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はじめに 

本マニュアルについて 

テレダイン･レクロイではシリアル･データ信号のデバックやデコードをするツールセットを提供してい

ます。本マニュアルでは次のプロトコルのデコード・トリガの使い方について説明をします。 

 CANbus トリガ・デコード（オプションとしてシンボリック） 

 CANFD bus トリガ・デコード（オプションとしてシンボリック） 

 LINbus トリガ・デコード 

 FlexRay トリガ・デコード（オプションとして物理計測） 

対象読者 

本書は次の対象者を想定しています。 

・ シリアルデータ規格の物理層やプロトコル層について理解し、これらの規格が組み込みコントロー

ラ内でどのように使われるかを理解している。 

・ シリアル･デコードオプションがインストールされたテレダイン･レクロイのオシロスコープの基本

的な使い方を理解している。シリアル･デコードに直接関係する機能だけが本マニュアルで説明され

ます。 

・ 本マニュアルに書かれているシリアルデータ･デコードのオプションがすでにインストールされて

いる。 

互換性 

本ドキュメントで説明される機能を使用するには、オシロスコープのファームウェアを最新にする必要

があります。最新のファームウェアは弊社ウェブサイトからダウンロードできます。 

本マニュアルの画面イメージはお手持ちのオシロスコープでご覧いただく画面やプロトコル例と異なる

場合があります。 

オプションの種類 

シリアルトリガ・デコード製品はプロトコルの種類やオシロスコープのモデルにより、実行できる機能

が異なります。オプションの型式は”プロトコル名”と機能で表されます。例えば CAN プロトコルがト

リガとデコードの機能を持つ場合は、"CANbus TD”と表現されます。 TD の T はトリガ、D はデコー

ドを表します。 

機能には、デコード(D)、トリガ(T)、計測(M)、アイパターン解析(E)、物理層解析(P)などがあります。

プロトコルの種類と機能を表す記号の組み合わせにより、プロトコルに対する機能が決まりますが、機

能だけを購入後に追加できるものもあります。ProtoBus MAG は計測機能を搭載しているプロトコル全

てに対して、追加することができます。 

記号 機能 

T シリアル・トリガを示します。プロトコルによりシリアルトリガの機能が異なり

ますが、基本的にはアドレスやデータの内容に対して条件を指定することができ

ます。この他にプロトコルによってはエラーの種類で条件を指定できます。オシ

ロスコープのハードウェアに依存するため、トリガに対応していないオシロスコ

ープがあります。詳しくは 23 ページを参照してください。 

D デコード機能を示します。デコードした結果のエクスポートや検索機能も含まれ

ます。詳しくは 9 ページを参照してください。 

M 計測機能を示します。オシロスコープに標準で搭載されているパラメータ計測機



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

4 

 

能にプロトコル用の計測機能を追加します。主にタイミング計測やパケット内の

ペイロードから値を抽出し、トラック表示するために使用します。M で表記され

ている場合は該当のプロトコル専用です。詳しくは 25 ページを参照してくださ

い。 

E アイパターン測定を示します。デコード表示メニューに追加する形でアイパター

ン・メニューが追加されます。詳しくは 41 ページを参照してください。 

P 物理計測機能を示します。物理計測は該当プロトコル専用の計測機能やアイパタ

ーン測定機能が追加されます。プロトコル専用になるため、各プロトコルの章で

説明が行われます。FlexRay 物理計測の詳細は 76 ページを参照してください。

CAN/LIN には該当するオプションはありません。 

SYMBOLIC デコードのシンボル表示を示します。デコード機能の表示形式として提供します。

プロトコルのデコードに依存するため、各プロトコルのデコードで説明が行われ

ます。CAN のシンボル表示は 45 ページを参照してください。LIN/FlexRay には

該当するオプションはありません。 

Protobus 

MAG 

M の計測機能と同じです。M とは異なり、オシロスコープに搭載されているプロ

トコル全てに対して、プロトコル用の計測機能を提供します。詳しくは 25 ページ

を参照してください。 

Protosync プロトコルアナライザで用いられる表示形式でデコード結果を表示することがで

きます。プロトコルアナライザのアプリケーションをインストールすると、アプ

リケーション上に捕捉波形の結果が表示されます。CAN/LIN/FlexRay には該当

するオプションはありません。 

TDME 上記の T・D・M・E が全て搭載されたオプションです。それぞれのプロトコルに

個別に機能を追加するオプションのため、複数のプロトコルの全てに上位機能を

追加するには、全てのプロトコルに対して TDME オプションが必要です。例えば、

SPI TDME と I2C TD の 2 つをご購入いただいた場合、SPI プロトコルは上位機能

を利用することができますが、I2C プロトコルは標準のトリガ・デコードのみと

なり、上位機能は利用できません。 

 

 

CANbus/CAN FDbus オプションの種類について 

CAN は特にオートモーティブ･アプリケーションを意図して作られた車載用バスですが、現在では他

のアプリケーションでも使われています。 

CAN のプロトコルはマルチマスタ方式を採用しています。マルチマスタ方式はシングルマスタ方式

のように１つのマスタがバスの管理を行うことはせず、バスに参加する全てのノードが自発的に通

信を開始します。各ノードが通信を開始するには、バスに何も通信が行われていないことを確認し

てから送信が行われます。CANbus TD はデータを送信するデータフレームとデータを受信するリモ

ートフレームに対応します。CRC エラー・STUFF ビットエラー・ACK エラーを検出することやト

リガ条件として設定することができます。 

CAN FDbus プロトコルは従来の CAN と互換性を保ちながら、データフレームのバイト数を 8 バイ

トから 64 バイトへ拡張し、データ部分のビットレートを高速化した新しいプロトコルです。フレー

ムを構成するほとんどのフィールドは CAN と同じ構造を持ちますが、データフィールドだけビット

レートを含め違いがあります。CAN FDbus TD オプションは CAN FDbus プロトコルはもちろん、

CANbusのプロトコルにも対応します。また ISOのモデルにも対応しています。ISOモデルではCRC

フィールドに Staff count の情報が追加されます。CAN と CANFD プロトコルの判定はコントロール

フィールドのステータスにより自動的に判定が行われます。 
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CAN/CAN FD のオプションとして、TDME や SYMBOLIC オプションがあります。TDME はデコー

ドの結果を元に計測パラメータへデータを出力することやアイパターン解析を提供します。パラメ

ータ出力はアナログ信号との比較や遅延についての解析を定量的に行うことができます。アイパタ

ーン解析はデバイスが受信する信号の品質を確認することができます。SYMBOLIC はテキスト形式

で記述された dbc ファイルを元に ID 番号からシンボルに変換して表示することができます。オプシ

ョンと対応する機能は次の一覧を参照してください。 

 

