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はじめに 

WaveStudio は PC からオシロスコープへのリモート･アクセス環境や波形データの簡易ビューアを提

供します。また、波形データを詳しく調べるためのパラメータ・カーソル・ズームなどの機能を搭載

し、オフラインでの波形調査やテレダイン・レクロイ製品をお持ちでないお客様との円滑なコミュニ

ケーションに利用することができます。 

主な機能 

• ターミナル…リモートコマンドの確認用として使用できます(28 ページ参照)。 

• マクロ…複数の連続したリモートコマンドをマクロとして登録することができます(29 ページ参

照)。 

• バーチャルディスプレイ&フロントパネル…オシロスコープと同じ画面イメージとバーチャルフ

ロントパネルを使い、手元で操作しているのと同じ感覚でリモート操作できます。画面イメージ

上でクリックしたイベントはそのままオシロスコープのイベントとして処理されます(36 または

24 ページ参照)。 

• 設定情報の送受信(40 ページ参照) 

• オシロスコープ上のファイルをダウンロード(42 ページ参照) 

• LabNotebook データベースへのリモートアクセス(39 ページ参照) 

• バイナリーアスキー変換…指定したフォルダに含まれるバイナリファイル(*.trc)全てをアスキー

形式の CVS ファイルに変換して保存します(26 ページ参照)。 

• 波形ビューア…リモートで転送した波形、または PC に保存されているバイナリ形式(*.trc)の波形

ファイルを表示できます(31 ページ参照)。 

• ズーム…波形ビューア上でズームエリアをドラックし、波形を拡大表示することができます(32

ページ参照)。 

• カーソル…波形ビューア上に XY カーソルを表示し、マウスで移動させながら測定することがで

きます(33 ページ参照)。 

• パラメータ…波形ビューア上の波形を 21 種類のパラメータで測定できます。ズームした場合に

はズーム範囲だけがパラメータ測定の対象になります(34 ページ参照)。 

システム必要条件 

⚫ Windows タイプのオシロスコープはファームウェア 6.0.1.x 以上が必要です 

⚫ ソフトウェアをインストールする PC に 256MB 以上の RAM、2GB 以上のハードディスク･スペ

ースが必要です。 

⚫ Windows® XP SP2, Vista, Windows7 、Windows10 32bit  または 64bit で動作します。 

⚫ GPIB の場合、GPIB ホストコントローラは National Instruments 社製の GPIB コントローラが必

要です。 

⚫ WaveJet300A,および WaveJet Touch シリーズを除き、USB 接続には USBTMC プロトコルを使

用しています。またイーサーネット接続の LXI、および USBTMC プロトコルはドライバとして

NI-VISA を使用しているため、事前にインストールする必要があります。NI-VISA は National 

Instruments 社のウェブページ www.ni.com/visa からダウンロードすることができます。 

⚫ WaveJet Touch シリーズの USB ドライバは弊社ウェブサイト

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp からダウンロードできます。このドライ

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp
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バは USB を COM ドライバとして認識します。追加された COM 番号をデバイスドライバから

確認しておく必要があります。 

⚫ WaveJet300A シリーズの USB ドライバは WaveStudio インストール時のオプションとして、選

択することができます。 

対象機種 

• Windows タイプのオシロスコープ 

• WaveSurfer3000 

• WaveAce1000/2000 

• WaveJet300A、 

• WaveJet Touch 

(但し、WaveJet300A シリーズ、および WaveJet Touch シリーズはイメージ転送やターミナル機

能以外使用できません。また旧タイプの 94xx, 93xx, LCxxx, LTxx, WavePro9xx, WaveAce100/200

シリーズは使用できません。) 

ソフトウェアのインストール 

1. 最新の WaveStudio は次のアドレスからダウンロードできます。 

2. ダウンロードしたファイルを実行します。 

3. 次の画面が表示されます。Next ボタンを押して、次に進みます。 

 

4. 次のようなライセンス契約ダイアログが表示されます。I Agree ご端を押して、ライセンスの承

認を行います。 
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5. WaveJet300A ドライバやショートカット作成の選択が表示されます。選択後 Install ボタンを選

択します。 

 

6. インストール中、次のような注意が表示されることがあります。LeCroy Cop からのソフトウェ

アを常に信頼にチェックを入れ、Install を選択してください。 

 

7. Complete のダイアログが表示されれば、正常にインストールされています。 
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オシロスコープとの接続 

PC とオシロスコープ間の接続はオシロスコープのモデルにより異なります。詳しくは各製品のマニ

ュアルを参照してください。 

Windowsタイプのオシロスコープ、またはWaveSurfer3000への接続 

モデルにより異なりますが、イーサーネット・GPIB（オプション）・USB を選択できます。 

オシロスコープ WaveStudio 

1. オシロスコープと PC をイーサーネッ

ト・USB・GPIB のいずれかで接続しま

す。オシロスコープ側の USB コネクタ

は B タイプのコネクタです。 

2. メニューバーから[Utilities ユーティリテ

ィ]→[Utilities Setup ユーティリティの設

定]を開きます。 

3. 下に表示されるダイアログから[Remote 

リモート]タブを開き、[Control from イン

ターフェース]から接続形式を選択しま

す。 

 

