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保証と通知事項 
 
著作権 
© 2011 RIGOL Technologies, Inc. 無断複写・転載を禁じます。 

 

登録商標について 
RIGOLは、RIGOL Technologies, Inc. の登録商標です。 

 

出版番号 

UGA10200-3332 

 

通知事項 
 RIGOLの製品は、中国の内外において特許法により保護されています。 

 RIGOL は、弊社の単独の決定により仕様および価格方針のすべてまたは一部

を修正または変更する権利を有します。 

 本出版物における情報により、過去の対応する事項を置換えます。 

 RIGOLは、本説明書とその情報の提供、使用または実行により生じる事故ま

たは間接的に生じる損害について責任を負いません。 

 RIGOLの書面による事前承認なしに、本書のいかなる部分の転写、複写また

は再編集を行うことを禁じます。 

 

製品の保証 

RIGOL は、本製品が中国の国家および産業標準に準拠していることを保証します。

国際標準への準拠の保証については、作業中です。 

 

連絡先 

弊社の製品を使用中に問題や要求事項が発生した場合は、お買い求めのお店へご連

絡ください。 

 



  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  II 

安全に関する要件 
 

一般的安全の概要 

 

以下の安全に関する注意事項を見直してから機器の操作を行い、ケガや、機器と接

続された製品への損傷を防いでください。危険を回避するために、本説明書に記載

した機器を使用してください。 

 

適切な電源コードの使用 

本機に付属の電源コードを使用してください。 

 

機器の接地 

本機は、電源コードの保護接地線経由で接地されています。感電を防ぐために、電

源コードのアース端子を保護接地端子に接続してから信号の入出力を行ってくだ

さい。 

 

プローブの適切な接続 

接地線はグランド（接地点）と等電位であるため、高電圧に接続しないでください。 

 

端子の定格の順守 

火災や感電の危険を回避するために、本機の定格や標識を順守し、定格の詳細を説

明書で確認してから接続してください。 

 

過電圧保護機能の使用 

製品に過電圧が印加されたり（落雷など）、操作員が感電したりしないことを確認

してください。 

 

カバーの無い状態での操作をしない 

本機のカバーを外したり、パネルを外した状態で操作をしないでください。 

 

電源ヒューズの交換 

電源ヒューズを交換しなければならない場合は、お買い求めのお店へご連絡くださ

い。 

 

回路や配線の露出を防ぐ 

ユニットの電源が入っている場合、露出した接合部や部品に触れないでください。 
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故障が疑われる場合操作をしない 

機器の故障が疑われる場合、お買い求めのお店へご連絡ください。 

 

換気を保つ 

換気が悪い場合、デバイスの温度が上昇したり損傷を与えたりすることがあります。

このため、換気を良くし、定期的に吸気口とファンを点検してください。 

 

湿潤環境下で動作させない 

本機内部のショートや感電を防ぐために、湿潤環境で動作させないでください。 

 

爆発性環境下で動作させない 

本機の損傷やケガを防ぐために、爆発性雰囲気から離して使用してください。 

 

製品の表面を清潔かつ乾燥に保つ 

大気中のほこりおよび湿度の影響を防ぐために、本機表面を清潔かつ乾燥状態に保

ってください。 

 

静電気防止 

静電気を防止した環境で動作させ、静電気破壊を防止してください。ケーブルを接

続する前に、内部導体と外部導体を接地して静電気を除いてください。 

 

取扱い上の安全 

搬送時は注意して取扱い、パネル上のボタン、ツマミ、インタフェース、その他の

部品に損傷を与えないようにしてください。 
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安全に関する用語と記号 

 

本説明書の用語：以下の用語を本説明書で使用しています。 

 

 

警告   

警告書は、その状態や操作によりケガや死亡に至る可能性があることを

示しています。 

 

 

注意   

注意書は、その状態や操作により製品やその他の部分に損傷を与える可

能性があることを示しています。 

 

 

製品に表示される用語：以下の用語を製品上に表示しています。 

 

DANGER 即座にケガや危険な状態が起きる可能性があることを示しています。 

WARNING ケガや危険な状態が起きる部分に接触する可能性があることを示して

います。 

CAUTION 製品やその他の部分に損傷を与える可能性があることを示していま

す。 

 

 

製品に表示される記号：以下の記号を製品上に表示しています。 

 

     

危険な電圧 説明書を参照 保護接地端子 筺体接地 試験用接地 
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測定カテゴリ 

 

測定カテゴリ 

 

DS4000 シリーズ デジタルオシロスコープは、測定カテゴリ I で測定を行うこと

ができます。 

 

 

 

警告 

本機は、指定された測定カテゴリ内の測定に対してのみ使用することが

できます。 

 

 

測定カテゴリの定義 

 

測定カテゴリ I は、電源に直接接続されていない回路で行なわれる測定に対するも

のです。例としては、電源から出ていない回路、および特別に保護された（内部）

電源から出ている回路の測定があります。後者のケースでは、過渡ストレスが変動

します。このため、機器の過渡耐性能力がユーザーに公表されています。 

 

測定カテゴリ IIは、低電圧設備に直接接続された回路で行なわれる測定に対するも

のです。例としては、家庭用機器、携帯ツールおよび同様の装置での測定がありま

す。 

 

測定カテゴリ IIIは、ビル設備において行なわれる測定に対するものです。例とし

ては、固定設備におけるケーブル、バスバー、配線接続ボックス、スイッチ、壁コ

ンセントを含む分電盤、サーキットブレーカ、配線、ならびに工業用機器およびそ

の他の機器での測定があります。固定設備に対して永久的に接続される固定型モー

ター。 

 

測定カテゴリ IVは、低電圧設備の電源で行なわれる測定に対するものです。例とし

ては、1次過電圧保護装置およびリップル制御ユニットでの電気メーターおよび測

定があります。 
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換気に関する要件 

 

本機はファンを使用して強制冷却します。吸気部および排気部を塞がないで、空気

が自由に通るようにしてください。卓上またはラックに設置して本機を使用すると

きは、換気が十分に行なわれるように側面、上面および背面に少なくとも 10cmの

隙間を設けてください。 

 

 

 

警告   

換気が不十分な場合、温度が上昇して本機が壊れることがあります。こ

のため、操作中は換気を十分に行なって、定期的に吸気口とファンを点

検してください。 
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動作環境 

 

温 度 

動作時： 0～+50℃ 

非動作時： -20～+70℃ 

 

湿 度 

+35℃未満のとき：相対湿度 90％以下 

+35～+40℃のとき：相対湿度 60％以下 

 

 

警告   

機器内部での回路短絡または感電を防止するために、湿度の高い環境で

は操作しないでください。 

 

高 度 

動作時：3,000m未満 

非動作時：15,000m未満 

 

設置（過電圧）カテゴリ 

本製品は、設置（過電圧）カテゴリ IIに準拠した電源によって電力が供給されます。 

 

 

警告   

製品に過電圧（落雷電圧により生じる過電圧など）が加わる可能性や、

操作員が感電の危険に晒されることが絶対にないようにしてください。 

 

設置（過電圧）カテゴリの定義 

設置（過電圧）カテゴリ Iは、電源回路に接続された機器の測定端子に適用できる

信号レベルに関するものです。これらの端子では、対応する低レベルに過渡電圧を

制限するように注意します。 

設置（過電圧）カテゴリ IIは、 ACライン （AC電源）に接続された機器に適用で

きる局所的な配電レベルに関するものです。 
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汚染度 

レベル 2 

 

汚染度の定義 

汚染度 1：いかなる汚染も発生しないか、または乾燥状態で非導電性の汚染だけが

発生する。この汚染はいかなる影響も及ぼさない。例えば：クリーン ルームまた

は空調されたオフィス環境。 
 

汚染度 2：通常、乾燥状態で非導電性の汚染のみが発生する。ときどき、結露によ

る一時的な伝導が生じる可能性がある。例えば、一般的な屋内環境。 
 

汚染度 3：導電性の汚染が発生する。または予想される結露のために導電性となる

乾燥状態の非導電性の汚染が発生する。例えば、保護された屋外環境。 
 

汚染度 4：導電性のほこり、雨または雪によって永続的な導電性を発生させる汚染。

例えば：屋外区域。 

 

安全クラス 

クラス 1 – アース付き製品 

 
 
 

 

 
 
 



  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  IX 

通常のお手入れ  

 

通常のお手入れ： 

長時間直射日光に当たる場所に本機を保管したり放置しないでください。 

 

清掃： 

動作条件に応じて本機を定期的に清掃してください。外側表面を清掃するには： 

1. 機器の電源接続をすべて外してください。 

2. 糸くずの出ない布（中性洗剤または水を使用）で本機の外側に付着しているほ

こりを拭いてください。LCDを清掃する場合は、表面に傷を付けないようにし

てください。 

 

 

 

注意   

本機への損傷を防ぐために、腐食性の液体を接触させないでください。 

 

 

 

警告   

ショートによるケガを防ぐために、本機が完全に乾燥状態であることを

確認してから電源に再接続してください。 
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環境への配慮 

 

以下の記号は、製品が、電気電子機器の廃棄に関する2002/96/EC指令（WEEE）に

よるEU要求事項に準拠していることを示しています。 

 

 

 

 

製品寿命時の取扱い 

製品に、環境または健康に害のある物質を使用している場合があります。このよう

な物質が環境に放出または健康に害を及ぼすのを防ぐために、ほとんどの材料が再

使用またはリサイクル可能な適切な手法で、本製品をリサイクルしてください。廃

棄とリサイクルに関しては、法規制に従ってください。 
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DS4000 シリーズの概要  
 

本機は多機能・高性能なデジタルオシロスコープで、最高の仕様と多様な機能を提

供します。使いやすいデザインと一体になって、ユーザーが迅速に作業（測定およ

び遠隔制御など）を実行するのに役立ちます。 

 

主な機能： 

 帯域幅 500、350、200および100 MHz 

 2チャンネルまたは 4チャンネル モデル 

 4 GSa/sの最大リアルタイム サンプル レートと110,000 wfms/s（ドット表示）

の最大波形リフレッシュ レート 

 140 Mptsの最大メモリ長（標準） 

 Ultra Visionテクノロジ 

 9.0インチ、WVGA (800×480) 、160,000色 TFT LCD、超ワイド画面、鮮明画

像、低消費電力および長寿命。 

 プローブ タイプを自動的に識別可能 

 アナログ チャネル波形の輝度を調節可能 

 波形表示の自動設定（AUTO）。 

 マルチ プロトコル トリガなどの多彩なトリガ機能 

 標準パラレル デコーディングおよびマルチ シリアル デコーディング オプ

ション 

 22波形パラメータの自動測定および統計値での測定機能 

 リアルタイム波形記録、波形再生、常時波形記録および波形解析 

 高精度遅延掃引機能 

 内蔵 FFT機能 

 合格/不合格テスト機能 

 複数波形演算操作機能 

 標準インタフェース：USBデバイス、デュアルUSBホスト、LANおよびGPIB（オ

プション） 

 USBストレージ デバイスおよびプリンタのサポート 

 LXI-C機器規格への準拠。テスト システムの迅速、経済的、効率的な作成およ

び再構成 

 遠隔コマンド コントロールのサポート 

 組込みヘルプによる容易な情報アクセス 

 複数言語および中国語/英語入力のサポート 

 ワンタッチによる測定、保存および印刷のサポート 
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文書の概要 
 

1  使用開始 

本機使用前の準備に関する情報および本機についての簡単な概要を説明します。 

 

2  垂直システムの設定方法 

本機の垂直システムの機能を紹介します。 

 

3  水平システムの設定方法 

本機の水平システムの機能を紹介します。 

 

4  サンプル システムの設定方法 

本機のサンプル システムの機能を紹介します。 

 

5  トリガ方法 

本機のトリガ モード、トリガ カップリング、トリガ ホールドオフ、外部トリガ

および各種トリガ タイプを紹介します。 

 

6  測定方法 

演算操作、カーソル測定および自動測定の方法を紹介します。 

 

7  プロトコル デコード 

一般プロトコルを使用した入力信号のデコード方法を紹介します。 

 

8  基準波形 

入力波形を基準波形と比較する方法を紹介します。 

 

9  合／否テスト 

Pass/Fail（合格/不合格）テストを使用した入力信号のモニタ方法を紹介します。 

 

10  波形記録 

波形記録を使用した入力信号の解析方法を紹介します。 

 

11  表示制御 

本機の表示の制御方法を紹介します。 

 

12  保存および読み出し 

本機の測定結果および設定の保存および読み出し方法を紹介します。 
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13  システム機能の設定 

リモート インタフェースおよびシステム関連機能を設定する方法を紹介します。 

 

14  リモート コントロール 

本機を遠隔で制御する方法を紹介します。 

 

15  トラブルシューティング 

本機の一般的な故障を処理する方法を紹介します。 

 

16  仕 様 

本機の仕様および一般仕様をリストアップします。 

 

17  付 録 

オプションやアクセサリなどの一般情報を提供します。 

 
 

本説明書の慣例上の形式： 

フロント パネル ボタン：「テキスト ボックス + ボタン名（太字）」の形式で表示

されます（例：Storage ）。 

メニュー ボタン：「影付き + メニュー項目（太字）」の形式で表示されます（例：

Storage）。 

操作手順：""で表示されます（例：Storage  Storage）。 

 

ツマミ： 

ロゴ ツマミ ロゴ ツマミ 

 マルチファンク

ション ツマミ 
VERTICAL  SCALE 垂直スケール ツ

マミ 

 ナビゲーション 

ツマミ 
VERTICAL  
POSITION 

垂直位置ツマミ 

HORIZONTAL  
SCALE 

水平スケール 

ツマミ 
TRIGGER  LEVEL トリガ レベル 

ツマミ 

HORIZONTAL  
POSITION 

水平位置ツマミ   
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本説明書の慣例上の内容： 

本説明書は例として DS4054 を取り上げており、ここでの説明は他モデルのすべて

の機能および性能を含んでいます。DS4000シリーズには以下のモデルがあります。 

 

モデル名 アナログ帯域幅 チャンネル 

DS4054 500MHz 4 

DS4052 500MHz 2 

DS4034 350MHz 4 

DS4032 350MHz 2 

DS4024 200MHz 4 

DS4022 200MHz 2 

DS4014 100MHz 4 

DS4012 100MHz 2 
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1  使用開始 
 

 

本章では、本機を最初に使用するときの準備、本機のフロント パネル、リア パネ

ルおよび画面、ならびに組み込みヘルプ システムの使用方法について紹介します。 

 

本章の内容： 

 

 通常点検 

 外観と寸法 

 本機を使用するための準備 

 フロント パネル 概要 

 リア パネル 概要 

 フロント パネル機能の概要 

 画面表示 

 盗難防止鍵穴の使用方法 

 ヘルプ システムの使用方法 
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通常点検 

 

1. 損傷が無いか梱包箱を点検する 

梱包箱または緩衝材に損傷がある場合は、梱包の内容物を確認して欠品が無い

こと、機器が電気的・機械的試験に合格するまで保管しておきます。 

 

送り主または運送業者は、輸送により生じる機器への損傷に責任を負うものと

します。RIGOLは、ユニットの保守/リワークまたは交換を無償で行うことに

は責任を負いません。 

 

2. 機器の点検 

損傷、欠陥、不良がある場合は、お買い求めのお店へご連絡ください。 

 

3.  アクセサリの確認 

梱包明細書に従い、アクセサリを確認してください。アクセサリに欠品または

損傷がある場合は、お買い求めのお店へご連絡ください。 
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外観と寸法 

 

 

図1-1 正面図                     単位：mm 

 

 

 

図1-2 側面図                     単位：mm 



1  使用開始  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  1-4 

本機を使用するための準備 

 

カバーの取り外し方 

 

本機を使用する前に、下図に示すとおり、両側に付いている横取っ手を掴んで矢印

方向に引き、フロント パネル カバーを取り外します。 

 

図1-3 カバーの取り外し方 
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支持脚の調整方法 

 

支持脚を調整してスタンドとして正しく使用し、本機を安定した状態で設置し、操

作と観察が適切に行なえるように、本機を上に向けて傾斜させます。下図に示すと

おり、支持脚を矢印方向に畳んだり開いたりします。 

 

        

図1-4 支持脚の調整方法 
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AC 電源への接続方法  

 

本機では、100-127V、45-440Hzおよび 100-240V、45-65Hzの 2種類の AC電源が

使用できます。下図に示すとおり、付属の電源コードを使用して本機を電源に接続

します。この時点で、電源プラグの下にある電源スイッチをオンにします。本機に

電源が供給され、フロントパネルの左下隅にある電源ボタン  がオン状態にな

ります。 

 

 
図1-5 AC 電源への接続方法 

 

 

 

注意   

電源ヒューズを交換しなければならない場合は、お買い求めのお店へご

連絡ください。 

 

 

 

 

 

AC電源入力端子      
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電源投入時の点検 

 

本機に電源が供給されたら、フロントパネルの左下隅にある電源ボタン  を押

して本機を起動します。起動中に本機は、一連のセルフテストを実行し、リレーが

切り換わる音が聞こえます。セルフテスト後に、起動イメージが表示されます。

Utility  System  SelfTestInfoを押して、セルフテストの結果を表示させます。 
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プローブの接続方法 

 

DS4000 シリーズ オシロスコープ用にパッシブおよびアクティブ プローブを提供

しています。プローブの技術情報について詳しくは、対応するプローブの取扱説明

書を参照してください。下表は、本機用の推奨プローブです。 

 

モデル名 説 明 

RP3500 500 MHz、パッシブ プローブ、標準、自動検出 

RP7150 1.5 GHz、アクティブ プローブ、オプション、自動検出 

 

プローブの接続： 

1. プローブの BNC端子をフロント パネルにある本機のチャンネル BNCコネクタ

に接続します。 

2. プローブの接地用ワニ口クリップを回路接地端子に接続し、プローブ先端をテ

ストする回路ポイントに接続します。 

 

 

図1-6 プローブの接続方法 
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機能の点検 

 

1. Default を押して、本機をデフォルト設定に戻します。 

2. プローブの接地用ワニ口クリップをプローブ補正信号出力端子の下にある"接

地端子"に接続します。 

3. CH1に接続したプローブの先端を"補正信号出力端子"に接続します。 

 

図1-7 補正信号を使用するには 

 

4. AUTO を押します。 

5. ディスプレイの波形を観察します。正常な状態では、下図のような方形波が表

示されます。 

 

図1-8 方形波  

 

6. 同様の手順で、他のチャンネルをテストします。実際に表示される方形波が上

図の波形と一致しない場合は、次のセクションの“プローブ補正”を実行してく

ださい。 

 

 

警告   

プローブ使用中の感電を避けるために必ず、プローブの絶縁配線が良

好な状態にあり、プローブを高電圧源に接続するときは、プローブの

金属部分に触れないようにしてください。 

 

補正信号出力端子 

接地端子 
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ヒント 

 

プローブ補正端子からの信号出力はプローブ補正調整にのみ使用でき、校正には使

用できません。 

 

 

プローブ補正 

 

プローブを最初に使用するときは、本機の入力チャンネルに適合するようにプロー

ブを補正する必要があります。補正していない、または補正が不十分なプローブは、

不正確な測定および測定エラーの原因になる場合があります。プローブ補正の手順

を以下に記載します。 

 

1. 前のセクションの“機能の点検”の手順 1、2、3および 4を実行します。 

2. 表示される波形をチェックし、下図の波形と比較します。 

 

 

 

 

 

 

図1-9 プローブ補正 

 

3. 非金属製ドライバーを使用して、表示される波形が上図の“完全補正”になるよ

うに、プローブの可変コンデンサを調整します。 

 

 

 

 

過補正          完全補正          不足補正 
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フロント パネル 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1-10 フロント パネルの概要 

 

表1-1 フロント パネルの説明 

NO. 説 明 NO. 説 明 

(1) 自動測定メニュー ボタン (11) 波形記録ボタン 

(2) LCD (12) 電源ボタン 

(3) マルチ ファンクション ツマ

ミ 
(13) 

USBホスト端子 

(4) ナビゲーション ツマミ (14) 機能設定メニュー ボタン 

(5) 水平軸 (15) 垂直軸 

(6) クリア ボタン (16) アナログ チャンネル入力端子 

(7) 自動設定 ボタン (17) 機能メニュー ボタン 

(8) 動作/停止 ボタン (18) トリガ 

(9) 単掃引 ボタン (19) 外部トリガ入力端子 

(10) デフォルトと印刷 ボタン (20) プローブ補正信号出力端子と接地端子 

 

(11) 

(12) (13)         (14)      (15)            (16)  (17)    (18)     (19) (20) 

(3)      (4)    (5) (1)                 (2) (6) (7)  (8)  (9) (10) 
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リア パネル 概要 

 

 

 

図1-11 リア パネルの概要 

 

1. Trig Out/Calibration：トリガ出力/校正端子 

このコネクタからさまざまな種類の信号を出力することができます（Utility  

AuxOutputを押して必要な出力タイプを選択します）。 

1) TrigOut：本機はトリガが発生するたびに、本機の現在のキャプチャ レート

を反映できる信号を出力します。 

2) Fast：本機は自己校正において使用できる高速エッジ信号を出力します。 

3) GND：本機は接地 レベルを出力します。 

4) PassFail：本機は、不合格波形を検出するとパルスを出力します。パルスは

テスト結果の表示を容易にするために他の制御システムに送信されます。 

 

2. 10MHz In/out：基準クロック端子 

本機に高精度のサンプル クロック信号を供給できます。また、2台以上のオシ

ロスコープを同期することもできます。 

 

トリガ出力/校正       ビデオ出力     LAN   USBホスト       AC 入力/スイッチ  

基準クロック             USBデバイス    盗難防止鍵穴 

探头校准    时钟   输出          デバイス ホスト 
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3. ビデオ出力端子 

このインタフェースに外部モニタを接続して、さらに鮮明な波形を表示するこ

とができます。その場合でも本機の表示は有効です。 

 

4. LAN 端子 

このインタフェースを介して、本機を遠隔制御するためにローカル エリア ネ

ットワークに接続することができます。本機は LXI-C 機器規格に準拠している

ため、テスト システムを迅速に作成して、ウェブページを介してアクセスする

ことができます。 

 

5. USB DEVICE：デバイス端子 

このインタフェースへプリンタまたは PCを接続し、データ波形を印刷したり

PCのソフトウェアによって本機を制御することができます。 

 

6. USB HOST：USB ホスト端子 

このインタフェースへプリンタまたは USBストレージ デバイスを接続し、波

形データを印刷したり、波形ファイルを保存したりすることができます。

RIGOL提供の USB-GPIBインタフェース コンバータを使用して、GPIBインタ

フェース通信を実現することができます。フロントパネルには USB HOSTイン

タフェースもあります。 

 

7. 盗難防止鍵穴 

盗難防止鍵（自分で購入してください）を使用して本機を固定された場所にロ

ックします。 

 

8. AC 入力/スイッチ 

AC電源入力端子。本機の電源仕様は、100～127 V、45～440 Hzおよび 100～

240 V、45～65 Hz、CAT IIです。付属の電源コードを使用して、本機を AC電源

に接続してください。次に、AC電源スイッチをオンにして本機に電源を供給し

ます。フロントパネルの電源ボタンを押して、本機を起動します。 
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フロント パネル機能の概要 

 

垂直軸 

 

本機は、4 アナログ入力チャンネルに対して独立した垂直制御システムを提供しま

す。 

 

 

 CH1、CH2、CH3、CH4：アナログ入力チャンネル。4 チャンネルには異な

る色でマークが付けてあり、これらのチャンネルを使用して、画面およびチャ

ンネル入力コネクタ上で両方の対応する波形にマークを付けることもできま

す。いずれかのボタンを押して、対応するチャンネル メニューを開き、再度

押してチャンネルをオフにします。 

AC：ACカップリングが有効であるとき点灯します。 

50：入力インピーダンスが 50Ωであるとき点灯します。 

BW：帯域幅制限が有効であるとき点灯します。 

 MATH：このボタンを押して、（加算、減算、乗算、除算）演算、FFT演算、論

理演算および 高度演算を提供する演算操作メニューを開きます。 

 REF：このボタンを押して基準波形機能を有効にし、実際にテストされる波形

を基準波形と比較して回路故障を判定します。 

 VERTICAL  POSITION：垂直軸ポジション ツマミ。変更中に、画面左下隅に

あるポジション ラベルがそれに従って変化します。時計方向に回してポジシ

ョンを増加させ、半時計方向に回してポジションを減少させます。ツマミを押

して、垂直ポジションをすばやくリセットします。 

 VERTICAL  SCALE：垂直軸スケール ツマミ。変更中に、画面下部にあるス

ケール ラベルがそれに従って変化します。時計方向に回してスケールを 5-2-1
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のステップで減少させ、半時計方向に回して 1-2-5のステップで増加させます。

ツマミを押して、“Coarse（荒い）”と“Fine（細かい）”の間で上下スケールを切

り換えます。 

 Decode1 と Decode2：デコード機能ボタンです。対応するボタンを押してデ

コード機能メニューを開きます。本機は、パラレル デコードとプロトコル デ

コードに対応します（詳しくは、“ プロトコル デコード”を参照）。 

 

 

水平軸 

 

 

 

 MENU：このボタンを押して、水平軸制御メニューを開きます。このメニュー

を使用して、遅延掃引機能のオンまたはオフ、異なるタイム ベース モード間

での切り換え、スケールの“Coarse（荒い）”と“Fine（細かい）”間での切り換え、

および水平基準設定の変更を行なうことができます。 

 HORIZONTAL  SCALE：水平軸タイム ベースを変更します。時計方向に回し

てタイム ベースを減少させ、半時計方向に回して増加させます。変更中は、

全チャネルの波形が拡大または縮小して表示され、画面の上側にあるタイム 

ベース メッセージ（ など）がそれに応じて変化します。ツマミを

押して、遅延掃引状態にすばやく切り換えます。 

 HORIZONTAL  POSITION：トリガ位置を変更します。ツマミを回すと、トリ

ガ点が画面中心に対して左右に移動します。変更中は、全チャンネルの波形が

左または右に移動し、画面の右上隅にあるトリガ位置メッセージ

（ など）がそれに応じて変化します。ツマミを押して、トリ

ガ位置（または遅延掃引位置）をすばやくリセットします。 
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トリガ 

 

 

MODE：このボタンを押してトリガ モードを Auto、
Normalまたは Single に切り換えます。現在のトリガ モ
ードの状態がバックライト点灯します。 

TRIGGER  LEVEL：トリガ レベルを変更します。時計方

向に回してレベルを増加させ、半時計方向に回して減少さ

せます。変更中は、トリガ レベル ラインが上下に移動し、

画面左下隅にあるメッセージ ボックス

（ など）内のトリガ レベル値がそれに

応じて変化します。ツマミを押して、トリガ レベルをす

ばやくゼロ点にリセットします。 

MENU：このボタンを押して、トリガ操作メニューを開
きます。本機にはさまざまなトリガ タイプがあります。 

FORCE：Normalおよび Singleトリガ モードにおいて、
このボタンを押してトリガ信号を強制的に発生させます。 

50%：このボタンを押して、トリガ レベルをトリガ信
号振幅の垂直方向の中心点に設定します。 

 

 

クリア 

 

 

このボタンを押して画面上のすべての波形をクリアしま

す。本機が“RUN”状態にある場合には、新しい波形が表示

されます。 
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自動設定 

 

 

このボタンを押して波形自動設定機能を有効にします。

本機は最適な波形表示を実現するために、垂直軸スケー

ル、水平軸タイム ベースおよびトリガ モードを入力信

号に応じて自動的に調整します。さらに、クイック パラ

メータ機能も搭載されています（詳しくは、“AUTO（自

動設定）後のクイック測定”を参照してください）。 
 
注意：自動設定では、テスト中の信号周波数が 50 Hz以

上、デューティ サイクルが 1%以上、振幅が 20 mVpp

以上でなければなりません。パラメータがこれらの制限

を超える場合、このボタンを押すと“Auto failed”が表示さ

れ、クイック パラメータ測定メニューが表示されないこ

とがあります。 

 
 

動作/停止 

 

 

このボタンを押して本機の状態を“RUN”または“STOP”に

設定します。“RUN”状態では、ボタンは黄色に点灯し、

“STOP”状態では赤色に点灯します。 

 

 

単掃引 

 

 

このボタンを押してトリガ モードを“Single”に設定しま

す。シングル（単掃引）トリガ モードでは、本機はトリ

ガ条件が満たされるとトリガを発生して停止します。 
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マルチ ファンクション ツマミ 

 

 

 

このツマミを使用して、パラメータ値の調整、波形の輝度調節および希望メニュー

の選択を行なうことができます（操作中はバックライトが点灯します）。 

 パラメータ入力中に、ツマミを時計方向に回してパラメータを増加させ、反時

計方向に回して減少させます。 

 メニューが隠されているときは、ツマミを回して波形の輝度を調整します。調

整可能な範囲は 0～100%です。ツマミを時計方向に回して波形の輝度を上げ、

半時計方向に回して下げます。ツマミを押して波形の輝度を 50%にリセットし

ます。また、ユーザーは Display  WaveIntensityを押し、ツマミを回して、

波形の輝度を調整することもできます。 

 メニュー操作中は、メニュー項目を押してから、ツマミを回して、希望のサブ

メニューに切り換え、ツマミを押してそのサブメニューを選択します。また、

ツマミを使用して、パラメータを変更したり、ファイル名を入力することもで

きます。 

 

 

ナビゲーション ツマミ 

 

このツマミは、設定可能な範囲が比較的大きい数値パ

ラメータに対して、迅速な調整/配置機能を提供しま

す。ツマミを時計方向（反時計方向）に回して値を増

加（減少）させます。内側のツマミは、微調整に使用

し、外側のツマミは大まかな調整に使用します。外側

のツマミの回転の振れを大きくすると、数値の変化速

度が速くなります。例えば、このツマミを使用して、

波形再生状態で現在の波形フレーム (Current Frame)

を迅速に設定することができます。同様のメニューに

は、トリガ ホールドオフ、パルス幅設定、スロープ時

間などがあります。 
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デフォルト 

 

 

このボタンを押して、本機をデフォルト設定に戻します。 

 

 

印刷 

 

 

