF
( チェックを外す )

Rms(1 ～ 35) をすべてON/OFF
Rhdf(1 ～ 35) をすべてON/OFF

φ(1 ～ 35) をすべてON/OFF

17.2　高調波解析 (Harmonic)
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全項目出力の設定 (All	Items	Output	Setup)

解析項目 ( 表示されていない項目はスクロールして表示 )
表示色 ラベル 上限値 下限値

｢＋｣をタップするか、｢＋｣にカーソルを移動して SET キーを押す
と、高調波解析項目の選択で ON に設定した項目が表示され、「－」
の表示に変わります。

17.2　高調波解析 (Harmonic)



17-13IM DL950-02JA

Analysis Mode が Power の場合
高調波解析方法の設定 (Setting)
4.  Setting[ 設定 ] のソフトキーをタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

  

演算対象波形の選択 ( 結線方式によって項目が異なる )
結線方式の設定 (1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W、
3P3W→3V3A、3V3A→3P4W、3P4W→3V3A、3V3AR、
3P3W→3P4W、3V3AR→3P4W)

「高調波解析項目の選択」参照

「詳細設定」参照

結線図

詳細設定 (Detail)

5.  Detail [ 詳細設定 ] を選択すると、次の画面が表示されます。

ヒステリシスの設定 ( 　　、　　 、　　 )
エッジソースフィルタの設定 (OFF、128kHz、64kHz、
32kHz、16kHz、8kHz、4kHz、2kHz、1kHz、500Hz、
250Hz、125Hz、62.5Hz)

φスケールの選択

エッジ検出ソースの設定 (U1、I1、U2、I2、U3、I3)*

* 結線方式の設定によって項目が異なります。

17.2　高調波解析 (Harmonic)
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高調波解析項目の選択 (Harmonic	Analysis	Item)

6.  Harmonic Analysis Item[ 高調波解析項目 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
次の画面が表示されます。

 
出力項目

「全項目出力の設定」
参照

デフォルト設定に
戻す

出力項目をすべて
ON( チェック )/OFF
( チェックを外す )

P(1 ～ 35) をすべてON/OFF
Phdf(1 ～ 35) をすべてON/OFF

φ(1 ～ 35) をすべてON/OFF

全項目出力の設定 (All	Items	Output	Setup)

7.  All Output Items Setup[ 全項目出力設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
次の画面が表示されます。

 

解析項目 ( 表示されていない項目はスクールして表示 )
表示色 ラベル 上限値 下限値

｢＋｣をタップするか、｢＋｣にカーソルを移動して SET キーを押す
と、高調波解析項目の選択で ON に設定した項目が表示され、「－」
の表示に変わります。

17.2　高調波解析 (Harmonic)
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高調波解析ウインドウ設定 (Window Setup)
表示タイプの設定 (Type)
3.  Window Setting[ ウィンドウ設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
4.  Type[ タイプ ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 表示されたメニューから、表示方式を選択します。

  

Type の設定 (Bar Graph、List、Vector)

Display を ON に設定

高調波解析の結果を表示する方法には、以下の 3 つがあります。
・ バーグラフ (Bar)：次数ごとの高調波の演算値を最大 40 次までバーグラフ表示します。
・ リスト (List)：次数ごとの高調波の演算値を最大 40 次まで数値リストにして表示します。
・ ベクター (Vector)：エレメントの基本波 U(1)、I(1) の位相差と大きさ ( 実効値 ) の関係を

ベクトル表示します。
バーグラフ (Bar Graph) の設定

グラフ位置

表示最大次数の設定

Bar Graph に設定

表示項目の設定
(RMS*１、P*２、hdf、φの ON/OFF)

縦スケールの設定 (Linear、Log)

メイン画面の割合設定
(50%、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)

ウィンドウ設定メニュー (1/2) ウィンドウ設定メニュー (2/2)

*1： 解析モードが Line RMS のとき
*2： 解析モードが Power のとき

17.2　高調波解析 (Harmonic)
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リスト (List) の設定

グラフ位置

表示最大次数の設定

List に設定

リスト開始次数の設定

メイン画面の割合設定
(50%、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)

ウィンドウ設定メニュー (1/2) ウィンドウ設定メニュー (2/2)

表示項目の設定
(RMS*１、P*２、hdf、φの ON/OFF)

*1： 解析モードが Line RMS のとき
*2： 解析モードが Power のとき

ベクター (Vector) の設定
Analysis Mode が Power のときに設定できます。

グラフ位置の設定

数値の表示ON/OFF

Vector[ ベクター ] に設定

メイン画面の割合設定
(50%、20%、0%)

画面レイアウトの設定
(Side、Vertical)

ウィンドウ設定メニュー (1/2) ウィンドウ設定メニュー (2/2)

17.2　高調波解析 (Harmonic)
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17.3 電力演算の波形表示の設定をする
ここでは、電力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
・ サブチャネル ( 測定ファンクション ) の選択
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ オートスケール / デフォルトスケール
・ 表示グループ
・ 表示レンジの設定
・ 垂直ポジション / 水平ポジション

►機能編　「電力演算 (/G05 オプション )」

RealTime Math メニュー
電力解析 (RTmath13(Power)、RTmath14(Power))
電力解析の解析結果は RTmath13 および RTmath14 のサブチャネルに出力されます。

1.  電力解析モードを 1 Wiring System または 2 Wiring Systems に設定します。設定操作に
ついては、17.1 節をご覧ください。

2.  波形画面の MENU から CH[ チャネル ]>RT.MATH CH をタップするか、RT. MATH CH キー
を押します。リアルタイム演算設定メニューが表示されます。

3.  RTmath13(Power) または RTmath14(Power) をタップするか、ジョグダイヤルまたは上
下矢印キーで選択します。電力解析の設定メニューが表示されます。

  表示範囲の上限値の設定
表示範囲の下限値の設定

オートスケールの実行

サブチャネル ( 測定ファ
ンクション ) の選択

デフォルトスケールの実行

全項目出力の設定
▶17.1 節参照

全ての上限値、下限値を
オートスケールで設定
全ての上限値、下限値を
デフォルトスケールで設定

表示グループの設定
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17.3　電力演算の波形表示の設定をする

高調波解析 (RTmath15(Harm)、RTmath16(Harm))
高調波解析の解析結果は RTmath15 および RTmath16 のサブチャネルに出力されます。

1.  高調波解析モードを Line RMS または Power に設定します。設定操作については、17.2 
節をご覧ください。

2.  波形画面の MENU から CH[ チャネル ]>RT.MATH CH をタップするか、RT. MATH CH キー
を押します。リアルタイム演算設定メニューが表示されます。

3.  RTmath15(Harm) または RTmath16(Harm) をタップするか、ジョグダイヤルまたは上
下矢印キーで選択します。高調波解析の設定メニューが表示されます。

  表示範囲の上限値の設定
表示範囲の下限値の設定

オートスケールの実行

サブチャネル ( 測定ファ
ンクション ) の選択

デフォルトスケールの実行

全項目出力の設定
▶17.2 節参照

全ての上限値、下限値を
オートスケールで設定
全ての上限値、下限値を
デフォルトスケールで設定

表示グループの設定

表示レンジの設定 (SCALE ノブ )
4.  設定したい測定ファンクション ( サブチャネル ) を選択し、SCALE ノブを回して表示レンジ設

定します。
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17.3　電力演算の波形表示の設定をする

波形の垂直ポジションの設定、水平ポジションの設定 ( 表示波形の移
動 )
4.  設定したい測定ファンクション ( サブチャネル ) を選択し、選択したチャネルの波形が表示さ

れている画面の中心付近を垂直軸方向にドラッグして、上下の矢印を表示します。矢印をタッ
プすると波形が移動します。矢印は、所定の時間が経過すると消えます。

 
波形が上方向に移動

波形が下方向に移動

 チャネルを選択後、垂直 POSITION ノブを回しても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は、以下の方法で水平ポジションを移動できます。

 

画面を長押しして表示

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

波形表示を一時停止 (Hold)/ 一時停止解除 (Resume)
波形の取り込み中に画面を長押しした場合のみ表示

画面を水平軸方向に
ドラッグして表示

波形が左に移動
波形が右に移動
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画面イメージの印刷 / 保存

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

IMAGE SAVE(MENU) キー

SHIFT キー

FILE キー

SAVE(MENU) キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

18.1 ネットワークプリンタで印刷する ✓ ✓
18.2 USB プリンタで印刷する ✓ ✓
18.3 ファイルに保存する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。



18.1 ネットワークプリンタで印刷する

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

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 出力先
・ プリンタの種類
・ カラー
・ コメント

►機能編　「ネットワークプリンタからの印刷 (Network	Print)」	
「画面イメージを印刷 /	保存する (IMAGE	SAVE	キー )」

IMAGE SAVE メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>IMAGE SAVE MENU[ 画像保存メニュー ] をタップす

るか、SHIFT ＋ IMAGE SAVE(MENU) キーを押します。次の画面が表示されます。

 

