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はじめに
このたびは，スコープコーダDL750/DL750Pをお買い上げいただきましてありがとうございます。
このオペレーションガイドは，DL750/DL750Pを初めてお使いになる方がすぐに操作できるように，
基本的な操作について，DL750を中心に説明したものです。
DL750/DL750Pの取扱説明書には，このオペレーションガイドのほかに，すべての機能を説明した
「ユーザーズマニュアル[前編]」（IM701210-05）と「ユーザーズマニュアル[後編]」（IM701210-06），
通信機能だけを詳しく説明した「通信インタフェースユーザーズマニュアル」（IM701210-18，CD-
ROM）があります。このオペレーションガイドとあわせてご利用ください。

ご 注 意
●本書の内容は，性能・機能の向上などにより，将来予告なしに変更することがあります。また，実
際の画面表示内容が本書に記載の画面表示内容と多少異なることがあります。

●本書の内容に関しては万全を期していますが，万一ご不審の点や誤りなどお気づきのことがありま
したら，お手数ですが，お買い求め先か，当社支社・支店・営業所までご連絡ください。

●本書の内容の全部または一部を無断で転載，複製することは禁止されています。
●保証書が付いています。再発行はいたしません。よくお読みいただき，ご理解のうえ大切に保存し
てください。

●本製品のTCP/IPソフトウエア，およびTCP/IPソフトウエアに関するドキュメントは，カリフォニア
大学からライセンスされたBSD Networking Software, Release 1をもとに当社で開発/作成したもの
です。

商　　標
● Adobe，Acrobat，およびPostScriptは，アドビシステムズ社の商標または登録商標です。
● Zipは，米国Iomega社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●本文中の各社の登録商標または商標には，TM，®マークは表示していません。
●その他，本文中に使われている会社名・商品名は，各社の登録商標または商標です。

履　　歴
2005年2月 初版発行
2005年5月 2版発行
2005年12月 3版発行

3rd Edition : December 2005 (YK)

All Rights Reserved, Copyright © 2005 Yokogawa Electric Corporation
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測定の準備

画面に波形を表示

波形の表示条件

モジュールの装着

電源の接続とON/OFF

プローブの接続と位相補正

イニシャライズ

オートセットアップ

・水平軸(時間軸)
・垂直軸
・トリガ
・波形の取り込み

波形の演算/解析/サーチ
・演算
・カーソル測定
・波形パラメータの自動測定
・GO/NO-GO判定

波形の印刷/保存
・画面イメージデータの印刷
・各種データの保存

3.3節

3.4節

3.6, 3.7, 3.11節

4.4節

4.5節

5.2, 5.14節
5.1, 5.3～5.12, 5.15～5.19節
6章, 7.5節
7.1節

10章
11.5節
11.6節
11.8～11.10節

12章
13章

波形や情報の表示
8章

* DL750Pだけ 9章

レコーダモードでの記録*

操作の流れ操作の流れ操作の流れ
下図は，DL750/DL750Pを初めてお使いになる方に，DL750/DL750Pの操作全体の流れを把握していただくためのものです。
本書に記載されている操作の流れを示しているものではありません。それぞれの項目の詳細については， で示したユーザー
ズマニュアルの各章または各節をご覧ください。

操作の流れ
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フロントパネルの各部の名称と働きフロントパネルの各部の名称と働きフロントパネルの各部の名称と働き

MEASURE CURSOR RESET SELECT

ALL  CH
ACQ START/STOP

SETUP DISPLAY

ZOOM DUAL
CAPTURE

HISTORY MATH

CAL X-Y

SEARCH

GO/NO-GO

ESC

（SHIFT＋）DISPLAYキー　8.1～8.13節
画面表示に関するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからDISPLAYキーを押すと，
X-Y表示に関するメニューが表示されます。

SELECTキー
ジョグシャトルで選択したメニューの項目を確
定します。

ジョグシャトル
設定値の変更やカーソルの移動操作で使用しま
す。シャトルリングを回すと，その角度に応じ
て変化量が変わります。

（SHIFT＋）MEASUREキー　11.6，11.7節
波形パラメータの自動測定をするときおよびサイクル統計処理をするときのメニューが
表示されます。
SHIFTキーを押してから，MEASUREキーを押すと，GO/NO-GO判定をするときのメニュー
が表示されます。

CURSORキー　11.5節
カーソル測定をするときのメニューが表示されます。

矢印キー
数値入力の桁（カーソル）を左右に移動します。

ALL CHキー　5.13節
CH1～CH16およびDSP1～DSP6(/G3オプション)で表示される
メニューでの設定と同様の設定が可能な一覧形式のポップアップ
ウインドウが表示されます。

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

RESETキー
数値入力を初期値（デフォルト値）に戻せます。

（SHIFT＋）SETUPキー　4.4～4.6節
イニシャライズとオートセットアップのメ
ニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからSETUPキーを押すと，
キャリブレーションのメニューが表示されます。

ESCキー　8.13節
メニューを消去するときに使用し
ます。メニューが表示されている
状態でESCキーを押してメニューが
消えると，チャネルインフォメー
ションが表示されます。さらにESC
キーを押すと，チャネルインフォ
メーションが消えて，波形表示エ
リアが横方向に拡張されます。

（SHIFT＋）ZOOMキー　8.5，11.4節
波形のズーム表示に関するメニューが表示さ
れます。
SHIFTキーを押してからZOOMキーを押すと，
データ検索（サーチ＆ズーム機能）に関するメ
ニューが表示されます。

MATHキー　10章
波形演算に関するメニューが表示されます。

HISTORYキー　11.1，11.2節
ヒストリメモリ機能を使って，過去のデータ
を再表示するときのメニューが表示されます。

ACQキー　5.14，7.2～7.4，7.6節
波形の取り込み方法を設定するメニューが表
示されます。

RECORDER

DUAL
CAPTURE

DL750 → DUAL CAPTUREキー　7.6節
デュアルキャプチャ機能に関するメニューが表示され
ます。
DL750P → RECORDERキー　9章
レコーダモードに関するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからRECORDERキーを押すと，デュ
アルキャプチャ機能に関するメニューが表示されます。

DL750Pの場合

CH 1 CH 2 CH 3 CH 4

CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH 9 CH 10 CH 11 CH 12

CH 13 CH 14 CH 15 CH 16

V/DIV TIME/DIV

VERTICAL

HORIZONTAL

7 DSP 1 8 9DSP 2

654

1

0

2 3

ENTER

mDSP 6DSP 5

LOGIC  A LOGIC  B EVENT

DSP 3 DSP 4EXP

V/DIVノブ　5.3節
電圧軸感度を設定できます。このノブを回す前にCH1～CH16キーを押して，対象
チャネルを選択しておきます。波形の取り込みストップ中に設定を変更した場合
は，取り込みを再スタートしたときに設定が有効になります。

CH1～CH16キー　5章
各チャネルの表示のON/OFF，垂直ポジション，
カップリング，プローブの種類，オフセット
電圧，帯域制限，垂直軸の拡大/縮小，リニア
スケーリング，波形ラベル名を設定するメ   
ニューが表示されます。
各CHキーの上にあるインジケータは，チャネ
ルがONのときに点灯します。
また，SHIFTキーを押してから各CHキーを押
すと，各CHキーの右下に表示されている紫色
の文字のメニューが表示されます。
NUM KEYキーを押してから各CHキーを押す
と，各CHキーの左下に表示されている灰色の
数値を入力できます。

TIME/DIVノブ　5.2節
時間軸スケールを設定できます。波形の取り
込みストップ中に設定を変更した場合，取り
込みを再スタートしたときに設定が有効にな
ります。

フロントパネルの各部の名称と働き
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FILESHIFTHELPMISCNUM  KEYPROTECT VOICE
MEMO

IMAGE
SAVEPRINT

MODE POSITIONSIMPLE/ENHANCED

DELAYACTIONMANUAL  TRIG

SNAPSHOT CLEAR  TRACEMENU MENU

TRIGGERTRIG  D

FILESHIFTHELPMISCNUM  KEYPROTECT VOICE
MEMO

IMAGE
SAVEPRINT

ESC

MEASURE CURSOR RESET SELECT

CH

ALL  CH

MODE POSITIONSIMPLE/ENHANCED

ACQ START/STOP

SETUP DISPLAY

ZOOM DUAL
CAPTURE

HISTORY MATH

 1 CH 2 CH 3 CH 4

CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH 9 CH 10 CH 11 CH 12

CH 13 CH 14 CH 15 CH 16

DELAYACTIONMANUAL  TRIG

SNAPSHOT CLEAR  TRACEMENU MENU

V/DIV TIME/DIV

TRIGGERTRIG  D

VERTICAL

HORIZONTAL

CAL X-Y

SEARCH

GO/NO-GO

7 DSP 1 8 9DSP 2

654

1

0

2 3

ENTER

mDSP 6DSP 5

LOGIC  A LOGIC  B EVENT

DSP 3 DSP 4EXP

PROTECTキー　17.6節
キーを押すと，キーの上にあるLEDが点灯し，キーの操作が
できなくなります。もう一度押すと，その状態が解除されます。

SIMPLE/ENHANCEDキー　6.4～6.17節
トリガ設定メニューが表示されます。
キーの下の左側インジケータが点灯しているときはシンプル
トリガ，右側インジケータが点灯しているときはエンハンス
トトリガが有効です。

（SHIFT＋）MODEキー　6.1，6.18節
トリガモードを選択するメニューが表示されます。
SHIFTキーを押してからMODEキーを押すと，
アクションオントリガ/アクションオンストップに
関するメニューが表示されます。

（SHIFT＋）POSITIONキー　6.2，6.3節
トリガポジションを設定できます。
SHIFTキーを押してからPOSITIONキーを押すと，トリガディレイ
が設定できます。

MANUAL TRIGキー　6.19節
キーを押すと，強制的にトリガ
がかかります。

（SHIFT＋）PRINTキー　12.2～12.4，16.4節
画面イメージデータの印刷を実行します。
SHIFTキーを押してからPRINTキーを押すと，画面イメージ
データを内蔵プリンタ，USBプリンタ，ネットワークプリ
ンタへ印刷するときのメニューが表示されます。

（SHIFT＋）IMAGE SAVEキー　13.11，13.12，16.3節
画面イメージデータを記憶メディアに保存します。
SHIFTキーを押してからIMAGE SAVEキーを押すと，画面イ
メージデータの保存に関する設定のメニューが表示されます。

SNAP SHOTキー　8.7節
現在表示されている波形を画面に白色で残せます。

CLEAR TRACEキー　8.7節
スナップショットで取り込んだ波形やアキュムレート波形を
クリアします。

NUM KEYキー　4.2節
CH1～CH16キーを数値入力キーとして使用するときに，押します。

MISCキー　3.5，13.6，16.2～16.10，17.1～17.5，18.4節
通信の設定，環境の設定，システムの状態確認，SCSI ID番号の設定，自己診断機能，
液晶バックライトのON/OFFなどに関するメニューが表示されます。

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

SHIFTキー
一度押すとキーの上のインジケータが点灯し，各キーの下に表記されている紫色文字の
設定メニューを表示できるようになります。もう一度押すとその状態が解除されます。

FILEキー　13.5，13.7～13.12，13.14～13.17，16.3節
各種ストレージメディアにデータを保存/呼び出しするとき，またはファイル操作に関するメニューが表示
されます。

液晶画面
ESCキー
解説→前ページ参照

ソフトキー
設定時に画面に表示
されるソフトキー
メニューで，項目を
選択するときに使用
します。

設定・実行キー/ノブ
解説→前ページ参照

設定・実行キー
解説→下図参照

ジョグシャトル
解説→前ページ参照

設定・実行キー
解説→下図参照

DL750Pの場合

DL750 → VOICE MEMOキー　7.9節
ボイスメモ機能に関するメニューが
表示されます。
DL750P → FEEDキー　9.1節
DL750Pの内蔵プリンタの紙送りを実
行します。
SHIFTキーを押してからFEEDキーを
押すと，ボイスメモ機能に関するメ
ニューが表示されます。

FEED

VOICE MEMO

各部の詳細については， で示したユーザーズマニュアルの各章または各節をご覧ください。
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ここでは，DL750/DL750Pの画面に表示されるメニューや記号について説明しています。それぞれの項目の詳細については，
または で示したユーザーズマニュアルの各章または各節をご覧ください。

通常の表示画面

波形取り込み状態
波形取り込み回数　7.3節

コメント　12.2～12.4，13.11節
トリガモード　6.1節

設定チャネルとそのV/div
5.3節

Stopped ：停止 Pre... ：Preデータ取得中
Running ：取り込み中 Post... ：Postデータ取得中
Waiting for trigger ：トリガ待ち
HD out ：ハードディスク連続書き込み中

設定レコード長　7.2節

アクイジションモード　7.3節

サンプルレート　5.2節

T/div　5.2節

トリガポジション　6.2節表示レコード長　付録1

トリガレベル　6章

グランドレベル　6章

表示レンジのチャネル番号
8.9節

電圧軸のスケール値　8.9節

垂直ポジション　5.4節

トリガポジションからの時間
6.2節

トリガタイプ　6章

ソフトキーメニュー

レベルインジケータ　8.12節

表示波形のチャネル番号

レコード長/表示位置 
（下記の説明をご覧ください）

レコード長/表示位置の表示

緑色の枠

設定レコード長

表示レコード長 表示レコード長

Z1
Z2

Z2のズーム位置

＜ズーム波形表示時＞＜通常波形表示時＞

2.5M

緑色の枠

2.5M

Z1のズーム位置

表示画面の各部の名称

表示画面の各部の名称表示画面の各部の名称表示画面の各部の名称
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ズーム波形を表示しているときの画面
ユーザーズマニュアル[前編]「8.5 波形をズームする」