このボタンを押して、印刷機能を実行するか、USBストレ

ージ デバイスに画面を保存します。本機が現在、プリン

タに接続されており、プリンタがアイドル状態の場合、こ

のボタンを押して印刷機能を実行します。現在、プリンタ

ではなく USBストレージ デバイスが接続されている場

合、このボタンを押して画面を USBストレージ デバイス

に“.bmp”フォーマットで保存します。プリンタと USBスト

レージ デバイスが同時に接続されている場合、プリンタ

が優先されます。 

 

 

機能ボタン 

 

 

 

 Measure：このボタンを押して測定設定メニューに入り、測定に関連するパラ

メータを設定します。 

 Acquire：このボタンを押してサンプル設定メニューに入り、本機の収集モー

ド、メモリ長およびアンチエイリアシング機能を設定します。 

 Storage：このボタンを押して、ファイル保存およびリコール画面を開きます。

使用可能なファイル タイプには、トレース、波形、セットアップ、画像およ

び CSVなどがあります。本機は、内部/外部 ストレージおよびディスク管理を

サポートします。 

 Cursor：このボタンを押してカーソル測定メニューに入ります。本機には 3

つのカーソル モードがあります（マニュアル、トラックおよび自動）。 
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 Display：このボタンを押して表示設定メニューに入り、表示タイプ、持続時

間、波形輝度、グリッド タイプ、グリッド輝度およびメニュー表示時間を設

定します。 

 Utility：このボタンを押してシステム機能設定メニューに入り、I/O 設定、ブ

ザーおよび言語など、システムに関連する機能またはパラメータを設定します。

本機は、合格/不合格テストや印刷設定など、いくつかの高度機能もサポートし

ます。 

 Record：このボタンを押して波形記録メニューに入り、波形記録およびオー

プン（記録常時オン）モードを設定します。 

 Help：このボタンを押してヘルプ画面を開きます。詳しくは、“ヘルプ システ

ムの使用方法”を参照してください。 

 

 

記録機能 

 

 

 

 

再生/一時停止：停止または一時停止状態でこのボタンを押して、記録または一時

停止中の波形を再生し、再度押して再生を一時停止します。バックライトが黄色で

点灯します。 

停止：このボタンを押して、記録または再生モードにある波形を停止します。バッ

クライトがオレンジ色で点灯します。 

記録：このボタンを押して波形の記録を開始します。バックライトが赤色で点灯し

ます。さらに、オープン（記録常時オン）モードが有効なときにもバックライトが

点灯します。 

 

 

 

 

 

 

 

停止 再生/一時停止 記録 
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画面表示 

 

DS4000オシロスコープは、9インチ、WVGA (800×480) 、160,000 色 TFT LCD を

提供します。注目に値する点は、14グリッド超ワイド画面によって「長い」波形を

表示できることです。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

図1-12 画面表示 

 

 

 

 

 

 

 

12                       14                      16                        18 

13                        15               17            

1               3            5                    7                9          11 

2         4                6                        8             10    
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1. 測定メニュー 

12個の水平（HORIZONTAL）および 10個の垂直（VERTICAL）測定パラメ

ータを提供します。画面の左にあるボタンを押して、対応する測定項目を

起動します。 

 

2. チャンネル ラベル/波形 

異なるチャンネルが異なる色でマークされており、波形の色はチャンネル

の色に準じます。 

 

3. ステータス 

使用可能なステータスには、RUN、STOP、T’D（トリガされた）、WAITお

よび AUTOなどがあります。 

 

4. 水平軸タイムベース 

 画面上の水平軸でのグリッドあたりの時間を表します。 

 HORIZONTAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。

使用可能な範囲は 1.000 ns～50.00 sです。 

 

5. サンプル レート/メモリ長 

 本機の現在のサンプル レートとメモリ長を表示します。 

 HORIZONTAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。 

 

6. 波形メモリ 

画面に現在表示されている波形のメモリ位置の図を提供します。 

 

 

 

 

 

7. トリガ位置 

波形のトリガ位置を表示します。 

 

画面上の波形 
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8. トリガ位置 

HORIZONTAL  POSITIONを使用して、このパラメータを変更します。ツ

マミを押してパラメータを自動的に 0 に設定します。 

 

9. トリガ タイプ 

現在選択されているトリガのタイプとトリガ条件設定を表示します。異な

るトリガ タイプを選択すると、異なるラベルが表示されます。 

例えば、 は、“Edge（エッジ）”トリガにおける立ち上がりエッジでのト

リガを表します。 

 

10. トリガ 信号源 

現在選択されているトリガ 信号源（CH1～CH4、EXT、EXT/5または AC

ライン）を表示します。異なるトリガ 信号源を選択すると異なるラベルが

表示され、トリガ パラメータ エリアの色がそれに応じて変化します。 

例えば、 は、トリガ 信号源として CH1 が選択されていることを示しま

す。 

 

11. トリガ レベル 

  画面の右側にトリガ レベルのラベルがあり、トリガ レベル値が画

面の右上隅に表示されます。 

 TRIGGER  LEVELを使用してトリガ レベルを変更すると、トリガ 

レベル値が の上下とともに変化します。 

注意：ラント トリガおよびスロープ トリガでは、トリガ レベルのラベル

が 2つ（ と ）あります。詳しくは、5-14ページおよび5-19ページの“垂

直ウィンドウ”を参照してください。 

 

12. CH1 垂直軸スケール 

 CH1波形の垂直方向のグリッド毎の電圧値を表示します。 

 VIRTICAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。 

 現在のチャンネル設定に従って、以下のラベルが提供されます。入力

カップリング（ACカップリングにおける など）、帯域幅制限（帯域

幅制限が有効であるときの など）および入力インピーダンス（入力

インピーダンスが 50 Ωのときの など）。 
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13. CH2 垂直軸スケール 

 CH2波形の垂直方向グリッド毎の電圧値を表示します。 

 VIRTICAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。 

 現在のチャンネル設定に従って、以下のラベルが提供されます。入力

カップリング（ACカップリングにおける など）、帯域幅制限（帯域

幅制限が有効であるときの など）および入力インピーダンス（入力イ

ンピーダンスが 50 Ωのときの など）。 

 

14. CH3 垂直軸スケール 

 CH3波形の垂直方向のグリッド毎の電圧値を垂直に表示します。 

 VIRTICAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。 

 現在のチャンネル設定に従って、以下のラベルが提供されます。入力

カップリング（ACカップリングにおける など）、帯域幅制限（帯域

幅制限が有効であるときの など）および入力インピーダンス（入力イ

ンピーダンスが 50 Ωのときの など）。 

 

15. CH4 垂直軸スケール 

 CH4波形の垂直方向のグリッド毎の電圧値を表示します。 

 VIRTICAL  SCALEを使用して、このパラメータを変更します。 

 現在のチャンネル設定に従って、以下のラベルが提供されます。入力

カップリング（ACカップリングにおける など）、帯域幅制限（帯域幅

制限が有効であるときの など）および入力インピーダンス（入力イン

ピーダンスが 50 Ωのときの など）。 

 

16. メッセージ ボックス 

プロンプト メッセージを表示します。 

 



1  使用開始  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  1-25 

17. 通知エリア 

システム時刻、ブザーアイコンおよび USBストレージ デバイス アイコン

を表示します。 

 システム時刻：「hh:mm（時間：分）」のフォーマットで表示されます。

波形を印刷または保存するときは、この時刻メッセージが出力ファイ

ルに付きます。Utility  System  System Time を押して、以下

のフォーマットで時刻を設定します。 

yyyy -mm-dd       hh-mm-ss  

（年-月-日   時-分-秒） 

 ブザーアイコン：ブザーを有効にすると、 が表示されます。Utility  

Soundを押して、ブザーをオンまたはオフします。 

 USB ストレージ デバイス アイコン：本機が USB ストレージ デバイ

スを検出すると、 が表示されます。 

 

18. 操作メニュー 

いずれかのボタンを押して、対応するメニューを起動します。メニューに

次のシンボルが表示されることがあります。 

 

 フロントパネルにある を使用して、パラメータ項目を選択できる

ことを示します。パラメータ選択が有効なとき、 のバックライト

がオンになります。 

 を使用して、パラメータ値を変更できることを示します。パラメ

ータ入力が有効なとき、 のバックライトがオンになります。 

 ナビゲーション ツマミを使用して、パラメータをすばやく調整/配

置できることを示します。 

  を回転させてから押し、希望のパラメータを選択できることを

示します。 

 現在のメニューにいくつかのオプションがあることを示します。 

 現在のメニューに下位レベルのメニューがあることを示します。 

 このボタンを押して前のメニューに戻ります。 

  

注意：次の方向ボタンがメニューバーの下左横に表示されることがありま

す。 

 次ページのメニューを開くことができることを示します。 

 前ページのメニューを開くことができることを示します。 
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盗難防止鍵穴の使用方法 

  

必要な場合、盗難防止錠（ご自分でお買い求めください）を使用して、本機を固定

された場所にロックすることができます。方法は下図のように、鍵と鍵穴の向きを

合わせ、鍵穴に垂直に挿入します。時計方向に鍵を回して本機をロックし、鍵を引

き抜きます。 

          

図1-13 盗難防止錠の使用方法 

 

注意：本機の損傷を避けるため、盗難防止鍵穴には他のものを挿入しないでくださ

い。 

 

盗難防止鍵穴 
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ヘルプ システムの使用方法 

 

本機のヘルプ システムは、フロントパネルにあるすべての機能ボタン（メニュー

ボタンを含む）の使用方法を提供します。Help を押すとヘルプ画面が開き、再度

押すと画面が閉じます。ヘルプ画面は主として 2つの部分から成ります。左はヘル

プ オプションで、“Button（ボタン）”または“Index（インデックス）”モードを使

用して選択することができます。右はヘルプ表示エリアです。 

 

 

 

 

図1-14 ヘルプ情報 

 

Button（ボタン）: 

デフォルト モード。このモードでは、フロントパネルにあるボタン（電源ボタン 、

ツマミ およびメニュー ページ アップ/ダウン ボタン / を除く）を押して、

ヘルプ表示エリアにそのボタンの対応するヘルプ情報を直接得ることができます。 

を使用して“To Index”を選択し、ツマミを押して Index（インデックス）モード

に切り換えます。 

 

ヘルプのオプション    ヘルプ表示エリア 
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Index（インデックス）: 

このモードで、 を使用して、希望の項目（例えば、“Band Width（帯域幅）”）を

選択します。現在選択されている項目が茶色の影付きで表示されます。ツマミを押

してヘルプ表示エリアに対応するヘルプ情報を表示します。 

を使用して“To Button”を選択し、ツマミを押して Button（ボタン）モードに切り

換えます。 
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2  垂直システムの設定方法 
 

 

本章の内容： 

 

 チャンネルを有効にする方法 

 入力カップリング 

 帯域幅制限 

 プローブ 

 入力インピーダンス 

 波形反転 

 垂直スケール 

 垂直拡大 

 振幅の単位  

 チャンネル ラベル 

 遅延の校正 
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チャンネルを有効にする方法 

 

本機は、4個のアナログ入力チャンネル（CH1～CH4）を提供し、各チャンネルに対

して独立した垂直制御システムを提供します。4 チャンネルの垂直システム設定方

法はすべて同じです。本章では例として CH1を取り上げ、垂直システムの設定方法

を紹介します。 

 

  
 

CH1 の入力コネクタに信号を接続し、フロントパネルにある垂直制御エリア

（VERTICAL）の CH1 を押して CH1を有効にします。 

 

パネル： 

このボタンのバックライトがオンになります。対応する機能が有効化されている場

合、文字“AC”、“50”または“BW”も点灯します。“AC”、“50”または“BW”の設定状態は

チャンネルのオン/オフ状態に左右されません。 

 

画面： 

画面右側にチャンネル設定メニューが表示され、画面下部のチャンネル ラベル（下

図に示すとおり）が強調表示されます。チャンネル ラベルに表示される情報は、

現在のチャンネル設定に関するものです。 

 

 

チャンネルがオンになった後に、波形表示を観察および測定しやすいように、垂直

スケール、水平タイムベースおよびトリガ モードなどのパラメータを入力信号に

従って変更します。 

 

 

CH1 
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入力カップリング 

 

カップリング モードを設定して不要な信号をフィルタアウトします。例えば、被

試験信号が DCオフセットを含む方形波であるとします。 

 カップリング モードが“DC（直流）”であるとき、被試験信号の DC および AC

成分は両方ともチャンネルを通過することができます。 

 カップリング モードが“AC”であるとき、被試験信号の DC成分は遮断されます。 

 カップリング モードが“GND”であるとき、被試験信号の DC および AC 成分は

両方とも遮断されます。 

 

CH1  Coupling を押し、 を使用して、必要なカップリング モードを選択しま

す（デフォルトは DC です）。画面下部にあるチャンネル ラベルに現在のカップリ

ング モードが表示されます。“AC”を選択すると、フロントパネルにある CH1 の下

の文字“AC”が点灯します。Couplingを押して、カップリング モードを切り換える

こともできます。 
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帯域幅制限 

 

帯域幅制限を設定して表示ノイズを低減します。例えば、被試験信号が高周波発振

を含むパルスである場合です。 

 帯域幅制限が無効のときは、被試験信号の高周波成分がチャンネルを通過する

ことができます。 

 帯域幅制限を有効にし、帯域幅を 20、100または 200 MHzに制限すると、20、

100または 200 MHzを超える高周波成分は減衰されます。 

 

CH1  BW Limitを押し、 を使用して帯域幅制限を有効または無効にします（デ

フォルトは無効です）。帯域幅制限（20、100 または 200 MHz）を有効にすると、

画面下部にあるチャンネル ラベルに文字“B”が表示されます。BW Limitを押して、

帯域幅制限のオンとオフの間で切り換えることもできます。 
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プローブ 

 

本機は、ノーマル パッシブ プローブとアクティブ差動プローブをサポートし、現

在接続されているプローブの種類とプローブ比を自動的に識別することができま

す。CH1  Probeを押して、プローブ操作メニューを開きます。 

 

1. ProbeType（プローブのタイプ） 

“Nor-Probe”または“DiffProbe”のように、現在接続されているプローブのタイプ

を読み取ります。50 Ωの“DiffProbe”を使用すると、入力インピーダンスが“50 Ω”

に自動的に設定されます。 

 ノーマル プローブ：RIGOL RP3500など。 

 差動プローブ：RIGOL RP7150など。 

 

2. Ratio（減衰比） 

一部の“Nor-Probe”では、本機がプローブ比を自動的に識別することができます。

識別できない場合は、このボタンを押して、対応するプローブ比を選択します。

使用可能な値を下表に示します。 

 

表2-1 プローブ減衰係数 

メニュー 減衰係数 

0.01X 
0.02X 
0.05X 
0.1X 
0.2X 
0.5X 
 1X 
 2X 
 5X 
10X 
20 X 
50 X 
100 X 
200 X 
500 X 
1000 X 

  1:100 
 1:50 
 1:20 
 1:10 
1:5 
1:2 
1:1 
2:1 
5:1 
10:1 
20:1 
50:1 
100:1 
200:1 
500:1 
1000:1 

 

“DiffProbe”を接続すると、本機はそれを自動的に認識し、以下のメニューが追加さ

れます。 
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3. Front-End（フロントエンド） 

RP7150アクティブ プローブは、“Single-end”および“Difference”プローブ ヘッ

ドを提供します。このボタンを押して必要なプローブ ヘッドを選択します。 

 

4. Probe-Cal（プローブ校正） 

本機のチャンネル入力端子（CH1など）に差動プローブを正しく接続し、リア

パネルにある[Trig Out/Calibration]コネクタからの高速エッジ信号出力をプロ

ーブおよび CH2にそれぞれ接続します。この時点で、このボタンを押すと、本

機がプローブの校正を開始します。 

 

注意：プローブを CH1、CH3 または CH4 に接続する場合、高速エッジ信号は

CH2に接続する必要があります。プローブを CH2に接続する場合、高速エッジ

信号は CH1に接続する必要があります。 

 

5. Probe Info（プローブ情報） 

このボタンを押して、プローブに関する情報（製造メーカー、モデル、シリア

ル番号および最終校正日付など）を表示します。 

 

6. Bias Voltage（バイアス電圧） 

本機は、差動プローブにバイアス電圧を供給します。このバイアス電圧を使用

して、プローブ アンプの入力ダイナミック レンジを越える被試験信号を調整

して、被試験信号の完全性を確保します。このボタンを押し、ツマミを使用し

てバイアス電圧を調整します。範囲は-12～+12Vです。 
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入力インピーダンス 

 

本機と被試験回路間の相互作用によって生じる回路負荷を低減するために、本機は

1 MΩ（デフォルト）と 50 Ωの 2つの入力インピーダンス モードを提供します。 

 1 MΩ：この値では、本機の入力インピーダンスが非常に高く、被試験回路から

本機に流れる電流は無視できます。 

 50 Ω：出力インピーダンスが 50 Ωの装置に本機を適合させます。 

 

CH1  Inputを押して、本機の入力インピーダンスを設定します。“50 Ω”を選択

すると、画面下部にあるチャンネル ラベルに文字“Ω”が表示されます。 

 

プローブが自動的に識別された後、入力インピーダンスも自動的に識別されるため

手動で設定する必要はありません。 
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波形反転 

 

波形反転を有効にすると、波形表示が接地電位に対して 180度回転します。波形反

転を無効にすると、波形表示は通常になります。CH1  Invertを押して波形反転

を有効または無効にします。 

 

 

 

垂直スケール 

 

垂直スケールを“Coarse（荒い）”または“Fine（細かい）”モードに調整することがで

きます。 

 

CH1  Volts/Div を押して、必要なモードを選択します。VERTICAL  SCALE を

回して、垂直スケールを調整します（時計方向に回してスケールを減少させ、半時

計方向に回して増加させます）。 

 

画面下部にあるチャンネル ラベルのスケールに関する情報（ な

ど）は、調整中に状況に応じて変化します。垂直スケールの調整可能範囲は、1 mV/div

～5 V/divです。 

 

 Course（荒い調整）（例として時計方向回転を取り上げます）：垂直スケールを

1-2-5ステップつまり 1 mV/div、2 mV/div、5 mV/div、10 mV/div…5 V/divで設

定します。 

 Fine（細かい調整）：比較的細かい範囲内で垂直スケールをさらに調整して、垂

直分解能を向上させます。入力波形の振幅がフルスケールより少し大きく、そ

の次のスケールを使用すると振幅が少し小さくなる場合、微調整を使用して波

形表示の振幅を改善して信号の詳細部分を表示させることができます。 

注意：また、VERTICAL  SCALE を押して、“Coarse（荒い）”と“Fine（細かい）”

の間ですばやく切り換えることもできます。 
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垂直拡大 

 

VERTICAL  SCALE を使用して、アナログ チャンネルの垂直スケールを変更する

と、画面中心または信号の接地電位を基準として垂直方向に信号を拡大または縮小

することができます。 

 

Utility  System  VerticalExp を押して、“Center”または“Ground”を選択しま

す。デフォルトは“Ground”です。 

 Center（中心）：垂直スケールを変更すると、画面の中心を基準として波形が拡

大または縮小されます。 

 Ground（接地）:垂直スケールを変更すると、波形のグランド レベルが画面上

で同一点に留まり、この点を基準として波形が拡大または縮小されます。 

 

 

振幅の単位  

 

現在のチャンネルに対する振幅の表示単位を選択します。使用可能な単位は W、A、

V および U です。単位が変わると、チャンネル ラベルに表示される単位がそれに

応じて変わります。 

 

CH1  Unit を押して、必要な単位を選択します。デフォルトは Vです。 
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チャンネル ラベル 

 

画面の左側に表示されるアナログ チャンネル（CH1～CH4）のラベルを変更するこ

とができます。デフォルトはチャンネルの番号（ など）で、ラベルの長さは 4文

字を超えることはできません。 

 

下図に示すとおり、CH1 Label を押して、ラベル変更画面を開きます。 

 

 

 

 

 

例えば、“ ”を“ ”に変えます。 

 

Keyboard を押してキーボードエリアを選択します。 を使用して“Aa”を選択し、

を押して“aA”に切り換えます。 を使用して“C”を選択し、 を押して文字を入

力します。同じ方法で“hn1”を入力します。 

 

入力文字を変更または削除するには、Name を押して、名前入力エリアを選択し、

を使用して変更または削除する文字を選択します。必要な文字を入力するか、

Deleteを押して、選択された文字を削除します。 

 

入力が終わったら、OK を押して変更を終了すると、チャンネル ラベルが“ ”

に変化します。 

 

 

 

名前入力エリア         キーボード    大文字/小文字切り換え    
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遅延の校正 

 

実際の測定では、プローブやケーブルの伝送遅延によって誤差（ゼロ オフセット）

が大きくなる場合があります。本機では遅延時間を設定して、対応するチャンネル

のゼロ オフセットを校正することができます。下図に示すとおり、ゼロ オフセッ

トは、トリガ位置に対する波形とトリガ レベル線の交点のオフセットとして定義

されます。 

 

 

CH1  Delay-Cal を押し、 を使用して必要な遅延時間を選択します。使用可能

な範囲は-100～100 nsです。 
 

注意：このパラメータは現在設定されている水平タイム ベースに関するものです。

例えば、水平タイム ベースが5 μsの場合、遅延時間設定のステップは100 nsです。

水平タイム ベースが 1 μsの場合、遅延時間設定のステップは 20 nsです。水平タ

イム ベースが 500 nsの場合、遅延時間設定のステップは 10 nsです。 

 

トリガ位置    

トリガ レベル    

ゼロ オフセット       
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3  水平システムの設定方法 
 

 

本章の内容： 

 

 遅延掃引 

 タイム ベース モード 

 水平スケール  

 水平基準 
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遅延掃引  

 

遅延掃引を使用して、波形の長さを水平に拡大して波形の細部を表示することがで

きます。 

 
 

水平制御エリア（HORIZONTAL）の MENU を押し、 Delayed を押して、遅延掃

引を有効または無効にします。遅延掃引を有効にするには、現在のタイムベース モ

ードが “Y-T” で、“Pass/Fail test（合格/不合格テスト）”が無効でなければなりませ

ん。 

MENU 
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下図に示すとおり、遅延掃引モードでは画面は 2つの表示エリアに分割されます。 

 

 

 

 

 

 

拡大前の波形：  

画面上部の半透明の青色によって覆われていないエリアの波形は、拡大前の波形で

す。HORIZONTAL  POSITIONを回して、そのエリアを左右に移動するか、また

は HORIZONTAL  SCALEを回して、このエリアを拡大または縮小することができ

ます。 

 

拡大後の波形： 

画面下部の波形は水平に拡大された波形です。（上図に示すとおり）メイン タイム 

ベースに比較して、遅延タイムベースでは波形分解能が上がっています。 

 

注意：遅延タイムベースはメイン タイムベース以下でなければなりません。 

 

ヒント 

 

現在のチャンネルが CH1～CH4 であるとき、HORIZONTAL  SCALE を押して遅

延掃引モードに直接切り換えることもできます（遅延掃引ショートカット ボタン） 

 

 

 

拡大前の波形 

メイン タイム

ベース 

 

 

遅延掃引タイム 

ベース 

拡大後の波形 
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タイム ベース モード 

 

フロントパネルにある水平制御エリアの MENU を押してから、Time Base を押

し、本機のタイム ベース モードを選択します。デフォルトは Y-Tです。 

 

 

Y-T モード 

 

このモードはメイン タイム ベース モードで、CH1～CH4に適用できます。 

このモードでは、Y 軸が電圧、X 軸が時間を表します。このモードが有効であると

きにのみ、遅延掃引をオンにすることができます。 
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X-Y モード 

 

このモードでは、本機は 4 つすべてのチャンネル（CH1～CH4）を自動的にオンに

し、画面は 2 つの座標領域に分割されます。ここで、X1 と Y1 は CH1 と CH2 の電

圧を追跡し、X2と Y2は CH3と CH4の電圧を追跡します。 

周波数が同じ 2つの信号間の位相偏差はリサージュ法によって簡単に測定できます。

下図に、位相偏差の測定図（“Ellipse Method”とも呼ばれます）を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sin=A/Bまたは C/Dに従って（ここで、は 2チャンネル間の位相偏差角で、A、B、

Cおよび Dの定義は上図に示すとおりです）、次式の位相偏差角が得られます。 

 

=arcsin (A/B) または arcsin (C/D) 

 

楕円の主軸が第 I象限と第 III象限内にある場合、得られる位相偏差角は第 I象限と

第 IV象限内、つまり、(0～π/2)または(3π/2～2π）内になくてはなりません。楕円

の主軸が第 II象限と第 IV象限内にある場合、得られる位相偏差角は第 II象限と第

III象限内、つまり、(π/2～π)または(π～3π/2）の範囲内になければいけません。 

 

 

 

 

II  I 

III  IV 

A B 

C 

D 

信号は水平方向で中心に

なければなりません。 

III  IV 

II  I 

 



3  水平システムの設定方法  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  3-6 

X-Y モードを使用して、被試験信号が回路網を通過するときに発生する位相偏差を

測定することができます。本機を回路に接続して、回路の入力および出力信号をモ

ニタします。 

 

 

応用例： 2チャンネルの入力信号の位相偏差の測定 

 

方法 1：リサージュ法の使用 

 

1. 正弦波信号を CH1に接続し、周波数と振幅が同じであるが位相偏差が 90°の正

弦波信号を CH2に接続します。 

2. AUTO を押した後に、X-Yモードを有効にします。次に、XY1を押して、“On”

を選択します。 

3. CH1 および CH2 の VERTICAL  POSITION を回して、画面中央に信号を表示

させ、VERTICAL  SCALE を回して信号を観察しやすくします。この時点で、

下図に示すような円が表示されるはずです。 

 

 

 

4. 上図に示すとおり、軸と円の交点から座標の基点への距離はほぼ等しくなりま

す。従って、位相偏差角=arcsin1=90°です。 

 

注意： 

 Y-T モードでは、本機は（保証された範囲内で）任意のサンプルレートを使用

して波形をキャプチャすることができます。X-Yモードの最大サンプル レート

は 2.0 GSa/sです。一般的に、サンプル レートを適切に低減すると、リサージ

ュ図の表示効果が改善されます。 

 X-Yモードを有効にすると、遅延掃引が自動的に無効になります。 

 X-Yモードでは以下の機能は使用できません。 
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自動測定、カーソル測定、演算操作、基準波形、遅延掃引、ベクトル表示、

HORIZONTAL  POSITION、トリガ制御、メモリ長、収集モード、Pass/Fail

（合格/不合格）テストおよび波形記録 

 

 

方法 2:ショートカット測定機能の使用 

 

6-16ページにある“Delay and Phase”の“Phase A→B ”および“Phase A→B ”測定機

能を参照してください。 
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Roll（ロール）モード 

 

このモードでは、波形が右から左にスクロールして、表示を更新します。波形の水

平位置およびトリガ制御は使用できません。水平スケールの調整範囲は 200.0 ms

～50.00 sです。 

 

注意：Roll（ロール） モードを有効にすると、“遅延掃引”、 “プロトコル デコード”、

“合／否テスト”、“測定範囲”、“ 波形記録”、“持続時間の設定方法”および“トリガ方

法”は使用できません。 

 

低速掃引 

 

Roll（ロール）モードに似た別のモード。水平タイム ベースを 200 ms/div以下に

設定すると、本機は「低速掃引」モードに入ります。このモードでは、本機はトリ

ガ点の左でデータを最初に取得して、トリガ イベントを待ちます。トリガが発生

すると、本機はトリガ点の右で波形を終了させることを繰り返します。低速掃引モ

ードを使用して低周波数信号を観察するときは、チャンネルのカップリングを

“DC”に設定することをお勧めします 
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水平スケール  

 

水平スケールは“Vertical Scale（垂直スケール）”と同様で、“Coarse（荒い）”または

“Fine（細かい）”モードで調整できます。 

 

フロントパネルにある水平制御エリア（HORIZONTAL）の MENU  ScaleAdjust 

を押して、必要なモードを選択します。HORIZONTAL  SCALE を回して、 水平

スケールを調整します。時計方向に回して水平スケールを減少させ、半時計方向に

回して増加させます。 

 

調整中にそれに従って、画面左上隅にあるスケール情報（ など）が変

化します。水平スケールの調整範囲は 1.000 ns～50.00 sです。 

 

 Coarse （荒い）（例として時計方向回転を取り上げます）：1-2-5ステップ、つ

まり 1 ns、 2 ns、 5 ns…50 ns で水平スケールを設定します。 

 Fine（細かい）：狭い範囲内でさらに調整します。 
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水平基準  

 

水平基準は、HORIZONTAL  SCALE を調整するときに、それに従って、画面の波

形が水平に拡大または縮小される基準位置です。Y-T モード（この機能は X-Y モー

ドおよび Roll（ロール）モードでは使用できません）では、水平制御エリア

（HORIZONTAL）の MENU  HorRef を押して、必要な基準モードを選択します。

デフォルトは “Center”です。 

 

1． 画面の中心 

水平タイム ベースを変更するときは、波形は画面中心を基準として水平方向

に拡大または縮小されます。 

 

      

 

2． トリガ位置 

水平タイム ベースを変更すると、波形はトリガ点を基準として水平方向に拡

大または縮小されます。 

 

      
 

3． ユーザー定義によるもの 

水平タイム ベースを変更すると、波形はユーザー定義による基準点を基に水

平方向に拡大または縮小されます。水平方向では、画面は最大で700点（最も

左で350、最も右で-350）を表示することができます。例えば、基準位置を150

に設定します。 
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4  サンプル システムの設定方法  
 

 

本章の内容： 

 

 収集モード 

 サンプル モード 

 サンプル レート 

 メモリ長 

 アンチ エイリアシング   
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収集モード 

 

収集モードを使用して、サンプル ポイントから波形ポイントを生成する方法を制

御することができます。 

 

フロント パネルにある機能メニューの Acquire  Acquisitionを押し、 を使用

して、必要な収集モード（デフォルトはノーマルです）を選択してから、ツマミを

押してこのモードを選択します。Acquisition を押して、収集モードを切り換える

こともできます。 

 

 

 

Normal（ノーマル） 

 

このモードでは、本機は等しい時間間隔で信号をサンプルし、波形を再構築します。

大部分の波形で、このモードを使用して最良の表示効果が得られます。 

 

 

Average（平均） 

 

このモードでは、本機は複数のサンプルからの波形を平均して、入力信号のランダ

ムなノイズを低減し、垂直分解能を改善します。平均する回数が多いほど、ノイズ

は低減し、垂直分解能は高くなりますが、波形の変化に対する表示波形の応答は遅

くなります。 

 