出力先を Network Print に設定
出力形式の設定 (PCL Laser に固定 )
カラー印刷の ON/OFF

コメントの設定

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

印刷する
2.  IMAGE SAVE キーを押します。画面に表示されているイメージがネットワークプリンタに出力

されます。
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18.2 USB プリンタで印刷する
ここでは、USB プリンタで本機器の画面に表示されているイメージを印刷するときの次の設定に
ついて説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 出力先
・ プリンタの種類
・ カラー
・ コメント

►機能編　「USB プリンタからの印刷 (USB	Print)」	
「画面イメージを印刷 /	保存する (IMAGE	SAVE	キー )」

IMAGE SAVE メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>IMAGE SAVE MENU[ 画像保存メニュー ] をタップす

るか、SHIFT ＋ IMAGE SAVE(MENU) キーを押します。次の画面が表示されます。

 

コメントの設定

出力先を USB Print に設定
出力形式の設定 (HP Inkjet、Brother)
カラー印刷の ON/OFF(HP Inkjet のとき )
画面のハードコピー固定 (Brother のとき )

印刷する
2.  IMAGE SAVE キーを押します。画面に表示されているイメージが USB プリンタに出力されます。
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18.3 ファイルに保存する

ここでは、画面イメージをファイルに保存するときの次の設定について説明しています。
ファイルの保存方法は、IMAGE SAVE メニューから保存する方法、SAVE メニューから保存する方法、
FILE メニューから保存する方法の 3 とおりがあります。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 出力先
・ データ形式
・ カラーデータ
・ 背景の不透明 / 透明
・ 保存先 / ファイル名

►機能編　「画面イメージをファイルに保存する (File)」
「画面イメージを印刷 /	保存する (IMAGE	SAVE	キー )」	

「その他のデータ保存 (Others[	その他 ])」	
「データの保存 (SAVE	キー )」

IMAGE SAVE メニューでの設定
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>IMAGE SAVE MENU[ 画像保存メニュー ] をタップす

るか、SHIFT ＋ IMAGE SAVE(MENU) キーを押します。次の画面が表示されます。

 

出力先を File に設定
保存先の設定▶19.4 節参
オートネーミングの設定▶19.4 節参照

コメントの設定

ファイル名の設定▶19.4 節参
出力形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)
カラーデータの設定
(ON、ON(Gray)、ON(Reverse)、OFF)
背景の不透明 (Normal)/ 透明 (Transparent)
の設定 *

*  データ形式が PNG のときに表示。

保存する
2.  IMAGE SAVE キーを押します。指定したフォルダに画面イメージのファイルが保存され

ます。
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SAVE メニューでの設定
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>SAVE MENU[ 保存メニュー ] をタップするか、SHIFT

＋ SAVE(MENU) キーを押します。次の画面が表示されます。

 画面イメージ保存のON/OFF

「保存設定」参照

保存設定 (Save Setup)
2.  Save Setup[ 保存設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示され

ます。

  

画面イメージ保存のON/OFF

保存先の設定▶19.4 節参

オートネーミングの設定
▶19.4 節参照

コメントの設定

ファイル名の設定▶19.4 節参

「画面イメージの詳細設定」参照
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18.3　ファイルに保存する



画面イメージの詳細設定
3.  Image Save Detail Setup[ 保存設定 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キー

で Image Save Detail Setup を選択して SET キーを押します。

  

出力形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)
カラーデータの設定
(ON、ON(Gray)、ON(Reverse)、OFF)
背景の不透明 (Normal)/ 透明 (Transparent) の設定 *

*  データ形式が PNG のときに表示。

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

保存されます。

FILE メニューでの設定
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。

次の画面が表示されます。

 

その他の設定

保存先の設定▶19.4 節参

データ形式を Screen Image に設定

保存の実行

ファイル名の設定▶19.4 節参

出力形式の設定 (PNG、BMP、JPEG)

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

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

*  データ形式が PNG のときに表示。

保存する
2. 	 Execute Save[ セーブ実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
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18.3　ファイルに保存する
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データの保存 / 読み込み

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

SAVE(MENU) キー

SHIFT キー
UTILITY キー

FILE キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

19.1 ストレージメディアを接続する ✓ ✓
19.2 内蔵ストレージ (SSD) について (/ST1、/ST2 オプション ) ✓ ✓
19.3 ストレージメディアをフォーマットする ✓ ✓
19.4 波形データを保存する ✓ ✓
19.5 設定データを保存する ✓ ✓
19.6 その他のデータを保存する ✓ ✓
19.7 波形データを読み込む ✓ ✓
19.8 設定データを読み込む ✓ ✓
19.9 その他のデータを読み込む ✓ ✓
19.10 ファイルを操作する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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19.1 ストレージメディアを接続する

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

SD メモリカード

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

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

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

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

示されます。

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

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

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

SD メモリカード
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SD メモリカードの取り出し方法
SD メモリカードの端を指で押してください。指を離すと SD メモリカードが出てきます。
SD メモリカードを引き抜きます。

  

一度押します。 指を離すと SDメモリカードが出てきます。

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

19.1　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
・ SSD 記録中は、画面中央でアイコン が点滅します。このアイコンが点滅表示している

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

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

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

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

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

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

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

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

ください。

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

  

USB ストレージ

USB PERIPHERAL DL950

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。

19.1　ストレージメディアを接続する
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19.2 内蔵ストレージ (SSD) について (/ST1、/ST2 オプ
ション )

ここでは、内蔵ストレージの取り扱いについて説明しています。

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

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

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

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

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

レージメディアをフォーマットし直してください。

System Config メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キー を押します。

2.  System Config をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニューが表示されます。

 

システムの設定

「ストレージ管理の設定」参照

ストレージ管理の設定 (Storage Manager)
３.  Storage Manager[ ストレージ管理 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次のメニュー

が表示されます。

 
フォーマット対象のメディアの設定 (SSD、SD)

フォーマットの実行

４.  Execute Format[ フォーマット実行 ] をタップするか、ソフトキーを押します。フォーマット
の確認メッセージが表示されます。OK を選択すると、フォーマットが実行されます。
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フォーマット対象のストレージ (Media)
SSD： 内蔵 SSD
SD： SD メモリカード

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

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

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)」

FILE_Waveform(Save) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Save の Waveform をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Waveform
を選択

「波形の保存範囲の
選択」参照

「波形の保存条件の
設定」参照
保存の実行

「データ形式の選択」
参照

「ファイル名の設定」
参照

「保存先の設定」
参照 *

「保存先の設定」
参照 *

デュアルキャプチャがOFF のとき デュアルキャプチャがONのとき

「波形の保存範囲の
選択」参照

「波形の保存条件の
設定」参照
保存の実行

「データ形式の選択」
参照

「ファイル名の設定」
参照

「波形の保存範囲
の選択」参照

* 複数台同期モード (/C50 オプション ) で同期運転中は、メニュー表示
が保存先 (Destination) になります。
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保存先の設定 (File List)
3.  File List[ ファイル一覧 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

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

操作メニュー

Note
・ ファイルの操作方法については、19.10 節をご覧ください。
・ 複数台同期モード (/C50 オプション ) で同期運転中は、保存先メディアの選択だけができます。各メディ

アの下階層にあるフォルダーは指定できません。

ファイル名の設定 (File Name)
3.  File Name[ ファイル名 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

オートネーミングの設定 (OFF、Numbering、Date)

ファイル名の設定

コメントの設定

Note
デュアルキャプチャが ON のときは、高速側のファイル名には「_HS」、低速側のファイル名には「_LS」
が付加されます。

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

されます。保存先フォルダに同名のファイルが存在するときは、データを保存で
きません。

Numbering：  File Name で指定した共通名 ( 最大 32 文字 ) のあとに、4 桁の通し番号 (0000 ～
9999) が自動的に追加されます。

19.4　波形データを保存する
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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
20200930_121530_100_000 　(2020/09/30 12:15:30.100)

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

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

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

データ形式の選択 (Data Type)
3.  Data Type[ データタイプ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

デュアルキャプチャがOFF のとき デュアルキャプチャがONのとき

バイナリ形式で保存

ASCII 形式で保存

MATLAB 形式で保存

低速側と高速側の波形データを、バイ
ナリ形式で 1ファイルに保存

高速側の波形データを、バイナリ形式で保存

低速側の波形データを、ASCII 形式で保存

低速側の波形データを、MATLAB 形式で保存

高速側の波形データを、ASCII 形式で保存

高速側の波形データを、MATLAB 形式で保存

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

本機器に読み込むことができます。►19.7 節参照
データを圧縮して保存できます。詳細は、19-12 ページをご覧ください。

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

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。

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

19.4　波形データを保存する
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波形の保存範囲の選択 (Range)
3.  Range[ 保存範囲 ] をタップするか、ソフトキーを押します。
 デュアルキャプチャが ON のときは、Low Speed Save Range[ 低速側保存範囲設定 ] または

High Speed Save Range[ 高速側保存範囲設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の
画面が表示されます。

 スコープモードのとき

 

