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概要 

XDEV オプションは汎用のオシロスコープをユーザーのアプリケーションに合わせた専用機のようにカス

タマイズすることができるオプションです。カスタマイズできるのは大きく分けてメニュー、波形演算、測

定パラメータの３つをカスタマイズできます。 

カスタムメニューは Basic と Plugin の２つがあります。Basic メニューはすでに用意されている 8個のボタ

ンに Visual Basic で書いたプログラムを割り当てることができます。Plugin は Visual Basic などで作成した

フォーム(User Control)をメニューとして表示します。どちらともプログラムすることが可能ですが、Basic

メニューはボタンのみとなるため、単調な処理に適したメニューです。それに対して Plugin はテキストボ

ックスやコンボボックス、オプションボタンなどを配置して、より自由度の高いメニューを作成できます。

しかしコンパイルやレジストリへの登録など複雑な作業を伴います。 

オシロスコープで捕捉した波形データはオシロスコープに搭載されている波形演算や測定パラメータを使

用して評価できる場合は問題ありませんが、ユーザー独自の処理が必要になった場合は簡単ではありません。

波形データをパソコンに送り、パソコン上のプログラムで処理することが一般的です。しかしこの方法はパ

ソコンと通信するための接続環境を用意し、リモート接続のプログラムを書く必要があります。 この方法

は煩雑になるためトラブルの発生を覚悟する必要があります。 

XDEV の波形演算や測定パラメータはオシロスコープ内で全ての処理を完結させることができるため、リモ

ート接続用のプログラムを作成する必要が無く、開発環境の整備は 1 度で済みます。また処理の流れはオシ

ロスコープが管理するため、処理のタイミングで悩む必要がありません。 

パラメータや波形演算のプログラミング言語は VBS, VC++(FastWavePort), Excel、Mathcad、MATLABか

ら選択できます。VBSは XDEV に標準で開発環境が含まれ、コード入力画面に直接コードを入力できます。

MATLAB は別途ユーザー所有の MATLABをオシロスコープにインストールする必要がありますが、コード

の入力はオシロスコープのメニューから入力できます。捕捉された波形データは特定の配列変数に出力され

るので、ユーザー独自の処理で使用する波形の配列変数と入れ替えるだけで動作します。Excel もユーザー

所有のアプリケーションをインストールする必要がありますが、有効にすると Excel のシートにソース波形

のデータが出力され、処理後のデータも特定のセルに値を書き込むことでオシロスコープに反映されます。

FastWavePort はイベントの送受信とプロセス間通信で同じメモリ空間にアクセスする Windows の仕組み

を使い、オシロスコープからの波形データの取得とユーザー自身のプログラムによる処理後のデータをオシ

ロスコープにアップデートします。プログラムは Microsoft VC++などで作成可能ですが、イベント処理と

プロセス間通信の処理が行えれば Microsoft VC++以外でも作成可能です。 
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カスタムパラメータや波形演算の各プログラミング環境での特徴 

使用するカスタム機能により対応する波形の制限やプログラミングの難易度が異なります。コード入力の

必要が無い Excel が最も簡単ですが、Excelが使用できるようにオシロスコープにインストールする必要が

あります。また結果を出力する速度もカスタム機能により異なります。次は 50Kサンプルの波形データを

反転させるだけの処理で処理時間の違いを測定した結果です。最も高速に動作するのは FastWavePort で

す。それに対し Excel や VBは 7倍程度波形処理が遅くなります。 

処理 処理時間 

演算処理無し 15ms 

Excel 187ms 

VB 187ms 

Matlab 43ms 

FastWavePort 24ms 

・ Excel 

Excelは Microsoft Officeファミリの 1つのプログラムです。波形更新により波形データが Excel シート

上の特定のセルに出力されます。それらのデータを Excel の関数などを使い処理を行い、特定のセルに

出力することで、オシロスコープの演算波形やパラメータに値を出力することができます。 

注意）オシロスコープにExcelのアプリケーションをインストールする必要があります(XDEVにExcel

のライセンスやアプリケーションは含まれません)。 

注意）Excel の制限により 65,535サンプル以上は処理されません。 

注意)シーケンスモードには対応していません。1stセグメントのみの取り扱いになります。 

・ Mathcad 

Mathcad は MathSoft のソフトウェアです。数値演算の実行、方程式の解決、他のプログラムとの通信

などに適した統合的な環境を提供します。 Mathcad による計算結果は、表形式またはグラフ形式で表

示することができます。 

注意)オシロスコープに Mathcadのアプリケーションをインストールする必要があります(XDEV に

Mathcadのライセンスやアプリケーションは含まれません)。 

注意)シーケンスモードには対応していません。1stセグメントのみの取り扱いになります。 

・ MATLAB 

MATLAB は MathWorksのソフトウェアです。 コード入力は専用のダイアログが用意され、Matlab の

高度な数学演算や統計演算を利用することができます。またお客様独自の Matlab 関数を呼び出して利

用することができます。 

注意)オシロスコープに Matlabのアプリケーションをインストールする必要があります(XDEVに

Matlabのライセンスやアプリケーションは含まれません)。 

注意)シーケンスモードには対応していません。1stセグメントのみの取り扱いになります。 
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・ VBS 

VBSは Microsoft VisualBasic の一部の機能が使用できるプログラミング言語です。 他のカスタマイズ

方法と異なりアプリケーションのインストールは必要ありません。コード入力も専用のダイアログが用

意されているため手軽に独自のプログラムを作ることが可能です。但し、1 回のトリガで全て完結する

処理のみ実行可能です。VBS 内の変数を保持し、次のトリガでその変数を使うことや VBS の処理結果

を新しいトリガで呼び出すことはできません。 

注意)シーケンスモードには対応していません。1stセグメントのみの取り扱いになります。 

・ FastWavePort 

FastWavePortは Windows のプロセス間通信の仕組みを使い、起動された実行ファイル間でデータアク

セスとイベントにより同期させます。プログラミング言語はプロセス間通信ができればどのプログラミ

ング言語でも問題ありませんが、Microsoft Visual C++や MinGW gcc コンパイラなどで作成できること

は確認しています。プロセス間通信はポート名をオシロスコープ側とユーザーが作成するプログラム側

で一致させることにより通信が可能になります。サンプルなどは Microsoft VisualC++のみの記述となり

ます。 
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MAUI オートメーション 

Windowsタイプのオシロスコープは古いタイプのソフトキーを使ったメニューに対し、詳細な設定が可能

になっています。またソフトウェアのバージョンアップにより設定項目が変更になることもあるため、オ

シロスコープの制御方法として、オシロスコープのアプリケーション構造に近い MAUI オートメーション

を使って制御できるようになっています。MAUIオートメーションは ActiveX コントロールです。オシロス

コープ内の Windows からは直接アクセス可能です。Visual Basic からは CreateObject()関数に文字列で

“Lecroy.XStreamDSO”をクラス ID として指定してオシロスコープのルートオブジェクトを取得できます。

取得したオブジェクトはピリオド(.)を使ってオブジェクト階層に含まれるプロパティやアクションに接続

します。そのため目的の操作を行うためには、オシロスコープのオブジェクトの構造を理解する必要があ

ります。 

例 トリガモードをオートに変更 

obj=CreateObject(“Lecroy.XStreamDSO”) 

obj.Acquisition.TriggerMode=”Auto” 

ブラウザについて 

オシロスコープのオブジェクトには、多くの変数やメソッドが使われています。コマンドの作成を容易に

するために、XStreamBrowser、または MAUI Studio Browser というプログラムを用意しました。このプ

ログラムを使うと、変数やメゾットどの部分に関する情報も、すばやく探し出すことができます。 

ブラウザはオシロスコープのWindowsデスクトップ上にショートカットが置かれています。オシロスコ

ープの画面から Windowsのデスクトップを表示するには、メニューバーの[File ファイル]－[Minimize 最

小化]をタッチしください。 

   

ブラウザは画面左上に 3つのアイコンが表示されます。 
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左のアイコンは COM 経由でオシロスコープに接続を確立します。オシロスコープ本体にあるブラウザを

使用する場合はこちらを選択します。 

中央のアイコンは Microsoft の DCOM（Distributed Component Object Model）による接続を確立します。

こちらは DCOM の設定を行ったパソコンから接続する方法です。 

右のアイコンは更新です。オシロスコープの設定を変更した場合は、表示を更新するために、このアイコ

ンをクリックする必要があります。 

⚫ オブジェクトツリー 

左側のペインは LeCroy.XStreamDSOから始まるオシロスコープのオブジェクト構造を表すツリーが

表示されます。フォルダを選択すると、各メゾットや変数が右側のペインに表示されます。 

左側のツリーに表示されるフォルダは色分けされた 3種類のフォルダがあります。それぞれ目的が異

なります。 

 オシロスコープの設定に関わるフォルダです。 

 波形やパラメータなど結果が含まれたフォルダです。 

 IDispatch インターフェイスを提供しています。IDispatch インター

フェイスはそれ自体オブジェクトではなく、他のオブジェクトを呼

び出すインターフェイスを提供しています。これは複数チャンネル

を同じ設定にする場合にプログラミングを簡単にします。 

⚫ プロパティ・メゾット・アクション 

右ペインのリストはツリーで選択されたオブジェクトに含まれるプロパティ・メゾット・アクション

です。アイテムの[名称 Name]、[現在設定されている値 Value]、[データのタイプ Type]、[レンジや

備考 Range/Helpstring]の情報がリスト表示されます。 
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• Name…プロパティやメゾットの名称です。設定変更などにはこの Nameで指定します。 

• Value…プロパティの値などがこの場所に表示されます。 

• Type…プロパティのデータ型・メゾット・アクションなど属性を表します。プロパティのデー

タ型には主に次の種類があります。 

Single 単精度浮動小数点数 

Double 倍精度浮動小数点数 

Integer 整数 

Long 倍精度整数 

Enum リスト項目 

String 文字列 

Enum 変数の場合、リストの順番を数値で指定する他に Range/Helpstring に示される値（たと

えば "INT" や "EXT"）を使って指定することができます。下図の TriggerMode は Enum 変数で

す。Range/HelpstringにはAuto, Normal, Single, Stoppedの 4つの選択があることが分かります。

リストの順番は 0 から始まるため、Auto は 0、Normal は 1、Single は 2、Stopped は 3 になり

ます。 

• Flag/Status…フラッグ（Flag）とステータス（Status）の値が表示されます。たとえば、H は項目の

非表示、g は項目のグレーアウト表示を意味しています。この中で R は ReadOnly(書き込み不

可)を意味しているため注意が必要です。 

R 読み込みのみです。書き込みは禁止されています。 

N 不揮発性の設定ファイルとして保存されるため、再起動後も同じ設定になり

ます。この設定は通常の設定ファイルには含まれません。またデフォルトの

呼び出しでも変更されません。 

H 非表示。選択された設定により、設定メニューが表示されないため非表示に

なっている状態を示します。 

g グレーアウト状態を示します。選択された設定により、グレーアウトしてい

る状態です。 

W 内部的な属性を示します。 

B 内部的な属性を示します。 

A この変数に関係するフロントパネルのボタンが押されている間、周期的にア

クションが繰り返し発生することを示します。 

L 内部的な属性を示します。 

P 内部的な属性を示します。 

G GUIのみで提供され、設定ファイルに保存されません。 

M 文字列などを複数行で示すことができる属性を示します。 

• Range/Helpstring…設定範囲の注意や Enum で表される値などの情報を提供します。 
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⚫ オブジェクト階層文字列の取得 

右ペインでプロパティなどを選択すると、選択されたプロパティのリンクがブラウザの底部に表示さ

れます。この値はオートメーションコマンドとして利用することができ、クリップボードにこの値を

コピーすることができます。下図はクリップボードにコピーする行を選択した例です。画面下に表示

される文は、クリップボードへ書き込まれる内容を表しています。クリップボードへのコピーはメニ

ューの[Edit] → [Copy]又はキーボードから Ctrl + C を押すとコピーされます。 

注意) MAUI Studio Browser は対応していません。 

 

上の図で VerScaleは従来の VDIV コマンドと同じものです。Range/Help の列には、値について、簡単な

説明が表示されます。 

⚫ 設定の変更 

右ペインで各アイテムを選択してから右クリックすると、メニューが表示され、ブラウザから直接設

定を変更することができます。値のタイプが Enum の場合、選択肢が表示され、マウスをクリックす

るだけで変更することができます。Double、Integer などの Typeが値を示す場合は Set Valueで値を

入力し、設定を変更できます。 
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注意) MAUI Studio Browser は対応していません。 
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Visual Basicからの利用  

Visual Basic の CreateObject 関数を使用してインスタンスを生成します。CreateObject はオブジェクト

の ProgIDを引数として指定します。Xstream オブジェクトの ProgIDは"LeCroy.XStreamDSO"です。 

生成させたインスタンスをオブジェクト変数に代入して使用します。 

Dim obj as Object 

set obj = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO") 

このオブジェクト変数を元にリモートコントロールが可能になります。 

例として、このオブジェクト変数を使い CH1 の波形データを取得します。まずブラウザで波形データを

探します。 

 

波形データの場所は"app.Acuisition.C1.Out.Result.DataArray"にあることがブラウザで確認できます。先

頭の"app"はオブジェクトを表しているため、インスタンスを代入した変数 obj と書き換えて、次のよう

に指定すれば、値を取得することができます。 

    Dim obj As Object 
    Set obj = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO") 
    Dim Waveform As Variant 
    Waveform = obj.Acquisition.C1.Out.Result.DataArray 
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設定ファイル 

設定ファイルは、オシロスコープを手早く所定の状態に設定するために使用しますが、Visual Basicを使

用した MAUIオートメーションの良い参考例になります。オシロスコープのメニューから[File ファイル] 

→ [SaveSetup セットアップ情報の保存]を開き、ファイルを指定してハードディスクなどに保存するこ

とができます。作成されたファイルはオシロスコープ設定を全て出力しているため、ファイルサイズが大

きくなりますが、必要な部分だけを残して、サイズを小さくした設定ファイルも実行することができます。

設定ファイルの拡張子.lss は Microsftの Visual Basic Script に関連付けされ、ファイルをダブルクリック

するだけで設定を変更することができます。 

設定ファイルの内容は必ずしも理解する必要はありませんが、オートメーションの機能を説明するため、

例にとって話を進めます。 

次はオシロスコープで保存した設定ファイルをメモ帳などで開いた内容です。 

On Error Resume Next 
set XStreamDSO = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO") 
set RecallSetupLocker = XStreamDSO.RecallSetupLock 
 
 
' XStreamDSO ... 
XStreamDSO.HideClock = False 
 
Set ProbesCal = XStreamDSO.ProbesCal 
' ProbesCal ... 
ProbesCal.CalSource = "undef" 
ProbesCal.DeskewCalRef = "C2" 
ProbesCal.DeskewAll = 0 

       …以下省略 

CreateObjectや Set、On Error Resume Nextなどは Visual Basic Script の命令です。 

プログラムの先頭で set XStreamDSO =CreateObject("LeCroy.XStreamDSO ")を使用して、オシロスコー

プのアプリケーションを示すオブジェクトを XStreamDSO 変数に設定します。以降の命令は

XStreamDSOオブジェクトを基にメゾットやアプリケーション内のプロパティにアクセスします。 

オブジェクトはツリー状の階層構造になっているため、子オブジェクトを Visual Basic Scriptの Setコマ

ンドにより、別の変数に設定することができます。 

例  Set ProbesCal = XStreamDSO.ProbesCal 

XStreamDSO.ProbesCal に含まれるプロパティやメゾットは ProbesCal 変数を使ってアクセスできるよ

うになります。これにより、オートメーションの記述を短く簡単にすることができます。 

設定・ファイルを参照すると、Displayや Acquisition のようにブロックごとに分かれています。設定・フ

ァイル内の変数は大きく分けて次のものに分類されます。 

⚫ 捕捉（Acquisition） 

チャンネルの設定、トリガ、水平軸の設定も Acquisitionに含まれます。 
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⚫ カーソル(Cursors) 

⚫ 表示(Display) 

⚫ ハードコピー（HardCopy） 

⚫ ヒストリー(History) 

⚫ LabNotebook 

⚫ 演算（Math） 

⚫ 測定（Measure） 

⚫ メモリ(Memory) 

⚫ パス・フェイル(PassFail) 

⚫ セーブ・リコール(SaveRecall) 

⚫ シリアル・デコード(SerialDecode) 

⚫ スペックトラム・アナライザ(SpecAnalyzer) 

⚫ ユーティリティ(Utility) 

⚫ ズーム(Zoom) 

 

 



 

12 

 

カスタムメニュー  

カスタムメニューはユーザーが手動で行っている操作を自動化させることやオシロコープに標準で搭載さ

れていない機能を実現することを目的にしています。 

カスタムメニューには Basicと Plugin の２つがあります。Basicメニューはすでに用意されている 8個のボ

タンに Visual Basic で書いたプログラムを割り当てることができ、起動時にボタンを画面下部に表示させる

ことができます。PluginはVisual Basicなどで作成したフォーム(User Control)をメニューとして表示します。

Visual Basicに含まれるあらゆる機能を組み込むことができる非常に自由度が高い方法です。 しかしVisual 

Studio の知識や経験が必要なこととオシロスコープから呼び出すためにレジストリへの登録が必要となり

簡単ではありません。 

Basicモードでも Visual BasicのMsgBoxや InputBoxを一部使用することができるため簡単なユーザーイン

ターフェースを持つことができます。また捕捉完了までプログラムの進行を待機することや設定完了を待機

することができるためフロー制御が可能です。Basicと PlugIn どちらのメニューを採用するかは、ボタン以

外のユーザーインターフェースや Visual Basic内の高度なツールを必要とするかで検討してください。 

オシロスコープへの命令や値の取得は MAUI オートメーションを使用します。MAUI オートメーションをブ

ラウザで確認し、カスタムメニューに組み込む事が主な作業になります。 
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フロー制御に利用可能なオートメーションコマンド 

MAUI オートメーションにはフロー制御用のコマンドが用意されています。リモートコマンドで用意されて

いる*OPC?やWAITコマンドと同じように以前に発行されたコマンドの処理が全て完了しているかを確認す

ることや、トリガされたことを確認することができます。 

Acquisition.Acquire 

次のコードはトリガモードをシングルトリガに変更し、トリガされるまで待機するコードです。

CreateObjectによりオシロスコープのオブジェクトを取得し、 Acquisition.Acquire メゾットにより待機

しています。引数の 10は 10秒まで待機することを意味しています。 10秒以内にトリガされた場合は

戻り値に True が返り次のコードを読み込みます。 10秒以上経過するとタイムアウトします。タイムア

ウトすると戻り値に False が返ります。タイムアウトした際に強制トリガする場合は 2 番目の引数に true

を設定します。 

set dso = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

ret= dso.Acquisition.Acquire(10,true) 

WaitUntilIdle 

次のコードは Sample.lss の読み込み完了を ret=dso.WaitUntilIdle(5)を使って確認している例です。引数

の 5 は 5 秒まで待機することを意味しています。 5 秒以内に完了した場合は戻り値に True が返り、次

のコードを読み込みます。 タイムアウトすると Falseが返されます。 

set dso = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 
dso.SaveRecall.Setup.RecallFrom="File" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelDir="D:¥Setup¥" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelFilename="Sample.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 
ret=dso.WaitUntilIdle(5) 
if ret then 
 msgbox("Setup complete") 
else 
 msgbox("Timeout") 
end if 