使用可能な平均する回数の範囲は 2～8192 で、デフォルトは 2 です。“Average”モ

ードを選択して、Averagesを押し、 を使用して必要な平均される回数を 2のベ

キ乗から設定します。 

収集 
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平均前の波形： 

 

 

256回の平均後の波形： 
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Peak Detect（ピーク検出） 

 

このモードでは、本機はサンプル間隔内で信号の最大値および最小値を収集して、

消失する可能性のある信号の包絡線または狭いパルスを取得します。このモードで

は、信号の混乱が回避できますが、表示されるノイズが大きくなる可能性がありま

す。 

 

このモードでは、本機はパルス幅が少なくともサンプル周期と同じ幅のすべてのパ

ルスを表示することができます。 

 

 

High Res（高分解能） 

 

このモードは、一種のウルトラ サンプル技術を使用して、サンプル波形の近接点

を平均し、入力信号のランダム ノイズを低減して、画面に滑らかな波形を生成し

ます。このモードは、通常デジタル コンバータのサンプル レートが収集メモリの

保存レートより高いときに使われます。 

 

注意：“Average”および“High Res”モードは異なる平均方法を使用します。前者は

“Waveform Average（波形平均）”を使用し 、後者は“Dot Average（ドット平均）”

を使用します。 
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サンプル モード 

 

本機はリアルタイム サンプルのみをサポートします。このモードでは、本機はト

リガ イベントの内側で波形をサンプルして表示します。本機の最大リアルタイム 

サンプル レートは 4 GSa/sで、現在のサンプルレートが Sa Rate メニューの下に

表示されます。 

 

ヒント  

 

RUN/STOP を押してサンプルを停止すると、本機は最後の表示を保持します。こ

の時点でも、垂直制御および水平制御を使用して、波形を移動および拡大すること

ができます 
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サンプル レート 

 

サンプルは、本機が一定の時間間隔でアナログ信号をデジタル信号に変換し、順番

にデータを保存するプロセスを指します。サンプル レートは時間間隔の逆数です。 

t/Δ1Rate  Sample    

本機のサンプル レートは最大で 4 GSa/sです。サンプル レートは、画面上側にあ

るステータス バーおよび Sa Rate メニューに表示され、HORIZONTAL  SCALE 

を通して水平タイム ベース（s/div）を調整するか、またはメモリ長を変更するこ

とによって変化させることができます。 

 

サンプル レートが低すぎるときの波形に対する影響： 

 

1. 波形の歪：サンプル レートが低すぎると、波形細部の一部が消失し、表示さ

れる波形は実際の信号とかなり異なります。 

 

 

 

2. 波形不明瞭：サンプル レートが実際の信号周波数の 1/2（ナイキスト周波数）

より低いとき、サンプル データから再構築される波形の周波数は実際の信号

周波数より低くなります。最も一般的なエイリアシングは高速エッジでのジッ

タです。 
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3. 波形の漏れ：サンプル レートが低すぎると、サンプル データから再構築され

る波形は、実際の波形のすべての情報を反映しません。 

 

 

 

 

パルスの消失 
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メモリ長 

 

メモリ長は、本機が単一トリガ サンプルで保存できる波形ポイントの数を指し、

サンプル メモリの保存能力を反映します。本機は、最大 1億 4000万ポイントのメ

モリ長を提供します。 

T
トリガ点

プリサンプル ディレイド
サンプル

メモリ長

 

 

メモリ長、サンプル レートおよび波形長の関係は、次式を満たします。 

 

メモリ長 = サンプル レート（Sa/s）× 波形長（s/div × div） 

 

Acquire  Mem Depthを押し、 を使用して必要なメモリ長に切り換え（デフ

ォルトは Auto：自動です）、ツマミを押してオプションを選択します。Mem Depth

を続けて押して、メモリ長を切り換えることもできます。 

 

単一チャンネルが有効のとき、利用できるメモリ長には Auto、14kPoints、140kPoints、

1.4MPoints、14MPoints および 140MPoints があります。“Auto”モードでは、現在の

サンプル レートに従って、本機が自動的にメモリ長を選択します。 

 

2つのチャンネルが有効なときは（CH1と CH2または CH3と CH4）、利用できるメ

モリ長には Auto、7kPoints、70kPoints、700kPoints、7MPointsおよび 70MPointsが

あります。“Auto”モードでは、現在のサンプル レートに従って、本機が自動的にメ

モリ長を選択します。 
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アンチ エイリアシング  

 

掃引速度が遅いときは、サンプル レートが低減するため、専用表示アルゴリズム

を使用してエイリアシングの可能性を最小化します。 

 

Acquire  Anti_Aliasingを押して、アンチ エイリアシング機能を有効または無

効にします。デフォルトでは、アンチ エイリアシングは無効です。この機能を無

効にすると、表示される波形はエイリアシングの影響を受けやすくなります。 
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5  トリガ方法 
 

 

動作中、本機はトリガが安定しているかどうかにかかわらず、波形データを連続的

にサンプルしますが、トリガが安定しているときにのみ安定した表示が保証されま

す。トリガ回路によって、ユーザーが定義するトリガ条件から、それぞれの掃引ま

たはサンプルが始まることが保証されます。入力信号、つまり各掃引およびサンプ

ルは同期しており、収集される波形がオーバーラップして安定した波形が表示され

ます。 

 

トリガ設定は入力信号の特徴に基づいて決定する必要があります。従って、必要な

波形をすばやくキャプチャするために、被試験信号について一定の知識が必要です。

本機は、対象波形の詳細に的を絞るのに役立つ豊富な高性能トリガ機能を提供しま

す。 

 

本章の内容： 

 

 トリガ ソース  

 トリガ モード  

 トリガ カップリング  

 トリガ ホールドオフ  

 ノイズ除去  

 トリガのタイプ  

 トリガ出力コネクタ  
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トリガ ソース 

 

フロントパネルにあるトリガ制御エリア（TRIGGER）の MENU  Sourceを押し

て、必要なトリガ ソースを選択します。CH1～CH4からの信号入力、[EXT TRIG] コ

ネクタおよび ACラインは、すべてトリガ ソースとして使用することができます。 

 

 

 

アナログ チャンネル入力： 

アナログ チャンネル CH1～CH4からの信号入力は、すべてトリガ ソースとして使

用することができます。選択したチャンネルの表示が有効であるかどうかにかかわ

らず、トリガ信号として正常に機能することができます。 

 

外部トリガ入力： 

4チャンネルすべてがサンプリング データのときに、5番目のチャンネルとして外

部トリガ ソースを使用してトリガをかけることができます。トリガ信号（被測定

回路の外部クロック信号など）を[EXT TRIG]端子に入力し、トリガ ソースを EXT

または EXT/5にします。トリガ レベルの範囲内（-0.8～+0.8 V）でトリガ条件を設

定できます。 

 

AC ライン： 

トリガ信号は本機の AC 電源入力から得られます。この種の信号を使用して、信号

（照明機器など）と電源（電源装置）の関係を表示することができます。例えば、

電力関連の測定で主に使用される変電所の変圧器からの波形出力を安定的にトリ

ガするために使用されます。 

 

MENU

（ メ

ニ ュ

ー） 
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トリガ モード 

 

トリガ モードは、本機がトリガを検出する方法に影響を与えます。下に収集メモ

リの図を示します。下図に示すとおり、収集メモリでのトリガ イベントの位置は、

基準時間ポイントと遅延設定によって決定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プリ トリガ/遅延トリガ： 

トリガ イベント前/後でのデータ収集。トリガ位置は通常、画面の水平方向の中心

にあります。全画面表示では、7グリッドのプリ トリガおよび遅延トリガ情報がそ

れぞれ表示されます。HORIZONTAL  POSITION によって水平位置を調整して、

もっと多くのプリ トリガ情報を表示することができます。それによって、トリガ

前/後の信号情報（回路によって発生するグリッチのキャプチャやグリッチの原因を

見つけるためのプリ トリガ データの分析など）が得られます。 

 

トリガ制御エリア（TRIGGER）の MODE を押し、MENU  Sweepを押して、必

要なトリガ モードを選択します。現在選択中のモードに対応した文字がバックラ

イト点灯します。 

 

 

 

 

 

プリ トリガ バッファ ポスト トリガ バッファ 

トリガ イベント 

収集メモリ 

MODE

（ モ

ード） 

Auto（自動） 

Nomal（ノーマル） 

Single（単掃引） 
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Auto（自動）: 

トリガ条件が満たされているかどうかにかかわらず、常に波形が表示されます。信

号入力がないときは、水平線が表示されます。 

このモードでは、本機は最初にプリ トリガ バッファを満たすことによって動作し

ます。本機はプリ トリガ バッファが満杯になった後にトリガを探し始め、トリガ

を探している間、このバッファを通してデータを流し続けます。トリガを探してい

る間に、本機はプリ トリガ バッファをオーバーフローさせ、バッファに入れられ

た最初のデータは先に押し出されます（FIFO）。トリガを検出した場合、プリ トリ

ガ バッファには、トリガの直前に収集されたデータが入っています。トリガを検

出しなかった場合、本機は強制的にトリガをかけます。強制的なトリガが無効な場

合でも、本機は波形を表示しますが、波形は不安定です。強制トリガが有効な場合、

本機は安定した波形を表示します。 

このトリガ モードは、繰返しレートの低い信号および未知の信号レベルに適用で

きます。DC信号を表示するには、自動トリガ モードを使用しなければなりません。 
 

注意：水平タイム ベースが 50 ms/div以上に設定されているときは、このトリガ 

モードではトリガ信号が不要です。 

 

Normal（ノーマル）: 

トリガ条件が満たされたときに波形を表示します。トリガ条件が満たされない場合、

本機は元の波形を保持し、次のトリガを待ちます。 

このモードでは、本機はプリ トリガ バッファを最初に満たしてから、トリガを探

すと同時にデータを満たし続けます。トリガを探している間に、本機はプリ トリ

ガ バッファをオーバーフローさせ、バッファに入れられた最初のデータが先に押

し出されます（FIFO）。トリガを検出した場合、本機はポスト トリガ バッファを

満たし、収集メモリを表示します。 

繰返しレートの低い信号に対して、または自動トリガが不要なとき、ノーマル ト

リガ モードを使用します。 
 

注意：このモードでは、FORCE を押すと、トリガ信号を強制的に発生させること

ができます。 

 

Single（単掃引）: 

このモードを選択すると、SINGLE のバックライトが点灯します。本機は、トリガ

を待って、トリガ条件が満たされると波形を表示し、停止します。 
 

注意：このモードでは、FORCE を押すと、トリガ信号を強制的に発生させること

ができます。 
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トリガ カップリング 

 

トリガ カップリングによって、トリガ回路に伝達される成分の種類が決まります。

“入力カップリング”とは区別してください。 

 DC：DCおよびAC成分がトリガ パスに入ることを可能にします。 

 AC：すべてのDC成分を遮断し、周波数が8 Hz未満の信号を減衰させます。 

 LF reject： DC成分をブロックし、低周波成分（5kHz未満）を遮断します。 

 HF reject：高周波成分（50kHz以上）を遮断します。 

 

フロントパネルにあるトリガ制御エリア（TRIGGER）のMENU  Setting  

Coupling を押して、必要なカップリングのタイプを選択します（デフォルトはDC

です）。 
 

注意：トリガ カップリングはビデオ トリガでは無効です。 
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トリガ ホールドオフ 

 

トリガ ホールドオフを使用して複雑な波形（連続パルスなど）の表示を安定化し

ます。ホールドオフ時間は、本機がトリガ回路の再起動前に待つ時間の長さです。

本機は、ホールドオフ時間の有効期限が切れるまでトリガしません。 

 
 

 
 
 

フロントパネルにあるトリガ制御エリアの MENU  Setting  Holdoffを押し、

を使用して波形が安定的にトリガするまでホールドオフ時間を変更します（デフ

ォルトは 100nsです）。調整可能なホールドオフ時間の範囲は 100 ns～10 sです。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホールドオフ時間 

トリガ位置 
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ノイズ除去 

 

ノイズ除去は、トリガ回路のヒステリシスを大きくします。ノイズ除去によって、

ノイズによるトリガの可能性が低下しますが、トリガ感度も低下します。このため、

本機をトリガするのにより大きな振幅の波形が必要になります。 

 

フロント パネルのトリガ制御エリアにあるMENU  Setting  Noise Rejectを

押して、ノイズ除去を有効または無効にします。 
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トリガのタイプ 

 

本機は、各種のシリアル バス トリガなど、多様なトリガ機能を提供します。 

 

 エッジ トリガ 

 パルス トリガ 

 ラント トリガ  

 Nthエッジ トリガ 

 スロープ トリガ 

 ビデオ トリガ 

 パターン トリガ 

 RS232 トリガ 

 I2C トリガ 

 SPI トリガ 

 CAN トリガ 

 FlexRay トリガ 

 USB トリガ 
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エッジ トリガ 

 

入力信号の指定されたエッジのスレッショルド レベルでトリガします。 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して、“Edge”を選択します。この時点で、下図に示すとおりのトリガ設

定情報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4、EXT、EXT/5または ACライン

を選択します。現在のトリガ ソースが画面右上隅に表示されます。 
 
注意：トリガ ソースとして信号入力が存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

エッジのタイプ：  

Slopeを押して、本機がトリガする入力信号のエッジの種類を選択します。現在の

エッジのタイプが画面右上隅に表示されます。 

  : 電圧レベルがプリセットされた Trigger Level（トリガ レベル）を満たす

とき、入力信号の立ち上がりエッジでトリガします。 

  : 電圧レベルがプリセットされた Trigger Level（トリガ レベル）を満たす

とき、入力信号の立ち下がりエッジでトリガします。 

  : 電圧レベルがプリセットされた Trigger Level（トリガ レベル）を満

たすとき、入力信号の立ち上がりおよび立ち下がりエッジでトリガします。 

 
トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 
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トリガ レベル：  

TRIGGER  LEVELを使用して、レベルを変更します。画面にオレンジ色のトリガ 

レベル線とトリガ マーク“ ”が表示され、ツマミを回すと上下に移動します。同

時に、画面左下隅にあるトリガ レベル値（ など）がそれに従って

変化します。ツマミを回すのをやめると、約 2秒でトリガ レベル線とトリガ マー

クが消えます。 
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パルス トリガ 

 

指定された時間幅の正または負パルスでのトリガします。 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“Pulse”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情

報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Source を押して、トリガ ソースとして CH1～CH4 または EXT を選択します。現

在のトリガ ソースが画面右上隅に表示されます。 
 
注意：トリガ ソースとして信号入力の存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

パルス条件：  

Whenを押して、必要なパルス条件を選択します。 

  : 入力信号の正パルスの幅が指定されたパルス幅設定よりも大きいと

きにトリガします。 

  : 入力信号の正パルスの幅が指定されたパルス幅設定よりも小さいとき

にトリガします。 

  : 入力信号の正パルスの幅が指定されたパルス幅の下限より大きく、パ

ルス幅の上限より小さいときにトリガします。 

  : 入力信号の負パルスの幅が指定されたパルス幅設定よりも大きいと

きにトリガします。 

  : 入力信号の負パルスの幅が指定されたパルス幅設定よりも小さいとき

にトリガします。 

  : 入力信号の負パルスの幅が指定されたパルス幅の下限より大きく、パ

ルス幅の上限より小さいときにトリガします。 
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パルス幅設定：  

下図に示すとおり、本機では、正パルス幅はトリガ レベルと正パルスの 2 交点の

間の時間差として定義されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 パルス条件が 、 、 または に設定されているとき、

Settingを押し、 を使用して必要な値を入力します。使用可能な範囲は 4 ns

～4 sです。 

 パルス条件が または に設定されているときは、Upper Limit と

Lower Limitを押し、 を使用して、必要な値をそれぞれ入力します。上限の

範囲は 12 ns～4 sです。下限の範囲は 4 ns～3.99 sです。パルス幅の下限は上

限より低い必要があります。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

トリガ レベル 

正 

パルス幅 

A B 
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ラント トリガ 

 

下図に示すとおり、ラント トリガを使用して、1つのトリガ レベルでは検出され、

もう 1つのトリガ レベルでは検出されないパルスでトリガをかけます。 

  

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“Runt”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情

報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 
 
注意：トリガ ソースとして信号入力の存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

パルス極性： 

Polarityを押してラント パルスのパルス極性を選択します。 

 ：正極性。本機は正のラント パルスでトリガします。 

 ：負極性。本機は負のラント パルスでトリガします。 

 

Qualifier（クオリファイア）: 

Qualifierを押して、ラント トリガのトリガ条件を設定します。 

 None：ラント トリガのトリガ条件を設定しません。 

 >： Lower Limitを押して、ラント パルスの最小パルス幅を設定します。使

用可能な範囲は 4 ns～4 sです。 

 <：Upper Limitを押して、ラント トリガの最大パルス幅を設定します。使用

可能な範囲は 4 ns～4 sです。 

 <>：Upper Limitを押して、ラント トリガの最大パルス幅を設定します。範

囲は 12 ns～ 4 sです。Lower Limitを押して、ラント トリガの最小パルス幅
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を設定します。範囲は 4 ns～ 3.99 sです。 

 

垂直ウィンドウ: 

Vertical を押して、必要な垂直ウィンドウのタイプを選択します。“Runt trigger”

メニューにおいては、トリガ レベル ツマミを押して異なる垂直ウィンドウのタイ

プを切り替えることができます。 

設定するトリガ レベルの境界を選択し、Trigger  LEVELを使用してトリガ レベ

ルを調整することができます。調整中は、2つのオレンジ色のトリガ レベル線とト

リガ ラベル（ と ）が画面に表示され、ツマミを回すと上下に移動します。同

時に、現在のトリガ レベル値が画面の左下隅に表示されます。トリガ レベル ラ

インとトリガ レベル値情報は 2秒間ツマミを回さないと表示が消えます。 

 

      
 

異なる垂直ウィンドウを選択すると、トリガ レベルの調整モードは変化します。 

  : トリガ レベルの上限のみを調整します。調整中は、“Up Level”が操

作に応じて変化し、“Low Level”は変化しません。 

  : トリガ レベルの下限のみを調整します。調整中は、“Low Level”が操

作に応じて変化し、“Up Level”は変化しません。 

  : トリガ レベルの上限と下限を同時に調整します。調整中は、“Up 

Level”と“Low Level”が操作に応じて変化します。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 
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Nth エッジ トリガ 

 

下図に示すとおり、指定されたアイドル時間後に現れる n番目のエッジでトリガし

ます。 

 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“Nth Edge”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設

定情報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 
 
注意：トリガ ソースとして信号入力の存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

エッジのタイプ：  

Slopeを押して、入力信号がトリガするエッジを選択します。 

  : 電圧レベルが指定されたトリガ レベルを満たすときに、入力信号の立

ち上がりエッジでトリガします。 

  : 電圧レベルが指定されたトリガ レベルを満たすとき、入力信号の立ち

下がりエッジでトリガします。 

 

アイドル時間： 

Idleを押して、N番目エッジ トリガにおけるエッジ カウント開始前のアイドル時

間を設定します。使用可能な範囲は 40 ns～1 sです。 
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エッジ数： 

Edgeを押して、N番目エッジ トリガの Nの値を設定します。Nの範囲は 1～65535

です。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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スロープ トリガ 

 

指定された時間の正または負スロープでトリガします。 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“Slope”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情

報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択：  

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 
 

注意：トリガ ソースとして信号入力の存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

スロープの条件： 

Whenを押して、必要なスロープの条件を選択します。 

 ：入力信号の正スロープ時間が指定された時間設定よりも大きいときに

トリガします。 

 ：入力信号の正スロープ時間が指定された時間設定よりも小さいときに

トリガします。 

 ：入力信号の正スロープ時間が指定された時間の下限より大きく、上限

より小さいときにトリガします。 

 ：入力信号の負スロープ時間が指定された時間設定よりも大きいときに

トリガします。 

 ：入力信号の負スロープ時間が指定された時間設定よりも小さいときに

トリガします。 

 ：入力信号の正スロープ時間が指定された時間の下限より大きく、上限

より小さいときにトリガします。 
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時間設定： 

下図に示すとおり、本機では、正スロープ時間はトリガ レベル ライン Aおよび B

と正エッジの 2つの交点間の時間差として定義されます。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 スロープ条件が 、 、 または に設定されているとき

は、Timeを押し、 を使用して必要な値を入力します。使用可能な範囲は 10 

ns～1 sです。 

 スロープ条件が または に設定されているとき、Upper Limitと

Lower Limitを押し、 を使用して必要な値をそれぞれ入力します。時間の上

限の範囲は 20 ns～1 sです。時間の下限の範囲は 10 ns～999 msです。時間の

下限は上限より低い必要があります。 

 

 

トリガ レベルの上限（Up Level） 

 

トリガ レベルの下限（Low Level） 

 

 

A 

 

B 

正 

スロープ時間 
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垂直ウィンドウ： 

Verticalを押して、必要な垂直ウィンドウのタイプを選択します。“Slope”トリガ メ

ニューでは、トリガ レベル ツマミを押して、垂直ウィンドウを切り換えることも

できます。 

トリガ レベルの境界を選択し、TRIGGER  LEVELを使用してトリガ レベルを調

整します。調整中は、2 本のオレンジ色のトリガ レベル線と 2 つのトリガ ラベル

（ と ）が画面に表示され、ツマミを回すと上下に移動します。同時に、トリガ 

レベル値とスリューレート値が画面左下隅に表示されます。ツマミを回すのをやめ

ると、約 2秒でトリガ レベル ラインとトリガ レベル情報が消えます。 

 

      
 

以下のように異なる垂直ウィンドウを選択すると、トリガ レベルの調整モードは

変化します。 

 ：トリガ レベルの上限のみを調整します。調整中は“UP Level”と“Slew 

Rate”が調整に応じて変化しますが、“Low Level”は変化しません。 

 ：トリガ レベルの下限のみを調整します。調整中は“Low Level”と“Slew 

Rate”が調整に応じて変化しますが、“Up Level”は変化しません。 

 ：トリガ レベルの上限と下限を同時に調整します。調整中は“UP Level”

と“Low Level”が調整に応じて変化しますが、“Slew Rate”は変化しません。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 
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ビデオ トリガ 

 

NTSC、PAL、SECAM、HDTV の標準ビデオ信号のフィールドまたはラインでトリガ

します。 

 

トリガのタイプ： 

Type を押して“Video”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情

報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択：  

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 
 
注意：トリガ ソースとして信号入力の存在するチャンネルを選択して安定したト

リガを確保します。 

 

ビデオの極性：  

Polarityを押して、必要なビデオ極性を選択します。使用可能な極性は、通常極性

（ ）と逆極性（ ）です。 

 

Sync（同期）: 

Syncを押して必要な同期タイプを選択します。 

 All Lines（全ライン）：すべての水平同期パルスでトリガします。 

 Line Num（ライン番号）：NTSCおよび PAL/SECAMビデオ規格では、奇数また

は偶数フィールドにおける指定されたラインでトリガします。HDTV ビデオ規

格では、指定されたラインでトリガします。この同期トリガ モードを使用す

ると、Line Numメニューの を使用してライン番号を 1ステップ刻みで変更

することができます。ライン番号の範囲は、1～525 (NTSC)、1～625 

(PAL/SECAM)、1～525 (480P)、1～625 (576P)、1～750 (720P)、1～1125 (1080P)

または 1～1125 (1080I)です。 

 Odd field（奇数フィールド）：奇数フィールドにおける最初のランプ波形パル

スの立ち上がりエッジでトリガします。 

 Even field（偶数フィールド）：偶数フィールドにおける最初のランプ波形パル

スの立ち上がりエッジでトリガします。 
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ビデオ規格： 

Standardを押して必要なビデオ規格を選択します。 

 NTSC:フィールド周波数は 60 フィールド/秒でフレーム周波数は 30 フレーム/

秒です。TV の走査線は 525 です。偶数フィールドが先に掃引され、奇数フィ

ールドが続いて掃引されます。 

 PAL:フレーム周波数は 25 フレーム/秒です。TV の走査線は 625 です。偶数フ

ィールドが先に掃引され、奇数フィールドが続いて掃引されます。 

 SECAM:フレーム周波数は 25 フレーム/秒です。走査線は 625 でインターレー

ス掃引です。 

 HDTV:HDTVは、480P、576P、720P、1080Pおよび 1080Iの表示フォーマット

から成ります。指定されているビデオ規格を以下に示します。 

       

480P フレーム周波数は 60フレーム/秒です。TV走査線は 525で

す。逐次掃引。ライン周波数は 31.5 kHzです。 

576P フレーム周波数は 60フレーム/秒です。TV走査線は 625で

す。逐次掃引。 

720P フレーム周波数は 60フレーム/秒です。TV走査線は 750で

す。逐次掃引。ライン周波数は 45 kHzです。 

1080P フレーム周波数は 60 フレーム/秒です。TV 走査線は 1125

です。逐次掃引。 

1080I フィールド周波数は 50～60 フィールド/秒です。フレーム

周波数は 25～30フレーム/秒です。TV走査線は 1125です。

インターレース掃引。ライン周波数は 15.25 kHzです。 

 
 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ ホール

ドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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パターン トリガ 

 

指定されたパターンを探すことによってトリガ条件を識別します。このパターンは

チャンネルの論理“AND”の組み合わせです。各チャンネルには高 (H)、低 (L)または

いずれでもよい (X)の値があります。パターンに含まれる1つのチャンネルに対して

立ち上がりまたは立下りエッジを指定することができます。エッジを指定すると、

本機は、他のチャンネルに対して設定されたパターンが真（HまたはL）の場合、指

定されたエッジでトリガします。エッジを指定しない場合、本機はパターンを真に

する最後のエッジでトリガします。パターンにおけるすべてのチャンネルが“いずれ

でもよい(X)”に設定されている場合、本機はトリガしません。 

 

トリガのタイプ： 

Type を押して“Pattern”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定

情報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

チャンネル選択： 

Sourceを押して、H、L、Xまたはエッジ条件に対するトリガ ソースとして、CH1

～CH4 または EXT を選択します。現在のトリガ ソースが画面右上隅に表示されま

す。 

 

パターン設定： 

Codeを押して、現在のチャンネルのパターン コードを設定します。この時点で、

（下図に示すとおりの）パターン設定エリアが画面下部に表示されます。 

 

  
 

 ：選択されたチャンネルのパターンを“H”に設定します。つまり、電圧レベル

はチャンネルのスレッショルド レベルより高くなります。 

 ：選択されたチャンネルを“L”に設定します。つまり、電圧レベルはチャンネ

ルのスレッショルド レベルより低くなります。 

 ：選択されたチャンネルのパターンを“いずれでもよい”に設定します。つま

り、このチャンネルがパターンの一部として使用されます。パターンにおける

すべてのチャンネルが“いずれでもよい”に設定されているとき、本機はトリガ

しません。 

  または ：パターンを選択されたチャンネルの立ち上がりまたは立ち 

下がりエッジに設定します。 
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注意：パターンでは 1つの立ち上がりまたは立ち下がりエッジしか指定できません。

パターンで、現在 1つのエッジ項目を定義しており、別のチャンネルで別のエッジ

項目を定義する場合、前者の定義したエッジ項目は Xで置き換えられます。 

 

 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。各チャンネルのトリガ レベルをそれぞれ

設定する必要があります。 
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RS232 トリガ 

 

開始フレーム、エラー フレーム、チェック エラーまたはデータによりトリガしま

す。下図は、RS232プロトコルの説明図です。 

 

 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“RS232”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情

報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 

 

トリガ条件： 

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 Start：開始フレーム位置でトリガします。 

 Error：エラー フレームが検出されたときにトリガします。このトリガ条件を

選択した後に以下の操作を行います。 

--Stop Bitを押して、“1 bit”または“2 bit”を選択します。 

--Even-OddCheck を押して“None”、“Odd Checkout”または“Even Checkout”

を選択します。 

本機はプリセットされたパラメータに従ってエラー フレームを決定します。 

 Check Error：チェック エラーが検出されたときにトリガします。このトリガ

条件を選択した場合は、Even-OddCheck を押して“Odd Checkout”または

“Even Checkout”を選択します。本機はプリセットされたパラメータに従ってチ

ェック エラーを決定します。 

 Data：プリセットされたデータ ビットおよび偶数－奇数チェック ビットの最

後のビットでトリガします。このトリガ条件を選択したとき以下の操作を行い
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ます。 

--Data Bitsを押して、“5 bit”、“6 bit”、“7 bit”または“8 bit”を選択します。 

--Dataを押して、Data Bits での設定に従ってデータ値を入力します。上限は

それぞれ、31、63、127および 255です。 

 

ボーレート： 

データ伝送のボーレートを設定します（クロック周波数の指定と同じです）。Baud

を押して必要なボーレートを 2400 bps、4800 bps、9600 bps（デフォルト）、19200 

bps、38400 bps、57600 bps、115200 bpsおよびユーザー定義のボーレートに設定

します。“User”を選択したときは、Setupを押し、 を使用して、1 bpsステップ

で調整可能な 1～900000という詳細な値を設定します。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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I2C トリガ 

 

開始条件、再開、停止、確認応答の欠落または特定のデバイス アドレスおよびデ

ータ値でのリード/ライト フレームでトリガします。I2C トリガでは、SCL および

SDAデータ ソースを指定する必要があります。下図に、I2Cバスの完全なデータ伝

送を示します。 

 

 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“I2C”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情報

が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択：  

SCLおよびSDAを押して、SCLおよびSDAのデータ ソースをそれぞれ指定します。

トリガ ソースとして CH1～CH4を選択できます。現在のトリガ ソースが画面右上

隅に表示されます。 

 

トリガ条件： 

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 Start：SCLが Highの間に、SDAデータが Highから Lowに変化するときにトリ

ガします。 

 Restart：ストップ条件の発生前に別のスタート条件が発生するときにトリガし

ます。 

 Stop：SCLが Highの間に、SDAデータが Lowから Highに変化するときにトリ
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ガします。 