メインウィンドウに表示されている範
囲のデータを保存

ズームウィンドウ Zoom1 に表示され
ている範囲のデータを保存
ズームウィンドウ Zoom2 に表示され
ている範囲のデータを保存
カーソルで指定された範囲のデータ
を保存

デュアルキャプチャがOFF のとき デュアルキャプチャがONのとき
低速側

高速側

メインウィンドウに表示
されている範囲のデータ
を保存
ズームウィンドウに表示
されている範囲のデータ
を保存

 メモリーレコーダモードのとき

 

測定した波形全体のデータを保存

メインウィンドウに表示されている範囲のデータを保存

ズームウィンドウに表示されている範囲のデータを保存

カーソルで指定された範囲のデータを保存

19.4　波形データを保存する
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波形の保存条件の設定 (Waveform Save Setup)
3.  Waveform Save Setup[ 波形データセーブ設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次

の画面が表示されます。

 

データを圧縮して保存 (ON、OFF)

ヒストリデータの保存 (One、All、Average Record*)
( スコープモードのとき )

時刻情報の保存 (ON、OFF)

小数点の表示の選択 (Point、Comma)

遅いサンプルレートで取得した波形データの補間方法の選択
(Supplement、Space)

サンプリング情報の付加 (ON、OFF)

バイナリ形式

ASCII 形式

MATLAB 形式

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

テキスト形式情報の付加 (ON、OFF)

保存対象波形の設定

* デュアルキャプチャが ON のときは、Average Record は
設定できません。

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

を保存します。ヒストリ波形の検索をしたあとに All を選択すると、検索され
た波形だけを保存します。

Average Record： HISTORY メニューの Start Record、End Record で指定した範囲の、ヒ
ストリのアベレージ波形を保存します。HISTORY メニューの Display 
Mode が Average Record のときだけ設定できます。

Note
• 次の場合は、History を All に設定していても、HISTORY メニューの Selected Record で選択された

1 波形だけが保存されます。
• MATLAB 形式で保存する場合
• デュアルキャプチャ高速側の波形を Binary 形式で保存する場合

• All Data Binary( デュアルキャプチャ ON 時の設定 ) で保存する場合、History の設定にかかわらず
高速側の全波形と低速側波形を保存します。

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

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

保存対象波形の選択 (Select Save Trace)
・ CH1 ～ CH16、 16CH TEMP/VOLT、 CAN、 CAN FD、 LIN、 SENT、Math のうち、表示されて

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

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

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

SAVE メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>SAVE MENU[ 保存メニュー ] をタップするか、SHIFT

＋ SAVE(MENU) キーを押します。次の画面が表示されます。

 画面イメージ保存の
ON/OFF

「保存設定」参照

波形データ保存のON/OFF
( バイナリ形式 )*1
波形データ保存のON/OFF
(ASCII 形式 )*1

波形データ保存のON/OFF
(MATLAB 形式 )*1

デュアルキャプチャがOFF のとき デュアルキャプチャがONのとき

画面イメージ保存のON/OFF

「保存設定」参照

低速側波形データ保存の
ON/OFF*1

高速側波形データ保存の
ON/OFF*1

低速側と高速側の波形データを、
バイナリ形式で 1ファイルに保存 *1

波形の保存範囲の選択 *2 波形の保存範囲の選択 *2

*1： FILE メニューの「データ形式の選択」と同様です。
*2： FILE メニューの「波形の保存範囲の選択」と同様です。

19.4　波形データを保存する
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保存設定 (Save Setup)
2.  Save Setup[ 保存設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

波形の保存条件の設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

保存するデータ形式の設定

オートネーミングの設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

コメントの設定

ファイル名の設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

保存先の設定

デュアルキャプチャがOFF のとき

画面イメージデータの保存
▶18.3 節参照

 

波形の保存条件の設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

保存するデータ形式の設定

オートネーミングの設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

コメントの設定

ファイル名の設定
(FILE メニューでの設定と同じです。)

保存先の設定

デュアルキャプチャがONのとき

画面イメージデータの保存
▶18.3 節参照

保存する
3.  SAVE キーを押します。保存が完了するとメッセージが表示されます。
 閉じるをタップするか、SET キーを押します。
 指定したフォルダに波形データのファイルが保存されます。SAVE メニューの Image Save[ イ

メージセーブ ] の設定が ON のときは、画面イメージデータも保存されます。

アクションの実行時の保存先
指定したドライブに、日付 ( 年月日 ) を名前にしたフォルダが自動的に作成され、その日付フォル
ダにオートネーミング機能で設定したファイル名でデータが保存されます。
保存先のフォルダ内のファイル数が 1000 を超えると、日付フォルダ名のあとの通し番号 (000 ～ 
999) が１つ大きくなった日付フォルダが自動的に作成され、継続してデータが保存されます。
アクションの実行時は、自動的に作成される日付フォルダではなく、指定したフォルダにデータ
を保存することもできます。アクション機能については 15.1 節をご覧ください。

19.4　波形データを保存する
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19.5 設定データを保存する

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

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
・ 保存先ユニットの設定

►機能編　「設定データの保存 (Setup)」

FILE_Setup(Save) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Save の Setup をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Setup
を選択

保存の実行

ファイル名の設定
▶19.4 節参照

保存先ユニットの
設定

保存先の設定
▶19.4 節参照

保存先の設定
▶19.4 節参照 *

複数台同期モード (/C50 オ
プション ) で同期運転中

* 複数台同期モード (/C50 オプション ) で同期運転中は、メニュー
表示が保存先 (Destination) になります。

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

保存先ユニットの設定 (Destination Unit)(/C50 オプション )
設定データの保存先ユニットを設定します。複数台同期モードで同期運転中に設定できます。
Each Unit： 各ユニットの設定データを、それぞれ各ユニットの保存先に保存します。
MainUnit：  各ユニットの設定データを 1 ファイルに結合して、メインユニットの保存先に保存し

ます。
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19.6 その他のデータを保存する

ここでは、画面イメージ、スナップショット波形データ、波形パラメータの自動測定結果、FFT の
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
・ 保存先
・ ファイル名
・ 保存データ
・ データ形式 ( 画面イメージ )
・ カラーデータ ( 画面イメージ )
・ データの保存

►機能編　「その他のデータ保存 (Others)」

FILE_Others(Save) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Save の Others をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Others を
選択

保存の実行

ファイル名の設定▶19.4 節参照

保存先の設定▶19.4 節参照

保存するデータ
の設定 画面イメージの保存

▶18.3 節参照
スナップ波形の保存
( スコープモードのとき )
波形パラメータの自動
測定値の保存
FFT の演算結果の保存

35

保存データの設定 (Data Type)
Screen Image： 表示されている画面イメージを PNG、BMP、JPEG のデータ形式で保存します。
Snap： スナップショットで捉えた波形データを保存します。拡張子は (.SNP) です。スコー

プモードのときに有効です。
Measure： 波形パラメータの自動測定で指定したアイテムの測定結果を CSV 形式で保存しま

す。
FFT： FFT の演算結果を CSV 形式で保存します。
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保存データがスナップショット波形の場合 ( スコープモード )

保存データを Snap に設定

保存の実行

保存データが波形パラメータの自動測定結果の場合

保存データを Measure に設定

保存条件の設定

保存の実行

単位の保存 (OFF、ON)
時刻情報の保存 (OFF、ON)

保存データが FFT 演算結果の場合

保存データを FFT に設定

保存条件の設定

保存の実行

周波数情報の保存 (OFF、ON)
小数点の設定 (Point、Comma)

19.6　その他のデータを保存する
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19.7 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)」

FILE_Waveform(Load) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Load の Waveform をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

読み込むファイルの選択 ( 拡張子 .WDF)

ファイル情報の表示

読み込みの実行

ファイルの選択
・ ファイルリストから読み込むファイルを選択します。ファイル操作の詳細は、19.10 節をご覧

ください。
・ フラッシュアクイジション (/ST2 オプション ) で記録した波形を読み込むには、ドライブの選

択で専用フラッシュメモリー (Flash Acquisition) を選択します。

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。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。
・ 波形データの拡張子は (.WDF) です ( フラッシュアクイジションで記録した波形を除く )。
・ 波形データを保存したときのモジュール構成と、波形データを読み込むときのモジュール構成

が異なる場合、一致するモジュールの波形データだけが読み込まれます。読み込みが終了する
と、読み込まれなかったチャネル番号を通知するメッセージが表示されます。
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19.8 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)」

FILE_Setup(Load) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Load の Setup をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

読み込むファイルの選択 ( 拡張子 .SET)

ファイル情報の表示

読み込みの実行

ファイルの選択
ファイルリストから読み込むファイルを選択します。ファイル操作の詳細は、19.10 節をご覧くだ
さい。

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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19.9 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 Symbol 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。

スコープモードのときに適用
・ ファイル情報の表示
・ 読み込みデータ
・ データの読み込み

メモリーレコーダモードのときに適用
・ シンボルファイル情報の表示
・ 読み込み先
・ ファイルの読み込み

►機能編　「その他のデータ読み込み (Others)」
「シンボル読み込み (Symbol)」

スコープモード
FILE_Others(Load) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを

押します。

2.  Load の Others をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

読み込むファイルの選択

ファイル情報の表示

読み込みの実行

読み込みデータの設定
(Snap、Symbol)