フローを中断させるポップアップに対処するためのコマンド 

オシロスコープのアプリケーションはユーザーに注意を知らせるためポップアップが表示されることが

あります。例えばファイル保存時に同じファイル名が既に存在していると、上書きする注意をポップアッ

プで知らせてくれます。これはプログラム動作中でも発生するため、一連の動作が中断されてしまいます。

オートメーションコマンドでは、中断を避けるため、ポップアップを停止することができます。 

次のコマンドはポップアップを停止するコマンドです。 

set dso = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 
dso.SystemControl.EnableMessageBox=False 
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組み込むと便利な機能 

Msgbox 

特定のタイミングでユーザーからの操作があるまで待機したい場合などに MsgBox を使用します。 画

面にメッセージが表示され、OK ボタンが押されるまで待機します。こちらは VBA の機能を使用してい

ますが、ボタンの種類などは選ぶことができません。次は Msbox の例です。引数はメッセージの内容で

す。ユーザーが OKボタンを押すまでmsgbox より先のコードは実行されません。 

msgbox("Contents of Message") 

 

InputBox 

ユーザーからの入力を InputBox で受けることができます。例えば設定ファイルの読み込み→捕捉→結果

を画像イメージでファイルに保存などを Basic カスタムメニューでプログラムする場合、InputBox によ

りユーザーからの入力を待ち受けることができれば、ファイル名を自由につけることができ、後での確認

が簡単になります。また測定対象にバーコードがある場合、バーコードスキャナをオシロスコープに取り

付けて、測定対象のバーコードを読み込むことで、ファイル名をシリアル番号などにすることができます。 

SN=InputBox(“Please input S/N”) 

 

オシロスコープ非搭載の機能 

オシロスコープに含まれていない機能も実行できるとより高度な自動化が可能になります。VBA の機能

に含まれる CreateObject はオシロスコープのアプリケーションを呼び出す以外に COM で作られていれ

ば、その機能を呼び出すことができます。例えば任意の形式でパラメータの値を保存したい場合や作業の

ロ グ を 残 し た い 場 合 な ど で は テ キ ス ト で の 出 力 が 適 し て い ま す 。 CretaeObject で

"scripting.filesystemobject"を呼び出すことでテキスト出力を簡単に追加することができます。 

次の例は D:¥testfile.textに”hello”を追加した例です。 

set fs=createobject("scripting.filesystemobject")  ‘ファイル操作のオブジェクト 

set f=fs.opentextfile("d:¥testfile.text",8,true,0) ‘d:¥testfile.text へ Append モードでオープン 



 

15 

 

f.write "hello" & vbcrlf   ‘hello を出力 

f.close ‘ファイルを閉じる 

 

オシロスコープにExcelをインストールしていればExcelのセルに出力することができます。例えばExcel

で作成した検査証のテンプレートを作り、測定結果を Excelのセルに出力して保存するなどが可能です。 

Set ex = CreateObject("Excel.Application") 'Excel オブジェクトを開く 

Set ws = ex.Application.Workbooks.Open("c:¥temp¥book1.xls") 'レポートのテンプレートを開く 

ws.Worksheets("Sheet1").Cells(2, 3) = "test"  'セルに書き込み 

ws.SaveAs ("c:¥temp¥book2.xls")  '別名で保存 

ws.Close  '閉じる 
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Basic カスタムメニュー 

Basicカスタムメニューはユーザー独自のメニューを Pluginに比べて簡単に作成することができます。 

Basic メニューには８つのボタンが表示され、このボタンにプログラムファイル(*.lss)をリンクさせます。

ボタンを押すと、該当するプログラムファイルが読み込まれスクリプトを実行します。 

プログラムは VBAのエディタで編集することができます。ユーザーは MAUIオートメーションブラウザで

変更したい設定を探し、プログラムに追加します。作成したメニューは Test Basic Mode タブに表示され

ます。このタブのボタンを押すと、設定が読み込まれます。設定されていないボタンは無効にすることが

できます。無効にするとボタンがフレーアウトされ、ボタンを押しても何も実行されません。ボタン７と

８は無効状態のためグレーアウトされて表示されています。 

 

また Close ボタンを押すと、次のようにカスタムメニューだけを表示させることができ、波形表示エリア

を広げることができます。 
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Basicモード・カスタム作成手順 

ここでは Basicモードで C1設定の変更をボタン 1に設定する手順を示します。 

1. メニューバーの[Analysis]→[CustomDSO]を選択します。 次のような画面が表示されます。 

 

2. 下に表示されるメニューの[Mode]から Basicを選択します。 

3. [Select Action]で１のボタンを選択します。また Enable Action にチェックを入れます。 

4. ファイル名を入力します。このファイル名がボタンの名称に使われます。ファイル名は英数で作成し、

わかりやすい名前を設定します。 

5. [Edit]ボタンを押すと、[File does not exist, do you wish to create?] が表示されます。 Yesを選択する

と、次の編集画面が表示されます。 

 

デフォルトのコードはオシロスコープのオブジェクトを呼び出し、dsoに代入するコードだけが書か

れています。 



 

18 

 

6. オシロスコープの画面から Windows のデスクトップを表示させるためメニューバーの[File ファイル]

－[Minimize 最小化]をタッチします。 

7. デスクトップにある XStream Browserまたは Maui Studio Browserのアイコンをクリックし起動させ

ます。メニューバーにある左のアイコン(Connect to local…)をクリックし、オシロスコープのアプリ

ケーションに接続します。 

 

8. 左側のツリーで Acquisition→C1 をクリックし、C1 の設定を右側に開きます。その中で Volt/Div の設

定を探します。探す際に現在の C1 チャンネルの設定値を事前に確認すると探しやすいと思います。

現在の設定が 20mV/Div とした場合、Value に同じ値が表示されている項目を探します。次のように

VerScale の Valueに同じ値が示していると思います。Volt/Divの設定が VerScaleであるかを確認する

には、オシロスコープの Volt/Div の設定を変更して、メニューバーにある更新ボタン(右アイコン)を押

します。VerScale が変更した値に変わっているかを確認すれば目的の設定と判断できます。 

 

9. VerScale を選択した状態で、右クリックし、Copy Path…を選択します。 
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10. オシロスコープの Basic モードのエディタ画面でキーボードの Ctrl＋V でペーストします。

CreateObject で作られたオシロスコープのオブジェクトが dso に代入されているため、

app.Acquisition.C1.VerScale から dso.Acquisition.C1.VerScale に変更する必要があります。またイコ

ールの後に設定値を加えて変更します。 

 

 

11. [Save]ボタンを押してファイルに保存します。[Test]ボタンを押すと保存されたファイルを実行して動

作を確認することができます。 

 

12. 思い通りの動作が行われていれば[Close]ボタンを押します。 

13. この手順を繰り返し、ボタンに割り当てる設定を全て保存します。 

14. スクリプトをオシロスコープアプリケーションとは別のプロセスで実行できるようにするには、

[Excute Scripts asynchronously]にチェックを入れます。 これにより、スクリプトの実行中にオシロス

コープアプリケーションが一時待機されないようになります。 

15. オシロスコープ起動時に Basic モードのメニューを表示するには[Present CustomDSO menu at 

powerup and when menu closed]にチェックを入れます。 

16. 最後にメニューバーの[File]→[Save Setup]でカスタムメニューが含まれた状態の設定を保存します。

この保存したファイルを呼び出すことで、設定したカスタムメニューを次回呼び出すことができます。 
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または、デフォルトで保存されている”D:¥CustomDSO¥Return to Main.lss”ファイルを編集します。そ

れぞれの設定ファイルのパスを編集することで、メニュー部分のファイルを作成します。 
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Plugin カスタムメニュー 

Basic カスタムメニューは用意された 8 個のボタンに機能を割り当てましたが、Plugin はより高度な機能

を組み込むことができるメニューを作成できます。ボタン以外にテキストボックス、リスト、コンボボッ

クス、オプションボタンなど Microsoft Visual Studio で提供されるツールを使って作成します。作成したメ

ニューをレジストリに登録し、オシロスコープから呼び出すと、オシロスコープの機能に完全に組み込ま

れて形で作成したメニューを表示することができます。 

 

Microsoft Windowsにはソフトウェアの再利用を目的として、部品として作成したプログラムを特定のアプ

リケーションとは限らず、インターフェイスを持っていれば、どのアプリケーションにも組み込むことが

できる ActiveX と呼ばれる仕組みがあります。Plugin はその機能を使い、ユーザー独自のメニューをオシ

ロスコープに組み込みます。 

開発環境のプロジェクトとレジストリへの登録方法 

⚫ OCX 

ActiveXは COMをベースにしたテクノロジーです。 Visual Basic 6 など古い開発環境で作成することが

できます。Visual Basic 6 では ActiveX コントロールとしてプロジェクトとして作成します。プロジェク

ト内のユーザーコントロールにボタンなどを配置しコンパイルします。作られたプログラムは

OCX(*.ocx)ファイルとして作成されます。 

その部品を利用する側はそのプログラムを示す ProgID を使い、Windows内のレジストリから登録情報を

探し出し、レジストリに書かれた部品のパスを使いプログラムを呼び出します。レジストリへの登録は

Regsvr32 コマンドを使用します。 

コマンドプロンプトを開き、Regsvr32.exe の後に作成したモジュールの ocx ファイルを配置したパスを

入力します(Regsvr32.exeは環境変数で設定された c:¥Windows¥System32フォルダに含まれているため、

パスの入力やディレクトリの移動は必要ありません)。 

例 オシロスコープで d:¥CustomDSO¥test.ocx を登録するには次のように行います。 

1. コマンドプロンプトを管理者権限で開く 
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2. 次のコマンドを実行します。 

>regsvr32.exe d:¥CustomDSO¥test.ocx 

3. 解除する場合には次のように/U オプションを指定します。 

>regsvr32.exe /U d:¥CustomDSO¥test.ocx 

⚫ .Net Framework 

現在のVisual Studio.netはocxベースのCOMを作ることができません。しかしdllファイルベースのCOM

は作ることができます。 

Visual Studio.Net を使った新しい環境で部品を作成するには、クラスライブラリ(.Net Framework)を使用

します。 .Net Framework クラスライブラリを選択すると、プロパティで COM 相互運用機能の登録にチ

ェックを入れることができます。これにより ActiveX サーバーと同じように PlugID を使いオシロスコー

プから呼び出すことができます。作成されるファイル形式はdllファイルです。レジストリへの登録は.NET 

Framework 内にある RegAsm を使用します。 

注意) Visual Studioの Communityバージョンにより作成された dll は動作しません。Professional バージ

ョンが必要です。 

注意) プロジェクト作成時に”クラスライブラリ(.Net Framework)”の選択が無い場合には Visual Studio 

Installer の個別コンポーネントの選択で.Net Framework を使えるように選択してください。また現在の

Visual StudioはMacや Linuxなど複数のフラットフォームに対応した.Net coreや.Netのクラスライブラ

リが用意されていますが、COMとしては動作しません。.Net Frameworkを必ず選択してください。 

注意) Windows10が搭載されているオシロスコープはレジストリの変更ができないようになっています。

Command Prompt を Administrator モードで起動してから regasm.exeを実行してください。 

Regasmは C:¥Windows¥Microsoft.Net 内にある各バージョンの.Net Framework内にあります。 

コマンドプロンプトを開き、Regasm.exe の後に作成したモジュールの dllファイルを配置したパスを入

力します。 

例 オシロスコープで d:¥CustomDSO¥test.dll を登録するには次のように行います。 

1. コマンドプロンプトを管理者権限で開く 

2. Regasm.exe があるディレクトリに移動 

3. 次のコマンドを実行 

>regasm.exe ¥CustomDSO¥test.dll /codebase 

4. 解除する場合には次のように/uオプションを指定します。 

>regasm.exe ¥CustomDSO¥test.dll /u 
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OCXの作成手順(VisualBasic6) 

サンプルとしてユーザーコントロールに Singleトリガボタン、Stopトリガボタンを配置した簡単なメニ

ューを作成し、オシロスコープで表示するまでの手順を示します。 

1. Visual Basic6 のメニューバーからファイル→新しいプロジェクトを選択し、ActiveXコントロールを

選択します。 

 

2. メニューバーからプロジェクト→プロパティを選択し、プロジェクト名を変更します。この名前が

PlugIDになります。この例では BasicMenu に設定します。 

 

3. ユーザーコントロールの名前を変更します。この名前はプラグインの ClassID に該当します。この例

では MenuControlに設定します。 
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4. ユーザーコントロール BackColor プロパティを変更します。 

 

TIPS) UserControlの Backcolor は R:27, G:27, B:27 にすると、オシロスコープのメニューと同じにす

ることができます。メニューの Hight や Width はオシロスコープにより異なります。UserControl の

Hight とWidth を合わせる必要はありませんが、ボタンなどの配置がオシロスコープの下に表示される

メニューから外れていると表示されません。 

5. ユーザーコントロールに Single や Stop ボタンを配置します。 

 

6. ブラウザでトリガモードを変更するオートメーションのオブジェクト階層の文字列を取得します。 
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7. ２つのボタンの処理をコードで入力します。 

 

CreateObject(“LeCroy.XStreamDSO”)によりオシロスコープのオブジェクトを取得し、６の手順で確

認したトリガモードをコードに組み込みます。 

8. Visual Basic6のメニューバーからファイル→xxx.OCX の作成で実行ファイルを作成します。この例

では BasicMenu.ocx を作成します。 

9. オシロスコープのディレクトリに BasicMenu.ocxをコピーします。 

注意) 保存先は D:¥CustomDSO ディレクトリが適切です。C:¥ドライブは Windowsのリカバリーが必

要になったときに消去されます。 

10. オシロスコープの Windows に BasicMenu.ocx を登録します。登録にはコマンドプロンプトを開き、

regsvr32.exeを使って登録します。 

 

注意) Windows10が搭載されているオシロスコープは標準で管理者権限を持たないため、レジストリ

の登録ができません。コマンドプロンプトを起動する際にRun as administratorで起動し、LCRYADMIN

のパスワードとして“SCOPEADMIN”を入力する必要があります。 
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11. オシロスコープのメニューバーから[Analysis]→[CustomDSO]を選び、[Mode]を Plugin、[COM ProgID  

of Plug-in]に“BasicMenu.MenuControl”を入力して[Install]ボタンを押します。 

 

12. 作成したプラグインの呼び出しに成功すると、Plug-in 1タブに BasicMenu.ocx のユーザーコントロ

ールが表示されます。 

 



 

27 

 

Visual Studio.NET DLLの作成手順(VB :Visual Studio Professional 2022) 

サンプルとしてユーザーコントロールに Singleトリガボタン、Stopトリガボタンを配置した簡単なメニ

ューを作成し、オシロスコープで表示するまでの手順を示します。 

1. Visual Studio を起動し、新しいプロジェクトの作成を選択します。テンプレートの選択でクラスライ

ブラリ(.Net Framework)を選択します。 

 

注意) クラスライブラリ(.Net Framework)が見つからない場合、Visual Studio のオプションインストー

ルが不十分です。Visual Studio Installer でインストール項目を確認してください。また以前.Net Core

と呼ばれていた.Netクラスライブラリでは動作しません。 

2. Visual Studio のメニューバーから[プロジェクト]→[プロパティ]を選択します。コンパイル内にある

COM 相互運用機能の登録にチェックを入れます。 

 

注意) COM 相互運用機能の登録がグレーアウトしている場合は、テンプレートが異なります。ター

ゲットフレームワークが.Net Coreや.Net Standard など.Net Framework以外になっていなか確認し

ます。 

3. アプリケーションに移動し、アセンブリ名とターゲットフレームワークを選択します。ルート名前空

間が PlugID になります。ターゲットフレームは.Net Framework であればどれでも使用できますが、

セキュリティのためできる限り最新ものを選択してください。 
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4. ソリューションエクスプローラで新しい項目としてユーザーコントロールを追加します。 

 

5. ユーザーコントロールの名前を変更します。この名前はプラグインの ClassID に該当します。この例

では CustomMenu に設定します。 

 

6. ユーザーコントロールに Single や Stop ボタンを配置します。 

 

7. 追加したユーザーコントロールの色を調整します。 

8. ブラウザでトリガモードを変更するオートメーションのオブジェクト階層の文字列を取得します。 
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9. ２つのボタンの処理をコードで入力します。 

 

CreateObject(“LeCroy.XStreamDSO”)によりオシロスコープのオブジェクトを取得し、8 の手順で確

認したトリガモードをコードに組み込みます。 

10. ビルドを行い、BasicMenu.dll を作成します。 

11. オシロスコープのディレクトリに BasicMenu.dll をコピーします。 

注意) 保存先は D:¥CustomDSO ディレクトリが適切です。C:¥ドライブは Windowsのリカバリーが必

要になったときに消去されます。 

12. オシロスコープの Windows に BasicMenu.dll を登録します。登録にはコマンドプロンプトを開き、

regasm.exe を使って登録します。 

 

注意) regasm.exeは C:¥Windows¥Microsoft.Net¥Framework64¥ 

注意)Windows10 が搭載されているオシロスコープは通常管理者権限を持たないユーザーとしてログ

インしています。コマンドプロンプトを開く際に Run as administrator として起動し、LCRYADMIN

のパスワードとして、SCOPEADMIN を入力してください。 
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13. オシロスコープのメニューバーから[Analysis]→[CustomDSO]を選び、[Mode]を Plugin、[COM ProgID  

of Plug-in]に“BasicMenu.CustomMenu”を入力して[Install]ボタンを押します。 

 

14. 作成したプラグインの呼び出しに成功すると、Plug-in 1タブに BasicMenu.dll のユーザーコントロー

ルが表示されます。 
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.NET DLL の作成手順(C# : Visual Studio Professional 2022 ) 

1. Visual Studioを起動し、新しいプロジェクトの作成を選択します。テンプレートの選択でクラスライブ

ラリ(.Net Framework)を選択します。 

注意) クラスライブラリ(.Net Framework)が見つからない場合、Visual Studio のオプションインスト

ールが不十分です。Visual Studio Installer でインストール項目を確認してください。また以前.Net 

Coreと呼ばれていた.Netクラスライブラリでは動作しません。 

 

2. Visual Studioのメニューバーから[プロジェクト]→[プロパティ]を選択します。ビルド内にあるCOM 相

互運用機能の登録にチェックを入れます。 

 

注意) COM 相互運用機能の登録がグレーアウトしている場合は、テンプレートが異なります。ターゲ

ットフレームワークが.Net Core や.Net Standardなど.Net Framework以外になっていなか確認しま

す。 

 

3. アプリケーションに移動し、アセンブリ名とターゲットフレームワークを選択します。既定の名前空間

が PlugIDになります。ターゲットフレームは.Net Framework であればどれでも使用できますが、セ

キュリティのためできる限り最新ものを選択してください。 
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4. ソリューションエクスプローラで参照の追加を開き、Microsoft.CSharpを追加します。 

5. ソリューションエクスプローラで新しい項目としてユーザーコントロールを追加します。 

 

6. ユーザーコントロールの名前を変更します。この名前はプラグインの ClassID に該当します。この例で

は CustMenu に設定します。 

 

7. ユーザーコントロールに Single や Stop ボタンを配置します。 

 