イーサーネットには TCPIP と LXI の 2

つの選択があります。USB 接続では

USBTMC を選択します。LXI や

USBTMC で接続する場合、PC 側に NI-

VISA をインストールする必要がありま

す。 

4. TCP や LXI は IP アドレスの設定、GPIB

は GPIB 番号を選択します。 

5. Add Scope ボタンを押します。 

 

6. オシロスコープの[Control from インターフェース]

に合わせて Add Device を選択します。 

 

USBTMC はオシロスコープの USBTMC アドレス

が選択項目に自動的に表示されます。TCPIP(VICP)

は Network、LXI(VXI11)では VXI11/LXI を選択し、

オシロスコープの IP アドレスを入力します。GPIB

はオシロスコープの GPIB アドレスを入力します。 

7. 接続が成功すると、My Scope Explorer の Status

が Alive になります。 
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WaveAce1000/2000への接続 

USB、またはイーサーネット（WaveAce2000 タイプのみ）で接続できます。 

オシロスコープ WaveStudio 

⚫ オシロスコープと PC をイーサーネッ

ト・USB のいずれかで接続します。 

⚫ フロントパネルから[Utilities ユーティリ

ティ]ボタンを押します。  

⚫ 画面に表示されるメニューでインターフ

ェースの設定を行います。USB の場合

[BackUSB 背面 USB]メニューから

USBTMC を選択します。イーサーネッ

トで接続する場合は IP 設定で IP アドレ

スなどを設定してください。 

（USB） 

 

（IP 設定） 

USB 接続では、PC 側に NI-VISA をイン

ストールする必要があります。 

⚫ Add Scope ボタンを押します。 

 

⚫ オシロスコープとの接続に合わせて Add 

Device を選択します。 

 

USBTMC または Network を選択します。

USBTMC はオシロスコープの USBTMC アド

レスが選択項目に自動的に表示されます。イ

ーサーネットは Network を選択し、オシロス

コープの IP アドレスを入力します。 

⚫ 接続が成功すると、My Scope Explorer の

Status が Alive になります。 
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WaveJet300A、またはWaveJet Touchへの接続 

USB、イーサーネット(WaveJet300A はオプション)、GPIB(WaveJet300A はオプション)で接続でき

ます。 

オシロスコープ WaveStudio 

1. オシロスコープと PC をイーサーネッ

ト・GPIB・USB のいずれかで接続しま

す。 

2. フロントパネルから[Utilities ユーティリ

ティ]ボタンを押します。  

3. 画面に表示されるメニューで[リモート]

→[インターフェース]を接続に合わせて

設定します。 

 

GPIB では GPIB 番号、インターネット

プロトコルでは、IP アドレスを設定し

ます。 

4. USB での接続は COM ポートとして認識しま

す。 

COM ポートの番号はデバイスマネージャで確

認することができます。Virtual COM  Port for 

Lecroy WaveJet DSO をポートカテゴリが探

し、COM 番号を確認してください。 

 

 

5. Add Scope ボタンを押します。 

 

6. オシロスコープとの接続に合わせて Add 

Device を選択します。 

 

USB 接続は RS232 を選択し、COM 番号を選

択します。 

7. 接続が成功すると、My Scope Explorer の

Status が Alive になります。 

 

注意) 但し、WaveJet300A シリーズ、および WaveJet Touch シリーズはイメージ転送やターミナル

機能以外使用できません。 
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 リモート接続の基本操作 

このセクションはリモート接続や基本的な操作の手順を説明します。この後のセクションを理解する

ためにも、このセクションで説明されている内容を理解しておく必要があります。 

注意) 次の手順は主に Windows タイプのオシロスコープを基準に説明します。他のタイプのオシロ

スコープはオシロスコープの基本操作マニュアル、または 8 ページを参考にしてください。 

オシロスコープとリモート接続するには 

1. ハードウェア的にオシロスコープと接続します。 

GPIB や USB 接続は、オシロスコープと PC の間をケーブルで接続します。ネットワー

ク接続では、オシロスコープと PC をネットワークへ接続します。（クロスケーブルを

使って直接接続することもできます。） 

注意) GPIB を使用する場合、PC 側は National Instruments 社製のホストコントローラを必要

とします。 

注意)USBTMC、または LXIで接続する場合、NI-VISA を必要とします。 

2. リモート･コントロールを有効にするため、オシロスコープのリモート･コントロール設

定を行います(詳細は各オシロスコープの基本操作マニュアル、または 8 ページを参照し

てください)。 

Windows タイプのオシロスコープ、または WaveSurfer3000 シリーズはユーティリティ

メニューでリモートコントロールの設定をします。メニューバーから[Utilities ユーティリ

ティ]→[Utilities Setups ユーティリティ設定]を選択し、[Remote リモート]タブを開きま

す。[Control from インターフェース]から接続形式を選択します。 

 
3. 各リモートインターフェースの詳細設定をします。 

TCPIP & LXI：イーサーネットで接続するTCPIPやLXIはDHCPにより自動的にIPアドレ

スが設定されているかもしれません。しかし、オシロスコープと直接接続させるような

場合には、固定IPアドレスやサブネット･マスクをPCとオシロスコープ双方に設定する

必要があります。Step2で表示した[Remote リモート]タブの[NetConnections ネットワー

クの接続]ボタンを押すと、Windowsのネットワークアダプタが表示されます。ローカル

エリア接続のプロパティを表示し、TCP/IPv4のプロパティを開くと、固定IPの設定が可

能です。PCのネットワーク設定については、お使いのOSのオンライン･マニュアルなど

をご参照ください。社内ネットワークに接続する際は御社ネットワーク管理者にご相談

ください。 

GPIB：GPIBユーザーはオシロスコープGPIBアドレスを指定します。 

USBTMC：このステップで設定する操作はありません。  
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4.  WaveStudio からオシロスコープへ接続します。 