通常波形表示のT/div
　5.2節

設定レコード長におけるZ2ズーム波形の表示位置
Z1ズーム範囲

設定レコード長におけるZ1ズーム波形の表示位置

Z2ズーム波形表示のT/div

通常波形表示エリア

ズーム波形表示エリア

Z1ズーム波形表示のT/div

Z1ズーム波形表示エリア Z2ズーム波形表示エリア

Z1ズーム波形のレコード長

Z2ズーム波形のレコード長

通常波形のレコード長

Z2ズーム範囲

デュアルキャプチャ機能を使っているときの表示画面
ユーザーズマニュアル[前編]「7.6 デュアルキャプチャ機能を使う」

通常波形表示のT/div
　5.2節

サブ波形表示のT/div

サブ波形の
トリガポジション

通常波形表示エリア

基準点からの時間

ズーム波形表示エリア

サブ波形表示エリアメイン波形のストップ日時
サブ波形の取り込み回数 サブ波形の時間軸のスケール値

サブ波形のトリガ点日時

Capture Numで指定したサブ波形の
メイン波形に対する位置

時間基準点マーク
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基本のキー操作基本のキー操作&ジョジョグシグシャトル操作ル操作基本のキー操作&ジョグシャトル操作
ここでは，DL750/DL750Pの設定操作をするときに基本となる，キー操作とジョグシャトル操作について説明しています。

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

ジョグシャトルで数値を設定するタイプ（　，　のアイコン付きメニュー）
ソフトキーを押して，ジョグシャトルの対象（　：対象，　：非対象）にします。
ジョグシャトルを回して，数値を設定します。矢印キーで，桁の移動ができます。
NUM KEYキー（本書の5ページ参照）を使って，数値を直接入力することもでき
ます。

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

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

 Note

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

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

設定メニュー

ソフトキー

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

設定したい項目の選択は，ジョグシャトルで行います。

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

SELECTキーを押すごとに，選択項目が切り替わります。

SELECTキーを押して，数値入力ボックスを表示します。
ジョグシャトルを回して，数値を設定します。
矢印キーで，桁の移動ができます。
NUM KEYキーを使って，数値を直接入力することもできます。

Modeを選択した場合 Edge Countを選択した場合

数値入力ボックス

選択メニュー

設定ダイアログボックス

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

 Note

基本のキー操作&ジョグシャトル操作
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基本のジョグシャトル操作
項目の選択 数値の設定

RESET SELECT

ジョグシャトル

選択項目を下方向に移動します。

選択項目を上方向に移動します。

RESET SELECT

設定値を初期値に戻します。

矢印キー
設定桁を左右に移動します。

ジョグシャトル

シャトルリング
回す角度に応じて変化量が変わります。

設定値を大きく(速く)します。

設定値を小さく(遅く)します。

USBマウスからの操作 ユーザーズマニュアル[前編]「4.2 数値/文字列を入力する」

左サイドパネルのUSB PERIPHERALコネクタにUSBマウスを接続すると，DL750/DL750Pのフロントパネルのキーの操作と
同様の操作がUSBマウスでできます。

USBマウス（ホイール付）

DL750/
DL750P

FILESHIFTHELPMISCNUM  KEYPROTECT VOICE
MEMO

IMAGE
SAVEPRINT

ESC

MEASURE CURSOR RESET SERECT

CH

ALL  CH

MODE POSITIONSIMPLE/ENHANCED

ACQ START/STOP

SETUP DISPLAY

ZOOM DUAL
CAPTURE

HISTORY MATH

 1 CH 2 CH 3 CH 4

CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH 9 CH 10 CH 11 CH 12

CH 13 CH 14 CH 15 CH 16

DELAYMANUAL  TRIG

SNAPSHOT CLEAR  TRACEMENU MENU

V/DIV TIME/DIV

TRIGGERTRIG  D

VERTICAL

HORIZONTAL

CAL X-Y

SEARCH

7 DSP 1 8 9DSP 2

654

1

0

2 3

ENTER

mDSP 6DSP 5

LOGIC  A LOGIC  B EVENT

DSP 3 DSP 4EXP

USB PERIPHERALコネクタ

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

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

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

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

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

●便利な機能●
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主な機能の紹介主な機能の紹介主な機能の紹介
トリガ

ユーザーズマニュアル[前編]「6章 トリガ」

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

シンプルトリガ
入力信号トリガ
トリガソースがあらかじめ
設定したトリガレベルの通
過時（立ち上がり/立ち下が
り/その両方）に，トリガを
かけます。

外部トリガ
EXT TRIG端子に入力される
信号があらかじめ設定した
トリガレベルの通過時（立
ち上がり/立ち下がり）に，
トリガをかけます。

ライントリガ
電源信号の立ち上がりでト
リガをかけます。

時刻（タイマ）トリガ
指定した時刻/時間間隔で
トリガをかけます。

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

A Delay Bトリガ
条件A成立後，設定した時間経過後の
最初の条件Bでトリガをかけます。 

Edge on Aトリガ
Aトリガ成立中にエッジのOR条件で
トリガをかけます。

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

B > Timeトリガ
パルス幅が設定時間より大きいとき
にトリガをかけます。

B < Timeトリガ
パルス幅が設定時間より小さいとき
にトリガをかけます。

B TimeOutトリガ
設定したタイムアウト時間に達した
時点でトリガをかけます。

周期（Period）トリガ
信号の周期が設定した条件と一致し
たときにトリガをかけます。

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

ウェーブウインドウトリガ
電源波形監視用のトリガです。電源異常(瞬停/サグ/サージ/周波数変動/電圧降
下など)を検出します。周波数が40～1000Hzの交流波形が対象です。基準波形*
から外れたときにトリガをかけます。

* 基準波形(リアルタイムテンプレート)
対象の1周期分の波形の1～4周期前の波形
を平均した1周期分の波形に許容値を設定
して作成した波形

リニアスケーリング
ユーザーズマニュアル[前編]「5.11 リニアスケーリング機能（AX＋B，P1-P2）を使う」

リニアスケーリングとは，測定値（主に電圧）を物理値に変換する機能です。次の2種類の方法があります。

AX＋B
スケーリング係数Aとオフセット値Bを使って，次式に従って演算します。
Y＝AX＋B （X：測定値，Y：物理値）

P1-P2
任意の2点の測定値（P1:X，P2:X）に対応して，変換後のそれぞれの
物理値（P1:Y，P2:Y）を設定すると，スケール変換式（y＝ax＋b）が決まります。
この変換式を使って，演算します。

主な機能の紹介

測定レンジ

P1

P2

P1:X P2:X

P1:Y

P2:Y

y＝ax＋b

測定値

物理値
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ヒストリメモリ
ユーザーズマニュアル[後編]「11.1 ヒストリ波形を表示する」

波形を測定しているときは，アクイジションメモリに取り込まれた波形データが，DL750/DL750Pの画面に表示されることで，
波形としてそのデータを見ることができます。連続して波形を測定していると，異常波形を見てから測定をストップしても，
画面上には新しい波形が表示されてしまいます。通常は，過去に戻って異常波形を表示できません。ヒストリメモリ機能を使
うと，測定ストップ中にアクイジションメモリに取り込まれている過去の波形データを表示できます。アクイジションメモリ
に取り込まれた波形データ（最大2000画面分）の中から，指定した過去の波形データを表示できます。
また，アクイジションメモリに取り込まれた過去の波形の中から，指定したゾーンを通過した波形（または通過しなかった波
形）や，指定した波形パラメータが指定範囲を超えた波形(または範囲内の波形)をサーチできます。詳細は，ユーザーズマニュ
アルの11.2節と11.3節をご覧ください。

アクイジションメモリに保存された波形
(最大2000画面)

Selected Record No. 0 Selected Record No. －25

指定したゾーン
指定したゾーンを通過
した波形を検出します。

Selected Record No. -28Selected Record No. 0

指定した波形パラメー
タが指定範囲を超えた
波形を検出します。

アクイジションメモリに保存された波形
(最大2000画面)

ゾーン検索 パラメータ検索

P-P

デュアルキャプチャ
ユーザーズマニュアル[前編]「7.6 デュアルキャプチャ機能を使う」

低速のロールモード表示*でトレンド記録をしながら，同時に高速でデータ収集が可能です。耐久試験などの長時間観測中に
突発的に発生する異常現象を高速で捕捉する場合に有効です。

バースト波の発生は確認できますが，測定したデータの時間分解能が不足しているため，
バースト波が何波発生しているのかわかりません。（T/div：100μs/div）

ズーム波形（時間軸方向へのズーム）

サブ波形（デュアルキャプチャ）
高速サンプリング（最高10MS/s）でデータ
収集ができるため，バースト波が5波発生
していることを観測できます。
（T/div：100μs/div）

最大100Mワード**

最大100画面(標準モデル)
最大250画面(/M1モデル)
最大500画面(/M2，/M3モデル)

高速側（サブ波形）
更新モード表示（トリガ記録）

低速側（メイン波形）
ロールモード表示（トレンド記録）

最大10kワード

1台で，同時に2つの異なるサンプル
レートによるデータ収集が可能です。

FILESHIFTHELPMISCNUM  KEYPROTECT VOICE
MEMO

IMAGE
SAVEPRINT

ESC

MEASURE CURSOR RESET SERECT

CH

ALL  CH

MODE POSITIONSIMPLE/ENHANCED

ACQ START/STOP

SETUP DISPLAY

ZOOM DUAL
CAPTURE

HISTORY MATH

 1 CH 2 CH 3 CH 4

CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH 9 CH 10 CH 11 CH 12

CH 13 CH 14 CH 15 CH 16

DELAYACTIONMANUAL  TRIG

SNAPSHOT CLEAR  TRACEMENU MENU

V/DIV TIME/DIV

TRIGGERTRIG  D

VERTICAL

HORIZONTAL

CAL X-Y

SEARCH

GO/NO-GO

7 DSP 1 8 9DSP 2

654

1

0

2 3

ENTER

mDSP 6DSP 5

LOGIC  A LOGIC  B EVENT

DSP 3 DSP 4EXP

サンプルレート：100kS/s以下 サンプルレート：10MS/s以下

メイン波形

* トリガモードがAuto/Auto Level/Single/Logのどれかで，時間軸設定が100ms/div～3day/divのときは，トリガがかかることで表示
波形を更新（更新モード表示）するのではなく，新しいデータを取り込むと最も古いデータを消し，波形が画面の右から左に流れる
ように表示するロールモード表示になります。

**/M3オプション付加時に最大100Mワードになります。標準モデルでは，最大5Mワードです。
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X-Y波形表示
ユーザーズマニュアル[前編]「8.6 X-Y波形を表示する」

指定したチャネルの入力信号の電圧軸を水平軸（X軸）にとり，その他の入力信号（表示がONになっている信号）の電圧軸を垂直
軸（Y軸）にとって，信号間の電圧の関係を見ることができます。X-Y波形と通常のT-Y波形（時間軸と電圧軸による波形）の同時
観測も可能です。最大16個のX-Y波形を重ねて表示できます。複数のX-Y波形の表示が可能なので，位相の相対比較が容易で
す。この機能を使って，リサージュ波形によるDCモータの評価などができます。

時間軸方向のズーム（GIGAZoom）
ユーザーズマニュアル[前編]「8.5 波形をズームする」

時間軸方向に表示波形を拡大（ズーム）できます。同時に2箇所をズームできます。この機能は，波形の取り込み時間を長くし
ておいて，波形の一部を詳細に観測したいときに便利です。
また，高速データ処理によって1Gワード（1チャネル）の全データ長を瞬時に表示できます（/M3オプション）。

高速データ処理による1Gワード
のリアルタイム全長表示 1Gワード

任意の2箇所のズーム波形
(Z1，Z2)を表示できます。

Z1ズームボックス Z2ズームボックス

通常波形ウインドウ

ズーム波形ウインドウ（Z1） ズーム波形ウインドウ（Z2）

波形パラメータの自動測定
ユーザーズマニュアル[後編]「11.6 波形パラメータを自動測定する」

波形の周波数や立ち上がり時間などを自動的に測定する機能です。波形パラメータは，29項目あります。全波形あわせて最大
48000個のデータを保存可能で，そのうち任意の最大24項目を画面に表示できます。

ディレイ測定項目（1項目）
基準波形，またはトリガ点から対象波形
の立ち上がり/立ち下がりまでの時間差
（チャネル間ディレイ）に関する測定項目

時間軸に関する測定項目（12項目）垂直軸に関する測定項目（12項目） その他の測定項目（4項目）

サイクル統計処理
ユーザーズマニュアル[後編]「11.7 統計処理をする」

アクイジションメモリに取り込まれた周期性のある波形から，自動的に各周期（サイクル）を区切り，波形パラメータを測定し
ます。そして，それらの自動測定値を対象に統計処理を行います。DL750/DL750Pの画面には，波形パラメータの自動測定項
目に対して，各々5つの統計処理項目（最大値（Max）/最小値（Min）/平均値（Avg）/標準偏差（Sdv）/統計処理の対象にした測定値
の数（Cnt））を表示します。全測定値の一覧表示も可能です。1つの波形パラメータの自動測定項目の中で，統計処理の対象に
できる自動測定値は，最大48000個です。また，統計処理の対象となる波形パラメータの自動測定項目が1項目の場合は，最
大48000周期まで統計処理が可能です。
DL750/DL750Pには，このサイクル統計処理の他に「通常の統計処理」と「ヒストリメモリの統計処理」があります。

主な機能の紹介
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演算（標準）&ユーザー定義演算（/G2オプション）
ユーザーズマニュアル[後編]「10.5 ユーザー定義演算をする（オプション）」

＋，－，×，/，FFT（パワースペクトラム），およびPhase Shift演算（チャネル間の位相をずらして演算）が可能です。
/G2オプション付加時には，豊富な関数（三角関数/微分/積分/平方根/ディジタルフィルタ/7種類のFFT関数など）を使って，演
算式を8式まで定義できます。

演算式設定メニュー
画面上のソフトキーボードから，
定義したい演算式を55文字以内で
入力します。

入力した演算式が
表示されます。

GO/NO-GO判定
ユーザーズマニュアル[後編]「11.8 波形パラメータの測定値でGO/NO-GO判定をする」～「11.10 GO/NO-GO判定入出力機能を使う」

生産ラインの信号検査や，異常現象の追跡などに便利な機能です。
波形があらかじめ設定した範囲内に入っているかいないかを判定し，GO（またはNO-GO）の判定の場合に所定のアクションを
実行します。判定方法には，「画面上に波形ゾーンを設定しておく」方法と「波形パラメータの範囲を設定しておく」方法の2種
類があります。判定時のアクションには，画面イメージデータの印刷/保存，波形データの保存，ビープ音の鳴動，メールの
送信（/C10オプション）があります。