8. 追加したユーザーコントロールの色を調整します。 
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9. ブラウザでトリガモードを変更するオートメーションのオブジェクト階層の文字列を取得します。 

 

10. ２つのボタンの処理をコードで入力します。 

 

注意) dynamic型でCOMオブジェクトを取得した場合はReleaseObjectで解放する必要があります。 

11. ビルドを行い、CSMenu.dllを作成します。 

12. オシロスコープのディレクトリに BasicMenu.dll をコピーします。 

注意) 保存先は D:¥CustomDSO ディレクトリが適切です。C:¥ドライブは Windowsのリカバリーが必

要になったときに消去されます。 

13. オシロスコープの Windows に CSMenu.dll を登録します。登録にはコマンドプロンプトを開き、

regasm.exe (/codebaseオプション付き)を使って登録します。 

例： regasm.exe d:\customdso\basicmenu.dll /codebase 
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注意)Windows10 が搭載されているオシロスコープは通常管理者権限を持たないユーザーとしてログ

インしています。コマンドプロンプトを開く際に Run as administrator として起動し、LCRYADMIN

のパスワードとして、SCOPEADMIN を入力してください。 

 

 

14. オシロスコープのメニューバーから[Analysis]→[CustomDSO]を選び、[Mode]を Plugin、[COM ProgID  

of Plug-in]に“BasicMenu.CustomMenu”を入力して[Install]ボタンを押します。 

 

15. 作成したプラグインの呼び出しに成功すると、Plug-in 1タブに BasicMenu.dll のユーザーコントロー

ルが表示されます. 
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参考例 

次の参考例は設定の読み込みなどがあり、そのままでは動作しない可能性があります。 

Basicモード：一連の処理を１つのボタンで実行 

設定ファイルを読み込み(D:¥Setup¥Sample.lss)、試験の実行、計測パラメータ P1の値をテキストファ

イル(d:¥testfile.text)に追加する場合、次のようなコードで実現できます。 

Set dso=CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

'設定ファイルの読み込み 

dso.SaveRecall.Setup.SaveTo="File" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelDir="D:¥Setup¥" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelFilename="Sample1.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 

'Singleトリガの完了を待機 

call dso.Acquisition.Acquire(10,true) 

'計測パラメータ P1 の値を取得 

P1value=dso.Measure.P1.Out.Result.Value 

'ファイル出力 

set fs=createobject("scripting.filesystemobject")   

set f=fs.opentextfile("d:¥testfile.text",8,true,0) 'd:¥testfile.text へ Append モードでオープン 

f.write P1Value & vbcrlf   'P1 の値を追加 

f.close 'ファイルを閉じる 

Msgbox("Complete") 
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Basicモード：カーソルを手動で配置した状態を別の設定に反映 

設定ファイルを読み込み(D:¥Setup¥Sample.lss)、試験の実行、Msgbox によりユーザーにカーソルの配

置をリクエスト、その位置を読み込み P1パラメータ(SlewRate)の High absoluteと Low absoluteにカ

ーソルの値を入力します。 

Set dso=CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

'設定ファイルの読み込み 

dso.SaveRecall.Setup.SaveTo="File" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelDir="D:¥Setup¥" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelFilename="Sample2.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 

'Singleトリガの完了を待機 

Call dso.Acquisition.Acquire(10,true) 

'カーソルの配置をユーザーに指示 

Msgbox("Please locate Vertical cursor on proper position and then click OK ") 
Y1=dso.Cursors.StdCursOfC1.Y1.Result.Value 
Y2=dso.Cursors.StdCursOfC1.Y2.Result.Value 

'Slew Rate に Y1,Y2 の値を反映 

dso.Measure.P1.Operator.HighAbs=Y1 
dso.Measure.P1.Operator.LowAbs=Y2 
Msgbox("Complete") 

 

注意) Execute scripts asynchronouslyにチェックを入れる必要があります。またカーソルの操作によ

り Msgboxがオシロスコープのアプリケーションより下に表示されます。カーソル位置の移動後は Alt

＋Tab キーで Msgbox を上に表示させます。 
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Basicモード：試験結果を Excel のセルに出力しレポートの作成 

Set dso=CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

'設定ファイルの読み込み 

dso.SaveRecall.Setup.SaveTo="File" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelDir="D:¥Setup¥" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelFilename="Sample2.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 

'Singleトリガの完了を待機 

Call dso.Acquisition.Acquire(10,true) 

'計測パラメータ P1 の値を取得 

P1value=dso.Measure.P1.Out.Result.Value 

'テストレポートテンプレートを開き別名でデータを保存 

Set ex = CreateObject("Excel.Application")  
Set ws = ex.Application.Workbooks.Open("d:¥temp¥TestReportTemplate.xls")  
ws.Worksheets("Sheet1").Cells(2, 3) = P1value 
ws.SaveAs ("d:¥temp¥TestReport_No001.xls")   
ws.Close  
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Basicモード：２波形を組み合わせた処理 

Clock(Ch1)と信号(Ch2)の２波形を捕捉し、Clock 信号の立ち上がりのタイミングで信号側の電圧を測定

し、その結果をファイルに保存。Ch1を time@lvパラメータでエッジ位置の時間を統計値で測定(P1)し、

1 波形に含まれるエッジ位置(トリガからの時間)を取得します。エッジ位置からサンプル位置を計算し、

Ch2 の波形データのサンプル位置にある電圧値を取得しテキストファイルとして保存します。 

Set dso=CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

'設定ファイルの読み込み 

dso.SaveRecall.Setup.SaveTo="File" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelDir="D:¥Setup¥" 
dso.SaveRecall.Setup.PanelFilename="Sample4.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 

'パラメータの統計値をクリア 

dso.Measure.ClearSweeps 

'Singleトリガの完了を待機 

call dso.Acquisition.Acquire(10,true) 
 

'Ch2 の時間オフセット、サンプル間隔、波形データを取得 

Hoffset=dso.Acquisition.C2.Out.Result.HorizontalOffset 
Hperstep=dso.Acquisition.C2.Out.Result.HorizontalPerStep 
C2WaveformData=dso.Acquisition.C2.Out.Result.DataArray 

'P1のデータ配列を取得 

timeArray=dso.Measure.P1.Out.Result.ValueArray 

'各エッジと同じ位置の C2 の電圧を確認し、LineStringへ保存 

for i=0 to Ubound(timeArray) 
 volt=C2WaveformData(Int((timeArray(i)-Hoffset)/Hperstep)) 
 LineString=LineString & cstr(volt) & "," 
next 

'ファイル出力 

set fs=createobject("scripting.filesystemobject")   

set f=fs.opentextfile("d:¥testfile.text",8,true,0) 'd:¥testfile.text へ Append モードでオープン 

f.write LineString & vbcrlf   'LineString を追加 

f.close 'ファイルを閉じる 

Msgbox("Complete") 
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Basicモード：ファイル名の入力 

ファイルを保存するメニューで設定可能ですが、一連の動作として保存ファイル名の入力がポップアップ

で表示される方が便利な場合もあります。次の例は測定後に Inputbox を使ってファイル名の指定を促す

プログラムです。 

また市販されているほとんどの PC接続用バーコードリーダーは PCに接続すると、キーボードのデバイ

スとして認識します。ファイル名の入力でバーコードを使用しても効率的になります。 

Set dso = CreateObject("LeCroy.XStreamDSO.1") 

'設定ファイルの読み込み 

dso.SaveRecall.Setup.SaveTo = "File" 
dso.SaveRecall.Setup.RecallSetupFilename = "D:¥Setup¥Sample2.lss" 
dso.SaveRecall.Setup.DoRecallPanel 

'Singleトリガの完了を待機 

Call dso.Acquisition.Acquire(10, True) 

'画像イメージの保存 

FN = InputBox("Please input new file name", , "TO10323") 
'dso.SaveRecall.SaveSelect = "ScreenImage" 
dso.HardCopy.Directory = "e:¥new folder" 
dso.HardCopy.Destination = "File" 
dso.HardCopy.ImageFileFormat = "JPEG" 
dso.HardCopy.HardcopyAreaToFile = "DSOWindow" 
dso.HardCopy.PreferredFilename = FN 
dso.HardCopy.SaveToFile 
MsgBox ("Complete") 



 

40 

 

Basicモード：ファイル操作 

リムーバブルドライブを検出し、D:¥Hardcopy フォルダに含まれるファイルをリムーバブルドライブに

コピー＆D:¥Hardcopyフォルダはクリーンナップ 

'リムーバブルドライブの検出 

Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
For Each drv In fso.Drives 
    If drv.DriveType = 1 Then 
        RemovableDriveLetter = drv.DriveLetter 
    End If 
Next 
If RemovableDriveLetter = "" Then 
    MsgBox ("No removable Drive") 
Else 
msgbox(RemovableDriveLetter & ":¥Buckup" & Year(date)& Month(date) & Day(date)) 

'D:¥HardCopy¥フォルダをリムーバブルドライブにコピー＆ソースフォルダのクリーンナップ 

   fso.CopyFile "D:¥HardCopy¥*.*", RemovableDriveLetter & ":¥Buckup¥"  
    fso.DeleteFile "D:¥HardCopy¥*.*" 
    MsgBox ("Complete") 
End If 
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Plugin モード：T3AFG との連携動作 

参照設定により VISA COM を参照し、T3AFG へのリモートコマンドを送信する Visual Basic.net のプロ

グラムです。コードの中では USB に接続した T3AFG にアクセスし、パルス波形のコマンドを送信しま

す。 

Dim RM As New Ivi.Visa.Interop.ResourceManager 
Dim DSO As New Ivi.Visa.Interop.FormattedIO488 
DSO.IO = RM.Open("USB0::0xF4EC::0xEE38::T0102C20360190::INSTR") 
DSO.IO.Timeout = 50000 
Call DSO.WriteString("C1:BSWV WVTP,PULSE,FRQ,1e+6,HLEV,1,LLEV,0,WIDTH,200e-9", True) 
DSO.IO.Close 
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カスタムパラメータや演算のメニュー 

カスタム演算へのアクセス 

オシロスコープのメニューバーから[Math]→[F1 Setup…]などを選択します。 演算のソース波形を

Source1 や Source2 で選択し、Operater1 で Custom カテゴリを選び、使用するカスタマイズ方法を指定

します。 

 

Custom カテゴリの中には Excel param, FastWavePort, Math script, Mathcad math, MATLAB math の選択

があります。 
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カスタムパラメータへのアクセス 

オシロスコープのメニューバーから[Measure]→[Measure Setup..]を選択します。 P1などのタブを開き、

Typeでmeasure on waveformsを選択します。パラメータのソース波形を Source1や Source2で選択し、

Operater1で Custom カテゴリを選び、使用するカスタマイズ方法を指定します。 

参考) パラメータの Value(結果)に対して VBS の演算を行うことができる P Script は Typeでmath on 

parameters を選択してください。 

 

Customカテゴリの中には Excel param, Fast MultiWPort, HParam script, Mathcad param, MATLAB param, 

Param scriptの選択があります。 

HParam scriptと Param Script は Visual Basic を使ったカスタムパラメータを作ることが可能です。この 2

種類のパラメータは入力ソースの種類により選択します。Param script はアナログチャンネルの波形を入

力するのに対して Hparam script はヒストグラム波形を入力します。 
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サブメニュー 

カストマイズ方法を選択すると、サブメニュー側に詳細設定が表示されます。 

1. Excel サブメニュー 

Excel を有効にすると、指定したファイル、または新規のエクセルシートにデータを出力します。

Advanced にチェックを入れると、Cellsタブが追加され、データの出力先やオシロスコープの結果表示

のためのセルを任意に指定することができます。詳細は 128 ページを参照してください。 

 

2. Mathcad 

Mathcad を有効にすると、指定したファイルにデータを出力します。Advanced にチェックを入れると、

Vars タブが追加され、Mathcad内使用できるデータの変数名を指定できます。 

 

3. Matlab 

MATLAB には Matlabのコードを編集するダイアログが用意されています。メニュー内の Edit Codeを

押すと、ダイアログを起動することができます。コード実行中に変数の値などを MATLAB Response 内

に出力することができます。詳細は 114ページを参照してください。 
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コード入力用エディタダイアログ 

 

4. VBS 

VBSには VisualBasic のコードを編集するダイアログが用意されています。メニュー内の Edit Code を

押すと、ダイアログを起動することができます。詳細は 47ページを参照してください。 

 

コード入力用エディタダイアログ 
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5. FastWavePort 

Port Nameで指定した名前のイベントが発生し、ユーザー側のプログラムでイベントをキャッチするこ

とでオシロスコープのデータにアクセスします。Timeoutはユーザー側プログラムから応答がない場合

タイムアウトします。詳細は 70 ページを参照してください。 
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VBScript 

XDEV オプションが追加されているオシロスコープは、Visual Basic のインストール無しにオシロスコープ

に組み込まれたエディタに Visual Basic のコードを入力してカスタムパラメータや演算を作成することが

できます。 

スクリプトに入力するデータの種類や出力の形式により使用する VB Scriptの種類が異なります。VB Script

の種類と入力ソースの種類の組み合わせが正しくない場合、Statusに incompatible Source と表示されます。 

VB Script の種類 入力 出力 場所 

Math Script C1や Math波形 Math 波形 Math 

Param Script C1や Math波形 計測パラメータ 計測パラメータ 

HParam Script ヒストグラム 計測パラメータ 計測パラメータ 

P Script 計測パラメータ 計測パラメータ Math on parameter 

Math Scriptや Param Scriptは入力ソースが時間波形となるため比較的わかりやすいと思いますが、HParam

は Mathでヒストグラムを表示させ、その Mathトレースを入力ソースとして設定します。 

注意)本説明書では Visual Basicの関数やステートメントの説明は割愛させていただきます。本エディタ特

有の内容のみ説明します。 
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VB Script へのアクセス 

⚫ Math Script 

オシロスコープのメニューバーから[Math]→[F1 Setup…]などを選択します。 Operater1で Custom カテ

ゴリを選び、Math Scriptを指定します。 

 

Math Scriptを選択すると、次のように Source1 と Source2の選択と、右側に Script Math のタブが表示さ

れ、Edit Code でエディタを起動できます。 

Math で利用できるソースは波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、参照波形、ヒス

トグラム、トラック、トレンドも指定できます。計測パラメータは指定できません。 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1Stセグメント以外利用できません。 

 

⚫ Param Script と HParam Script  

オシロスコープのメニューバーから[Measure]→[Measure Setup..]を選択します。Measureで Custom カテ

ゴリを選び、Param Script、または HParam Script（ヒストグラム波形入力用）を選択します。 

Param Script（または HParam Script）を選択すると、次のように Source1と Source2 の選択と、右側に

Script Math のタブが表示され、Edit Codeでエディタを起動できます。 
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計測パラメータで利用できるソース波形は波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、

参照波形、ヒストグラム、トラック、トレンドも指定できます。ヒストグラムをソースとして利用する場

合は HParam を選択してください。ヒストグラム専用のプロパティにアクセスすることが可能になります。

HParam のソースは Source1,Source2 ともにヒストグラムを指定します。 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1stセグメント以外利用できません。 

 

⚫ P Script 

オシロスコープのメニューバーから[Measure]→[Measure Setup..]を選択します。メニュー左側にある Type

でmath on parameterを選択し、Math Operater1で Customカテゴリを選び、P Scriptを選択します。 

P Script を選択すると、次のように Source1 と Source2 の選択と、右側に Script Math のタブが表示され、

Edit Code でエディタを起動できます。 

Math on parameterで利用できるソースは計測パラメータのみ選択可能です。 
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Script Editor 

演算やパラメータで VBAを選択すると、コード編集用のエディタ(Script Editor)を起動することができます。

次のようにデフォルトコードが書かれたエディタ画面が表示されます。USB キーボードなどでコードを編

集し、OK、または Apply ボタンを押して有効にすることができます。このエディタ内でコードの保存やリ

コールをすることができます。また入力したコードにエラーがある場合は Status に行番号とともにエラー

内容が表示されます。 

 

各ボタンの説明 

・ Undo…Script Editor 内で加えられた変更の一つ前の状態に戻します。 

・ Redo….Undo により戻された状態から、再び変更後の状態にします。 

・ Find….Script Editor 内の文字列を検索します。 

・ Default Code….ソースコードをデフォルトの状態に戻します。 

・ Import File….外部に保存されたファイルを読み込みます。 

・ Export File….現在の ScriptEditor内のコードを外部に保存します。 

・ OK….変更された Scriptを実行し、Script Editorを閉じます。 

・ Cancel….変更された Script Editorの内容を破棄します。 

・ Apply….変更された Script を実行します。 
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VB ランゲージリファレンス 

・ 使用できる算術演算子 

+, -. * , /, ¥, mod , ^ 
 

・ 使用できる論理演算子 

And, Or, Not, Xor 
 

・ 使用できる比較演算子 

=, <>, <, >, <=, >= 
 

・ 使用できるデータ型 

Integer 符号付 16ビット変数(範囲：-32768 ～ 32767) 

Long 符号付 32ビット変数(範囲：-2^31 ～ 2^31 -1) 

Single 単精度浮動小数点 

Double 倍精度浮動小数点 

Boolean ブール値 

String 文字列 

Variant バリアント 

 

・ 変数名 

変数名は 36 文字以内で大文字、小文字関係なく使用できます。英数字とアンダースコアは使用できま

すが、次のキャラクタは使用できません。 

! @ & $ # ? , * . { } ( ) [ ] = + - ^ % / ~ < > : ; 

 

・ 宣言 

Dim や Redim を使用し、変数や配列を宣言(再宣言)することができます。ただし、AS を使用したデー

タ型の指定はできません。 

例：  

Dim startData 

 Redim Data(200) 

Dim で宣言した場合、Variant 型として変数が定義されます。Variant 型は変数へ代入する際に型が変更

される可能性があります。型の変更により、結果に影響を与える可能性もあります。厳密に型の指定を

行うためには次のような型変換の関数を使用してください。 

CDbl … Double 型へ変換 

CInt … Int型へ変換 

CLng … Long 型へ変換 
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CSng … Single 型へ変換 

CStr … String型へ変換 

 

・ 使用できる実行ステートメント 

For…To…Step…Next 
Exit For 
 
If…Then…Elese…End If 
If…Then…ElseIf…End If 

 
Do…Loop Until 
Do…Loop While 
Do Unitl…Loop 
Do While…While 
Exit Do 
 
Select Case…End Select 
 
While…Wend 

・ 使用できる数値関数 

関数 説明 

Abs 絶対値 

Atn アークタンジェント 

Cos コサイン 

Exp E を底とする指数 

Fix 整数 

Int 整数 

Log 自然対数 

Randomize 乱数の初期化 

Rnd 乱数 

Sin サイン 

Sqr 平方根 

Timer システム時間 

・ 使用できる文字列関数 

関数 説明 

Asc 引数の文字に対する文字コード 

Chr 引数の文字コードに対する文字 

Hex 16 進数の文字に変換 

Instr 検索文字の位置 

Join 配列を結合して文字列を作成 
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LCase 文字列に含まれる大文字を小文字に変換 