注意：CAN TDME オプションは他のプロトコルの計測パラメータと名称が若干変更されています。 

FlexRaybus オプションの種類について 

FlexRay は高速で耐障害性のためにデザインされたタイムトリガ方式の車載 LAN です。FlexRay プ

ロトコル・バージョン 3.0 準拠したデコードやトリガをサポートしています。 

FlexRaybus は TDP オプションを提供します。TDP オプションは FlexRay の Part 4 - Electrical 

Physical Layer specification で定義される物理層試験を実施します。物理層試験には、送信波形の信

号品質を評価するマスクテスト、受信波形の信号品質を評価するアイダイアグラム、タイミング計

測の 3 種類があります。アイダイアグラムで不合格と判定された波形も実際には問題なく受信でき

る場合があります。このような場合の代わりの試験方法として SI Voting 試験も搭載されています。 
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値の指定や変換方法について 

IDやデータの値フィールドはそれぞれのアプリケーションで使用されるデータの使われ方や意味合いに

よりフォーマットに違いがあります。アナログデータやフラグ、複数のアナログデータが１つのフレー

ムに含まれる場合など、フォーマットに違いがあります。各種フォーマットに柔軟に対応した値指定が

できるように範囲指定とマスク、またはビットの開始位置とビット長で指定ができます。 

• 範囲指定 

範囲指定には、条件と値、又は上限・下限のリミットを指定します。AD 変換されたアナログ値を指

定する場合などに利用します。また、ある値以上はエラーコードを示すフレームなどにも利用でき

ます。 

 

条件には[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・[Less than or Equal to 同等

か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than ro Equal to 以上]・[In Range of 範囲内]・[Out of Range 

範囲外]から選択します 

 

Equal：イコール 

 

Not Equal：等しくない 

 

Less than：未満 

 

Less than or Equal to：同

等か以下 

 

Greather than：超過 

 

Greater than ro Equal 

to：以上 

 

In Range of：範囲内 

 

Out of Range：範囲外 

注意: リミットや値の入力はプロトコルやオプションにより考え方が変わります。詳細は各プロトコ

ルの説明をご覧ください。 

• マスク 

• マスクは 2 つの目的で使用します。１つは値の範囲指定に使用します。これは MPU の受信レジス

タ内にフィルタやマスクが用意され、アドレスを範囲内で取り込めるようにしている MPU と同じ

受信設定にする目的でマスクを使用することができます。MPU のレジスタでは、フィルタとマスク

は別々で設定を行いますが、オシロスコープの設定では 0,1,X の 3 値を使い、一度に設定を行いま

す。 

もう一つの目的として、ビット列の位置で異なるデータを持つフォーマットに使用します。例えば、

次のように２つのアナログデータとフラグが混在するフォーマットでは、目的外のビット状態は無

視した方が簡単に条件を設定することができます。 



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

7 

 

 

この無視するビットは x記号で表すマスクビットで指定します。 

アナログ２を値で条件を設定するには、フラグ部分とアナログ１の 1byte をマスクします。アナロ

グ 2 で&h2432 を指定する場合、範囲指定を Hex形式で&hxx2432 のように指定します。 

 

フラグのようにバイト単位でマスクできない場合は Binary 形式でマスクを指定します。アナログ１

で&B10011 を指定する場合、範囲指定を xxx1011xxxxxxxxxxxxxxxx のように指定します。また、

マスクの設定が 4 ビット単位でない場合、Hex 形式に直すことができません。Binary から Hex 形

式に変更できない部分は$で表示されます。 

 

• 開始ビットとビット長 

データ長が長い場合は Binary 形式のマスクで値を指定することは合理的ではありません。プロトコ

ルによっては、開始位置とビット長でデータの一部を取り出した後に値の指定をすることが可能で

す。次のアナログ 1 を取り出す場合、開始ビットを 4、ビット長を 5 に設定します。&B10011 を指

定する場合、単純に 10011 と設定するか、Hex形式で&h13 のように設定することができます。 

 

更に実際の値に近い条件を設定できるように、いくつかのコントロールが用意されています。取り

出したデータが複数バイトに及ぶ場合、プロトコルやアプリケーションの都合により、バイト順(エ

ンディアン)を指定したい場合があります。[Byte Order]フィールドがある場合は、データの指定が

バイト順の設定に従います。設定には[Intel]形式と[Motorola]形式があります。[Motorola]は先頭バ

イトが上位バイトです。[Intel]形式は先頭バイトが下位バイトです。次のような 32 ビットデータの

場合、[Motorola]では 0x0055aaff になりますが、[Intel]では 0xffaa5500 です。 

 

データ形式には±を示す符号が付く [Signed]と符号が付かない [Unsigned]、また浮動小数点

[Float32]形式に対応している場合もあります。[Encoding]や[Sign Type]コントロールなどがある場

合は、指定したデータ形式に合わせた解釈が行われます。 
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得られたデジタル値をアナログに直すため、ゲインとオフセットで変換し、[Unit 単位]の設定が可

能な場合があります。 

例： 値 ＝ デジタル値 × ゲイン ＋ オフセット 

プロトコルによりバイト順ではなく、ビット順で指定できる場合もあります。[Bit Order]コントロ

ールがある場合は、ビット順の指定に従います。 
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機能 

シリアルデコード(D) 

シリアルデコードはオシロスコープで捕捉した波形をデジタル値に変換し、メッセージとしての解釈を

してから、波形上にデコード結果を表示する機能(アノテーション)です。プロトコルはフレーム内の位置

により役割が分かれているため、波形上のデコード結果はその役割ごとにフィールドを色分けしていま

す。モデルにより数は異なりますが、複数のデコードを同時に動作させることができます。その際に選

択するプロトコルは同じである必要はありません。 

信号の流れを理解するために、捕捉時間を長くして、多くのフレームをデコードしたい場合もあります。

画面内に含まれる多くの情報を全て重ね書きした場合、文字が重なり読むことができないため、いくつ

かのソリューションが用意されています。ソース波形上のメッセージは要約だけが表示され、テーブル・

ズーム・検索・フィルタ機能が個別のフレーム表示を助けます。 

メッセージはソース波形にオーバーレイ表示される以外にテーブルに値として表示することができます。

各列は見やすいようにフィールドごとに分かれて、適切な形式で結果を表示します。またテーブルは時

刻やビットレートなどの波形上に表示するには難しい詳細も表示することができます。 

ズームはデコードと連動した動作が行えるようになっています。例えば Decode1 は Z1、Decode2 は Z2

など、デコードとズームの組み合わせは決められています。ズームはソース波形と同じように色分けさ

れたデコード結果が表示します。基本的には１つのフレームがズーム全体に表示され、テーブル内のフ

レーム選択状態とリンクします。ズームは更に検索機能が搭載されています。検索機能で移動したフレ

ームはテーブル内のフレーム選択にも反映されます。 

フィルタ機能はデコードする対象を ID 番号などでフィルタリングする機能です。波形上の表示はもちろ

ん、テーブル内の表示もフィルタリングされます。無関係なフレームを無くすことにより、発生タイミ

ングやズームの移動が簡単になります。 

 



