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はじめに 
LSIBホストインターフェースをお買い上げいただきありがとうございます。本マニュアルに従い適切に

ご使用頂く事で確実なオシロスコープとＰＣとの間の接続を提供します。 

このＬＳＩＢ簡易マニュアルは以下の情報を提供します。 

 LSIB のパッケージ内容 
 LSIB ハードウェア接続 
 ソフトウェアのインストール方法 
 コントロールやデータ転送のサンプルアプリケーション 
 コードのカスタマイズ 
 ＬＳＩＢ ＡＰＩリファレンス 
 ＦＡＱ 
 仕様 

サポート 

ホスト・インターフェースがお手元に届きましたらパッケージリストにある全てのアイテムが付属して

いるか確認してください。もし何か不足のアイテムや初期不良などがありましたらお近くのレクロイ・

カスストマ･サービス・センターへお問い合わせください。テクニカル･サポートやサポート・マテリアル

は www.lecroy.com を参照してください。 

製品のセットアップ、操作方法、弊社提供のAPIに関する基本的なご質問に限りサポートしています

が、本製品に直接関係ない開発ツールなどのご質問やシステム設計、アプリケーションデザインに

関するご質問、具体的なプログラミングの指導などに関するサポートは行えません。 
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パッケージ内容 
パッケージ内容はLSIB-HOSTCARD（ラップトップ用）又はLSIB-HOSTBOARD（筐体型PC用）、ケー

ブルの種類（ケーブル長３M 又は７M）など、ご購入されたものにより異なります。それぞれの接続形

態は下図のようになります。 

 

LSIB-HOSTCARD 
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LSIB-HOSTBOARD 

 

LSIB-HOSTBOARD は PCIe 4x のマザーボードに対応したブラケットが付属しています。 

LSIB-HOSTCARD 又は LSIB-HOSTBOARD はご注文された７Ｍ又は３Ｍのケーブルと共に発送さ

れます。 

 



 

4 

システム要綱 
注意：LSIB-1 を搭載したオシロスコープ以外に以下の物が必要になります。 

詳細はセールス・エンジニアにご相談ください。 

 オペレーティングシステム - Windows Vista x86, Vista x64, or Windows XP.  

 PC - PCIe x4 がサポートされているマザーボード 

 ラップトップ - 34 フォームファクタ PCIe エクスプレスカード・スロット 

 開発ツール(必要に応じて) – Visual Studio 2008 , Visual Studio 2005 プロフェッショナルバージョ

ン以上 



 

5 

LSIB-HOSTCARD について 

説明 

LSIB-HOSTCARD はハイスピードＰＣＩ Express に対応した PCIe x1、小型のフォームファクタ 

ExpressCard/34 に対応しています。PCIe ケーブルポートは PCIe x1 から PCIe x4、 x1 拡張デバイ

スや標準のアドインボードに対応した拡張ケースに対応します。 

 

製品の開梱 

１． 装置が到着したら、各段ボール箱に損傷がないか注意深く調べてください。もし梱包箱にダ

メージがある場合には、開梱と内容物の確認を運送業者と共に行うようにしてください。 

２． 開梱後、パッケージの内容に足りないものがないか確認してください。 

３． 搬送によるダメージがないか確かめてください 

４． 全ての梱包材を収納するか又は機器の発送元へ送り返してください。 

５． 修理や交換が必要なときには発送の指示や返送確認番号を手に入れるためレクロイまで

お問い合わせください。 

６． 非静電バックからＬＳＩＢ－ＨＯＳＴＣＡＲＤを取り出してください。 

注意: この時点でラップトップや PC に電源が投入されていないことを確認してください。 
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インストール 

１． Express カードスロットからプラスチック・カバーを取り外し、ＰＣのマニュアルに従い、適切

な位置にカードを挿入してください。 

注意:このカードはどの ExpressCard/34 (single wide)や ExpressCard/54 (double wide)でもイ

ンストールできます。 

 

２． ケーブルを取り付けます。両端に取り付けられているコネクタに方向性などはありません。 

 

３． 適切な位置でロックがかかるまで Express カードにケーブル・コネクタを押し込みます。 

４． オシロスコープに電源が入っていない事を確認し、オシロスコープ側へも同様にケーブルを

接続します。 

注意:取り外す際にはロックを解除するためにリトラクタ・リングを初めに引きケーブルを取り外します。
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LSIB HOSTBOARD について 

説明 

LSIB-HOSTBOARD によりプロセッサと I/O ポートとの間の通信を可能とします。 

 

製品の開梱 

１． 装置が到着したら、各段ボール箱に損傷がないか注意深く調べてください。もし梱包箱にダ

メージがある場合には、開梱と内容物の確認を運送業者と共に行うようにしてください。 

２． 開梱後、パッケージの内容に足りないものがないか確認してください。 

３． 搬送によるダメージがないか確かめてください 

４． 全ての梱包材を収納するか又は機器の発送元へ送り返してください。 

５． 修理や交換が必要なときには発送の指示や返送確認番号を手に入れるためレクロイまで

お問い合わせください。 

注意:この時点で PC に電源が投入されていないことを確認してください。 

 PC の取り扱い説明書に従い PC の蓋を開け、もし必要ならば電源の温度が下がるまでお待

ちください。 

 静電防止バックから LSIB-HOSTBOARD を取り出します。 
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インストール 

１． PCIe のアドイン・カードスロット（x4, x8, x16）に LSIB-HOSTBOARD を取り付け、ネジで

固定します。 

注意：マザーボード・メーカーによっては PCIe x4 のボードを x8 や x16 のスロットで使用す

る際にスピードがx1に制限させることがあります。マザーボード・メーカーにご確認ください。

PCIe x4 は物理的に x1 のスロットには取り付けられません。 

２． ケーブルを取り付けます。両端に取り付けられているコネクタは同じものとなり、接続に方

向性などはありません。 

 

３． 適切な位置でロックがかかるまで Express カードにケーブル・コネクタを押し込みます。 

４． オシロスコープ側へも同様にケーブルを接続します。 

注意:取り外す際にはロックを解除するためにリトラクタ・リングを初めに引き、ケーブルを取

り外します。
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電源投入の順番 
このケーブル接続はプラグ・アンド・プレイに対応していません。そのためオシロスコープとＰＣは決め

られた手順に従って電源を投入する必要があります。初めにオシロスコープの電源を投入し、そして

ＰＣの電源を投入します。しかしＰＣへの電源投入はオシロスコープのソフトウェアがロードされるま

で待つ必要はありません。 

下記の点に注意:  

 導入時ＰＣやラップトップは HOSTCARD や HOSTBOARD の新しいハードウェアが見つかった

ことを知らせます。ここで Cancel を必ず押します。ドライバはインターフェースに付属するＣＤを

使ってインストールします。 

 ラップトップやＰＣ、オシロスコープに電源が入っているときにはケーブルを取り外してはいけ

ません。 
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ＰＣアプリケーションとドライバのインストール 
インターフェースに付属するＣＤを使う代わりにレクロイのウェブサイトからソフトウェアを入手する事