Left 文字列の左からの指定文字数の切り取り 

Len 文字列数を返す 

Ltrim 文字列の左側にあるスペースを削除 

Mid 文字列の指定位置を切り取り 

Oct 8 進数の文字に変換 

Replace 文字列を検索し、入れ替え 

Right 文字列の右からの指定文字数の切り取り 

Rtrim 文字列の右側にあるスペースを削除 

Space 指定個数のスペース文字列を返す 

Split 区切り文字列から文字列の配列に変換 

StrComp 文字列の比較 

StrConv 指定の形式に従って文字列を変換 

Trim 平方根 

・ 使用できるその他の関数 

関数 説明 

Array 配列を格納します 

GetObject 今開いている ActiveX オブジェクトを返す 

例：Set Excel=GetObject(,”Excel.Application”) 

CreateObject 新規の ActiveXオブジェクトを返す 

例: Set Excel=CreateObject(“Excel.Application”) 

Date 現在の日付の文字 

Inputbox ユーザーからの入力を求めるダイアログを表示 

ISEmpty バリアント型変数が Empty かどうかを評価し、Bool 型で返す 

IsNull 変数が Null かどうかを評価し、Bool型で返す 

IsNumeric 変数が数値かどうかを評価し、Bool型で返す 

IsObject 変数が Objectかどうかを評価し、Bool 型で返す 

Msgbox メッセージボックスの表示 

Now 現在の日時 

Time 現在の時間 

Timer 0 時を基準にした秒数 

TypeName 変数のタイプを返す 
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エラー処理とデバック 

エラーは Script Editor内にエラーの位置と共に表示されます。例えば「Error at line 10…」のようにメッセ

ージが表示されている場合、Script Editor 内の 10行目を確認してください。 

 

 

デバッカ用のツールは用意していません。変数の値は Msgbox 関数を使用して確認してください。 
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入力ソースのオブジェクト 

メニュー内で設定した Source1や Source２は VBAのコード中で使用することができます。 

 

VBAコード内で Source1や Source2 はオブジェクトとして提供しています。コード内で InResult（または

InResult1）は Source1 のオブジェクトを示します。InResult2は Source2のオブジェクトを示します。 

例えば Source1 として C1 が指定された場合、InResult1 が C1 のオブジェクトを示します。C1 に含まれ

る波形データやサンプリング間隔などの情報は全て InResult1を使ってアクセスすることができます。この

InResult1に含まれるメゾットやプロパティはオシロスコープのデスクトップにある XStream Browser（又

は MAUI Browser）から確認することができます。 

例えば C1 の場合、次のようにブラウザで確認することができます。左側のオシロスコープアプリケーシ

ョンのツリーから Acquisition→C1→Out→Resultを選択し、右側ペインのテーブルを参照すると InResult1

で利用できるプロパティなどを確認できます。 

 

 

この中で HorizontalOffset の値を取得したければコードの中で次のようにします。 

HorOff=InResult1.HorizontalOffset 

注意) ソース波形のプロパティを変更することにより、繰り返し Mathスクリプト呼び出しのイベント

が発生する可能性があります。これにより無限ループ状態となり最終的にオシロスコープのソフトウ

ェアがクラッシュする可能性があります。 
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注意)ソース以外の波形や計測結果にアクセスする差場合には注意が必要です。ソースはその処理が事

前に完了していることを確実にするアルゴリズムが含まれていますが、それ以外は保証の限りではあ

りません。以前の結果を元に処理される可能性があるため注意が必要です。 

波形データ 

InResultのメゾットとして DataArray があります。このメゾットは波形データの配列を示します。このデ

ータは DataArray の引数により、電圧値として、または AD値として取得することができます。またオプ

ションで初期位置やデータ数を指定し、ソース波形中の特定の位置の波形の配列を取得できます。 

InResult.DataArray(波形データタイプ, サンプル数, 開始位置、間引き間隔) 

引数 型 説明 

波形データ

タイプ 

Bool Trueを選択すると、single 型の電圧値の配列を取得できます。False にす

ると word 型の AD値で取得できます。 

サンプル数 Long 以下の引数は省略可能です。省略すると全ての波形が転送されます。 

ソース波形の一部分を転送するようにサンプル数を指定できます。 

開始位置 Long ソース波形の一部分を転送するようにサンプル数の先頭位置を指定でき

ます。 

間引き間隔 Long ソース波形の間引き間隔を指定できます。 

例： Ret = InResult.DataArray(False) 

  Ret内は AD 値が word 型の配列で返ります。 

注意) この波形は VBAの制限により 50M サンプルまでの上限があります。この上限を超える波形は

位置を指定してブロックごとに転送してください。 

注意) InResult.DataArrayオブジェクトに temp=InResult.DataArray(10)のように直接操作を行うこと

ができません。一度別の変数にコピーしてから操作を行ってください。 

 

この他にソース波形に付随するプロパティを取得することができます。 

主なプロパティは次の表を参照してください。 

プロパティ 説明 

InResult.HorizontalOffset 時間軸方向のオフセット値。この値はトリガ位置を基準にした最初

のサンプルデータの時間を示します。 

InResult.HorizontalPerStep サンプル間の時間 

InResult.HorizontalUnits 時間軸の単位。通常、時間を表す’S’が返ります。 

InResult.Samples 出力サンプル数。DataArray 配列のインデックスは 0～Samples-1

までです。 

InResult.VerticalOffset 電圧軸方向のオフセット値 

InResult.VerticalPerStep 入力データの AD 値の 1ステップあたりの電圧 
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ほぼフルスケールの 1 / 65536 

入力信号が word(16bit)になるため、そのまま掛け合わせることが

できる値 

InResult.VerticalUnits 入力データの単位。通常、時間を表す’V’が返ります。 

InResult.VerticalResolution 入力データの物理的な１ステップあたりの電圧 

12bitの AD コンバータの場合、ほぼフルスケールの 1/4096 

計測パラメータ 

P Script で InResultは計測パラメータのオブジェクトを示しています。InResult.Value は計測パラメータ

の Single 型の値です。ValueArray はクロック信号に対して RiseTime パラメータを使用したときのよう

に、1トレースに含まれる複数周期のデータの配列として ValueArray に格納されます。 

計測パラメータに付随する主なプロパティ 

プロパティ 説明 

InResult.VerticalUnits 入力データの単位。通常、時間を表す’V’が返ります。 

ヒストグラム 

HParam Script で InResult はヒストグラムのオブジェクトを示します。InResult.BinPopulations はヒスト

グラムデータの配列を示します。また次のようなプロパティを持ち、InResult.OffsetAtLeftEdge と

InResult.BinWidth プロパティを使ってヒストグラムの各区間の値を知ることができます。 

 

ヒストグラム波形に付随する主なプロパティ 

プロパティ 説明 

InResult.Bins ヒストグラムの区間(Bin)の数 

InResult.BinWidth 区間(Bin)の幅 

InResult.FirstPopulatedBin 値が入った最初の区間(Bin)のインデックス 

InResult.HorizontalUnits 横軸の単位。 

InResult.LastPopulatedBin 値が入った最後の区間(Bin)のインデックス 

InResult.MaxPopulation 最も高い度数 
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InResult.MaxPopulationBin 最も高い度数の区間(Bin)のインデックス 

InResult.OffsetAtLeftEdge ヒストグラムの左端の値 

InResult.PopulationInside ヒストグラム内に入る度数の総数 

InResult.PopulationOver ヒストグラムを超える度数の総数 

InResult.PopulationUnder ヒストグラムを下回る度数の総数 

InResult.Sweeps スイープ数 
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出力オブジェクト 

VBA内で処理した結果をオシロスコープの画面に出力することができます。オブジェクトの名称は演算やパ

ラメータで違いがなく、OutResultを使用しますが、提供されるメゾットやパラメータが異なります。 

演算波形の OutResultオブジェクト 

DataArray メゾットにオシロスコープで表示する波形の配列を入力します。この波形データの配列は

single型の電圧値、または word型の AD 値として配列を作成し、DataArrayの引数によりデータのタイ

プを指定します。 

OutResult.DataArray(波形データタイプ) 

引数 型 説明 

波形データ

タイプ 

Bool single型の電圧値の配列を出力するには Trueを指定します。 

word型の AD値の配列を出力するには Falseを指定します。 

例 newDataArray…word型の配列の場合 

OutResult.DataArray(False) = newDataArray 

注意) OutResult.DataArrayオブジェクトにOutResult.DataArray(10)=3のように直接操作を行うこと

ができません。一度別の配列で操作を行ってからコピーしてください。 

 

OutResultオブジェクトには波形データ(配列)の他に出力データに付随する情報も含まれます。この情報

は特に指定がない限りソース波形の InResultDataと同じ値が自動的に設定されます。 

プロパティ 説明 

OutResult.HorizontalOffset 時間軸方向のオフセット値 

OutResult.HorizontalPerStep サンプル間の時間。変更すると前段と後段の波形は別波形と認識

され、計測パラメータで Statics を設定しても蓄積されません。ま

た PassFail機能も動作しません。 

OutResult.HorizontalUnits 時間軸の単位 

OutResult.Samples 入力サンプル数。DataArray 配列のインデックスは 0～Samples-1

までです。 

OutResult.VerticalOffset 垂直オフセット値 

OutResult.VerticalPerStep 出力データの AD 値の 1ステップあたりの電圧 

ほぼフルスケールの 1 / 65536 

出力データが word(16bit)になるため、そのまま掛け合わせること

ができる値 

OutResult.VerticalUnits 出力データの単位 

OutResult.VerticalResolution 出力データの物理的な１ステップあたりの電圧 

12bitの AD コンバータの場合、ほぼフルスケールの 1/4096 
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計測パラメータの OutResult オブジェクト 

Value プロパティに測定結果として表示する値を入力します。画面内に含まれる複数周期のデータなどを

出力する場合は ValueArray プロパティに配列で値を入力します。統計表示を有効にしていると、その入

力された配列が反映されます。 

Value と valuearray の両方を指定した場合、最後に指定したプロパティが有効になり、前に設定されたプ

ロパティは無視されます。 

Value の例 

OutResult.Value=1.4 

ValueArray の例 

Redim Result(3) 

Result(0)=0.1 

Result(1)=0.2 

Result(2)=0.3 

Result(3)=0.4 

OutResult.ValueArray=Result 

 

OutResult オブジェクトには測定値に付随する情報も含まれます。この情報は特に指定がない限りソー

ス波形の InResultDataと同じ値が自動的に設定されます。 

プロパティ 説明 

OutResult.VerticalResolution 分解能を指定します。この値により表示が変化します。 

OutResult.VerticalUnits データの単位。Vなど 
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オシロスコープのアプリケーションに接続 

VBScript 内でソース波形データや波形に付随する若干のプロパティは取得することが可能です。しかしそ

れ以上の情報を必要とする場合、VBAの CreateObject関数を使用して、オシロスコープのアプリケーショ

ンに直接アクセスして、情報を取得します。CreateObject の引数として”LeCroy.XStreamDSO”を指定する

とオシロスコープのオブジェクトにアクセスすることができます。 

例 

Set XStreamDSO=CreateObject(“LeCroy.XStreamDSO”) 

XStreamDSO.Acquisition.TriggerMode=3 

注意) ソース波形のプロパティを変更することにより、繰り返し Mathスクリプト呼び出しのイベントが発

生する可能性があります。これにより無限ループ状態となり最終的にオシロスコープのソフトウェアがク

ラッシュする可能性があります。 

注意)ソース以外の波形や計測結果にアクセスする差場合には注意が必要です。ソースはその処理が事前に

完了していることを確実にするアルゴリズムが含まれていますが、それ以外は保証の限りではありません。

以前の結果を元に処理される可能性があるため注意が必要です。 
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参考例 

Math Script 波形の反転サンプルコード 

波形を反転します 

Function Update() 

 ReDim newDataArray(InResult.Samples)  ‘変数のデータ領域確保 

 Source1Waveform=InResult.DataArray(False)  ‘Word 型 Source1の波形を Source1Waveform に代入 

 For i=0 To InResult.Samples-1 

  newDataArray(i)=Source1Waveform(i) * -1  ‘各サンプルの値を反転して newDataArrayに代入 

 Next 

 OutResult.DataArray(False)=newDataArray  ‘演算結果として出力 

End Function 
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Math Script CR 積分回路のシミュレーション（デジタルフィルタ） 

IIR デジタルフィルタを使用したシミュレーションです。直列に接続した抵抗とコンデンサにオシロスコ

ープで捕捉した信号を入力、コンデンサ間の電圧を出力として波形表示します。 

Function Update() 
 Reg=4.7e+3    '4.7K Ohm 
 Cap=10e-6     '10uF 
 TPS=InResult.HorizontalPerStep 
 CR=Reg*Cap    'Time Constant 
 
 OutResult.Samples = InResult.Samples 
 ReDim newDataArray(OutResult.Samples) 
 OldVal=0 
 unscaledData = InResult.DataArray(False) 
 For i = 0 To OutResult.Samples-1 
  newDataArray(i) = unscaledData(i)*TPS/(TPS+CR) + OldVal *CR/(TPS+CR) 
  OldVal = newDataArray(i) 
 Next 
 
 OutResult.DataArray(False) = newDataArray  
End Function 
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Math Script FIRフィルタ 

FIRのローパスフィルタを演算で出力します。CutOffFreq 変数にローパスフィルタの周波数を設定します。

設定した周波数で-3dB落ちるようにタップの係数を設定します。 

Function Update()  
 CutOffFreq=4e+6    'Low Pass Filter cut off frequency 
 SS=1 / InResult.HorizontalPerStep      'Sampling Speed 
 
 Redim H(10000)   'Filter variable array 
 HalfTap=Int(SS / CutOffFreq) 
 if HalfTap>10000 then  
  msgbox("Too many taps, over array size") 
  exit function 
 end if 
  
 H(0)=1 / (0.00000001 * 3.14 + 0.000000001) * sin(0.00000001 * 2 * 3.14 * CutOffFreq / SS) 
 for i=1 to HalfTap 
  H(i)=1/(i*3.14)  * sin(i * 2 * 3.14 * CutOffFreq / SS) 
 next 
 OutResult.Samples = InResult.Samples 
 ReDim newDataArray(OutResult.Samples) 
 unscaledData = InResult.DataArray(False) 
  
 for i=HalfTap to OutResult.Samples-HalfTap-1 
  FO=unscaledData(i)*H(0) 
  for j=1 to HalfTap 
   FO=FO+unscaledData(i+j)*H(j) 
   FO=FO+unscaledData(i-1*j)*H(j) 
  next 
  newDataArray(i)=FO 
 next 
 OutResult.DataArray(False) = newDataArray 
 
End Function 
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Math Script 包絡線波形作成 

AM信号のような GND を中心として繰り返し信号で各サイクルのピークから包絡線を描きます。 

Function Update() 
 OutResult.Samples = InResult.Samples 
 newNumPoints = OutResult.Samples 
 ReDim newDataArray(newNumPoints) 
 unscaledData = InResult.DataArray(False) 
 
 ReDim PeakPosArray(1000000) 
 MaxPeakIndex=0 
  
 'Initial State 
 For i = 0 To newNumPoints - 2 
  If unscaleddata(i) > 0 And unscaleddata(i + 1) > unscaleddata(i) Then 
   Cycstate = "POS" 
   PeakPosArray(0) = i 
   MaxPeakIndex = 1 
   PeakPos = i 
   Exit For 
  End If 
  If unscaleddata(i) < 0 And unscaleddata(i + 1) < unscaleddata(i) Then 
   Cycstate = "NEG" 
   PeakPosArray(0) = i 
   MaxPeakIndex = 1 
   PeakPos = i 
   Exit For 
  End If 
 Next 
 
 'Find Peak 
 For i = PeakPos + 1 To newNumPoints - 3 
  ' Find negative edge at zero cross 
  If unscaledData(i) >= 0 And unscaledData(i + 1) < 0 And Cycstate = "POS" And 
PeakPosArray(MaxPeakIndex-1) <> PeakPos Then 
   Cycstate = "NEG" 
   PeakPosArray(MaxPeakIndex) = PeakPos 
   MaxPeakIndex = MaxPeakIndex + 1 
   PeakPos = i 
   LastPos = i 
  End If 
  ' Find positive edge at zero cross 
  If unscaledData(i) < 0 And unscaledData(i + 1) >= 0 And Cycstate = "NEG" And 
PeakPosArray(MaxPeakIndex-1) <> PeakPos Then 
   Cycstate = "POS" 
   PeakPosArray(MaxPeakIndex) = PeakPos 
   MaxPeakIndex = MaxPeakIndex + 1 
   PeakPos = i 
   LastPos = i 
  End If 
  'Find negative peak position 
  If Cycstate = "NEG" And unscaleddata(i) < 0 Then 
   If unscaleddata(i) < unscaleddata(PeakPos) Then 
    PeakPos = i 
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   End If 
  End If 
  'Find positive peak position 
  If Cycstate = "POS" And unscaleddata(i) > 0 Then 
   If unscaleddata(i) > unscaleddata(PeakPos) Then 
    PeakPos = i 
   End If 
  End If 
 Next 
 
 If LastPos > PeakPosArray(MaxPeakIndex - 1) Then 
  PeakPosArray(MaxPeakIndex) = LastPos 
  MaxPeakIndex = MaxPeakIndex + 1 
 End If 
 
 'Create envelope waveform 
 'Pre First Pos 
 For j = 0 To PeakPosArray(0) 
  newdataarray(j) = 0 
 Next 
 'Interporation 
 For i = 0 To MaxPeakIndex - 2 
  Delta = (Abs(unscaleddata(PeakPosArray(i + 1))) - Abs(unscaleddata(PeakPosArray(i)))) / 
(PeakPosArray(i + 1) - PeakPosArray(i)) 
  Offset = Abs(unscaleddata(PeakPosArray(i))) 
                For j = PeakPosArray(i) To PeakPosArray(i + 1) 
   ix = j - PeakPosArray(i) 
   newdataarray(j) = Delta * ix + Offset 
  Next 
 Next 
 'Post Last Pos 
 For i = PeakPosArray(MaxPeakIndex - 1) To newNumPoints 
  newdataarray(i) = 0 
 Next 
 'Write Output waveform 
 OutResult.DataArray(False) = newDataArray 
End Function 



 

67 

 

Param Script 最大値の計測 

波形の最大値を探します。 

Function Update() 

 Source1Waveform=InResult.DataArray(True)  ‘Single型 Source1の波形を Source1Waveform に代入 

 ‘最大値の検索 

 Max=0 
 For i=0 To InResult.Samples-1 
  If Source1Waveform>Max Then Max=Source1Waveform 
 Next 

 OutResult.Value=Max   ‘OutResult.Value に検索した値を代入 

 OutResult.VerticalUnits=”V”  ‘出力の単位を Vに設定 

End Function 
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P Script dB の計算 

P Script は入力ソースが他のパラメータの結果に対して処理を行います。例えばフィルタ回路の前後にプ

ロービングし、それぞれの振幅を P1(入力), P2(出力)などで測定します。P Script でその値に対し

20log(P2/P1)などのように計算させる場合に利用できます。 

VBSで使用している log関数は eを底とする自然対数として計算されます。そのため log(10)で割り、10

を底とする常用対数として出力させます。 

Function Update() 'VBS code 
OutResult.Value = 20*log(InResult2.Value / InResult1.Value)/log(10) 
OutResult.VerticalUnits = "DB" 

End Function 



 

69 

 