 Missing ACK：SCLのクロック位置の確認中に SDAデータが Highのときにトリ

ガします。 

 Address：プリセットされたアドレスの後のデータ（SDA）のバイトに対応する

クロック（SCL）エッジでトリガします（Write、Readまたは R/W方向）。この

トリガ条件を選択後に以下の操作を行います。 

--AddrBitsを押して“7 bit”または“10 bit”を選択します。 

--Address を押して、AddrBits に従ってアドレス値を設定します。範囲はそ

れぞれ 0 ～127および 0～1023です。 

--Directionを押して、“Read”、“Write”または“R/W”を選択します。 

 Data：トリガは、読み取りビットおよび確認応答ビットの前にあるデータ ラ

イン（SDA）上の制御バイト値を探し、次に、指定されたデータ値およびクオ

リファイアを探します。このイベントが発生すると、本機は、データ バイト

の後方の確認応答ビットのクロック エッジでトリガします。このトリガ条件

を選択した後に以下の操作を行います。 

--Byte Lengthを押して、データ長を設定します。データ長の範囲は 1 から 5

です。 

--CurrentBitを押して、必要なデータ ビットを選択します。その範囲は 0～（バ

イト長×8-1）です。 

--Dataを押して、現在のデータ ビットのデータ パターンを X、Hまたは Lに

設定します。 

--AllBitsを押して、すべてのデータ ビットのデータ パターンを Dataにおい

て指定されたデータ パターンに設定します。 

 A&D：“Address”および“Data”条件が同時に満たされるときにトリガ。このトリ

ガ条件を選択後に以下の操作を行います。 

--AddrBitsを押して“7 bit”または“10 bit”を選択します。 

--Address を押して、AddrBits に従ってアドレス値を設定します。範囲はそ

れぞれ 0 ～127および 0～1023です。 

--Byte Lengthを押して、データ長を設定します。データ長の範囲は 1 to 5で

す。 

--CurrentBitを押して、必要なデータ ビットを選択します。その範囲は 0～（バ

イト長×8-1）です。 

--Dataを押して、現在のデータ ビットのデータ パターンを X、Hまたは Lに

設定します。 

--AllBitsを押して、すべてのデータ ビットのデータ パターンを Dataにおい

て指定されたデータ パターンに設定します。 

--Directionを押して、“Read”、“Write”または“R/W”を選択します。 
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トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用して、SCL または SDA チャンネルのトリガ レベルを変

更します。詳しくは、ページ 5-10の“トリガ レベル”の説明を参照してください。 
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SPI トリガ 

 

指定されたエッジでのデータ パターンでトリガします。SPIトリガを使用するとき

は、SCL、SDA および CS データ ソースを指定する必要があります。以下に、SPI

バス データ伝送のシーケンス図を示します。 

 

 

 

トリガのタイプ： 

Type を押して“SPI”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情報

が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

SCL、SDAおよび CSを押して、SCL、SDAおよび CSのデータ ソースをそれぞれ

指定します。トリガ ソースとして CH1～CH4を選択できます。現在のトリガ ソー

スが画面右上隅に表示されます。 
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トリガ条件：  

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 CS：CSチャンネルが“High”または“Low”のときにトリガ。このトリガ条件を選

択するときは、 Modeを押して“High”または“Low”を選択します。CSはこの条

件が選択されたときにのみ有効です。 

 TimeOut：本機が、それによってトリガするデータ（SDA）を探し始める前に、

クロック信号（SCL）がアイドルでなければならない最小時間を設定します。

このトリガ条件を選択した後、TimeOut を押して、タイムアウト値を設定し

ます。その範囲は 100 ns～1 sです。この時点で、CSは無効です（表示されま

せん）。 

 

データ ライン設定： 

本機は、データ チャンネル（SDA）が指定されたビットおよび長さでデータを伝送

した後にトリガします。 

 Data Bitsを押して、4～32の任意整数を選択します。 

 CurrentBitを押して、現在のビットのデータを入力します。範囲は 0～（Data 

Bitsで指定された値 -1)です。 

 Dataを押して、現在のビットの値を H、Lまたは Xに設定します。 

 AllBitsを押して、すべてのビットをDataで指定される値に即座に設定します。 

 

クロック エッジ： 

Clock Edgeを押して必要なクロック エッジを選択します。 

 ：クロックの立ち上がりエッジで SDAデータをサンプルします。 

 ：クロックの立ち下がりエッジで SDAデータをサンプルします。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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CAN トリガ 

 

データ フレームの指定されたフレーム タイプでトリガします。CANトリガを使用

するときは、信号ソース、信号レートおよび CAN信号のトリガ信号タイプを指定す

る必要があります。下図に、CAN バス データの標準および拡張フォーマットを示

します。 

 

 

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“CAN”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情報

が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在のトリガ ソ

ースが画面右上隅に表示されます。 

 

信号タイプ： 

Signal Typeを押して必要な信号のタイプを選択します。 
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 Rx：CAN信号ラインでの信号受信 

 Tx：CAN信号ラインでの信号送信 

 CAN_H：実際の CAN_Hバス信号 

 CAN_L：実際の CAN_Lバス信号 

 Differential：差動プローブを介してアナログ チャンネルに接続された CAN 差

動バス信号。 

 

トリガ条件： 

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 SOF：データ フレームのスタート フレームでトリガします。 

 EOF：データ フレームのエンド フレームでトリガします。 

 Frame Type：このタイプを選択した後、Frame Type を押して、“Data”、

“Remote”、“Error”または“OverLoad”でのトリガを選択します。“Data”または

“Remote”が選択されているときは以下のパラメータを設定します。 

“Data” トリガ： 

--ID Setupを押して、“Specific ID”または“Random ID”を選択します。“Specific 

ID”が選択されているときは、ID Formatを押して、“Standard”または“Expand”

を選択します。ID Dataを押し、 を使用して、必要な値を入力します。範囲

は 0～2047（標準 ID フォーマット）または 0～536870911（拡張 ID フォーマ

ット）です。 

--Byte Lengthを押し、 を使用して必要な値を入力します。範囲は 1～8で

す。 

--CurrentBitを押して、必要なデータ ビットを選択します。範囲は 0～(“Data 

Bits”×8-1)です。 

--Data を押して現在のビットのデータ パターンを X、H または L に設定しま

す。 

AllBitsを押して、すべてのデータ ビットのデータ パターンを Dataで指定さ

れたデータ パターンに設定します。 

 

“Remote” トリガ： 

--ID Setupを押して、“Specific ID”または“Random ID”を選択します。“Specific 

ID”が選択されているときは、ID Formatを押して、“Standard”または“Expand”

を選択します。ID Dataを押し、 を使用して、必要な値を入力します。範囲

は 0～2047（標準 ID フォーマット）または 0～536870911（拡張 ID フォーマ

ット）です。 

 Frame Error：このタイプを選択した後、Error Typeを押し“Bit Fill”、“Answer 

Error”、“Check Error”、“Format Error”または“Random Error”でのトリガを選択
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します。 

 

Baud： 

Baudを押して、CANのボーレートを CAN バス信号に適合するように設定します。

使用可能な値は 10 kb/s（デフォルト）、20 kb/s、33.3 kb/s、50 kb/s、62.5 kb/s、

83.3 kb/s、100 kb/s、125 kb/s、250 kb/s、500 kb/s、800 kb/s、1 Mb/sまたは User

です。“User”を選択した後、Userを押し、 を使用して、1 kb/s～10.0 Mb/sの範

囲内の必要なレートを入力します。 

 

 

サンプル点： 

サンプル点はビットの時間内の点です。本機はこの点でビット レベルをサンプル

します。「サンプル点」は、「ビットの時間」における「ビットの時間の開始からサ

ンプル点時間までの時間」の割合によって表されます。 

SamplePoint を押し、 を使用してパラメータを 1%ステップで変更します。範

囲は 5～95%です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 

 

1ビット 

60% 

70% 

80% 
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FlexRay トリガ 

 

指定されたフレーム、シンボル、エラーまたはFlexRayバスのTSS（伝送開始シーケ

ンス）でトリガします。FlexRayは3個の連続セグメント（つまり、パケット ヘッダ、

ペイロードおよびパケット エンド）で構成された一種の差動シリアル バスです。

そのデータ伝送レートは最大10 Mbpsです。各フレームは、静的および動的セグメ

ントならびにバス アイドル時間でのエンド部分から成ります。物理バスは非シー

ルドツイスト ペア ケーブルを採用していますが、シールド式ツイスト ペア ケー

ブルを使用してEMC性能を向上させることができます。下図に、FlaxRayプロトコル

のフレーム フォーマットを示します。 

 

 

 

 

トリガのタイプ： 

Type を押して“FlexRay”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定

情報が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

Sourceを押して、トリガ ソースとして CH1～CH4を選択します。現在の信号ソー

スが画面右上隅に表示されます。 

 

Baud： 

Baudを押して、信号レートを“2.5Mb/s”、“5Mb/s”または“10Mb/s”に設定します。 
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トリガ条件： 

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 Frame：FlexRayバスのフレームでトリガします。 

 Symbol：FlexRayバスの CID（Channel Idle Delimiter、チャンネル アイドル デ

リミタ）、MTS（Media Access Test Symbol、メディア アクセス テスト シンボ

ル）およびWUP（Wakeup Pattern、ウェイクアップ パターン）でトリガしま

す。 

 Error：ヘッダ CRC エラーやフレーム CRC エラーなど、FlexRay バスにエラー

が発生したときにトリガします。 

 TSS：FlexRayバスの伝送開始シーケンスでトリガします。 

 

注意：指定された FlaxRayフレームの発生確率が非常に低いときは、本機を“Normal”

トリガ モードで使用し、指定されたフレームで計器が自動的にトリガするのを回

避することをお勧めします。同じことが“Error”トリガ条件でも当てはまります。さ

らに、複数エラーが同時発生するときには、指定したエラーを表示するようにトリ

ガ ホールドオフを調整する必要があります。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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USB トリガ 

 

差動 USBデータ ケーブル（D+および D-）でのデータ パケットの SOP、EOP、RC、

Suspendおよび Exit Suspendでトリガします。このトリガは USBの Low Speed（低

速）および Full Speed（フル スピード）をサポートします。下図に、USBデータ伝

送プロトコルを示します。 

 

  

 

トリガのタイプ： 

Typeを押して“USB”を選択します。この時点で、下図に示すとおりトリガ設定情報

が画面右上隅に表示されます。 

 

 

ソースの選択： 

D+および D-を押して、それぞれ D+および D-データ ケーブルに対するデータ ソ

ースを指定します。トリガ ソースとして CH1～CH4 を選択できます。現在のトリ

ガ ソースが画面右上隅に表示されます。 

 

信号速度： 

Speedを押して、“Low Speed” (1.5 Mb/s)または“Full Speed” (12 Mb/s)を選択しま

す。 

 

トリガ条件： 

Whenを押して必要なトリガ条件を選択します。 

 SOP：データ パケットのスタート ビット（SOP）にある同期ビットでトリガ

します。 

 EOP：データ パケットの EOPの SEO部分の最後でトリガします。 

 RC：SEOが 10 msを超えるときにトリガします。 

 Suspend：バスのアイドル時間が 3 msを超えるときにトリガします。 

 ExitSuspend：バスが 10 ms を超えるアイドル状態から抜け出すときにトリガ
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します。 

 

トリガ モード： 

Sweep を押して、自動、ノーマルまたは単掃引の中から“トリガ モード”（ページ

5-3）を選択します。現在のトリガ モードに対応した文字がバックライト点灯しま

す。 

 

トリガ設定： 

Settingを押して、このトリガ タイプにおけるトリガ パラメータ（トリガ カップ

リング、トリガ ホールドオフおよびノイズ除去）を設定します。 

 

トリガ レベル： 

TRIGGER  LEVEL を使用してレベルを変更します。詳しくは、ページ 5-10 の“ト

リガ レベル”の説明を参照してください。 
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トリガ出力コネクタ 

 

リア パネルにあるトリガ出力コネクタは、現在の設定によって決まるトリガ信号

を出力することができます。 

 

 

 

 

Utility  Aux Output を押して“TrigOut”を選択します。本機はトリガされると、

[Trig Out/Calibration]コネクタを介して現在のトリガ設定によって決まるトリガ信

号を出力します。 

 

トリガ出力コネクタ 
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6  測定方法 
 

 

本機は、サンプルおよび表示されたデータに関して演算操作、カーソル測定および

自動測定を行なうことができます。 

 

本章の内容： 

 

 演算操作  

 自動測定  

 カーソル測定  

 

 



6  測定方法  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  6-2 

演算操作 

 

本機はチャンネル間の波形の多様な演算操作を実現できます（加算 (A+B)、減算 

(A-B)、乗算 (AxB)、除算 (A÷B)、FFT、論理演算および高度演算など）。また、演

算操作の結果はそれ以上の測定を可能にします（詳しくは“カーソル測定”を参照し

てください）。 

 

 

 

フロントパネルにある垂直制御エリア（VERTICAL）のMATH  Operateを押して、

必要な操作機能を選択します。演算操作の結果は画面上の“M”のマークが付いた波

形で表示されます。 

 

 

加算 

 

信号ソース Aおよび Bの波形電圧値を逐一加算して結果を表示します。 

 

MATH  Operateを押して“A+B”を選択します: 

 Source Aおよび Source Bを押して必要なチャンネルを選択します。使用可

能なチャンネルは CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直位置を調整します。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直スケールを調整します。 

 Invertを押して、演算波形の反転表示をオンまたはオフします。 

 HORIZONTAL  POSITION および HORIZONTAL  SCALEを使用して、演算

波形の水平位置およびスケールを調整することもできます。 

 

MATH 



6  測定方法  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  6-3 

減算 

 

信号源 Aの波形電圧値から信号源 Bのそれを逐一減算し、結果を表示します。 

 

MATH  Operateを押して“A-B”を選択します: 

 Source Aおよび Source Bを押して必要なチャンネルを選択します。使用可

能なチャンネルは CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直位置を調整します。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直スケールを調整します。 

 Invertを押して、演算波形の反転表示をオンまたはオフします。 

 HORIZONTAL   POSITION  および HORIZONTAL   SCALEを使用して、

演算波形の水平位置およびスケールを調整することもできます。 

 

 

乗算 

 

信号ソース Aおよび Bの波形電圧値を逐一乗算し、結果を表示します。 

 

MATH  Operateを押して“A x B”を選択します: 

 Source Aおよび Source Bを押して必要なチャンネルを選択します。使用可

能なチャンネルは CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直位置を調整します。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直スケールを調整します。 

 Invertを押して、演算波形の反転表示をオンまたはオフします。 

 HORIZONTAL  POSITION および HORIZONTAL  SCALEを使用して、演算

波形の水平位置およびスケールを調整することもできます。 
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除算 

 

信号ソース Aの波形電圧値を信号ソース Bの波形電圧値で逐一除算し、結果を表示

します。除算を使用して 2チャンネルでの複数の波形の関係を分析することができ

ます。チャンネル Bの電圧値が 0のとき、除算結果は 0として処理されます。 

 

MATH  Operateを押して“A÷B”を選択します: 

 Source Aおよび Source Bを押して必要なチャンネルを選択します。使用可

能なチャンネルは CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直位置を調整します。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直スケールを調整します。 

 Invertを押して、演算波形の反転表示をオンまたはオフします。 

 HORIZONTAL  POSITION および HORIZONTAL  SCALEを使用して、演算

波形の水平位置およびスケールを調整することもできます。 
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FFT 

 

FFT を使用して、指定された信号でフーリエ変換をすばやく実行して、時間ドメイ

ン信号を周波数ドメイン信号に変換します。FFT操作は以下の作業を容易にします。 

 システム内の高調波成分および歪の測定 

 DC電源におけるノイズ特性の測定 

 振動解析 

 

MATH  Operateを押して、“FFT”を選択し FFT操作のパラメータを設定します。 

 

 

 

 

 

1. ソースの選択 

Source を押して必要なチャンネルを選択します。使用可能なチャンネルは

CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 

垂直振幅 水平スケール FFTサンプル レート  中心周波数 

周波数ドメイン波形                  時間ドメイン波形      
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2. ウィンドウ機能の選択 

ウィンドウ機能を使用すると、スペクトル漏れが大幅に減少します。本機は、

異なる特性をもち、異なる波形測定に適用できる 4種類の FFTウィンドウ機能

を提供します。異なる波形および特性に従ってウィンドウ機能を選択する必要

があります。Windowを押して、必要なウィンドウ機能を選択します。デフォ

ルトは“Rectangle”です。 

 

表6-1 ウィンドウ機能 

ウィンドウ 特 性 測定に適した波形 

Rectangle 

（方形） 
周波数分解能が最良。 

振幅分解能が最悪。 

拡大されるウィンドウ

がない状況に似ている。 

過渡パルスまたは短いパルス、乗算の

前後の信号レベルが基本的に同じ。 

振幅が同じで周波数がかなり類似し

ている正弦波。 

比較的緩慢に変化する波形スペクト

ルを有する広帯域幅のランダム ノイ

ズ。 

Hanning 

（ハニング） 

 

周波数分解能が優れて

いる。 

振幅分解能が悪い。 

正弦波状、周期的、狭帯域幅ランダム 

ノイズ。 

Hamming 

（ハミング） 
周波数分解能がハニン

グに比較して少し優れ

ている。 

過渡パルスまたは短いパルス、 乗算

の前後の信号レベルがかなり異なる。 

Blackman 

（ブラック

マン） 

振幅分解能が最良。 

周波数分解能が最悪。 

単一周波数信号、より高次の高調波を

探す。 

 

3. 表示モードの設定 

Displayを押して、“Split”（デフォルト）または“Full Screen”表示モードを選択

します。 

Split：ソース チャンネルおよび FFT 演算の結果は独立して表示されます。時

間ドメイン信号と周波数ドメイン信号がはっきりと表示されます。 

Full Screen：ソース チャンネルと FFT演算の結果が同じウィンドウに表示され

て、周波数スペクトルが鮮明に表示され、正確な測定が行なわれます。 
 

注意：FFT モードにおいて、MATH がアクティブなチャンネルであるとき、

HORIZONTAL  SCALEを押して、“Split”と“Full Screen”の間で切り換えを行な

うこともできます。 
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4. 垂直スケールの設定 

FFT測定では、水平軸の単位は時間から周波数に変化します。HORIZONTAL  

SCALEおよび HORIZONTAL  POSITION を使用して、水平軸のスケールおよ

び位置をそれぞれ設定します。 

垂直軸の単位は、対数モードおよび直線モードを使用して垂直振幅をそれぞれ

表示する dBVrms または Vrms です。FFT 周波数スペクトルを比較的大きなダ

イナミック レンジで表示する必要がある場合は dBVrms をお勧めします。

Scale を押して、必要な単位を選択します。デフォルトは Vrms です。  お

よび を押し、 を使用して、FFT周波数スペクトルの垂直位置および振幅

をそれぞれ設定します。 

 

ヒント  

 

 DC 成分または偏差を含む信号は、FFT 波形成分の誤差または偏差の原因

になると考えられます。DC 成分を低減するには、“入力カップリング”を

“AC”に設定します。 

 繰返しレートまたは単一パルスのランダム ノイズおよびエイリアシン

グ周波数を低減するには、本機の“収集モード”を“Average”に設定します 
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論理演算 

 

指定されたソースの波形電圧値に対する論理演算を逐一実行して結果を表示しま

す。演算において、ソース チャンネルの電圧値が 0 より大きいときは、論理"1"と

みなし、そうでない場合は論理"0"とみなします。以下の一般的な論理演算式が用意

されています。 

 

表6-2 論理演算 

演 算 説 明 

 
AND 

2 個の 2 進数ビットの論理 AND 演算の結果は以下のようになりま

す。 

A      B      A AND B 
0      0         0 
0      1         0 
1      0         0 
1      1         1 

 
OR 

2個の 2進数ビットの論理 OR演算の結果は以下のようになります。 

A      B      A OR B 
0      0         0 
0      1         1 
1      0         1 
1      1         1 

 
NOT 

2進数ビットの論理 NOT演算の結果は以下のようになります。 

A             NOT A 
0               1 
1               0 

 
XOR 

2個の2進数ビットの論理XOR演算の結果は以下のようになります。 

A      B      A XOR B 
0      0         0 
0      1         1 
1      0         1 
1      1         0 
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MATH  Operateを押して“Logic”を選択します： 

 Log.Formulaを押して、必要な演算式を選択します。デフォルトは“AND”です。 

 Source Aと Source Bを押して必要なチャンネルを選択します。使用可能な

チャンネルは CH1、CH2、CH3および CH4です。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直位置を調整します。 

 を押し、 を使用して演算波形の垂直スケールを調整します。 

 Invertを押して、演算波形の反転表示をオンまたはオフします。 

 Threshold A を押し、 を使用して論理演算でのソース A のスレッショルド

を設定します。 

 Threshold Bを押し、 を使用して論理演算でのソース Bのスレッショルドを

設定します。 

 HORIZONTAL  POSITION および HORIZONTAL  SCALEを使用して、演算

波形の水平位置およびスケールを調整することもできます。 
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高度演算 

 

本機は、ユーザーによる演算機能の定義を可能にする高度演算機能を提供します。

MATH  Operate  Advanced  Expression  ONを押すと、下図に示す編集ウ

ィンドウが表示されます。 

 

 

を回して、“Channel”、“Function”、“Variable”、“Operator”および“Figure”における

任意項目を選択し（それらが現在選択可能な場合）、ツマミを押すと、選択された

項目が“Expression”の右側のエントリ ボックスに表示されます。 

 

式の編集中に、Delete を押してカーソルの左に現在ある文字を削除することがで

き、Clear を押して、いつでも入力ボックス内のすべての文字を削除することがで

きます。 

 

式の編集終了後、Applyを押すと、本機は設定した式に従って動作し、結果を表示

します。Applyを押した後、Expressionメニューが自動的に“OFF”に設定されます

が、参考のためにプリセットされた式は画面の下部に表示されたままになります。

Invertを押して、演算結果の反転表示をオンまたはオフにすることもできます。 

 

編集ウィンドウにおける内容の説明を下に示します。 

 

1. Expression（式） 

ここで、Expression（式）はチャンネル、関数、変数、演算子および数字によ

って形成される式を指します。式の長さは 64バイトに制限されています。 

 

2. Channel（チャンネル） 

CH1、CH2、CH3および CH4から 1つまたは複数のチャンネルを選択すること

ができます。 
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3. Function（関数） 

以下の表を参照して、各関数の機能を把握してください。表中の左括弧“(”は、

入力を容易にするためにのみ使用しており、関数名の一部でありません。 

 

表6-3 関数 

名 前 機 能 

Intg( 選択されたソースの積分を計算します。積分を使用して波形

の面積またはパルスのエネルギーを測定することができま

す。 

Diff( 選択されたソースの離散時間微分を計算します。微分を使用

して波形の瞬間的傾きを測定することができます。 

Log( 選択されたソースの自然対数を計算します（底として定数 e

（約 2.718282）を使用）。 

Exp( 選択されたソースの指数を計算します。例えば、Exp(A)は e

の A乗を計算します。 

Sqrt( 選択されたソースの平方根を計算します。 

Sine( 選択されたソースの正弦値を計算します。 

Cosine( 選択されたソースの余弦値を計算します。 

Tangent( 選択されたソースの正接値を計算します。 

 

4. Variable（変数） 

ユーザーは Variable1および Variable2の必要な値を設定できます。以下のとお

り、Variableを押して、設定メニューをオンにします。 

 Variable：このボタンを押して、“Variable1”および“Variable2”に設定する変

数を選択します。 

 Step：このボタンを押し、ツマミを使用して“Mantissa”を変更するときに

使用するステップを設定します。使用できるステップは × 1、× 0.1、× 

0.01、× 0.001および× 0.0001です。 

 Mantissa：このボタンを押して、変数の有効桁数を設定します。“Step”の

設定後、このボタンを押して、ツマミを回してこのパラメータを変更しま

す。使用可能な範囲は -9.9999～9.9999です。 

 Exponent：このボタンを押して、変数に底が 10の指数数値を設定します。

範囲は -9～9です。 

 

例えば、Variable1は以下の設定に従って 6.1074×108 に設定されます。 

Variable： Variable1   

Mantissa：  6.1074   

Exponent：  8 
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5. 演算子 

以下の表を参照して、各演算子の機能を把握してください。 

 

表6-4 演算子 

演算子 機 能 

+  -  *  / 算術演算子:加算、減算、乗算および除算 

(  ) 括弧:括弧で括られた演算の優先度を高くするのに使用し

ます 

< >  <=  >= 
==   != 

関係演算子：より小、より大、以下、以上、等しい、等し

くない 

!(  ||  && 論理演算子：NOT、OR、AND 

 

 除算演算では、除数が 0のとき、除算結果は 0として処理されます。 

 論理演算において、アナログ チャンネルの電圧値が 0より大きいときは、

論理"1"とみなし、そうでない場合は論理"0"とみなします。 

  

6. 数字 

数字 0～9、小数点および文字 Eから選択します。ここで、文字 Eは 10の n乗

を表します。例えば、1.5E3は 1.5×（10の 3乗）を意味します。 
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自動測定 

 

本機は、22種類の波形パラメータの自動測定および測定結果の分析および統計値を

提供します。さらに、周波数カウンタを使用してさらに正確な周波数測定を実現で

きます。 
 

 

 

AUTO（自動設定）後のクイック測定 

 

本機が正しく接続されていて、入力信号を検出したとき、Auto を押し波形の自動

設定機能を有効にして、以下の機能メニューを開きます。 

 

 

単一周期：単一周期の信号の“Period（周期）”および“Frequency

（周波数）“を測定して、画面下部に測定結果を表示します。 

マルチ周期：複数周期の信号の“Period（周期）”および“Frequency

（周波数）“を測定して、画面の下部に測定結果を表示します。 

立ち上がり時間：現在の信号の“Rise Time（立ち上がり時間）”を

測定して、画面下部に測定結果を表示します。 

立ち下がり時間：現在の信号の“Fall Time（立ち下がり時間）”を

測定して、画面下部に測定結果を表示します。 

注意：自動設定機能では被測定信号は、周波数が 50 Hz 以上、デューティ サイク

ルが 1%以上、振幅が 20 mVpp以上でなければなりません。被測定信号のパラメー

タがこれらの制限を越える場合、このボタンを押した後、クイック パラメータ測

定項目がポップアップ メニューに表示されないことがあります。 

MENU

（ メ

ニ ュ

ー） 

Measure

（測定） 
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22 パラメータのワンタッチ測定 

 

画面の左にある MENU を押して、22パラメータの測定メニューをオンにしてから、

対応するメニュー ボタンを押して、即座に“One-key”測定を実現します。測定結果

が画面の下部に表示されます。 

 

画面上での測定項目および測定結果における時間および電圧パラメータ アイコン

には常に、現在使用されているチャンネルでの色と同じ色でマークが付きます

（Measure  Source）。但し、遅延および位相測定項目は常に緑色でマークが付

きます。例えば、 

 

パラメータ アイコン： 

                             
 

測定結果： 

         

 

注意：測定結果が“*****”と表示される場合、現在のソースに信号入力がないか、

測定結果が有効な範囲内にない（大き過ぎるか小さ過ぎる）ことを意味します。 
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時間パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Period：2 つの連続する等極性エッジの中央スレッショルド点の間の時間とし

て定義されます。 

2. Frequency：周期の逆数として定義されます。 

3. Rise Time：信号振幅が 10%から 90%まで上昇する時間 

4. Fall Time：信号振幅が 90%から 10%まで下降する時間 

5. + Width：立ち上がりエッジの 50%スレッショルドから次の立ち下がりエッジ

の 50%スレッショルドまでの間の時間差 

6. - Width：立ち下がりエッジの 50%スレッショルドから次の立ち上がりエッジ

の 50%スレッショルドまでの間の時間差 

7. + Duty：正パルスの幅の周期に対する比率 

8. - Duty：負パルスの幅の周期に対する比率 

 

 

 

RiseTime 

90% 

50% 

10% 

FallTime 

-Width +Width 
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遅延と位相 

 

Delay

Source A

Source B

Period

 
 

ソース Aとソース Bは CH1～CH4の任意チャンネルにすることができます。 

 

1. Delay A→B ：ソース Aおよびソース Bの立ち上がりエッジ間の時間差。負の

遅延は、ソース Aの選択された立ち上がりエッジが、ソース Bの選択されたエ

ッジの後に発生したことを示します。 

2. Delay A→B ：ソース Aおよびソース Bの立ち下がりエッジ間の時間差。負の

遅延は、ソース Bの選択されたエッジの後に、ソース Aの選択されたエッジが

発生したことを示します。 

3. Phase A→B ：ソース Aの周期と“Delay A→B ”の結果から計算される位相差

で、度で表現されます。 

4. Phase A→B ：ソース Aの周期と“Delay A→B ”の結果から計算される位相差

で、度で表現されます。 

°360×
 ASource of Period The

Delay
=Phase  
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電圧パラメータ 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

1. Vmax：波形の最高点から GNDまでの電圧値 

2. Vmin：波形の最低点から GNDまでの電圧値 

3. Vpp：波形の最高点から波形の最低点までの電圧値 

4. Vtop：波形の平坦なトップから GNDまでの電圧値 

5. Vbase：波形の平坦なベースから GNDまでの電圧値 

6. Vamp：波形のトップから波形のベースまでの電圧値 

7. Vavg：波形全体またはゲートされた領域での算術平均値 

n

x
Average

i
 、ここで、

ix は測定されている i番目の点で、nは測定される

点の数です。 

8. Vrms：波形全体またはゲートされた領域の実効値 

n

x

RMS

n

1i

2
i

 、ここで、
ix は測定される i 番目の点で、nは測定される点の

数です。 

9. Overshoot：波形の最大値と波形のトップ値の差の振幅値に対する比率。 

10. Preshoot：波形の最小値とベース値の差の振幅値に対する比率。 

Preshoot 

 
Overshoot 

 
Vamp 

 
Vbase 

 
Vmax 

 
Vmin 

 
Vpp 

 
Vtop 
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周波数カウンタによる測定 

 

本機付属のハードウェア周波数カウンタは、入力信号周波数の正確な測定を可能に

します。 

 

 Measure  Counterを押して、測定ソースとして CH1～CH4のいずれかを選択

します。測定結果が画面の右上隅に表示され、アイコンの色によって現在の測定ソ

ースを識別することができます。下図は CH1の入力信号の周波数測定結果です。 

 

 

 

“OFF”を選択して、周波数カウンタの測定機能を無効にします。 
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測定に関する設定 

 

1. ソースの選択 

Measure  Sourceを押して、測定に対して希望のチャンネル（CH1～CH4）

を選択します。画面の左にある MENU でのパラメータ アイコンの色は、選択

されるソースによって変化します。 

 