これはリボン（図中枠部分）の Scope ダイアログにある次 AddScope ボタンをクリック

します。 

 

Add Device ウィンドがオープンされます。 

   

設定はオシロスコープの設定に合わせて選択します。 

注意) TCPIP は Network を選択してください。 

Network や VXI11/LXI の選択では次のダイアログが表示されます。オシロスコープの IP

アドレスを入力してください。 
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GPIB ではオシロスコープ GPIB アドレスを"GPIB Address"に入力します。 

 

USBTMC はオシロスコープの USBTMC アドレスを選択します。 

 

注意) USBTMC や LXIで接続ができない場合は NI-VISA がインストールされているか確認して

ください。NI-VISA のバージョンにより USBTMC や LXIに対応していないバージョンもあり

ます。最新の NI-VISA をインストールしてください。 

設定が完了すると My Scope Explorer にデバイスが表示され、WaveStudio とオシロスコ

ープとの接続が確立している場合、Status が Alive になり、My Scope Explorer の下にある

ツリーが表示されます。 

 

 

 

 

波形をダウンロードし、データをファイルに保存するには 

5. ツリーの[Channels]の下に各波形の選択があります。ダウンロードしたい波形をクリック

します。 

 

6. クリックした波形が転送され、WaveStudio に表示されます。 
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7. 表示された波形のウィンドを選択すると、リボンの選択が Trace になります。バイナリ

ファイルとして保存する場合にはリボンメニューの"Save to Binary File"または"Save to 

Text File"を選択します。 

 
 
 

画面イメージを保存するには 

8. ツリーの Display Capture を選択します。 

 
9. Display から Save to File ボタンを押すと、ファイルダイアログが表示されます。ファイ

ルの種類を BMP・JPEG・TIFF・PNG から選択して、ファイル名を付けて保存してくだ

さい。 

 
 

 

選択された波形はメインウィンドに表示 
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アプリケーション･レイアウト 

 

1. ファイル･ボタン  -このボタンはファイルの[Open 開く]・[Print 印刷]・[Close 閉じる]などへ

のアクセスを提供します。 

2. クイック･アクセス･ツールバー – カスタマイズ可能なメニューを提供します。ユーザーが頻

繁に使用する機能だけを登録して、素早い操作を可能にします。 

3. リボン  -各コマンドをタブやカテゴリで分類分けしたメニューです。最小化して使用するこ

ともできます。 

4. スコープ･エクスプローラ – リモート接続に関する機能を提供します。接続に使用した設定

は次回簡単に接続できるように保存され、リストに表示されます。 

5. ドキュメント･ディスプレイ – 波形などオブジェクトを表示する領域です。 

  

① ファイル･ボタン 

[Open 開く]・[Print 印刷]・[Close 閉じる]機能へのアクセスを提供しています。 

WaveStudio は波形ビューアとして、PC に保存されている波形を表示することができます。

[Open 開く]は PC に保存されている次の形式のファイルを読み込むことができます。 

• バイナリ形式波形のファイル(*.trc) 

• デジタル波形(*.XMLdig) 

• Eye パターン、またはパーシスタンス波形(*.XMLper) 

• ヒストグラム波形(*.XMLhist) 

• LabNotebook(*.zip) 

• 設定ファイル(*.lss) 

注意) デフォルトのファイルダイアログは波形ファイル・LabNotebook・設定ファイルだけが一覧に

表示されます。デジタル波形 など他の形式を読み込む場合にはファイル形式の選択から

LecroyWaveformを選択してください。 
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注意) LabNotebook のファイルは保存されているエントリを選択できるようになっています。エント

リを選択して、個別の波形ファイルを読み込むこともできます。 

[Print 印刷]や[Close 閉じる]は選択されている波形に対する操作になります。[Print 印刷]を選択

すると、サブメニューとして[Quick Print 印刷]・[Print Preview 印刷プレビュー]・[Print Setup 印

刷設定]を選択できます。 

② クイック･アクセス･ツールバー 

ツールバーは頻繁に利用する機能を素早く操作できるようにカスタマイズ可能なメニューを提供

します。初期状態では、[Open 開く]・[ Quick Print 印刷]機能がツールバー上に表示されます。

ショートカットキーについても、ここで割り当てを行うことができます。 

ツールバーやショートカットを設定するには 

クイック･アクセス･ツールバー右端を選択し、[More Commands]を選択します。 

 

ツールバーをカスタマイズするための[Customize]メニューが表示されます。追加する機能を

左のリストから選択し、[Add 追加]ボタンで右のリストに追加します。右のリストに追加され

た機能がツールバーに表示されます。逆に右のリスト内のアイテムを選択して,[Remove 削

除]ボタンを押すとリストから削除されます。 
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また、キー操作でコマンドを選択できるショートカットを登録することができます。

[Customize]ボタンを押すと、[Customize Keyboard]メニューが表示され、ショートカットキ

ーを設定することができます。 

 [Categories カテゴリ]と[Commands コマンド]を選択し、[Press new shortcut key]に移動し

ます。割り当てたいキーを押すと、自動的にショートカットキーの設定文字列が表示され、

[Assign 割り当て]ボタンで登録します。 

 