*　読み込みデータが Symbol のときだけ

読み込み先の設定 *
(CH13 ～ CH16)

読み込みデータの設定 (Data Type)
Snap： 保存したスナップショット波形を読み込みます。拡張子は (.SNP) です。スコープモー

ドのときに有効です。
Symbol： CAN/CAN FD、LIN データの定義ファイルを読み込みます。拡張子は (.SBL) です。

CAN バスモニタ、CAN & LIN バスモニタ、CAN/CAN FD モニタ、SENT モニタモジュー
ルが装着されているときに有効です。
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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
FILE_Symbol(Load) メニュー
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを

押します。

2.  Load の Symbol をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

  

読み込むファイルの選択

ファイル情報の表示

読み込みの実行

読み込み先の設定
(CH13 ～ CH16)

19.9　その他のデータを読み込む
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19.10 ファイルを操作する

ここでは、ファイルユーティリティ、およびファイルリスト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
・ フォルダーの作成
・ ファイル、フォルダーのコピー
・ ファイル、フォルダーの移動
・ ファイル、フォルダーのリネーム
・ ファイルのプロテクト
・ ファイル、フォルダーの削除

►機能編　「ファイル操作 (Utility)」

ファイルユーティリティ (Utility)
1.  波形画面の MENU から FILE[ ファイル ]>FILE[ ファイル ] をタップするか、FILE キーを押します。
2.  Utility をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

ファイルリスト操作メニュー

選択したメディア内に含ま
れるフォルダとファイルの
合計数と選択されたフォル
ダとファイルの合計数

選択したメディアの
空き容量

リストをスクロール

リストをスクロール

リストをスクロール

フォルダ ( ディレクトリ ) 
の作成

表示フォーマットの
設定

ファイル、フォルダのコピー

ファイル、フォルダの移動
ファイル名、フォルダ
名の変更

ファイルの保護

ファイル、フォルダの削除

ファイル、フォルダの選択

ファイルリストのソート
一覧表示するファイルの種類の設定

ひとつ上の階層に移動

リスト表示している階層

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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ドライブの選択
 フォルダーアイコンを数回タップして、最上位の階層に移動します。ジョグダイヤルまたは矢

印 キーでカーソルをフォルダーアイコンに移動し、SET キーを数回押しても、最上位の階層に
移動できます。

 

ドライブの選択
ドライブをタップするか、ジョグダイヤル、または上下の矢印 キー
▲▼でカーソルを移動し、SET キーを押して選択します。

内部ストレージ (SSD)
(/ST1、/ST2 オプション )

専用フラッシュメモリー
(Flash Acquisition)(/ST2 オプション )
フラッシュアクイジションで記録した
波形の読み込みができます。
ファイル操作はできません。

フォルダーアイコン

USB デバイス
 USB-0：先に接続した USB デバイス
 USB-1：あとに接続した USB デバイス

ネットワークドライブ

表示フォーマットの設定
 表示フォーマットのアイコンをタップして、表示フォーマットの選択肢を表示します。ジョグ

ダイヤルまたは矢印 キーでカーソルを表示フォーマットのアイコンに移動し、SET キーを押し
ても、選択肢を表示できます。

 一列で表示

表示フォーマットのアイコン

二列で表示
サムネイル表示

ファイルリストのソート
 ソート方法のアイコンをタップして、ソート方法の選択肢を表示します。ジョグダイヤルまた

は矢印 キーでカーソルをソート方法のアイコンに移動し、SET キーを押しても、選択肢を表示
できます。

 

ファイル名の昇順で表示

ソート方法のアイコン

ファイル名の降順で表示
古い日付順で表示
新し日付順で表示

データ容量の小さい順で表示
データ容量の大きい順で表示

19.10　ファイルを操作する
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一覧表示するファイルの選択 (Filter)
 一覧表示するファイルの種類のアイコンをタップして、ファイル種類のリストを表示します。

ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカーソルをソート方法のアイコンに移動し、SET キーを押し
ても、ファイル種類のリストを表示できます。

 

全てのファイルを表示

一覧表示するファイルの種類のアイコン

設定ファイルを表示
古バイナリ形式の波形ファイルを表示
BMP 形式のイメージファイルを表示

PNG 形式のイメージファイルを表示
JPEG 形式のイメージファイルを表示
スナップショット波形のファイルを表示
SBL ファイル (CAN/CAN FD、LIN データの定義ファイル）を表示

ASCII 形式の波形ファイルを表示
MATLAB 形式の波形ファイルを表示

ファイル、フォルダの選択
 ファイル、フォルダを選択するアイコンをタップして、ファイル、フォルダーの選択方法を表

示します。ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカーソルをファイル、フォルダを選択するアイコ
ンに移動し、SET キーを押しても、ファイル、フォルダーの選択方法を表示できます。

 

チェックボックス
全てのファイル、フォルダーのチェックを外す

全てのファイル、フォルダーをチェックする
ファイルまたはフォルダーをひとつずつチェックする

ファイル、フォルダーを選択するアイコン

 チェックボックスをタップして、ファイルまたはフォルダーをチェックします。ジョグダイヤ
ル、または矢印 キーでカーソルを移動し、SET キーを押しても、ファイルまたはフォルダーを
チェックできます。チェックされたファイル、またはフォルダーがファイル操作の対象になり
ます。

19.10　ファイルを操作する
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ファイルのコピー (Copy)
1.  ファイルリスト上で、コピーするファイルまたはフォルダーを選択します。
2.  操作メニューの Copy[ コピー ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーでカーソルを

移動し、SET キーを押します。コピー先の選択画面が表示されます。

 

コピーの実行

コピー先を選択

操作メニュー
表示されている操作を実行できます。

3.  コピー先を選択して、Copy をタップするか、ジョグダイヤル、または矢印 キーでカーソルを
移動し、SET キーを押します。

ファイルの移動 (Move)
1.  ファイルリスト上で、移動するファイルまたはフォルダーを選択します。
2.  操作メニューの Move[ 移動 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーでカーソルを移

動し、SET キーを押します。移動先の選択画面が表示されます。

 

移動の実行

移動先を選択

操作メニュー
表示されている操作を実行できます。

3.  移動先を選択して、Move[ 移動 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカーソル
を移動し、SET キーを押します。

19.10　ファイルを操作する
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ファイルの保護
1.  ファイルリスト上で、保護するファイルを選択します。
2.  操作メニューの Protect[ プロテクト ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカー

ソルを移動し、SET キーを押します。ファイルのアイコンにプロテクトマークが追加されます。

 

保護されたファイル

プロテクト ファイル属性 内容
ON r 選択したファイルをプロテクトします。読み出しが可能です。書き込

みはできません。消去もできません。
OFF r/w 選択したファイルをプロテクトしません。読み出し / 書き込みが可能

です。
保護の解除
1.  ファイルリスト上で、保護を解除するファイルを選択します。
2.  操作メニューの Protect[ プロテクト ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカー

ソルを移動し、SET キーを押します。ファイルのアイコンのプロテクトマークが消えます。

フォルダーの作成 (New Folder)
1.  ファイルリストに、フォルダーを作成する場所を表示します。
2.  操作メニューの New Folder[ フォルダー作成 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キー

でカーソルを移動し、SET キーを押します。キーボードが表示されます。

3.  フォルダー名を入力します。

ファイル、フォルダーの削除 (Delete)
1.  ファイルリスト上で、削除するファイルまたはフォルダーを選択します。
2.  操作メニューの Delete[ 削除 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカーソルを

移動し、SET キーを押します。確認画面が表示されます。

3.  OK をタップするか、矢印キーで OK を選択して SET キーを押します。選択したファイルまた
はフォルダーが削除されます。

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。

19.10　ファイルを操作する
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ファイル名、フォルダー名の変更 (Rename)
1.  ファイルリスト上で、名前を変更するファイルまたはフォルダーをひとつだけ選択します。
2.  操作メニューの Rename[ 名前の変更 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印 キーでカー

ソルを移動し、SET キーを押します。キーボードが表示されます。

3.  新しいファイル名またはフォルダー名を入力します。

19.10　ファイルを操作する



第 20 章 
イーサネット通信

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル
UTILITY キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

20.1 本機器をネットワークに接続する ✓ ✓
20.2 TCP/IP の設定をする ✓ ✓
20.3 PC から本機器にアクセスする (FTP Server) ✓ ✓
20.4 PC で本機器の画面をモニタする (Web Server) ✓ ✓
20.5 ネットワークドライブに接続する ✓ ✓
20.6 メール送信の設定をする (SMTP クライアント機能 ) ✓ ✓
20.7 SNTP を使って日付 / 時刻を設定する ✓ ✓
20.8 ネットワークプリンタを設定する ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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20.1	 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。

イーサネットポートに接続する (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
本機器のサイドパネルにある 1000BASE-T ポートに、イーサネットケーブルを接続します。
コネクタ形状：	 RJ-45 コネクタ