ができます。 

ＰＣ上で “新しいハードウェアが見つかりました” と表示されたときには必ず Cancel を選択してくだ

さい。 

LSIB-HOSTCARD 又は LSIB-HOSTBOARD を取り付けた後、ＰＣはプラグ・アンド・プレイにより新

しいハードウェアが見つかった事を知らせ、ドライバのインストールをするウィザードを実行しますが、

ドライバは CD より行うため、このウィザードの Cancel を押して終了させてください。 

 ドライバ、ドキュメント、サンプルのチェックボックスはデフォルトで有効になっています。デス

クトップへのショートカットはデフォルトでは無効です。 

 

 インストールの最後で Readme ファイルの表示や Control Sample Setup の起動にデフォルト

でチェックがされた画面が表示されます。特に必要がなければ、チェックを外してください。 

ドライバのインストール状況の確認 

正しくドライバがインストールされたか確認するため、デバイス・マネージャを開き、Network Adapters

をクリックします。PCIe のドライバがこのリストの中に含まれていたならば正しくインストールされてい

ることを示しています。 

LSIB-HOSTCARD の場合 
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LSIB デモ・アプリケーション 

説明 

LSIB デモ・アプリケーションの設定はソフトウェアのインストール時に行われます。デモ・アプリケーシ

ョンにはコントロールや波形のエクスポートの例があり、Start → All Programs → LeCroy → 

XStream → LSIB folder に格納されています。 

このサンプルは下記のような機能を提供します。 

 Control –リモートコマンドを使ってオシロスコープをコントロールできるようにします。 

 Export –オシロスコープから PC に波形を転送し、PC 上で TRC フォーマットに変換します。 

パフォーマンス・デモアプリケーションは LSIB エクスポートを使って波形転送による転送レートをデモ

ンストレートします。 
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サンプル・プログラムの操作 
サンプル・プログラムはホストのラップトップやＰＣに LSIB をインストールした後に自動的に起動しま

す。あるいは Start → All Programs → LeCroy → XStream → LSIB folder からサンプルを起動させ

ることができます。 

 ラップトップ/PC 上で 

１． 起動されると、下図のようにリモート・コントロールインターフェースに Waiting for 
Connection と表示されます。 

 

 オシロスコープ上で 

２． メニューバーから Utilities → Utilities Setup.へ進みます。リモートタブで LSIB ボタンを

クリックします。 
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 ラップトップ/PC 上で 

３． オシロスコープと接続されるとリモートコントロールインターフェースに”Remoto-LSIB 
connected” と表示され接続が完了したことを表します。 

 

４． ホストＰＣとオシロスコープの接続を確認するために、リモートコマンドを入力して確認しま

す。 

“*IDN?”を入力し、エンターを押します。下記のようにオシロスコープの型式などが表示さ

れれば成功です。 
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リモート・コントロール・コマンド 
リモート・サンプルはＬＳＩＢ経由でオシロスコープをリモートコントロールすることができます。 

注意：レガシー・リモート・コマンドはＧＰＩＢやイーサーネット経由で通常使われています。レガシー・コ

マンドの詳細はリモート・コントロールマニュアルやオートメーション・マニュアルを参照してください。 

こちらの例では幾つかのレガシー・リモート・コントロール・コマンドが含まれています。 

 C1:VDIV? – チャンネル 1 の Volt/Div の問い合わせを行います。. 

 C1:VDIV 100mv – チャンネル１の Volt/Diｖを 100 mv/div に設定します。 

 

終了する際には q を押します。 
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エクスポート・サンプル 
エクスポート・サンプルは TRC フォーマットの波形を転送することができます。Start → All Programs 

→ LeCroy → XStream → LSIB folder からサンプルを実行することができます。 

下記のステップに従いエクスポート・サンプルを実行します。 

 ラップトップ/PC 上で 

 １． リモートコントロールインターフェースが下図のように Waiting for Connection と表示し

ています。 

 

 オシロスコープ上で 

２． LSIB エクスポート・モードは File → LSIB Export を開きます。エクスポート・テスト用に適

当なチャンネルをデータ・ストリーム１に設定します。 
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 ラップトップ/PC 上で 

３． リモートコントロールインターフェースはＰＣとオシロスコープが接続されたことを示します。 

 

 波形の転送 

s キーを押します。アプリケーションはオシロスコープから波形を取得し、コンソールでヘッダーの幾

つかの情報を表示させ、レクロイ・バイナリ・フォーマットの形式のデータにの変換後、C:\LeCroy\フ

ォルダ内に保存します。 

 

終了する場合、ｑを押してコンソールから抜けます。
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LSIB パフォーマンス・アプリケーション 
Start → All Programs → LeCroy → XStream → LSIB フォルダからサンプルを起動します。 

パフォーマンス・アプリケーションはオシロスコープとホストの間でのデータ・スループットを測定する

アプリケーションです。オシロスコープからホストＰＣへ波形データを転送し、転送レートを計測しま

す。 

 

適当なデータ・ストリームを選択します。 
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オシロスコープの LSIB Export タブへ進み、LSIB エクスポート・モードの設定を行います。先ほどＰＣ

側で選択したデータストリームと同じデータ・ストリームを選択します。 

 

注意：ステータスの表示が connected と表示されている必要があります。もし、接続が確立されてい

ない場合、disconnected と表示されます。また、ホストＰＣの処理スピードが遅い場合、Timeout の値

をそのＰＣの処理速度に応じて増加させる必要があります。 

 

注意：上記のオシロスコープは 10MSに設定されている必要があります。メモリサイズが転送レートに

影響します。
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カスタム・コードのコンパイル 
サンプル・コードやドキュメント、ユーザーがカスタマイズするときに必要なライブラリ・ファイルの類は

一つのフォルダにまとめられています。( Program Files → LeCroy → XStream → LSIB フォルダ内) 

コードのサンプルは Program Files → LeCroy → XStream → LSIB → Examples → CPlusPlus → 

LSIB ControlSample or LSIB ExportSample フォルダに格納されています。Visual Studio では.sln ファ

イルを使って開きます。Visual Studio 以外のコンパイラを使用したときにはコードの調整が必要にな

ります。（Visual Studio2005/2008 以外はサポート対象外） 

幾つかの考慮する点･･････ 

 ライブラリファイルには 32 ビット版、又は 64 ビット版があります。お使いのＰＣで利用するバ

ージョンに合わせてどちらのファイルを使用するか選択してください。 

 インクルードファイルは必ずパスを含めて追加させます。（ＡＰＩの定義がこのファイルの中に

位置しています。）Microsoft Visual Studio2008 の場合、メニューバーからプロジェクト―プロ

パティを開きます。構成プロパティ→C/C++を選択し、追加インクルードディレクトリ

に’LeCroyLSIB.lib’があるパスを含めます。また’LeCroyLSIB.lib’ファイルがプログラムのプ

ロジェクト・フォルダに位置する場合にはその限りではありません。 

 AＰＩに関する詳細は後述の API リファレンスをご参照ください。 

 ライブラリファイルはマルチコアに対応した OpenMP の使用を前提としています。

ご使用されるコンパイラが OpenMP に対応しているかご確認ください。Microsoft 
Visual Studio 2008 ではプロフェッショナル版から OpenMP が使用できるようにな

っています。 

 

