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ウイルス対策ソフトのオシロスコープへの影響ウイルス対策ソフトのオシロスコープへの影響ウイルス対策ソフトのオシロスコープへの影響ウイルス対策ソフトのオシロスコープへの影響
ウイルス対策ソフトが DSOのパフォーマンスに与える影響

　ここ数年、DSO（デジタル･オ
シロスコープ）メーカーが発売す
るミドルレンジからハイレンジ
の DSOのほとんどが、Microsoft
社の Windows OSをベースとす
るようになりました。これは
DSO ユーザーに大きな利点をも
たらします。例えば、独自仕様の
組込型 OS をベースとしていた
ころには考えられなかったよう
なさまざまな接続が可能になり
ます。Windows をベースとする
ことにはウイルス感染という危
険も伴いますが、適度に注意を払
っていれば、管理はそれほど難し
くありません。

　Windows OS は広く普及して
いるだけに、Microsoftに挑む「ハ
ッカー」集団から絶えず狙われて
い ま す 。 ハ ッ カ ー た ち は
Windows の脆弱性を見つけて悪
用し、大規模な組織を混乱に陥れ
ます。ワームやウイルスはこうし
た脅威の典型であり、インターネ
ットを通じて蔓延し、ものの数時
間で何十万台ものPCが感染しま
す。 DSOも PCと同様、市販の
ウイルス対策ソフトを使ってワ
ームやウイルスから守ることが
できます。

　ユーザーによっては、オシロス
コープのパフォーマンスが低下
することを危惧して、積極的にウ
イルス対策ソフトをインストー
ルしたがらないこともあるよう
です。本書では、DSO のさまざ
まなパフォーマンスを測定する
ベンチマークを用いて、ウイルス
対策ソフトをインストールして
いる場合とインストールしてい

ない場合を比較し、こうした不安
を解消していきます。

　テストの対象としたのはネッ
トワークに接続した LeCroy
WaveRunner 6050です。非管理
モードで動作するこの DSO に
Symantec Anti-Virus (SAV)
Corporate Edition (Ver.
8.1.0.825）をインストールしま
す。DSOの OSであるWindows
2000は Service Pack 4にアップ
デートされており、重要なアップ
デートはすべて組み込まれてい
ます。

　ウイルス対策ソフトのほとん
どは、2つの方法で PCを保護し
ています。1つは「リアルタイム･
プロテクション」で、もう 1つは
「フルスキャン」または「定期ス
キャン」です。ここでは主に「リ
アルタイム･プロテクション」の

もたらす影響を検証していきま
す。

　「リアルタイム･プロテクショ
ン」のモードでは、ファイルを開
くときに（あるいはアプリケーシ
ョンがファイルを操作しようと
するときに）チェックが実行され、
既知のウイルスの特徴であるシ
グニチャがないかどうかスキャ
ンします。ウイルス対策ソフトの
デフォルトでは通常、実行コード
を組み込んでいないファイルを
含めすべてのファイルがチェッ
クされます。例えば、Symantec
Anti-Virus のデフォルトでは、
MS Paintで作成したビットマッ
プファイルを保存するときもフ
ァイルがチェックされます。この
とき、チェックが非常に高速で実
行されるとはいえ、僅かながらパ
フォーマンスに影響することが
あります。

図 1： ウイルス対策ソフトのアップグレードページ（ウイルス定義を定
期的に更新してオシロスコープをウイルスから守る）
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　ウイルス対策ソフトには、実行
ファイルだけをチェックするオ
プションも用意されているのが
普通です。実行ファイルと
は、.exe、.dll、.sys などの拡張
子を持つファイルです。ディスク
パフォーマンスが重要である
DSO では、特に波形データ（.trc
ファイル）をディスクにストリー
ミングするとき、このオプション
を有効にすると効果があります。

　「フルスキャン」または「定期
スキャン」のモードでは、PCの
ハードディスク内のすべてのフ
ァイルがチェックされます。ウイ
ルス対策ソフトのデフォルトの
設定では、このモードは有効にな
っていないのが普通です。有効に
なっているとしても、システムを
使用しない夜間に実行するよう
にスケジュールされているはず
です。ファイルにもよりますが、
フルスキャンの実行中は、DSO
のパフォーマンスは著しく低下
します。

　ここでは、DSO のパフォーマ
ンスを次の 3 つの動作について
テストしました。
　起動（ブート時間）
　データの取得/処理/表示
　ディスクへのストリーミング

測定は 3回に分けて実施し、1回
目は Symantec Anti-Virus をイ

ンストールしていない状態、2回
目はデフォルトの設定のままイ
ンストールした状態、3回目はオ
プションを最適化してインスト
ールした状態（実行ファイルのみ
チェックする）で行いました。

　ウイルス対策ソフトがパフォ
ーマンスに影響すると予想され
るのは、起動時です。X-Stream
DSO のファームウェアは何百も
の.dll ファイル（実行ファイル）
からなります。これらのファイル
は、アプリケーションのロード時
にウイルス対策ソフトによって
チェックされます。

　起動時間の測定にはストップ
ウォッチを使用し、電源スイッチ
を押した瞬間から開始して、2つ
の時間を測定しました。1つはア
プリケーションの起動画面が現
れるまでの時間（つまり DSOア