イーサネットポート
(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)

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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SFP+ ポートに接続する (10GBASE-R)(/C60 オプション )
本機器のサイドパネルにある SFP+ ポートに、10GSFP+ モジュールを装着します。
装着方法は、10GSFP+ モジュールの取扱説明書をご覧ください。

SFP+ポート
(10GBASE-R)
(/C60オプション)

10GSFP+モジュール

10GSFP+ モジュールに SFP+ ケーブルを接続します。
接続するときに必要なもの
10GSFP+ モジュール
10G ビットイーサネットに適合した SFP+ モジュールをご用意ください。
コネクタ形式：	 	 SFP+
電気的・機械的仕様：	 IEEE802.3	準拠
詳細な仕様は、DL950 スコープコーダスタートガイド (IM	DL950-03JA) をご覧ください。
ケーブルとモジュールが一体になったケーブルを使用する場合は、必要ありません。
SFP+ ケーブル
10GBASE-R に対応したケーブルをご用意ください。

ネットワーク上の PCと接続する場合
1. 	 本機器の電源をOFF にします。
2. 	 サイドパネルにある ETHERNET	1000BASE-T	ポートに STP	ケーブルの片方のコネクタを接続す
るか、10GBASE-R	ポートに SFP+	ケーブルの片方のコネクタを接続します。

3. 	 STP	ケーブルまたは SFP+	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。

	

使用するポート(1000BASE-Tまたは10GBASE-R)に対応した変換器(ハブやルータ)

STPケーブル
(ストレートケーブル)

10Gイーサネット(/C60オプション)を使用する場合は、SFP+ケーブル
(ストレートケーブル)

PC DL950

20.1　本機器をネットワークに接続する
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20.1　本機器をネットワークに接続する

PC と 1対 1で接続する場合
1. 	 本機器と PCの電源をOFF にします。
2. 	 サイドパネルにある ETHERNET	1000BASE-T	ポートに STP	ケーブルの片方のコネクタを接続す
るか、10GBASE-R	ポートに SFP+	ケーブルの片方のコネクタを接続します。

3. 	 STP ケーブルまたは SFP+ 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。

	

STPケーブル
(ストレートケーブル)

10Gイーサネット(/C60オプション)を使用する場合は、SFP+ケーブル
(ストレートケーブル)

使用するポート(1000BASE-Tまたは10GBASE-R)に対応した変換器(ハブやルータ)

 PC DL950

Note
・	 ハブやルータは、ご使用のネットワーク環境 ( 伝送速度 ) に対応したものを使用してください。
・	 PC と 1対 1で接続する場合は、PC側にネットワークカード (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 自動
切り替えのもの、または 10GBASE-R) 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。
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20.2 TCP/IP の設定をする

ここでは、ネットワークに接続するときの TCP/IP の設定について説明しています。

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ェイ )
・ DNS( ドメイン名、DNS サーバの IP アドレス、ドメインサフィックス )

►機能編　「TCP/IP10G(TCP/IP10G)、TCP/IP(TCP/IP)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

Network を選択

「TCP/IP の設定」参照

FTP サーバの設定▶20.3 節参照
Webサーバーの設定▶20.4 節参照
メールの設定▶20.6 節参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

「TCP/IP の設定」参照 (/C60 オプション )

TCP/IP の設定 (TCP/IP 10G、TCP/IP)
3.  TCP/IP 10G または TCP/IP をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

*  Auto は、DHCP が ON のときに表示

DHCPの設定(OFF、ON)
IPアドレス(DHCPがOFFのときに設定)
サブネットマスク(DHCPがOFFのときに設定)
デフォルトゲートウェイ(DHCPがOFFのときに設定)

DNSの設定(OFF、ON、Auto)*
ドメイン名(DNSがONのときに設定)

DNSサーバのIPアドレス (プライマリ、セカンダリ)
(DNSがONのときに設定)
ドメインサフィックス (プライマリ、セカンダリ)
(DNSがONまたはAutoのときに設定)
設定を反映
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DNS の設定 (DNS)
OFF： DNS を無効にします。
ON：  DNS を有効にします。ドメイン名、DNS サーバの IP アドレス、ドメインサフィックスを

設定してください。
Auto：  DNS を有効にします。ドメインサフィックスを設定してください。ドメイン名、DNS サー

バの IP アドレスは自動的に設定されます。DHCP が ON のときだけ選択できます。

20.2　TCP/IP の設定をする
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20.3 PC から本機器にアクセスする (FTP Server)

ここでは、ネットワーク上の機器から本機器にアクセスするときの次の設定について説明してい
ます。

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
・ FTP クライアントソフトウエアの実行

►機能編　「FTP サーバ (FTP/Web	Server)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 「FTP サーバの設定」参照
(Web サーバーについては 20.4 節参照 )

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

メールの設定▶20.6 節参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

FTP サーバの設定 (FTP/Web Server)
3.  FTP/Web Server[FTP/Web サーバ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

ユーザー名の設定(15文字以内)
パスワードの設定(15文字以内)
タイムアウトの設定(30～3600)

設定を反映
1G、10Gの選択(/C60オプションのときに表示)

Note
ユーザー名を anonymous に設定すると、パスワードを入力しないで本機器にアクセスできます。

FTP クライアントソフトウエアの実行
PC 上で、FTP クライアントソフトウエアを実行します。上記画面 (FTP/Web Server) で設定したユー
ザー名 / パスワードを入力して本機器にアクセスします。
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20.4 PC で本機器の画面をモニタする (Web Server)

ここでは、ネットワーク上の PC から本機器にアクセスして、本機器の画面を表示したり、波形取
り込みをスタート / ストップするときの次の設定について説明しています。

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
・ PC からの接続

►機能編　「Webサーバ (FTP/Web	Server)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 「Webサーバの設定」参照
(FTP サーバーについては 20.3 節参照 )

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

メールの設定▶20.6 節参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

Web サーバの設定 (FTP/Web Server)
3.  FTP/Web Server[FTP/Web サーバ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

ユーザー名の設定(15文字以内)
パスワード名の設定(15文字以内)
タイムアウトの設定(30～3600)

設定を反映
1G、10Gの選択(/C60オプションのときに表示)
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20.5 ネットワークドライブに接続する

ここでは、イーサネット経由でネットワーク上のドライブ ( ネットワークドライブ ) に本機器の各
種データを保存 / 読み込みするときの次の設定について説明しています。

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 ( ファイルサーバ )
・ ログイン名
・ パスワード
・ FTP パッシブモードの ON/OFF
・ タイムアウト
・ ネットワークドライブに接続 / 切断

►機能編　「ネットワークドライブ (Net	Drive)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 FTP サーバの設定▶20.3 節参照
Webサーバーの設定▶20.4 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

メールの設定▶20.6 節参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

「ネットワークドライブの設定と接続」参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

ネットワークドライブの設定と接続 (Network Drive)
3.  Network Drive[ ネットワークドライブ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が

表示されます。

 

ログイン名の設定(15文字以内)
パスワード名の設定(15文字以内)

タイムアウトの設定(1～60 s)

ネットワークドライブと切断

FTPサーバのホスト名の設定

ネットワークドライブに接続

1G、10Gの選択(/C60オプションのときに表示)
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20.6 メール送信の設定をする (SMTP クライアント機能 )

ここでは、ネットワーク上の指定したメールアドレスにメールを送信するときの次の設定につい
て説明しています。

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
・ メール送信先アドレス
・ コメント
・ イメージデータ添付
・ タイムアウト
・ メールのテスト送信の実行

►機能編　「メール (Mail)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 FTP サーバの設定▶20.3 節参照
Webサーバーの設定▶20.4 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

「メールの設定」参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

メールの設定 (Mail)
3.  Mail[ メール ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

メール送信先アドレスの設定
コメントの設定

タイムアウトの設定(1～60 s)

メールのテスト送信の実行

メールサーバの設定(IPアドレス、または
ホスト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))

イメージデータ添付の設定(OFF、ON)

1G、10Gの選択(/C60オプションのときに表示)
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20.7 SNTP を使って日付 / 時刻を設定する

ここでは、本機器の日付 / 時刻を SNTP を使って設定する方法について説明しています。

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
・ タイムアウト
・ 時刻調整の実行
・ 自動調整

►機能編　「SNTP(SNTP)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 FTP サーバの設定▶20.3 節参照
Webサーバーの設定▶20.4 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

メールの設定▶20.6 節参照

ネットワークプリントの設定▶20.8 節参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

「SNTP の設定」参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

SNTP の設定 (SNTP)
3.  SNTP をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示さ

 タイムアウトの設定(1～60 s)

SNTPサーバの設定(IPアドレス、またはホ
スト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))

自動調整の設定(OFF、ON)

時刻調整の実行
1G、10Gの選択(/C60オプションのときに表示)
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20.8 ネットワークプリンタを設定する

ここでは、ネットワーク上のプリンタを使って、画面イメージをプリントアウトするときの次の
設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ LPR サーバ
・ LPR 名
・ タイムアウト

►機能編　「ネットワークプリンタ (Net	Print)」

UTILITY_Network メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Network[ ネットワーク ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