レクロイより提供されるファイルについて 

LeCroyLSIB.lib…’LeCroyLSIB.lib’ＡＰＩのエクスポート・シンボルの情報が入っているファイル。３２ビ

ット用と６４ビット用の２種類があり、プログラムを実行するＰＣにより使い分けま

す。 

Lecroylsib.h…’LeCroyLSIB.lib’ＡＰＩを利用するためのヘッダファイル。 

Vicplsibclient.h…’CVICPClient’クラスを定義し、’Lecroylsib.h’で定義された関数を使いより簡単

にオシロスコープへの操作が行えます。 
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LSIB API リファレンス 
LSIB では２つのモードがサポートされています。リモートコマンドの転送などを行うコントロールモード

とデータ転送を目的としたエクスポート・モードがサポートされています。 

LSIB API は論理的な通信経路をコミュニケーション・ストリームと呼び、コントロール・モード時はコン

トロール・ストリーム、エクスポート・モード時はデータ・ストリームと呼ばれる専用のコミュニケーショ

ン・ストリームを持ちます。LSIB API メゾットの中にはどちらか片方のコミュニケーション・ストリームし

かサポートされていない場合もあります。また、コントロール・ストリームとデータ・ストリームを同時に

実行することができます。 

コントロール・モード 

コントロール・モードはリモート・コマンドの送信やオシロスコープからのデータを受信することができ

ます。 

このモードは今日の GPIB や LAN などのリモート・コントロールと同じ目的で使用されます。レガシー・

コマンドや VICP などのリモート・コントロールで使われている同じコマンドセットを利用できます。コマ

ンドセットの詳細は X-Stream リモー・トコマンド・マニュアルを参照してください。 

開発者は LSIB クライアント・ライブラリ、又は LSIB パスポートと組み合わせた NI-VISA を使い開発す

ることができます。（LSIB パスポートは LIB ファイルで提供されるため LabView では動作しません） 

ユーザーが作成するプログラムから LSIB を経由してコントロールするためには LSIB クライアント・ラ

イブラリの LecLSIB_openControlStrem メゾットを使ってオープンします。 このメゾットにより得られる

コントロール・ストリームのハンドルを使い、コマンドの送信やオシロスコープからのデータを受信す

ることができます。 

 

コントロール・ストリームを使ってデータの送受信を行う場合にはデータの前にヘッダを付けて送信し

ます。ヘッダの構造は下図のように Operation flag から始まりヘッダバージョン、シーケンス番号、デ

ータサイズと続きます。ヘッダバージョンは現在の所１を入れてください。シーケンス番号はパケット

毎に１つインクリメントして送受信することができます。しかし、シーケンス番号はユーザーアプリケー
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ションによる管理となるため実際に使用されなくても問題ありません。データサイズは実際のペイロ

ードのみのサイズを指定します。 

Operation FlagはTCP/IPでリモート・コントロールするためのVICPのプロトコルを作成した際にGPIB

をエミュレートするために作られました。LSIB のコントロールでも同じようにインプリメントされている

ため LOCKOUT や REMOTO など GPIB を想定したフラグがありますが、実際にはこちらのフラグを使

っても何も変化を与えません。DATA ビットや EOI ビットはコマンドを送るときに使われます。通常 EOI

は 1 を指定しますが、パケットを分けて送信する場合には最後のパケット以外は０を指定します。 

 

 

Bit ニーモック 目的 

D7 DATA データ・ブロック（D0 はEOI 付き、なしを示す） 

D6 REMOTE リモート・モード 

D5 LOCKOUT ローカル・ロックアウト（フロントパネルのロックアウト） 

D4 CLEAR デバイス・クリアは入力バッファと出力バッファをクリアします。

（データと一緒に送ると、データ・ブロックがパスする前にクリア

が発生します） 

D3 SRQ SRQ（デバイスからPC へのみ） 

D2 ReqserialPoll シリアル・ポーリングの要求 

D1  （将来の拡張用の予備） 

D0 EOI EOI でブロックを終了 

Logic "1" = use → EOI 終端文字 

Logic "0" = EOI 終端文字なし 
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サービス・リクエスト(SRQ)とシリアル・ポール(ReqserialPoll)の使用 

サービスリクエストやシリアル・ポールはオシロスコープのステータス・レジスタの状態

によりイベントをオシロスコープから PC 側に送信させる機能です。例えばアベレージの

回数が設定値まで達成したかを確認するような場合、オシロスコープ側で Math トレース

の処理終了をサービス・リクエストのイベントにすることで、LSIB の送受信で無駄なト

ラフィックを少なくすことができます。イベントに当たるパケットはオペレーション・フ

ラグ OPERATION_SRQ のビットを設定し、DataSize:１、DATA に文字列”1”(0x31)が入

った形式で PC 側に送信します。PC 側ではデータ受信を LecLSIB_waitForReadData メ

ゾットで受信バッファの状態をたびたび監視する必要はありますが、他の処理に時間を使

うことができます。 

 

シリアル・ポールはサービス・リクエストを受けてから、オシロスコープの STB レジス

タの状態を取得するクエリです。STB レジスタは標準イベント・ステータス・レジスタ

(ESR)や内部ステート・変更ステータス・レジスタ(INR)などのサマリを表示するレジス

タ と な り ま す 。 シ リ ア ル ・ ポ ー ル は オ ペ レ ー シ ョ ン フ ラ グ

OPERATION_REQSERIALPOLL のビットが立ち、DataSize:0、DATA 部分のないパケ

ットをオシロスコープ側に送信し、ＤＡＴＡにＳＴＢレジスタの値が入ったパケットをＰ

Ｃ側で受信します。下の図の例では 0x41 が STB レジスタの値になります。 

 

一度ステータス・レジスタにビットが立つとクエリによりステータスの状態を読み込むか、

ステータス・クリア・コマンド”*CSL”を送信してステータス・レジスタをクリアにする

必要があります。 

（各レジスタの詳細はリモートコントロールマニュアルを参照してください） 
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コマンド送受信の確認方法 
コマンドの送受信は Utilities – Utilities Setup ボタンを押し、Remoto タブを選択します。

右側の Log Mode を Full Dialog に変更し、ShowRemoteControlLog ボタンを押します。 
 

 
 
Event log ビューアが開き、送受信したコマンドが時系列に表示されるため、実際にコマ

ンドがオシロスコープに正常に送信されているかを確認することができます。 
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エクスポート・モード 

エクスポート・モードはオシロスコープのトリガに同期してデータを読み出すことができるモードです。 

 

エクスポート・モードではメニューバーから File – LSIB Export を選び、データの選択などを事前に設

定をしておく必要があります。使用できるデータ・ストリーム・ポートは 4 つあり、使用するデータ・スト

リーム・ポートをオンさせます。また、各データ・ストリームに対応するチャンネルを選択します。チャ

ンネル選択の隣に現在のステータスが表示されています。PC側からデータ・ストリームのオープンが

実行され、成功すると disabled から connected に表示が変わります。 

Data Type は 8 ビット、又は 16 ビットを選択できます。オシロスコープのＡＤコンバータは 8 ビットとな

るため、何も加工されていないデータでは 8 ビットとなります。しかし、アベレージやＥＲＥＳなどの演

算によりデータタイプが 16 ビットに変更されるため、その場合 16 ビットを選択します。 

Timeout は PC 側の PCIE バッファにデータが空になるまでの時間に対してタイムアウトを指定する事

ができます。オシロスコープがデータを転送後、LSIBAPI が PC 側メモリに PCIE バッファにあるデータ

を PC 側メモリに移し、移動が終了するとオシロスコープ側に Empty コマンドが返されます。またこち

らのメモリは波形のメモリサイズと必ずしも一致しません。ロングメモリの波形データは複数回転送

が行われます。PC 側の処理速度が遅い場合、Ｅｍｐｔｙが送信される前にタイムアウトする可能性が

あるため、その場合タイムアウトを多めに設定する必要があります。 
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エクスポート・モードではバイナリ型の波形データとヘッダ・データから構成されます。ヘッダ・データ