ゾーン判定開始点

異常波形

指定したゾーン

ゾーン判定終了点

スナップショット
ユーザーズマニュアル[前編]「8.7 スナップショット/クリアトレースをする」

スナップショット機能を使うと，更新モード表示で更新時に消えてしまう波形やロールモード表示で波形表示エリア外に出て
しまう波形をスナップショット波形として画面に一時的に保持できます。スナップショット波形は白色で表示され，更新され
た波形と比較することができます。さらに，スナップショット波形をメディアに保存したり，画面イメージデータを印刷した
りすることもできます。

スナップショット波形
白色で表示されます。

更新された波形

アクイジションメモリのバックアップ
ユーザーズマニュアル[前編]「7.10 アクイジションメモリバックアップ機能を使う」

不意な停電から，アクイジションメモリ内のデータを保護できる機能です。
右サイドパネルにあるACQ MEMORY BACKUPスイッチをONにしておくと，電源が遮断されてもアクイジションメモリのデー
タが保護されます。バックアップされるのは，電源OFFの直前にアクイジションメモリに保持されたデータです。なお，バック
アップには，アルカリ乾電池またはニッケル水素型充電電池（いずれも単3型：4本）が必要です。
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主な機能の紹介

内蔵ハードディスク（/C8オプション）へのリアルタイム記録
ユーザーズマニュアル[前編]「7.7 内蔵ハードディスク（オプション）にリアルタイム記録する」

内蔵ハードディスク（/C8オプション）に，測定データをリアルタイムで長時間記録できます。
リアルタイム記録用の領域は，内蔵ハードディスクの全容量の30～70％の範囲で設定することができます。
保存したデータを読み込み，PCを使って測定データの管理や解析ができます。

入力信号

コピー

アクイジション
メモリリアルタイム記録以外

(通常の測定)

リアルタイム記録

波形データの読み込み

波形データの保存/読み込み

PC
リアルタイム
記録領域

(全容量の30～70%)

データの
保存領域

コピー

SCSIインタフェース
GP-IBインタフェース
イーサネットインタフェース
USBインタフェース

内蔵ハードディスク

レコーダモードでの記録(リアルタイム記録) (DL750Pだけ)
ユーザーズマニュアル[前編]「9章 レコーダモードでの記録(リアルタイム記録)」

DL750Pでは，内蔵のA4サイズプリンタに波形やディジタル数値をリアルタイムに記録できるレコーダモードが搭載されてい
ます。レコーダモードは，DL750PのフロントパネルにあるRECORDERキーで設定します。レコーダモードには，次の2種類が
あります。

チャートレコーダモード
波形の取り込みをスタートすると，内蔵プリンタに波形/ディジタル数値をリアルタイムに記録できます。内蔵プリンタへの
記録と同時に，データが内蔵メモリに保存されるので，記録終了後にサーチ&ズームなどで必要な部分を再表示できます。こ
のデータは，通常のデータと同様に，ファイルへの保存，カーソル測定，波形パラメータの自動測定，通常の統計処理，サー
チ&ズームなどが可能です。
・ T-Y波形記録
指定したチャートスピードでT-Y波形を記録します。ショット記録を設定すると，指定の長さまで記録したら自動的に記録
が停止します。印刷条件を変更して再プリントしたり，再プリントイメージのPDFファイルを作成することもできます。

・ディジタル数値記録
指定した時間間隔でディジタル数値を記録します。1度に記録できるチャネル数は，最大16チャネルです。

X-Yレコーダモード(X-Y波形記録)
波形の取り込みをスタート/ストップすると，波形を取り込んでいた間のX-Y波形を記録できます。自動プリントを設定する
と，波形の取り込みのストップと同時に，X-Y波形の記録が開始します。再プリントイメージのPDFファイルを作成すること
もできます。

チャートスピード
または記録間隔

記録目盛り

　

アクイジションモード

トリガモード

内蔵メモリへの保存
可能なデータ数

同時に使用できない
機能

チャートレコーダモード

T-Y波形記録

チャートスピード：10mm/h～20mm/s

水平軸(時間軸)：10mm/div
垂直軸：10mm/div か [記録エリアを
 10分割した1分割]/div

エンベロープ 
(ACQキーでモードの変更不可，MISCキーでエンベロープ/ノーマルの変更は可能)

Auto，Log，Single*，Repeat* (*: T-Y波形記録時だけ)

最大1000div分(チャートスピードによって異なる) 

    
ヒストリメモリ，GO/NO-GO判定，デュアルキャプチャ，波形演算，サーチ&ズーム(X-Yレコーダモー
ド時だけ)

ディジタル数値記録

記録間隔：1s～60min

－
 
  

X-Yレコーダモード
(X-Y波形記録)

－
　

X軸/Y軸：10mm/div か [記録
 エリアを10分割した
 1分割]/div

ノーマル
(ACQキーでモードの変更不可)

－

1Mワード分(固定)

「チャートレコーダモード」と「X-Yレコーダモード」
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DSPチャネル(/G3オプション)
ユーザーズマニュアル[後編]「15章 DSPチャネルを使う(オプション)」

/G3オプション付加時には，標準のアナログ入力チャネル（CH1～CH6）に加えて，6つの演算専用のDSPチャネル（DSP1～DSP6）
が追加されます。DSP（Digital Signal Processor）チャネルでは，入力モジュールの出力データをソースとしてリアルタイムに次
の演算ができます。
・ チャネル間の加減乗除算（＋，－，×，÷）
・ ディジタルフィルタ（シャープ，ガウス，IIR（バタワース），移動平均）
・ 微分/積分
・ チャネル間の係数付きの加減乗除算（＋，－，×，÷）
・ ノッキングフィルタ
このDSPチャネルによる演算は，通常の演算と比較して以下のような特徴があります。

アクイジション
メモリ

DSP 6チャネル
(DSP1～DSP6)

トリガ

GIGAZoomエンジン

DSP1

アナログ入力
16チャネル
(CH1～CH16)

FF**

FF**

トリガ
システム

CH1
A/D*

レコード長の制約

最高サンプルレート

トリガソースの対象

ロールモード表示時の演算

対象モジュール

実行可能な演算

通常の演算(Math1～Math8)

あり (最大800kワード(1チャネル表示時))

各モジュールの最高サンプルレート

×

× (波形の取り込み停止後に演算)

全モジュール

複雑な演算，豊富な演算式
(加減乗除算，2値化演算，パワースペクトラム，
ユーザー定義演算(/G2オプション))

DSPチャネルによる演算(DSP1～DSP6)

なし (アナログ入力チャネルと同じ)

100kS/s

○ (シンプルトリガとエンハンストトリガの
　　ORトリガ/ウインドウトリガだけ)

○ (リアルタイムに演算)

全モジュール

比較的シンプルな演算
(加減乗除算，ディジタルフィルタ，微分/積分)

「通常の演算(Math1～Math8)」と「DSPチャネル(DSP1～DSP6)による演算」の比較

アナログ入力
16チャネル
(CH1～CH16)

FF**

メインCPU

CH1
A/D*

アクイジション
メモリ

GIGAZoomエンジン

演算結果

・通常の演算(Math1～Math8) ・DSPチャネルによる演算(DSP1～DSP6)

   * A/D ：A/D変換回路
   ** FF  ：フリップフロップ回路

   * A/D ：A/D変換回路
   ** FF  ：フリップフロップ回路

ボイスメモ&ボイスコメント
ユーザーズマニュアル[前編]「7.9 ボイスメモ機能を使う」，[後編]「13.19 ボイスコメント機能を使う」

イベント波形

ボイスメモ

対象波形
(ロールモード
表示時)

・画面イメージデータ ・ボイスコメントデータ

録音時間：10s
拡張子
.PNG
.JPG
.BMP
.PS

拡張子
.NCM
.JCM
.BCM
.PCM

画面イメージデータを保存すると，同時にボイスコメント
データも保存できます。画面イメージデータとボイスコメ
ントデータは，別ファイルとして保存されます。

ボイスメモ
本機器にスイッチ付イヤホンマイクを接続することで，
波形取り込み中(ロールモード表示時)に音声をボイスメ
モとして録音し，その波形が表示されているときに再生
できます。録音したボイスメモは，波形データとともに
保存可能で，Voice Memoメニューから再生できます。

ボイスコメント
本機器にスイッチ付イヤホンマイクを接続することで，表
示波形に対して音声でコメントを録音でき，画面イメージ
データの保存時にボイスコメントを保存できます。1つの
画面イメージデータに付けられるボイスコメントは最大
10秒です。保存したボイスコメントは，IMAGEメニュー/ 
FILEメニューのFile Listウインドウから再生できます。

波形データを保存する
ときに，ボイスメモも
波形データとして保存
されます。
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3極コンセント

電源コード

3極-2極変換アダプタ
（日本国内でだけ使用可）

保護接地端子

電源コネクタ

左サイドパネル

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

定格電源周波数　　　：50/60Hz
電源周波数許容範囲　：48～63Hz

右サイドパネルにある「入力モジュール装着スロット」にモジュールを正しく装着します。

モジュール

右サイドパネル

モジュールを装着しないスロットには，
カバープレートを付けておきます。

電源を接続する
ユーザーズマニュアル[前編]  「3.4 電源を接続する」

本機器を安全にご使用いただくために，モジュールを装着する前に，ユーザーズマニュアル[前編]の
「3.3 入力モジュールを装着する」の警告を必ずお読みください。

本機器を安全にご使用いただくために，電源を接続する前に，ユーザーズマニュアル[前編]の「3.4 電
源を接続する」の警告を必ずお読みください。

DL750DL750/DL750P/DL750Pを操作してみるを操作してみるDL750/DL750Pを操作してみる
ここで説明している操作は，DL750/DL750Pから出力している信号（プローブ補償信号）を観測することを目的にしています。
したがって，信号発生源を準備する必要はありません。また，このオペレーションガイドでは，高速10MS/s 12ビット絶縁モ
ジュール（MODEL：701250，略称：HS10M12）を使って，波形を観測する場合を例に説明しています。他のモジュールについ
ては，ユーザーズマニュアルをご覧ください。

観測する前の準備をする
モジュールを装着する

ユーザーズマニュアル[前編] 「3.3 入力モジュールを装着する」

DL750/DL750Pを操作してみる
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電源スイッチをONにする
ユーザーズマニュアル[前編] 「3.4 電源を接続する」

電源スイッチ

プローブを接続する
ユーザーズマニュアル[前編] 「3.6 プローブを接続する」および「3.7 プローブの位相補正をする」

実際に波形を観測するときは，ユーザーズマニュアルに従って，プローブの位相補正（3.7節）とキャリブレーション（4.6節）を
必ず実行してください。
これらを実行しないと，正しく波形を観測できません。

 Note

本機器を安全にご使用いただくために，プローブを接続する前に，ユーザーズマニュアル[前編]の「3.6
プローブを接続する」の警告および「3.7 プローブの位相補正をする」の注意を必ずお読みください。

プローブ補償
出力端子

機能接地端子

測定入力端子
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DL750/DL750Pを操作してみる

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

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

フロントパネルのキー操作による設定を初期設定（工場出荷時の設定）に戻します。
DL750/DL750Pがお手元に届いてから初めてお使いになる場合は，この操作は必要ありませんが，操作を覚えるためにやって
みてください。この初期化操作は，入力信号に合わせて設定をやり直すときに便利です。

SETUP

2 イニシャライズを実行します。

1 SETUPキーを押します。

イニシャライズ直前の状態に戻す場合は，ここを
押します。

・イニシャライズすると，モジュールを装着している
CHがすべて表示され，START状態になります。
・Initializeのソフトキーでイニシャライズできない
項目は，次のとおりです。
　日付・時刻の設定，言語設定，通信関連の設定，
　SCSI IDの設定
日付・時刻の設定を除くすべての設定をイニシャラ
イズするには，次の操作を行ってください。
［RESETキーを押しながら，電源スイッチをON］

 Note

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

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

SETUP 1 SETUPキーを押します。

オートセットアップ直前の状態に戻す場合は，
ここを押します。

2 オートセットアップを実行します。CH1の入力信号

・オートセットアップを実行すると，信号が入力され
ているチャネルだけ波形が表示されます。
・オートセットアップが可能なモジュール
701250（HS10M12），701251（HS1M16），
701255（NONISO_10M12），701260（HV（with RMS）），
701261(UNIVERSAL)，701262(UNIVERSAL(AAF))，
701275（ACCL/VOLT）
・オートセットアップが可能な波形
周波数：約507Hz～1MHz，
種類：複雑でない繰り返し波形

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

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

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

DISPLAY

2 選択メニューを表示し，Singleを選択します。

1 DISPLAYキーを押します。

電圧軸感度の設定を「0.5V/div」から「0.2V/div」に変える
ユーザーズマニュアル[前編]「5.3 V/divを設定する」

V/DIV

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

電圧軸感度を上げたため，波形の一部が見えなくなります。CH1の電圧軸感度の設定
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DL750/DL750Pを操作してみる

波形の全振幅が見えるように垂直ポジションを下げる
ユーザーズマニュアル[前編]「5.4 波形の垂直ポジションを設定する」

CH 1

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

1 CH 1キーを押します。

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

時間軸の設定を「200μs/div」から「100ms/div」に変える
ユーザーズマニュアル[前編]「5.2 T/divを設定する」

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

TIME/DIV

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

CH1の時間軸設定

ロールモード表示
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時間軸の設定を「100ms/div」から「500μs/div」に変える
ユーザーズマニュアル[前編]「5.2 T/divを設定する」

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

TIME/DIV

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

CH1の時間軸設定

更新モード表示
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DL750/DL750Pを操作してみる

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

トリガの種類 ：大きく分けて，シンプルトリガとエンハンストトリガがあります。詳細については，本書の10ページを
ご覧ください。

トリガソース ：選択したトリガの種類の対象にする信号を設定します。
トリガスロープ ：低いレベルから高いレベルになる（立ち上がり），または高いレベルから低いレベルになる（立ち下がり）

という信号の動きをスロープといいます。このスロープをトリガ条件の1つの項目として，立ち下がり，
立ち上がり，およびその両方で検知するかどうかを選択します。

トリガレベル ：トリガ条件の1つとして，入力信号のスロープが通過するレベルを設定します。
トリガモード ：設定したトリガスロープの検出に関連して，どのように波形を表示するのかを選択します。

オートセットアップを実行すると，オート（Auto）モードに設定されます。
詳細は，ユーザーズマニュアルの 「6.1 トリガモードを設定する」をご覧ください。

トリガポジション：トリガがかかったとき（トリガ点）にサンプリングされたデータを，画面のどの時間軸位置に表示するの
かを決めます。初期設定は，50.0%（画面中央）です。