注意) 登録不可能なキーも存在します。その場合 Assign のボタンはグレーアウトになり、押せな

いようになります。また[Assignd to:]に既に登録されている機能が表示されます。 

登録したショートカットキーは[Current Keys 登録済みのキー]にリスト表示されます。ここで

ショートカットキーを選択し、[Remove 削除]ボタンを押すことで設定されたショートカット

が削除されます。 

[Reset All 全て削除]ボタンにて設定をデフォルト状態に戻すことができます。 

③リボン 

WaveStudio はメニューをリボン形式で提供しています。それぞれの機能はタブで整理され、ほとん

どの機能はアイコンを使い、直観的な操作を可能にしています。 

 

このリボンメニューを最小化させ、その他の表示領域を広げることも可能です。クイック･アクセ

ス･ツールバー右端を選択し、[More Commands]を選択します。 
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リボンが最小化され、タブをクリックすると、リボンが通常の大きさで表示されます。 

 

④スコープエクスプローラ 

スコープエクスプローラはオシロスコープの選択や機能選択のアクセスを提供します。WaveStudio

は一度接続したオシロスコープの接続情報を記録しています。後日再接続する場合には、既に登録の

ある機器をクリックするだけで簡単に再接続が可能です。 

オシロスコープに接続できている場合は Status に Alive、接続できない場合は Dead と表示されます。 

選択されたオシロスコープは下に表示されるツリーのアイテムで操作を選択できます。 

 

ツリーに含まれるアイテムを選択すると、⑤のドキュメントディスプレイにアイテムが表示されます。 

アイテムには次のような種類があります。 
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 [Terminal] 

ターミナル 

(28 ページ参照) 

リモートコマンドのターミナルを提供します。一般的なターミナルと同

様に送信ウィンドと受信ウィンドがあります。コマンドやクエリを送信

ウィンドで書き込み、リターンキーを押すことで、コマンドがオシロス

コープに送信されます。クエリの場合には、オシロスコープから送信さ

れたクエリの応答文字列が表示されます。 

 [Front Panel] 

フロントパネル 

(24 ページ参照) 

バーチャルフロントパネル(オシロスコープのつまみやボタン)を表示しま

す。バーチャルフロントパネル上の操作がそのままオシロスコープに送

信されます。[Display Capture]と組み合わせれば、オシロスコープの操作

を WaveStudio で完全に再現できます。 

 [Scope Options] 

オプション 

(24 ページ参照) 

オシロスコープに搭載されているオプションを確認することができま

す。 

 [Traces] 

トレース 

(31 ページ参照) 

波形データを転送し、波形ビューアで表示します。チャンネル波形以外

にも[Math 演算]・[Zoom ズーム]・[Memory メモリ]・[WaveScan]・[Eye 

アイパターン]などほとんどの波形を転送し、ビューアで表示することが

できます。 

 [Display Capture] 

画面イメージ 

(36 ページ参照) 

画面イメージを転送します。画像を保存する以外にも、リモート操作す

ることもできます。画面イメージ上のメニューバーやダイアログのアイ

テムにクリックすると、そのクリックイベントがそのままオシロスコー

プに送られ、タッチパネルの疑似操作が行えます。 

 [Scope Setups] 

設定情報 

(40 ページ参照) 

設定情報のアップロードやダウンロードができます。一度ダウンロード

した設定情報は[ScopeSetup 設定情報]ウィンドに表示します。 

 [Mass Storage] 

ファイル操作 

(42 ページ参照) 

オシロスコープに内蔵されたハードディスクにアクセスして、ファイル

のアップロードやダウンロードが実行できます。ハードディスク内のデ

ィレクトリがツリー状に表示され、一般的なファイル操作と同じ感覚で

リモートを介してオシロスコープのハードディスクにアクセスできま

す。 

 [LabNotebook] 

(39 ページ参照) 

オシロスコープの LabNotebook データベースにアクセスし、各エントリ

のレポート表示や波形ファイルや設定情報を転送することができます。 
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⑤ドキュメントディスプレイ 

ドキュメントディスプレイは④スコープエクスプローラで選択されたアイテムを表示するエリアです。

フレーム内に複数のアイテムを表示することができ、表示形式は Scope リボンメニューの Window で

選択することができます。各アイテムの表示は通常のアプリケーションと同様に閉じるボタンを使用

します。 

 

アイテムを最大化した後に、アイテムを閉じる場合には、アプリケーションの「閉じる」の下にある

アイテムの「閉じる」ボタンを押します。 

 

オフラインで使用する場合には、①のファイルボタンからファイルを開くか、マウスを使いドラック

＆ドロップで波形を表示することができます。 
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[Scope スコープ] 

このダイアログは[Scope スコープ]・[Window ウィンド]・[Misc その他]・[Tools ツール]の 4 つの

グループが表示されます。 

 

[Scope スコープ]グループ 

Scope グループはオシロスコープとの接続をスコープ･エクスプローラ内で管理します。スコ

ープ･エクスプローラが表示されていない場合、[Show Scope Explorer]ボタンを押します。

[Add Scope スコープの追加] により次の[Add Device]ポップアップが開かれ、新規に接続設定

を追加することができます。[Remove Scope スコープの削除]は現在の接続設定を削除します。

[Edit Device Properties デバイスプロパティの編集]は現在の接続設定を編集することができま

す。[Disconnect Scope 切断]はオシロスコープとの接続を解除します。 

[Add Scope スコープの追加] 