内には 8 ビット、16 ビットなどのデータ・フォーマット、波形データのデータ数、水平軸の情報、垂直軸

の情報、波形が保存された時の時刻などが記述されています。バイナリ・データから電圧値に直す

場合には波形バイナリデータにヘッダ・データから得られる変数から計算します。 

データストリームの波形データを電圧値に換算する方法 

電圧値 = バイナリデータ × 垂直軸ゲイン ＋ 垂直軸オフセット 

垂直軸ゲイン変数： dVerPerStep 

垂直軸オフセット変数： dVerOffset 

バイナリデータはデータ・フォーマットにより 8 ビット又は 16 ビットになるため、

16 ビットのデータに変換することも考慮する必要があります。 

 

プログラム例 

//waveformHeader にヘッダ構造体のデータが既に取得されているとします。 
//pData に波形データが既に保存されているとします。 
//垂直軸ゲイン、垂直軸オフセット、データ数、データ・フォーマットを変数へ代入 
 double verGain = waveformHeader.dVerPerStep; 
 double verOffset = waveformHeader.dVerOffset; 
 int numSamples = (int)waveformHeader.ui64NumSamples; 
 int numBytesPerSample = waveformHeader.uiDataFormat == 0 ? 1 : 2; 
 
 double dataflt; 
 for (int i = 0; i < numSamples; ++i) 
 { 
  short dataVal = 0; 
//データフォーマットが 16 ビットの場合ビット・シフトさせて Short 型に変換 
  if (numBytesPerSample == 2) 
  { 
   dataVal = ((short)pData[2*i + 1]) << 8; 
   dataVal += (short)pData[2*i]; 
   dataflt=(double)(dataVal*verGain+verOffset); 
  } 
  else 
  { 
   dataVal = (short)pData[i]; 
   dataflt=(double)(dataVal*verGain+verOffset); 
  }   
 } 
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アップデート時刻の変換方法 
アップデート時刻はヘッダ・データの ui64UpdateTime に保存されています。このデー

タは 2000 年 1 月 1 日 0 時 00 分から始まり、1ns の分解能を持つ 64 ビット・データ型

のデータとなります。 
 
変換プログラムの例 
#include "ATLComTIme.h" 
 double 
tUpdateTime=(double)(waveformHeader.ui64UpdateTime/1000000000); 
 double span=(double)tUpdateTime/86400; 
 double hours=(span-(int)span)*24; 
 double minites=(hours-(int)hours)*60; 
 double second=(minites-(int)minites)*60; 
 COleDateTime Day(2000,1,1,0,0,0); 
 COleDateTimeSpan dSpan; 
 dSpan.SetDateTimeSpan((int)span,0,0,0); 
 Day += dSpan; 

 
シーケンス･モード波形の転送 

シーケンス･モードで捕捉された波形を転送する場合には LecLSIB_GetWaveform メゾット

をセグメントの回数だけ繰り返して転送させます。LecLSIB_GetWaveform メゾットは 1 度

に 1 セグメントだけの波形を取得し、次にこのメゾットを実行すると次のセグメントが取得で

きます。 

波形転送の例（シーケンス波形） 

BOOL bRet = FALSE; 
LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
LSIBDataStreamId streamId = LSIBDataStream1; 
m_hLSIB = LecLSIB_openDataStream("", streamId, 1000, NULL); 
 
SLsib_ImportExport_HDR waveformHeader; 
int i; 
int Dev=0; 
int iStatus; 
int numData; 
char * pTemp= 0; 
char * pData; 
pData=(char *)malloc(sizeof(char)*100000); 
 
iStatus=LecLSIB_waitForReadData(1,1000,m_hLSIB); 
for(i=0;i<10;)   // Segment num = 10 
{ 
 numData = LecLSIB_GetWaveform(&waveformHeader, &pTemp, 100000, m_hLSIB); 
 if (numData == 0) 
 { 
  printf("¥nGetWaveform Timedout for Stream waveform header timed out¥n"); 
 } 
 else 
 { 
  memcpy(pData+Dev, pTemp, numData); 
  Dev+= numData; 
  i++; 
 } 
} 
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データ転送タイミング 
 

データの転送はデータ・ストリームがオープンされた後、初めてトリガされた波形から始

まります。次にデータ転送が行われるのは波形が LecLSIB_GetWaveform メゾット,又は

LecLSIB_GetWaveform メゾットが実行された後にトリガされた波形になります。下の図

はノーマル・トリガを使用して LecLSIB_GetWaveform メゾットの実行が遅れた場合の

状態です。トリガ毎に転送を確実に行うためには、次にトリガされる前に

LecLSIB_GetWaveformData メゾットで待ち受けるか、LecLSIB_waitForReadData メ

ゾットで受信バッファにデータが格納されているかを確認する必要があります。 

 
 
 
また、下の図のように LecLSIB_GetWaveformData メゾットを実行する前にコントロー

ル・ストリームからシングル・トリガにトリガ・モードを変更してトリガ・タイミングを

管理する方法もあります。 
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Waveform Header 

下記の SLsib_ImportExport_HDR コードは波形ヘッダ・データの構造を示しています。 

typedef struct _SLsib_ImportExport_HDR 

{ 

 int     uiVersion;    /* Header version number */ 

 unsigned int  uiDataFormat;   /* Data format: 0 = 8 bit data, 1 = 16 bit data */ 

 

 /* Following variables defines size of data transfer */ 

 /* Number of bytes in the data = uiNumHorVariances * size of(float) + (uiNumSamples * size 

of data type) */ 

 int    iNumHorVariances;   /* Number of hor variance */ 

 unsigned __int64 ui64NumSamples;   /* Number of samples in the waveform */ 

 unsigned __int64 ui64UpdateTime;   /* time stamp of the waveform */ 

 