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

10 

 

シリアルデコードへのアクセス 

シリアル･デコード設定ダイアログへは次の方法からアクセスできます。 

1. メニューバーから[Analysis 解析]をタッチして、[Serial Decode シリアルデータデコード]を選択

します。シリアル･デコードのメイン･ダイアログが表示され、デコード設定へのアクセスを提供

します。 

 

2. チャンネルやメモリのディスクリプタ･ボックスにタッチして、それぞれのダイアログを開きます。

そのダイアログの下部にあるアクション･ボタンの中から[Decode デコード]ボタンをタッチしま

す。 

 

 

また、設定が完了した後に別のメニューに表示を切り替えてしまった場合、テーブルの左上をタ

ッチすると、デコードメニューに簡単に戻ることができます。 
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シリアルデコード設定メニュー 

シリアルデコードは複数のデコード(Decode 1~Decode4)を同時に実行することができます。任意のデ

コードの[On オン]にチェックを入れて有効にし、デコードするプロトコルを選択します。プロトコル

により Data、Clock、CS に対応する入力信号の選択を行います。入力信号として、チャンネル波形以

外にメモリ波形・演算波形・デジタルラインも対象にできます。ズーム波形も選択することはできま

すが、デコード機能の一部として連係した動作が行われるため、通常は選択しません。 

デコードの表示方法や信号速度などプロトコルにより詳細な条件を入力する必要があります。[Setup

設定]ボタンを押すと、各デコードの詳細設定を行えます。 

 

[Setup 設定]ボタン、または[Decode Setup]タブを選択すると、詳細な設定メニューが表示されます。

基本的な設定は左側、プロトコルの詳細は右側にあります。詳細設定にはそれぞれの目的に応じた複

数のタブがあり、切り替えながら設定を行います。 

 

基本設定は、プロトコルやソースチャンネルなど[Serial Decode]タブ内の設定と重複する設定が複数

あります。この他にテーブルについての設定が含まれます。別のデコード設定に移動するには、左側

の[DecodeX]ボタンで移動します。下のアクションボタンには、[Measure 計測]・[Search サーチ]・

[Configure Table 表の設定]・[Export Table 表をエクスポート]が用意されています。[Measure 計測]

は計測メニューへのアクセスを提供します。[Search]は[Zx]ズームを表示します。このズームは検索機

能が組み込まれています。表に表示されている内容は CSV 形式で保存することができます。 
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詳細設定はプロトコルの選択により提供されるメニューが異なります。[Basic]や[I2C]などプロトコル

名のタブは基本的なプロトコルに関する設定を行います。これらのタブの設定により、タブが増減す

ることがあります。[Levels]タブは 0,1 を判定する振幅方向の閾値を設定します。[Filter]はデコードす

る範囲をアドレスなどで範囲指定することができます。しかし、プロトコルにより搭載されていない

プロトコルもあります。 
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アノテーション（波形上のデコード結果の表示） 

アノテーションは波形上に表示するプロトコルの情報です。プロトコルはフレーム内の位置により役

割が分かれているため、波形上のデコード結果はその役割ごとにフィールドを色分けしています。こ

れはプロトコルアナライザなどでは気づかない重要な情報を提供することができます。過負荷状態な

どの環境試験では、応答信号の遅れなどデコード結果の表だけを見るより、フィールドの位置で観測

波形そのものを確認した方が問題解決のヒントになる場合があります。プロトコルによっては、レシ

ーバーデバイスが受信した結果を元にチェックを行い、送信側に結果を送り返す場合など、フレーム

内での遅延が許されないプロトコルもあります。波形上に色分けされたフィールドは、フレーム内の

状態を簡単に把握することができます。 

次は CAN の信号を 1 フレームだけを表示した波形です。この表示では、それぞれのフィールドの説

明や値が丁寧に表示されています。 

 

しかし、数百、数千のフレームを捕捉している場合には同じように表示することができないため、主

要な情報だけが表示されます。 

 

また、その中間にあたる若干圧縮されたような表示では、フィールドの説明簡略化や枠だけを表示す

るなど、波形の圧縮度合いにより表示内容を柔軟に変更します。 

 

選択できるソース信号の種類 

アナログ波形はチャンネル・メモリ・演算をソース信号として選択することができます。波形をバイ

ナリ波形で保存していただければ、後日メモリに呼び出し、メモリ波形をソースにデコードすること

ができます。 
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注意)Ver 8.3.0.7 以降のソフトウェアでは、シーケンスモードをサポートしています。 

MSO オプションを搭載しているオシロスコープをお使いの場合、デジタルラインをソースとして使

用することで、アナログチャンネルを節約することができます(デジタルラインはプロトコルにより選

択できない場合もあります)。 

 

例えば、チャンネル１のアナログ信号の変化とデジタルラインを同時に表示させ、マイクロプロセッ

サの遅延の状態を確認するなどは最適なアプリケーションです。 

 

デジタルラインを使用する場合、デジタルグループで該当するデジタルラインを表示しておく必要が

あります。また設定の中でスレッシュホールド電圧などを事前に行う必要があります(設定の詳細はオ

シロスコープの取扱い説明書をご参照ください)。 

注意) I2C や SPI など 2 つ以上の信号ラインが必要なプロトコルはデジタルグループの波形を保存し、後日メ

モリに呼び出してデコードすることはできません。また単一の信号ラインの波形でもデジタルグループの

設定で複数ラインが選択されている波形を保存した場合、呼び出した際にデコードすることはできません。 

注意)デジタルラインはシーケンスモードに対応していません。 
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タイムベースとトリガの設定 