  

接続設定はオシロスコープと PC がどのように接続されているかにより異なります。設定が

一度行われると、スコープ･エクスプローラに追加したデバイスの設定が残ります。再度、オ

シロスコープと接続する際に、新たに設定することなく、アイコンを選択するだけで使用す

ることができます。 

• RS232：WaveJet300A、または WaveJet Touch の USB 接続で使用します。 
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注意) COM番号はデバイスマネージャを使い、調べます。ポート（COMと LPT）カテゴリの

下にある Virtual COM Port for LeCroy WaveJet DSO を調べてください。 

 

 

• GPIB: GPIB を選択すると、GPIB のホストコントローラのドレスとオシロスコープのア

ドレスを指定します。 

 

注意) PC 側にインストールする GPIB ボードは National Insturuments 社製の GPIB ホストボー

ドを必要とします。 

• Network: Windows タイプや WaveSurfer3000 シリーズでは、TCPIP(VICP)を選択した場

合に選択する接続です。WaveAce1000/2000・WaveJet300A・WaveJet Touch シリーズ

はネットワークを選択した場合の設定です。オシロスコープの IP アドレスを入力します。 

 

注意) ネットワークのポート番号は 1861 番を使用しています。オシロスコープ側のセキュリ

ティ設定やアンチウィルスソフトウェアなどでプロテクトすると、使用できません。 

注意) TCPIP(VICP)の設定ではセキュリティ設定により、特定 IP アドレス以外の接続を拒否す

ることができます。PC から接続できない場合、注意してください。 
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• VXI11/LXI: Windows タイプや WaveSurfer3000 シリーズでは、LXI(VXI11)を選択した場

合に選択する接続です。オシロスコープの IP アドレスを入力します。ポート番号は 111

番を使用しています。 

 

注意) ネットワークのポート番号は 111 番を使用しています。オシロスコープ側のセキュリテ

ィ設定やアンチウィルスソフトウェアなどでプロテクトすると、使用できません。 

注意) NI-VISA を必要とします。 

• USBTMC/USB488: Windows タイプ・WaveSurfer3000・WaveAce1000/2000 シリーズ

のオシロスコープは、USB 接続として、USBTMC を選択します。PC 側で正常に認識さ

れた場合、自動的にアドレスが入力されます。複数の USBTMC デバイスがある場合は

[Browse 参照]ボタンを押して、選択することができます。 

 

注意) NI-VISA を必要とします。 

注意) WaveAce は USBTMC と USBRAW の 2 種類のモードがあります。USBTMC を選択し

てください。 
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[Misc その他]グループ 

[Misc その他]グループには、[Show Remote FrontPanel フロントパネルの表示]や[Show Scope 

Option オプションの表示]があります。 

[Show Remote FrontPanel フロントパネルの表示] 

バーチャルフロントパネル(オシロスコープのつまみやボタン)を表示します。バーチャルフロント

パネル上の操作がそのままオシロスコープに送信されます。[Display Capture]と組み合わせれば、

オシロスコープの操作を WaveStudio で完全に再現できます。 

バーチャル･フロントパネルは接続している機種と同じ配置のフロントパネルがロードされま

す。バーチャル･フロントパネルのボタンにクリックすると、オシロスコープのフロントパネ

ルと同じ動作が行われます。つまみは上半分、又は下半分をクリックすることにより、つま

みを回した事と同じ動作をします。 

 

[Show Scope Option オプションの表示] 

オシロスコープに搭載されているオプションを確認することができます。 
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[Window ウィンド]グループ 

アイテムの表示をコントロールします。WaveStudio はフレーム内に複数のアイテムを表示するマル

チドキュメントインターフェースを採用しています。ウィンドによる表示やタブ形式による表示など

表示形式を選択することができます。 

[Windows] 

波形などアイテムをアクティブにすることやウィンド形式の表示形式を変更することができます。 

[Window]ドロップダウンリストの中から選択されたアイテムをアクティブにし、最前面に表

示できます。 

 

ドロップダウンリスト内の[Windows…]を選択すると、複数アイテムの表示形式を変更でき

ます。表示形式には[Cascade]・[Tile Vertically]・[Tile Horizontally]を選択することができま

す。 

[Cascade]表示：ウィンドのタイトルが重ならないように表示します。 

 

[Tile Horizontally]表示:各アイテムは横方向に最大化し、縦方向に並びます。 
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[Tile Vertically]表示：各アイテムは縦方向に最大化し、横方向に並びます。 

 

[Windows…]を選択すると、次のダイアログが表示されます。[Select Window]内でアイテム

を選択して、右のボタンで操作を選択します。表示形式の選択以外に[Active アクティブにし、

最前面に表示]・[Save バイナリ形式での保存]・[Close Windows 閉じる]・[Minimize 最小化]

を選択することができます。 

 

[Tabbed Documents タブ形式の表示] 

アイテムをタブで切り替える表示形式もサポートしています。[Tabbed Documents タブ形式の表

示]にチェックを入れると、表示形式をタブに変更することができます。 

 

[Tools ツール]グループ 

[Batch Convert Waveform アスキー変換] 