 /* Frame information: */ 

 double    dHorFrameStart;  /* Horizontal frame start */ 

 double    dHorFrameStop;  /* Horizontal frame start */ 

 double    dVerFrameStart;  /* Vertical frame start */ 

 double    dVerFrameStop;  /* Vertical frame end */ 

 

 double    dHorResolution;  /* Horizontal resolution */ 

 double    dHorPerStep;   /* Horizontal time per point */ 

 double    dHorOffset;   /* Offset value of first point */ 

 double    dVerResolution;  /* Vertical resolution */ 

 double    dVerPerStep;   /* Vertical per step */ 

 double    dVerOffset;   /* Vertical offset */ 

 double    dVerMinPossible;  /* Vertical min possible */ 

 double    dVerMaxPossible;  /* Vertical max possible */ 

 

 char    cvHorzUnit[24];   /* Unit of Horizontal axis */ 

 char    cvVertUnit[24];   /* Unit of Vertical axis */ 

 

 unsigned char  checkSum;   /* NOTE: checksum MUST be at the end of struct */ 

}SLsib_ImportExport_HDR; 
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ヘッダ・データ内の変数 
変数 内容 

uiVersion ヘッダのバージョン 

uiDataFormat 送信時のデータ・フォーマット 0=8bit, 1=16bit 

オシロスコープ側の[LSIB Export]メニュー内の[Data Type]を設定する必要があります。 

iNumHorVariances 水平軸のオフセットを表すような波形タイプを表します。（※現在使われていません） 

ui64NumSamples 転送された波形のサンプル数 

Ui64UpdataTime 波形が保存されたときの時刻 

dHorFrameStart トリガ地点を基準として、アクイジション開始位置（グリッド左端）の時間 

dHorFrameStop トリガ地点を基準として、アクイジション終了位置（グリッド右端）の時間 

dVerFrameStart グリッド最下部の電圧 

dVerFrameStop グリッド最上部の電圧 

dHorResolution 水平軸の示された値の分解能。この値はサンプリング間隔と直接関係ありません 

dHorPerStep サンプリング・ポイント間隔 

dHorOffset グリッド左端を 0 とした時のディレイの位置 

ディレイポイントが画面右端より右側にある場合にはプラス、 

ディレイポイントが画面右端より左側にある場合にはマイナス 

dVerResolution 垂直軸の示された値の分解能 

dVerOffset 垂直軸オフセット位置 

 オフセット位置が中心グリッドより上にある場合マイナス 

 オフセット位置が中心グリッドより下にある場合プラス 

dVerMinPossible 垂直軸データの最小値 

dVerMaxPossible 垂直軸データの最大値 

cvHorzUnit 水平軸の単位 

cvVerUnit 垂直軸の単位 
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メゾット一覧 

メゾット 説明 

LecLSIB_CheckHeaderValidity 指定されたインポートやエクスポート・ヘッダのチェックサムを検証し

ます。 

LecLSIB_close LSIB コミュニケーション・ストリームをクローズします。 

LecLSIB_GetMaxBytesToRead 読み取りバッファの最大バイト数を取得します。 

LecLSIB_GetMaxBytesToWrite 書き込みバッファの最大バイト数を取得します。 

LecLSIB_GetWaveform オシロスコープから送られる波形データをタイムアウトするまで待ち

続けます。 

LecLSIB_GetWaveformHeader オシロスコープから送られるヘッダ・データをタイムアウトするまで待

ち続けます。 

LecLSIB_openControlStream 指定されたホストの LSIB コントロール・ストリームをオープンします。

LecLSIB_openDataStream 指定されたホストへの LSIB データ・ストリームをオープンします。 

LecLSIB_read コントロール・ストリームからデータを読み込みます。 

LecLSIB_readWaveformData オシロスコープから送られる波形データをタイムアウトするまで待ち

続けます。 

LecLSIB_strerror GetLastError で取得したエラー番号に一致したエラー文字列を取得

します 

LecLSIB_UpdateHeaderCheckSum 指定されたインポートやエクスポートのヘッダのためのチェックサム

をアップデートします。 

LecLSIB_waitForReadData 指定されたデータの量がバッファに溜まるまで待ち続けます。 

LecLSIB_waitForWriteDataSpace 書き込みバッファで可能な空間を待つメゾットです。 

LecLSIB_waitForWriteEmpty 書き込みバッファが空になるのを待ちます。このメゾットは相手方が

データを消費するかタイムアウトが起こったら帰ります。 

LecLSIB_write コミュニケーション・ストリームの中にデータを書き込むメゾットです。 
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LecLSIB_CheckHeaderValidity Method 

 

LecLSIB_CheckHeaderValidity は指定されたインポートやエクスポート・ヘッダのチェックサムを検証

します。 

パラメータ 

pHdr  
チェックするためのSLsib_ImportExport_HDRのアドレス 

戻り値 

１: 指定されたヘッダ構造体のチェックサムを計算したものとチェックサムフィールドの値が一致

した場合 
０： １に該当しない場合 

 

Int  LecLSIB_CheckHeaderValidity( 
SLsib_ImportExport_HDR * pHdr 

); 
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LecLSIB_close Method 

 

LecLSIB_close は LSIB コミュニケーション・ストリームをクローズします。 

パラメータ 

hLSIB  
LecLSIB_openControlStream 又はLecLSIB_openDataStream のハンドル 

戻り値 

０： 成功 
-1： 失敗。GetLastError ()関数によりエラー番号を取得できます。 
 EINVAL - 指定されたハンドルのアドレスがＮｕｌｌです。 
 Others - その他のエラー番号はOpen関数実行時の問題である可能性があります。 

 

使用例 

//Open, Close 
 BOOL bRet = FALSE; 
 LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 m_hLSIB=LecLSIB_openControlStream("", 1000, NULL); 
 if(m_hLSIB == NULL) 
  { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
 if(bRet == -1) 
  { 
   printf("Failed to close to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
 

LSIB_HANDLE  LecLSIB_close( 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_GetMaxBytesToRead Method 

 

LecLSIB_GetMaxBytesToRead は LecLSIB_read や LecLSIB_readWaveformData メゾット

の読み取りバッファの最大バイト数を取得します。 

パラメータ 

hLSIB  
LecLSIB_openControlStream 又は LecLSIB_openDataStream のハンドル 

戻り値 

正常に実行されるとreadメゾット読み取りバッファの最大バイト値が返されます。. 
 

使用例 

   LecLSIB_readWaveformData メゾットを参照 

Int  LecLSIB_GetMaxBytesToRead( 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_GetMaxBytesToWrite Method 

 

LecLSIB_GetMaxBytesToWrite は LecLSIB_write メゾットの書き込みバッファの最大バイト数を取得し

ます。 

パラメータ 

hLSIB  
LecLSIB_openControlStreamのハンドル 

戻り値 

正常に実行されると write メゾット書き込みバッファの最大バイト数が返されます。.

Int  LecLSIB_GetMaxBytesToWrite( 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_GetWaveform Method 

 

LecLSIB_GetWaveform はオシロスコープから送られる波形データをタイムアウトするまで待ち続けま

す。もしタイムアウト時間までに完全な波形データを受け取れたならば、指定されたヘッダ構造体に

ヘッダデータを保存し、ヘッダ情報に基づいて作られたヒープ領域に波形データを保存します。また

保存されたメモリのポインタを pData に返します。（LSIB API によりメモリを確保するためユーザー側

で malloc などの関数でメモリを確保する必要はありません。） 

注意：データバッファの破棄には LecLSIB_Close を使います。 

パラメータ 

pHdr  
SLsib_ImportExport_HDRによって定義されたヘッダ構造体のアドレス 

pData  
波形データを格納するデータ領域のポインタのアドレスが書き込まれます。メモリはライブ

ラリの中で割り当てられます。LecLSIB_Closeがコールされることにより割り当てられたメ

モリが破棄されます。 
timeout  

波形データを待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使った場合には永遠に

待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB  

LecLSIB_openDataStream のハンドル 

戻り値 

正常に実行されるとpDataに書き込まれたデータバイト数が返されます。  
-1: 失敗 
0: タイムアウト 

 