プロトコルアナライザはフレーム内のプロトコルデータだけをメモリするため、搭載メモリが少なく

ても長時間データを取り込むことができますが、オシロスコープは 1 サンプルごとの電圧データをプ

ロトコル用に最適化されていない一定のサンプリング速度で捕捉するため、データサイズが大きくな

り、長時間取り込むことができません。 

目的のプロトコルや波形を捕捉するには、タイムベースやトリガの設定を適切に設定する必要があり

ます。プロトコルアナライザのように波形の形状より、より多くのプロトコル情報を取得したい場合、

シーケンスモードの利用、又はリアルタイムモードでサンプリング速度を最低限デコードできる程度

に落とし、時間軸を長く設定します。シーケンスモードは信号が流れている時間に比べ、アイドル期

間が長い場合に有効な方法です。それに対し、長い時間軸で捕捉する方法は目的のプロトコルがまと

まって送信される場合に有効な方法です。 

WaveSurfer シリーズなどオシロスコープのモデルにより、サンプリング速度を指定できない場合もあ

ります。サンプリング速度を指定できない場合は、メモリ設定を最大にしてから、サンプリング速度

の表示を見ながら時間軸を長く設定します。例として、HDO4000 シリーズ（標準メモリで最大 25M

サンプル）で 1Mbit/s の CAN 信号を測定する場合、次のように設定します。 

1. メニューバーから[Timerbase タイムベース] – [Horizontal Setup… 水平軸の設定]を選択します。 

2. [Sampling Mode サンプリングモード]を[Real Time リアルタイム]に設定します。 

3. [Active Channels チャンネルモード]を[2]に設定します。チャンネル 1 とチャンネル４は使えない

設定のため、チャンネル 2 で CAN 信号を捕捉します。 

4. [Max Sample Points ]を最大の 25MS に設定します。 

5. Time/Division を大きくし、下の表示で 25MS at 以下の数字が 4MS/s にならない程度の時間設定

にします。HDO4000 シリーズでは 500ms/Div になるため、5 秒間のプロトコルデータが取得で

きます。 

次は実際に捕捉した波形とズーム波形です。2000 フレーム近いデータを捕捉しています。ズームした

波形は細かい変化は分かりませんが、おおまかな形状を知ることができます。 
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注意)シーケンスモードを利用したデコードはソフトウェアバージョン Ver8.3.0.7以降のバージョンから

の対応です。また、シーケンスモードとシリアルパターントリガの併用はできません。 

注意)多くのメモリを利用してデコードさせた場合、オシロスコープの処理能力により、レスポンス速度

が非常に低下します。 

トリガ設定も目的の解析を行うために重要な設定です。機械制御では制御量を決めるためのセンサー

からの信号は遅延が短いことが望まれます。制御量の変化をトリガのソースに設定することで、セン

サーからのシリアルデータがどのように変化したかを時間と共に知ることができます。デコードのテ

ーブルはトリガ時間を 0 として、Time にはそれぞれのフレームの時間が表示されます。センサーから

のシリアル信号が制御量の変化の前後で明確になります。シリアルトリガも有効な方法です。シリア

ルトリガさせることで、制御量を決めるコントローラの遅延を確認することが簡単にできます。更に

シリアルトリガはプロトコルエラー発生時のリカバリーがどのように解決されるかを確認することが

できます。 

テーブル 

テーブルはプロトコルの情報を表として波形グリッドの下に表示します。テーブルの行数は[Table 

#Rows ]で設定することができます。[Export Table 表をエクスポート]を押すと、CSV 形式でファイ

ルに保存することができます。テーブルの内容は[Configure Table 表を設定]で編集することができま

す。 

 

テーブルはズーム表示とリンクしています。テーブル内のインデックスにタッチすると、選択された

フレームがズーム表示されます。ズーム表示で選択されているフレームはテーブル内で反転表示され

ます。この選択状態でフロントパネルの Adjust つまみを回すと、フレームの選択を移動することがで

きます。フレームがテーブルに入りきらない場合はテーブル右に配置されているスライドバーで移動

することができます。 
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ソフトウェアバージョン Ver8.3.0.7 からテーブルの表示形式が変わりました。複数のデコーダをオン

にした場合、以前のソフトウェアでは別々のテーブルが表示されていましたが、新しいソフトウェア

では、次のように同じテーブルに表示されます。このテーブルでは、LIN のレスポンスで得られたデ

ータを CAN に乗せて送信しています。全てのプロトコルが時系列に並ぶことで、流れが理解しやす

くなります。単一のデコーダで動作させた場合には、以前と同じくプロトコル独自にテーブルで表示

されます。 

 

新しいソフトウェアは、シーケンスモードに対応したインデックスやフィルタリング機能、複数のデ

コーダーを有効にした場合の表示方法が異なります。 

 シーケンス時のインデックス 

新しいインデックスはシーケンスを有効にした場合、セグメント番号とセグメント内のインデッ

クスの２つの数値で表現されます。カッコ内の初めの数字はセグメント番号です。後の数字はセ

グメント内のインデックスを表します。次の表の 8(2-3)は 2 セグメント目にある 3 番目のフレー

ムを示しています。 

 

 フィルタリング 

テーブルのヘッダにフィルタリング機能が追加されました。テーブルのヘッダにある逆三角のマ

ークにタッチすると、次のダイアログが表示されます。タッチした列のテーブルにある文字列を

入れることにより、フィルタリングされたプロトコルだけがテーブルに表示されます。 
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タッチすると、次のようなポップアップが表示されます。フィルタリングの条件を設定できます。

フィルタリングは複数の列に対して行うことができます。 

 

フィルタリングの条件は文字列や数字など種類により選択が異なります。 

文字列はイコール(Equals)や指定文字列の包含(Contains)などの条件を指定することができます。

Equals any(List)はカンマ区切りでイコールの条件を入力して、複数の値を条件にすることがで

きます。 

 

ID 番号などの数字はイコールや含まれるかどうかの条件に足して、不等号での指定が可能です。 

 

ビットレートなどアナログ的なデータを表す数値は、Contains や List などの指定は無くなりま

す。 

条件に合致するデータはテーブルはもちろん、オーバーレイやアイパターン、エクスポートされ

たファイルもフィルタリングが適用されます。 
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テーブルの内容を変更するため、[Configure Table 表を設定]ボタンを押すと、次のようにアイテムの

選択画面が表示されます。このチェックボックスが選択されたアイテムだけが、テーブルに表示され

ます。また、テーブルをエクスポートする場合にもこの設定が有効になります。 

 

プロトコルアナライザのように大量のプロトコルデータを取得した場合には、オシロスコープの中で

作業することは効率的ではありません。プロトコルデータだけをファイルに保存して、パソコン上で

確認することができます。[Export Table 表をエクスポート]ボタンは、右にある[Output File]フィー

ルドのパスに現在のテーブルのデータをエクスポートします。データ形式は CSV 形式で保存されま

す。 

次は CANFDbus のテーブルを出力した結果です。1 行目のヘッダとテーブルの結果がカンマ区切りで

出力されます。 

 

 

ズームと検索 

ズームはデコードと連動した動作が行えるようになっています。例えば Decode1 は Z1、Decode2 は

Z2 などデコードとズームの組み合わせは決められています。連動したズームはソース波形のデコード

と同じようにアノテーション表示されます。ソース波形と異なり、ズームトレース内に完全なフレー

ムが入っていなくてもアノテーション表示します。 
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オシロスコープのモデルによりますが、ズームチャンネルを選択している状態でフロントパネルの

Time/Div や Delay つまみで拡大や移動が行えます。Time/Div のつまみがボタンになるものは、ズーム

の拡大率を変更することができます。 

デコードをオンにすると、連動しているズームは選択されているプロトコルに合わせて検索メニュー

が提供されます。 

 

検索メニューはデコードで選択したプロトコルにより検索できる内容やツールが異なります。 
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[Search サーチ]内の左右に配置されたボタンは現在のズーム位置に対して、時間的に前後の検索結果