P Script 歪度の計算 

P Script は入力ソースが他のパラメータの結果に対して処理を行います。統計の処理を組み込むなどに利

用することができます。次は歪度を計算させて出力しています。 

Function Update() 
Pin=InResult.ValueArray 
num = UBound(Pin) + 1 
For i = 0 To num - 1 

     ave = ave + Pin(i) 
Next 
ave = ave / num 
For i = 0 To num - 1 

     dev = dev + (Pin(i) - ave) ^ 2 
Next 
dev = Sqr(dev / num) 
For i = 1 To num - 1 

     Skew = Skew + ((Pin(i) - ave) / dev) ^ 3 
Next 
OutResult.Value = Skew * num / ((num - 1) * (num - 2)) 

End Function 
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FastWavePort 

FastWavePortは、最も高速に動作するユーザー独自の演算を組み込むことができます。 

FastWavePort を使用すると、オシロスコープ上で動作するユーザーが作成した実行形式のプログラムから

XStream(オシロスコープのアプリケーション)の波形データに直接アクセスし、結果を波形に反映させるこ

とができます。 

注意) FastWavePortを拡張した演算として FastMultiWavePortがあります。こちらは複数の波形入出力や

計測パラメータ出力を 1度に実行可能な演算です。基本的な動作は FastWavePort と同じですがデータの

構造体や構造体の初期化を事前に行う必要があります。  

波形データへのアクセスはオシロスコープとユーザーアプリケーションのどちらからでもアクセス可能な

共通メモリを使用します。これは波形を別の場所に転送させて処理する方法に比べ、非常に高速に波形デー

タへアクセスすることができます。 

特徴 

⚫ 1 波形の入出力(FastWavePort) 

⚫ 4 波形の入出力、2個の計測パラメータ入力、8 個の計測パラメータ出力(FastMultiWavePort) 

⚫ 入出力がオシロコープ内のアプリケーションに組み込まれているため同期の問題は発生しません。 

⚫ 波形データなどユーザーのプログラムとの間で共有されるメモリ空間は名前により識別されます。 

⚫ シーケンス波形をサポートしています(FastMultiWavePort) 

⚫ 計測パラメータは測定位置を示すマーカーの情報も付加することができます(FastMultiWavePort)。 

⚫ ユーザー定義のプログラムは C/C++により作成することができます。 

 

推奨開発環境 

⚫ Microsoft Visual C＋＋6.0、7.1、8.0 Win32 Console Application として作成 

⚫ Mingw32 コンパイラ 

Mingw32 は GNU のコンパイラツールである gcc を Windows 上で動作する 32 ビット Windows アプリ

ケーションを作成することができるフリーのツールです。Windows APIのヘッダを用意しているためほ

とんどの場合 Microsoft VisualC++6.0, 7.1、8.0 と同じソースコードをコンパイルすることができます。

コンパイルはコマンドプロンプトでコマンドを入力してコンパイルを行います。 

MinGWコンパイルは次のコマンドで行います。 

Mingw32-C++ -o 出力する実行ファイルのファイル名 ソースコード 

例)  Mingw32-c++ -o sample.exe main.cpp 
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注意)Mingw32 は弊社外のフリーソフトウェアです。弊社でインストール方法等をサポートすることは

できません。ウェブなどで調べてください。 

-o オプションは実行ファイルの名前を指定するオプションです。何も指定しなければ a.exeで実行

ファイルが作成されます。 

次のブロック図は、システムがどのように機能するかを示しています。 共有メモリやイベントの取り扱い

はオシロスコープとユーザーアプリケーションの間で決めた名前(文字列)により行います。FastWavePort

の設定メニューにある Port Name で設定した文字列により、生成されるイベント名や共有メモリ名が決ま

ります。ユーザーアプリケーションは初期化された後、イベント待ちの状態で待機します。トリガされ捕捉

された波形は Fast WavePortを設定した演算の中からイベントが生成され、ユーザーアプリケーションの処

理が開始されます。波形処理後、オシロスコープに対して処理終了を知らせるイベントを生成します。オシ

ロスコープ側は共有メモリ内の波形を画面に表示して、処理を終了します。 

 

注意)計測パラメータから利用する場合、FastMultiWavePortを選択します。基本的には FastWavePort と

同じですが、FastMultiWavePort の計測パラメータは複雑なコードになります。 

波形捕捉 
Math: F1 
Fast Wave Port 
Port Name: FastWavePort1 

F1 

波形表示 

共有メモリ 

名前:FastWavePort1File 

オシロスコープアプリケーション 

ユーザーアプリケーション 

FastWavePort1ProcessingComplete 

イベント待機 

波形データ処理 

終了イベント送信 

FastWavePort1DataAvailable 
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波形データのフロー 

次はオシロスコープの演算で設定したFastWavePortがユーザーにより作成された実行ファイルとの間で時系

列にどのような処理が行われるかを示しています。ユーザーの実行ファイルは Data Available イベント

(Windows の仕組み)がオシロスコープから発行されるまで待機します。また Windows の仕組みで共有メモリ

のポインタを取得します。共有メモリには波形データが含まれています。この波形データをユーザープログラ

ム側で書き換えて Processing Complete イベントをユーザープログラムが発行するとオシロスコープが共有

メモリにある波形データを画面に表示します。 

 

トリガ 

波形捕捉 

チャンネル波形 

Math 

共有メモリへ 

波形データ配置 

Data Available 

イベント通知 

ユーザープログ

ラム起動 

初期化 

Data Available 

イベントあり 

共有メモリにアクセス 

同じメモリの内容を書

き換え 

Processing Complete 

イベント通知 

Processing 
Complete 

イベントあり 

Math 

共有メモリから波

形データ読み取り 

Math 

画面表示 

Y 

Y 

N 

N 

オシロスコープ ユーザープログラム 
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FastWavePort と FastMultiWavePort の違い 

FastWavePortとFastMultiWavePortはユーザー独自の処理をオシロスコープに組み込むことができる仕組

みですが、FastWavePortは単一の演算(Math)だけを対象にした基本的な処理を行います。入力波形もシー

ケンスモードで捕捉されたセグメント波形には対応していません。それに対して FastMultiWavePort は複

数波形入出力、計測パラメータの入出力、シーケンス波形の入力にも対応しています。複雑な処理が可能

になりますが取り扱いも複雑になります。 

注意) シーケンスの波形データはすべてのセグメントをユーザープログラム内で確認できますが、Math の

トレースとしてオシロスコープの画面に表示できるのは最初のセグメントのみです。 

 

オシロスコープ側の設定は FastWavePort の場合、演算メニューから簡単に設定できます。それに対して

FastMultiWavePortは Web Edit の画面から設定を行う必要があります。 

またプログラミングでは双方ともに Win32 APIを使いプロセス間のメモリの共有やイベント送受信を行い

ますが、そのプロパティデータや初期化に違いがあります。それぞれ波形データに関連するプロパティは

データより前にある構造体に書き込みますが、その構造体の形式が異なります。FastMultiWavePortは構造

体に生成するときに構造体のアライメントを変更する必要があり、#pragma pack(push, 4)や#pragma 

pack(pop)を必要とします。 また FastMultiWavePort は利用前に必要事項を書き込みして初期化を行う必

要があります(初期化については各サンプルで確認を行ってください)。 
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FastWavePort の演算波形設定手順 

1. 上に表示されているメニューバーから Math→F1Setup…などを開き、下に表示されるメニューの

Operator1を押して FastWave Port を選択します。 

 

2. 下のメニューの右側に Fast wave portタブがあります。この Fast Wave Port タブ内にある Port Name

を入力し、Timeout の時間を指定します。 

Port Nameは重要です。プログラム内で使用するイベント名や共有メモリ名はこの Port Nameに関係

します。また Timeout は FastWavePort の処理が完了するまでオシロスコープが待機する時間を指定

します。この Timeout で指定した時間までに処理が完了しなければ、処理を中止し、オシロスコープ

は次の処理を行います。 

3. 作成したユーザーアプリケーションが実行可能であれば、実行します。 

4. Turn on のチェックを有効にすると、処理が行われ、F1波形として処理された波形が表示されます。 
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FastMultiWavePortで設定手順 

1. 上に表示されているメニューバーから演算→F1設定、または計測→計測の設定で P1タブなどを開き、

メニュー左側にある Web Edit を選択します。 

 

2. Show Processing Web ボタンを押します。ボタンを押すと左端と右端に矢印の付いたアイコンが表示

されます。この矢印は処理の流れを示しています。左側から右側に向かって処理が進むイメージです。

左側にある C1～C4のチャンネル、F1～F8の演算、Z1～Z4のズームなどの表示に青色の矢印がある

アイコンが表示され、P1～Pxの計測パラメータにあずき色の矢印があります。青い矢印は波形データ

の出力を意味し、あずき色の矢印は計測データの出力を表しています。右側には Fx や Pxなどが配置

されます。右側にアイコン表示されているアイテムは Processing Web の処理を選択している事を示

します。矢印と矢印をマウスなどでドラックしながら結ぶことで処理を接続することができます。 

 

3. 下にある Add Measure ボタンを押して、FastMultiWavePortを選択します。 
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4. FastMultiWavePortの左側は入力ポート、右側は出力ポートを示します。In1～In4 は入力を示す青い矢

印で C1などの波形を接続します。Pi1、Pi2は入力を示す紫色の矢印で P1 などの計測パラメータを接

続します。FastWavePort 以外の計測パラメータで出力された結果をユーザープログラムに提供します。

Pm1～Pm8 はユーザープログラムで計算された計測パラメータデータの出力を示します。Processing 

Web の右端にある P1 などに接続します。Wf1～Wf4 はユーザープログラムで計算され波形データの

出力を示します。Processing Web の右端にある F1などに接続します。 

5. それぞれ配線して、下にあるメニューの右側にある MultiWavePortの PortName を確認します。この名

前を使って、ユーザーアプリケーションと共有メモリでアクセスします。 

Port Nameは重要です。プログラム内で使用するイベント名や共有メモリ名はこの Port Nameに関係

します。また Timeout は FastMultiWavePort の処理が完了するまでオシロスコープが待機する時間を

指定します。この Timeout で指定した時間までに処理が完了しなければ、処理を中止し、オシロスコ

ープは次の処理を行います。 
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波形データの構造（リアルタイムサンプリング時） 

MapViewOfFile から得られた共有メモリのポインタには波形データの属性情報が含まれたヘッダと 1 サン

プル 16 ビット（Short）の波形配列データが並びます。16 ビットの波形データを電圧値に変換するにはヘ

ッダファイルの構造体からゲインとオフセットを使い計算します。 

電圧値＝16 ビットデータ × verGain + verOffset 

注意）高速化のために値は浮動小数点型に変更せずにそのまま short型で行い、最後に電圧にしてください。 

 

属性情報の構造体 

構造は単純な 1波形のみの FastWavePortと複数波形と取り扱う FastMultiWavePortでは構造が若干異なり

ます。 

FastWavePortの波形データの属性情報が含まれた構造体 

struct CDescHeader  
{ 

 int descVersion; //ヘッダバージョン 常に 1 が入ります 

 int flags;  //常に１が入ります 

 int headerSize;  // ヘッダサイズ 0x1000固定 

 int windowSize;  //全体のメモリサイズ 80000000 + HEADER_SIZE 

 int numSamples;  //波形サンプル数 

 int segmentIndex;  //セグメントインデックス 通常 0が入ります 

 int numSweeps;   //スイープ数 常に 1 が入ります 

 int _dummy1;  //ダミー 

 

 double verGain;  //垂直ゲイン 波形データを電圧値に変換する際に使用 

 double verOffset;  //垂直オフセット 波形データを電圧値に変換する際に使用 

 double verResolution;  //垂直分解能 

属性情報の 

構造体 

0x0000 0x0021 
0x00ad 0x2134 

… 

波形データ領域 

Short型の配列 

共有メモリ 
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 double horInterval;  //サンプル間の時間 

 double horOffset;  //水平オフセット トリガを基準にした 1stサンプルの時間を示します 

 double horResolution;  //水平分解能 

 lecTimeStamp trigTime;  // 2000 年 1 月 1 日 0:00から計算されたトリガ時間 

 char verUnit[48];  //通常文字列の”V”が入ります 

 char horUnit[48];  //通常文字列の”S”が入ります 

}; 

データはこの構造体の後にそのまま続きます。 

構造体のメンバーに標準データ型ではない lecTimeStamp 型の trigTime が含まれています。lecTimeStamp

型は C言語では int64 型として定義しますが、VT_CY 形式の Variant型としてエンコードされています。 

FasMultitWavePortの波形データの属性情報が含まれた構造体 

struct CWaveDescHeader 
{ 

Int  descVersion;  // ヘッダバージョン 通常 1 

Int headerSize; // ヘッダサイズ。Sizeof(CWaveDescHeader)で取得した値  通常 0xe4 

Int windowSize; // 全体のサイズ 80000000 +  headerSize の値 通常 0x4c4b4e4 

Int numHorVariances; // RIS モード用 通常 0 

lecDescType  descType; // MultiPortClient.h 内の Enum を参照 チャンネルの波形データは

_int16WformDescriptor,が必ず入る 

lecStatusFlags flags; // misc. flags 入力信号の状態を表す。正常の場合 0 

int numSegments; //セグメント数 リアルタイムの場合１ 

int numSamples; // 入力波形のサンプル数 

int segmentIndex; // セグメントのインデックス。リアルタイムの時は 0 

int numSweeps; //スイープ数 通常 1 

 

double verGain; // 垂直ゲイン 

double verOffset; // 垂直オフセット 

double verResolution; //垂直分解能 

double horInterval; //サンプル間の時間 

double horOffset; //水平オフセット 先頭サンプルの位置を示す 

double horResolution; //水平分解能 

lecTimeStamp trigTime; //トリガ時間  

char  verUnit[48]; // 垂直軸の単位。通常 V 

char  horUnit[48]; // 水平軸の単位 通常ｓ 

CFrameInfo frameInfo; //フレームの情報 

}; 

データはこの構造体の後にそのまま続きます。 
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また次のようにヘッダサイズを取得することができます。アライメントの指定を行っているため sizeof を

使い取得します。通常 0xe4 が入ります。 

const int CWaveDescHeaderSize = sizeof(CWaveDescHeader); 

波形の構造体の中に lecDescTypeで定義される descType 変数があります。こちらは次の enum で定義され

ます。リアルタイム波形の場合_int16WformDescriptorです。パラメータの場合_parameterDescriptor 

typedef enum lecDescType 
{ 
  _int16WformDescriptor, 
  _floatWformDescriptor, 
  _miniWaveformDescriptor, 
  _parameterDescriptor, 
  _histogramDescriptor, 
  _persistenceDescriptor, 
  _tableDescriptor 
} lecDescType; 

注意) lecStatusFlags 詳細はリモートのオートメーションマニュアルに記載があります。 
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波形データの構造（シーケンスモード時） 

シーケンスモード時は若干リアルタイムサンプリング時と異なります。 

最初のセグメントまではリアルタイムサンプリング時と同じです。それ以降のセグメントは次のようにセグ

メントの情報が含まれる構造体が先頭につきます。 

注意) シーケンスの波形データはすべてのセグメントをユーザープログラム内で確認できますが、Math の

トレースとしてオシロスコープの画面に表示できるのは最初のセグメントのみです。 

 

2 セグメント以降の属性構造体 

struct CWaveDescMiniHeader  
{ 

Int  descVersion;  // ヘッダバージョン 通常１ 

Int headerSize; // ヘッダサイズ。 Sizeof(CWaveDescMiniHeader)で取得した値 通常 0x34 

Int windowSize; // 全体のサイズ(header + data) in bytes  0x4c4b4e4 

lecDescType  descType; // MultiPortClient.h 内の Enumを参照 チャンネルの波形データは

_miniwaveformDescriptor,が必ず入る 

lecStatusFlags flags; // misc. flags 入力信号の状態を表す 正常０ 

属性情報の 

構造体 

0x0000 0x0021 
0x00ad 0x2134 

… 

波形データ領域 

Short型の配列 

共有メモリ 

次のセグメント

の属性構造体 

0x0000 0x0021 
0x00ad 0x2134 

… 

波形データ領域 

Short型の配列 

セグメント数などの 

情報はここに含まれる 

セグメント 1の波形データ 

 

セグメント 2の波形データ 
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int segmentIndex; // セグメントのインデックス。ミニヘッダは 1からインクリメントされる 

int dummy1; // 

double horOffset; //水平オフセット 

lecTimeStamp trigTime; //トリガ時間 

}; 

const int CWaveDescMiniHeaderSize = sizeof(CWaveDescMiniHeader); 
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パラメータの構造 

パラメータは Max パラメータのように１つの波形で 1 個のデータの場合もありますが、複数周期が含まれ

ている波形に RiseTime を測定したときのように１つの波形で複数のデータが出力される場合もあります。

また XStream では波形の測定位置を示すためマーカー機能が搭載されています。そのため測定結果の他に

測定の水平位置がデータとして含まれます。 

入力パラメータの構造は、属性情報が入った構造体が先頭に入り、その後に測定値やマーカー用のデータが

入る構造体の配列が並びます。 

 

 

 

 

属性情報の構造体 

属性情報の構造体は MultiPortClient.h をインクルードすると定義済みのものを利用することができます。 

struct CParameterDescHeader 
{ 

  Int  descVersion;  // ヘッダバージョン 通常 1 

  Int headerSize; // ヘッダサイズ。sizeof(CParameterDescHeader)で計算 通常 0xd8 

  Int windowSize; // 全体のサイズ(header + data) in bytes  通常 0x7dd8 

  int  numValues;  // パラメータのデータ数  

  lecDescType  descType; // MultiPortClient.h内の Enum を参照 パラメータデータは

_parameterDescriptor,が必ず入る 

  lecStatusFlags flags; // misc. flags 入力信号の状態を表す。正常は０ 

  int  _dummy0;  // 

属性情報の 

構造体 

波形データの

構造体 

波形データの

構造体 

波形データの

構造体 

波形データの

構造体 

Max パラメータ Rise パラメータ 

属性情報の 

構造体 

波形データの 

個数情報が 

入っている 

測定値や各測定値 

の水平位置情報が 

入っている 
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  int  _dummy1;  //  
 

  double  verResolution;  // パラメータの垂直分解能 

  double  horResolution;  // パラメータの水平分解能 

  lecTimeStamp  trigTime;  //トリガ時間 

  char  verUnit[48];  // 垂直軸の単位。通常 V  

  char  horUnit[48]; //水平軸の単位 通常ｓ 

          

  double  inpHorInterval;  // 通常ソース波形のサンプル間の時間 

  double  inpHorOffset;  //通常ソース波形の水平オフセット時間 

  double  inpHorResolution;  //通常ソース波形の水平分解能 

  int  inpNumSamples;  //通常ソース波形のサンプル数 

  CFrameInfo  frameInfo;  //通常ソース波形のグリッド左右上下の値 

}; 

データ構造の配列はこの属性情報構造体の後にそのまま続きます。 

また次のように構造体のサイズが定義されています。 

const int CParameterDescHeaderSize = sizeof(CParameterDescHeader); 

データ構造の配列は次のように定義されています。 

struct CParameterValue 
{ 

  double  value;  // パラメータの値 

  double  startOfRegion;  // マーカー用水平データ 

  double  endOfRegion;  // マーカー用水平データ 

  lecStatusFlags  flags;  // ステータス情報 

}; 

構造体のサイズが定義されています。 

const int CParameterValueSize = sizeof(CParameterValue);  
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使用するWin32 APIの関数 