2. 測定範囲 

Measure  Meas.Range  Meas.Rangeを押して、測定に対して“Screen 

Region（画面領域）”または“Cursor Region（カーソル領域）”を選択します。

“Cursor Region”を選択すると、2本のカーソル線が画面に表示されます。この

時点で、Cursor Aおよび Cursor Bを押し、 を使用して、測定範囲を決定す

るように 2本のカーソル線の位置をそれぞれ調整します。 

 

 
 

3. 遅延測定の設定 

測定項目“Delay A→B ”および“Delay A→B ”でソースAおよびソースBを指定

します。 

Measure  Meas.Setting  Type  “Delay”を押し、Source A および 

Source Bを押して、遅延測定の 2つのチャンネル ソース（CH1～CH4）をそ

れぞれ設定します。 
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4. 位相測定の設定 

測定項目“Phase A→B ”および“Phase A→B ”でソース Aおよびソース Bを指

定します。 

Measure  Meas.Setting  Type  “Phase”を押し、Source A および 

Source Bを押して、位相測定の 2つのチャンネル ソース（CH1～CH4）をそ

れぞれ設定します。 

 

5. スレッショルド測定の設定 

アナログ チャンネルで測定される垂直レベル（%）を指定します。通常の測定、

遅延および位相パラメータはこの設定によって影響を受けます。 

Measure  Meas.Setting  Type  “Threshold”を押してから： 

 Max を押し、 を使用して測定の最大値を設定します。最大値を現在の

“Mid”に下げると、自動的に中間値が低減して、最大値より低く維持されま

す。デフォルトは 90%で、利用可能な範囲は 7～95%です。 

 Mid を押し、 を使用して、測定の中間値を設定します。中間値は“Max”

および“Min”の設定によって制限されます。デフォルトは 50%で、利用可

能な範囲は 6～94%です。 

 Min を押し、 を使用して測定の最小値を設定します。最小値を現在の

“Mid”に増加させると、自動的に中間値が増加し、最小値より高く維持され

ます。デフォルトは 10%で、利用可能な範囲は 5～93%です。 
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測定をクリアする方法 

 

22個の測定パラメータで 1つまたは複数の項目を現在有効にしている場合、最初の

5 個のパラメータを“Delete（削除）”または“Recover（復元）”するか、あるいは有

効にしたすべての測定項目を“Delete（削除）”または“Recover（復元）”することが

できます。最初の 5 個のパラメータは、オンにした順番に従って決定され、1 つま

たは複数の測定項目を削除するときには変化しません。 

 

Measure  Clear  Item nを押して、指定された測定項目を“Delete（削除）”

または“Recover（復元）”します。1つの測定項目が削除または復元されると、画面

下部の測定結果は 1項目だけ左または右に移動します。 

 

Measure  Clear  All Itemを押して、有効にしたすべての測定項目を“Delete

（削除）”または“Recover（復元）”します。 

 

注意：Measure を押して保持すると、有効にしたすべての測定項目を迅速にクリ

アまたは復元します。 
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すべての測定 

 

すべての測定は現在の測定ソースのすべての時間および電圧パラメータ（各測定ソ

ースには 18 項目あり、同時に 4 つの測定ソースに関して測定を実行できます）を

測定し、結果を画面に表示します。Measure  All Measureを押して、すべての

測定機能を有効または無効にします。All Measure Sourceを押し、 を使用して、

測定するチャンネル（CH1～CH4）を選択します。 

 

 すべての測定を有効にすると、“One-key（ワンタッチ）”測定も有効になります。 

 “測定をクリアする方法”では、すべての測定結果はクリアしません。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての測定 

 

ワンキー測定 



6  測定方法  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  6-23 

統計機能 

 

統計機能を使用して、最後にオンにされた最大 5 個の測定項目の現在値、平均値、

最小値（または標準偏差値）および最大値（またはカウント値）を表示します。 

 Measure  Statisticを押して、統計機能をオンまたはオフします。 

 Measure  StatisSelを押して、“Extremum”または“Difference”測定を選択し

ます。 “Extremum”を選択すると、最大および最小値が表示されます。

“Difference”を選択すると、標準偏差およびカウント値が表示されます。 

 

             

Extremum測定 Difference測定 

 

 Measure  Reset Statisticを押して、履歴データをクリアし統計を再度作成

します。 

 

 

 

 

統計結果 
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測定履歴 

 

測定データ履歴を表示するには、Measure MeasHistory  MeasHistory  

“ON”を押します。履歴データは以下の 2モードで表示できます。 

 Graph：グラフ モードで最後にオンにされた最大 5 測定項目の、最後の 10 測

定の結果を表示します。線形補間法を使用して測定点を連結します。 

 Table：テーブル モードで最後にオンにされた最大 5 測定項目の、最後の 10

測定の結果を表示します。 

 

測定履歴 (Graph)： 

 

 

測定履歴 (Table)： 
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カーソル測定 

 

カーソルは、水平および垂直の点線で、これを使用して選択した波形で X軸の値（通

常、時間）および Y 軸の値（通常、電圧）を測定することができます。カーソル測

定を使用する前に、信号を本機に接続して、表示を安定させてください。カーソル

測定によって、すべての“自動測定”パラメータを測定することができます。 

 

フロント パネルにある Cursor  Modeを押し、 を使用して、希望のカーソル モ

ードを選択してから（デフォルトは“OFF”です）、ツマミを押します。利用可能なモ

ードは“Manual”、“Track”および“Auto”です。 

 

 

 

 

Cursor

（カー

ソル） 
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手動モード 

 

このモードでは、1対のカーソルが表示されます。カーソルを手動で調整して、選

択されたソース（CH1～CH4または MATH）の波形に関して、X（または Y）カーソ

ル間での Xの増分（または Yの増分）および Xの増分の逆数を測定することができ

ます。 

 

Cursor  Mode  “Manual”を押して、手動カーソル機能をオンにすると、画面の

左上隅に測定結果が表示されます。 

 

 

 

 カーソル A（CurA）での X 値または Y値：X値の基準はトリガ位置で、Y値の

基準はチャンネル GNDになります。 

 カーソル B（CurB）での X 値または Y 値：X 値の基準はトリガ位置で、Y 値の

基準はチャンネル GNDになります。 

 カーソル Aとカーソル Bの間の水平および垂直差（△Xまたは△Y）。 

 カーソル Aとカーソル Bの間の水平差の逆数（1/△X）。 

 

必要な場合は、以下の手順を参照して、手動カーソル測定のパラメータを変更して

ください。 

 

1. カーソル タイプの選択 

Type を押して、“Time”または“Voltage”を選択します。X カーソルは一対の垂

直の点線で、通常は時間パラメータを測定するのに使用します。Y カーソルは

一対の水平の点線で、通常は電圧パラメータを測定するのに使用します。 

  

2. 測定ソースの選択 

Source を押して、アナログ チャンネル（CH1～CH4）の波形または測定に対

する演算結果波形（MATH）を選択します。“None”を選択すると、カーソルは

表示されません。 
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3. X（Y）軸の単位の選択 

カーソル タイプが“Time”のとき、Time Unitを押して“s”、“Hz”、“°”または“%”

を選択します。 

 s：この単位を選択すると、CurA、CurB および△X の測定結果の単位は“s”

で、 1/△Xの単位は“Hz”となります。 

 Hz：この単位を選択すると、CurA、CurBおよび△Xの測定結果の単位は“Hz”

で、 1/△Xの単位は“s”となります。 

 °：この単位を選択すると、CurA、CurB および△X の測定結果の単位は“°”

です。カーソル Aおよび Bが現在どこにあっても、 Set Cursorを押すと、

CurA、CurBおよび△Xがそれぞれ“0°”、“360°”および“360°”に変化します。 

 %：この単位を選択すると、CurA、CurBおよび△Xの測定結果の単位は“%”

です。カーソル Aおよび Bが現在どこにあっても、 Set Cursorを押すと、

CurA、CurBおよび△Xがそれぞれ“0%”、“100%”および“100%”に変化しま

す。 

 

カーソル タイプが“Voltage”のとき、Vertical Unitを押して、“Source Unit”ま

たは“%”を選択します。 

 Source Unit（ソースの単位）：この単位を選択すると、CurA、CurBおよび

△Yの測定結果の単位が、自動的に現在のソースの単位に設定されます。 

 %：この単位を選択すると、CurA、CurBおよび△Xの測定結果の単位は“%”

です。カーソル Aおよび Bが現在どこにあっても、 Set Cursorを押すと、

CurA、CurBおよび△Xがそれぞれ“0%”、“100%”および“100%”に変化しま

す。 

 

4. カーソル位置の調整（ を押して、現在のカーソルを切り換えることもできま

す） 

 カーソル A の調整：CursorA を押し、 を使用してカーソル A の位置を

調整します。調整中に測定結果が状況に応じて変化します。調整可能な範

囲は画面内に制限されています。 

 カーソル B の調整：CursorB を押し を使用して、カーソル B の位置を

調整します。調整中に測定結果が状況に応じて変化します。調整可能な範

囲は画面内に制限されています。 

 

 カーソル Aおよび Bの同時調整：CursorABを押し、 を使用してカーソ

ル Aおよび Bを同時に調整します。調整中に、測定結果がそれに応じて変
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化します。調整可能な範囲は画面内に制限されています。 

 

5. 測定例 

手動カーソル測定を使用して、方形波の周期（△X）を測定します。結果は自動

測定による結果と等しい 1 msになります。 

 

 

 

 

 

 

カーソル測定 

 

 

 

 

 

 

 

   自動測定 
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トラック モード 

 

このモードでは、1 対または 2 対のカーソルが表示されます。2 対のカーソルを調

整して、異なる 2つのソースでの Xおよび Yの値をそれぞれ測定することができま

す。カーソル Aおよび Bで測定される点には、それぞれオレンジ色の長方形および

菱形によってマークが付けられます。カーソルが水平に動くと、自動的にマークが

波形に付いて移動します。波形が水平方向に拡大または縮小されると、マークはカ

ーソルの最後の調整時点にマークされた点を追跡します。 

 

Cursor  Mode  “Track”を押して、カーソル トラック機能をオンにすると、画

面の左上隅に測定結果が表示されます。 

 

 

 

 カーソル Aでの X値（A->X）：基準はトリガ位置、単位は“s”または“Hz”（FFT

波形測定時）になります。 

 カーソル Aでの Y値（A->Y）：基準はチャンネル GND、現在のソースと同じ単

位を使用します。 

 カーソル Bでの X値（B->X）：基準はトリガ位置、単位は“s”または“Hz”（FFT

波形測定時）になります。 

 カーソル Bでの Y値（B->Y）：基準はチャンネル GND、現在のソースと同じ単

位を使用します。 

 カーソル Aとカーソル B間の水平差（△X）。 

 カーソル Aとカーソル Bの間の水平差の逆数（1/△X）。 

 カーソル Aとカーソル B間の垂直差（△Y）。 

 

 

必要な場合、以下の手順を参照して、トラック カーソル測定パラメータを変更し

てください。 
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1. 測定ソースの選択 

Cursor Aを押し、カーソル Aの測定ソースとして、アナログ チャンネルの波

形（CH1～CH4）または演算結果波形（MATH）を選択します（有効なチャンネ

ルのみ使用できます）。“None”を選択すると、カーソル Aを使用しません。 

Cursor Bを押し、カーソル Bの測定ソースとして、アナログ チャンネルの波

形（CH1～CH4）または演算結果波形（MATH）を選択します（有効なチャンネ

ルのみ使用できます）。“None”を選択すると、カーソル Bを使用しません。 

 

2. カーソル位置の調整（ を押して、現在のカーソルを切り換えることもできま

す） 

 カーソル A の調整：CursorA を押し を使用して、カーソル A の位置を

調整します。調整中に測定結果がそれに応じて変化します。調整可能な範

囲は画面内に制限されています。 

 カーソル B の調整：CursorB を押し を使用して、カーソル B の位置を

調整します。調整中に測定結果がそれに応じて変化します。調整可能な範

囲は画面内に制限されています。 

 カーソル Aとカーソル Bの同時調整：CursorABを押し、 を使用してカ

ーソル Aおよび Bの位置を同時に調整します。調整中に、測定結果がそれ

に応じて変化します。調整可能な範囲は画面内に制限されています。 

 

注意：垂直カーソルはマークされた点を追跡します（つまり、波形の過渡変化

にともなって上下に移動します）。従って、カーソルを調整しなくても Y 値が

変化することがあります。 

 

 

3. 測定例 

カーソル A および B を使用して、CH1 および CH2 の波形をそれぞれ測定しま

す。波形が水平方向に拡大または縮小されるとき、カーソルがマークされた点

を追跡することが分かると思います。 
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カーソル追跡 （水平拡大前）： 

 

 

カーソル追跡 （水平拡大後）： 
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自動モード 

 

このモードでは、1 本または複数本のカーソルが表示されます。自動カーソル測定

を使用して、22個の波形パラメータのいずれかを測定することができます。このモ

ードを使用する前に、少なくとも 1つの自動測定パラメータを有効にする必要があ

ります。カーソル数が有効にした測定パラメータに応じて変化します。 

 

Cursor  Mode  “Auto”を押すと、有効にされた測定パラメータによって画面に

表示されるカーソルの数が決まります（各測定パラメータは必要なカーソル数が違

います）。有効な自動測定カーソル パラメータがないか、測定ソースに入力がない

場合、カーソルは表示されません。波形が水平方向に拡大または縮小されるとき、

カーソルがそれに応じて移動します。 

 

複数の測定パラメータを後でオンにする場合、Meas.Para.を使用して希望のパラ

メータに切り換えることができます。 

  

次図に、2つのチャンネル間の遅延の自動測定を示します。 
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7  プロトコル デコード 
 

 

プロトコル解析を使用して、プロジェクトの迅速で高品質な完成を保証するために、

誤り発見、ハードウェアのデバッグおよび開発速度向上を容易に実現できます。プ

ロトコル デコーディングはプロトコル解析の基本です。正しいプロトコル デコー

ディングでのプロトコル解析だけが容認可能で、正しいプロトコル デコーディン

グによってのみ多くのエラー情報が得られます。本機は、2 つのバスを提供して、

アナログ チャンネル（CH1～CH4）の共通のプロトコル デコーディング（ パラレ

ル（標準）、RS232（オプション）、SPI（オプション）、I2C（オプション）、CAN（オ

プション）および FlexRay（オプション）など）を作成します。2つのバスのデコー

ディング機能および設定方法は同じなので、この章では説明のために Decode1のみ

を取り扱います。 

 

デコーディング オプションに関する情報を得るには、ページ 17-1 の“付録 A:アク

セサリとオプション”を参照してください。 

デコーディング オプションを注文しているときは、ページ 13-16の“オプション管

理”を参照して対応するオプションを有効にしてください。 

 

本章の内容： 

 

 パラレル デコーディング  

 RS232 デコーディング（オプション）  

 SPI デコーディング（オプション） 

 I2Cデコーディング（オプション） 

 CAN デコーディング（オプション）  

 FlexRay デコーディング（オプション）  
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パラレル デコーディング 

 

パラレル バスはクロック線とデータ線から成ります。下図に示すとおり、CLKはク

ロック ラインで、Bit0および Bit1は、それぞれデータ ラインの 0ビットおよび第

1ビットです。 

 

Bit0

Bit1

CLK

 

 

本機はクロックの立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジまたは立ち上がりおよび立

ち下がりエッジで、チャンネル データをサンプルし、プリセットされたスレッシ

ョルド レベルに従って、各データ ポイント（論理“1”または論理“0”）を判定しま

す。 

 

 Decode1  Decodeを押して、“Parallel”を選択し、パラレル デコーディング機

能メニューを開きます。 

 

1. クロック ライン設定（CLK） 

CLKChannelを押してクロック チャンネルとしていずれかのチャンネル（CH1

～CH4）を選択します。“None”を選択する場合、クロック チャンネルは設定さ

れません。 

Slope を押して、本機が立ち上がりエッジ（ ）、立ち下がりエッジ（ ）

または立ち上がりおよび立ち下がりエッジ（ ）でチャンネル データをサ

ンプルするように設定します。クロック チャンネルを選択する場合、デコー

ディングにおいてチャンネル データが変化するときに本機はサンプルを行い

ます。 

 

2. データ ライン設定 

 バス ビットの設定 

 Bus Bitsを押して、パラレル バスのデータ幅、つまりフレームあたりの

ビット数を設定します。デフォルトは 1 で、最大は 20 ビットです（Bit0、

Bit…Bit19）。 
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 各ビットに対するデータ チャンネルの指定 

最初に、CurrentBit を押して、チャンネルを指定しなければならないビッ

トを選択します。デフォルトは 0で、使用できる範囲は常にバス ビットよ

り 1 だけ小さくなります。例えば、バス ビットが 20 のとき、使用できる

範囲は 0、1…19です。 

次に、 Channelを押して、CurrentBitで現在選択されているビットに対

するチャンネル ソースを指定します。 

 

3. アナログ チャンネルのスレッショルド設定 

バスの論理“1”および論理“0”を判断するには、 各アナログ チャンネル（CH1、

CH2、CH3および CH4）に対するスレッショルドを設定する必要があります。

信号振幅がプリセット値より大きいときは“1”、そうではないときは“0”とみな

します。 

Threshold 

Level

1

0 0
 

 

 

Thresholdを押してスレッショルド設定メニューをオンにします。 

 

Channel スレッショルドを設定しなければならないチャンネルを

選択します。 

TTL 

（TTLに設定） 
このボタンを押して、指定されたチャンネルを TTL レベ

ルに即座に設定します。 

CMOS 

（CMOSに設定） 
このボタンを押して、指定されたチャンネルを CMOS レ

ベルに即座に設定します。 

ECL 
（ECLに設定） 

このボタンを押して、指定されたチャンネルを ECL レベ

ルに即座に設定します。 

Threshold このボタンを押し、 を使用してスレッショルドを設定し

ます。デフォルトは 0 Vです。 
 

注意：選択したスレッショルドが指定された範囲を超えるときは、自動的にそ

の範囲内に制限されます。 
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4. 表示に関連した設定 

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用してバス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバス表示をオンまたはオフにします。 

 

5. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、デコードされたデータと対応する時間を表形式

で表示します。これを使用して、比較的長いデコードされたデータを観察し、

画面上でデータの一部がはっきり見えないという問題を解決することができ

ます。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。デコーディング テーブルは、デコ

ードされたデータを時間順にリストアップします。USB ストレージ デバイス

が本機に接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部 USB

ストレージ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 

 

 



7 プロトコル デコード  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  7-5 

RS232 デコーディング（オプション） 

 

RS232 シリアル バスは、送信データ ライン（TX）と受信データ ライン（RX）か

ら成ります。 

 

DeviceA DeviceB

Tx Rx

Rx Tx

 

 

RS232の業界標準は、「負論理」、つまり Highレベルが論理“0”で Lowレベルが論理

“1”です。 

1

0 0 0 0

1 1 1 1 1
 

 

デフォルトでは、RS232は LSB（Least Significant Bit）伝送シーケンス、つまりデ

ータの最下位ビットが最初に伝送されます。一方、MSB（Most Significant Bit）の場

合は、データの最上位ビットが最初に伝送されます。 

 
b
it 0

b
it 1

b
it 2

b
it 3

b
it 4

b
it 5

b
it 6

b
it 7

t         

b
it 7

b
it 6

b
it 5

b
it 4

b
it 3

b
it 2

b
it 1

b
it 0

t  
    エンディアン（LSB）               エンディアン（MSB） 

 

RS232では、ボーレートを使用して、データの伝送レート（つまり、ビット/秒）を

表します。一般的に使用されるボーレートには 2400bps、4800bps、9600bps、

19200bps、38400bps、57600bpsおよび 115200bpsなどがあります。 

 

RS232では、データの各フレームのスタート ビット、データ ビット、チェック ビ

ット（オプション）およびストップ ビットを設定する必要があります。 
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Start Bit（スタート ビット）：データが出力し始めるときを表します。Polarity の

設定は“Start Bit”の指定と同等です。 

Data Bits（データ ビット）：データの各フレームに実際に含まれるデータ ビットの

数を表します。 

Even-OddCheck（偶数-奇数チェック）：これを使用してデータ伝送の正しさをチェ

ックします。 

 Odd Checkout（奇数チェック）：データ ビットにおける“1”の数とチェック ビ

ットの合計を奇数にします。例えば、0x55 (01010101)を送信すると、チェッ

ク ビットに 1を入れて、1の数が奇数になるようにする必要があります。 

 Even Checkout（偶数チェック）：データ ビットにおける“1”の数と、チェック ビ

ットの合計を偶数にします。例えば、0x55 (01010101)が設定されると、チェ

ック ビットには 0が入らなければなりません。 

 None：伝送時にチェック ビットがありません。 

 

 Decode1  Decodeを押し、“RS232”を選択して、RS232デコーディング機能メ

ニューを開きます。 

 

1. TX および RX チャンネル設定 

TXを押して、伝送チャンネルとして、いずれかのチャンネル（CH1～CH4）を

選択します。“OFF”を選択すると、伝送チャンネルは設定されません。同じ方

法を使用して RX チャンネルを設定します。さらに、TX および RX の入力チャ

ンネルのスレッショルドを設定する必要があります。メニュー ページを切り

換えて、TXThresholdおよび RXThresholdをそれぞれ押して、必要なスレッ

ショルド値を入力します。 

 

2. 極性の設定 

Polarity を押して、“-”（負極性）または“+”（正極性）を選択します。デフォ

ルトは負極性です。本機は、デコーディング時にスタート位置として立ち上が

り、または立ち下がりエッジを選択します。 

 

3. エンディアン設定 

Endianを押して、“LSB”または“MSB”を選択します。デフォルトは“LSB”です。 
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4. ボーレート設定 

Baudを押して、必要なボーレートを選択します。デフォルトは 9600bpsです。 

 

5. データ パケット設定 

前述のとおり、RS232では各フレームのスタート ビット、データ ビット、チ

ェック ビット（オプション）およびストップ ビットを設定する必要がありま

す。“Start Bit”は“Polarity Setting”によって指定されます。その他のパラメータ

の設定方法を以下に示します。 

 Data Bitsを押して、各フレームでのデータを設定します。5、6、7、8ま

たは 9に設定できます。デフォルトは 8です。 

 Stop Bit を押して、データの各フレームの後のストップ ビットを設定し

ます。1ビット、1.5ビットまたは 2ビットに設定できます。 

 Even-OddCheckを押して、データ伝送の偶数-奇数チェック モードを設

定します。None、Odd Checkoutまたは Even Checkoutに設定できます。 

 Packetを押して、パケット エンドを有効または無効にします。パケット 

エンドが有効になっていると、数個のデータ ブロックがパケット エンド

に従って結合されます。 

 データ伝送中に PacketEndを押して、パケット エンドを設定します。00 

(NULL)、0A (LF)、0D (CR)、20 (SP)または FFに設定できます。 

 

6. 表示に関連した設定 

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用して、バス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバス表示をオンまたはオフにします。 
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7. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、TXおよび RXデータ ラインでのデコードされる

データ、対応する時間およびエラー情報をテーブル形式で表示します。このテ

ーブルを使用して、比較的長いデコードされたデータを観察して、画面上でデ

ータの一部がはっきり見えないという問題を解決することができます。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。デコーディング テーブルは、デコ

ードされたデータを時間順にリストアップします。デコーディング中にエラー

が発生する場合、対応するエラー情報が表示されます。USB ストレージ デバ

イスが本機に接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部

USBストレージ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 

 

 

8. デコーディング中のエラー表現 

本機は、色などのリソースをフル活用して、プロトコル デコーディングの結

果を効果的に表示して表現し、ユーザーが必要な情報をすばやく見つけること

ができるようにします。 
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エンド フレーム エラー： 

エンド フレーム条件が満たされないときに発生するエラーです。ストップ ビ

ットが 1.5 に設定されているときに、ストップ ビットが 1.5 より小さい場合、

赤いエラー マーク（赤いエラー マークは水平タイム ベース設定に従って異

なるモードで表示されます。水平タイム ベースが比較的小さいときは、 が表

示されます。そうでない場合は が表示されます）が表示されます。 

 

 

 

 

チェック エラー： 

デコーディング中にチェック ビット エラーが検出されると、赤いエラー マ

ークが表示されます。例えば、送信端末が None check（チェックなし）に設定

されており、デコーダが Odd check（奇数チェック）に設定されているときは、

以下のチェック エラーが発生します。 

 

 

 

 

(00100000，LSB) 

検出されるチェック ビットが 1 
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ここで、8ビット データ 00100000には奇数（1）の 1が存在し、チェック ビ

ットは 0でなければなりません。しかし、TXで検出されるチェック ビットは

1です。このため、チェック エラーが発生します。 

 

デコーダを None check（チェックなし）に設定すると、デコーディングは正常

になります。 
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SPI デコーディング（オプション） 

 

SPI シリアル バスは、チップ セレクト ライン（SS）、クロック ライン（SCLK）、

MISOおよび MOSIから成ります。 

 

Host Device

SS

MISO

MOSI

SCLK SCLK

MOSI

MISO

SS

          

MISO

MOSI

SCLK

SS

 

 

SS：極性を“Low”または“High”に設定します。SS の選択が有効なとき、SPI バスは

SCLKが変化するタイミングで MISOおよび MOSIからデータをサンプルします。 

SCLK：クロックの立ち上がりまたは立ち下がりエッジで、MISO および MOSI から

のデータをサンプルします。 

MISO：マスタが入力/スレーブが出力。極性を“Low”または“High”に設定します。 

MOSI：マスタが出力/スレーブが入力。極性を“Low”または“High”に設定します。 

 

Decode1  Decodeを押して“SPI”を選択し、SPIデコーディング機能メニューを

開きます。 

 

1. SS 設定 

SSを押して、チップ セレクト ライン設定画面を開きます。 

 Channel を押してチップ セレクト チャンネルとしていずれかのチャン

ネル（CH1～CH4）を選択します。“OFF”を選択すると、MISOおよび MOSI

のサンプルが SCLKが変化するタイミングで発生します。 

 Polarity を押して、チップ セレクト チャンネルの極性を“Low”または

“High”に設定します。 

 Thresholdを押して、選択されたチャンネルのスレッショルドを設定しま

す。 

 

2. SCLK 設定  

SCLKを押して、クロック ライン設定画面を開きます。 

 Channel を押してクロック チャンネルとしていずれかのチャンネル

（CH1～CH4）を選択します。 
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 Slopeを押して、SCLKの立ち上がりまたは立ち下がりエッジで、MISOお

よび MOSIをサンプルするように本機を設定します。 

 Threshold を押して、クロック チャンネルのスレッショルドを設定しま

す。 

 

3. MISO 設定 

MISOを押して、MISOデータ ライン設定画面を開きます。 

 Channel を押して MISO データ チャンネルとしていずれかのチャンネル

（CH1～CH4）を選択します。“OFF”を選択すると、このデータ ラインは

設定されません。 

 Polarity を押して、MISO データ ラインの極性を“Low”または“High”に設

定します。 

 Thresholdを押して、MISOデータ チャンネルのスレッショルドを設定し

ます。 

 

4. MOSI 設定 

MOSIを押して、MOSIデータ ライン設定画面を開きます。 

 Channel を押して、MOSI データ チャンネルとしていずれかのチャンネ

ル（CH1～CH4）を選択します。“OFF”を選択すると、このデータ ライン

は設定されません。 

 Polarity を押して、MOSI データ ラインの極性を“Low”または“High”に設

定します。 

 Thresholdを押して、MOSIデータ チャンネルのスレッショルドを設定し

ます。 

 

5. データ ビット設定 

Data Bitsを押して、データの各フレームのビット数を設定します。利用可能

な範囲は 4～32です。 

 

6. エンディアン設定 

Endianを押して、“LSB”または“MSB”を選択します。デフォルトは“MSB”です。 

 

7. 表示に関連した設定 

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用してバス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバス表示をオンまたはオフにします。 
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8. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、MOSI または MISO データ ラインでのデコード

されるデータ、対応する時間およびエラー情報をテーブル形式で表示します。

このテーブルを使用して、比較的長いデコードされたデータを観察して、画面

上でデータの一部がはっきり見えないという問題を解決することができます。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。USBストレージ デバイスが本機に

接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部 USBストレー

ジ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 

 

 

 

9. デコーディング中のエラー表示 

SPI でのフレームに対するクロックが不十分なときは、データが赤いパッチで

満たされます。例えば、データ ビットが 7に、SCLKのスロープが立ち上がり

に設定されているときは、デコーディング エラーが発生します。 
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7ビットに 

対して不十分 
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I2C デコーディング（オプション） 

 

I2Cシリアル バスは、クロック ライン（SCLK）とデータ ライン（SDA）から成り

ます。 

 

Host

Device

SCLK

SDA

A2

A1

A0

Vcc

 

 

SCLK

SDA

 

SCLK：クロックの立ち上がりまたは立ち下がりエッジで SDAをサンプルします。 

SDA：データ チャンネルを示します。 

 

 

Decode1  Decodeを押して、“I2C”を選択し、I2Cデコーディング機能メニュー

を開きます。 

 

1. SCLK 設定  

SCLKを押してクロック チャンネルとしていずれかのチャンネル（CH1～CH4）

を選択します。 

SCLKThresholdを押して、クロック チャンネルのスレッショルドを設定しま

す。 

 

2. SDA 設定  

SDAを押してデータ チャンネルとして、いずれかのチャンネル（CH1～CH4）

を選択します。 

SDAThresholdを押して、データ チャンネルのスレッショルドを設定します。 
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3. 表示に関連した設定 

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用して、バス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバス表示をオンまたはオフにします。 

 

4. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、デコードされるデータ、対応する時間、データ

方向、IDおよび ACK情報をテーブル形式で表示します。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。USBストレージ デバイスが本機に

接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部 USBストレー

ジ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 

 

 

 

5. デコーディング中のエラー表示 

I2C バスではデータの各フレームの前部分は、アドレス情報から成り、青いパ

ッチを使用してアドレス IDを表します。IDでは、“Write”を使用して書き込み

アドレスを表し、“Read”を使用して読み出しアドレスを表しています。 
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ACK（肯定応答文字）がないとき、下図に示す赤いエラー マークが表示されま

す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACK=1 
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CAN デコーディング（オプション） 

 