へ移動します。検索は ID やデータなどの高度な検索や簡単にフレームごとの移動が可能です。検索す

る対象や検索条件は中央に配置されたコントロールで行います。検索された結果はズームに表示され

る以外にテーブル内のフレーム選択にも反映されます。 

 [Prev 前に戻る]や[Next 次へ]の各ボタンには次のような種類があります。 

・・・隣の検索結果に１つ移動 

・・・トレースの最も左、または右の検索結果に移動 

・・・検索結果を自動的に移動しながら表示。下は停止ボタン 

[Search Option]フィールドは「Select for」で検索対象を選択します。また[Value]フィールドを使い、

検索を絞ることができます。[Value]フィールドを使用する場合には[Use Value]チェックボックスをマ

ークします。 

検索された結果はズームのほぼ全体を使い表示されますが、[Left/Right Pad]フィールドにより検索結

果の表示部分を時間軸方向に縮めて、両サイドのパケットの一部を表示することができます。 

[Search for]の選択はテーブル内の項目が選択対象になります。選択内容により文字列なども指定する

ことができます。文字列の指定では、大文字/小文字の判別を行うため注意が必要です。アスタリスク

「＊」などのワイルドカードは必要ありません。指定した文字列が含まれれば、検索することができ

ます。 

フィルタ機能 

波形内で全ての波形に対してデコードする必要がない場合、フィルタ機能で選択的なデコードが可能

です。次は複数ノードが接続された CAN 信号を長時間捕捉した状態です。 

 

フィルタ機能を使い、特定の ID だけを表示させると、次のように送信タイミングを簡単に理解する

ことができます。 

 

フィルタの設定はデコード設定の右側にある Filter タブを使用します。 
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[Filter Operator]で[In Range 範囲内]・[Out of Range 範囲外]を指定し、[Filter List]でフィルタす

る IDを指定します。 

例えば、[Filter Operator]を[In Range]、[Filter List]を[0x18aabb01]のように設定します。 

また、複数の ID を選択する場合には、セミコロンを挟むことにより複数の値を指定することができ

ます。 

値の指定方法としてフォーマットを 16 進数、または 10 進数で入力することができます。16 進数の

場合は先頭に"0x"を入力します。 
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シリアルトリガ(T) 

シリアル･データ･トリガはオシロスコープのトリガ回路に組み込まれ、ハードウェア的にプロトコルを

解釈してトリガします。ユーザーにより設定されたシリアル･パターンがハードウェアのトリガ回路に

設定され、目的の位置で的確にトリガが行われます。 

シリアルトリガはプロトコルにより設定メニューが大きく異なりますが、信号を捕捉するチャンネル・

ビットを判定するスレッシュホールド電圧・プロトコルのスピードなど基本的な設定は同じです。初め

て利用する場合にはトリガモードをオートに設定して、捕捉波形をデコード機能で確認してから設定を

行うことをお勧めします。はじめは、トリガタイプセクションで ID やデータの条件に関わらずトリガ

する設定を選択して、ノーマルトリガ、またはシングルトリガでトリガが動作するか確認してください。

CAN では”ALL”、LIN では"Break"、FlexRay では"TSS"が該当します。 

シリアル･トリガ設定へのアクセス 

波形が表示されているグリットの右下にあるトリガ･ディスクリプタ･ボタンへタッチ、またはメニュー

バーから[Trigger] → [Trigger Setup] を選択します。 

 

画面下に表示されるトリガダイアログ内の[Type]の中から[Serial]を選択し、[Standard]からプロトコルを

選択します。 

 

プロトコルが選択されると、その選択されたプロトコルに対応するトリガ設定のダイアログが Serial タ

ブの隣に表示されます。 

 

選択したプロトコルのタブを開くと、左側に基本的な設定がまとめられています。はじめは基本的な設

定と ID やデータに関係なく、無条件でトリガタイプを選択して、動作を確認します。 
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次の点に注意:  

 それぞれのプロトコルには大きな違いがあるため、トリガ条件も個々に異なります。個々のトリガ

条件の詳細は各プロトコルに対応するセクションで説明されています。 

 ユーザーはトリガとデコード･ダイアログを別々にアプローチすることがありますが、Link To 

Trigger 機能を利用することで、重複するデコードとトリガ設定を同期させることができます。 

範囲指定やマスクの設定 

ID・シリアルデータパターン・エラーによりトリガすることができます。ID やデータは範囲指定やマ

スクなど高度な条件を設定することができます。範囲指定には＝、!=、<、<=、>、>=、範囲内、範囲

外の指定が可能です。値の指定に X を入力するとマスクを設定することができます。マスクは Xのビ

ット位置の値が 0 や 1 の値に関わらず無視されます。プロトコルにより、値の指定を 16 進数、また

は 2 進数で指定することができます。16 進数の場合、マスクの設定は 4 ビット単位で行われます。2

進数の場合、1 ビット単位で可能です。1 ビット単位で設定したマスクビットを 16 ビットのフォーマ

ットに変更すると、4 ビット単位の位置と合わない場合、$で表示されます。 

 

マスクビットの例 

次の例は”1011XXX1”をトリガ条件とした場合です。1 ビット～3 ビットはマスクが設定されていま

す。入力信号"11110101"の場合、マスク以外の部分でイコールではないため、トリガ条件に一致しま

せん。"10110101"や"10111111"の場合、マスク以外は一致しているため、トリガ条件に一致します。 
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計測機能(M) 

計測機能はオシロスコープに標準装備されている[Measure 計測]機能にプロトコル用のパラメータを追

加します。プロトコル用のパラメータには、メッセージに含まれる値を出力するものや各種タイミング

測定のパラメータがあります。パラメータへ出力することにより、ヒストグラム・トラック・トレンド・

合否判定など更に深い解析へのソースとして使用することができます。 

 プロトコルのメッセージからパラメータへ出力 

メッセージの一部に温度や流速などアナログ的な値が含まれている場合、メッセージをデコードし

たままの値ではなく、アナログ波形に戻した方が理解しやすい場合があります。計測機能が搭載さ

れている場合、メッセージからアナログデータ部分だけを取り出し、パラメータへ適切な形式で出

力することができます。そのパラメータ出力からトラック表示することで、元のアナログ波形とし

て表示することができます。１フレーム内のデータセクションに複数のデータが含まれる場合もあ

るため、取り出すデータはデータセクション内の位置やビット数で指定することができます。取り

出したデータを実際の温度や気圧などに変換できるように係数・オフセット・単位を指定できるよ

うになっています。 

次はスレーブデバイスからデータを受信する一般的な I2C のマスタースレーブ波形です。データの

中には 12 ビットのアナログデータと 4 ビットのフラグビットが含まれます。マスタは受信データの

指定のため一度デバイスに書き込みを行い、リピートスタートさせて受信を行います。 

 

受信データは先頭バイトとそれに続く 2 バイト目の[7:4]ビットまでをアナログデータ、2 バイト目の

[3:0]ビットがフラグデータです。 
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I2C はフレーム内の先頭にアドレスや R/W フラグが配置されています。RW フラグ付きで ID を指定