FastWavePortでは共有メモリに関する Win32 APIとイベントの送受信に関するWin32APIを使用します。

共有メモリに関する API は CreateFileMapping、MapViewOfFile を使用します。イベントの送受信に関す

る APIは CreateEvent、WaitForSingleObject、SetEvent を使用します。C++などでこれらの APIを使用す

る場合、#include “windows.h”を事前に追加しておく必要があります。 

CreateFileMapping 

Windows はプロセス間で同じメモリにアクセスする仕組みとしてファイル共有という共有メモリのオブ

ジェクトを使用します。共有メモリへアクセスするには共有するプロセス間で取り決めた名前を使用しま

す。この共有メモリの名前はオシロスコープの FastWavePortのメニューで設定することができます。 

ユーザーアプリケーション側では CreateFileMapping()関数を使いオブジェクト生成します。この関数は

共有メモリの名前から実際のメモリアクセスに必要なハンドルを取得できます。FastWavePort では共有

メモリのみの動作を利用しますが、この関数はまたプファイル共有のための仕組みを持っています。引数

にファイルハンドルや属性に対する項目がありますが、こちらはファイル共有のための引数です。 

構文 

 インクルード：windows.h 

HANDLE CreateFileMapping (hFile, lpFileMappingAttributes, flProtect, dwMaximumSizeHigh, 
dwMaximumSizeLow, lpName) 

引数 型式 説明 

hFile HANDLE CreateFileMapping は実際のファイルを

ロードしてメモリに反映させることがで

きるためファイルのハンドルを引数に指

定できますが、FastWavePort はファイル

を使用しないため 0xffffffffを引数として与

えます。 

lpFileMappingAttributes LPSECURITY_ATTRIBUTES セキュリティ属性。NULL を指定 

flProtect DWORD ビューに対するページの保護属性。

PAGE_READWRITE を指定 

dwMaximumSizeHigh DWORD オブジェクトの最大サイズの上位 32bit。

通常 0 を指定 

dwMaximumSizeLow DWORD オブジェクトの最大サイズの下位 32bit。

バッファサイズを指定します。バッファサ

イズは波形のサンプル数×2＋0x1000 バ

イト程度を指定します。サンプルなどでは

定数 MEM_MAP_FILE_SIZE で定義して

います。 
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lpName LPCTSTR オブジェクトの名前。FastWavePortの設

定から作られる名前を指定。 

 

戻り値 

lpName で指定したオブジェクトが存在している場合、そのハンドルを戻します。 

MapViewOfFile 

ユーザープログラム側から CreateFileMapping で取得したハンドルを使って直接メモリ空間にアクセス

できません。アクセスするには MapViewOfFIle()関数で使用します。MapViewOfFile関数の戻り値は共有

メモリの開始アドレスです。失敗し場合 0が返されます。 

構文 

インクルード：windows.h 

LPVOID MapViewOfFile(hFileMappingObject, dwDesiredAccess, dwFileOffsetHigh, dwFileOffsetLow, 
dwNumberOfBytesToMap) 

引数 型式 説明 

hFileMappingObject HANDLE CreateFileMapping のハンドルを指定 

dwDesiredAccess DWORD アクセスタイプの指定。 

FILE_MAP_ALL_ACCESS を指定 

dwFileOffsetHigh DWORD オフセット位置の上位 32bit。0 を指定 

dwFileOffsetLow DWORD オフセット位置の下位 32bit。0 を指定 

dwNumberOfBytesToMap DWORD バッファサイズ。0を指定して共有メモリ

全てにアクセス 

注意)用意された共有メモリの状態をオシロスコープに知らせるため、事前にヘッダ領域を初期化する必

要があります。呼び出されたときにヘッダ領域が空の状態だと、オシロスコープ側は共有メモリにデータ

を配置しません。 

戻り値 

 共有メモリのメモリ空間アドレスのポインタを返します。 

CreateEvent 

２つのプロセスが同時に共有メモリにアクセスしてしまうことを避けるため、双方からのイベント通知に

よりフロー制御を行います。ユーザーアプリケーション側はオシロスコープから送信される Data 

Available イベントを待機し、またオシロスコープへ処理が終了したことを知らせる Processing Complete

イベントを送信します。 

２つのイベントは CreateEvent()関数により作成します。 

構文 

インクルード：windows.h 
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HANDLE CreateEvent(Security,  ManualReset,  InitialState, EventName); 

引数 型式 説明 

Security LPSECURITY_ATTRIBUTES セキュリティ属性。NULL を指定 

ManualReset BOOL シグナルのリセット方法、自動の FALSE

を指定 

InitialState BOOL 初期状態が非シグナル状態の FALSE を

指定 

EventName LPCTSTR イベント名。FastWavePort の設定から作

られる名前を指定 

戻り値 

EventName 指定したオブジェクトのハンドルを戻します。WaitForSingleObject()や SetEvent()関数で使

用します。 

WaitForSingleObject 

CreateEvent で作成したオシロスコープからのイベントはWaitForSingleObject()で待ち受けます。 

構文 

インクルード：windows.h 

DWORD WaitForSingleObject(hHandle, dwMilliseconds); 

引数 型式 説明 

hHandle HANDLE CretateEvent で作成した Data Available

イベントのハンドルを指定 

dwMilliseconds DWORD シグナルを待機する時間。INFINITE を指

定 

戻り値 

INFINITE(無制限に待機)を指定しているため、戻り値はシグナル状態を示す 0x0 が返ります。 

SetEvent 

CreateEventで作成したオシロスコープに通知する処理終了のイベントを SetEventで通知します。 

構文 

インクルード：windows.h 

SetEvent(hHandle); 

引数 型式 説明 

hHandle HANDLE CretateEvent で作成した Processing 

Complete イベントのハンドルを指定 
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イベント名と共有メモリ名 

イベント名と共有メモリ名はベース名称の Port Name から作られます。Port Name は Fast Wave Port演算

や Fast MultiW Port計測パラメータの設定により決まります。 

オシロスコープが波形を捕捉し、ユーザーアプリケーションに新しい波形データがあることを知らせるイ

ベントは”ベース名＋MutexDataAvailable”になります。波形データが含まれている共有メモリは”ベース名

+File”になります。ユーザーアプリケーションの処理が終了し、オシロスコープに通知するイベントの名称

は”ベース名+ MutexProcessingComplete”になります。 

注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

FastWavePortで使用する名前 

FastWavePort と外部プログラムの間は同じ名前を使うことでアプリケーション間の呼び出しを可能にし

ています。名前は FastWavePort 設定の Part Nameで設定します。 

 

Port Nameを FastWavePort1 とした場合、次のようにイベントや共有メモリ名が設定されます。 

 フォーマット 

FastWavePort1とした場合の例 

共有メモリ ポート名+ File 

FastWavePort1File 

ユーザーアプリへのイベント ポート名+ MutexDataAvailable 

FastWavePort1MutexDataAvailable 

XStream への完了のイベント ポート名+ MutexProcessingComplete 

FastWavePort1MutexProcessingComplete 
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FastMultiWavePortで使用する名前 

FastMultiWavePort は複数入力、複数出力が可能です。次のように XWEB を使いそれぞれの入出力を定

義することができます。In1～In4 および Wi1～Wi4 はアナログ入出力、Pi1,Pi2 はパラメータ入力、Pm1

～Pm8 はパラメータ出力です。XWEB 上で波形データは In1～In4と Wi1～Wi4に分かれていますが、共

有メモリとして同じメモリを使用します。例えば In1 は Wi1 と同じメモリ使用しますが、データの流れ

として XWEB上では In1や Wi1に分かれています。 

 

FastMultiWavePort内でポート名を設定します。 

 

Port Nameを FMWavePort1 とした場合、次のようにイベントや共有メモリ名が設定されます。 

接続端子名 名称 ポート名を FMWavePort1 とした場合の例 

In1, Wi1 ポート名+ FileIn1 FMWavePort1FileIn1 

In2, Wi2 ポート名+ FileIn2 FMWavePort1FileIn2 

In3, Wi3 ポート名+ FileIn3 FMWavePort1FileIn3 

In4, Wi4 ポート名+ FileIn4 FMWavePort1FileIn4 

Pi1 ポート名+ Param1 FMWavePort1FileInParam1 

Pi2 ポート名+ Param2 FMWavePort1FileInParam2 

Pm1 ポート名+ FileOut1 FMWavePort1FileOut1 

Pm2 ポート名+ FileOut2 FMWavePort1FileOut2 

Pm3 ポート名+ FileOut3 FMWavePort1FileOut3 

Pm4 ポート名+ FileOut4 FMWavePort1FileOut4 

Pm5 ポート名+ FileOut5 FMWavePort1FileOut5 

Pm6 ポート名+ FileOut6 FMWavePort1FileOut6 
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Pm7 ポート名+ FileOut7 FMWavePort1FileOut7 

Pm8 ポート名+ FileOut8 FMWavePort1FileOut8 

 

Xstrem の FastWavePortから外部プログラムを呼び出すイベント名 

名称 ポート名を FMWavePort1 とした場合の例 

ポート名+ MutexDataAvailable FMWavePort1MutexDataAvailable 

 

外部プログラムから Xstrem の FastWavePortへ処理終了を通知するイベント名 

名称 ポート名を FMWavePort1 とした場合の例 

ポート名+ MutexProcessingComplete FMWavePort1MutexProcessingComplete 
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コードの流れ 

リアルタイムサンプリング時の波形処理(FastWavePort) 

1. CreateFileMapping を使用して波形用共有メモリのハンドルを取得 

2. 手順 1 から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセス

できるように Viewを取得。 

3. CreateEvent を使用してオシロスコープからユーザーアプリケーションを呼び出するときに使う Data 

Available イベントを生成 

4. CreateEvent を使用してオシロスコープ処理終了の通知に使う Processing Complete イベントの生成 

5. 手順 3 で生成した Data Availableイベントが発生するまで WaitForSingleObject を使い待機 

6. Data Availableイベント発生後に手順 2で MapViewOfFile により得られたポインタを使い、先頭にある

CDescHeader 構造体に含まれるプロパティを確認 

7. 手順 2 で得られたポインタから CDescHeader構造体のデータサイズだけポインタを進ませ、データ開

始位置のポインタを取得 

8. 手順 7 で得られた波形のポインタを使い、波形データの取り出しや書き換えを行う 

9. 手順 4 で生成した Processing Complete イベントを Set Eventで発生 

リアルタイムサンプリング時の波形処理(FastMultiWavePort) 

1. CreateFileMapping を使用して波形用共有メモリのハンドルを取得 

2. 手順 1 から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセス

できるように Viewを取得。 

3. CreateEvent を使用してオシロスコープからユーザーアプリケーションを呼び出するときに使う Data 

Available イベントを生成 

4. CreateEvent を使用してオシロスコープ処理終了の通知に使う Processing Complete イベントの生成 

5. 手順 2 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CWaveDescHeader構造体に含

まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _int16WformDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CWaveDescHeaderSize 

windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM 

6. 手順 3 で生成した Data Availableイベントが発生するまで WaitForSingleObject を使い待機 

7. Data Availableイベント発生後に手順 2で MapViewOfFile により得られたポインタを使い、先頭にある

CWaveDescHeader構造体に含まれるプロパティを確認 
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8. 手順 2 で得られたポインタから CWaveDescHeader 構造体のデータサイズだけポインタを進ませ、デ

ータ開始位置のポインタを取得 

9. 手順８で得られた波形のポインタを使い、波形データの取り出しや書き換えを行う 

10. 手順 4 で生成した Processing Complete イベントを Set Event で発生 

シーケンス波形の波形処理(FastMultiWavePort) 

1. CreateFileMapping を使用して波形用共有メモリのハンドルを取得 

2. 手順 1 から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセス

できるように Viewを取得。 

3. CreateEvent を使用してオシロスコープからユーザーアプリケーションを呼び出するときに使う Data 

Available イベントを生成 

4. CreateEvent を使用してオシロスコープ処理終了の通知に使う Processing Complete イベントの生成 

5. 手順 2 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CWaveDescHeader構造体に含

まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _int16WformDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CWaveDescHeaderSize 

windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM 

6. 手順 3 で生成した Data Availableイベントが発生するまで WaitForSingleObject を使い待機 

7. Data Availableイベント発生後に手順 2で MapViewOfFile により得られたポインタを使い、先頭にある

CWaveDescHeader構造体に含まれるプロパティを確認 

8. 手順 2 で得られたポインタから CWaveDescHeader 構造体のデータサイズだけポインタを進ませ、デ

ータ開始位置のポインタを取得 

9. 手順８で得られた波形のポインタを使い、波形データの取り出しや書き換えを行う 

10. データ開始位置からデータの大きさだけポインタを進ませ、シーケンスのミニヘッダ

CWaveDescMiniHeader構造体に含まれるプロパティを確認 

11. 手順 10 で得られたポインタから CWaveDescMiniHeader 構造体のデータサイズだけポインタを進

ませ、データ開始位置のポインタを取得 

12. 手順 11で得られた波形のポインタを使い、波形データの取り出しや書き換えを行う 

13. セグメントの数だけ手順 10、11,12 を繰り返す 

14. 手順 4 で生成した Processing Complete イベントを Set Eventで発生 
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Pi1 に接続されたパラメータ値を読み込む(FastMultiWavePort) 

他のパラメータ計測で測定した値を入力します。しかし Data Available イベントの発生は波形入力に結び

ついているため、使用しませんが波形の共有メモリも使用できるように初期化する必要があります。 

１．CreateFileMapping を使用して波形用共有メモリのハンドルを取得 

２．手順 1から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセ

スできるように View を取得。 

３．CreateFileMapping を使用して計測パラメータの共有メモリのハンドルを取得 

４．手順 3から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセ

スできるように View を取得 

５．CreateEvent を使用してオシロスコープからユーザーアプリケーションを呼び出するときに使う

Data Available イベントを生成 

６．CreateEvent を使用してオシロスコープ処理終了の通知に使う Processing Complete イベントの生

成 

７．手順 2 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CWaveDescHeader構造体に

含まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _int16WformDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CWaveDescHeaderSize 

windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM 

８．手順 4 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CParameterDescHeader構造

体に含まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _parameterDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CParameterDescHeaderSize 

windowSize =  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER 

９．手順 5 で生成した Data Availableイベントが発生するまで WaitForSingleObject を使い待機 

１０．Data Availableイベント発生後に手順 4で MapViewOfFile により得られたポインタを使い、先頭に

ある CParameterDescHeader 構造体に含まれるプロパティを確認 

１１．手順 4 で得られたポインタから CParameterDescHeader 構造体のデータサイズだけポインタを進

ませ、計測パラメータのデータ構造体 CParameterValue の開始位置のポインタを取得 

１２．手順 11で得られたデータ構造体を使い、計測パラメータのデータを取り出す 
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リアルタイムサンプリングの波形から計測パラメータの Pm1 へ出力(FastMultiWavePort) 

１．CreateFileMapping を使用して波形用共有メモリのハンドルを取得 

２．手順 1から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセ

スできるように View を取得。 

３．CreateFileMapping を使用して計測パラメータの共有メモリのハンドルを取得 

４．手順 3から得られたハンドルを使い MapViewOfFile を使用してプログラムから共有メモリへアクセ

スできるように View を取得 

５．CreateEvent を使用してオシロスコープからユーザーアプリケーションを呼び出するときに使う

Data Available イベントを生成 

６．CreateEvent を使用してオシロスコープ処理終了の通知に使う Processing Complete イベントの生

成 

７．手順 2 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CWaveDescHeader構造体に

含まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _int16WformDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CWaveDescHeaderSize 

windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM 

８．手順 4 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CParameterDescHeader構造

体に含まれるプロパティを初期化。次のように初期化の値を設定する 

descType = _parameterDescriptor 

descVersion = 1 

headerSize = CParameterDescHeaderSize 

windowSize =  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER 

９．手順 5 で生成した Data Availableイベントが発生するまで WaitForSingleObject を使い待機 

１０．Data Availableイベント発生後に手順 2で MapViewOfFile により得られたポインタを使い、先頭に

ある CWaveDescHeader構造体に含まれるプロパティを確認 

１１．手順 2で得られたポインタからCWaveDescHeader構造体のデータサイズだけポインタを進ませ、

データ開始位置のポインタを取得 

１２．手順１１で得られた波形のポインタを使い、波形データを解析し、出力する計測データを求める 

１３．手順 4 で MapViewOfFileにより得られたポインタを使い、先頭にある CParameterDescHeader構

造体に含まれるプロパティを更新 最低次のプロパティを更新する必要があります。 

flags = LStatus_Valid 

numValues=1  //データ数 
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verResolution = 0.01  //計測データの垂直分解能 

horResolution= 0.00001 //計測データの水平分解能 波形の horResoluton のコピーなど 

１４．手順 4 で得られたポインタから CParameterDescHeader 構造体のデータサイズだけポインタを進

ませ、計測パラメータのデータ構造体 CParameterValue の開始位置のポインタを取得 

１５．手順 1４で得られたデータ構造体を使い、計測パラメータのデータを設定する。最低次のプロパテ

ィを更新する必要があります。 

value= 出力するデータ 

startOfRegion=計測先頭位置の時間 

endOfRegion=計測終了位置の時間 

flags= LStatus_Valid //有効なデータであることを示す 
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参考例 

波形反転サンプルコード(FastWavePortを使用) 

リアルタイムサンプリングモードで捕捉された波形を反転させるサンプルです。このサンプルは

FastWavePortを使用して反転させています。 

(オシロスコープ側の設定) 

F1 などの Math で FastWavePort を選択し、右側にある FastWavePort のタブにある Port Name を

FastWavePort1に設定します。 

 

注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

 

 

次のコードをコンパイルし、実行ファイルを起動します。 

#include "windows.h"  
#include <stdio.h>  
 
typedef unsigned __int64 lecTimeStamp;  
lecTimeStamp lecTimeStampOneSecond = 1000000000; 
 
struct CDescHeader  
{ 
 int descVersion;  
 int flags; 
 int headerSize; 
 int windowSize; 
 int numSamples; 
 int segmentIndex; 
 int numSweeps;  
 int _dummy1; 
 
 double verGain; 
 double verOffset; 
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 double verResolution; 
 double horInterval; 
 double horOffset; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
};  
const unsigned long HEADER_SIZE = 0x1000 ; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE = 80000000 + HEADER_SIZE; 
 
int main(int argc, char* argv[])  
{ 
 char szMapFileName[] = "FastWavePort1File";  
 char szMutexDataAvailableName[] = "FastWavePort1MutexDataAvailable";  
 char szMutexProcessingCompleteName[] = "FastWavePort1MutexProcessingComplete";  
 