 テレダインレクロイのバイナリ･ファイルをアスキー形式へフォルダ単位でまとめて変換す

ることができます。バイナリファイルが含まれたフォルダと返還後に保存するフォルダを設

定して、[Convert 変換]ボタンを押します。 
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[Source Path]：元ファイルのフォルダと変換後に保存するフォルダを指定します。上側

にバイナリファイルが含まれたフォルダのパスを指定します。下側に出力先のパスを指定

します。 

[File Format]：電圧データのみの[Amplitude Data Only]、またはトリガ地点を０とした時

間と電圧データが並列に出力される[Time and Amplitude Data]のどちらかを選択いただけ

ます。 

[Static]：[File Format]で[Time and Amplitude Data]を選択した場合、デリミタとして

Static の中から[Space スペース]・[Comma コンマ]・[Tab タブ]のいずれかを選択すること

ができます。 

[Include Header]：サンプルポイント数やセグメント数などの情報がファイル先頭に付加

されます。 

[Raw ADC Value]:電圧の代わりに ADC の値で出力します。 

 

 



WaveStudio 

 

28  

[Terminal ターミナル]  

[Terminal ターミナル]はテキストベースでリモート･コントロール･コマンドやクエリを実行するこ

とができます。このターミナルを使い、簡単なリモート操作やユーザーがプログラムを作成する際

のコマンド確認に利用できます。また、マクロ機能により 12 個のコマンドまで WaveStudio に登

録しておくことができます。この登録したコマンドは WaveStudio 終了時に消去されることはあり

ません。 

[Terminal ターミナル]ダイアログへのアクセス 

スコープ･エクスプローラの[Terminal]をタッチすると、[Terminal ターミナル]ウィンドが表示さ

れ、リボンの[Terminal]タブが有効になります。 

 

[Encoding エンコード]や[Font フォント]の選択 

[Encoding エンコード]はオシロスコープからの応答を表示する形式を[ASCII アスキー]、または

[Hex 16 進数]のどちらかを選択できます。通常クエリはアスキー文字列で返ります。しかし

WAVEFORM コマンドのようにバイナリで転送される波形は[ASCII]で表示することができない

ため、[Hex 16 進数]を使用します。また[Font フォント]により、文字の大きさを調整することが

できます。 
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ターミナル･ウィンドの利用例 

プログラミングする前にコマンドやクエリをインタラクティブにテストするには、[Terminal]ウィン

ドが便利です。ターミナルはスコープエクスプローラの[Terminal]をクリックすると表示します。ユ

ーザーはターミナルウィンドの上側にコマンドやクエリの文字列を入力します。PC→オシロスコー

プへコマンドやクエリが送信されます。ウィンドの下側はオシロスコープからの応答を表示します。

コマンドやクエリの詳細についてはオシロスコープのリモート･コントロール･マニュアルを参照して

ください。 

例：オシロスコープに対して*idn?クエリをターミナル･ウィンドの上半分のエリアに入力します。オ

シロスコープからの応答はターミナル･ウィンドの下半分のエリアに表示されます。 

 

リダイレクションの利用 

ターミナルウィンドの中でタイプされるテキストの中に “>” の記号を使い、クエリに対する応答をフ

ァイルに直接出力することができます。 

例：オシロスコープに対して*idn?クエリを送り、オシロスコープからの応答は”C:\idntext.txt”に格納

されます。 

 

マクロの利用 

[Macro マクロ]は複数のコマンドを WaveStudio に登録することができます。マクロの登録は

[Terminal ターミナル]リボンの[Macro Editor ターミナルエディタ]ボタンをクリックしてください。マ

クロを実行する場合には Macro Editor ボタンの右側にある対応するマクロボタンを押します。 
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マクロエディタのコマンドは通常のリモート･コマンドと同じようにセミコロン”;”を使って接続する

ことができます。 
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[Trace トレース]  

[Trace トレース]は波形に対する操作を提供します。オシロスコープからの波形転送・ズーム・カーソル

測定・パラメータ測定・保存など多くの機能を提供します。各機能へのアクセスは[Trace トレース]リボ

ンから行います。Trace リボンには[View 表示]・[Save/Export 波形データの保存]・[Zoom ズーム]・

[Cursors カーソル測定]・[Measure 計測]・[Misc その他]のグループがあります。  

波形転送 

波形を転送するには、スコープエクスプローラの[Traces]→各チャンネルのフォルダを開き、転

送したいチャンネルを選択します。選択された波形が転送され、波形が表示されます。 

 

転送できる波形はチャンネルの波形だけではありません。[Math 演算]・[Memory メモリ]・[Zoom ズ

ーム] ・[WaveScan] ・[Digital Busses デジタルバス] ・[Eye アイパターン]など多くの波形形式をサ

ポートしています。 
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Traceタブ 

[Trace]タブは[View]・[Save/Export] ・[Zoom] ・[Cursors] ・[Measure]グループに別れます。 

 

• View -[Refresh 更新]や[Show Properties プロパティ表示]コマンドがあります。 

• Save/Export – 波形を保存 

• Zoom – ズーム 

• Cursors –カーソル 

• Measure – 自動測定 

• Copy to Clipboard –画像イメージのクリップボードへのコピー  

[View 表示]グループ 

リモートで転送した波形は[Refresh 更新]ボタンを押して更新することができます。また Time/Div

や Volt/Div などの波形データの詳細はプロパティで確認できます。プロパティは波形転送時にデ

フォルトで表示されますが、波形プロパティを閉じてしまった場合は[Show Properties プロパテ

ィの表示]ボタンを押すと、表示することができます。波形プロパティでトレースの色を変更する

ことができます。波形が見づらい場合はプロパティの[Trace Color]を変更してください。 

 