Network を選択 FTP サーバの設定▶20.3 節参照
Webサーバーの設定▶20.4 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照

メールの設定▶20.6 節参照

「ネットワークプリントの設定」参照

ネットワークドライブの設定▶20.5 節参照

SNTP の設定▶20.7 節参照

TCP/IP の設定▶20.2 節参照 (/C60 オプション )

ネットワークプリンタの設定 (Network Print)
3.  Network Print[ ネットワークプリンタ ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が

表示されます。

 
タイムアウトの設定(1～60 s)

LPRサーバの設定(IPアドレス、またはホス
ト名/ドメイン名(DNSが有効なとき))
LPR名(プリンタの共有名)の設定
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時刻同期

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル
UTILITY キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

21.1 時刻同期の方式を設定する ✓ ✓
21.2 マスターとして必要な設定をする (/C40 オプション ) ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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21.1 時刻同期の方式を設定する

ここでは、ネットワーク上で機器を同期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
・ 時刻同期の方式
・ IRIG の設定
・ IEEE1588 の設定

►機能編　「時刻同期」

Utility_System Config_Time Sync メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  System Config をタップするか、ソフトキーを押します。
3.  Time Sync をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

System Config
を選択

Time Sync
[ 時刻同期 ]
を選択

「同期方式の設定」
参照

「IEEE1588 の設定」
参照

「IRIG の設定」
参照

同期方式の設定 (Time Sync)
４.  Time Sync をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
GPS(IRIG、GPS オプション /C35 のとき )

IRIG(IRIG、GPS オプション /C35 のとき )

IEEE1588
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IEEE1588 の設定 (IEEE1588)
４.  IEEE1588 をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。
 

遅延時間の補正方法
(End to End(E2E) に固定 )
ネットワークレイヤの設定
ドメインナンバーの設定 (０～ 255)

マスターの設定▶21.2 節参照

IEEE1588 マスター機能 (/C40) オプションのとき

IEEE1588 マスター機能 (/C40) オプションなしのとき
遅延時間の補正方法
(End to End(E2E) に固定 )
ネットワークレイヤの設定
ドメインナンバーの設定 (０～ 255)

マスター、スレーブの設定
Slave Only：スレーブに固定
Master/Slave：マスターとスレーブのどちらにも対応可能

IEEE1588 の情報表示

IEEE1588 の情報表示

IEEE1588 の情報表示

 

マスタークロック ID(64 ビットの識別子 )
ローカルクロック ID(64 ビットの識別
ポートの状態
マスターとのオフセット

IRIG の設定 (IRIG)
４.  IRIG をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
タイムコードフォーマットの設定 (A、B)
変調方法の設定 (AM、PWCode)
インピーダンスの設定 (50、5k)

21.1　時刻同期の方式を設定する
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21.2 マスターとして必要な設定をする (/C40 オプショ
ン )

ここでは、IEEE1588 で本機器がマスターとして選定されるために必要な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
・ マスターモード
・ クロックソース
・ Priority1、Priority2
・ うるう秒

►機能編　「IEEE1588	設定 (IEEE1588	Setup)」

Utility_System Config_Time Sync メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  System Config をタップするか、ソフトキーを押します。
3.  Time Sync をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

System Config
を選択

Time Sync
[ 時刻同期 ]
を選択

同期方式の設定を
IEEE1588 に設定

「IEEE1588 の設定」
参照
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IEEE1588 の設定 (IEEE1588)
４.  IEEE1588 をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

時刻同期の設定▶21.1 節参照

Master/Slave に設定
マスター時刻のソースの設定
Priority1 の設定 (０～ 255)
Priority2 の設定 (０～ 255)
うるう秒の設定 (０～ 999)
IEEE1588 の情報表示

 Master Source の GPS は、IRIG/GPS オプション (/C35) 装着モデルで選択できます。

IEEE1588 では、Piority1、Priority2 の値を含め、IEEE1588 の規格に定められたルールに則って、ネッ
トワーク内のマスタークロックが選定されます。
Priority1、Priority2 の値がより小さい機器が、マスタークロックの選定において優先されます。

21.2　マスターとして必要な設定をする (/C40 オプション )



第 22 章 

位置情報 (GPS)(/C35 オプション )

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

HISTORY(ANALYSIS) キー

SHIFT キー

RT. MATH CH キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

22.1 位置情報を取得する ✓ ✓
22.2 位置情報の波形表示の設定をする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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22.1 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
・ 位置情報取得モードの ON/OFF
・ 全項目出力の設定

►機能編　「位置情報 (GPS)(/C35 オプション )」

GPS 位置情報メニュー (GPS Position Info.)
1.  波 形 画 面 の MENU か ら ANALYSIS[ 解 析 ]>ANALYSIS[ 解 析 ] を タ ッ プ す る か、SHIFT ＋

HISTORY キーを押します。

2.  GPS Position Info.[GPS 位置情報 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示
されます。

 

位置情報取得モードのON/OFF

GPS 位置情報の設定

位置情報取得モードの ON/OFF(Mode)
3.  Mode[ モード ] をタップするか、ソフトキーを押して、位置情報取得モードを ON にし

ます。
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全項目出力の設定 (All Item Setup)
4.  All Item Setup[ 全項目設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。
 位置情報 ( 緯度、経度、方位、高度、速度、状態 ) ごとに、表示色、波形入力の ON/

OFF、表示ラベル、表示範囲を設定したり、一括でオートスケール / デフォルトスケー
ルを設定したりできます。

  

全項目出力
の設定

ONに設定

表示範囲の下限値
表示範囲の上限値表示ラベル

波形入力のON/OFF
表示色の設定

全ての上限値、下限値を
オートスケールで設定
全ての上限値、下限値をデ
フォルトスケールで設定

22.1　位置情報を取得する
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22.2 位置情報の波形表示の設定をする
ここでは、GPS(Global Positioning System) で取得した位置情報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
・ サブチャネル ( 位置情報 ) の選択
・ 表示範囲の上限値 / 下限値
・ オートスケール / デフォルトスケール
・ 表示グループ
・ 表示レンジの設定
・ 垂直ポジション / 水平ポジション

►機能編　「位置情報 (GPS)(/C35 オプション )」
「位置情報の表示設定 (RT.MATH	CH キー )」

RealTime Math メニュー (RTmath1(GPS))
1.  位置情報取得モードを ON に設定します。設定操作については、22.1 節をご覧ください。
2.  波形画面の MENU から CH[ チャネル ]>RT.MATH CH をタップするか、RT. MATH CH キーを押

します。リアルタイム演算設定メニューが表示されます。

3.  RTmath1(GPS) をタップするか、ジョグダイヤルまたは上下矢印キーで選択します。
 GPS の設定メニューが表示されます。

 表示範囲の上限値の設定
表示範囲の下限値の設定

オートスケールの実行

サブチャネル (位置情報 )
の選択

デフォルトスケールの実行

全項目出力の設定
▶22.1 節参照

全ての上限値、下限値を
オートスケールで設定
全ての上限値、下限値を
デフォルトスケールで設定

表示グループの設定

表示レンジの設定 (SCALE ノブ )
4.  設定したい位置情報 ( サブチャネル ) を選択し、SCALE ノブを回して表示レンジを設定します。
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波形の垂直ポジションの設定、水平ポジションの設定 ( 表示波形の移
動 )
4.  設定したい位置情報 ( サブチャネル ) を選択し、選択したチャネルの波形が表示されている画

面の中心付近を垂直軸方向にドラッグして、上下の矢印を表示します。矢印をタップすると波
形が移動します。矢印は、所定の時間が経過すると消えます。

 
波形が上方向に移動

波形が下方向に移動

 チャネルを選択後、垂直 POSITION ノブを回しても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は、以下の方法で水平ポジションを移動できます。

 

画面を長押しして表示

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

画面を水平軸方向に
ドラッグして表示

波形が左に移動
波形が右に移動

波形表示を一時停止 (Hold)/ 一時停止解除 (Resume)
波形の取り込み中に画面を長押しした場合のみ表示

22.2　位置情報の波形表示の設定をする
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本機器の複数台接続 (/C50 オプション )

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル

SETUP キー

START/STOP キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

23.1 本機器を複数台接続する ✓ ✓
23.2 複数台接続の設定をする ✓ ✓
23.3 波形取り込みをスタート、ストップする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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23.1 本機器を複数台接続する
ここでは、複数台の DL950 を接続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
・ SFP モジュールの装着
・ 光ケーブルの接続

►機能編　「本機器の複数台同期 (/C50 オプション )」

 注　　意
・ SFP モジュールの着脱をするときには、静電気に十分注意してください。静電気が帯電している状態で

モジュールを着脱すると、故障の原因になります。
・ ケーブルを接続した状態で、SFP モジュールを着脱しないでください。故障の原因になります。

SFP モジュールの装着
複数台の DL950 を接続するには、別売アクセサリの SFP モジュール 720941 と光ファイバーコー
ドが必要です。光ファイバーコードは、別売アクセサリの 720942 をご用意いただくか、マルチモー
ド光ファイバーコード (LC タイプ ) をご用意ください。