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

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

SIMPLE/ENHANCED

トリガレベルマーク 立ち下がりでトリガがかかります。

2 選択メニューを表示し，　（立ち下がり）を
選択します。

1 SIMPLE/ENHANCEDキーを押します。
トリガ点
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トリガポジションを「2div左」に移動する
ユーザーズマニュアル[前編] 「6.2トリガポジションを設定する」

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

POSITION 1 POSITIONキーを押します。

2 ジョグシャトルを反時計回りに回して，ト
リガポジションを「30.0%」に設定します。
波形が2div左に移動して表示されます。

10% ，50%，90%に設定する場合は，対応す
るソフトキーを押します。

トリガポジションマーク

プリトリガ部 ポストトリガ部
トリガ点

トリガモードを「Auto」から「Single」に変える
ユーザーズマニュアル[前編]  「6.1 トリガモードを設定する」

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

MODE

2 Singleを選択します。

1 MODEキーを押します。

波形の取り込みがストップすると，「Running」から「Stopped」に変わります。
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DL750/DL750Pを操作してみる

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

垂直カーソル（Vカーソル）で電圧を測定する
ユーザーズマニュアル[後編] 「11.5 カーソルで測定する」

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

CURSOR

2 選択メニューを表示し，Verticalを選択しま
す。

1 CURSORキーを押します。

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

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

Cursor1 Cursor2

X1
X2
∆X
1/∆X
Y1
Y2
∆Y

：Cursor1のX軸値
：Cursor2のX軸値
：Cursor1とCursor2のX軸値の差
：Cursor1とCursor2のX軸値の差の逆数
：Cursor1のY軸値
：Cursor2のY軸値
：Cursor1とCursor2のY軸値の差

Traceで指定したCHが（　）内に表示されます。

●カーソルの種類
X-Y波形を表示していない場合
・水平カーソル（Hカーソル）： カーソルのあるY軸値を測定します。
・垂直カーソル（Vカーソル）： カーソルのあるY軸値とX軸値を測定します。
・マーカーカーソル ： 波形データ上をカーソルが移動して，データの測定をします。

M1（マーカー1）～M4（マーカー4）は，別々の波形に設定可能です。
・角度カーソル ： X軸上で，測定の基準になるゼロ点（基準カーソルRef1の位置）と終点（基準カーソルRef2の位置）を

決め，Ref1とRef2の幅に相当する角度を決めます。その角度を基準にして，2本の角度カーソル
（Cursor1とCursor2）の角度を測定します。

X-Y波形を表示している場合
・水平カーソル（Hカーソル）： カーソルのあるY軸値を測定します。
・垂直カーソル（Vカーソル）： カーソルのあるX軸値を測定します。
・H&Vカーソル ： カーソルのあるY軸値とX軸値を測定します。
・マーカーカーソル ： 波形データ上をカーソルが移動して，データの測定をします。

 Note
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波形を時間軸方向にズームする
ここでは，時間軸方向に表示波形の一部を拡大表示するときの操作について説明します。
ここでは説明していませんが，時間軸方向だけでなく，電圧軸方向にもズームできます。

ズーム率を設定する
ユーザーズマニュアル[前編] 「8.5 波形をズームする」

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

ZOOM

2 Main&Z1&Z2を選択します。

1 ZOOMキーを押します。

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

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

Z2ズームボックス
Z1ズームボックス通常波形ウインドウ

ズーム波形ウインドウ（Z1） ズーム波形ウインドウ（Z2）

ズーム位置を変える
ユーザーズマニュアル[後編] 「11.5 カーソルで測定する」

ズームボックスを目安にして，ズーム位置を移動します。

1 ジョグシャトルの対象をZ1 Positionにしま
す。

2 ジョグシャトルを回して，Z1ズームボック
スを移動します。

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

Z1ズームボックス Z2ズームボックス
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DL750/DL750Pを操作してみる

波形を印刷/保存する
ここでは，表示波形を内蔵プリンタで印刷するときの操作やストレージメディアに保存するときの操作について説明していま
す。USBプリンタやネットワークプリンタ（/C10オプション）での印刷も可能です。また，各種ストレージメディア*にデータ
を保存できます。
 * 内蔵ハードディスク（/C8オプション），内蔵ストレージメディア（フロッピーディスク/Zipディスク(DL750だけ)/PCカードのどれかを購入
時に選択），ネットワークドライブ（/C10オプション）のストレージメディア，USBストレージメディア(USBストレージに対応している機器
(ユーザーズマニュアル[後編]の13.3節参照)だけ)

画面イメージデータを内蔵プリンタで印刷する
ユーザーズマニュアル [後編]「12.2 内蔵プリンタで印刷する」

画面表示されているそのままのイメージで波形を印刷します。印刷する前に，ユーザーズマニュアルの「12.1節」(DL750Pでは
「9.1節」)に従って，内蔵プリンタにロール紙を取り付けてください。

PRINT 1 PRINTキーを押します。
印刷が実行されます。

出力例

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

PRINTメニュー

画面イメージデータを指定したストレージメディアに保存する
ユーザーズマニュアル [後編]「13.11 画面イメージデータを保存する」

画面表示されているそのままのイメージをストレージメディアに保存します。

IMAGE
SAVESHIFT ＋ IMAGE

SAVE 1 SHIFTキーを押したあと，
IMAGE SAVEキーを押します。

SHIFTキーを押すと，点灯します。
7 再度，IMAGE SAVEキーを押します。
保存が実行されます。

2 選択メニューを表示し，出力形式を選択し
ます。

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

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

6 SELECTキーを押して，選択を確定します。

ストレージメディアのドライブ名
詳細は，本書の55ページを
ご覧ください。
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波形データを指定したストレージメディアに保存する
ユーザーズマニュアル[後編] 「13.7 波形データを保存する/読み込む」

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

FILE

Saveメニュー

6 保存を実行します。

1 FILEキーを押します。

5 ジョグシャトルを回して，保存先のメ
ディアを選択します。
 SELECTキーを押して，確定します。

ストレージメディアのドライブ名
詳細は，本書の55ページをご覧ください。

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

2 Waveform（波形データ）を選
択します。

3 Saveメニューを表示します。

4 File Listを表示します。

画面イメージデータのサムネイル表示
ユーザーズマニュアル [後編]「13.12 保存した画面イメージデータをサムネイル表示する」

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

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

サムネイル画面

サムネイル
一覧表示

IMAGEメニューで，Thumbnailのソフトキーを
押します。

●便利な機能●
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各メニューの詳細については， で示したユーザーズマニュアル[前編]または[後編]の各章または各節をご覧ください。

SETUP（CAL）

SETUP

CAL

オートセットアップ後の中心位置
オートセットアップ後の中心位置を0Vに
するのか，オフセット値にするのかを選
択します。

オートセットアップ対象チャネル
オートセットアップの対象チャネルを選
択します。

オートセットアップの実行　4.5節
V/div，T/div，トリガレベルなどの設定を
入力信号に適した値に自動的に設定しま
す。

オートセットアップの取り消し

イニシャライズの実行　4.4節
各設定を工場出荷時の状態に戻します。

イニシャライズの取り消し

●オートセットアップが可能な波形
次の波形がオートセットアップ可能です。
周波数 ：約50Hz～1MHz
入力電圧の大きさ ：プローブの減衰比が1：1のとき，

約20mVまで
種類 ：繰り返し波形（ただし複雑でな

いもの）

 Note

キャリブレーションの実行　4.6節

オートキャリブレーションのON/OFF

●キャリブレーション
次の項目の校正をします。精度のよい測定をした
いときなどに実行してください。
・グランドレベルのオフセット
・A/D変換器のゲイン
●オートキャリブレーション
Auto Cal を ONにすると，次に示す時間が経過し
て，最初に時間軸設定（T/div）を変更したとき，ま
たは最初に測定をスタートしたときに，自動的に
キャリブレーションをします。
電源をONにしてから
・3分経過後
・10分経過後
・30分経過後，それ以降は30分ごと

 Note

SETUP

CAL

SHIFT ＋

各設定メニューのポイント

各設定メニューのポイント各設定メニューのポイント各設定メニューのポイント
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CH1～CH16（LOGIC，EVENT，DSP）

チャネルON/OFF　5.1節

バリアブル/ポジション　5.4，5.9節
表示波形に応じて垂直軸の上下限値を設
定して，垂直方向に波形をズーム/ワイド
表示するときは，VariableをONにします。
VariableをOFFにしているときは，波形の
垂直ポジションの設定ができます。

入力カップリング　5.5節
入力信号を垂直軸回路に結合するときの
方式をACまたはDCのどちらにするのかを
選択します。また，グランドレベルを確
認するときはGND，701260で実効値を測
定する場合はAC-RMSまたはDC-RMS，
701261，701262，701265で温度を測定
する場合(次ページ参照)はTC，701275で
加速度を測定する場合(32ページ参照)は
ACCLを選択します。

プローブの種類　5.6節
使用するプローブの種類に合わせて電圧
プローブの減衰比または電流プローブの
出力レートを選択します。

帯域制限　5.7節
入力信号から除去する高周波成分の周波
数帯域を選択します。

垂直方向ズーム/ワイド/オフセット
　5.8，5.10節
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率/表示範囲やオフセット電圧を
設定します。

 Note

リニアスケーリングON/OFF　5.11節
測定値をスケール変換するときの変換方
法を設定します。スケール変換しないと
きはOFFに設定します。

波形反転表示ON/OFF　5.12節

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

CH 1 CH 16～

●電圧系モジュール
・高速10MS/s 12ビット絶縁モジュール
MODEL：701250，略称：HS10M12
・高速高分解能1MS/s16ビット絶縁モジュール
MODEL：701251，略称：HS1M16
・高速10MS/s 12ビット非絶縁モジュール
MODEL：701255，略称：NONISO_10M12
・高電圧100kS/s 16ビット絶縁モジュール(RMS付)
MODEL：701260，略称：HV(with RMS)
・ユニバーサル(電圧/温度)モジュール
　(電圧を測定する場合だけ)
MODEL：701261，略称：UNIVERSAL
・ユニバーサル(電圧/温度)モジュール(AAF付)
　(電圧を測定する場合だけ)
MODEL：701262，略称：UNIVERSAL(AAF)
・温度/高精度電圧絶縁モジュール
　(電圧を測定する場合だけ)
MODEL：701265，略称：TEMP/HPV
・加速度/電圧モジュール(AAF付)
　(電圧を測定する場合だけ)
MODEL：701275，略称：ACCL/VOLT

 Note
●垂直方向のズーム/ワイド表示
次の2種類の方法があります。
・倍率設定によるズーム/ワイド
垂直方向に表示波形ごとに「×0.1～×100」の
倍率で波形表示の拡大/縮小ができます。垂直ポ
ジションを中心にズーム/ワイド表示できます。
・表示範囲の上限/下限値によるズーム/ワイド
表示波形に応じて，垂直軸の上下限値を設定し
て表示範囲を狭い範囲に変更し，観測波形の見
たい部分を垂直方向にズーム表示できます。ま
た反対に表示範囲を広い範囲に変更し，表示範
囲外の波形をワイド表示できます。

・下図は，電圧系モジュール(本ページのNote参照)を装着しているチャネルのメニューです。
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各設定メニューのポイント

CH1～CH16

チャネルON/OFF　5.1節

入力カップリング　5.5節
温度を測定する場合はTCを選択します。
電圧を測定する場合(前ページ参照)は
DCまたはAC*，グランドレベルを確認す
るときはGNDを選択します。

熱電対の種類　5.16節
使用する熱電対の種類をK，E，J，T，L，
U，R，S，B，N，W，Au7Fe(金鉄-クロメ
ル)の中から選択します。

帯域制限　5.7節
入力信号から除去する高周波成分の周波
数帯域を選択します。

表示範囲の上限値/下限値　5.9節
測定波形を画面に表示するときの表示範
囲の上限値/下限値を設定します。設定で
きる範囲は，－5432～5432[℃またはK]で
す。

●熱電対の種類と測定範囲
次の12種類の熱電対があります。
・K：－200～1300[℃]
・E：－200～800[℃]
・J：－200～1100[℃]
・T：－200～400[℃]
・L：－200～900[℃]
・U：－200～400[℃]
・R：0～1700[℃]
・S：0～1700[℃]
・B：400～1800[℃]
・N：0～1300[℃]
・W：0～2300[℃]
・Au7Fe(金鉄-クロメル)：0～300[K]

 Note

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

単位　5.16節
温度単位を℃またはKから選択できます。

RJC　5.16節
内部のRJC回路で基準接点補償を行う(ON)
か，行わない(OFF)かを選択します。

バーンアウト　5.16節
熱電対の測定入力がバーンアウト(断線)を
検出したときの動作を，バーンアウト検
出時に測定値を各熱電対の測定範囲の上
限値に固定する(ON)か，バーンアウトを
検出しない(OFF)かのどちらかから選択し
ます。

CH 1 CH 16～

 Note
●基準接点補償(RJC)
熱電対を使って温度を測定する場合，通常，本機
器では，内部のRJC回路で基準接点補償をしていま
す。温度測定値をチェックする場合や外部基準接
点(0℃)を使う場合は，内部の基準接点補償を無効
(RJCの設定をOFF)にする必要があります。

・下図は，ユニバーサル(電圧/温度)モジュール(MODEL：701261，略称：UNIVERSAL)，ユニバーサル(電圧/温度)モ
　ジュール(AAF付) (MODEL：701262，略称：UNIVERSAL(AAF))，および温度/高精度電圧絶縁モジュール(MODEL：
　701265，略称：TEMP/HPV)を装着しているチャネルで，温度を測定する場合のメニューです。

* 入力カップリングにACを選択できるのは，701261と701262だけです。
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CH1～CH16

チャネルON/OFF　5.1節

測定レンジ/単位　5.17節
測定レンジの単位をひずみ量の単位(µSTR)
またはひずみゲージ式変換器の出力単位
(mV/V)のどちらかから選択します。µSTR
を選択した場合は500µSTR～20000µSTR，
mV/Vを選択した場合は0 .25mV/V～
10mV/Vの範囲の中から測定レンジを選択
します。