[Save/Export 波形データの保存]グループ 

リモートで転送した波形はファイルとして保存することができます。保存形式としてバイナリ

(*.trc)またはテキスト(*.txt)として保存することができます。テキスト形式ではトリガからの時間

とサンプルの電圧値の 2 次元の配列をカンマ区切りで保存します。 

[Zoom ズーム]グループ 

波形のズームには、マウスでズーム範囲をドラックして指定することや[Trace トレース]リボ

ンの[Zoom ズーム]グループで実行できます。 

 

または 
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 [Cursors カーソル]グループ 

[Show Cursors カーソル表示]チェックボックスを有効にすると、トレース表示上にカーソルが表

示されます。カーソルには垂直に点線で描かれ、水平方向に移動すると波形に追従するカーソル

と、水平に描かれ垂直方向に移動する 2 種類のカーソルがあります。カーソルで指定されている

ポイントはグリッド下の[Cursors]で値が表示されます。 

 

 

カーソルの測定値は[Save to Text File]コマンドでテキストとして保存できます。各データはカンマ

で区切られます。 
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[Measure 計測]グループ 

Show Measure チェックボックスを有効にすると、21 種類のパラメータで計測し、グリッドの下

に同時に表示さます。 

 

Amplitude(振幅) Top(ﾄｯﾌﾟ) Duty(ﾃﾞｭｰﾃｨ･ｻｲｸﾙ) Frequency(周波数) 

Max (最大値) RMS(標準偏差) Fall 90-10(立ち下

り時間 90-10%) 

Width+(正極ﾊﾟﾙｽの幅) 

Mean(平均値) Pk-pk(ﾋﾟｰｸ･ﾂｰ･ﾋﾟｰｸ) Fall 80-20 (立ち下

り時間 80-20 %) 

Width-(負極ﾊﾟﾙｽの幅) 

Min(最小値) Overshoot+(正極のｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ) Rise 10-90(立ち上

り時間 10-90%) 

 

Area(面積) Overshoot-(負極のｵｰﾊﾞｰｼｭｰﾄ) )Rise 20-80(立ち

上り時間 20-80%) 

 

Base(ﾍﾞｰｽ) Delay(遅延) Period(周期)  

トレースファイル(.trc)のドラック･アンド･ドロップ 

WaveStudio 内で表示させたい他のオシロからの.trc ファイルがある場合、WaveStudio のドキュ

メント･ディスプレイ･エリアへファイルをドラック＆ドロップで簡単に波形ファイルを表示する

ことができます。また、ファイルボタンの[Open]を使用して、読み出したいファイルをオープン

することもできます。一度ドキュメント･ディプレイ･エリアで開かれた波形ファイルはズーム、

カーソル、計測（Measure）を使用する事ができます。 
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[Display 表示] 

[Display 表示]はオシロスコープの画面イメージの転送や転送されたイメージをファイルに保存す

ることができます。また、転送されたイメージ内でクリックすると、オシロスコープの画面上の

同じ位置でクリックした事と同じになり、画面を使用したリモートコントロールが行えます。 

 

[Display 表示]へのアクセス 

画面イメージのリモート転送はスコープエクスプローラの[Display Capture]を選択します。 

 

Displayタブ 

[Display]タブは[Setup 設定]・[Annotate アノテーション]・[Save 保存]の３つのグループに分かれてい

ます。 
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[Setup 設定]グループ 

[Setup 設定]グループでは、画面イメージの更新や背景色の設定を変更できます。[Auto-Refresh 

自動更新]にチェックすると、下の更新タイミングで選択されたタイミングで自動的に更新が行わ

れます。画面上でリモートコントロールする場合には特に重要です。 

[Use Print Colors プリントカラー]は、オシロスコープの背景色を白に変更します。これはプリン

タに出力する際にトナー消費量を節約するモードです。 

[Annotate アノテーション]  

アノテーションはスクリーン･イメージ上に任意の文字を貼り付け、波形の説明などを記入す

ることができます。[Add Annotation アノテーションの追加]ボタンをタッチするか、或は画像

イメージ上で右クリックしてメニューを表示させ、[Annotate]コマンドを選択して、

[Annotation]ダイアログを表示させます。貼り付けられたアノテーションはマウスで移動でき、

アノテーション上で右クリックして編集や削除を行うことができます。 
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[Save 保存]グループ 

WaveStudio の[Display]ダイアログからのスクリーンショットの保存は[Copy to Clipboard クリッ

プボードへコピー] や[ Save to File ファイルへ保存]をタッチすることで行えます。 

[ Save to File ファイルへ保存]は BMP, JPEG, PNG, TIFF の 4 種類で保存することができます。 
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[LabNotebook]  

[LabNotebook]は、オシロスコープで管理されている[LabNotebook]データベースにアクセスし、デ

ータベースの内容を表示します。①スコープ･エクスプローラの[LabNotebook]をタッチして、アク

セスします。②リボンの[LabNotebook]タブには[Refresh 更新] や [Copy Screenshot to Clipboard 画

面イメージをクリップボードへコピー]する機能があります。③LabNotebook のエントリのリスト

が表示され、選択されたエントリのレポートがリストの右に表示されます。④レポートの下には各

波形データのボタンが用意されています。このボタンを押すと、[Trace トレース]で波形を見るこ

とができます。 

 