Decode1  Decode を押して“CAN”を選択し、CANデコーディング機能メニュー

を開きます。 

 

1. ソース  

Source を押して、ソース チャンネルとしていずれかのチャンネル（CH1～

CH4）を選択します。 

 

2. 信号タイプ  

Signal Typeを押して必要な信号のタイプを選択します。 

 CAN_H：実際の CAN_Hバス信号 

 CAN_L：実際の CAN_Lバス信号 

 Differential：差動プローブを使用してアナログ チャンネルに接続された

CAN 差動バス信号。プローブの正リードは CAN_H に接続し、負リードは

CAN_Lに接続します。 

 

3. ボーレート設定 

Baudを押して、CANバス信号に適合するボー レート（100kb/s、125 kb/s、

250 kb/s、400 kb/s、500 kb/s、800 kb/s、1 Mb/sまたは User）を選択します。

“User”を選択するときは、Setupを押し、 を使用して、必要なボーレートを

入力します。範囲は 10 kb/s～1 Mb/sです。 

 

4. サンプル点  

サンプル点はビットの時間内の点です。本機はこの点でビット レベルをサン

プルします。「サンプル点」は、「ビットの時間」における「ビットの開始点か

らサンプル点までの時間」の割合によって表されます。 

 

Sample Pointを押し、 を使用して 1%ステップでこのパラメータを調整し

ます。範囲は 5～95%です。 

 

 

 

 

 

 

1ビット 

60% 

70% 

80% 
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5. Threshold（スレッショルド）  

“パラレル デコーディング”の項を参照してください。 

 

6. 表示に関連した設定  

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用して、バス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバス表示を有効または無効にします。 

 

7. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、デコードされるデータ、対応する時間、フレー

ム ID、DLC、CRCおよび ACK情報をテーブル形式で表示します。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。USBストレージ デバイスが本機に

接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部 USBストレー

ジ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 

 

 

 

8. デコードされた CAN データの解釈 

 フレーム ID：青色の 16進数で表示されます。 

 データ長コード（DLC）：薄黄緑色のパッチで表示されます。 

 Data Frame（データ フレーム）：緑色のパッチで表示されます。データ フ

レームが消失すると赤色のパッチで表示されます。 
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 巡回冗長検査（CRC）：有効なときはライトブルー色で表示され、エラー発

生時は赤いエラー マークが表示されます。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アドレス ID  データ長        データ        CRCチェック    エラー 
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FlexRay デコーディング（オプション） 

 

Decode1  Decode を押して“FlexRay”を選択し、FlexRayデコーディング機能メ

ニューを開きます。 

 

1. ソース 

Sourceを押して、信号ソース チャンネルとしていずれかのチャンネル（CH1

～CH4）を選択します。 

 

2. 信号パス 

Signal Pathを押して、FlexRayバス信号に適合する信号パス（Aまたは B）を

選択します。 

 

3. 信号タイプ 

Signal Type を押して、FlexRay バスに適合する信号タイプを選択します。利

用可能な信号タイプには、BP、BMおよび TX/RXなどがあります。 

 

4. ボーレート設定 

Baudを押して、FlexRayバス信号に適合する信号レート（2.5Mb/s、5Mb/sま

たは 10Mb/s）を設定します。 

 

5. サンプル点の位置 

サンプル点はビットの時間内の点です。本機はこの点でビット レベルをサン

プルします。「サンプル点」は、「ビットの時間」における「ビットの開始点か

らサンプル点までの時間」の割合によって表されます。 

 

Sample Pointを押し を使用して、このパラメータを 1%ステップで調整し

ます。範囲は 5～95%です。 

 

 

 

 

 

 

 

1ビット 

60% 

70% 

80% 
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6. Threshold（スレッショルド） 

“パラレル デコーディング”の項を参照してください。 

 

7. 表示に関連した設定 

Packageを押して、パッケージでのFlexRayを表示するかどうかを設定します。 

Format を押して、バスの表示フォーマットを Hex（16 進数）、Decimal（10

進数）、Binary（2進数）または ASCIIに設定します。 

Offsetを押し、 を使用してバス表示の垂直表示位置を調整します。 

BusStatusを押してバスの表示を有効または無効にします。 

 

8. デコーディング テーブル 

デコーディング テーブルは、デコードされたデータ、対応する時間およびエ

ラー情報を表形式でリストアップします。これを使用して、比較的長いデコー

ドされたデータを観察し、画面上でデータの一部がはっきり見えないという問

題を解決することができます。 

 

下図に示すとおり、 Event Table  Event Tableを押し、“ON” （この操作

は BusStatusが“ON”に設定されているときにのみ使用できます）を選択して、

デコーディング テーブル画面を開きます。USBストレージ デバイスが本機に

接続されている場合、Exportを押して、データ テーブルを外部 USBストレー

ジ デバイスに CSVフォーマットでエクスポートします。 
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9. デコードされた FlexRay フレーム データの説明 

デコードされた FlexRayフレーム データは下図に示すとおりです。 

 

 

 

 TSS：伝送開始シーケンスで、薄紫のパッチで表現されます。 

 フレーム タイプ：FlexRayフレームは NORMAL、SYNC、SUPまたは NULL

の場合があります。上図におけるフレーム タイプは“NOR”で、紫色のパッ

チで表現されます。 

 フレーム ID：10進数で、青色のパッチで表されます。 

 有効ローディング長：10進数で、茶色のパッチで表されます。 

 ヘッド CRC：16 進数で、青緑色のパッチで表されます。CRC が無効のと

き、赤色のパッチで表されます。 

 サイクル番号：10進数で、ピンク色のパッチで表されます。 

 

 

 

 

 

 

TSS   フレーム タイプ フレーム ID       ヘッド CRC   サイクル番号 

有効ローディング長 
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 Data（データ）：Format で指定された形式（16 進数、10 進数、2進数ま

たは ASCII）で表示され、緑色のパッチで表されます。 

 

 

 

 エンド CRC：16 進数で、青緑色のパッチで表されます。CRC が無効のと

き、赤色のパッチで表されます。 

 DTS：ダイナミック エンド シーケンスで、薄紫色のパッチで表現されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

    エンド CRC                     DTS 
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8  基準波形 
 

 

実際の試験プロセスでは、試験される波形を基準波形と比較して、故障の原因を判

定することができます。 

 

本章の内容： 

 

 REF機能を有効にする方法  

 REFソースの選択方法  

 内部メモリへの保存方法  

 REF波形表示の調整方法  

 内部および外部メモリへのエクスポート方法  

 内部および外部メモリからのインポート方法  
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REF 機能を有効にする方法 

 

フロント パネルにある垂直制御エリア（VERTICAL）の REF を押して、REF機能

を有効にします。タイム ベースが X-Yモードにあるとき、REF機能を有効にするこ

とはできません。 

 

 

本機は、10 個の基準波形チャンネルを提供します。Channel を押し、 を使用し

て、必要な基準チャンネルをオンまたはオフに設定します。有効にされたチャンネ

ルのチャンネル アイコン（例えば、 ）が画面グリッドの左側に表示されます。 

 

 

 

REF 機能を有効にすると、各基準波形に対して異なる色を選択し、各基準チャンネ

ルのソースを設定し、基準波形の垂直スケールおよび位置を調整し、基準波形を内

部および外部メモリに保存するとともに、必要なときにそれを読み出すことができ

ます。詳しくは、以下の概要を参照してください。 

 

REF 
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色の設定方法 

 

異なるチャンネルの基準波形を識別するために、5 色（グレー、グリーン、ライト

ブルー、マジェンタおよびオレンジ）が用意されています。 

 

Currentを押し を使用して、有効にされた基準チャンネル（Ref1-Ref10）のいず

れかを選択します。次に、Color を押して、そのチャンネルの基準波形に対して異

なる色を指定します。 

 

 

REF ソースの選択方法 

 

Current を押し を使用して、オンにした基準チャンネル（Ref1～Ref10）のいず

れかを選択します。次に、 Sourceを押して、このチャンネルに対して基準ソース

（CH1～CH4、MATH）を選択します。 

 

 

内部メモリへの保存方法 

 

Saveを押して、指定されたソースにおける波形（画面領域）を内部メモリに基準波

形として保存し、画面に表示します。この操作は、基準波形を揮発性メモリに保存

するだけで、電源を切ると波形はクリアされます。 

 

 

REF 波形表示の調整方法 

 

Currentで指定された基準波形の調整方法： 

  

REF を押して REF機能を有効にします。次に、 を押し を使用して基準波形の

垂直位置を調整し、 を押し を使用して基準波形の垂直スケールを調整します。 

Resetを押すと、Save操作を実行したとき、ソース チャンネル波形がある位置に

基準波形が戻ります。 
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内部および外部メモリへのエクスポート方法 

 

基準波形を内部フラッシュ メモリまたは外部USBストレージ デバイスに保存する

こともできます。基準波形のファイル フォーマットは“*.ref”です。最大で10個の基

準ファイル（LocalREF0.ref～LocalREF9.ref）を本機の内部に保存できます。 

 

Exportを押してファイル保存画面を開きます。“ 保存および読み出し”の関連する

説明を参照して、基準波形を内部または外部メモリに保存してください。 

 

 

内部および外部メモリからのインポート方法 

 

ユーザーは内部フラッシュ メモリまたは外部 USB ストレージ デバイスに保存さ

れた基準波形を内部メモリにインポートすることもできます。 

 

Importを押して、ファイル読み出し画面を開きます。“ 保存および読み出し”の関

連する説明を参照して、基準波形を本機の内部メモリにインポートしてください。 
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9  合／否テスト 
 

 

入力信号が作成されたマスクの範囲内にあるかどうかを判断することによって信

号の変化をモニタします。テスト結果は、画面への表示が可能であるとともに、シ

ステム音またはリア パネルにある[Trig Out/Calibration]コネクタからのパルス信号

出力による通知も可能です。 

 

本章の内容： 

 

 合/否テストを有効にする方法  

 ソースの選択方法  

 マスクの作成方法  

 テストと出力  

 テスト マスクの保存方法  

 テスト マスクの読み出し方法  
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合/否テストを有効にする方法 

 

Utility  Pass/Fail  Enable Testを押して“ON”を選択します。タイム ベース

が X-Yモードにあるとき、合/否テスト機能を有効にすることはできません。 

 

 

テストを開始するには、Enable Testを押して“ON”を選択します。次に、Operate

を押し“ ”を選択して、テストを開始し“■”を選択してテストを終了します。下図は

テスト画面です。 

 

 

ソース選択、マスク作成、およびテスト マスクのロード（読み込む）を行なうこ

とができます。詳しくは、以下を参照してください。 

 

Utility

（ ユ

ー テ

ィ リ

ティ） 
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ソースの選択方法 

 

Sourceを押して、テストするチャンネル（CH1～CH4）を選択します。テスト中に、

本機はソースでの波形の各フレームが、現在のテスト マスクに適合しているかど

うかを判断します。それらの波形がマスク エリア（青色エリア）を通過する場合、

不合格と判定します。 

 

 

マスクの作成方法 

 

ユーザーは自分自身のテスト マスクを定義できます。 

 

Enable Testを押して、マスク表示エリアをオンにします。X Maskおよび Y Mask

をそれぞれ押して、 を回すと、マスク ラインが画面に表示されます。Create 

Maskを押して、現在作成されているマスクを適用します。水平および垂直調整は、 

それぞれ 0.02～4 divおよび 0.03～4 divです。 
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テストと出力 

 

テスト前に以下の方法を使用して、テスト結果の出力モードを設定できます。 

Msg Displayを押して、“ON”または“OFF”を選択します。“ON”を選択すると、テス

ト結果が画面の右上隅に表示されます。 

 

 

Stop On Outpを押して、“ON”または“OFF”を選択します。 

 ON：問題のある波形が検出されると、本機はテストを停止し、“STOP”状態に

入ります。この時点で、画面でのテスト結果は変化せず（表示がオンの場合）、

リア パネルの[Trig Out/Calibration]（有効になっている場合）コネクタから 1

パルスのみが出力されます。 

 OFF：本機は問題のある波形が検出されてもテストを継続します。画面上のテ

スト結果は更新され続け、問題のある波形が検出されるたびに、リア パネル

の[Trig Out/Calibration]コネクタからパルスが出力されます。 

Outputを押して“Fail”または“Fail+ ”を選択します。 

 Fail：問題のある波形が検出されると、表示および出力はありますが、ビープ音

は鳴りません。 

 Fail+ ：問題のある波形が検出されると、表示および出力があり、ビープ音

が鳴ります（ブザーのオン/オフ状態とは無関係です）。 

 

AuxOutput を押して、リア パネルの[Trig Out/Calibration]コネクタからのテスト

結果の出力を“ON”または“OFF”します。Utility  AuxOutputを押して、“PassFail”

を選択しこの出力を設定することもできます。 
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テスト マスクの保存方法 

 

ユーザーは現在のテスト マスクを内部フラッシュ メモリまたは外部USBストレー

ジ デバイスに保存できます。テスト マスク ファイルのファイル フォーマットは

“*.pf”です。内部メモリは最大で10テスト マスクのファイル（LocalPF.pf）を保存

できます。 

 

Save を押してファイル保存画面を開きます。“ 保存および読み出し”の関連する説

明を参照して、テスト マスク ファイルを内部または外部メモリに保存してくださ

い。 

 

 

テスト マスクの読み出し方法 

 

ユーザーは内部フラッシュ メモリまたは外部 USB ストレージ デバイスに保存さ

れたテスト マスク ファイル（*.pf） を内部メモリに読み込むことができます。 

 

Loadを押してファイル読み出し画面を開きます。“ 保存および読み出し”の関連す

る説明を参照して、テスト マスクを本機の内部メモリに読み込んでください。 
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10  波形記録 
 

 

波形記録は、入力チャンネル（CH1～CH4）の波形を記録できます。記録常時オン モ

ードでは本機は、ユーザーが RUN/STOP を押すまで、連続的に入力波形を記録す

ることができます。波形再生および解析は、優れた波形解析効果を提供することが

できます。（注意：波形記録中、水平タイム ベースは Y-T モードに設定されている

必要があります。） 

 

本章の内容： 

 

 波形記録  

 記録常時オン 

 波形再生  

 波形分析  
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波形記録 

 

波形記録中には、現在オンになっているすべてのチャンネルからの波形が記録され

ます。 

 

 

Record  Modeを押し、 を使用して“Record”を選択し、波形記録操作メニュー

を開きます。 

 

1. End Frame（エンド フレーム） 

End Frame を押し を使用して、記録するフレームの必要数を設定します。

利用可能なフレーム数は現在選択されているメモリ長に関係します。 

 

2. Operate（記録操作） 

波形記録は、メニューまたはフロント パネルにあるショートカット ボタンに

よって実現できます。 

 

メニュー フロント パネル 

Operateを押して“●”を選択し、記録

を開始します。 

 を押す；バックライトが（赤色で）点灯

し、点滅を始め、記録が開始されたことを

示します。 

記録が終了すると、自動的に“●”が“■”

に変化します。手動で“■”を選択する

こともできます。 

記録が終了すると、自動的に が消灯し、

が（オレンジ色で）点灯します。直接 を

押すこともできます。 

 

3. Interval（間隔） 

波形記録でのフレーム間の時間間隔を設定します。利用可能な範囲は 100 ns～

10 sです。 

 

 

 

 

 

 

1.  

ナビゲーション ツマミ（再生） 

波形記録 

再生/一時停止（再生） 

記録停止（再生）/オフ 
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4. Total Frames（フレームの最大数） 

メニューは現在記録可能なフレームの最大数を示します。 

波形メモリの容量が一定であるため、波形の各フレームが持つ点の数が多いほ

ど、記録可能な波形フレーム数は少なくなります。従って、波形記録の最大エ

ンド フレームは、現在選択されている“Memory Depth（メモリ長）”によって

決定されます。“メモリ長”での指示を参照して、必要なメモリ長を選択してく

ださい。 

 

表10-1 メモリ長とフレームの最大数 

メモリ長 最大エンド フレーム 

Auto（自動） 200064 

14kポイント 31986 

140kポイント 1999 

1.4Mポイント 249 

14Mポイント 31 

140Mポイント 2 
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記録常時オン 

 

本機は、波形記録に対して記録“Open（オープン）”（記録常時オン）モードを提供

します。このモードが有効なとき、本機は現在のメモリ長に従って、波形を連続的

に記録します。記録される波形の長さは、メモリ長によって制限され、以前に記録

された波形データは現在記録される波形によって上書きされます。このモードでは、

他の本機操作（合/否テストならびにサンプル システム設定における収集モード、

サンプル モード、サンプル レートおよびメモリ長を除く）には影響を受けません。 

 

Record  Mode を押し、 を使用して“Open”を選択します。この時点で、フロ

ント パネルの波形記録ボタン  が赤色に点灯、本機は現在のメモリ長に従って、

波形を連続的に記録します。RUN/STOP を押すと本機は記録を停止し、波形を再

生または解析することができます。 

 

記録常時オン モードでは、本機は調整中の偶発的な異常信号をキャプチャするこ

とができます。以下が、記録常時オン モードの応用例です。本機 (CH1)を使用し

て、特定のオーバーシュートを含み、異常パルスが重畳している可能性のある方形

波を観察します。 

 

1. プローブを使用して信号出力端子を本機の CH1に接続します。トリガが安定す

るように本機を調整します。 

 

 

 

2. 記録常時オン モードを有効にします。 
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3. 記録常時オン モードで信号パラメータを測定します。 

 

4. RUN/STOPを押して記録を停止します。 

 

5. 波形解析を使用して波形記録を解析すると、下図に示すとおり、異常信号がキ

ャプチャされます。 
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波形再生 

 

波形再生は現在記録されている波形を再生することができます。Record  Mode 

を押し、 を使用して“Play back”を選択します。この時点で、画面に現在表示され

ている特定フレームを示す、下図に示す情報が画面の右上隅に表示されます。再生

中は、この値が連続的に変化します。 

 

 
 

以下の説明に従って、再生パラメータを設定してください。 

 

1. Play Mode（再生モード） 

このボタンを押して、再生モードをサイクルまたはシングルに設定します。 

 ：サイクル再生。スタート フレームからエンド フレームまで再生

し、手動で停止するまで繰り返します。 

 ：シングル再生。スタート フレームからエンド フレームまで再生

して停止します。 

 

2. Interval（間隔） 

このボタンを押し、 を使用して再生の時間間隔を設定します。利用可能な範

囲は 100 ns～10 sで、デフォルトは 100 nsです。 

 

3. Start Frame（スタート フレーム） 

このボタンを押し、 を使用して再生のスタート フレームを設定します。デ

フォルトは 1で、最大は記録されるフレームの最大数です。 

 

4. Current Frame（現在のフレーム） 

このボタンを押し、 またはナビゲーション ツマミ（大まかなスケール調整）

を使用して現在のフレームを設定します。デフォルトでは、現在のフレームは

エンド フレームの場合と同じです。現在のフレームの設定範囲は、スタート 

フレームおよびエンド フレーム設定に関係します。 

設定中は、画面は現在のフレームの対応する波形を同期して表示します。つま

り手動再生となります。 

このパラメータを設定した後、再生操作を実行する場合、このメニューは Start 

Frame値に自動的に調整され、再生処理中に連続的に変化します。 
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5. End Frame（エンド フレーム） 

このボタンを押し、 を使用して再生のエンド フレームを設定します。デフ

ォルトは再生する波形のフレーム総数です。 

 

6. 再生操作 

波形再生は、メニューまたはフロント パネルにあるショートカット ボタンに

よって実現できます。 

 

7. Time Tag（タイム タグ） 

タイム タグを使用して、現在記録されている波形の各フレームの完全な記録

時間を表示します。Time Tagを押して、タイム タグ機能を有効または無効に

します。有効にすると下図に示すとおり、タイム タグ情報が画面の右上隅に

表示されます。 

 

 

T0：波形記録の絶対スタート時間を“時間：分：秒：月：日”形式で表示します。 

ΔT：波形の最初のフレームに対する現在の波形の記録時間の偏差を表示します。

この値は波形再生過程において状況に応じて変化します。 

 

メニュー フロント パネル 

Operateを押して“ ”を選択し、再

生を開始します。 

を押します。バックライトが（黄色で）

点灯し、再生が始まったことを示します。 

Operate を押して、“ ”を選択し再

生を一時停止します。 

を再度押して再生を一時停止します 

Operateを押して、“■”を選択し再

生を停止します。 
を押して再生を停止します。 

 

ヒント 

 

波形再生中は、RUN/STOP を使用して再生と一時停止を切り換えることができ

ます。SINGLE を押すたびに、Current Frameが 1フレームだけ前方に移動し

ます。 
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波形分析 

 

この機能を使用して記録された波形を分析します。Record  Modeを押し、 を

使用して“Analyze”を選択し、波形解析メニューを開きます。この時点で、下図に示

すとおり画面は 2つの表示エリアに分割されます。 

 

 

 

 

  

 

以下の説明に従って、波形解析パラメータを設定します。 

 

1. Analyze （解析）  

Analyzeを押して、必要な解析モードを選択します。 

 Trace：ユーザーが選択したテンプレートに基づいて解析を実行します。詳

細については、“トレースに基づいた解析”を参照してください。 

 Pass/Fail（合/否）：ユーザーが作成した Pass/Fail（合/否）マスクに基づい

て解析を実行します。詳しくは、“合/否マスクに基づいた解析”を参照して

ください。 

 

2. Source（ソース）  

Source を押して、解析するチャンネルを選択します。現在有効になっている

チャンネルしか選択できません。 

 

設定と結果  テンプレート表示  現在のフレーム 
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3. Start （開始）  

Start を押して波形解析を有効にします。解析プロセス中は、プログレス（進

捗）バーが表示され、パラメータは変更できません。解析終了後、“Error Frames”、

“Current Error”および“CurFrame Diff”の解析結果が表示されます。同時に下図

に示すとおり、最初のエラー フレームが見つかります。この時点で、この波

形解析における次のエラー フレーム、前のエラー フレームおよびすべてのフ

レームを対応するボタンを使用して見つけることができます。 

 

 

 

Error Frames（エラー フレーム）：この解析で発見されるエラー フレームの総

数。エラー フレームの数は現在設定されているエラー フレームのスレッショ

ルドに関係しています。 

Current Error（現在のエラー）：この解析ですべてのデータ フレームを見つけ

るときに、すべてのエラー フレーにおいて最近見つけられたエラー フレーム

の番号。 

CurFrame Diff：  

トレースに基づいた解析中に、本機は各フレームをテンプレートと比較して、

差の値を計算し、最大値を使用して各値を正規化します。次に、各フレームの

正規化された値を選択されたスレッショルドと比較し、フレームがエラー フ

レームかどうかを判定します。“CurFrame Diff”（相対差）は現在のフレームと

テンプレート間の差の正規化された値です。 

 

合/否マスクに基づく解析中に、本機は各フレームをマスクと比較して、差の値

を計算し、差の値がエラー フレームとして選択されたスレッショルドと等し

いか、または大きいフレームを認識します。対応する“CurFrame Diff”は 100%

になります。そうでない場合、フレームは正しいとして判定され、“CurFrame 

Diff”は 0%です。合/否マスクに基づいた解析では、2 つの“CurFrame Diff”値

（100%と 0%）しか存在しません。 
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4. Cancel  

解析中、ユーザーは Cancel を押して、解析を停止し、Start を再度押して解

析を再開することができます。 

 

5. Previous  

波形解析終了後、Previousを押して、現在のエラー フレームの前のエラー フ

レームを見つけることができます。RUN/STOP を押して操作を実行すること

もできます。 

 

6. Next  

波形解析終了後、Next を押して、現在のエラー フレームの次のエラー フレ

ームを見つけることができます。SINGLE を押して操作を実行することもでき

ます。 

注意：ナビゲーション ツマミを使用して、解析での各フレームを表示するこ

とができます。 

 

7. Current Frame  

Current Frameを押して、現在表示されているデータ フレームを調整します。

調整可能な範囲は 1からこの波形解析におけるフレーム総数までです。ナビゲ

ーション ツマを使用して操作を実行することもできます。 

 

8. Setup  

Setupを押して、さらに詳しい設定情報を開きます。 

 Screen Start：このボタンを押して、波形解析の開始点を設定します。範囲

は 5～685です。開始点は現在設定されている“Screen End”より小さい必要

があります。 

 Screen End：このボタンを押して、波形解析の終了点を設定します。範囲

は 6～695です。終了点は現在設定されている“Screen Start”より大きい必

要があります。 

 Start Frame：このボタンを押して、波形解析の開始フレームを設定します。

デフォルトは最初のフレームです。 

 End Frame：このボタンを押して、波形解析の終了フレームを設定します。

デフォルトは最後のフレームです。 

 Threshold：このボタンを押して、波形解析のスレッショルドを設定します。

範囲は 1～99%です。スレッショルドを使用してフレームがエラー フレー

ムかどうかを判定します。フレームとテンプレート間の（相対）差の値が

現在設定されているスレッショルド以上である場合、フレームはエラー 
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フレームとして認識されます。 

 

9. TempletDisp  

TempletDisp を押して、テンプレート表示を有効または無効にします。テン

プレート設定については、“トレースに基づいた解析”および “合/否マスクに

基づいた解析”の概要を参照してください。 

 

10. Time Tag（タイム タグ） 

タイム タグを使用して、現在記録されている波形の各フレームの絶対記録時

間を表示します。Time Tagを押してタイム タグ機能を有効または無効にしま

す。有効にすると下図に示すとおり、タイム タグ情報が画面の右上隅に表示

されます。 

 

 

T0：波形記録の絶対開始時間を“時間：分：秒：月：日”形式で表示します。 

ΔT：波形の最初のフレームに対する現在の波形の記録時間の偏差を表示します。

この値は波形再生プロセスの期間中に状況に応じて変化します。 
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トレースに基づいた解析 

 

Analyzeを押して“Trace”を選択します。次に、以下の方法によって、トレースに基

づく解析で使用されるテンプレートを設定します。 

 

1. Trace（トレース）  

 Traceを押して、解析テンプレートの作成方法を選択します。 

 Current Frame（現在のフレーム）：解析テンプレートとして現在のフレー

ムを選択します。 

 Average（平均）：解析テンプレートとして現在のデータ フレームの平均

を選択します。 

 

2. Setup Templet（設定テンプレート）  

Setup Templetを押して、すばやくテンプレートを設定します。解析開始後、

本機は各フレームをテンプレートと比較して差の値を計算し、差の値を現在設

定されているスレッショルドと比較することによって、エラー フレームが存

在するかどうかを判定します。 
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合/否マスクに基づいた解析 

 

Analyze を押して“Pass/Fail”を選択します。次に、以下の方法によって、Pass/Fail

（合/否）マスクに基づく解析で使用されるテンプレートを設定します。 

 

1. X Mask（X マスク）  

このボタンを押し を使用して、水平スレッショルドを調整します。範囲は

0.02～4.00 div です。調整時に、下図に示すとおり、現在のマスクの輪郭を示

す 2つの曲線が表示されます。 

 

 

 

2. Y Mask（Y マスク） 

このボタンを押し、 を使用して、垂直スレッショルドを調整します。範囲は

0.03～4.00 divです。調整時に、現在のマスクの輪郭を示す 2つの曲線が表示

されます。 

 

3. Create Mask（マスクの作成） 

マスクは波形解析で使用されるテンプレートです。Create Maskを押して、現

在作成されているマスク（X Maskと Y Mask)を即座に適用します。 

 

4. Save（保存）  

Save を押してファイル保存画面を開きます。“ 保存および読み出し”の概要を

参照することによって、テスト マスク ファイルを内部または外部メモリに保

存します。 

 

5. Load（読み出し）  

Loadを押してファイル読み出し画面を開きます。“ 保存および読み出し”の概

要を参照して、本機の内部メモリにテスト マスクを読み出します。 

 

現在のマスクの輪郭 
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11  表示制御 
 

 

波形表示のタイプ、持続時間および輝度、画面表示のグリッド タイプおよびグリ

ッド輝度、ならびにメニュー表示時間を設定できます。 

 

本章の内容： 

 

 表示タイプの選択方法  

 持続時間の設定方法  

 波形輝度の設定方法  

 画面グリッドの設定方法 

 グリッド輝度の設定方法 

 メニュー表示の設定方法  

 

 

 



11  表示制御  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  11-2 

表示タイプの選択方法 

 

 

 

Display  Typeを押して、波形表示モードを“Vectors”または“Dots”に設定します。 

  

 Vectors：サンプル点が直線で結ばれて表示されます。通常、このモードは最も

鮮明な波形を提供し、波形の急勾配エッジ（方形波など）を表示することがで

きます。 

 Dots：サンプル点を直接表示します。各サンプル点を直接表示し、カーソルを

使用して、サンプル点の Xおよび Y値を測定します。 

 

 

 

 

表示 
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持続時間の設定方法 

 

Display  Persis.Timeを押して、本機の持続時間を Min（最小）、特定値（50 ms

～20 s）または無限大に設定します。 

 

以下の部分では、正弦波形の周波数掃引を使用して、異なる持続時間での波形効果

を示します。 

 

1. Min（最小） 

高リフレッシュ レートでの波形変化を表示します。 

 

 

 

2. 特定値 

比較的ゆっくりと変化するグリッチまたは発生確率の低いグリッチを観察し

ます。持続時間は 50 ms、100 ms、200 ms、500 ms、1 s、2 s、5 s、10 sま

たは 20 sに設定できます。 
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3. Infinite（無限大） 

このモードでは、本機は前に取得された波形をクリアしないで、新しく取得さ

れた波形を表示します。以前に取得された波形は比較的低輝度の色で表示され、

新しく取得された波形は通常の輝度および色で表示されます。無限大の持続を

使用して、ノイズおよびジッタを測定し、偶発的イベントをキャプチャするこ

とができます。 

 

 

 

 

 

 



11  表示制御  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  11-5 

波形輝度の設定方法 

 

Display  WaveIntensityを押すか、メニューが隠されているとき を回して、

アナログ チャンネルの波形輝度を調整します。デフォルトは 50%で、利用可能な

範囲は 0～100%です。 

 

 

画面グリッドの設定方法 

 

Display  Gridを押して画面グリッド タイプを設定します。 

 

 ：バックグランド グリッドおよび座標をオンにします。 

 ：バックグランド グリッドをオフにします。 

 ：バックグランド グリッドおよび座標をオフにします。 

 

 

グリッド輝度の設定方法 

 