1.  本機器の電源を OFF にします。
2.  本機器の画面に向かって右側の連結用コネクタに、SFP モジュール 720941 を挿入します。SFP

モジュールのラッチ用のレバーを倒して、連結用コネクタのガイドに SFP モジュールを合わせ、
ゆっくり挿入します。カチッと音がするまで、しっかりと押し込んでください。

 サブユニットに SFP モジュールを装着するときは、一番上のコネクタに装着してください。
 ラッチ用のレバーが倒れている状態で装着してください。ラッチ用のレバーが引き起こされた

状態で装着すると、正常に装着できません。

 

ラッチ用のレバーを倒す
背面

入力モジュール

SFPモジュール
（720941)

連結用コネクタ

Note
・ SFP モジュールは、必ず別売アクセサリ 720941 をご使用ください。720941 以外の SFP モジュールを使

用した場合は、本機器の機能・性能は保証の対象外となります。また、720941 以外の SFP モジュール
を使用したことによる故障は、無償保証の対象外になります。

・ 本機器の画面向かって左側には、連結用コネクタと同じ形状のコネクタがありますが、これは、10G イー
サネット用のコネクタです。SFP モジュールを接続しても使用できません。
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SFP モジュールの取り外し
1.  本機器の電源を OFF にします。
2.  光ファイバーコードを本機器から外します。
3.  SFP モジュールのラッチ用のレバーを手前に起こし、ゆっくり引き出します。コネクタの勘合

が外れ、連結用コネクタから SFP モジュールがでてきます。

 

ラッチ用のレバーを引き起こす

23.1　本機器を複数台接続する
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光ファイバーコードの接続

 注　　意
・ 光ファイバーコードのコネクタを接続する場合は、光ポートに対して垂直にゆっくりと差

し込んでください。左右に揺らしたり、無理に差し込むと光コネクタや光ポートを破損す
る場合があります。

・ 規格を満たしていない光コネクタを使用すると、本機器の光ポートを破損する恐れがあり
ます。各国 / 地域の通信業者などで、認定または採用されている光コネクタを使用してく
ださい。

別売の光ファイバーコード 720942 を使って、複数台の DL950 を接続します。
光ファイバーコードをお客様でご用意いただく場合は、マルチモード光ファイバーコード (LC タイ
プ ) をご用意ください。

1.  光ファイバーコードのコネクタの向きと SFP モジュールの光ポートの向きを合わせて挿入しま
す。

Note
光ファイバーコードのコネクタ端面を清掃してから本機器に接続してください。ほこりがコネクタ端面に
付着していると本機器の光ポート部を傷つけてしまい、通信ができなくなります。
コネクタ端面を清掃するときは、光ファイバーコード専用のクリーナを使用してください。

メインユニットとサブユニットは、下図のようにスター型に接続してください。

メイン
ユニット

サブ
ユニット 4

サブ
ユニット 3

サブ
ユニット 2

サブ
ユニット 1

4
3

2
1

サブユニット番号は、接続するメインユニットのコネクタの上から順番に 1 ～ 4 が割り当てられ
ます。

23.1　本機器を複数台接続する
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23.2 複数台接続の設定をする
ここでは、複数台の DL950 を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
・ メインユニット、サブユニットの設定
・ 接続、切断

►機能編　「複数台同期設定 (Multi	Unit	Sync.)」

SETUP_Multi Unit Sync. メニュー
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>SETUP[ 設定 ] をタップするか、SETUP キーを押します。
2.  Multi Unit Sync.[ 複数台同期設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

「メインユニット、サブユニットの設定」参照

メインユニット、サブユニットの設定
3.  MainUnit[ メインユニット ] または SubUnit[ サブユニット ] をタップするか、ソフトキーを押

します。次の画面が表示されます。

 

「接続」、「切断」参照 「接続」、「切断」参照

メインユニット サブユニット
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接続
4.  メインユニットとすべてのサブユニットのメニューで Connect[ 接続 ] をタップするか、ソ

フトキーを押します。メインユニットとサブユニットが接続されます。すべてのユニットで
接続操作が完了していないときは、接続操作したユニットの Connect[ 接続 ] のメニューが
Cancel[ キャンセル ] に変わります。すべてのユニットで接続操作が完了すると Cancel[ キャン
セル ] から Disconnect[ 切断 ] に変わります。

 Note
メインユニットとメインユニットに接続しているすべてのサブユニットで接続操作が必要です。ひとつで
も接続操作をしないと、連結機能が動作しません。

切断
5.  接続している状態で、メインユニットまたはサブユニットのメニューで Disconnect[ 切断 ] を

タップするか、ソフトキーを押します。接続が切断されます。
 ひとつのサブユニットで切断すると、メインユニットに接続しているすべてのサブユニットと

の連結機能が動作しなくなります。

6.  再接続するときは、メインユニットとサブユニットのメニューで Connect[ 接続 ] をタップす
るか、ソフトキーを押します。

23.2　複数台接続の設定をする
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23.3 波形取り込みをスタート、ストップする

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 波形取り込みのスタート、ストップ

►機能編　「複数台同期設定 (Multi	Unit	Sync.)」

波形の取り込み (START/STOP)
メインユニットで操作します。

1.  メインユニットの波形画面の MENU から START/STOP[ スタート / ストップ ] をタップするか、
START/STOP キーを押します。メインユニット、サブユニットで波形の取り込みが実行 / 停止
されます。

 START/STOP キーが点灯しているときが、波形の取り込み中です。

メインユニットの設定が優先される設定項目
複数台の DL950 を接続すると、以下の設定項目は、メインユニットの設定が優先されます。また、
サブユニットの設定値は、メインユニットの設定値で上書きされます。
・ レコード長
・ タイムベース、T/Div
・ アクイジションモード
・ トリガモード
・ 測定回数
・ SSD 記録 (/ST1、/ST2 オプション )、フラッシュアクイジション (/ST2 オプション ) の各設定
・ デュアルキャプチャの各設定
・ トリガポジション 、トリガディレイ
・ ホールドオフ時間
・ アクショントリガの各設定
・ アキュムレート表示
・ カレントヒストリ番号
・ サーチ機能
・ Go-Nogo の各設定
・ Save 動作

また、連結動作中は、下記の機能は動作しません。
・ アベレージ機能
・ Single-N トリガ、ライントリガ、ウェーブウィンドウトリガ、サブユニットの外部トリガ
・ OR 以外の拡張トリガ
・ ヒストリサーチ
・ ヒストリアベレージ
・ ヒストリ全レコード表示
・ パワーオンアクションによる波形取り込み開始
・ リモートによる波形取り込み停止
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データの保存
波形データ
メインユニットで波形データの保存操作をすると、サブユニットも個々の機器内に波形デー
タを保存します。
ファイル名は、通常のファイル名に、「Main」( メインユニット ) または「Sub(N)」( サブユニッ
ト ) が付加されます。
設定データ
各ユニットの設定データは個別に各ユニットに保存するか、1 ファイルに結合してメインユ
ニットに保存するかを選択できます。設定方法は 19.5 節をご覧ください。
設定データを保存したときと同じ構成で DL950 を連結した場合、設定データをロードするこ
とにより、同じ条件で測定ができます。
連結の構成が設定データと異なる場合は、設定データをロードできません。
各ユニットに保存した設定データの読み込みは各ユニットごとに実行します。1 ファイルに
結合してメインユニットに保存した設定データの読み込みはメインユニットで実行します。
画面イメージデータ
メインユニットの画面イメージを保存できます。
サブユニットの画面イメージデータは保存できません。

23.3　波形取り込みをスタート、ストップする
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その他の操作

この章で使用する主な操作部
タッチパネル操作でも設定できます。

ジョグダイヤル
矢印キー

ソフトキータッチパネル
UTILITY キー

SETUP(CAL) キー

SHIFT キー

この章の各節に関連する操作モード
                      ✓：対象　-：対象外

節 スコープ
モード

メモリーレ
コーダモード

24.1 設定データをストア / リコールする ✓ ✓
24.2 キャリブレーションをする ✓ ✓
24.3 メッセージ言語 / メニュー言語、USB キーボードの言語を変える ✓ ✓
24.4 LCD を設定する ✓ ✓
24.5 本機器を USB ストレージデバイスにする ✓ ✓
24.6 環境設定をする ✓ ✓
24.7 キーをロックする ✓ ✓

* 操作モードによって設定内容が異なる場合があります。
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24.1 設定データをストア / リコールする

ここでは、設定した内容を内部メモリに保存 / 読み込みする方法について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 設定データのストア / リコール

►機能編　「設定データのストア /リコール (Store/Recall)」

SETUP_Store/Recall メニュー
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>SETUP[ 設定 ] をタップするか、SETUP キーを押します。

次の画面が表示されます。

 