表示範囲の上限値/下限値　5.17節
測定波形を画面に見やすく表示するため
に，入力に応じて表示範囲の上限値/下限
値を設定します。

ブリッジ電圧/ゲージ率　5.17節
ブリッジヘッドに印加する電圧(2V，5V，
10V)やひずみゲージのゲージ率を設定し
ます。

帯域制限　5.7節
入力信号から除去する高周波成分の周波
数帯域を選択します。

バランスの実行　5.17節
ブリッジ抵抗の不平衡分を自動的に補正
します。

●ひずみモジュール
・ひずみモジュール(NDIS)
MODEL：701270，略称：STRAIN_NDIS
・ひずみモジュール(DSUB，シャントCAL対応)
MODEL：701271，略称：STRAIN_DSUB

●ブリッジ電圧
・2V：ブリッジ抵抗が120Ω～1000Ωのとき
・5V：ブリッジ抵抗が350Ω～1000Ωのとき
・10V：ブリッジ抵抗が350Ω～1000Ωのとき
●ゲージ率
設定範囲：1.90～2.20(設定ステップは0.01)

 Note

リニアスケーリングON/OFF，シャントキャ
リブレーション　5.11，5.17節
測定値をスケール変換するときの変換方
法を設定します。スケール変換しないと
きはOFFに設定します。また，ひずみモ
ジュール(DSUB，シャントCAL対応)では
Shuntを選択するとシャントキャリブレー
ション実行メニューが表示されます。

波形反転表示ON/OFF　5.12節

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

CH 1 CH 16～

●シャントキャリブレーション
シャントキャリブレーションとは，既知の抵抗(シャ
ント抵抗)をひずみゲージに並列に接続すること
により，ひずみ測定のゲインを補正する機能です。
ひずみモジュール(DSUB，シャントCAL対応)は，
シャント抵抗の接続をON/OFFするためのリレー
回路を内蔵しています。シャントキャリブレーショ
ンの実行には，シャントキャリブレーションに対
応したブリッジヘッド(MODEL：701957または
701958)が必要です。

 Note

・下図は，ひずみモジュール(本ページのNote参照)を装着しているチャネルのメニューです。
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各設定メニューのポイント

CH1～CH16

チャネルON/OFF　5.1節

バリアブル/ポジション　5.4，5.9節
表示波形に応じて垂直軸の上下限値を設
定して，垂直方向に波形をズーム/ワイド
表示するときは，VariableをONにします。
VariableをOFFにしているときは，波形の
垂直ポジションの設定ができます。

入力カップリング　5.5節
加速度を測定する場合はACCLを選択しま
す。電圧を測定する場合(29ページ参照)は
DCまたはAC，グランドレベルを確認する
ときはGNDを選択します。

ゲイン　5.18節
入力信号に対する出力信号の比を×0.1～
×100の範囲で設定します。

帯域制限　5.7節
入力信号から除去する高周波成分の周波
数帯域を選択します。

垂直方向ズーム/ワイド　5.8節
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率/表示範囲を設定します。

 Note

感度　5.11，5.17節
使用する加速度センサの感度を0.10～
2000.00mV/Unitの範囲で設定します。

単位　5.12節
加速度の単位を入力します。初期設定は
m/s2です。

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

バイアス　5.18節
加速度センサへ4mAの電流を供給する
(ON)か，しない(OFF)かを選択します。こ
の設定をONにするのは，加速度/電圧モ
ジュールに加速度センサを接続した後に
してください(上記Note参照)。

CH 1 CH 16～

・下図は，加速度/電圧モジュール(MODEL：701275，略称：ACCL/VOLT)を装着しているチャネルのメニューです。

●加速度センサの接続
DL750/DL750Pでは，アンプ内蔵型(ローインピー
ダンス型)加速度センサを加速度/電圧モジュールに
直接接続することができます。アンプ内蔵型加速
度センサの接続には，BNCコネクタ用の接続ケーブ
ル(使用する加速度センサに対応するもの)を使用し
てください。加速度センサは，加速度センサへの
供給電流(Bias)がOFFの状態で接続してください。
接続後は，加速度センサの供給電流をONにして測
定を行います。
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CH1～CH16

チャネルON/OFF　5.1節

バリアブル/ポジション　5.4，5.9節
表示波形に応じて垂直軸の上下限値を設
定して，垂直方向に波形をズーム/ワイド
表示するときは，VariableをONにします。
VariableをOFFにしているときは，波形の
垂直ポジションの設定ができます。

FV設定　5.19節
Functionで測定項目を9種類の中から選択
します。選択した測定項目ごとに，スムー
ジングフィルタ，パルス平均，減速予測/
停止予測などを設定します。

Value/Div　5.19節
垂直軸の1divあたりの値を設定します。
測定項目に応じて，設定範囲と単位が変
わります。V/DIVノブでも設定できます。 

入力設定　5.19節
電圧レンジ，入力カップリング，プロー
ブの種類，帯域制限，スレショルドレベ
ル，ヒステリシス，スロープ，チャタリ
ング除去機能のON/OFF，プルアップの
ON/OFFなど入力に関する設定をします。
各プリセットを選択すると，各信号に適
した設定値を自動的に設定します。

垂直方向ズーム/ワイド/オフセット
　5.8，5.10節
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率/表示範囲やオフセット電圧を
設定します。

 Note

リニアスケーリングON/OFF　5.11節
測定値をスケール変換するときの変換方
法を設定します。スケール変換しないと
きはOFFに設定します。

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

CH 1 CH 16～

●周波数モジュールの測定項目
周波数モジュールでは，次の9種類の項目を測定で
きます。
・Frequency：周波数[Hz]
・Revolution(rpm)：回転数[rpm]
・Revolution(rps)：回転数[rps]
・Period：周期[s]
・Power Freq.：電源周波数[Hz]
・Duty：デューティ[%]
・Pulse Width：パルス幅[s]
・Pulse Integ：パルス積算(距離や流量など)
・Velocity：速度[km/h，m/s]

 Note
●減速予測
パルス入力の停止後の経過時間(∆t)から自動的に減
速予測をします。減速予測は，パルス入力の停止
時から，停止する1周期前のパルス周期時間(T)の
経過後に開始します。

●停止予測
パルス入力の停止時から一定時間が経過すると，
停止状態と判断し，周波数を強制的に0にします。
一定時間(T×n)は，停止する1周期前のパルス周期
時間(T)のn倍(n＝1.5～10)にするかで設定します。

・下図は，周波数モジュール(MODEL：701280，略称：FREQ)を装着しているチャネルのメニューです。

f0
T

T×n
(n : 1.5～10)

  ∆t

減速予測：f＝1/ ∆t

パルス入力の停止

停止予測
0

減速予測の開始
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各設定メニューのポイント

CH1～CH16(LOGIC，EVENT)

ロジック波形ON/OFF　5.20節

ポジション
波形の垂直ポジションを設定します。

垂直方向ズーム/ワイド
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率を設定します。

ラベル名
A，Bの各ロジック入力に対するラベル名
を8文字以内で設定します。

ビット表示ON/OFF
ビットごとに表示する/しないを設定しま
す。

ビットごとのラベル名
ビットごとにラベル名を8文字以内で設定
します。

ビット表示位置
各ビットの波形を固定位置に表示する
（Fixed）のか，表示がONになっているビッ
トだけを上から順番に表示する（Auto）の
かを選択します。

●ビット表示位置の違い
Bit7がOFFのときの例：

 Note

CH 9 CH 10
LOGIC  A LOGIC  B

SHIFT ＋ or

A1

A3
A2

A4
A5
A6

A8

A1

A3
A2

A4
A5
A6
A8

Fixed Auto

イベント波形の表示ON/OFF　5.21節

ポジション
波形の垂直ポジションを設定します。

垂直方向ズーム/ワイド
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率を設定します。

ラベル名
イベント波形に対するラベル名を8文字以
内で設定します。

イベント波形の選択とON/OFF
表示するイベント波形の選択と各波形の
ON/OFFを設定します。

●イベント波形
デュアルキャプチャ機能では，トリガがかかった
タイミングをイベント波形として表示できます。

 Note

CH 11
EVENT

SHIFT ＋

イベント波形

ここで高速波形
（サブ波形）を取得します。

メイン波形



IM 701210-07 35

CH1～CH16(DSP)

チャネルON/OFF　5.1節

バリアブル/ポジション　5.4，5.9節
表示波形に応じて垂直軸の上下限値を設
定して，垂直方向に波形をズーム/ワイド
表示するときは，VariableをONにします。
VariableをOFFにしているときは，波形の
垂直ポジションの設定ができます。

DSPチャネルの演算設定　15.2～15.6節
DSPチャネルの演算の定義，演算対象チャ
ネルなどの各設定を行います。

Value/Div　15.2～15.6節
DSPチャネルの演算結果の単位は，選択し
た演算の定義によっては電圧[V]になると
は限らないので，Value/Divとします。通
常はV/DIVノブで設定しますが，このメニ
ューからも設定できます。

レンジ最適化　15.2～15.6節
123とおりのValue/Div設定の中から，自
動的に最適なValue/Divを選択して表示し
ます。

垂直方向ズーム/ワイド　5.8，5.9節
垂直方向に波形をズーム/ワイド表示する
ときの倍率/表示範囲を設定します。

●DSPチャネル(/G3オプション)
DSP(Digital Signal Processor)チャネルは，入力モ
ジュールの出力データをソースとして，リアルタ
イムにチャネル間演算やフィルタ演算を行うチャ
ネルです。
●DSPチャネルで実行可能な演算
・加減乗除算(＋，－，×，÷)
チャネル間の波形で加減乗除算ができます。
・ディジタルフィルタ
ディジタルフィルタを使って演算を行います。
Gauss(ガウス)，Sharp(シャープ)，IIR(バタワー
ス)，Mean(移動平均)の4種類のディジタルフィ
ルタがあります。
・微分/積分
指定した波形の微分/積分を行います。
・係数付きの加減乗除算(＋，－，×，÷)
チャネル間の波形で係数付きの加減乗除算がで
きます。
・ノッキングフィルタ
演算対象チャネルの値がエリミネーションレベ
ル(除去レベル)より大きい場合に，フィルタ演算
を行います。エリミネーションレベルより小さ
い場合は，演算結果は強制的に0になります。

 Note

波形ラベル名　8.10節
波形ラベル名を8文字以内で任意に設定で
きます。

単位　15.2～15.6節
単位を4文字以内で任意に設定できます。

CH 1 ～ CH  6
DSP 6

SHIFT ＋
DSP 1
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各設定メニューのポイント

ACQ

設定レコード長　7.2節
アクイジションメモリに取り込むデータ
数を選択します。
（10k＝10000点）

アクイジションモード　7.3節
アクイジションメモリに波形データを取
り込むときの処理方法をNormal，Average，
Envelope，Box Averageの中から選択しま
す。

取り込み回数　7.3節
アクイジションメモリに波形データを取
り込む回数を設定します。

タイムベース　5.14節
波形データをサンプリングするときの周
期の基準になるクロック信号を内部のも
のにするか，外部入力のものにするかを
選択します。

リアルタイム記録　7.7節
内蔵のハードディスク（オプション）にリ
アルタイムに波形データを記録するか，
しないかを選択します。

●アクイジションモード
・Normal
このモードでは，特別なデータ処理を行わずに
サンプリングデータをアクイジションメモリに
取り込みます。
・Average
波形データを単純平均または指数化平均し，そ
のデータをアクイジションメモリに取り込んで，
波形を表示します。
・Envelope
各入力モジュールの最高サンプルレートでサン
プリングを行って，ノーマルモード設定のサン
プルレートと同じ時間間隔で測定値の最大値/最
小値を求めて，それらをペアにしてアクイジショ
ンメモリに取り込みます。
・Box Average
701250(HS10M12)と701255(NONISO_10M12)に
だけ有効です。各モジュールの最高サンプルレー
トでサンプリングしたデータの移動平均値を求
め，そのデータをアクイジションメモリに取り
込み，表示します。

 Note

ACQ

ALL CH

V/div（レンジ），オフセットなどの表示
　5.13節
V/div（レンジ），オフセットなどの設定値
を設定変更可能な一覧表で表示します。

リニアスケール，単位などの表示
リニアスケール，単位などの設定値を設
定変更可能な一覧表で表示します。

DSPチャネル(/G3オプション)の表示
DSPチャネルに関する設定値を設定変更可
能な一覧表で表示します。

同じモジュールへのコピー実行
同じモジュールに設定内容をコピーすると
き，コピー元のチャネルを選択して，コ
ピーを実行します。

ひずみバランス
ひずみモジュール(本書の31ページ参照)を
装着しているチャネルに対して，バラン
スを実行します。

●V/div（レンジ），オフセットなどの一覧表

●リニアスケール，単位などの一覧表

●DSPチャネル(/G3オプション)の一覧表

 Note

ALL  CH
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SIMPLE/ENHANCED

トリガの種類　6章
シンプルトリガを選択します。

トリガソース
入力信号（CH1～CH16，LOGIC A，LOGIC B，
DSP1～DSP6(/G3オプション)），外部入力
信号（Ext），電源信号（Line），時刻（Time）
の中からトリガの対象を選択します。

トリガスロープ
立ち上がり，立ち下がり，立ち上がり/立
ち下がりの両方の中からトリガをかける
スロープを選択します。

トリガレベル
トリガスロープの通過レベルを設定します。

トリガヒステリシス
トリガレベルに幅を持たせて，小さな変動
ではトリガがかからないようにするヒステ
リシスの幅を選択します。

ホールドオフ　6.4節
トリガの検出動作を一時的に休止する期間
を設定します。

●トリガスロープとトリガレベル

●トリガヒステリシス

 Note

SIMPLE/ENHANCED

トリガレベル

トリガスロープが立ち上がり（　）の場合，
ここでトリガがかかります。

ここでトリガがかかります。

ヒステリシスの幅

●エンハンストトリガの種類
・A→B(N)
条件Aが成立したあと，条件BがN回成立したときに
トリガをかけます。
・A Delay B
条件Aが成立してから設定した時間だけ経過したあと，
最初に条件Bが成立したときにトリガをかけます。
・Edge on A
条件Aが成立している間に，エッジトリガを設定し
ているチャネルのどれかのエッジを検出したとき，
トリガをかけます。
・OR
エッジトリガを設定した複数のチャネルのうちのど
れかで条件が成立すると，トリガをかけます。
・B > Time，B < Time，B TimeOut
パルス幅（条件Bが成立している幅）が設定時間より長
く（または短く）なったときに，パルスの立ち下がり（ま
たは立ち上がり）でトリガをかけます。TimeOutの場
合は，設定した時間より長くなった時点でトリガを
かけます。
・Period
パルス周期（条件Tが成立し，再度条件Tが成立するま
での周期）を測定して，トリガをかけます。
・Window
ある一定の電圧幅（ウインドウ）を設定し，トリガソー
スのレベルがその電圧幅内に入る（IN）か，または電
圧幅内から出る（OUT）かのどちらかでトリガをかけ
ます。
・Wave Window
電源波形監視用トリガ。電源異常(瞬停/サグ/サージ/
周波数変動/電圧降下)を検出します。周波数が40～
1000Hzの交流波形が対象です。基準波形(本書の10
ページ参照)から外れたときにトリガをかけます。