プリケーションのロードが開始
するまでに要する時間）、もう 1
つは波形のグラティクルが現れ
るまでの時間（つまり DSOアプ
リケーションのロードが完了す
るまでに要する時間）です。結果
は表 1のとおりです。

　ここから明らかなように、
DSO の起動に要する時間は、ウ
イルス対策ソフトによって約
24%24%24%24%長くなっています。意外にも、
「プログラムファイルのみをス
キャンする」場合のほうが「すべ
てのファイルをスキャンする」場
合よりも若干起動時間が長いと
いう結果が得られました。

　次に、オシロスコープの基本操
作であるデータの取得と処理の
パフォーマンスを調べました。オ
シロスコープの具体的な操作を
表 2の縦の項目に表します。捕捉、

Anti-Virusをイ
ンストールして
いない

Anti-Virusです
べてのファイル
をスキャンする

Anti-Virusでプロ
グラムファイルの
みをスキャンする

起動画面が表示さ
れるまでの時間

70.4s 87s 93.2s

DSOグラティクル
が表示されるまで
の時間

111s 138s 142.2s

表1：5回の測定の平均値

オシロスコープの操作 Anti-Virusをインスト
ールしていない

Anti-Virusですべてのフ
ァイルをスキャンする

Anti-Virusでプログラム
ファイルのみをスキャン
する

1MS, 500MS/s, 標準. 垂直パ
ラメータ

10.5 Hz 10.5 Hz 10.5 Hz

1MS, 500MS/s, 1Mpt. FFT (出
力2)

0.66 Hz 0.66 Hz 0.66 Hz

50k平均 739.44 Hz 740.02 Hz 739.54 Hz

表2：5回の測定の平均値
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処理、表示の実行中、X-Stream
DSO はファイルシステムにアク
セスしません。したがって、パフ
ォーマンスへの影響はないと予
想されました。表 2にこれらの測
定結果を示しています。予想した
とおり、ウイルス対策ソフトは
DSO の基本操作のパフォーマン
スには目立った影響は見られま
せん。これは重要な意味を持ちま
す。というのも、DSO の稼動時
間の大半はこの基本操作に費や
されるからです。

　最後に、波形データをディスク
にストリーミングする際のパフ
ォーマンスを調べました。これは
ディスクへのアクセスを必要と
するため、ウイルス対策ソフトが
パフォーマンスに影響するもの
と予想されます。 このテストで
は、Save WavSave WavSave WavSave Waveeeeformformformformメニューの
Auto-StoreAuto-StoreAuto-StoreAuto-Storeオプションを使って、
チャンネル 1 の波形データをデ
ィスクにストリーミングしまし
た。測定にあたっては、波形ディ
レクトリを削除し、ファイルシス
テムのパフォーマンスの影響を
最小限にしました。測定結果は表

3にまとめています。

　このベンチマーク結果は、3つ
の非常に重要な事実を示してい
ます。 Anti-Virus を「プログラ
ムファイルのみをスキャンする」
に設定すれば、DSO のパフォー
マンスにはほとんど影響しませ
ん。

　Anti-Virusを「すべてのファイ
ルをスキャンする」に設定した場
合、短いレコードのパフォーマン
スは約 15%低下しますが、長い
レコードではパフォーマンスは
ほとんど低下しません。短いレコ
ードの方が、長いレコードよりも
強く影響を受けます。

　通常の動作環境では、ウイルス
対策ソフトが DSOのパフォーマ
ンスに影響するのは 2 つの段階
においてです。1つは起動時間で
あり、約 25%長くなります。こ
れはWindowsとX-Stream DSO
アプリケーションを構成してい
る何百もの実行ファイルをスキ
ャンするためです。

　

　もう 1 つは波形をディスクに
ストリーミングする速度であり、
約 15%のパフォーマンス低下が
見られます。ただし、この影響が
見られるのは、短いレコード
（500pt）を使用した場合に限ら
れます。レコードが長くなれば、
影響は著しく減少し、100kpt の
レコードの場合でも、ウイルス対
策ソフトの影響はそれほどはっ
きりと表れなくなります。

　最も重要な結論は、データの捕
捉、処理（解析）、表示といった
基本的な操作モードでは、ユーザ
ーはウイルスチェックにまった
く気づくことなく、DSO のパフ
ォーマンスにもまったく影響し
ないということです。

　これらの結果や、DSO がワー
ムやウイルスに感染した場合の
時間と労力を考えれば、DSO に
ウイルス対策ソフトを使用する
利点は、その不便さをはるかに上
回ると言えます。

注：LeCroy以外の商標はそれぞれの所有
者に属します。

ファイル操作 Anti-Virusをインストー
ルしていない

Anti-Virusですべてのフ
ァイルをスキャンする

Anti-Virusでプログラム
ファイルだけをスキャン
する

500pt.レコードをディス
クにストリーム

109.25 Hz 92.39 Hz 124.77 Hz

100kpt.レコードをディス
クにストリーム

26.86 Hz 25.32 Hz 27.11 Hz

10Mpt.レコードをディス
クにストリーム

1.32 Hz 1.41 Hz 1.39 Hz

表3：5回の測定の平均値