Int  LecLSIB_GetWaveform( 
SLsib_ImportExport_HDR * pHdr, 
char ** pData, 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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使用例 

 BOOL bRet = FALSE; 
 LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 
 LSIBDataStreamId streamId = LSIBDataStream1; 
 m_hLSIB = LecLSIB_openDataStream("", streamId, 50, NULL); 
 
 if(m_hLSIB == NULL) 
  { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
   
// Get Waveform 
 SLsib_ImportExport_HDR waveformHeader; 
 char * pData = 0; 
 int iStatus = LecLSIB_GetWaveform(&waveformHeader, &pData, 100000, 
m_hLSIB); 
 if (iStatus == 0) 
  { 
   printf("¥nGetWaveform Timedout ¥n"); 
  } 
 if (iStatus==-1) 
  { 
   printf("¥nGetWaveform Stream export communication failure¥n"); 
  }; 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
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LecLSIB_GetWaveformHeader Method 

 

LecLSIB_GetWaveformHeader はオシロスコープから送られるヘッダ・データをタイムアウトするまで

待ち続けます。もしタイムアウト時間までに完全なヘッダ・データを受け取れたならば、指定されたヘ

ッダ構造体にヘッダデータを格納します。 

パラメータ 

pHdr  
SLsib_ImportExport_HDRによって定義されたヘッダ構造体のアドレス 

timeout  
波形データを待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使った場合には永遠に

待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB  

LecLSIB_openDataStream のハンドル 

戻り値 

1: 成功 
-1: 失敗 
0: タイムアウト 

 

Int  LecLSIB_GetWaveformHeader( 
SLsib_ImportExport_HDR * pHdr, 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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使用例 

 BOOL bRet = FALSE; 
 LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 
 LSIBDataStreamId streamId = LSIBDataStream1; 
 m_hLSIB = LecLSIB_openDataStream("", streamId, 50, NULL); 
 
 if(m_hLSIB == NULL) 
  { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
// Recive Header Data 
 SLsib_ImportExport_HDR waveformHeader; 
 int iStatus = LecLSIB_GetWaveformHeader(&waveformHeader,  1000, 
m_hLSIB); 
 if (iStatus == 0) 
  { 
   printf("¥nGetWaveform Timedout for Stream waveform header 
timed out¥n"); 
   return FALSE; 
  } 
 else if(iStatus < 0) 
  { 
   printf("¥nGetWaveform Stream export communication failure¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
 
 int numSamples = (int)waveformHeader.ui64NumSamples; 
 double verGain = waveformHeader.dVerPerStep; 
 double verOffset = waveformHeader.dVerOffset; 
 double horPerStep=waveformHeader.dHorPerStep; 
 double horOffset=waveformHeader.dHorOffset; 
 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
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LecLSIB_openControlStream Method 

 

LecLSIB_openControlStream は指定されたホストの LSIB コントロール・ストリームをオープンします。

オープンできない場合、電源投入の順番（先：オシロスコープ, 後：PC）や UtilitySetup の Remoto タ

ブで LSIB が選択されているか確認してください。 

パラメータ 

hostname  
LSIBコネクションのホスト名を入力(ホスト名はControl Panel - Systemの中で

Computer nameに当たる部分を指します)１台しか接続可能な相手がいない場合には

nullを使用することができます。（論理構成上複数毎のHOSTBOARDを１台のPCに搭載し、

複数台のオシロスコープに対してLSIB経由でリモート接続することができます。しかし、複

数台接続することによりパフォーマンスは低下します。） 
timeout  

オシロスコープ側からの応答を待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使っ

た場合には永遠に待ち続け、1の場合には待ちません。 
hDetach  

LSIB接続が壊されたとき通知されるイベント発生させるハンドル 

戻り値 

正常に実行されるとコントロールストリームのハンドルが返されます。 
0: 失敗。GetLastError ()関数によりエラー番号を取得できます。 
 ENOENT - 指定されたホストが見つからないか、又はホスト名がnullの時に複数

のLSIB接続が検出されている。 
 EINVAL - 指定されたストリーム番号は指定範囲外です。 
 ENOMEM - タスク又はカーネルに必要なメモリが割り当てできません。 
 ETIMEDOUT - 時間内に接続が確立できません。 
 EN_ERR_NOHOST - 指定されたホスト名へのLSIB接続がありません。 
・  

使用例 

 LecLSIB_readメゾットを参照 

LSIB_HANDLE  LecLSIB_openControlStream( 
char * hostname, 
int timeout, 
HANDLE hDetach 

); 
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LecLSIB_openDataStream Method 

 
LecLSIB_openDataStreamメゾットは指定されたホストへのLSIBデータ・ストリームをオープンしま

す。オープンできない場合、電源投入の順番（先：オシロスコープ, 後：PC）やUtilitySetupのRemoto

タブの設定、LSIB EXPORTの設定が適切に設定されているか確認してください。 

パラメータ 

hostname 
LSIBコネクションのホスト名を入力(ホスト名はControl Panel - Systemの中で

Computer nameに当たる部分を指します)１台しか接続可能な相手がいない場合には

nullを使用することができます。（論理構成上複数毎のHOSTBOARDを１台のPCに搭載し、

複数台のオシロスコープに対してLSIB経由でリモート接続することができます。しかし、複

数台接続することによりパフォーマンスは低下します。） 
stream 

enum LSIBDataStreamIdによって定義されたデータ・ストリームＩＤを指定、オシロスコー

プ側の有効なデータ･ストリーム番号とあわせなければなりません。（オシロスコープ側の

設定はメニューバーからFile - LSIB EXPORTに進み、各ストリームを有効にします。） 

注意:接続させるためにDSO,PC共に同じ値を使わなければなりませ

ん。 
timeout 

オシロスコープ側からの応答を待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使っ

た場合には永遠に待ち続け、1の場合には待ちません。 
hDetach 

LSIBの接続が壊れたときにその情報を伝えるためのイベントハンドル。 

戻り値 

正常に実行されるとコントロールストリームのハンドルが返されます。 
0: 失敗。GetLastError ()関数によりエラー番号を取得できます。 
 ENOENT - 指定されたホストで発見されたものが見つからないかホスト名がnull

の時に複数の選択するものがあります。 
 EINVAL - 指定されたストリーム番号は指定範囲外です。 
 ENOMEM -タスク又はカーネルのどちらかで必要なメモリが割り当てできませ

ん。 
 ETIMEDOUT -時間内に接続が確立できません。 
 EN_ERR_NOHOST -指定されたホスト名へのLSIB接続がありません。 

・  

使用例 

LecLSIB_GetWaveformメゾットを参照 

LSIB_HANDLE  LecLSIB_openDataStream( 
char * hostname, 
LSIBDataStreamId stream, 
int timeout, 
HANDLE hDetach 

); 
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LecLSIB_read Method 

 
LecLSIB_readメゾットはコントロール・ストリームからデータを読み込むみます。 

パラメータ 

dataBuf 
データがストアされるアドレスを指定 

numberOfBytesToRead 
データバッファに読み込むバイト数を指定 

hLSIB 
LecLSIB_openControlStreamのハンドル 

戻り値 

正常に実行されると読み込まれたデータバイト数が返されます。もし指定した

umberOfBytesToReadより低い値が返されたならば、エラーが起きている可能性があります。

GetLastErrorでチェックする必要があります。 
 

使用例 

BOOL bRet = FALSE; 
BOOL bRet = FALSE; 
 LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 m_hLSIB=LecLSIB_openControlStream("", 1000, NULL); 
 if(m_hLSIB == NULL) 
  { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
 