 Note

・下図は，トリガの種類にシンプルトリガを選択したときのメニューです。

トリガの種類　6章
エンハンストトリガを選択します。

トリガタイプ
エンハンストトリガのタイプを選択します。

パターン設定
選択したトリガタイプに応じてトリガをか
けるための信号パターン設定します。

トリガレベル設定チャネル
トリガレベルを設定するチャネルを選択し
ます。

トリガレベル

トリガヒステリシス

ホールドオフ　6.4節

・下図は，トリガの種類にエンハンストトリガを選択したときのメニューです。
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各設定メニューのポイント

MODE（ACTION）

MODE

ACTION

オートモード　6.1節
タイムアウト時間（約50ms）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。

オートレベルモード　6.1節
タイムアウト時間（約1s）内では，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，トリガソースの振
幅の中央値を検出し，トリガレベルを自
動的に中央値に変更してトリガをかけ，
表示波形を更新します。

ノーマルモード　6.1節
トリガ条件が成立したときだけ表示波形
を更新します。

シングルモード　6.1節
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。

シングル（N）モード　7.5節
トリガ条件が成立すると，波形の取り込
みを指定した回数分繰り返して，ストッ
プします。取り込み終了後，全波形を表
示します。

ログモード　6.1節
トリガ設定を無効にして，スタートと同
時に設定したレコード長分のデータを1回
だけ取り込み，表示波形を更新します。

シングル（N）回数　7.5節
シングル（N）モード時の波形取り込み回数
を設定します。

●オートレベルモードとシングル（N）モード
・オートレベルモード

・シングル（N）モード

●DL750Pのレコーダモード時のトリガモード
 DL750Pでチャートレコーダモード(56ページ参照)
を選択した場合は，トリガモードをオート(Auto)，
ログ(Log)，シングル(Single)，リピート(Repeat)の中
から選択します。X-Yレコーダモードを選択した場
合は，トリガモードを設定できません。

 Note

振幅の1/2

振幅の1/2
トリガ
レベル 振幅

1回目の
アクイジション

2回目の
アクイジション

N回目の
アクイジション
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●アクションの種類
・画面イメージデータの印刷（PRINT）
指定したプリンタで画面イメージデータを印刷
します。

・画面イメージデータの保存（Image）
IMAGE SAVEメニューで指定した保存先に，画面
イメージデータを保存します。

・波形データの保存（Save to File）
FILEメニューで指定した保存先に，波形データ
をバイナリ，ASCII，フローティングのいずれか
の形式で保存します。

・ビープ音（Buzzer）
警告音を鳴らします。

・メール送信（Send Mail）
 指定したアドレスにメールを送信します。
（/C10オプション）

 Note

MODE

ACTION

SHIFT ＋

アクションオントリガ　6.18節
トリガがかかるたびに指定したアクション
を行います。

アクションオンストップ　6.18節
データを取り込んで波形表示したあと，ま
たは測定をストップしたときに指定したア
クションを行います。

アクション
アクションの種類を選択します。

動作回数
1回だけアクションを行う（Single）か，ACQ 
Countで設定した回数だけアクションを行
う（Continue）かを選択します。

測定回数
SequenceにContinueを選択した場合だけ
表示されます。アクションを行う回数を設
定します。
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POSITION（DELAY）

トリガポジション　6.2節
トリガポジションを表示レコード長の何
％の位置にするかを0～100％の範囲で設
定します。

10％位置へ
表示レコード長の10％位置にトリガポジ
ションを設定します。

50％位置へ
表示レコード長の50％位置にトリガポジ
ションを設定します。

90％位置へ
表示レコード長の90％位置にトリガポジ
ションを設定します。

●トリガポジション

 Note

POSITION

DELAY

表示レコード長

トリガポジション

プリトリガ部 ポストトリガ部
0% 100%

トリガディレイ　6.3節
トリガがかかってから所定時間経過後の
波形を表示するときの遅延時間を設定し
ます。

●トリガディレイ
　下図の遅延時間を設定します。

 Note

POSITION

DELAY

SHIFT ＋

遅延時間

トリガ点

T（トリガポジション）

各設定メニューのポイント
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DUAL CAPTURE

デュアルキャプチャON/OFF　7.6節

サブ波形のTime/div

取り込み波形の番号指定
表示したいサブ波形の番号を指定します。

サブ波形表示枠サイズ/表示位置
サブ波形の表示枠サイズと1/4サイズ表示
枠の表示位置を選択します。

サブ波形の時間軸方向の拡大/縮小
サブ波形を時間軸方向に拡大/縮小します。

サブ波形の時間軸方向の位置
サブ波形を時間軸方向に移動します。

イベント波形の表示ON/OFF
トリガがかかったタイミングをイベント
波形として表示できます。そのイベント
波形の表示をON/OFFします。

●デュアルキャプチャ可能な条件
次の条件をすべて満たした場合に可能です。
・メイン波形のTime/div 
 100ms/div～3day/div（ロールモード表示）
・メイン波形のサンプルレート：100kS/s以下
・（メイン波形のサンプルレート） < （サブ波形のサ
ンプルレート） 
・トリガモードがAutoまたはLogのとき

 Note

DUAL
CAPTURE RECORDER

サブ波形の表示フォーマット
サブ波形の表示フォーマットを設定しま
す。Main(メイン画面と同じ)，Single(分
割なし)，Dual(2分割)，Trial(3分割)，
Quad(4分割)，Octal(8分割)，Hexadecimal 
(16分割)の中から選択します。

表示波形の選択
サブ波形画面に表示する波形を選択しま
す。

サブ波形の一覧表示
サブ波形の一覧を表示します。波形を選
択して表示することもできます。

メール送信
サブ波形を取り込んだときにメールを送
信します。

SHIFT ＋
DAUL
CAPTURE

DL750PDL750
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各設定メニューのポイント

DISPLAY（X-Y）

表示フォーマット　8.1節
画面を分割して波形を表示するときの設定
です。Single（分割なし），Dual（2分割），
Triad（3分割），Quad（4分割），Octal（8分割）
Hexadecimal(16分割)の中から選択します。

表示補間　8.2節
時間軸方向の10divに1000点未満しかデー
タがない補間領域では，サンプリングし
たデータ間がつながらないので，データ
間を補間して波形を表示します。直線補
間，サイン補間，補間OFFの中から選択で
きます。

グラティクル（目盛り）　8.3節
用途に応じて目盛りの表示のしかたを3種
類から選択します。

アキュムレート（重ね描き表示）　8.4節
古い波形の表示時間を波形更新周期より
長くし，古い波形を残したまま新しい波
形を重ね描きするときは，Persistを選択し
ます。

エキストラウインドウON/OFF　8.11節
カーソル測定値や波形パラメータの自動
測定値などを表示するエリアのON/OFFを
選択します。

●補間領域のときの補間

●補間領域でないときの補間
データ点数が2002点以上のときは，P-P圧縮値（一
定区間ごとに最大値/最小値）を求め，1垂直ライン
（1ラスタ）上に2点を表示します。

 Note

スケール値表示ON/OFF　8.9節
各チャネルの垂直軸および水平軸のスケー
ル値の表示のON/OFFを選択します。

波形ラベル名ON/OFF　8.10節
波形ラベル名表示のON/OFFを選択します。

レベルインジケータ/ディジタル数値表示
　8.12節
各波形のレベルを波形表示枠の右側に指
示マークであるレベルインジケータと，
ロールモード時の各チャネルの測定値（ディ
ジタル数値）の各表示のON/OFFを選択し
ます。

半透過モード表示ON/OFF　8.8節
ONを選択すると，ポップアップメニュー
が半透過表示になります。

波形配置　8.1節
分割画面での入力チャネルの割り当て方
法を設定します。Auto（自動），Fixed（番
号順），User（任意）の中から選択します。

DISPLAY

X-Y

OFF Sine Line

OFF Sine/Line
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波形表示形式　8.6節
T-Y＆X-Y（通常波形とX-Y波形の両方），X-
Y（X-Y波形だけ），T-Y（T-Y波形だけ）の中
から選択します。

X軸モード
X軸トレースを共通にしてY軸は表示ONの
すべての波形を表示する（Single）か，XY1
～XY4のX軸トレースとY軸トレースを個
別に設定して表示する（Quad）かを選択し
ます。

波形表示に使用するデータ点数
補間OFFのときのドット数を2k点か，100k点
かを選択します。

XY軸選択
XY1～XY4から設定対象を選択します。

X軸のチャネル選択
X軸に割り当てるチャネルを選択します。

Y軸のチャネル選択
Y軸に割り当てるチャネルを選択します。

X-Y波形表示範囲
X-Y波形表示対象範囲をT-Y波形表示のY軸
の範囲（－5～＋5div）で指定します。

●X-Y波形表示時の注意
・T-Y＆X-Y表示時のT-Y波形の分割表示は，
DISPLAYメニューのFormatに従います。

・ズーム機能は，T-Y波形表示だけが対象になりま
す。また，T-Y波形は，Main，Z1，Z2のどれか1
つを表示します。

・X-Y波形を拡大する場合は，各チャネルの
Upper/ LowerまたはV Zoomを変更してくださ
い。波形を拡大/縮小できます。

・X-Y波形の表示位置を変更する場合は，各チャネ
ルのポジションを変更してください。（電圧入力
の場合）

・一方のトレースの水平軸単位が時間で，他のト
レースの水平軸単位が周波数のときは，Ｘ-Y波
形は表示しません。

・ロジック波形およびイベント波形は，X-Y波形表
示の対象外です。

・デュアルキャプチャ機能を使っている場合は，
X-Y表示およびT-Y&X-Y表示できません。

 Note

DISPLAY

X-Y

SHIFT ＋

・下図は，波形表示形式にT-Y＆X-Yを選択したときのメニューです。
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各設定メニューのポイント

MEASURE（GO/NO-GO）

波形パラメータ自動測定ON/OFF　11.6節
波形パラメータの自動測定をする場合は
ONを選択します。

測定項目
自動測定したい測定項目と対象波形を選
択します。

ディレイ
チャネル間ディレイ測定に関する設定を
します。

1サイクルモードON/OFF
RmsやAvgなどの測定において，周期を求
めたあと，その周期内で電圧軸や面積に
関するアイテムを算出するか，しないか
を選択します。

測定範囲
波形パラメータの自動測定を行う時間軸
方向の範囲を設定します。

●電圧軸に関する測定項目

●時間軸に関する測定項目

●自動測定値の表示例

 Note

Distal/Mesial/Proximalの対象波形
波形パラメータの自動測定の基準になる
Distal/Mesial/Proximalの各値を求める波
形を選択します。

Distal/Mesial/Proximalの単位
％か，電圧値/温度かを選択します。

Distal値
％または電圧値/温度でDistal値を設定しま
す。

Mesial値
％または電圧値/温度でMesial値を設定し
ます。

Proximal値
％または電圧値/温度でProximal値を設定
します。

High/Lowレベル
HighレベルとLowレベルの設定のしかた
を選択します。振幅の高い方のレベルを
High，低い方のレベルをLowに設定する
Autoと，最大値（MAX値）をHigh，最小値
（MIN値）をLowに設定するMAX-MINのど
ちらかを選択します。

P-P

Max

Min

High

Low

＋OvrShoot

－OvrShoot

＋Width －Width
Period

Distal（90%）

Mesial（50%）

Proximal（10%）

Rise Fall

High（100%）

Low（0%)

MEASURE

GO/NO-GO

・下図は，モードに波形パラメータの自動測定(ON)を選択したときのメニューです。
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統計処理の種類　11.7節
通常の統計処理を選択する場合は
Statistics，サイクル統計処理をする場合
はCycle Statistics，ヒストリデータの統計
処理をする場合はHistory Statisticsを選択
します。

測定項目
統計処理をしたい測定項目と対象波形を
選択します。

サイクルトレース*1
サイクル(表示波形に対して自動的に計算
して求められた周期)の対象波形を選択し
ます。

結果の一覧表示*2
選択した自動測定項目の測定結果を一覧
表示します。

統計処理の実行*3

測定範囲
統計処理を行う時間軸方向の範囲を設定
します。

●統計処理
波形パラーメータの自動測定値に対して，統計処
理を行います。3つの自動測定項目の測定値に対し
て，次の5項目を統計処理して表示します。
・Max：最大値
・Min：最小値
・Avg：平均値
・Sdv：標準偏差
・Cnt：統計処理の対象にした自動測定値の数
統計処理には，次の3とおりの方法があります。

・通常の統計処理
波形を取り込みながら，それまで取り込んだすべ
ての波形に対して統計処理を行います。

・サイクル統計処理
指定した測定範囲内で，波形の1周期ごとに波形パ
ラメータの自動測定を行います。

・ヒストリデータの統計処理
ヒストリメモリ機能を使って取り込んだ波形を対
象に自動測定項目を測定し，統計処理を行います。
時間の古い波形から統計処理を行います。

●統計処理値の表示例

●測定結果の一覧の表示例

 Note

Distal/Mesial/Proximalの対象波形
波形パラメータの自動測定の基準になる
Distal/Mesial/Proximalの各値を求める波
形を選択します。

Distal/Mesial/Proximalの単位
％か，電圧値/温度かを選択します。

Distal値
％または電圧値/温度でDistal値を設定しま
す。

Mesial値
％または電圧値/温度でMesial値を設定し
ます。

Proximal値
％または電圧値/温度でProximal値を設定
します。

High/Lowレベル
HighレベルとLowレベルの設定のしかた
を選択します。振幅の高い方のレベルを
High，低い方のレベルをLowに設定する
Autoと，最大値（MAX値）をHigh，最小値
（MIN値）をLowに設定するMAX-MINのど
ちらかを選択します。