することで Read だけを選択できます(上図では 0x91 を指定)。そして、データの先頭を 0 ビット、

ビット数を 12#にすることでアナログデータ部分だけを指定することができます。更に係数やオフ

セットを加えることで、気圧や気温など元のアナログ値に変換し、単位も変更することができます。

計測パラメータへアナログに変換した値とそのタイムスタンプが共に出力されます。タイムスタン

プと共に出力された値はトラック表示で時間軸に並べ直して表現することができます。 

 

トラック以外にも一度パラメータ出力したデータは、ヒストグラムで値の傾向調査や合否判定など

に利用することができます。 
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 タイミング測定 

自動制御では目標の状態に素早く近づけ、安定した動作をするため、出力された状態をモニタリン

グし、制御量を決めるフィードバック制御が行われています。リアルタイムでモニタリングした結

果をフィードバックすることができれば理想的ですが、実際には時間遅れが生じ、遅れることによ

り動作が不安定になることがあります。時間遅れは自動制御にとって重要なファクタですが、フィ

ードバックの経路にシリアル通信がある場合、標準搭載された計測ツールを使って測ることは困難

です。タイミング測定はアナログ信号→シリアル信号間・シリアル信号間（シリアル信号のブリッ

ジ用）・シリアル信号→アナログ信号間の時間を測定することができます。また、シリアルバスの混

雑度合いや特定シリアル信号の送信間隔など状況を把握するための計測ツールも用意しています。

得られたデータはヒストグラムに出力して、統計的に理解することができます。 

例えば、車両に搭載されるコントローラは、センサーからの情報をシリアル信号で伝達し、関係す

るコントローラはその情報から素早く制御に反映する必要があります。次の図のようにセンサーか

らの信号が制御に影響するまで複数のコントローラが入る場合、それぞれのコントローラの遅延を

状態に合わせて測ることができます。また制御に影響する別のアナログ信号などがある場合には、

別のアナログ信号との関係も測定ツールが役に立ちます。バスの混雑度合いや特定 ID の送信周期の

計測はデバックに使用すると、状況の理解に役に立ちます。 
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プロトコルのパラメータ 

次のパラメータが追加されます。設定メニューの詳細は 31 ページを参照してください。ソース波形

の指定は、デコーダを指定する必要があります。 

注意: CAN 用の計測メニューは若干名称が異なります。 

 

AnalogToMsg(AnalogToCAN) 

種類：タイミング計測 

アナログの変化から特定のシリアル信号までの時間を計測します。シリアル

信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できます。ま

たホールドオフの条件を組み込むことができます。 

入力ソース：Source1はアナログ波形、Source2はデコーダ 

追加タブ：Analog(P.32)、ID(P.32)、Data(P.32)、Holdoff(P.33) 

 

BusLoad (CANload) 

種類：稼働率 

トレースに含まれる指定された全てのフレーム時間の合計をトレースの時

間で割り、割合をパーセントで表示します。シリアル信号の指定は[Any]・

[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32) 

 

MsgBitrate (CANMsgBR) 

種類：ビットレート 

特定のシリアル信号のビットレートを計測します。シリアル信号の指定は

[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32) 

 

NumMessages (CANMsgNum) 

種類：その他 

トレースに含まれる指定されたシリアル信号のフレーム数をカウントしま

す。シリアル信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択

できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32) 

 

MsgToAnalog(CANToAnalog) 

種類：タイミング計測 

特定のシリアル信号からアナログの変化までの時間を計測します。シリアル

信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できます。ま

たホールドオフの条件を組み込むことができます。 

入力ソース：Source1はデコーダ、Source2はアナログ波形 

追加タブ：Analog(P.32)、ID(P.32)、Data(P.32)、Holdoff(P.33) 
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MsgToMsg (CANtoCAN) 

種類：タイミング計測 

特定のシリアル信号から特定のシリアル信号までの時間を計測します。シリ

アル信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できます。

またホールドオフの条件を組み込むことができます。 

入力ソース：Source1はデコーダ、Source2はアナログ波形 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32)、Holdoff(P.33) 

 

MsgToValue (CANtoValue) 

種類：データフィールドに含まれる値 

特定のシリアル信号のデータフィールドに含まれる値を表示します。シリア

ル信号の指定は[Any]・[ID]のみです。Valueタブでデータフィールド内のデー

タ位置やスケール変換や単位を設定することができます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Value(P.34) 

 

DeltaMsg (DeltaCAN) 

種類：タイミング計測 

トレースに含まれる指定されたシリアル信号の周期を計測します。シリアル

信号(CAN)の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択できま

す。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32) 

 

Time@Msg(Time@CAN) 

種類：タイミング計測 

トレースに含まれる指定されたシリアル信号のタイムスタンプを計測しま

す。シリアル信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類を[Main]タブで選択

できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID(P.32)、Data(P.32) 
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プロトコル用計測パラメータの設定手順 

計測オプションを搭載しているモデルは計測パラメータの中にプロトコルの計測パラメータが追加

されます。デコードメニューに追加された設定アシスタントはこの設定を簡単にするものです。計

測パラメータのメニューから直接設定することも可能です。 

直接設定する場合、メニューバーから[Measure 計測]→[Measure Setup…計測の設定]を開き、下に

表示される[Measure 計測]タブ内の左側にある[Show Table 表を表示]にチェックを入れます。My 

Measure ボタンを押し、 [Px]の内一つを選択してください。 

 

設定手順 

1. [Px]タブ内左側にある[On オン]にチェックしてください。 

2. タブ内のアイコン、または[Measure 計測]ボタンを押して、[Serial Decode]カテゴリにあ

る目的のパラメータを選択します。 

3. ソース信号を[Source 1]・[Source 2]に設定します。デコードをソースにするには [Decoder 

デコーダ]カテゴリから[Decode1] ~[Decode4]を選択します。選択されたパラメータにより

ソース信号の指定は異なります。詳しくは 31 ページの各パラメータの詳細を参照してく

ださい。 

4. 右側の[Main]タブの[Filter]からプロトコルの条件を、[Any 任意の]・[ID]・[ID+Data]の中か

ら設定します。この設定は Source で選択したデコーダに設定されたプロトコルにより選

択範囲が異なります。 

5. 選択パラメータと Filter の設定により複数のタブがサブメニューとして追加されます。 
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設定詳細メニュー  

注意: CAN を使用している場合、画面メニューの表示が若干異なります。CAN の場合はページを参照して

ください。 

[Main 基本]タブ 

 

Main タブはフィルタの選択をします。選択により、対応するタブが追加されます。Source の選

択に誤りがある場合には、プロトコル表示が Unknown と表示されます。 
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[ID ]タブ 

 