 // Send query *idn? 
 char message[11]="*idn?"; 
 static unsigned char smallDataBuffer[128]; 
 int byteToSend=(int)strlen(message); 
 int bytesSent; 
 int byteToSendWithHeader=byteToSend+8; 
 smallDataBuffer[0]=OPERATION_DATA; 
 smallDataBuffer[0]|=OPERATION_EOI; 
 smallDataBuffer[1]=1; 
 smallDataBuffer[2]=0; 
 smallDataBuffer[3]=0; 
 smallDataBuffer[4]=byteToSend; 
 memcpy(&smallDataBuffer[8], message, byteToSend); 

size_t  LecLSIB_read( 
void * dataBuf, 
size_t numberOfBytesToRead, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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bytesSent=(int)LecLSIB_write((char*)smallDataBuffer, byteToSendWithHeader, 
m_hLSIB); 
 
 if(bytesSent!=byteToSendWithHeader) 
 { 
   printf("Could not send Data¥n"); 
   return FALSE; 
 } 
  
 char dumpBuf[125]={0}; 
 int rcvDataAvailable=LecLSIB_waitForReadData(1,1000,m_hLSIB); 
 if(rcvDataAvailable <0) 
 { 
   printf("No Data¥n"); 
   return FALSE; 
 } 
 
 int byteRead=(int)LecLSIB_read(dumpBuf,rcvDataAvailable,m_hLSIB); 
 if(byteRead<rcvDataAvailable) 
 { 
   printf("Could not Read Datra¥n"); 
   return FALSE; 
 } 
 char replyMessage[125]; 
 memcpy(replyMessage,dumpBuf+8,byteRead-8); 
 
 // Close LSIB 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
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LecLSIB_readWaveformData Method 

 
LecLSIB_readWaveformDataメゾットはオシロスコープから送られる波形データをタイムアウトす

るまで待ち続けます。もしタイムアウト時間までに完全な波形データを受け取れたならば、sizeBufで

指定された量のデータをpDataBufに格納します。また、取得できるデータの最大量は

GetMaxBytesToReadから取得できます。こちらのメゾットを実行する前に

GetWaveformHeaderなどでヘッダファイルを読み込んでおく必要があります。 

パラメータ 

pDataBuf 
データが保存されるアドレス。 

sizeBuf 
データバッファのサイズ 

timeout 
波形データを待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使った場合には永遠に

待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB 

LecLSIB_openDataStream.から返されたハンドルを指定 

戻り値 

正常に実行されるとpDataBufに読み込まれたデータバイト数が返されます。 
0: 失敗又はタイムアウト 
 

size_t  LecLSIB_readWaveformData( 
char * pDataBuf, 
size_t sizeBuf, 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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使用例 

BOOL bRet = FALS; 
LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 
 LSIBDataStreamId streamId = LSIBDataStream1; 
 m_hLSIB = LecLSIB_openDataStream("", streamId, 1000, NULL); 
 
 if(m_hLSIB == NULL) 
 { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
 }; 
 // Recive Data 
 SLsib_ImportExport_HDR waveformHeader; 
 int iStatus = LecLSIB_GetWaveformHeader(&waveformHeader,  1000, 
m_hLSIB); 
 int numData=LecLSIB_GetMaxBytesToRead(m_hLSIB); 
 char * pData; 
 pData=(char *)malloc(sizeof(char)*numData); 
 iStatus = LecLSIB_readWaveformData( pData, numData,100, m_hLSIB); 
 if (iStatus == 0) 
 { 
   printf("¥nGetWaveform Timedout for Stream waveform header timed 
out¥n"); 
   free(pData); 
   bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
   return false; 
 }; 
  
 free(pData); 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB); 
return 0; 
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LecLSIB_strerror 

 
The LecLSIB_strerrorはGetLastErrorで取得したエラー番号に一致したエラー文字列を取得し

ます。 

パラメータ 

errorNumber 
GetLastError（）関数から得られたエラー番号を指定します。 

strErr 
エラーストリングを格納するバッファの指定 

sizeStrErr 
バッファのサイズを指定（callerによって割り当てられたものとして） 

戻り値 

なし 

使用例 

BOOL bRet = FALSE; 
LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
char strErr[255]=""; 
 
LSIBDataStreamId streamId = LSIBDataStream1; 
m_hLSIB = LecLSIB_openDataStream("", streamId, 1000, NULL); 
int lstError; 
if(m_hLSIB == NULL) 
{ 

lstError=GetLastError(); 
LecLSIB_strerror(lstError, strErr, 255); 
printf("Failed to connect to device. Error Description: %s¥n", strErr); 
return FALSE; 

}; 
return 0; 

Void  LecLSIB_strerror( 
unsigned int errorNumber, 
char * strErr, 
int sizeStrErr 

); 
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LecLSIB_UpdateHeaderCheckSum Method 

 
LecLSIB_UpdateHeaderCheckSumメゾットは指定されたインポートやエクスポートのヘッダのた

めのチェックサムをアップデートします。 

パラメータ 

pHdr 
SLsib_ImportExport_HDR 構造体のアドレス 

戻り値 

なし 

Void  LecLSIB_UpdateHeaderCheckSum( 
SLsib_ImportExport_HDR * pHdr 

); 
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 LecLSIB_waitForReadData Method 

 
LecLSIB_waitForReadDataは指定されたデータの量がバッファに溜まるまで待ち続けます。 

パラメータ 

numberOfBytesToRead 
バイト数を指定 

timeout 
波形データを待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使った場合には永遠に

待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB 

 
LecLSIB_openControlStream 又は LecLSIB_openDataStreamのハンドル 

戻り値 

正常に実行されるとバッファに保存されている読み込み可能なバイト数が返されます。もし指定

したsizeより低い値が帰ってくる場合にはタイムアウトの可能性があります。 
-1： エラー 

使用例 

 LecLSIB_readメゾットを参照 
 

Int  LecLSIB_waitForReadData( 
size_t numberOfBytesToRead, 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_waitForWriteDataSpace Method 

 
LecLSIB_waitForWriteDataSpaceは書き込み可能なバッファ空間ができるまで待ち続けます。 

パラメータ 

numberOfBytesToWrite 
バイト数を指定 

timeout 
バッファが指定されたバイト数まで空くまで待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定しま

す。0を使った場合には永遠に待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB 

LecLSIB_openControlStreamのハンドル 

戻り値 

正常に実行されると書き込み可能なデータ空間のバイト数が返されます。もし指定されたサイズ

より低い値が返されたならば、タイムアウトの可能性があります。  
-1: エラー 

Int  LecLSIB_waitForWriteDataSpace( 
size_t numberOfBytesToWrite, 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_waitForWriteEmpty Method 