MEASURE

GO/NO-GO

・下図は，モードにサイクル統計(Cycle Statistics)を選択したときのメニューです。

*1  通常またはヒストリデータの統計処理をする場合は，チャネル間ディレイ測定に関するメニューが表示されます。
*2  通常の統計処理をする場合は，このメニューは表示されません。
*3  通常の統計処理をする場合は，1サイクルモードに関するメニューが表示されます。
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各設定メニューのポイント

GO/NO-GO判定モード　11.8節
波形パラメータの測定値（Parameter）を選
択します。

判定条件
対象波形，判定基準，パラメータの選択，
パラメータの上限値/下限値アクション条
件などを設定します。

判定後の動作
画面イメージデータの印刷（PRINT），画面
イメージデータの保存（Image），波形デー
タの保存（Save to File），ビープ音（Buzzer），
メール送信（Send Mail）の中からを選択し
ます。

判定区間
時間軸方向で判定する範囲を限定すると
きに，判定開始点と判定終了点を設定し
ます。

判定の実行

●GO/NO-GO判定モードの種類
電子機器生産ラインの信号検査や，異常現象の追
跡などに便利な機能です。波形があらかじめ設定
した範囲内に入っているかいないかを判定し，GO
（またはNO-GO）の判定の場合に所定のアクション
をします。判定のしかたには，次の2種類の方法が
あります。
・Parameter
波形パラメータの自動測定値の上下限値を設定
して，その範囲内になったか，または範囲外に
なったかで，GO/NO-GO判定をします。
・Zone
基準波形を元にゾーンを作成して，そのゾーン
から波形が外に出たかまたはゾーンの中に入っ
たかで，GO/NO-GO判定をします。

 Note

・下図は，GO/NO-GO判定モードに波形パラメータの測定値を選択したときのメニューです。

GO/NO-GO判定モード　11.9節
波形ゾーン（Zone）を選択します。

判定ゾーンの作成
基本波形の選択，判定ゾーンの作成/編集，
ゾーンの登録を行います。

判定条件
対象波形，判定基準，ゾーン番号，判定
論理の選択，アクション条件などを設定
します。

判定後の動作
画面イメージデータの印刷（PRINT），画面
イメージデータの保存（Image），波形デー
タの保存（Save to File），ビープ音（Buzzer），
メール送信（Send Mail）の中からを選択し
ます。

判定区間
時間軸方向で判定する範囲を限定すると
きに，判定開始点と判定終了点を設定し
ます。

判定の実行

・下図は，GO/NO-GO判定モードに波形ゾーンを選択したときのメニューです。

MEASURE

GO/NO-GO

SHIFT ＋
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CURSOR

カーソルの種類　11.5節
Hカーソル，Vカーソル，H&Vカーソル，
マーカーカーソル，角度カーソルの中か
ら選択します。

対象波形
カーソル測定の対象波形を選択します。

カーソル移動
2つの垂直カーソルの位置を設定します。

カーソルのジャンプ
カーソルをジャンプ移動させるときのジャ
ンプの種類を選択します。

カーソルジャンプ実行

●カーソルの種類
・H（Horizontal）カーソル
X軸（水平軸）に2本の破線（Hカーソル）が表示さ
れ，各Hカーソルの電圧値と，Hカーソル間の電
圧差を測定します。
・V（Vertical）カーソル
Y軸（垂直軸）に2本の破線（Vカーソル）が表示さ
れ，トリガポジションから各Vカーソルまでの時
間と，Vカーソル間の時間差を測定します。また，
各カーソル位置の信号の電圧値とカーソル間の
電圧差を測定します。
・H&Vカーソル
HカーソルとVカーソルを同時に表示します。
・マーカー（Marker）カーソル
指定した波形上に4つのマーカーが表示され，各
マーカーの電圧値・トリガポジションからの時
間と，マーカー間の電圧差・時間差を測定します。
・角度（Degree）カーソル
測定の基準になるゼロ点と終点との幅に相当す
る角度を基準にして，2本の角度カーソルの角度
を測定します。

 Note

・下図は，カーソルの種類にVカーソルを選択したときのメニューです。

カーソルの種類　11.5節
Hカーソル，Vカーソル，H&Vカーソル，
マーカーカーソル，角度カーソルの中か
ら選択します。

マーカーの選択
移動対象のマーカーを選択します。

対象波形
カーソル測定の対象波形を選択します。

マーカー移動
マーカーの位置を設定します。移動対象
のマーカーのアイコンが右上部に表示さ
れます

マーカーのジャンプ
マーカーをジャンプ移動させるときのジャ
ンプの種類を選択します。

マーカージャンプ実行

・下図は，カーソルの種類にマーカーカーソルを選択したときのメニューです。

CURSOR
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各設定メニューのポイント

HISTORY

表示波形の選択　11.1節
ヒストリメモリに保存された波形データ
の中から表示する波形を指定します。

波形の表示形式　11.1節
波形データの表示形式をOne，All，Aveの
中から選択します。

開始レコード/終了レコード　11.1節
波形の表示形式でAllまたはAveを選択した
ときの対象範囲を設定します。

ヒストリマップの一覧表示　11.1節
ヒストリメモリに取り込まれた波形デー
タの番号と，取り込み終了時刻を一覧表
示します。

サーチモードの選択　11.2，11.3節
ヒストリメモリに保存された波形の中か
ら，指定した条件を満たす波形をサーチ
する方法を選択します。
OFF：             サーチしません。
Zone：       指定した領域（ゾーン）を通過

した波形または通過しなか
った波形をサーチします。

Parameter： 指定した波形パラメータが指
定した範囲を超えた波形ま
たは範囲内の波形をサーチ
します。

ヒストリサーチの条件　11.2節
サーチモードがZoneのとき
サーチゾーン，サーチ対象チャネル，サー
チ状態，サーチ範囲を設定します。
サーチモードがParameterのとき
サーチパラメータ，サーチ対象チャネルと
パラメータ，パラメータの範囲，サーチ状
態，サーチ範囲を設定します。

ヒストリサーチの実行　11.2節

●波形の表示形式
・One
Start Record/End Recordで指定した範囲内の波
形の中から，Select Recordで指定した波形だけ
を表示します。
・All
Start Record/End Recordで指定した範囲内の全
波形を重ね描き表示します。
・Ave
Start Record/End Recordで指定した範囲内の波
形のアベレージ波形を表示します。

●ヒストリサーチ
ゾーンによるサーチ

パラメータによるサーチ

 Note

HISTORY

ヒストリメモリに保存された波形

Selected Record No. 0

Selected Record No. －25

指定領域

検出

ヒストリメモリに保存された波形

Selected Record No. 28

Selected Record No. 0

P-P

設定範囲

検出
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MATH

演算機能ON/OFF　10章

演算設定
演算の定義，演算対象チャネル，スケー
リング，単位，ラベル名，Math波形ON/ 
OFFの各設定を行います。

FFT演算点数
FFT演算するときの点数を1000（1k），2000
（2k），5000(5k)，10000（10k），20000（20k），
50000（50k），100000（100k）から選択しま
す。

演算範囲
時間軸方向の演算開始点/終了点を設定し
ます。

演算の実行

ユーザー定義演算オプション（/G2オプショ
ン）付きの場合だけ表示されます。

●波形演算例

 Note

●アベレージングとピーク演算
・単純平均（Linear）
アベレージ回数（取り込み回数，2～128，2nス
テップ）だけ単純に加算し，アベレージ回数で割っ
た結果を波形表示します
・指数化平均（Exp）
設定された減衰定数（2～256，2nステップ）で，
過去のデータの影響を減衰させながらデータの
平均を求め，その結果を波形表示します。
・サイクルアベレージ（Cycle）
演算開始位置から終了位置までのデータを，設
定した1周期のデータ点数（Cycle Count）で分割
し，分割された各周期の同順位のデータの平均
を求め，波形表示します。
・ピーク演算（Peak）
演算データのポイントごとに最大値を求め，波
形表示します。演算するたびに，それまでの値
と新しい演算値とを比較し大きいほうの値を表
示します。

 Note
演算アベレージ/ピーク演算
演算したデータに対してアベレージング
またはピーク演算が可能です。単純平均，
指数化平均，サイクルアベレージ，ピー
ク演算の中から選択します。

ディジタルフィルタ
Gauss（ガウス），Sharp（シャープ），IIR（バ
タワース）の中から選択します。

演算定数
演算で使用する定数を設定します。

シフト演算
演算式にSHIFTを指定したときの位相シフ
ト量を設定します。

スレショルドレベル
2値化演算時の2値化判定レベルを設定し
ます。

MATH

・下図は，ユーザー定義演算オプション（/G2オプション）付きのときだけ表示されるメニューです。

＋演算波形

－演算波形

演算対象波形

演算波形

演算対象波形

演算波形
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各設定メニューのポイント

ZOOM（SEARCH）

ズーム波形の表示方法の選択　8.5節
通常波形と2つのズーム波形（Z1，Z2）をど
のように表示するかを選択します。

ズーム波形の表示フォーマット
画面を分割して波形を表示するときの設
定です。Single（分割なし），Dual（2分割），
Triad（3分割），Quad（4分割），Octal（8分
割），Hexadecimal(16分割)の中から選択し
ます。

ズーム対象トレースの選択
ONにした波形だけがズームの対象になり
ます。

ズーム率
Z1またはZ2の各ズーム表示のズーム率
（T/div）を設定します。

ズーム位置
波形表示枠の中心を0divとして，ズーム
中心位置（ズームボックスの中央）を－5～
＋5divの設定範囲でズーム位置を設定し
ます。

波形パラメータの自動測定範囲の変更
波形パラメータの自動測定範囲をZ1また
はZ2のズーム範囲に合わせます。

ズームボックスを波形の最新位置へ移動
Z1またはZ2のズームボックスをメイン波
形の最新位置（右端）になるように移動し
ます。ロールモード表示時に，最新の波
形を拡大して表示する場合に便利です。

●ズーム波形の表示方法の選択
下記から選択します。
・Main 
通常波形だけを表示
・Z1 Only
ズームボックスZ1の波形だけをズーム表示
・Z2 Only
ズームボックスZ2の波形だけをズーム表示
・Main＆Z1
画面上段に通常波形，下段にズームボックスZ1
の波形をズーム表示
・Main＆Z2
画面上段に通常波形，下段にズームボックスZ2
の波形をズーム表示
・Z1＆Z2
画面上段にズームボックスZ1の波形をズーム表示，
下段にズームボックスZ2の波形をズーム表示
・Main＆Z1＆Z2
画面上段に通常波形，下段左側にズームボック
スZ1の波形をズーム表示，下段右側にズームボッ
クスZ2の波形をズーム表示

 Note

ZOOM

SEARCH

・下図は，ズーム波形の表示方法にMain & Z1 & Z2を選択したときのメニューです。
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ZOOM（SEARCH）

サーチ方式の選択　11.4節
サーチ開始点からあらかじめ設定したレ
ベル以上（立ち上がり）になった回数，ま
たは以下（立ち下がり）になった回数でサー
チするエッジサーチ（Edge）を選択します。

Edgeサーチの条件
サーチ対象波形，サーチ開始点，レベル，
サーチ回数などを設定します。

ズーム率
Z1またはZ2の各ズーム表示のズーム率
（T/div）を設定します。

ズーム位置
波形表示枠の中心を0divとして，ズーム
中心位置（ズームボックスの中央）を－5～
＋5divの設定範囲でズーム位置を設定し
ます。

過去のサーチ結果の表示
表示するサーチ結果の番号を選択します。

サーチの実行

●エッジサーチ
　エッジを立ち上がり，回数を2に設定したときの例

 Note

・下図は，サーチ方式にEdgeを選択したときのメニューです。

サーチ方式の選択　11.4節
指定した方向にズーム位置を自動的に移
動させてサーチするオートスクロール
（Auto Scroll）を選択します。

スクロール方向の選択
左右のどちらの方向にスクロールするの
かを選択します。

ズーム率
Z1またはZ2の各ズーム表示のズーム率
（T/div）を設定します。

ズーム位置
波形表示枠の中心を0divとして，ズーム
中心位置（ズームボックスの中央）を－5～
＋5divの設定範囲でズーム位置を設定し
ます。

スクロール速度
1～10の10段階の速度から選択します。

サーチの実行

・下図は，サーチ方式にAuto Scrollを選択したときのメニューです。

ZOOM

SEARCH

SHIFT ＋

レベル

サーチ部分の
拡大表示

サーチ開始点 検出位置

ヒステ
リシス
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ZOOM（SEARCH）

サーチ方式の選択　11.4節
ボイスメモの録音開始部分(イベント波形
のVoiceビットの立ち上がり)でサーチする
ボイスサーチ（Voice）を選択します。

サーチしたボイスメモの再生
サーチ対象波形，サーチ開始点，レベル，
サーチ回数などを設定します。

ズーム率
Z1またはZ2の各ズーム表示のズーム率
（T/div）を設定します。

ズーム位置
波形表示枠の中心を0divとして，ズーム
中心位置（ズームボックスの中央）を－5～
＋5divの設定範囲でズーム位置を設定し
ます。

過去のサーチ結果の表示
表示するサーチ結果の番号を選択します。

サーチの実行

●サーチしたボイスメモの再生
ボイスサーチでは，サーチしたボイスメモをPlay 
Startのソフトキーを押すことで再生できます。サー
チ対象がアクイジションメモリに取り込まれた最
新の波形のときだけ，ボイスメモを再生できます。
再生中は，Play Startの表示がPlay Stopに変わりま
す。再生を一時停止する場合は，Play Stopのソフ
トキーを押します。Play Stopのソフトキーを押さ
なくても，再生が終わると，自動的に表示がPlay 
StopからPlay Startに変わります。

 Note

・下図は，サーチ方式にVoiceを選択したときのメニューです。

ZOOM

SEARCH

SHIFT ＋

各設定メニューのポイント
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VOICE MEMO

ボイスメモ機能*ON/OFF　 7.9節

音声番号
再生したいボイスメモの音声番号を指定
します。

再生開始
音声番号で指定したボイスメモの再生を
開始します。

イベント波形の表示ON/OFF
ボイスメモの録音期間をイベント波形と
して表示できます。そのイベント波形の
表示をON/OFFします。

ボイスメモの消去
録音したボイスメモを消去します。

●ボイスメモの再生
Voice Numberで，再生したいボイスメモの音声番
号を指定します。Currentが最新のボイスメモにな
ります。#1が最も古いボイスメモで，番号が大き
くなるに従って，新しいボイスメモになります。
Voice Numberの下に表示されている日時は，ボイ
スメモの録音開始日時です。