ID の指定は Binary または Hex形式で指定することができます。プロトコルにより ID のフォー

マットに種類がある場合は#Bits のように指定用のコントロールが表示されます。ID の指定に条

件やマスクを使用することができます。詳細は 6 ページを参照してください。 

注意：CAN SYMBOLIC オプションを搭載している場合は DBC 形式のファイルをデコーダにロードするこ

とで、ツリーからアイテムを選択することができます。 

 [Data ]タブ 

 

[Start Position 開始ビット]と[#Bits ビット長]により、データフィールド内の特定の位置を指定

することができます。条件やマスクを使いデータを指定することができます。詳細は 6 ページを

参照してください。 

[Analog アナログ]タブ 

 

アナログ波形とプロトコル間の遅延を計測するパラメータは[Analog アナログ]タブが追加され
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ます。[Analog アナログ]タブは 0,1 を判定する閾値の電圧を指定します。[Level is レベルは]を

[Percent パーセント]で指定してある場合は波形が捕捉される度に波形の振幅を 0-100%として

レベルを指定します。[Absolute ]を選択した場合は電圧で指定します。[Find level 最適レベル]

は現在表示されている波形に対して適切な値を自動で設定します。[Slope エッジパルスの向き]

はエッジの向きを指定し、[Hysteresis ヒステリシス]は波形にノイズがある場合に誤判定を避け

るため、調節するものです。 

注意: アイドル期間など 0,1 のレベルが含まれていない状態で Find level を押しても正しく設定できま

せん。 

[Holdoff ホールドオフ]タブ 

 

ホールドオフはタイミングパラメータの[AnalogToMsg(AnalogToCAN)]・ 

[MsgtoMsg(CANToCAN)]・[MsgtoAnalog(CANToAnalog)]を選択した場合に追加されるタブで

す。[Source1]のイベントから時間、またはイベントの数で無視する期間を設定することができま

す。 

時間で設定するには[By Time]を選択します。[Holdoff Time]で設定された範囲に[Source2]のイ

ベントが入っても無視され、次に来たイベントとの間の時間を測定します。但し、新しい[Source1]

のイベントが入った場合、タイマーはリセットされるため、計測されません。 
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イベントの数で設定するには[ByEvents]を選択します。[#Events]で設定された範囲に[Source2]

のイベントが入っても無視され、次に来たイベントとの間の時間を測定します。但し、新しい

[Source1]のイベントが入るたびに、毎回イベントの再計算が行われます。最も近いイベント間の

時間を計測します。 

 

[Value 値]タブ 

 

データフィールドに含まれる値を表示する MsgtoValue (CANToValue)パラメータで使用します。

データフィールド内のデータ位置の指定・スケール変換・単位を設定することができます。デー

タ位置の指定は 6 ページを参照してください。 

例えば、次の Angle の値を設定するには、仕様として、8 ビット符号なし、オフセットが-128 と

設定されている場合、Start Position を 8、#Bits を 8 に設定します。Angle は 1 バイトになるため、

ByteOrder はどちらでも問題ありません。符号なしの指定となるため[Endocing ]を Unsigned に設

定します。ゲイン[a]を０、オフセット[b]を-128 に設定し、[Unit]を Degrees にすることで Angle

としての値を読むことができます。 

 

 

  



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

35 

 

設定アシスタント 

計測パラメータやトレンドなどの演算機能を個別に設定して目的の解析を実行する以外に、一連の操

作を助ける設定アシスタントを使用して設定することもできます。設定アシスタントはシリアルデコ

ードメニューの一部として用意されています。メニューバーから[Measure 計測]→[Measure Setup 計

測の設定]を選択し、 [Measure/Graph Setup 測定グラフのセットアップ]タブを開き、測定する内容

と出力先のパラメータを指定し、[Apply & Configure]ボタンを押すと設定が実行されます。もしトラ

ック・トレンド・ヒストグラムなどの演算に出力する場合には、演算の出力先も指定してから[Apply & 

Configure]ボタンを押します。 

 

• デコーダの選択…[Sourde1 ソース1]を押し、 [Decode1]~[Decode4]の中から選択します。 

• 測定内容の選択…アイコンを選択すると、次のような選択が表示されます。 

 

 

データフィールドに含まれる値を抽出 

IDやデータの位置やサイズを指定することができます。これらの設定は出力先のパラメータで

行います。 

 

View Serial Encode Data as Analog Waveform 

気圧データのようなアナログ信号がシリアルで送信されている

場合、トラック演算を使用して、シリアル信号からアナログ波形

に戻して表示することができます。自動制御では状態の変動によ

る挙動や安定性の評価に役立ちます。 

この設定は計測パラメータとトラックの両方が設定されます。ア

ナログ波形のように表示させるためには、該当するシリアル信号
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が長時間捕捉されるように時間軸の設定をする必要があります。 

パラメータの設定：MsgtoValue 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Value(P.34) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

Message to Value 

データフィールドに含まれる値をパラメータに出力します。上の

View Serial Encode Data as Analog Waveformと異なり、演算の

設定は含まれていません。演算の出力先にTrackを選択した場合

には同じ結果になりますが、ヒストグラム・トラックなどへの出

力や合否判定などに利用します。 

パラメータの設定：MsgToValue 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Value(P.34) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

タイミングの計測 

遅延などのタイミングを測定するパラメータです。アナログ信号からシリアル信号・シリアル

信号からアナログ信号・シリアル信号間などの時間を測定することができます。 

 

Message to Analog 

特定アドレスを持つシリアル信号からアナログ信号の変化まで

の時間を計測します。これはシリアル信号で送信された命令がコ

ントローラで実行されるまでの遅延を計測することができます。

ソース信号としてデコーダとアナログ信号を指定します。例え

ば、運転支援システムからのブレーキ命令からブレーキコントロ

ーラに接続されたソレノイドが動作するまでの時間などを測定

することができます。 

パラメータの設定：MsgToAnalog(CANToAnalog) 

パラメータ詳細設定：Analog(P.32)、ID(P.32)、Data(P.32)、
Holdoff(P.33) 

入力ソース：Source1はデコーダ、Source2はアナログ波形 

 

Analog to Message 

アナログ信号の変化からコントローラがシリアル信号で送信す

るまでの時間を計測します。これはスイッチのようなソース信号

の変化がコントローラを通してシリアル信号として出力される

までの時間を計測します。シリアル信号はIDやDataで条件を付け

ることができます。 

パラメータの設定：AnalogToMsg(AnalogToCAN) 

パラメータ詳細設定：Analog(P.32)、ID(P.32)、Data(P.32)、
Holodoff(P.33) 

入力ソース：Source1はアナログ波形、Source2はデコーダ 
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Message to Message 

2つのシリアル間の遅延を測定します。例えばコントローラに接

続されたSPIシリアル信号からCAN信号への遅延やゲートウェ

イモジュールのLINとCANとの間の遅延を計測することができま

す。 

パラメータの設定：MsgToMsg (CANtoCAN) 

パラメータ詳細設定： ID(P.32)、Data(P.32)、Holdoff(P.33) 