 
LecLSIB_waitForWriteEmptyは書き込みバッファが空になるまで待ちます。このメゾットはオシロス

コープ側がデータを消費しバッファを空にするかタイムアウトが起こると帰ります。 

パラメータ 

timeout 
書き込みバッファが空になるまで待つ時間。単位はミリセカンドを数で指定します。0を使っ

た場合には永遠に待ち続け、1の場合には待ちません。 
hLSIB 

LecLSIB_openControlStream のハンドル 

戻り値 

1: 成功 
0： タイムアウト  

Int  LecLSIB_waitForWriteEmpty( 
int timeout, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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LecLSIB_write Method 

 
LecLSIB_writeはコントロール・ストリームへデータを書き込むメゾットです。書き込みに失敗する場

合、以前に発行したコマンドが送信されていない可能性があります。事前に

LecLSIB_waitForWriteEmptyメゾットを使って送信バッファが空の状態か確認してください。 

パラメータ 

dataBuf 
書き込むデータが保存されるアドレスを指定 

numberOfBytesToWrite 
データバッファに書き込むためのバイト数を指定 

hLSIB 
LecLSIB_openControlStream のハンドル 

戻り値 

正常に実行されるとデータがバッファに書き込まれたバイト数が返されます。もし

numberOfBytesToWriteより低い値が返されたならばエラーの可能性があります。

GetLastError ()関数によりチェックしてください。 
 
 

size_t  LecLSIB_write( 
void * dataBuf, 
size_t numberOfBytesToWrite, 
LSIB_HANDLE hLSIB 

); 
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参考例 

 // LSIB Connection 
 BOOL bRet = FALSE; 
 LSIB_HANDLE m_hLSIB; 
 m_hLSIB=LecLSIB_openControlStream("", 1000, NULL); 
 if(m_hLSIB == NULL) 
  { 
   printf("Failed to connect to device¥n"); 
   return FALSE; 
  }; 
 
 // Send message 
 char message[11]="C1:VDIV 2V"; 
 static unsigned char smallDataBuffer[128]; 
 int byteToSend=(int)strlen(message); 
 int bytesSent; 
 int byteToSendWithHeader=byteToSend+8; 
 smallDataBuffer[0]=OPERATION_DATA; 
 smallDataBuffer[0]|=OPERATION_EOI; 
 smallDataBuffer[1]=1; 
 smallDataBuffer[2]=0; 
 smallDataBuffer[3]=0; 
 smallDataBuffer[4]=byteToSend; 
 memcpy(&smallDataBuffer[8], message, byteToSend); 
 
 bytesSent=(int)LecLSIB_write((char*)smallDataBuffer, 
byteToSendWithHeader, m_hLSIB); 
 
 if(bytesSent!=byteToSendWithHeader) 
 { 
     printf("Could not send Data¥n"); 
     return FALSE; 
 } 
 
 // Close LSIB 
 bRet=LecLSIB_close(m_hLSIB);
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LSIBDataStreamId 

 
データ・ストリームを開いたり、読み書きするメゾットの中でデータ・ストリームを定義する列挙型 

typedef enum tagLSIBDataStreamId { 
LSIBDataStream1, 
LSIBDataStream2, 
LSIBDataStream3, 
LSIBDataStream4, 

} LSIBDataStreamID; 
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FAQ 
Q: LSIB はデータの出力だけですか？ 

LSIB はデータの出力以外にリモート・コマンドにも対応します。 

 

Q:現在 LAN を使ってリモート・コントロールをしていますが、LSIB と互換性がありますか？ 

LSIB は LAN 経由のリモート・コントロールで使用されているデータフォーマットと互換性があります。

しかしハイスピード・データ転送モードで受信するためには追加のコードが必要となります。 

Q: LSIB ケーブルは標準的なコネクタを使っていますか？ 

標準的な x4 コネクタを使用しています。 

 

Q: LSIB は A/D コンバータからの出力をそのまま PC へ転送することができますか？ 

いいえ。LSIB はトリガしたデータだけを転送するものです。 

 

Q: どのような開発言語でプログラムすることができますか？ 

Visual Studio 2005 又は 2008 のプロフェッショナルバージョン以上で開発が行えます。 

 

Q: ActiveDSO や Scope Explorer を使って動作させることはできますか？ 

いいえ、現在の所、サポートされていません。 

 

Q:転送スピードは常に最高スピードですか？ 

いいえ、転送レートはメモリの深さによります。 

 

Q: 転送スピードを最適化する設定はありますか？ 

はい、チャンネルをオフにして表示させないようにするとスピードが改善されます。 
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Q: LSIB?LSIB をサポートするために必要なホスト PC のハードウェア条件がありますか？ 

デスクトップは PCIe x4 がサポートされている必要があります。 

ノート PC は 34 フォーム･ファクタ・エクスプレス・カードスロットがサポートされている必要がありま

す。 

 

Q: LSIB をサポートするホスト PC の OS には何がありますか？ 

Windows Vista x86, Windows Vista x64, Windows XP 

 

Q: ラップトップでの最高転送スピードはどのくらいですか？ 

Express カードは 170MB/s が最高スピードとなります。 

 

Q: PC のマザーボードは SSC に対応している必要がありますか？ 

LSIB は SSC が有効、無効のどちらでも動作します。もし SSC が有効ならば、PCIe の標準規格に合

致している必要があります。 

 

Q: LSIB はシーケンスモードに対応していますか？ 

対応しています。 

 

Q: LSIB は標準規格化されていますか？ 

いいえ、標準規格化されているものではありません。 

 

Q: LSIB?ユーザーが LSIB を始めるのに可能なリソースは何かありますか？ 

CD に保存されている API リファレンスや CD が可能です。 
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ＬＳＩＢ仕様 

LSIB-HOSTBOARD 仕様 

形状 

x4 PCIe アドインカード 

フロント・パネルのコネクタ 

PCIe x4 ケーブル・コネクタ 

フロントパネルの表示 

パワーオン / ケーブルの接続を表す LED 

形状寸法(高さ × 幅) 
68mm × 86 mm (2.7” × 3.4”). 

動作環境 

温度: 0 to 50°C (32 to 122°F). 
湿度： 10 to 90% 結露なし 

耐衝撃性 30g 加速度ピーク (11 ms パルス). 
耐振動性 5-17 Hz 0.5" 倍振幅移動; 7-2000Hz, 1.5g 加速度、ケーブル接続なし 

安全規格 

UL60950, FCC Class A, CE safety and emissions. 

LSIB-HOSTCARD 仕様 

形状 

PCIe エキスプレルカード 34 拡張コネクタ 

形状寸法(高さ×幅): 34 mm × 122.6 mm (1.34”× 4.83” ) 
拡張インターフェース:  x4 PCIe ケーブル・コネクタ（x1 として動作） 

コネクタ: Molex I-pass 75586-0010. 
EMI/Retention: Molex I-Pass 74540-0040. 

バイカラーLED 

ケーブルの接続 (緑). 
パワーオン (オレンジ色). 

動作環境 

温度:  0 to 55°C (32 to 131°F). 
湿度： 10 to 90%結露なし. 
耐衝撃性:  30g 加速度ピーク (11 ms パルス)ケーブル接続なし. 
耐振動性  5-17 Hz 0.5"倍振幅移動; 7-2000Hz, 1.5g 加速度、ケーブル接続なし 

消費電力 

3W （規定値）. 
3.3V @ 1A. 

安全規格 

UL60950, FCC Class A, CE safety and emissions. 

 