また表示されたレポート上で右クリックすると[Edit Title\Description タイトルや説明の編集]メニュ

ーが表示されます。このメニューを選択すると、各エントリのタイトルや説明を編集できます。こ

こで変更した内容はオシロスコープ側のエントリにも反映されます。WaveStudio を使い、作成済

みのエントリをまとめて整理することができます。 

 

スクリーントップの Trace dialog を表示し、Document Display の実際のトレースファイルを開き、

スクリーン右側のトレース･プロパティ･ウィンドを表示されます 
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[Scope Setups 設定情報] 

[Scope Setups 設定情報]はオシロスコープの設定情報を PC に転送、保存、オシロスコープへ再設

定など設定情報の管理を行うことができます。 

[Scope Setups 設定情報]へのアクセス 

スコープ･エクスプローラで[Scope Setups]をタッチすると、PC に保存されている設定ファイル

のリストが表示されます。選択された設定ファイルをオシロスコープにロードすることや削除な

どが行えます。また、リボンの[Scope Setups]タブにある[Show Scope Setups]をタッチしても

アクセスできます。 

 

Scope Setupsタブ 

[Scope Setups]タブは[Scope Setups]・[Panel Operations 設定ファイルへの操作]・[Font フォント]の

３つのグループがあります。 

 

[Scope Setups]グループ 

設定ファイルの保存先についてのコマンドが用意されています。[Show Scope Setups]コマンドは

PC に保存されている設定情報のリストが表示されます。スコープエクスプローラで[Scope 

Setups]を選択した場合と同じです。[Add Directories]は設定ファイルの保存先のパスを登録しま

す。このパスは数個指定することができます。[Refresh Setup List]は[Add Directories]で指定され

ているパスに含まれる設定ファイルを検索し、リスト表示を更新します。 

[Panel Operations 設定ファイルへの操作]グループ 

個別の設定ファイルの操作が行えます。[Get Current  Setup]コマンドは、オシロスコープから設

定情報を転送させ、ファイルとして保存します。保存されると[Scope Setup List]の中に追加され

ます。[Send Setup to Scope]コマンドは、[Scope Setup List]内で選択された設定をオシロスコー

プに送り、設定を変更します。[Delete Setup]コマンドは、[Scope Setup List]内で選択された設定
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が削除されます。[Scope Setup List]内で選択された設定は、リストの隣に文字情報として設定情

報が表示されます。この設定情報を編集し、[SaveSetup]コマンドを押すと、編集された内容に上

書きされます。 

 

注意) モデルにより設定を編集できない場合があります。 

[Font フォント]グループ 

設定内容の表示で使用するフォントのサイズを変更できます。 
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[Mass Storage 大容量記憶装置] 

[Mass Storage 大容量記憶装置]はオシロスコープに搭載されたハードディスクに対しての操作や

PC とオシロスコープ間でファイル転送が行えます。 

Windows のファイルエクスプローラと同様にディレクトリ情報がツリー表示され、選択フォルダに

含まれるファイルの詳細が右に表示されます。Windows と同様に各ファイルやフォルダを選択しな

がら、右クリックを選択すると、選択オブジェクトの操作メニューが表示されます。 

 

ディレクトリツリー上で右クリックすると、[Refresh 更新]・[Select All 全選択]・[Delete this 

Directory ディレクトリの削除]コマンドを選択できます。 

 

ファイル上で右クリックすると、[Copy コピー]・[Paste ペースト]・[Delete 削除]・[View/Open in 

PC ファイル表示]・[Transfer files from DSO to PC ファイルをオシロスコープから PC へ転送 ]・

[Transfer files from PC to DSO ファイルを PC からオシロスコープへ転送]・[Refresh 更新]・

[Select All 全選択] ・[Create a SubDirectory ディレクトリの作成]コマンドがあります。 
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[Mass Storage 大容量記憶装置]へのアクセス 

スコープ･エクスプローラで[Mass Storage]をタッチすると、オシロスコープのディレクトリツ

リーが表示されます。また、リボンの[Mass Storage]タブにある[Mass Storage]をタッチしても

アクセスできます。 

 

Mass Storageタブ 

Mass Storage タブには[Mass Storage ディレクトリへの操作]・[File Actions ファイルへの操作]グルー

プの２つがあります。 

 

[Mass Storage ディレクトリへの操作]グループ 

主にディレクトリツリーへの操作です。[Mass Storage]は[Mass Storage]をドキュメントディスプ

レイエリアに表示します。[Refresh 更新]はツリーを最新の情報に更新します。[Create 

Subdirecotry]は新規にディレクトリを作成します。 

[File Actions ファイルへの操作]グループ 

主にファイルへの操作です。[View/Open in PC ファイル表示]は選択されたファイルを PC 上で表

示します。[Transfer files from DSO to PC ファイルをオシロスコープから PC へ転送 ]・[Transfer 

files from PC to DSO ファイルを PC からオシロスコープへ転送]は PC とオシロスコープ間でファ

イルの転送を実行します。 [Copy コピー]・[Paste ペースト]・[Delete 削除]を対象ファイルに実行

できます。 
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