 HANDLE m_hMMFile = CreateFileMapping ((HANDLE)0xffffffff, NULL, PAGE_READWRITE, 0, 
MEM_MAP_FILE_SIZE, szMapFileName);  
 if(m_hMMFile == 0)  
 { 
   printf("Unable to create file mapping¥n");  
  return 0;  
 } 
 short *m_lpMMFile = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0, 0);  
 if(m_lpMMFile == 0)  
 {  
  printf("Unable to map view of file¥n");  
  return 0;  
 } 
 HANDLE m_hDataAvailable = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, szMutexDataAvailableName);  
 HANDLE m_hProcessingComplete = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE, 
szMutexProcessingCompleteName);  
 if(m_hDataAvailable == 0 || m_hProcessingComplete == 0)  
 {  
  printf("Unable to open events¥n");  
  return 0;  
 }  
 
 while(1)  
 {  
  int i = 0;  
  printf("Waiting for new data...¥n");  
  DWORD waitSuccess = WaitForSingleObject(m_hDataAvailable, INFINITE);  
  CDescHeader *descHeader = (CDescHeader *) &m_lpMMFile[0];  
  short *m_lpWaveform = &m_lpMMFile[descHeader->headerSize / sizeof(short)];  
  for(i = 0; i < descHeader->numSamples; ++i)  
  {  
   m_lpWaveform[i]=m_lpWaveform[i]*-1; 
  } 
  SetEvent(m_hProcessingComplete);  
 }  
 return 0; 
} 
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波形反転サンプルコード(FastMultiWavePort を使用) 

リアルタイムサンプリングモードで捕捉された波形を反転させるサンプルです。このサンプルは

FastMultiWavePortを使用して反転させています。 

(オシロスコープ側の設定) 

１． F1 などの Mathで Web Edit を選択し、Show Processing Web のボタンを押します。 

 

２． Add Measure ボタンを押し、Custom カテゴリに含まれる Fast MultiW Portを選択します。 

 

３． C1からドラックして In1に接続し、Wf1からドラックして F1に接続します。 

４． Fast MultiW Portをタッチすると、MultiWavePort のタブが表示されます。この中の Port Name を

ユーザープログラム内の共有名やイベント名と一致するように設定します。 

 

５． Closeボタンを押して WebEdit 画面から抜けます。 
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注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

 

次のコードをコンパイルし、実行ファイルを起動します。 

#include "windows.h" 
 
#pragma pack(push, 4) 
 
typedef unsigned __int64 lecStatusFlags; 
typedef unsigned __int64 lecTimeStamp; 
 
const lecStatusFlags LStatus_Valid = 0x0000000000000; 
 
struct CFrameInfo 
{ 
 double horFrameStart; 
 double horFrameStop; 
 double verFrameStart; 
 double verFrameStop; 
}; 
 
typedef enum lecDescType 
{ 
  _int16WformDescriptor, 
  _floatWformDescriptor, 
  _miniWaveformDescriptor, 
  _parameterDescriptor, 
  _histogramDescriptor, 
  _persistenceDescriptor, 
  _tableDescriptor 
} lecDescType; 
 
struct CWaveDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize; 
 int windowSize; 
 int numHorVariances; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int numSegments; 
 int numSamples; 
 int segmentIndex; 
 int numSweeps; 
 
 double verGain; 
 double verOffset; 
 double verResolution; 
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 double horInterval; 
 double horOffset; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CWaveDescHeaderSize = sizeof(CWaveDescHeader); 
#pragma pack(pop) 
 
const unsigned long HEADER_SIZE = 0x1000; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM = 80000000 + CWaveDescHeaderSize; 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    char szMapFileName1[]  = "FMWavePort1FileIn1"; 
    HANDLE m_hMMFile1 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM, szMapFileName1); 
    short *m_lpMMFile1 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile1, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0,   0);                      
 
    char szMutexDataAvailableName[]         = "FMWavePort1MutexDataAvailable"; 
    char szMutexProcessingCompleteName[]    = "FMWavePort1MutexProcessingComplete"; 
    HANDLE m_hDataAvailable = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , szMutexDataAvailableName); 
    HANDLE m_hProcessingComplete = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , 
szMutexProcessingCompleteName); 
 
 CWaveDescHeader* descWaveformHeader; 
 descWaveformHeader = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
 descWaveformHeader->descType = _int16WformDescriptor; 
 descWaveformHeader->descVersion = 1; 
 descWaveformHeader->headerSize = CWaveDescHeaderSize; 
 descWaveformHeader->windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM; 
 
    while(1) 
    { 
  int i =0; 
        DWORD waitSuccess = WaitForSingleObject(m_hDataAvailable, INFINITE); 
        CWaveDescHeader *descHeader1 = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
 
  short *m_lpWaveform1=(short*)&m_lpMMFile1[CWaveDescHeaderSize/sizeof(short)]; 
  for(i=0;i<descHeader1->numSamples;i++){ 
   m_lpWaveform1[i]=m_lpWaveform1[i]*-1; 
  } 
        SetEvent(m_hProcessingComplete); 
    } 
 return 0; 
} 

 



 

100 

 

シーケンス波形反転サンプルコード(FastMultiWavePort を使用) 

シーケンスモードで捕捉された波形を反転させるサンプルです。このサンプルは FastMultiWavePortを使

用して反転させています（リアルタイムサンプリングでは動作しません)。 

(オシロスコープ側の設定) 

１． F1 などの Mathで Web Edit を選択し、Show Processing Web のボタンを押します。 

 

２． Add Measure ボタンを押し、Custom カテゴリに含まれる Fast MultiW Portを選択します。 

 

３． C1からドラックして In1に接続し、Wf1からドラックして F1に接続します。 

４． Fast MultiW Portをタッチすると、MultiWavePort のタブが表示されます。この中の Port Name を

ユーザープログラム内の共有名やイベント名と一致するように設定します。 

 

５． Closeボタンを押して WebEdit 画面から抜けます。 
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注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

 

次のコードをコンパイルし、実行ファイルを起動します。 

#include "windows.h" 
 
#pragma pack(push, 4) 
 
typedef unsigned __int64 lecStatusFlags; 
typedef unsigned __int64 lecTimeStamp; 
 
const lecStatusFlags LStatus_Valid = 0x0000000000000; 
 
struct CFrameInfo 
{ 
 double horFrameStart; 
 double horFrameStop; 
 double verFrameStart; 
 double verFrameStop; 
}; 
 
typedef enum lecDescType 
{ 
 _int16WformDescriptor, 
 _floatWformDescriptor, 
 _miniWaveformDescriptor, 
 _parameterDescriptor, 
 _histogramDescriptor, 
 _persistenceDescriptor, 
 _tableDescriptor 
} lecDescType; 
 
struct CWaveDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize; 
 int windowSize; 
 int numHorVariances; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int numSegments; 
 int numSamples; 
 int segmentIndex; 
 int numSweeps; 
 
 double verGain; 
 double verOffset; 
 double verResolution; 
 double horInterval; 
 double horOffset; 
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 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CWaveDescHeaderSize = sizeof(CWaveDescHeader); 
struct CWaveDescMiniHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize;  
 int windowSize;  
 int numSamples; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int segmentIndex; 
 int _dummy1; 
 
 double horOffset; 
 lecTimeStamp trigTime; 
}; 
const int CWaveDescMiniHeaderSize = sizeof(CWaveDescMiniHeader); 
 
#pragma pack(pop) 
 
const unsigned long HEADER_SIZE = 0x1000; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM = 80000000 + CWaveDescHeaderSize; 
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    char szMapFileName1[]  = "FMWavePort1FileIn1"; 
    HANDLE m_hMMFile1 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM, szMapFileName1); 
    short *m_lpMMFile1 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile1, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0,   0);                      
 
    char szMutexDataAvailableName[]         = "FMWavePort1MutexDataAvailable"; 
    char szMutexProcessingCompleteName[]    = "FMWavePort1MutexProcessingComplete"; 
    HANDLE m_hDataAvailable = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , szMutexDataAvailableName); 
    HANDLE m_hProcessingComplete = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , 
szMutexProcessingCompleteName); 
 
 CWaveDescHeader* descWaveformHeader; 
 descWaveformHeader = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
 descWaveformHeader->descType = _int16WformDescriptor; 
 descWaveformHeader->descVersion = 1; 
 descWaveformHeader->headerSize = CWaveDescHeaderSize; 
 descWaveformHeader->windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM; 
 
    while(1) 
    { 
  int i =0; 
        DWORD waitSuccess = WaitForSingleObject(m_hDataAvailable, INFINITE); 
 
        CWaveDescHeader *descHeader = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
  CWaveDescMiniHeader *descMiniHeader; 
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  int numSegments = descHeader->numSegments; 
  int numSamples =descHeader->numSamples; 
  short *m_lpWaveform=(short*)&m_lpMMFile1[CWaveDescHeaderSize/sizeof(short)]; 
 
  for(int segment = 0; segment < numSegments; ++segment){ 
   if(segment>0){ 
    descMiniHeader = (CWaveDescMiniHeader*)m_lpWaveform; 
    numSamples = descMiniHeader->numSamples; 
    m_lpWaveform += CWaveDescMiniHeaderSize / sizeof(short); 
   } 
   for(i=0;i<numSamples;i++){ 
    m_lpWaveform[i]=m_lpWaveform[i]*-1; 
   } 
   m_lpWaveform += numSamples; 
  } 
        SetEvent(m_hProcessingComplete); 
    } 
 return 0; 
} 
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Pi1 に接続したパラメータをコンソールへ出力(FastMultiWavePortを使用) 

他の計測パラメータの測定値を FastMultiWavePort でコンソールに出力するサンプルです。 

(オシロスコープ側の設定) 

１． P1に通常の計測パラメータを設定します 

 

２． P2などの計測パラメータで Advanced Web Edit を選択し、Show Processing Web のボタンを押し

ます。 

 

３． Add Measure ボタンを押し、Custom カテゴリに含まれる Fast MultiW Portを選択します。 
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４． C1からドラックして In1に接続し、P1 からドラックして Pi1に接続します。 

５． Fast MultiW Portをタッチすると、MultiWavePort のタブが表示されます。この中の Port Name を

ユーザープログラム内の共有名やイベント名と一致するように設定します。 

 

６． Closeボタンを押して WebEdit 画面から抜けます 

注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

 

次のコードをコンパイルし、実行ファイルを起動します。 

#include "windows.h" 
#include <stdio.h> 
 
#pragma pack(push, 4) 
 
typedef unsigned __int64 lecStatusFlags; 
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typedef unsigned __int64 lecTimeStamp; 
 
const lecStatusFlags LStatus_Valid = 0x0000000000000; 
 
struct CFrameInfo 
{ 
 double horFrameStart; 
 double horFrameStop; 
 double verFrameStart; 
 double verFrameStop; 
}; 
 
typedef enum lecDescType 
{ 
  _int16WformDescriptor, 
  _floatWformDescriptor, 
  _miniWaveformDescriptor, 
  _parameterDescriptor, 
  _histogramDescriptor, 
  _persistenceDescriptor, 
  _tableDescriptor 
} lecDescType; 
 
struct CWaveDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize; 
 int windowSize; 
 int numHorVariances; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int numSegments; 
 int numSamples; 
 int segmentIndex; 
 int numSweeps; 
 
 double verGain; 
 double verOffset; 
 double verResolution; 
 double horInterval; 
 double horOffset; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CWaveDescHeaderSize = sizeof(CWaveDescHeader); 
struct CParameterDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize;   
 int windowSize;   
 int numValues; 
 lecDescType descType; 
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 lecStatusFlags flags; 
 int _dummy0; 
 int _dummy1; 
 
 double verResolution; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
           
 double inpHorInterval; 
 double inpHorOffset; 
 double inpHorResolution; 
 int inpNumSamples; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CParameterDescHeaderSize = sizeof(CParameterDescHeader); 
 
struct CParameterValue 
{ 
 double value; 
 double startOfRegion; 
 double endOfRegion; 
 lecStatusFlags flags; 
}; 
 
const int CParameterValueSize = sizeof(CParameterValue); 
 
#pragma pack(pop) 
 
const unsigned long HEADER_SIZE = 0x1000; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM = 80000000 + CWaveDescHeaderSize; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER = 1000 * CParameterValueSize + 
CParameterDescHeaderSize; // some space  
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    char szMapFileName1[]  = "FMWavePort1FileIn1"; 
    HANDLE m_hMMFile1 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM, szMapFileName1); 
    short *m_lpMMFile1 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile1, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0,   0);                      
 
    char szMapFileNameP1[]                    = "FMWavePort1FileInParam1"; 
 HANDLE m_hMMFileParam1 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER, szMapFileNameP1); 
 short *m_lpMMFileParam1 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFileParam1, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 
0, 0, 0); 
 
 CParameterDescHeader* descInputParamHeader; 
 descInputParamHeader = (CParameterDescHeader *) m_lpMMFileParam1; 
 descInputParamHeader->descType = _parameterDescriptor; 
 descInputParamHeader->descVersion = 1; 
 descInputParamHeader->headerSize = CParameterDescHeaderSize; 
 descInputParamHeader->windowSize =  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER; 
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    char szMutexDataAvailableName[]         = "FMWavePort1MutexDataAvailable"; 
    char szMutexProcessingCompleteName[]    = "FMWavePort1MutexProcessingComplete"; 
    HANDLE m_hDataAvailable = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , szMutexDataAvailableName); 
    HANDLE m_hProcessingComplete = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , 
szMutexProcessingCompleteName); 
 
 CWaveDescHeader* descWaveformHeader; 
 descWaveformHeader = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
 descWaveformHeader->descType = _int16WformDescriptor; 
 descWaveformHeader->descVersion = 1; 
 descWaveformHeader->headerSize = CWaveDescHeaderSize; 
 descWaveformHeader->windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM; 
 
 
    while(1) 
    { 
        DWORD waitSuccess = WaitForSingleObject(m_hDataAvailable, INFINITE); 
 
  CParameterValue* myInputValuePointer; 
  CParameterDescHeader* descInputParamHeader= (CParameterDescHeader *) 
m_lpMMFileParam1; 
  if(descInputParamHeader->descType == _parameterDescriptor && 
   descInputParamHeader->descVersion == 1 && 
   descInputParamHeader->headerSize == CParameterDescHeaderSize && 
   descInputParamHeader->flags == LStatus_Valid){ 
    int numValues = descInputParamHeader->numValues; 
    for(int p=0; p<numValues;p++){ 
     myInputValuePointer= 
(CParameterValue*)&m_lpMMFileParam1[(CParameterDescHeaderSize+CParameterValueSize*p)/sizeo
f(short)]; 
     printf("ParamVlue %1f ¥n", myInputValuePointer->value); 
     printf("StartOfRegion %e ¥n", myInputValuePointer->startOfRegion); 
     printf("EndOfRegion %e ¥n", myInputValuePointer->endOfRegion); 
    } 
  } 
        SetEvent(m_hProcessingComplete); 
    } 
 return 0; 
} 
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波形から Max を計測しパラメータの Pm1 へ出力(FastMultiWavePort を使用) 

リアルタイム波形から最大値を計測し、Pm1 に値を出力する FastMultiWavePort のサンプルです。 

(オシロスコープ側の設定) 

１． P2などの計測パラメータで Advanced Web Edit を選択し、Show Processing Web のボタンを押し

ます。 

 

２． Add Measure ボタンを押し、Custom カテゴリに含まれる Fast MultiW Portを選択します。 

 

３． C1からドラックして In1に接続し、Pm1 からドラックして P1に接続します。 

４． Fast MultiW Portをタッチすると、MultiWavePort のタブが表示されます。この中の Port Name を

ユーザープログラム内の共有名やイベント名と一致するように設定します。 
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５． Closeボタンを押して WebEdit 画面から抜けます 

注意) ユーザープログラム起動前にオシロスコープ側でユーザープログラムを呼び出そうとすると、後で

ユーザープログラムを起動しても正常に呼び出せないことがあります。その場合、オシロスコープのアプ

リケーションとユーザープログラムの両方を一度終了し、ユーザープログラムを起動した後にオシロスコ

ープのアプリケーションを起動してください。 

 

次のコードをコンパイルし、実行ファイルを起動します。 

#include "windows.h" 
#include <stdio.h> 
 
#pragma pack(push, 4) 
 
typedef unsigned __int64 lecStatusFlags; 
typedef unsigned __int64 lecTimeStamp; 
 
const lecStatusFlags LStatus_Valid = 0x0000000000000; 
 
struct CFrameInfo 
{ 
 double horFrameStart; 
 double horFrameStop; 
 double verFrameStart; 
 double verFrameStop; 
}; 
 
typedef enum lecDescType 
{ 
  _int16WformDescriptor, 
  _floatWformDescriptor, 
  _miniWaveformDescriptor, 
  _parameterDescriptor, 
  _histogramDescriptor, 
  _persistenceDescriptor, 
  _tableDescriptor 
} lecDescType; 
 
struct CWaveDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize; 
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 int windowSize; 
 int numHorVariances; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int numSegments; 
 int numSamples; 
 int segmentIndex; 
 int numSweeps; 
 
 double verGain; 
 double verOffset; 
 double verResolution; 
 double horInterval; 
 double horOffset; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CWaveDescHeaderSize = sizeof(CWaveDescHeader); 
struct CParameterDescHeader 
{ 
 int descVersion; 
 int headerSize;   
 int windowSize;   
 int numValues; 
 lecDescType descType; 
 lecStatusFlags flags; 
 int _dummy0; 
 int _dummy1; 
 
 double verResolution; 
 double horResolution; 
 lecTimeStamp trigTime; 
 char verUnit[48]; 
 char horUnit[48]; 
           
 double inpHorInterval; 
 double inpHorOffset; 
 double inpHorResolution; 
 int inpNumSamples; 
 CFrameInfo frameInfo; 
}; 
const int CParameterDescHeaderSize = sizeof(CParameterDescHeader); 
 
struct CParameterValue 
{ 
 double value; 
 double startOfRegion; 
 double endOfRegion; 
 lecStatusFlags flags; 
}; 
 
const int CParameterValueSize = sizeof(CParameterValue); 
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#pragma pack(pop) 
 
const unsigned long HEADER_SIZE = 0x1000; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM = 80000000 + CWaveDescHeaderSize; 
const unsigned long MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER = 1000 * CParameterValueSize + 
CParameterDescHeaderSize; // some space  
 
int main(int argc, char* argv[]) 
{ 
    char szMapFileName1[]  = "FMWavePort1FileIn1"; 
    HANDLE m_hMMFile1 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, 
PAGE_READWRITE, 0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM, szMapFileName1); 
    short *m_lpMMFile1 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile1, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0,   0);                      
 
 char szMapFileName3[]                    = "FMWavePort1FileOut1"; 
 HANDLE m_hMMFile3 = CreateFileMapping (INVALID_HANDLE_VALUE, NULL, PAGE_READWRITE, 
0,  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER, szMapFileName3); 
 short *m_lpMMFile3 = (short *)MapViewOfFile (m_hMMFile3, FILE_MAP_ALL_ACCESS, 0, 0,   0);                      
 
 CParameterDescHeader* descOutputParamHeader; 
 descOutputParamHeader = (CParameterDescHeader *) m_lpMMFile3; 
 descOutputParamHeader->descType = _parameterDescriptor; 
 descOutputParamHeader->descVersion = 1; 
 descOutputParamHeader->headerSize = CParameterDescHeaderSize; 
 descOutputParamHeader->windowSize =  MEM_MAP_FILE_SIZE_PARAMETER; 
 
    char szMutexDataAvailableName[]         = "FMWavePort1MutexDataAvailable"; 
    char szMutexProcessingCompleteName[]    = "FMWavePort1MutexProcessingComplete"; 
    HANDLE m_hDataAvailable = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , szMutexDataAvailableName); 
    HANDLE m_hProcessingComplete = CreateEvent(NULL, FALSE, FALSE , 
szMutexProcessingCompleteName); 
 