「設定データのストア」参照

「設定データのリコール」参照

設定データのストア
２．  Store[ 設定値保存 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

コメント

ストアの実行
選択されている設定データの削除

リストに表示するコメントの設定

ストアした日付時刻

工場出荷時の設定
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3.  Store Exec[ 保存実行 ] をタップするか、ジョグダイヤルまたは矢印キーで Store Exec[ 保存実行 ]
を選択して SET キーを押すと、選択されている番号に設定データがストアされます。選択した
番号に設定データが登録されている場合は、上書きされます。

設定データのリコール
２．  Recall[ 設定値リコール ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

工場出荷時の設定
リコールの実行

24.1　設定データをストア /リコールする
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24.2 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。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ キャリブレーションの実行

►機能編　「キャリブレーション (CAL)」
「電力積算値キャリブレーション (/G05 オプション )」

CAL メニュー
1.  波形画面の MENU から SETUP[ 設定 ]>CAL[ 校正 ] をタップするか、SHIFT ＋ SETUP(CAL) キー

を押します。次の画面が表示されます。

 

キャリブレーションの実行

電力積算キャリブレーションの実行
/G05 オプションのときだけ

オートキャリブレーションの設定 (ON、OFF)

すべての設定を工場出荷時の設定に戻す場合
DL950 スコープコーダスタートガイド (IM DL950-03JA) の 4.6 節をご覧ください。
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24.3 メッセージ言語 / メニュー言語、USB キーボード
の言語を変える

ここでは、次の項目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 キーボードの言語の設定
・ USB キーボードの入力方法の設定

►機能編　「システム設定 (System	Config)」

UTILITY_System Config メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  System Config をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

System Config を選択

時刻同期の設定▶21 章参照

日付時刻の設定▶スタートガイド参照

LCDの設定▶24.4 節参照

ファームウェアのアップデート /オプション
追加▶アップデート、オプション追加用の
マニュアル参照

「言語の設定」参照

ストレージメディアのフォーマット
▶19.3 節参照

言語の設定 (Language)
3.  Language をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
USB キーボード言語の設定 (Japanese、English)

USB キーボード入力の設定 (Roman、Kana)*

メッセージ言語の設定 (Japanese、English、Chinese、
Korean、Italian、French、German、Spanish、Russian)

メニュー言語の設定 (Japanese、English、Chinese、
Korean、Italian、French、German、Spanish、Russian)

* Menu または Message を Japanese にした場合に設定可能

Note
一部の用語は英語で表示されます。
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USB キーボードの設定 (USB Keyboard)
USB Human Interface Devices(HID) Class Ver1.1 準拠の次のキーボードが使用可能です。
English：  104 キーボード
Japanese： 109 キーボード
USB キーボードのキーに割り当てられている本機器の各キーについては、スタートガイド (IM 
DL950-03JA) の付録 10 をご覧ください。

24.3	　メッセージ言語 /メニュー言語、USB キーボードの言語を変える
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24.4 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
・ 画面の ON/OFF
・ オートオフの設定
・ LCD の輝度の設定

►機能編　「システム設定 (System	Config)」

UTILITY_System Config メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  System Config をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

時刻同期の設定▶21 章参照

日付時刻の設定▶スタートガイド参照

「LCD の設定」参照

ファームウェアのアップデート /オプション
追加▶アップデート、オプション追加用の
マニュアル参照

言語の設定▶24.3 節参照

ストレージメディアのフォーマット
▶19.3 節参照

System Config を選択
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LCD の設定 (LCD)
3.  LCD[LCD] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 

オートオフするまでの時間の設定

LCDのオートオフのON/OFF

LCD のバックライトをOFF

画面の輝度の設定 (1 ～ 10)

24.4	　LCD を設定する
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24.5 本機器を USB ストレージデバイスにする

ここでは、サイドパネルの PC 接続用 USB コネクタを使って本機器と PC を USB ケーブルで接続し、
本機器を USB ストレージデバイスとして使用するときの設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ USB ファンクションの設定

►機能編　「リモート制御 (Remote	Ctrl)」

UTILITY_Remote Ctrl メニュー
1.  波 形 画 面 の MENU か ら OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Remote Ctrl をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

Remote Ctrl を選択 USB Function[USB ファンクション ] を
Storage[ ストレージ ] に設定

Device[ デバイス ] を USB に設定

Note
• Storage では、本機器の内蔵 SSD だけにストレージデバイスとしてアクセスできます。他のストレージ

メディアにはアクセスできません。
• PC から本機器の内蔵 SSD へアクセスするときは、データの読み込み以外の操作は絶対に行わないでく

ださい。故障の原因となります。
• Storage でファイルアクセス中は、USB ケーブルを抜いたり、本機器の電源を OFF にしないでください。

故障の原因となります。
・ Storage のときは、本機器のメニューから本機器の内蔵 SSD に絶対にアクセスしないでください。
・ USB Function を TMC に設定すると、USB 経由で PC から本機器をコントロールできます。詳細は CD に

収録されている通信インタフェースユーザーズマニュアル (IM DL950-17JA) をご覧ください。
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24.6 環境設定をする

ここでは、本機器の次の設定について説明しています。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ 電源 ON 時の動作
・ ロジック
・ 外部入出力端子
・ クリック音の ON/OFF、キーロックのタイプ / 解除方法
・ エラー時のビープ音 / 電源 OFF したときのバックアップ
・ タッチパネル機能の 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 OTHERS[ そ の 他 ]>UTILITY[ ユ ー テ ィ リ テ ィ ] を タ ッ プ す る か、

UTILITY キーを押します。

2.  Preference[ 環境設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 Preference を選択

「ロジック設定」参照

「電源ON時の動作設定」参照

「クリック音のON/OFF、キーロックのタイプ /
解除方法の設定」参照

「外部入出力端子の設定」参照

「ビープ音の設定」参照

タッチパネル機能のON/OFF

電源 ON 時の動作設定 (Power On Action)
3.  Power On Action[ 電源オン時アクション ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面

が表示されます。

電源 ON と同時に波形の取り込みをスタートする (ON) / しない (OFF)
電源 ON 時に前回のアクション設定を有効にする (ON) / しない (OFF)
側面の主電源スイッチを ON にしたときの動作を設定

起動モード (Startup Mode)
本機器側面の主電源スイッチを ON にしたときの動作を設定します。
Standby Startup[ スタンバイ起動 ]： フロントパネルの電源スイッチを ON にするまで、スタ

ンバイ状態
Immediate Startup[ 即時起動 ]： 本機器を起動
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24.6　環境設定をする

ロジック設定 (Logic Setup)
3.  Logic Setup[ ロジック設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 
記数法の設定 (Bit、Hex)
カーソルデータの読み取り方向の設定 (1→8、8→1)
ビットデータの読み取り方向の設定 (1→8、8→1)

外部入出力端子の設定 (Terminal Setup)
3.  Terminal Setup[ ターミナル設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

リモートの設定
ON： STOP 信号を有効にする
OFF： STOP 信号を無効にする

トリガ出力の設定 (Normal、Pulse)

外部サンプルパルス信号の出力の設定
(OFF、Acquisition、Free Run)

クリック音の ON/OFF、キーロックのタイプ / キーロックの解除方法
の設定 (Key/Knob Setup)
3.  Key/Knob Setup[Key/Knob 設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示

されます。

 

クリック音の設定 (ON、OFF)

スタート / ストップの反応時間の設定
(Quick、> 1sec)
キーロックタイプの設定 (All、Except START/STOP)
キーロックの解除方法の設定 (Key、Password)
パスワードの設定 (8 文字以内 )

スタート / ストップの反応時間
Quick： START/STOP キーを押すと、すぐに波形取り込みをスタート / ストップします。
1 sec：   START/STOP キーを押して 1 秒経過後に波形取り込みをスタート / ストップしま
す。

キーロックタイプ
All： KEY PROTECT キー以外のすべてのキーをキーロックの対象にします。
Except START/STOP： KEY PROTECT キーと START/STOP キー以外の、すべてのキーをキーロッ

クの対象にします。
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キーロックの解除方法
Key：   KEY PROTECT キーを押して解除します。
Password： パスワードで解除します。

その他の設定 (Other Setup)
3.  Other Setup[ その他設定 ] をタップするか、ソフトキーを押します。次の画面が表示されます。

 エラー時のビープ音の設定 (ON、OFF)
電源 OFF 時の波形バックアップの設定
(ON、OFF)(/ST2 オプション )

24.6　環境設定をする



24-13IM DL950-02JA

24.7 キーをロックする

現在の本機器の状態を不用意に変更しないように、操作キーをロックする方法について説明して
います。

スコープモードとメモリーレコーダモード共通
・ キーロック

►機能編　「キープロテクト (KEY	PROTECT)」

キーロック (KEY PROTECT)
KEY PROTECT キーを押すと、キーが点灯して、操作キーがロックされます。キーをロックすると、
24.6 節の設定に従って、KEY PROTECT キー以外、または KEY PROTECT キーと START/STOP キー以
外は操作できません。
キーロックを解除するには、KEY PROTECT キーをもう一度押してキーを消灯させるか、24.6 節で
設定したパスワードを入力します。

Note
キーをロックした状態では、USB マウスや USB キーボードからの操作もできません。
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