 Note

●録音時間
・Flexible
録音時間を指定しないで自由な時間で複数回録
音できます。イヤホンマイクのPUSHスイッチを
押している間，またはRec Startのソフトキーを
押してからRec Stopのソフトキーを押すまでの
間は，録音できます。トータルで100sまで録音
可能です。
・Fixed
選択した時間と回数で録音できます。時間と回
数の組み合わせは，次の中から選択できます。
5s*20，10s*10，20s*5，25s*4，50s*2，100s*1
１度イヤホンマイクのPUSHスイッチまたはRec 
Startのソフトキーを押すと，指定した時間分の
録音が可能です。PUSHスイッチの操作では，
PUSHスイッチを押し続ける必要はありません。

 Note
録音時間
録音時間の設定方法をFlexibleまたはFixed
から選択します。Fixedを選択した場合は，
Timeで録音時間と録音回数を選択します。

録音の実行
このソフトキーを押すか，イヤホンマイ
クのPUSHスイッチを押すと，録音が開始
されます。

　

VOICE
MEMO FEED

* ボイスメモ機能の他に，画面イメージデータにボイスコメントを付けられるボイスコメント機能があります。
ボイスコメント機能については，ユーザーズマニュアル[後編]の13.19節をご覧ください。

SHIFT ＋
VOICE MEMO

DL750PDL750
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各設定メニューのポイント

PRINT

プリント先　12.1，12.2節
内蔵プリンタ，USBプリンタ，ネットワー
クプリンタ，PDF(DL750Pだけ)の中から画
面イメージのプリント先を選択します。

出力形式
通常のサイズでの印刷（Normal），指定し
た印刷範囲を拡大して印刷するファイン
プリント(Fine)，ズーム機能のズームボッ
クスZ2を拡大して印刷するズームプリン
ト(Zoom Print)，表示範囲をA4サイズに拡
大して印刷するA4プリント(A4 Print)の中
から出力形式を選択します。

紙送りの実行

プリント設定 (DL750では「Comment」)
印刷のフォーマット，グラティクル，詳
細情報，コメントなどを設定します。

拡大率
次項で設定した印刷範囲の拡大率を設定
します。

印刷範囲
印刷を行う時間軸方向の範囲を設定しま
す。

プレビュー
印刷イメージをプレビュー表示します。

●画面イメージの印刷

 Note

・下図は，プリント先に内蔵プリンタ，出力形式にファインプリントを選択したときだけ表示されるメニューです。

プリント先　12.3節
内蔵プリンタ，USBプリンタ，ネットワー
クプリンタ，PDF(DL750Pだけ)の中から画
面イメージのプリント先を選択します。

出力形式
ESC-P，ESC-P2，LIPS3，PCL5，BJの中か
らUSB規格のプリンタへの出力形式を選択
します。

カラー印刷ON/OFF

コメント
下部に印刷できるコメント文字を設定し
ます。

BJプリンタ用出力分解能
（出力形式にBJを選択した場合）
180dpi，300dpi，360dpi，600dpiの中か
ら選択します。

接続USBプリンタの確認

・下図は，プリント先にUSBプリンタを選択したときだけ表示されるメニューです。

PRINT

MENU

SHIFT ＋

プリンタ
サーバ

ネットワーク
プリンタ

DL750/
DL750P

FILESHIFTHELPMISCNUM  KEYPROTECT VOICE
MEMO

IMAGE
SAVEPRINT

ESC

MEASURE CURSOR RESET SERECT

CH

ALL  CH

MODE POSITIONSIMPLE/ENHANCED

ACQ START/STOP

SETUP DISPLAY

ZOOM DUAL
CAPTURE

HISTORY MATH

 1 CH 2 CH 3 CH 4

CH 5 CH 6 CH 7 CH 8

CH 9 CH 10 CH 11 CH 12

CH 13 CH 14 CH 15 CH 16

DELAYACTIONMANUAL  TRIG

SNAPSHOT CLEAR  TRACEMENU MENU

V/DIV TIME/DIV

TRIGGERTRIG  D

VERTICAL

HORIZONTAL

CAL X-Y

SEARCH

GO/NO-GO

7 DSP 1 8 9DSP 2

654

1

0

2 3

ENTER

mDSP 6DSP 5

LOGIC  A LOGIC  B EVENT

DSP 3 DSP 4EXP

イーサネット

USBプリンタ

USB接続

内蔵プリンタ
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IMAGE SAVE

サムネイル一覧　13.12節
保存した画面イメージのサムネイル画像
を一覧表示します。

出力形式　13.11節
PNG，JPEG，BMP，PostScriptの中から画面
イメージデータの保存形式を選択します。

色　13.11節
カラー，カラー（白色背景），グレースケー
ル，白黒の中から画面イメージデータ保
存時の色を選択します。

コメント　13.11節
画面下部に付加して保存できるコメント
文字を設定します。

保存先　13.11節
保存可能なストレージメディアのドライ
ブ名がFile Listに表示されます。保存先の
ドライブとディレクトリを設定します。
保存を実行するときは，IMAGE SAVEキー
だけを押します。

ファイル名　13.11節
ファイル名を設定します。番号または日付・
時刻によるオートネーミングが可能です。

●保存した画面イメージのサムネイル表示例

●ストレージメディアのドライブ名
[FD]
[ZIP]
[PC Card]
[HD]
[HD-1]
[SCSI5] 
[SCSI5-1]

[NetWork]
[USB]

 Note

SHIFT ＋ IMAGE
SAVE

MENU

：フロッピーディスク
：Zipディスク(DL750だけ)
：PCカード
：ハードディスク
：ハードディスクのパーティション1
：ID番号が5のSCSIデバイス
：ID番号が5のSCSIデバイスのパーティ
　ション1
：ネットワークドライブ
：USBストレージ*

* USBストレージに対応している機器(ユーザーズマニュ
 アル[後編]の13.3節参照)だけ

FILE

対象データ　13.7～13.17節
保存/読み込み対象のデータを選択します。
設定データ，波形データ，スナップショッ
ト波形データ，波形パラメータの自動測
定値，画面イメージデータの中から選択
します。

保存　13.7～13.10，13.14節
保存対象，保存方法，保存先などの設定
と，保存の実行が行えます。

読み込み　13.7～13.9，13.14節
読み込み対象の設定と，読み込みの実行
が行えます。

ファイル操作　13.15～13.17節
ファイルの削除，コピー，ディレクトリ
名/ファイル名の変更，ストレージメディ
アの初期化などが行えます。

●波形データの保存データ形式（Data Type）
バイナリ，ASCII，32ビットフローティングの中か
ら選択できます。

 Note

FILE
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各設定メニューのポイント

RECORDER(DL750Pだけ)

レコーダモード　9.2節
チャートレコーダモード，X-Yレコーダモー
ド，OFFの中からレコーダモードを選択し
ます。

プリントスタイル　9.4節
チャートレコーダモード選択時は，T-Y波
形記録(Wave)またはディジタル数値記録
(Numeric)からプリントスタイルを選択し
ます。

チャートスピード　9.3節
10mm/h～20mm/sの範囲でチャートスピー
ドを設定します。

プリント設定　9.4節
印刷のフォーマット，グラティクル，詳
細情報などを設定します。

再プリント設定　9.8，9.9節
T-Y記録後に内蔵プリンタへの再プリント
またはPDFファイル作成を行う際のメニュー
が表示されます。

●レコーダモード時に使用できない機能
チャートレコーダモード/X-Yレコーダモード時に
使用できない機能は，次のとおりです。
・ヒストリメモリ(HISTORY) 
・GO/NO-GO判定(GO/NO-GO)
・デュアルキャプチャ(DUAL CAPTURE) 
・波形演算(MATH)
・ACQキー/X-Yキーで設定する項目も変更できま
せん。
・データサーチ(SHIFT＋ZOOM(SEARCH)
 (X-Yレコーダモード時だけ)
●チャートレコーダモード時のトリガモード
・Auto 
 測定の開始と同時に記録が開始します。測定を
ストップするまで記録が行われます。
・Log
 測定の開始と同時に記録が開始します。保存可
能な最大div数分の測定値を記録したら，測定と
記録が終了します。
・Single 
 測定の開始後，トリガが成立した時点で記録が
開始します。保存可能な最大div数分の測定値を
記録したら，測定と記録が終了します。
・Repeat
 測定の開始後，トリガが成立した時点で記録が
開始します。保存可能な最大div数分の測定値を
記録すると記録が停止し，再びトリガ待ちにな
ります。

●チャートレコーダモード時のアクイジションモード
通常，チャートレコーダモード時のアクイジショ
ンモードはエンベロープモードですが，MISCキー
> Othersメニューで，アクイジションモード→ノー
マルモードに切り替えることができます。

 Note

RECORDER

DUAL 
CAPTURE

ショット記録　9.3節
指定した長さまで記録が行われると測定
と記録が停止するショット記録の長さを
20cm，50cm，1m，2m，OFF(ショット
記録しない)の中から選択します。

プリンタ出力　9.3節
内蔵プリンタへのT-Y記録をする/しないを
選択します。ONに設定した場合は，内蔵
プリンタへの記録と内蔵メモリへのデー
タの保存が行われます。OFFに設定した場
合は，内蔵メモリへのデータの保存だけ
が行われます。

・下図は，レコーダモードにチャートレコーダモードを選択したときだけに表示されるメニューです。
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レコーダモード　9.2節
チャートレコーダモード，X-Yレコーダモー
ド，OFFの中からレコーダモードを選択し
ます。

サンプルレート　9.7節
5S/s～5kS/sの中からサンプルレートを選
択します。

プリント設定　9.7節
印刷のフォーマット，グラティクル，詳
細情報などを設定します。

補間方式　9.7節
OFFまたはLineから補間形式を選択します。

自動プリント　9.7節
波形の取り込みをストップしたときに，
自動的に内蔵プリンタへの記録(印刷)をす
る(ON)/しない(OFF)を選択します。

再プリント　9.7節
波形の取り込みのストップ後，ストップ
直前までに記録されたデータを呼び出し，
内蔵プリンタへの再プリントまたはPDFファ
イル作成を行う際のメニューが表示され
ます。

●X-Yレコーダモード時のアクイジションモード
X-Yレコーダモード時は，自動的にアクイジション
モードがノーマルモード(変更不可)になります。

 Note

・下図は，レコーダモードにX-Yレコーダモードを選択したときだけに表示されるメニューです。

RECORDER

DUAL 
CAPTURE
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各設定メニューのポイント

MISC

システム設定　3.5，17.1，17.2，17.4節
日付・時刻（Date/Time），画面の各部の色と
輝度（Graphic Color），メニュー言語（Menu 
Language），メッセージ言語（Message 
Language），クリック音ON/OFFの各設定
が行えます。

通信インタフェース*
GP-IB，RS-232，USB，Network（イーサネッ
ト）の中から通信インタフェースを選択し
ます。GP-IB，またはRS-232を選択したと
きは，それらの通信に必要な設定も行え
ます。

SCSI ID　13.6節
本機器と内蔵ハードディスクのSCSI ID番
号を設定します。

ネットワーク　16章
本機器をイーサネットに接続するときに
必要なTCP/IPの設定などが行えます。

USB　4.2，12.3，17.3節
本機器に接続されているUSB機器の一覧表
の表示や，USBキーボードの言語の設定が
行えます。

オーバビュー　18.4節
形名，レコード長，装着モジュール名，内
蔵メディアドライブの種類，オプション，デ
フォルト言語，ソフトウエアのバージョン
No.などを表示します。

●イーサネットインタフェースを使っての通信
以下のことが可能です。
・ネットワーク上にあるFTPサーバに，波形データ/
画面イメージデータ/設定データを保存/削除/コ
ピーできます。

・ネットワーク上にあるFTPクライアントから本機
器にアクセスして，本機器のストレージメディ
ア/外付けSCSI機器のストレージメディア/USBス
トレージメディアのファイルを取り出すことが
できます。

・ネットワーク上にあるプリンタに，画面イメー
ジデータを印刷することができます。

・指定メールアドレスに，定期的に本機器の状態
やGO/NO-GO判定結果などの情報をメールで送
信することができます。

・本機器をWebサーバにすることができます。
DL750/DL750PのWebページを表示して，Web
ページ上でファイル転送，表示波形のモニタ，
基本的なDL750/DL750Pのキー操作および波形
データの取得が可能です。

 Note

LCDのバックライト　17.5節
液晶ディスプレイのバックライトのON/ 
OFF，バックライトの明るさ（0～7の8段
階）を設定します。

セルフテスト　18.3節
メモリ，キー，ドライブ，内蔵プリンタ
の各テストを行えます。

その他　7.1，6.18，13.2，14.4節
電源ON時の波形の取り込みスタートモー
ドON/OFF（Start Mode），電源ON時のア
クションオントリガの実行モードON/OFF
（Action Mode），内蔵ハードディスクモー
タON/OFF（HDD Motor），ビデオ信号出力
ON/OFF（Video Out）の各設定が行えます。

単語登録　4.2節
辞書に単語/文節を登録します。
(デフォルト言語が日本語(仕様コードが
 -HJ)のときだけ)

MISC

*  詳細は，通信インタフェースユーザーズマニュアルをご覧ください。
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IM 701210-0760

MEMO


	はじめに 
	目次
	操作の流れ 
	フロントパネルの各部の名称と働き 
	表示画面の各部の名称 
	基本のキー操作&ジョグシャトル操作 
	主な機能の紹介 
	DL750/DL750Pを操作してみる 
	観測する前の準備をする 
	画面に波形を表示する 
	波形表示条件を変える 
	トリガ設定を変える 
	波形を測定する 
	波形を時間軸方向にズームする 
	波形を印刷/保存する 

	各設定メニューのポイント 
	SETUP（CAL） 
	CH1～CH16（LOGIC，EVENT，DSP） 
	ACQ 
	ALL CH 
	SIMPLE/ENHANCED 
	MODE（ACTION） 
	POSITION（DELAY） 
	DUAL CAPTURE 
	DISPLAY（X-Y） 
	MEASURE（GO/NO-GO） 
	CURSOR 
	HISTORY 
	MATH 
	ZOOM（SEARCH） 
	VOICE MEMO 
	PRINT 
	IMAGE SAVE 
	FILE 
	RECORDER(DL750Pだけ) 
	MISC 