Display  Brightnessを押して、画面グリッドの輝度を設定します。 を回して、

グリッドの輝度を調整します。デフォルトは 50%で、利用可能な範囲は 0～100%

です。 

 

 

メニュー表示の設定方法 

 

Display  Menu Displayを押して、メニュー表示時間を設定します。メニューは、

最後にボタンを押した後、指定された時間だけ保持されてから表示されなくなりま

す。表示時間は 1 s、2 s、5 s、10 s、20 sまたは無限大（メニューは隠れません）

です。 
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12  保存および読み出し 
 

 

本機の現在の設定、波形、および画面の画像を内部メモリまたは外部 USB大容量記

憶デバイス（USB ストレージ デバイスなど）に各種フォーマットで保存し、保存

された設定または波形を必要なときに読み出すことができます。 

 

本章の内容： 

 

 ストレージ システム  

 保存タイプ  

 内部記憶および読み出し 

 外部記憶および読み出し  

 ディスク管理  

 工場出荷状態 
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ストレージ システム 

 

Storage を押して、保存および読み出し設定画面を開きます。 

 

 

 

本機は、フロントおよびリア パネルに 2つの USBホスト インタフェースを備えて

おり、外部ストレージ用の USB ストレージ デバイスを接続することができます。

接続された USBストレージ デバイスには“Disk D”（フロント パネル）および“Disk 

E”（リア パネル）のマークが付いています。本機の内部メモリ（Local Disk、ロー

カル ディスク）は、10 個の設定ファイル、10 個の基準波形ファイルおよび 10 個

の合/否テストのマスク ファイルを保存できます。下記はディスク選択画面です。 

 

 

表12-1 実際のアイコン 

アイコン 説 明 アイコン 説 明 

 前のディスク管理画面に戻

る 
 波形ファイル 

 ローカル ディスク メモリ  JPEGファイル 

 外部 USBストレージ デバ

イス 
 合/否マスク ファイル 

 フォルダ  PNGファイル 

 前のファルダに戻る  波形記録ファイル 

 未知のファイル  基準波形ファイル 

 ビットマップ ファイル  設定ファイル 

 CSVファイル  トレース ファイル 

Storage

（ 保

存） 

USB ストレージ デバイスを挿入

します 
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保存タイプ 

 

Storage  Storage を押して、必要な保存タイプを選択します。デフォルトは

“Traces”です。各タイプの保存および読み出しは以下のようになります。 

 

1. Traces（トレース）  

波形データを外部メモリに“*.trc”フォーマットで保存します。オンしたすべて

のチャンネルのデータを同じファイルに保存することができます。読み出しの

ときには、データは直接画面に表示されます。 

 

2. Waveforms（波形） 

波形データを外部メモリに“*.wfm”フォーマットで保存します。保存されたフ

ァイルは、4つのアナログ チャンネルの波形データから成り、本機のメイン設

定情報およびすべてのデータを読み出すことができます。 

 

3. Setups（設定） 

本機の設定を内部または外部メモリに“*.stp”フォーマットで保存します。最大

で 10 個の設定ファイル（LocalSetup0.stp～LocalSetup9.stp）を内部メモリに

保存できます。保存された設定は読み出すことができます。 

 

4. Picture（写真） 

画面の画像を外部メモリに“*.bmp”、“*.png”、“*.jpeg”または“.tiff”フォーマッ

トで保存します。ファイル名と保存ディレクトリを指定し、同じファイル名を

使用して同じディレクトリ下に対応するパラメータ ファイル（*.txt）を保存

することができます。画像およびパラメータファイルの読み出しはサポートし

ていません。 

このタイプを選択後：  

PicTypeを押して必要な保存フォーマットを選択します。 

Para.Saveを押して、パラメータ保存機能を有効または無効にします。 

 

ワンタッチ ビットマップ保存 

 

USB ストレージ デバイスを接続した後、フロント パネルにある を

押して、現在の画面画像を USB ステレージ デバイスのルート ディレク

トリ下にビットマップ フォーマット（*.bmp）ですばやく保存します。 
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5. CSV 

画面に表示された波形データまたは指定されたチャンネルの波形データを、外

部メモリに単一の“*.csv”ファイルで保存します。ファイル名と保存ディレクト

リを指定し、同じファイル名を使用して、同じディレクトリ下に対応するパラ

メータ ファイル（*.txt）を保存することができます。CVSおよびパラメータ フ

ァイルの読み出しはサポートしていません。 

このタイプを選択後：  

DataDepthを押して、“Displayed”または“Maximum”を選択します。“Maximum”

を選択した後、Channelを押して、必要なチャンネルを選択します（現在有効

になっているチャンネルしか選択できません）。 

Para.Saveを押して、パラメータ保存機能を有効または無効にします。 
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内部記憶および読み出し 

 

内部記憶および読み出しは Storageでの“Setups”をサポートします。以下の部分で

は、記憶および読み出しの方法および手順を紹介します。 

 

1. 指定された本機設定を内部メモリに保存します。 

1) 信号を本機に接続し、表示を安定させます。 

2) 図 aに示すとおり、Storage  Storageを押して“Setups”を選択し、Save

を押して画面を開きます。 を使用して“ Local Disk”を選択し（文字が緑色

になります）、 を押してローカル ディスクを開きます（図 b）。 

  図 a 

3) 図 b に示すとおり、ローカル ディスクは最大 10 個の設定ファイルを保存

できます。 を使用して必要な記憶位置を選択します。Save が点灯して

から、ボタンを押して保存操作を実行します。現在の位置にファイルが存

在する場合、元のファイルを上書きするか Deleteを押して削除することが

できます。 を使用して を選択し、 を押して前のディレクトリ

に戻ります。 
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  図 b 

注意：内部記憶では、New Fileと New Folderは使用できません。 

 

2. 内部メモリに指定されたファイル タイプを読み出します。 

1) 図 c に示すとおり、Storage  Storage を押して“Setups”を選択し、

Loadを押してインタフェースをオンにします。 を使用して、“Local Disk”

を選択し、 を押して、ローカル ディスクを開きます（図 d）。 

  図 c 

2) 図 dに示すとおり、 を使用して、必要な読み込むファイルを選択し、Load

を押して選択されたファイルを読み出します。 
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  図 d 
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外部記憶および読み出し 

 

外部記憶および読み出しを使用する前に、USB ストレージ デバイスが正しく接続

されていることを確認してください。外部記憶は、 Storage におけるすべてのタ

イプをサポートしますが、読み出しでは“Picture”と“CSV”はサポートしていません。 

 

1. 外部 USB ストレージ デバイスにおける指定されたタイプのファイルの保存 

1) 信号を本機に接続し、表示を安定させます。 

2) 図 eに示すとおり、Storage  Storageを押して“CSV”を選択し、 Save

を押して画面を開きます。 を使用して“Disk D”を選択し、 を押して、

USBストレージ デバイスを開きます（図 f）。 

  図 e 

3) 図 f に示すとおり、 を使用して必要な記憶位置を選択します。ファイル

は USB ストレージ デバイスのルート ディレクトリ下またはルート ディ

レクトリ下の特定フォルダに保存できます。 
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  図 f 

4) 図 gに示すとおり、記憶位置を選択した後、New Fileを押して画面を開き

ます。“新しいファイルまたはフォルダの作成方法”の説明を参照して、新

しいファイル名を作成します。 

  図 g 

5) OKを押して保存操作を実行します。 

 

2. 外部 USB ストレージ デバイス内の指定タイプ ファイルの読み出し 

1) 図 hに示すとおり、Storage  Storageを押して“Traces”を選択し、Load

を押してインタフェースをオンにします。 を使用して“Disk D”を選択し、

を押して、USBストレージ デバイスを開きます（図 i）。 
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  図 h 

 

2) 図 iに示すとおり、 を使用して、必要な読み込むファイルを選択し、Load

を押して選択されたファイルを読み出します。 

  図 i 
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ディスク管理 

 

Storage  Disk.Manageを押して、下図に示すディスク管理画面をオンにし、

を使用して必要なディスクを選択します。現在選択されているディスクが緑色で表

示されます。 を押して選択されたディスクを開きます。 

 

 

 

ディスク管理メニューによって以下の操作を実行します。 

 ファイル タイプの選択方法 

 新しいファイルまたはフォルダの作成方法 

 ファイルまたはフォルダの削除方法 

 ファイルまたはフォルダの名前変更方法  

 ファイルのコピーおよびペースト方法 

 ローカル メモリのクリア方法 
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ファイル タイプの選択方法 

 

本機は、Storage でのファイル タイプを除いて、合/否テストのマスク ファイル

（*.pf）、波形記録ファイル（*.rec）、更新ファイル（.rgl）、パラメータ ファイル（*.txt）

および基準波形ファイル（*.ref）など、高度な応用のためのいくつかのファイルを

表示、保存または読み出すこともできます。 

 

Storage  Disk.Manage  File Typeを押して、必要なファイル タイプを選択

します。デフォルトは“*.*”です。現在のディレクトリ下で、ファイル名のサフィッ

クスが選択されたファイル タイプと一致するファイルのみが現在のディスクに表

示されます。 
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新しいファイルまたはフォルダの作成方法 

 

この操作は、外部記憶においてのみ有効です。外部ディスクを使用する前に、USB

ストレージ デバイスが正しく接続されていることを確認します。 

最初に、Storage  Disk.Manageを押し、 を使用して外部ディスク（“Disk D”

または“Disk E”)を選択して開きます。次に、必要なファイル タイプを選択し、新し

いファイルまたはフォルダを作成したいディレクトリを選択します。デフォルトは

USBストレージ デバイスのルート ディレクトリです。 

次に、下図に示すとおり、New Fileまたは New Folderを押して、画面を開きま

す。 

 

 

 

本機は中国語/英語による入力方法をサポートします。ファイル名またはフォルダ名

には、文字、数字、アンダーライン、スペースおよび漢字を使用でき、文字長は 64

バイトに制限されています。以下の部分で、中国語/英語での入力法を使用したファ

イル名またはフォルダ名の入力方法を紹介します。 

 

操作のヒント 

 

名前を入力するときに、メニュー ボタンを使用して、各種操作エリアを選択し、

を回して必要な内容を選択し、 を押して選択された内容を入力します。 
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英語での入力方法 

 

例えば、名前“Filename”でファイルまたはフォルダを作成します。 

 

1. Keyboardを押します。 

1) を使用して、英語入力法“En”および大文字入力モード “aA”を選択します。 

2) を使用して文字“F”を入力します。入力が間違っている場合、Deleteを押

して文字入力を削除します。 

3) を使用して、小文字入力モード“Aa”を選択します。 

4) を使用して、残りの文字“ilename”を入力します。 

 

 

 

 

2. 名前を入力するとき、Nameを押して“名前入力エリア”を選択し、 を使用し

て、カーソルを動かし、Delete を押して、カーソルの左の文字を 1 文字ずつ

削除することができます。 

3. 入力が終了したら、OK を押すと、本機はこの名前を持つフォルダまたは指定

されたタイプのファイルを現在のディレクトリ下に作成します。 

 

名前入力エリア            キーボード       大文字・小文字切り換え     入力方法切り換え 
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中国語での入力方法 

 

例えば、名前 “文件名”を持つファイルまたはフォルダを作成します。 

 

1. Keyboardを押します。 

1) を使用して、中国語入力方法“中”を選択します。画面右のメニュー項目に

Chineseが追加されます。 

2) を使用してピンイン“wen”を入力します。入力が間違っている場合、

Delete を押してピンイン入力を削除します。“wen”を入力後、一連の中国

語文字が中国語文字選択エリアに表示されます。 

3) Chineseを押し、 を使用して“文”を選択し入力します。 

4) 同じ方法で、“件”と“名”を入力します。 

 

 

 

 

 

 

2. 名前を入力するとき、Nameを押して“名前入力エリア”を選択し、次に Delete

を押してカーソルの左の中国語文字を 1文字ずつ削除することができます。 

 

3. 入力が終了したら、OK を押すと、本機はこの名前をもつフォルダまたは指定

されたタイプのファイルを現在のディレクトリ下に作成します。 

 

 

ピンイン入力エリア     中国語文字選択エリア           入力方法切り換え 

              名前入力エリア                キーボード    大文字・小文字切り換え 
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ファイルまたはフォルダの削除方法 

 

フォルダ操作は外部記憶においてのみ有効です。外部ディスクを使用する前に、USB

ストレージ デバイスが正しく接続されていることを確認します。 

 

1． 内部メモリ内のファイルの削除 

1) Storage  Disk.Manage を押し、 を使用して、ローカル ディスク

（“local Disk”）を選択して開きます。 

2) File Typeを押して、削除したいタイプのファイルを選択します（内部記憶

のファイル タイプには“*.stp”、 “*.ref”および“*.pf”などがあります)。 

3) を使用して、削除したいファイルを選択します。 

4) Deleteを押して選択されたファイルを削除します。 

 

2． 外部メモリ内のファイルまたはフォルダの削除 

Storage  Disk.Manageを押し、 を使用して外部ディスク（“Disk D”また

は“Disk E”）を選択して開きます。 を使用して、削除するファイル（または

フォルダ）を選択し、Delete を押して、選択されたファイル（またはフォル

ダ）を削除します。 
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ファイルまたはフォルダの名前変更方法 

 

名前変更操作は外部記憶においてのみ有効です。外部ディスクを使用する前に、USB

ストレージ デバイスが正しく接続されていることを確認します。 

 

Storage  Disk.Manageを押し、 を使用して外部ディスク（“Disk D”または

“Disk E”)を選択して開きます。 を使用して、名前を変更したいファイルまたはフ

ォルダを選択し、Renameを押して名前変更画面を開きます。特定の操作について

は、“新しいファイルまたはフォルダの作成方法”の説明を参照してください。 

 

 

ファイルのコピーおよびペースト方法 

 

ローカル ディスク内のファイルを外部ディスクにコピーしたり、外部ディスクの

ファイルを別の外部ディスクにコピーすることができます。外部ディスクを使用す

る前に、USBストレージ デバイスが正しく接続されていることを確認します。 

 

Storage  Disk.Manage を押し、 を使用して、ローカル ディスク（“local 

Disk”）を選択して開きます。 を使用して必要なファイルを選択し、Copyを押し

て選択されたファイルをコピーします。 を使用し、ターゲット ディレクトリを

選択し、 Paste を押して、選択されたディレクトリ下にコピーされたファイルを

貼り付けます。 

 

 

ローカル メモリのクリア方法 

 

1回の操作でローカル メモリに保存されたすべてのファイルをクリアできます。 

 

Storage  Disk.Manageを押して“Local Disk”を選択し、Clear  OKを押して、

ローカル メモリに保存されたすべてのファイルを削除します。 
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工場出荷状態 

 

Default を押して、本機を工場出荷時の状態に戻します（下表を参照）。 

 

表12-2 工場出荷時設定 

パラメータ 工場出荷時設定 

水平設定（HORIZONTAL） 

垂直設定（VERTICAL） 

収集設定（Acquire） 

トリガ設定（TRIGGER） 

表示設定（Display） 

カーソル設定（Cursor） 

記憶設定（Storage) 

ユーティリティ機能設定（Utility） 

演算操作設定（MATH->Operation） 

プロトコル デコーディング（Decode 1、Decode 2） 

基準波形設定（REF） 

水平設定（HORIZONTAL） 

水平タイム ベース（Horizontal Time Base） 1 us 

水平オフセット（Horizontal Offset） 0 s 

遅延掃引 （Delayed Sweep） オフ（OFF） 

タイム ベース タイプ（Time Base Type） Y-T 

タイム ベース スケール（Time Base Scale） 荒い（Coarse） 

水平基準 （Horizontal Reference） 画面の中心 

 

垂直設定（VERTICAL） 

垂直スケール（Vertical Scale） 1 V 

垂直オフセット（Vertical Offset） 0 V 

CH1スイッチ （CH1 Switch ） オン（ON） 

CH2スイッチ（CH2 Switch） オフ（OFF） 

CH3スイッチ（CH3 Switch） オフ（OFF） 

CH4スイッチ（CH4 Switch） オフ（OFF） 

チャンネル カップリング（Channel Coupling） DC 

帯域幅（Bandwidth） オフ（OFF） 

入力インピーダンス（Input Impedance） 1 MΩ 

チャンネル反転（Channel Invert） オフ（OFF） 

垂直スケール（Vertical Scale） 荒い（Coarse） 

チャンネルの単位（Channel Unit） V 
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収集設定（Acquire） 

収集モード（Acquisition Mode） ノーマル（Normal） 

サンプル モード（Sampling Mode） リアル タイム（Real Time） 

メモリ長（Memory Depth） 自動（Auto） 

 

トリガ設定（TRIGGER） 

トリガのタイプ（Trigger Type） エッジ（Edge） 

ソース（Source） CH1 

スロープ（Slope） 立ち上がりエッジ（Rising Edge） 

トリガ モード（Trigger Mode） 自動（Auto） 

トリガ カップリング（Trigger Coupling） DC 

ホールド オフ（Trigger Holdoff） 100 ns 

 

表示設定（Display） 

表示タイプ（Display Type） ベクトル（Vectors） 

持続時間（Persistence Time） 最小（Min） 

波形輝度（Waveform Intensity） 50% 

画面グリッド（Screen Grid）  
輝度（Brightness） 50% 

メニュー表示（Menu Display） 無限大（Infinite） 

 

カーソル設定（Cursor） 

モード（Mode） なし（None） 

マニュアル（手動）（Manual） 

カーソル タイプ（Cursor Type） X 

ソース（Source） CH1 

時間の単位（Time Unit） s 

CurA -4*1 us 

CurB 4*1 us 

トラック（Track） 

カーソル A（Cursor A） CH1 

カーソル B（Cursor B） CH2 

CurA -4*1 us 

CurB 4*1 us 

 

記憶設定（Storage) 

記憶タイプ（Storage Type） トレース（Traces） 

 

ユーティリティ機能設定（Utility） 

I/O 設定 

ネットワーク設定モード 

（Network Configuration Mode） 

DHCP、Auto IP 
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USBデバイス （USB Device ） コンピュータ（Computer） 

ブザー（Sound） 

ブザー（Sound） オフ（OFF） 

合／否テスト（Pass/Fail Test） 

イネーブル テスト（Enable Test） オフ（OFF） 

ソース（Source） CH1 

操作（Operate） オフ（OFF） 

Xマスク（X Mask） 0.24 div 

Yマスク（Y Mask） 0.38 div 

メッセージ表示（Message Display） オフ（OFF） 

出力で停止（Stop On Output） オフ（OFF） 

出力（Output） なし（Fail） 

波形記憶設定（Waveform Record） 

モード（Mode） オフ（OFF） 

エンド フレーム（End Frame） 7996 

動作（Operate） オフ（OFF） 

再生モード（Play mode） シングル 

間隔（Interval） 100 ns 

スタート フレーム（Start Frame） 1 

現在のフレーム（Current Frame） 1 

総フレーム（Total Frames） 7996 

システム設定（System Setting） 

垂直拡大（Vertical Expansion） Ground 

スクリーン セーバー（Screen Saver） デフォルト（Default） 

スクリーン セーバー時間（Screen Saver Time） オフ（OFF） 

外部トリガ インピーダンス 

（External Trigger Impedance） 

1 MΩ 

Aux（補助出力）（Aux） TrigOut 

基準クロック（Reference Clock） ClockOutput 

 

演算操作設定（MATH->Operation） 

操作（Operate） オフ（OFF） 

A+B 

ソース A（Source A） CH1 

ソース B（Source B） CH1 

反転（Invert） オフ（OFF） 

垂直スケール（Vertical Scale） 2 V 

A-B 

ソース A（Source A） CH1 

ソース B（Source B） CH1 

反転（Invert） オフ（OFF） 
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垂直スケール（Vertical Scale） 2 V 

A×B 

ソース A（Source A） CH1 

ソース B（Source B） CH1 

反転（Invert） オフ（OFF） 

スケール（Scale） 2 V 

A÷B 

ソース A（Source A） CH1 

ソース B（Source B） CH1 

反転（Invert） オフ（OFF） 

垂直スケール（Vertical Scale） 2 V 

FFT 

ソース（Source） CH1 

ウィンドウ機能（Window Function） 方形（Rectangle） 

表示（Display） Split 

スケール（Scale） Vrms 

垂直スケール（Vertical Scale） 1.0 Vrms/div 

水平スケール （Horizontal Scale） 5 MHz 

サンプル レート（Sample Rate） 100 MSa/s 

論理演算（Logic Operation） 

式（Expression） AND 

ソース A（Source A） CH1 

ソース B（Source B） CH1 

反転（Invert） オフ（OFF） 

垂直スケール（Vertical Scale） 1 V 

スレッショルド A（Threshold A） 0 V 

スレッショルド B（Threshold B） 0 V 

高度演算（Advanced Operation） 

式（Expression） オフ（OFF） 

式（Expression） CH1+CH2 

垂直スケール（Vertical Scale） 2 V 

  

プロトコル デコーディング（Decode 1、Decode 2） 

デコーディング タイプ（Decoding Type） Parallel 

バス ステータス（BUS Status） オフ（OFF） 

フォーマット（Format） 16進数（Hex） 

オフセット（Offset） 0 

スレッショルド（Threshold） 0 

パラレル（Parallel） 

クロック チャンネル（Clock Channel） なし（None） 

スロープ（Slope） 立ち上がりエッジ（Rising Edge） 
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バス ビット（Bus Bits） 1 

現在のビット（Current Bit） 0 

チャンネル（Channel） CH1 

RS232 

Tx CH1 

RX CH2 

極性（Polarity） 負（Nagative） 

エンディアン（Endian） LSB 

ボーレート（Baud） 9600 bps 

データ ビット（Data Bits） 8 

ストップ ビット（Stop Bit） 1 

偶数-奇数チェック（Even-Odd Check） なし（None） 

パケット（Packet） オフ（OFF） 

パケット エンド（Packet End） NULL 

SPI 

SSチャンネル（SS Channel） オフ（OFF） 

SS極性（SS Polarity） Low 

SCLKチャンネル（SCLK Channel） CH1 

SCLKスロープ（SCLK Slope） 立ち上がりエッジ（Rising Edge） 

MISOチャンネル（MISO Channel） CH2 

MISO極性（MISO Pocarity） Low 

MOSIチャンネル（MOSI Channel） CH2 

MOSI極性（MOSI Polarity） Low 

MOSIデータ ビット（MOSI Data Bits） 8 

MOSIエンディアン（MOSI Endian） MSB 

I2C 

SCLK CH1 

SDA CH2 

 

基準波形設定（REF） 

チャンネル設定（Channel Setting） REF1 

現在のチャンネル（Current Channel） REF1 

ソース（Source） CH1 

色（Color） グレー（Gray） 
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13  システム機能の設定 
 

 

本章の内容： 

 

 リモート インタフェース設定  

 システム関連  
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リモート インタフェース設定 

 

本機は、LAN、USBおよび GPIB（RIGOLが提供する USB-GPIBインタフェース コ

ンバータを使用して）バス経由で PCと通信することができます。以下を参照して、

リモート インタフェースを使用する前に、対応するインタフェースを設定してく

ださい。 

 

LAN 設定 

 

Utility  IO Setting  LAN Setを押して、LAN設定画面を開きます。ネットワ

ーク接続ステータスを表示して、ネットワーク パラメータを設定できます。 

 

 

 

ネットワーク ステータス 

 

本機をネットワーク ケーブルを使用して、ローカル エリア ネットワークに接続

します。本機のネットワーク接続端子はリア パネルにあります。本機は、現在の

ネットワーク接続ステータスに従って、各種のプロンプトを提供します。 

 Net Config Success（ネットワーク設定成功）! 

 Acquire IP（IP取得中）… 

 IP Conflict（IP競合）! 

 Unconnected（未接続）!  

 DHCP Fail（DHCP IPアドレス取得失敗）! 

 Read Status Fail（読み出しステータス失敗）! 

ネットワーク 

ステータス 

 現在の IP 

設定タイプ  

 

MACアドレス 

VISAアドレス 

 

  IP設定タイプ 

ステータス 
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IP 設定タイプ（DHCP） 

 

IPアドレスの設定タイプは、DHCP、Auto IPまたはStatic IPにすることができます。

IP 設定タイプが異なると、ネットワーク パラメータ（IP アドレスなど）の設定モ

ードが異なります。 

 

Config Modeを押し、 を使用して“DHCP”を選択します。次に、 を押してこの

タイプを選択します。DHCP タイプが有効であるときは、DHCP サーバーは本機に

対してネットワーク パラメータ（IPアドレスなど）を割り当てます。 

 

 

 

 

IP 設定タイプ（Auto IP） 

 

Config Modeを押し、 を使用して“Auto IP”を選択します。次に、 を押してこ

のタイプを選択します。IPタイプが有効（DHCPがオフ）であるときは、画面のメニ

ューにGateとDNSが追加されます。Auto IPモードでは、本機は現在のネットワー

ク設定に従って、169.254.0.1～169.254.255.254の範囲のIPアドレス、サブネット 

マスク255.255.0.0を自動的に取得します。 

 

 

IP 設定タイプ（Static IP） 

 

Config Modeを押し、 を使用して“Static IP”を選択します。次に、 を押してこ

のタイプを選択します。このタイプが有効で、DHCPとAuto IPを手動でオフにして

いるときは、IP Address, Mask, GateおよびDNSが画面のメニューに追加されま

す。この時点で、ユーザーは本機の自分自身のネットワーク パラメータ（IPアドレ

スなど）を定義できます。 
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1. IP アドレスの設定 

IPアドレスのフォーマットは nnn.nnn.nnn.nnnです。最初の nnnの範囲は 0～

223（127を除く）で、その他の 3つの nnnの範囲は 0～255です。利用可能な

IPアドレスについては、ネットワーク管理者にお尋ねください。 

 

IP Addressを押し、 を使用して希望の IPアドレスを入力します。この設定

は不揮発性メモリに保存され、Power Onが“Last”に設定されている場合、

DHCPと Auto IPは“Off”になり、本機は次の電源投入時にプリセットされた

IPアドレスを自動的に読み出します。 

 

2. サブネット マスクの設定 

サブネット マスクのフォーマットは nnn.nnn.nnn.nnnです。nnnの範囲は 0

～255です。利用可能なサブネット マスクについてはネットワーク管理者にお

尋ねください。 

 

Maskを押し、 を使用して希望のサブネット マスクを入力します。この設

定は不揮発性メモリに保存され、Power Onが“Last”に設定されている場合、

DHCPと Auto IPは“Off”になり、本機は次の電源投入時にプリセットされた

サブネット マスクを自動的に読み出します。 

 

 

ゲートウェイの設定 

 

Auto IPおよび Static IPモードにおいてこのパラメータを設定できます。 

ゲートウェイのフォーマットは nnn.nnn.nnn.nnnです。最初の nnnの範囲は 0～223

（127を除く）で、その他の 3つの nnnの範囲は 0～255です。利用可能なゲート

ウェイ アドレスについては、ネットワーク管理者にお尋ねください。 

 

Gateを押し、 を使用して希望のゲートウェイ アドレスを入力します。この設定

は不揮発性メモリに保存され、Power On が“Last”に設定されている場合、DHCP

と Auto IP は“Off”になり、本機は次の電源投入時にプリセットされたゲートウェ

イ アドレスを自動的に読み出します。 
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ドメイン ネーム サーバーの設定 

 

Auto IPおよび Static IPモードにおいてこのパラメータを設定できます。 

ドメイン ネーム サーバーのフォーマットは nnn.nnn.nnn.nnnです。最初の nnnの

範囲は 0～223（127を除く）で、その他の 3つの nnnの範囲は 0～255です。利用

可能なアドレスについては、ネットワーク管理者にお尋ねください。 

 

DNSを押し、 を使用して希望のアドレスを入力します。一般的に、ユーザーは

DNSを設定する必要はありません。このため、このパラメータ設定は無視すること

ができます。 

 

ヒント  

 3 つの IP 設定タイプがすべてオンのとき、パラメータ設定の優先度は高い方

から低い方に向かって“DHCP”、“Auto IP”および“Static IP”です。 

 3つの IP設定タイプすべてを同時にオフにすることはできません。 

 

 

ネットワーク パラメータ設定の適用 

 

Applyを押して、現在のネットワーク パラメータ設定を有効にします。 

 

 

ネットワーク パラメータの初期化 

 

Initializeを押して、ネットワーク パラメータをデフォルト状態に戻します。 

 

 

MAC アドレス 

 

各オシロスコープは固有の MACアドレスを持っています。本機に対して IP アドレ

スを割り当てるとき、MACアドレスを使用して本機を識別します。 

 

 

VISA アドレス 

 

本機で現在使用されている VISAアドレスを表示します。 
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USB デバイス 

 

本機は、リア パネルにある USBデバイス端子を介して PCまたはプリンタと通信す

ることができます。各種の機器タイプに適合するように本機を設定する必要があり

ます。 

 

Utility  IO Setting  USB Deviceを押し、 を使用して希望の装置タイプを

選択します。 

 

 Computer：このタイプでは、本機は PCと通信できます。 

 PictBridge：このタイプでは、本機は PictBridgeプリンタと通信できます。 

 

 

GPIB アドレスの設定方法 

 

GPIB モードを使用して本機を制御するときには、USB-GPIB インタフェース コン

バータ（別に注文する必要があります）を使用して本機に対して GPIB インタフェ

ースを拡張する必要があります。 

 

このインタフェースの GPIB アドレスを設定するには、Utility  IO Setting  

GPIBを押し、 を使用して希望のアドレスを入力します。デフォルトは 1で、範

囲は 1～30です。 
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システム関連 

 

ブザー 

 

ブザーを有効にすると、機能ボタンまたはメニュー ボタンを押したとき、または

プロンプト メッセージがポップアップしたときに、ビープ音が聞こえます。 

Utility  Soundを押して、 （オン）または （オフ）を選択します。デフォ

ルトはオフです。ブザーがオンになっているときは、画面の右下にブザー アイコ

ン  が表示されます。 

 

 

言語 

 

本機は複数言語メニュー、中国語/英語ヘルプおよびプロンプト メッセージをサポ

ートします。 

 

Utility  Languageを押し、 を使用して希望の言語を選択します。次に、 を

押して言語を選択します。現在利用できる言語は簡体字中国語、繁体字中国語およ

び英語です。 
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システム情報 

 

Utility  System  System Infoを押して、本機のバージョン情報を表示します。

下図に示すとおり、システム情報は以下の内容から成ります。 

 