 CWaveDescHeader* descWaveformHeader; 
 descWaveformHeader = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
 descWaveformHeader->descType = _int16WformDescriptor; 
 descWaveformHeader->descVersion = 1; 
 descWaveformHeader->headerSize = CWaveDescHeaderSize; 
 descWaveformHeader->windowSize = MEM_MAP_FILE_SIZE_WAVEFORM; 
 
    while(1) 
    { 
        DWORD waitSuccess = WaitForSingleObject(m_hDataAvailable, INFINITE); 
 
  CWaveDescHeader *descHeader1 = (CWaveDescHeader *) m_lpMMFile1; 
  short *m_lpWaveform1=(short*)&m_lpMMFile1[CWaveDescHeaderSize/sizeof(short)]; 
  int i=0; 
  short maxval=0; 
  for(i=0;i<descHeader1->numSamples;i++){ 
   if(m_lpWaveform1[i]>maxval) maxval=m_lpWaveform1[i]; 
  } 
  double dmaxval=maxval*descHeader1->verGain+descHeader1->verOffset; 
 
  CParameterValue* myInputValuePointer; 
  CParameterDescHeader* descOutputParamHeader= (CParameterDescHeader *) m_lpMMFile3; 
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  if(descOutputParamHeader->descType == _parameterDescriptor && 
   descOutputParamHeader->descVersion == 1 && 
   descOutputParamHeader->headerSize == CParameterDescHeaderSize ){ 
    strncpy(descOutputParamHeader->verUnit, "V", 47); 
    descOutputParamHeader->flags = LStatus_Valid; 
    descOutputParamHeader->numValues=1; 
    descOutputParamHeader->verResolution = 0.01; 
 
    myInputValuePointer= 
(CParameterValue*)&m_lpMMFile3[(CParameterDescHeaderSize)/sizeof(short)]; 
    myInputValuePointer->value=dmaxval; 
    myInputValuePointer->startOfRegion=descHeader1->horOffset; 
   
 myInputValuePointer->endOfRegion=descHeader1->horOffset+descHeader1->horInterval*(descHeade
r1->numSamples-1); 
    myInputValuePointer->flags= LStatus_Valid; 
  } 
        SetEvent(m_hProcessingComplete); 
    } 
 return 0; 
} 
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MATLAB 

MATLAB は Mathworks 社が開発している数値解析ソフトウェアです。XDEV を使用するとオシロスコープか

ら MATLABに直接波形データを渡し、MATLAB の豊富なライブラリを使い、解析することが可能です。解析

結果は波形やパラメータ値としてオシロスコープ上に表示させることができ、波形捕捉から解析結果の表示ま

で完全に組み込むことが可能です。 

 

必要条件 

⚫ XDEV オプション 

⚫ MATLAB バージョン 6.5以上 

注意) MATLAB はオシロスコープに搭載された Windows上にインストールします。インストール後、

MATLAB を一度起動し、そのまま終了してください。オシロスコープは MATLABを一度起動したことで、

MATLAB がインストールされていることを判断します。 

演算や計測で MATLAB を選択すると、インストールされた MATLAB が裏で起動します。 
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Matlab Script へのアクセス 

⚫ Math Script 

オシロスコープのメニューバーから[Math]→[F1 Setup…]などを選択します。 Operater1 で Custom カ

テゴリを選び、MATLAB Script を指定します。 

 

MATLAB mathを選択すると、オシロスコープにインストールした Matlabが起動します。そして次のよ

うに Source1と Source2の選択と、右側に Script Math のタブが表示され、Edit Codeでエディタを起

動できます。 

注意) Matlabは事前にインストールし、ライセンス認証を行ってください。Matlab単体で起動できない

場合、オシロスコープでは使用できません。 

 

 

Math で利用できるソースは波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、参照波形、

ヒストグラム、トラック、トレンドも指定できます。計測パラメータは指定できません。 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1Stセグメント以外利用できません。 

MATLAB タブにある MATLAB plot にチェックを入れると、演算の結果をグラフで表示することができ

ます。 
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⚫ Matlab param  

オシロスコープのメニューバーから[Measure]→[Measure Setup..]を選択します。Measureで Custom カ

テゴリを選び、Matlab param を選択します。 

Matlab paramを選択すると、次のように Source1と Source2 の選択と、右側に Script Mathのタブが表

示され、Edit Code でエディタを起動できます。 

 

計測パラメータで利用できるソース波形は波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、

参照波形、ヒストグラム、トラック、トレンドも指定できます。 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1stセグメント以外利用できません。 
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MATLAB Editor 

演算やパラメータで MATLAB を選択すると、コード編集用のエディタ(MATLAB Editor)を起動することがで

きます。このエディタはMATLAB のコードの書式で入力します。MATLABに豊富に用意された関数やユー

ザーが作成した関数も呼び出して計算することができます。 

 

作成したコードは Mファイルとして保存、または呼び出すことができます。 
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オシロスコープの変数(予約語) 

ソースで指定した波形を MATLAB Editor の中で使用することができます。WformIn1 変数はソース１波形

の配列です。WformIn2変数はソース 2波形の配列です。演算の MATLAB math は WformOutに配列を代入

すると画面に MATLAB で計算した結果を演算波形として出力することができます。測定の MATLAB param

は ParamOutに代入すると、パラメータの値として出力できます。 

変数名 説明 

WformIn1 
WformIn2 

ソース波形の配列変数です。WformIn1はソース１の波形、WformIn2はソース 2

の波形です。この値は Single（単精度浮動小数）の配列として波形が代入され

ています。 

WformOut 演算波形として出力する場合にこの変数に代入します。波形の配列は Single（単

精度浮動小数）の配列です。(Pram ではサポートされません) 

ParamOut 測定値として出力する場合にこの変数に代入します。(Mathではサポートされま

せん) 

verUnits 垂直軸の単位を示す文字を入力します。例 ’V’や’A’など 

horUnits 水平軸の単位を示す文字を入力します。例 ’S’など 
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オシロスコープのアプリケーションに接続 

MATLAB script内で波形データは取得することが可能ですが、オシロスコープの別の情報を必要とする場合

は、actxserver でオシロスコープのアプリケーションに直接接続することができます。 

オシロスコープのアプリケーションはオシロスコープから Windows 画面に抜け、デスクトップにある

XStreamBrowser、または MAUI Studio Browser のリンクをクリックしてアクセスします。起動してローカ

ルの XStream アプリケーションにアクセスすると、XStream ブラウザの左側にツリーが表示され、右側に

選択されたフォルダに含まれる設定がリストとして右側に表示されます。Matlab スクリプトからこれらの

アイテムにアクセスすることができ、設定やデータへのアクセスが可能になります。 

 

オシロスコープのオブジェクトは Matlab の actxserver 関数を使いルートのオブジェクトを使用します。オ

ブジェクトの指定は文字列で‘Lecroy.XStreamDSO’を指定します。 

オシロスコープのオブジェクトを取得して app変数に割り当てるには次のようにします。 

app=actxserver(‘Lecroy.XStreamDSO’); 

オブジェクトから下の階層のオブジェクトにアクセスするには Object.Item(‘アイテム名’)メゾットを使い取

得します。オシロスコープのルートが app 変数に保存されている場合、Acquisition のオブジェクトを取得

する場合には次のようにします。 

acq = app.Object.Item('Acquisition'); 

更にその下の階層にある C1にアクセスするには次のようにします。 

C1=acq.Object.Item(‘C1’); 

注意)Out.Resultオブジェクトだけは次のようにオブジェクトを取得します。 

C1Result=C1.Out.Result; 

また、Result以下にあるプロパティは次のように取得できます 

Samples=C1Result.Samples 

次にリスト側に表示されている各設定のプロパティ情報を取得するには getメゾットを使用します。 

値=get(オブジェクト,’Value’) 
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例えば C1 に含まれる VerScale の値を読むには次のように get の第 1 引数にアイテムを指定し、第 2 引数

に’Value’をしています。 

C1VDiv = get(C1.Item('VerScale'), 'Value'); 

逆にリスト側に表示されている各設定のプロパティ情報を更新するには setメゾットを使用します。 

Set(オブジェクト,’Value’,変更したい値); 

例えば C1 に含まれる VerScale の値を 0.98V に変更したい場合は、次のように set の第 1 引数にアイテム

を指定し、第 2 引数に’Value’,第 3 引数に 0.98を指定します。 

Set(C1.Item('VerScale'), 'Value',0.98); 

XStream ブラウザに表示されているアクションを実行するには Invokeメゾットを使用します。 

オブジェクト.Invoke(‘アクション名’,’ActNow’); 

例えば C1 に含まれる FindScale アクションを実行するには次のようにします。 

C1.Invoke(‘FindScale’,’ActNow’); 

 

オシロスコープアプリケーションの操作で使用するメゾット一覧 

メゾット 説明 

Actxserver(‘COM識別子’) オシロスコープのアプリケーションに接続する例 

acq = app.Object.Item('Acquisition'); 

Obj.Object.Item(‘アイテム名’) Obj に含まれるオブジェクトを取得することができます。次の例は

appオブジェクトに含まれるAcquisitionオブジェクトを取得する例

です 

acq = app.Object.Item('Acquisition'); 

get(オブジェクト,’Value’) 
プロパティの値は get メゾットで取得できます。オブジェクトを指

定し、第 2 引数で’Value’を指定します。 

C1VDiv = get(C1.Item('VerScale'), 'Value'); 

Set(オブジェクト,’Value’,値) 
プロパティの値を更新するには set メゾットを使用します。オブジ

ェクトを指定し、第 2引数で’Value’、更新したい値を指定します。 

Set(C1.Item(‘VerScale’), ‘Value’,0.98); 

Obj.Invoke(アクション名,’ActNow’) 
Obj に含まれるアクションの実行には Invokeを使用します。 

C1.Invoke(‘FindScale’,’ActNow’); 

 

例として、C1をトリガソース、C2を Matlab Param のソースとして設定し、C1に対する C2 の遅延を測定

するパラメータの例が次になります。必要なパラメータをオシロスコープのアプリケーションから取得して

遅延の計算に使用しています。 
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app=actxserver('Lecroy.XStreamDSO'); 
acq=app.Object.Item('Acquisition'); 
C2=acq.Object.Item('C2'); 
C2Res=C2.Out.Result; 
C2Samples=C2Res.Samples; 
C2HorPerStep=C2Res.HorizontalPerStep; 
C2HorOffset=C2Res.HorizontalOffset; 
 
Waveform=WformIn1; 
for K=1:C2Samples; 
 if (Waveform(K)>0) 
  Edge=K*C2HorPerStep+C2HorOffset; 
  break; 
 end; 
end; 
ParamOut=Edge; 

 

注意) ソース波形のプロパティを変更することにより、繰り返し Mathスクリプト呼び出しのイベントが

発生する可能性があります。これにより無限ループ状態となり最終的にオシロスコープのソフトウェアが

クラッシュする可能性があります。 

注意)ソース以外の波形や計測結果にアクセスする差場合には注意が必要です。ソースはその処理が事前

に完了していることを確実にするアルゴリズムが含まれていますが、それ以外は保証の限りではありませ

ん。以前の結果を元に処理される可能性があるため注意が必要です。 
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参考例 

次の弊社 Web サイトで Matlab を使った数多くのコード例を紹介しています(英文)。M ファイルのサンプ

ル例はダウンロード可能です。 

https://teledynelecroy.com/matlab/ 

こちらのサンプル以外に簡単な例を次に紹介します。 

Math：ソース 1の波形を反転 

%コード 

WformOut = WformIn1 * -1; 

 

 

Math：ソース１の波形をエンベロープ処理 

%コード 

[up,lo]  =envelope(WformIn1); 
WformOut = up; 

 

 

https://teledynelecroy.com/matlab/
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Math：ソース１の波形を移動平均 

%コード 

WformOut = movmean(WformIn1,100); 

 

 

Math：バターワース Lowpassフィルタの適用 

%コード 

CutoffFreq=10e6; %Cut off frequency 10MHz 
Order=1; %Butterworth filter order 1 ; output=order*20dB/decade  
NyquistFreq=1/horPerStep/2; 
Waveform = WformIn1; 
[b,a]=butter(Order,CutoffFreq/NyquistFreq); 
WformOut=filter(b,a,WformIn1); 
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Math：Filter Designerを利用したフィルタの利用 

Matlabのツールを利用して設計したフィルタを利用することができます。 

Matlabのコマンドウィンドで fdatoolを入力すると Filter Designer を起動できます。 

>>fdatool 

起動後、ツール内でフィルタを設計し、Design Filter ボタンを押します。 

 

メニューバーから File → Generate MATLAB Code → Filter Design Function からコードをファイ

ルとして出力します。出力されたmファイルを開きコードを取得します。 

 

オシロスコープの Matlab Math で取得したコードを埋め込み、WformOut=filter(Hd,WformIn1);のよう

に filter関数により波形にフィルタを適用します。 
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Math：QPSK の復調 

Demod 関数を使用することにより QPSK信号の復調を行うことができます。Demodの引数に波形の

サンプリングレートを与える必要があるためオシロスコープのアプリケーションに接続してサンプリ

ング間隔を取得しています。出力は x1, x2があり、それぞれ実数と虚数として出力されます。Matlab

の scatterplotで直接グラフ化するか、F1,F2などそれぞれ実数と虚数を計算し、オシロスコープの XY

表示されることもできます。 

app=actxserver('Lecroy.XStreamDSO'); 
acq=app.Object.Item('Acquisition'); 
C1=acq.Object.Item('C1'); 
C1Res=C1.Out.Result; 
C1SamplingRate=1/C1Res.HorizontalPerStep; 
CenterFreq=1e6; 
 
[x1,x2]=demod(WformIn1,CenterFreq,C1SamplingRate,'qam'); 
WformOut=x2; 
% scatterplot([x1 x2]); 

Math：AM変調のシミュレーション 

AM変調のシミュレーション波形を Matlabで作成し、オシロスコープに表示させる例です。 

app=actxserver('Lecroy.XStreamDSO'); 
acq=app.Object.Item('Acquisition'); 
C1=acq.Object.Item('C1'); 
C1Res=C1.Out.Result; 
C1HorPerStep=C1Res.HorizontalPerStep; 
C1SamplingRate=1/C1Res.HorizontalPerStep; 
SampleNum=C1Res.Samples; 
CarrierFreq=1e6; 
SineWaveFrequency=10e3; 
 
t=(0:C1HorPerStep:C1HorPerStep*SampleNum); 
x=sin(2*pi*SineWaveFrequency*t); 
WformOut=ammod(x,1e6,C1SamplingRate); 
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Parameter：ソース 1の波形の最大値を求める計測の例 

ParamOut=max(WFormIn1); 
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Excel 

Excel は Microsoft社が開発している表計算ソフトウェアです。XDEVを使用するとオシロスコープから Excel

のシートに直接波形データを出力し、Excel の関数などで求めた結果をオシロスコープに反映することができ

ます。 

必要条件 

⚫ XDEV オプション 

⚫ Microsoft Excel 

注意) Excelはオシロスコープに搭載された Windows 上にインストールします。 

演算や計測で Excelを選択すると、インストールされた Excel が裏で起動します。 

注意) Excel は最大 64,000 ポイント(Excelグラフを作成した場合は 32,000ポイント)です。Excelで波形処理

を行う場合はサンプルポイント数に注意してください。 

注意) 複数の Excel を使用したパラメータや演算は全て規定として同じブックを参照します。それにより同じ

波形に対して複数の異なる測定を実行し、複雑な計算を行い、複数出力することができます。しかし同じブッ

クを使用するためデータの上書きをしてしまう可能性があります。上書きされないように測定パラメータや演

算の Excelタブを開いて詳細設定によりデータの上書きをしないように設定してください。 
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Excel Script へのアクセス 

⚫ Math Script 

オシロスコープのメニューバーから[Math]→[F1 Setup…]などを選択します。 Operater1 で Custom カ

テゴリを選び、Excel math を指定します。 

 

Excel math を選択すると、オシロスコープにインストールした Excelが起動します。そして次のように

Source1と Source2 の選択と、右側に Excelのタブが表示されます。 

注意) Excelは事前にインストールし、ライセンス認証を行ってください。Excel 単体で起動できない場

合、オシロスコープでは使用できません。 

 

 

Math で利用できるソースは波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、参照波形、

ヒストグラム、トラック、トレンドも指定できます。計測パラメータは指定できません。 

Excelタブにある Advanced にチェックを入れると Cells と Scaleタブが追加されます。 
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Cells は Excelのセルとオシロスコープデータのリンクを定義します。 

Scaleは Excel で計算した結果波形を表示する際のスケールを指定することができます。 

 

 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1Stセグメント以外利用できません。 

⚫ Excel param  

オシロスコープのメニューバーから[Measure]→[Measure Setup..]を選択します。Measureで Custom カ

テゴリを選び、Excel param を選択します。 

Excel paramを選択すると、次のように Source1と Source2 の選択と、右側に Excelのタブが表示され

ます。 
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計測パラメータで利用できるソース波形は波形形状を持つ全ての波形です。チャンネル波形、演算波形、

参照波形、ヒストグラム、トラック、トレンドも指定できます。 

注意) シーケンスモードで捕捉したセグメント波形は 1stセグメント以外利用できません。 
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Excelメニュー 

Excel を選択すると、サブメニューに Excel タブが追加されます。Status が OK と表示されて入れば、Excel

がオシロスコープと連動して動作していることを示しています。Status に別の表示がされている場合は、

トラブルが発生しています。 

デフォルトでは New Sheet にチェックが入っているため、標準的な設定で Excel が起動されます。デフォ

ルトのシートを加工し、独自の Excel シートがある場合は New Sheet のチェックを外し、ファイルを

Browseで選択してください。 

 

Advance にチェックを入れると、波形出力先などを自由に設定することができます。Add Labelsボタンを

押すと、データや波形プロパティの説明を指定されたセルの隣に出力します。 

Dataは波形が電圧データとして浮動小数点で出力されます。Headerにはサンプル数(Samples)、垂直の単

位(VerUnits)、水平の単位(HorUnits)、画面左端のトリガからの時間(HorStart)、画面右端のトリガからの時

間(HorStop)、画面下端の電圧(VerStart)、画面上端の電圧(VerStop)、サンプル間隔(HorPerStep)、水平オフ

セット(HorOffset)のプロパティ情報が表示されます。 

 

Enable のチェックを入れると、Source1や Source2、Outputの Excel 上での先頭位置を指定することがで

きます。例えば Source1の Enableがオンになっているため、Source１で指定したトレースのデータが A2

から出力されます（データのラベルを付けることを考え、1 行開けて A2 を指定している）。ヘッダを F2

に指定しているため、波形のサンプル数などのプロパティ情報が F2から出力されます。Source2 の Enable

はオフになっているためデータは出力されません。Output の Enable はオンになっています。H2から記載

されている波形サンプル数などの情報を使い、C2 から下のデータを使い波形表示を行います。C2 からの

データはお客様側で設定していただく必要があります。次の画面イメージを参照してください。C2からの
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データは A2 からのデータに対して反転しています。C2 の設定を”=C1*-1”のように設定し、下にドラック

して設定をコピーした結果です。オシロスコープ側でも同じ波形が反転して表示されます。 
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Scale タブは Excel math で出力する波形スケール調整の設定です。Automatic は波形が更新されるたびに

最適なスケールに調整します。Manual はスケールを固定したい場合に使用します。FromSheet は Excel

のプロパティ列に書かれた値を元にスケールを調整します。 
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