 

 

 

電源オフ復帰 

 

本機の電源をオフにして再度オンにしたときに、システム構成が復帰するように設

定することができます。 

 

Utility  System  Power Onを押して、“Last”（デフォルト）または“Default”

を選択します。 

 Last：最後の電源オフのときのシステム設定に戻ります。 

 Default：システムの工場出荷時設定に戻ります。 
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システム時刻 

 

画面の右下隅に“hh:mm（時間：分）”のフォーマットでシステム時刻が表示されま

す。波形を印刷または保存するときは、ファイル出力にはこの時刻メッセージが付

きます。 

 

以下のように Utility  System  System Time  System Timeを押して、設

定画面を開きます。 

 

 

 

数字で、緑色の項目（例えば、2011）は現在変更できる項目です。 を使用して変

更し、 を押して入力を完了します。時刻の変更項目の順番は以下のようになりま

す。年（2011） → 月（11） → 日（02） → 時間（21） → 分（31）→ 秒（42）。

各項目の設定範囲は以下のように慣例に従います。 

 年：1999～2099 

 月：01-12 

 日：01-31（28、29または 30） 

 時間：00～23 

 分：00～59 

 秒：00～59 

 

Applyを押して、現在の設定値を有効にします。画面の右下隅の時刻が更新されま

す。 
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セルフ テスト情報 

 

Utility  System  SelfTestInfoを押して、本機の最後のセルフ テストの結果

を表示します。通常、セルフ テスト結果は下図に示す内容から成ります。 

 

 

 

画面 

 

本機がアイドル状態に入り、一定時間保持されると、スクリーン セーバー プログ

ラムが有効になります。 

 

Utility  System  Screen Screensaver を押して、スクリーン セーバー設

定メニューを開きます。“Default”はスクリーン セーバー アイコンとしてアイコン

RIGOL を使用することを意味します。 

 

Time を押して、スクリーン セーバー時間を選択します。“OFF”を選択すると、ス

クリーン セーバー プログラムは無効になります。スクリーン セーバー時間は、1

分、2分、5分、15分、30分、45分、60分、2時間 または 5時間に設定できます。 
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エラー情報 

 

このメニューがグレーで表示される場合は、本機の回路基板が正常に動作している

ことを意味します。そうでない場合は、画面の右下隅にあるステータス バーにエ

クスプラネーション マークが表示され、現在エラー情報が存在することを示しま

す。この時点で、このボタンを押して（Utility  System  ErrorInfoを押して）

エラー情報を表示します。 

 

表示される場合があるエラー情報には、メイン ボードの温度過熱、ファンの回転

停止などがあります。上記の情報が表示された場合、ユーザーは修理のために当社

工場に本機を返送する必要があります。最近表示された最大 16個のエラー メッセ

ージを表示できます。エラー情報は揮発性メモリに保存されており、電源がオフに

なると自動的にクリアされます。 
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自己校正 

 

自己校正プログラムによって、本機は迅速に最良の動作状態に達し、最も正確な測

定値を取得することができます。いつでも、特に周囲温度の変化が最大で 5 ℃また

はそれを超えるときに自己校正を実行することができます。必ず、本機がウォーム

アップ済みか、または 30分以上通電した後に自己校正を行なってください。 

 

自己校正は、リア パネルにある [Trig Out/Calibration]コネクタからの高速エッジ信

号出力を校正信号として使用します。この信号を 4つの入力チャンネルと外部トリ

ガ入力チャンネルに接続し、Utility  Self-Calを押すと、下図に示す自己校正画

面が表示されます。 

 
 

 

 

Startを押すと、本機は自己校正プログラムの実行を開始します。 

いつでも Exitを押して、自己校正操作を中止して前のメニューに戻ります。 

 

注意：自己校正中、大部分のボタンは無効です。 
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電源ステータス 

 

電源投入後に本機の電源ステータスを設定することができます。電源コードを使用

して本機を AC電源に接続し、リア パネルの電源スイッチをオンにします。この時

点で、本機の電源がオンになります。 

 

Utility  PowerStatusを押して、“Default”または“Open”を選択します。 

 

 Default：本機の電源がオンになった後、フロント パネルの電源ボタンを押し

て本機を起動する必要があります。 

 Open：本機は電源がオンになった後、ただちに起動します。この時点で、フロ

ント パネルの電源ボタンを押して本機をオフにすることもできます。 

 

 

外部トリガ インピーダンス 

 

フロント パネルの[EXT TRIG]コネクタの入力インピーダンスを設定することが

できます。 

 

Utility  Extimpedanceを押して、“1 MΩ”（デフォルト）または“50 Ω”を選択し

ます。 
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Aux（補助）出力 

 

ユーザーはリア パネルの[Trig Out/Calibration]コネクタからの信号出力のタイプを

設定することができます。 

 

Utility  AuxOutputを押して、必要な出力タイプを選択します。 

 

1. TrigOut（トリガ出力） 

このタイプを選択した後、本機は各トリガで本機の現在のキャプチャ レート

を反映できる信号を出力します。 

 

2. Fast（高速） 

このタイプを選択した後、本機は本機の自己校正において使用できる高速エッ

ジ信号を出力することができます。 

 

3. GND 

このタイプを選択した後、本機は接地レベルを出力することができます。 

 

4. PassFail 

このタイプを選択した後、本機は問題のある波形を検出したときにパルス信号

を出力します。この信号を他の制御システムに接続して、テスト結果をタイミ

ングよく表示することができます。 
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基準クロック 

 

本機は、リア パネルの[10MHz In/Out]コネクタから 10 MHzの内部サンプル クロ

ックを出力し、10 MHz の外部クロックを受信して、複数のオシロスコープと同期

することができます。 

 

 

         

 

 

 

Utility  RefClockを押して、必要なクロック タイプを選択します。 

 

 ClockOutput：[10MHz In/Out]コネクタを出力に設定し、内部 10 MHzクロック

を出力します。 

 ClockInput：[10MHz In/Out]コネクタを入力に設定すると、本機はこのコネク

タから 10 MHzクロック入力を受信します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10MHz In/Out 
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オプション管理 

 

本機は複数のオプションを提供して、ユーザーの測定要件を満たします。お買い求

めのお店に連絡して、対応するオプションを注文してください。このメニューによ

って、本機に現在インストールされているオプションを表示したり、新規購入オプ

ションのシリアル番号をアクティブにしたりすることができます。 

 

Utility  Options  Installedを押して、本機に現在インストールされているオ

プションを表示します。Setupを押して、シリアル番号アクティブ化操作メニュー

に入ります。 

 

 Editor：下図に示すとおり、このボタンを押して、シリアル番号入力画面を開

きます。 を使用して、仮想キーボード上の文字を選択し、ツマミを押して文

字を入力します。 

 

 

 

 

 

 Backspace：このボタンを押して、右から左へ“シリアル番号入力エリア”の文字

を削除します。 

 Clear：このボタンを押して、“シリアル番号入力エリア”のすべての文字をクリ

アします。 

 Apply：このボタンを押すと、本機は現在入力されているシリアル番号を使用し

て、対応するオプションをアクティブにします。 

 

 

 

 

シリアル番号入力エリア      文字選択エリア 
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14  リモート コントロール 
 

 

特に以下の 2つの方法を通して、本機を遠隔制御することができます。 

 

ユーザー定義によるプログラミング 

SCPI（Standard Commands for Programmable Instruments、プログラマブル機器用

標準コマンド）コマンドを使用して、本機をプログラムおよび制御することができ

ます。コマンドとプログラムについて詳しくは、 Programming Guide（プログラミ

ング ガイド）を参照してください。 

 

RIGOL またはその他のメーカーが提供する PC ソフトウェアの使用 

RIGOLの PCソフトウェア Ultra Sigma、NI（ National Instruments Corporation）

の Measurement & Automation Explorerまたは Agilent（Agilent Technologies, Inc.）

の Agilent IO Libraries Suite を使用して、コマンドを送信して本機を遠隔制御でき

ます。 

 

本機は、USB、LANおよび GPIB（ RIGOLが提供する USB-GPIBインタフェース コ

ンバータを使用）バスで PCと通信することができます。この章では、Ultra Sigma

を使用し、さまざまなインタフェースを介して、本機を遠隔制御する方法を詳しく

説明します。Ultra Sigmaソフトウェアについては、お買い求めのお店にお問い合

わせください。 

 

 

本章の内容：  

 

 USBでの遠隔制御  

 LANでの遠隔制御  

 GPIBでの遠隔制御 
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USB での遠隔制御 

 

1. 装置の接続 

USBケーブルを使用して、本機（USBデバイス端子）を PCと接続します。 

 

2. USB ドライバのインストール 

本機は USBTMC装置です。Ultra Sigmaが PCにインストール済みの場合、 本

機を PCに接続した後、最初に両方をオンにすると（本機は自動的に USBイン

タフェースに設定されます）、下図に示す New Hardware Wizardが PCに表示さ

れます。ウィザードの指示に従って、“USB Test and Measurement Device”ドラ

イバをインストールしてください。以下に手順を示します。 

 

 

1 

2 



14  リモート コントロール  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  14-3 

 

 

5 

6 

3 

4 
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3. デバイス リソースの検索 

Ultra Sigmaを起動すると、ソフトウェアが自動的に、PCに現在接続されて

いる本機のリソースを検索します。 をクリックしてリソースを検

索することもできます。下図が、検索中のソフトウェアのステータス バーで

す。 

 

7 
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4. デバイス リソースの表示 

下図に示すとおり、見つかったリソースが“RIGOL Online Resource”ディレクト

リ下に表示され、本機のモデル番号および USBインタフェース情報も表示され

ます。 

 

 

5. 通信テスト 

リソース名  

“DS4054 (USB0::0x1AB1::0x04B1::DS4A0000000001::INSTR)”を右クリックし、

“SCPI Panel Control”を選択して、コマンドを送信しデータを読み取ることがで

きるリモート コマンド コントロール パネル（下図に示します）をオンにし

ます。 
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LAN での遠隔制御 

 

1. 装置の接続 

ネットワーク ケーブルを使用して本機を LANに接続します。 

 

2. ネットワーク パラメータの設定 

“LAN Setting”での説明に従って、本機のネットワーク パラメータを設定します。 

 

3. デバイス リソースの検索 

Ultra Sigmaを起動し、 をクリックします。下図に示すウィンド

ウが表示されます。（図(a)に示すとおり) をクリックすると、ソフト

ウェアが現在 LANに接続されている本機のリソースを検索し、見つかったリソ

ースがウィンドウの右に表示されます。図(b)に示すとおり、希望のリソース名

を選択し をクリックして追加します。不必要なリソースを削除した

い場合は、（図(c)に示すとおり）リソース名を選択し、 をクリックし

ます。 

 

 図(a) 

 



14  リモート コントロール  RIGOL 

DS4000 取扱説明書  14-7 

 図(b) 

 図(c) 

 

4. 装置リソースの表示 

下図に示すとおり、見つかったリソースは、“RIGOL Online Resource”ディレク

トリの下に表示されます。 
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5. 通信テスト 

リソース名“DS4054 (TCPIP::172.16.3.118::INSTR)”を右クリックして、“SCPI 

Panel Control”を選択し、（下図に示すとおり）コマンドを送信しデータを読み

込むリモート コマンド コントロール パネルをオンにします。 

 

 

6. LXI ウェブページの読み出し 

本機は LXI-C規格に準拠しているため、Ultra Sigmaを介して LXIウェブペー

ジを読み込むことができます（リソース名を右クリックし、LXI-Web を選択し

ます。または、ブラウザに IP アドレスを入力します）。本機についてのさまざ

まな重要情報（モデル番号、メーカー、シリアル番号、説明、MACアドレスお

よび IPアドレスなど）がウェブページに表示されます。下図に示すようになり

ます。 
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GPIB での遠隔制御 

 

1. 装置の接続 

USB-GPIB インタフェース コンバータを使用して、本機に GPIB インタフェー

スを拡張します。次に、GPIBケーブルを使用して本機を PCに接続します。 

 

2. GPIB カードのドライバのインストール 

PCに正しく接続した GPIBカードのドライバをインストールします。 

 

3. GPIB アドレスの設定 

“システム機能の設定リモート インタフェース設定 GPIB アドレスの設定

方法”での説明に従って、本機の GPIBアドレスを設定します。 

 

4. デバイス リソースの検索 

下図に示すとおり、Ultra Sigmaを起動し、 をクリックしてパネル

を開きます。“Search”をクリックすると、ソフトウェアは PCに接続された本機

のリソースを検索します。パネルの右側にデバイス リソースが表示されます。 

  

自動的にリソースを見つけることができない場合は： 

 “GPIB::”の comboBoxから、PCの GPIBカード アドレスを選択します。次

に、“::INSTR”の comboBoxから本機に設定された GPIBアドレスを選択し

ます。 

 “Test”をクリックして、GPIB通信が正常に動作しているかどうかチェック

します。正常に動作していない場合は、対応するプロンプト メッセージ

に従って問題を解決してください。 
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5. デバイス リソースの表示 

“OK”をクリックして、Ultra Sigmaのメイン画面に戻ります。見つかったリソ

ースが“RIGOL Online Resource”ディレクトリの下に表示されます。 

 

 

6. 通信テスト 

下図に示すとおり、リソース名“DS4054 (GPIB0::18::INSTR)”を右クリックして、

“SCPI Panel Control”を選択し、コマンドを送信しデータを読み込むリモート 

コマンド コントロール パネルをオンにします。 
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15  トラブルシューティング 
 

 

一般的に遭遇する故障とその解決法を以下に示します。それらの問題に遭遇したと

きは、対応する手順に従って問題を解決してください。それでも問題が解決しない

場合は、本機に関する情報（Utility  System  System Info）を準備の上でお

買い求めのお店に連絡してください。 

 

1. 電源投入後も画面が暗いままである（表示されない）:  

(1) 電源が正しく接続されているかどうかチェックします。 

(2) 電源スイッチは本当にオンになっているかどうかチェックします。 

(3) ヒューズが焼け切れていいないかチェックします。ヒューズを交換しなけ

ればならない場合は、お買い求めのお店へご連絡ください。RIGOLの認

定作業員が交換します。 

(4) 上記の検査を行なった後、本機を再起動します。 

(5) 依然として正常に動作しない場合は、お買い求めのお店へご連絡ください。 

 

2. 信号がサンプルされるが、信号波形が表示されない： 

(1) プローブが信号接続線に正しく接続されているかどうかチェックします。 

(2) 信号接続線が BNC（つまり、チャンネル コネクタ）に正しく接続されて

いるかどうかチェックします。 

(3) プローブが試験する部位に正しく接続されているかどうかチェックしま

す。 

(4) 試験する部位から発生する信号が存在するかどうかチェックします（プロ

ーブ補正信号を問題のあるチャンネルに接続して、チャンネルまたは試験

する部位のいずれに問題があるか判定します）。 

(5) 信号を再度サンプルします。 

 

3. 試験する電圧振幅が実際の値より大きいか、または小さい（一般的にこの問題

はプローブを使用するときに発生します）： 

チャンネルの減衰係数がプローブの減衰比に適合しているかどうかチェック

します。 

 

4. 波形表示があるが不安定である： 

(1) トリガ信号ソースをチェックします：トリガ メニューの Source項目が

実際に使用される信号チャンネルに適合しているかチェックします。 
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(2) トリガ タイプのチェック：一般の信号は“Edge”トリガを使用し、ビデオ

信号は“Video” トリガを使用する必要があります。正しいトリガ タイプ

を使用するときにのみ、波形を安定して表示することができます。 

(3) Coupling（カップリング）を“HF Reject”または“LF Reject”に変更して、ト

リガを妨害する高周波または低周波ノイズをフィルタアウトするように

してください。 

(4) トリガ ホールドオフ設定を変更します。 
 

5. RUN/STOP を押した後に表示されない： 

トリガ制御エリア（TRIGGER）のMODEが“Normal”または“Single”であるかど

うか、また、トリガ レベルが波形の範囲を超えているかどうかチェックします。

そうである場合、トリガ レベルを波形の中央に設定し、MODEを“Auto”に設定

します。 

注意：AUTO を使用すると、上記の設定は自動的に行なわれます。 
 

6. 波形表示がはじご状である： 

(1) 水平タイム ベースが短すぎる可能性があります。水平タイム ベースを長

くし、水平分解能を大きくして表示を改善します。 

(2) Type（タイプ）が“Vectors”である場合、サンプル点間の直線補間が原因で

はしご状の表示になる場合があります。Type（タイプ）を“Dots”に設定し

て問題を解決します。 

 

7. USB を介して PC または PictBridge プリンタを接続できない： 

Utility での IO Settingをチェックして、USB Device での設定が現在接続さ

れているデバイスに適合しているかどうか確認します。必要な場合は、本機を

再起動します。 

 

8. USB ストレージ デバイスを認識できない： 

(1) USBストレージ デバイスが正常に動作できるかどうかチェックします。 

(2) 使用中の USBストレージ デバイスがフラッシュ ストレージ タイプであ

ることを確認します。本機は、ハードウェア ストレージ タイプをサポー

トしません。 

(3) USBストレージ デバイスの容量が大きすぎないか確認します。本機で使

用する USBストレージ デバイスの容量は 4Gバイト以下であることを推

奨します。 

(4) 本機を再起動して、USBストレージ デバイスを挿入してチェックします。 

(5) USBストレージ デバイスが依然として正常に使用できない場合は、お買

い求めのお店へご連絡ください。 
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16  仕 様 
 

 

すべての仕様は、“標準値”という印の付いたパラメータを除き、補償されています。

本機は指定された動作温度で 30分以上通電する必要があります。 

 

サンプリング 

 

サンプル モード リアルタイム サンプル 

リアルタイム サン

プル レート 

4.0 GSa/s（シングルチャンネル） 

2.0 GSa/s（デュアルチャンネル）  

ピーク検出 
250 ps（シングル チャンネル） 

500 ps（デュアルチャンネル） 

平均化 

すべてのチャンネルが Nサンプルを同時に終了した後。N

の取り得る値は 2、4、8、16、32、64、128、256、512、

1024、2048、4096または 8192。 

高分解能 
5μs/div以上 @ 4 GSa/s（または 10 μs/div 以上 @ 2 GSa/s)

のとき、12 bitsの分解能  

メモリ長 

シングルチャンネル：Auto、14k pts、140k pts、1.4M pts、

14M ptsおよび 140M ptsが利用可能 

デュアルチャンネル：Auto、7k pts、70k pts、700k pts、7M 

ptsおよび 70M ptsが利用可能 

 

 

入力 

 

チャンネル数 DS40X4：4チャンネル 

DS40x2：2チャンネル 

入力カップリング DC、ACまたは GND 

入力インピーダン

ス  

(1 MΩ±1%) || (14 pF±3 pF) 

または 50 Ω±1.5% 

プローブ減衰係数  0.01X～1000X、1-2-5ステップ 

最大入力電圧

（1MΩ） 

アナログ チャンネルの最大入力電圧 

CAT I 300 Vrms、CAT II 100 Vrms、  

過渡的過電圧 1000 Vpk 

RP2200 10:1 プローブ：CAT II 300 Vrms 

RP3300 10:1 プローブ：CAT II 300 Vrms 

RP3500 10:1 プローブ：CAT II 300 Vrms 

RP5600 10:1 プローブ：CAT II 300 Vrms 
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水平軸 

 

タイムベース スケ

ール 

DS405x：1 ns/div～50 s/div 

DS403x：2 ns/div～50 s/div 

DS402x：2 ns/div～50 s/div 

DS401x：5 ns/div～50 s/div 

タイムベースの精

度 

±4ppm以内 

クロック ドリフト ±2 ppm/年以内 

遅延範囲 プリトリガ（ネガティブ遅延）：1画面幅以上 

ポストトリガ（ポジティブ遅延）：1～1000 s 

タイムベース モー

ド 

Y-T、X-Y、ロール、遅延掃引 

XYの数  同時に 2つ（4チャンネル モデル） 

波形キャプチャ レ

ート 1 

110,000 wfms/s（ドット ディスプレイ） 

 

 

垂直軸 

 

帯域幅（-3dB） DS405x：DC～500 MHz 

DS403x：DC～350 MHz 

DS402x：DC～200 MHz 

DS401x：DC～100 MHz 

シングルショット

帯域幅 

DS405x：DC～500 MHz 

DS403x：DC～350 MHz 

DS402x：DC～200 MHz 

DS401x：DC～100 MHz 

垂直分解能 8ビット、同時に 2チャンネル サンプル 

垂直スケール 1 mV/div～5 V/div (1 MΩ) 

1 mV/div～1 V/div (50 MΩ) 

オフセット範囲 1～124 mV/div：± 1.2V (50 Ω) 

126 mV/div～1 V/div：± 12V (50 Ω) 

1～225 mV/div：± 2V (1MΩ) 

230 mV/div～5 V/div：± 40V (1MΩ) 

ダイナミック レン

ジ 

± 5 div 

帯域幅制限 2 DS405x/ DS403x：20 MHz/100 MHz/200 MHz 

DS402x：20 MHz/100 MHz 

DS401x：20 MHz 
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低周波数応答 

(ACカップリング 

-3dB) 

5 Hz以下（BNCで） 

計算された立ち上

がり時間 2 

DS405x：700 ps 

DS403x：1 ns 

DS402x：1.8 ns 

DS401x：3.5 ns 

DCゲイン精度 ±2%フル スケール 

DCオフセット精度 
200 mV/div～5 V/div：0.1 div ± 2 mV±0.5%オフセット値 

1～195 mV/div：0.1 div ± 2 mV±1.5%オフセット値 

ESD許容値 ±2 kV 

チャンネル間絶縁 DC～最大帯域幅：40 dB超 

 

 

トリガ

 

トリガ レベル範囲 
内部 画面の中心から±6 div 

EXT ± 0.8 V 

トリガ モード 自動、ノーマル、シングル 

ホールドオフ範囲 100 ns～10 s 

高周波数除去 2 50 kHz  

低周波数除去 2 5 kHz  

エッジ トリガ 

エッジのタイプ 立ち上がり、立ち下がり、立ち上がりと立ち下がり 

パルス トリガ 

パルス条件 正パルス幅（より大、より小、特定間隔の範囲内） 

負パルス幅（より大、より小、特定間隔の範囲内） 

パルス幅範囲 4 ns～4 s 

ラントトリガ

パルス極性 正、負  

クオリファイア なし、>、<、<> 

N番目エッジ トリ

ガ 

 

エッジのタイプ 立ち上がり、立ち下がり 

アイドル時間 40 ns～1 s 

エッジ数 1～65535 

スロープトリガ

スロープの条件 正スロープ（より大、より小、特定間隔の範囲内） 

負スロープ（より大、より小、特定間隔の範囲内） 

時間設定 10 ns～1 s 
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ビデオ トリガ 

信号規格 

 

標準 NTSC、PALおよび SECAM放送規格をサポート。480P、

576P、720P、1080Pおよび 1080I HDTV規格をサポート 

パターン トリガ 

パターン設定 H、L、X、立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ 

RS232/UART トリガ 

トリガ条件 スタート、エラー、チェック エラー、データ 

ボーレート 2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、

57600bps、115200bps、ユーザー  

データ ビット 5ビット、6ビット、7ビット、8ビット 

I2C トリガ 

トリガ条件 スタート、リスタート、ストップ、ACK消失、アドレス、

データ、A&D 

アドレス ビット 7ビット、10ビット 

アドレス範囲 0～127、0～1023 

バイト長 1～5 

SPI トリガ 

トリガ条件 CS、タイムアウト 

タイムアウト値 100 ns～1 s 

データ ビット 4～32ビット 

データ ライン設定 H, L, X 

クロック エッジ 立ち上がりエッジ、立ち下がりエッジ 

CAN トリガ 

信号タイプ Rx、Tx、CAN_H、CAN_L、差動 

トリガ条件 SOF、EOF、フレーム タイプ、フレーム エラー 

ボーレート 10kbps、20kbps、33.3kbps、50kbps、62.5kbps、83.3kbps、

100kbps、125kbps、250kbps、500kbps、800kbps、1Mbps、

ユーザー 

サンプル点 5～95% 

フレーム タイプ データ、リモート、エラー、過負荷 

USB トリガ 

信号速度 低速、フル スピード 

トリガ条件 SOP、EOP、RC、停止、終了一時停止 
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測定 

 

カーソル 

手動モード 

カーソル間の電圧偏差（△ V） 

カーソル間の時間偏差（△ T） 

△ T (Hz) の逆数(1/△ T) 

トラック モード 波形点の電圧および時間値 

自動モード 自動測定中にカーソル表示を可能にし

ます 

 

自動測定 
最大、最小、ピーク－ピーク値、トップ値、ボトム値、振幅、

平均、二乗平均平方根、オーバーシュート、プリ シュート、

周波数、周期、立ち上がり時間、立ち下がり時間、正パルス

幅、負パルス幅、正デューティ サイクル、負デューティ サ

イクル、遅延 AB 、遅延 AB 、位相 AB 、位相 AB

の測定 

測定の数 同時に 5測定を表示。 

測定範囲 画面またはカーソル。 

測定に関する統計 平均、最大、最小、標準偏差、測定の数 

周波数カウンタ ハードウェア 6ビット周波数カウンタ 

（チャンネルは選択可能） 

 

 

演算操作 

 

波形操作 A+B、A-B、A×B、A÷B、FFT、編集可能な高度演算、論理演算 

FFTウィンド

ウ機能 
方形、ハニング、ブラックマン、ハミング 

FFT表示 分割、全画面 

FFT垂直スケ

ール 
Vrms, dBVrms 

論理演算 AND、OR、NOT、XOR 

数学関数 積分、微分、対数、指数、平方根、正弦、余弦、正接 

デコーディン

グ用バスの数 
2 

デコーディン

グ タイプ 

パラレル（標準）、RS232/UART（オプション）、I2C（オプション、

SPI（DS4XX4 オプション）、CAN（オプション）、FlexRay（オプ

ション） 
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表示 

 

表示タイプ 9インチ（229 mm）TFT LCDディスプレイ 

表示分解能 800 水平 ×RGB×480 垂直ピクセル 

表示カラー 160,000色 

持続時間 最小、50ms、100ms、200ms、500ms、1 s、2 s、5 s、10 s、

20 s、無限大 

表示タイプ ドット、ベクトル 

リアルタイム クロ

ック 
時刻および日付（ユーザーにより調整可能） 

 

I/O 

 

標準ポート デュアル USBホスト、USBデバイス、LAN、VGA出力、10 MHz

入力/出力、Aux出力（TrigOut、Fast、PassFail、GND） 

 

一般仕様 

 

プローブ補正出力 

出力電圧 2 約 3 V、ピーク-ピーク 

周波数 2 1 kHz 

電源 

電源電圧 100～127 V、45～440Hz 

100～240 V、45～65Hz 

電力 最大 120W 

ヒューズ 3 A、Tクラス、250 V 

環境 

温度範囲 動作時：0～+50 ℃  

非動作時：-20～+70 ℃  

冷却方法 ファン冷却 

湿度範囲 +35 ℃未満：相対湿度 90％以下 

+35～+50 ℃：相対湿度 60％以下 

高度 動作時：3,000メートル未満 

非動作時：15,000メートル未満 

物理的特性 

寸法 3 幅×高さ×奥行き = 440.0 mm× 218.0 mm×130.0 mm 

質量 包装を除く 4.8 kg ± 0.2 kg 

包装を含む 7.1 kg ± 1.0 kg 

校正間隔 

推奨校正間隔は 1年です。 
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規制に関する情報 

電磁適合性 2004/108/EC  

実行標準 EN 61326-1:2006 EN 61326-2-1:2006 

安全性 UL 61010-1:2004; CAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1-2004; 
EN 61010-1:2001; IEC 61010-1:2001 

1： 最大値。シングル チャンネル モードでは、10 ns水平スケール、4 divの入力振幅および周

波数 10 MHzの正弦波信号、エッジ トリガ。 

2： 標準値。 

3： 支持脚およびハンドルを畳んだ状態、ツマミの高さを含む、フロント パネル カバーを除く。 
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17  付 録 
 

付録 A:アクセサリとオプション 

 

 概 要 注文番号 

 

 

 

 

モデル名 

DS4054 （500 MHz、4チャンネル） DS4054 

DS4052 （500 MHz、2チャンネル） DS4052 

DS4034 （350 MHz、4チャンネル） DS4034 

DS4032 （350 MHz、2チャンネル） DS4032 

 DS4024 （200 MHz、4チャンネル） DS4024 

 DS4022 （200 MHz、2チャンネル） DS4022 

 DS4014 （100 MHz、4チャンネル） DS4014 

 DS4012 （100 MHz、2チャンネル） DS4012 

標準アクセ

サリ 

国の規格に準拠した電源コード - 

フロント パネル カバー FPC-DS-4 

USBケーブル CB-USB-150 

2または 4個のパッシブ プローブ（500 

MHz） 
RP3500 

簡易取扱説明書 - 

リソース CD（取扱説明書とアプリケー

ション ソフトウェア） 
- 

オプション 

アクセサリ 

アクティブ差動プローブ（1.5 GHz） RP7150 

ラック取付キット RM-DS-4 

USB-GPIB インタフェース コンバータ  USB-GPIB 

デコーディ

ング オプシ

ョン 

RS232/UARTデコーディング キット SD-RS232-DS4 

I2Cデコーディング キット SD-I2C-DS4 

SPIデコーディング キット SD- SPI-DS4（DS4XX4用） 

CANデコーディング キット SD-CAN-DS4 

 FlexRayデコーディング キット SD-FlexRay-DS4 

 

注意： オプションまたはアクセサリの注文は、お買い求めのお店へご連絡くださ

い。 
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付録 B: 保 証 

 

RIGOL は、保証期間中、製品本体およびアクセサリに材料および製造品質に関す

る欠陥が存在しないことを保証します。 

 

個々の期間内に製品に欠陥があることが判明した場合、RIGOL は、欠陥があると

認められる製品を無償で交換または修理することを保証します。修理サービスを受

けるには、お買い求めのお店へご連絡ください。 

 

RIGOL は、本概要および保証文書によって提供されているものを除くその他のい

かなる保証項目も提供しません。保証項目は、交換可能な特性およびあらゆる特定

目的に関する項目含みますが、暗示保証には従いません。RIGOL は、間接的で特

定の後続する損傷に関する事例に対してなんら責任を負いません。 
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