入力ソース：Source1はデコーダ、Source2はデコーダ 

 

Delta Message 

指定IDのシリアル信号が送信されるインターバルを計測します。

マルチマスターのネットワークでは同じタイミングで2つのシリ

アル信号が送信された場合、一方は送信できず、再送されること

になります。定期的に送信されるフレームがどの程度安定して送

信しているかを確認することができます。 

パラメータの設定：DeltaMsg (DeltaCAN) 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Data(P.32) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

Time at Message 

トリガ時間を基準にした指定IDの時間を計測します。 

パラメータの設定：Time@Msg(Time@CAN) 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Data(P.32) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

その他 

 

Bus Load 

バスの稼働率が高くなると、アービトレーションが増える可能性

があります。Bus Loadにより稼働率を計測することができます。 

パラメータの設定：BusLoad (CANload) 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Data(P.32) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

Message Bitrate 

ネットワークに接続されたノードは同じビットレートで送信す

る必要があります。水晶などのクロックは温度変化により周波数

が変化するため、ノードが配置される位置により、クロックの周

波数が変化する可能性があります。Message Bitrateにより特定

IDのビットレートを計測することができます。 

パラメータの設定：MsgBitrate (CANMsgBR) 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Data(P.32) 

入力ソース： Source1はデコーダ 
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Number of Messages 

ソース波形に含まれる特定のIDやデータの個数を測定します。 

パラメータの設定：NumMessages (CANMsgNum) 

パラメータ詳細設定：ID(P.32)、Data(P.32) 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

• 出力先パラメータの選択…[Destination]を押し、出力する計測パラメータ[Px]を選択します。 

• 演算への出力…[Graph]ボタンを押し、[None]・[Track]・[Trend]・[Histgram]から選択し、

[Destination]から出力先[Fx]を選択します。 

• 設定の実行…[Apply & Configure]を押すと、設定を開始します。 

ヒストグラム 

ヒストグラムは TDM オプションが搭載できるオシロスコープでは標準機能として提供されます。ヒ

ストグラムは品質管理の場面で良く使われる不具合のデバックに役立つ方法です。オシロスコープが

一般的に提供する統計情報は平均値・最大・最少などの僅かな情報です。大まかな理解は可能ですが、

直観的には理解しづらいものがあります。例えば定期的にデータ送信するフレームを周期でヒストグ

ラム表示した場合、自然現象などのランダムな要因では正規分布になります。しかしアービトレーシ

ョンにより再送が行われると、分布が右側に広がります。同じばらつきの幅でも、正規分布では単一

要因の問題と推測できますが、複数の山に分かれたヒストグラムは自然現象とは異なる要因が含まれ

ていると推測できます。 

 

TDM オプションが搭載できるオシロスコープは標準パラメータとしてヒストグラム用パラメータが

用意されています。 

 

FWHM 頂点から 50％位置の幅 

 

FWxx 頂点から任意の位置の幅 

 

Hist Amp 上位 2 山の母集団ピーク間の幅 

 

Hist Base 上位 2 山の左側集団のピーク 

 

Hist max pop 最大頻度 

 

Hist Max X 軸の最大値 

 

Hist Mean X 軸の最大と最小の中央地 

 

Hist Midian 頻度が半分になる X 軸の値 
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Hist Minimum X 軸の最小値 

 

Hist Mode 最も高い頻度の X 軸の値 

 

Hist pop@x 指定 X 位置の頻度 

 

Hist Range X 軸の最小と最大の幅 

 

Hist RMS RMS 

 

Hist SDEV 標準偏差 

 

Hist Top 上位 2 山の右側集団のピーク 

 

HistX@peak 任意の母集団ピークの X 軸の値 

 

Peaks 母集団の数 

 

Percentile 全データを値で順位付けし、順位に対して指定パーセント

に該当するデータの X 軸の値 

 

Total Pop Gate により囲まれた範囲のデータ数 

 

トラック 

トラックは TDM オプションが搭載できるオシロスコープでは標準機能として提供され、計測データ

を時系列に並べて波形として表示する機能です。計測パラメータにより、計測データはトリガ位置か

らの時間とペアで保存されています。トラックはその時間情報と計測値から点をプロットし、各計測

値の間を補間して一つの波形として作成する機能です。作成された波形はチャンネルで捕捉した波形

と同じように扱うことができるため、カーソル測定はもちろん、トラック波形をソースにして計測パ

ラメータや演算を実行できます。 
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トレンド 

トレンドは TDM オプションが搭載できるオシロスコープでは標準機能として提供され、計測データ

を時系列に並べて波形として表示する機能です。トラックとは異なり、1 データは 1 サンプルとして、

時間情報のないデータが指定サンプル数蓄積されます。指定サンプル数以上のデータがある場合は、

直近のデータから指定サンプル数までになります。主にデータ全てをファイルとして保存したい用途

で使用します。トレンド波形を CSV 形式でファイルに出力して、パソコンなどでデータをチェックす

る場合や管理図として利用することができます。MsgToValue パラメータと共に使用すれば、メッセ

ージ内の値のピックアップからスケール変換まで全て行った情報を一度に保存することができます。

通常のデコード結果をエクスポートする方法では、アナログデータとフラグの両方が含まれたメッセ

ージを目的のデータまで手動で処理する必要があります。 

 

合否判定 

コントローラは制御量を決定するために直接接続された複数のセンサーからの情報や他のコントロー

ラから与えられた情報を使用します。合否判定は計測パラメータからの値を使い、複数の条件が成立

しているかどうかをチェックするのみ便利な機能です。 



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

41 

 

アイパターン(E)解析 

アイパターンは信号品質の確認に使用します。伝送路の設計により、信号はノイズや反射、伝送路

帯域などの影響により、波形が乱れてレシーバーに到達することがあります。乱れた信号により、

レシーバー側で受信した信号はビット誤りを引き起こします。アイパターンは、ビット誤りを起こ

しやすい状態にあるかを波形形状から簡単に理解することができます。アイパターンは 1 ビット幅

に信号波形を切り取り、重ね書きします。アイパターン中央の波形が描かれないエリアが広いほど

信号品質が良いことを示しています。プロトコルによっては、プロトコルの仕様書に従い、マスク

試験を行うことができます(LIN, FlexRay にはマスクはありません)。マスクにかかる波形は赤いマー

カーで印をして、その部分を拡大表示させることができます。 

 

波形を重ね書きする横軸の基準はクロックです。プロトコルとして、クロック信号があるプロトコ

ルはクロック信号を基準にアイパターンを描画します。クロック信号がないプロトコルは波形から

クロック位置を特定して描画します。1 ビット幅は、アイパターン表示エリアの 2Div から 8Div の幅

に固定されます。1Div あたりの時間は[Bitrate]の設定と波形から調整され、Eye のディスクリプタラ

ベルに表示されます。次の例では、1Div は 83ns。1bit幅は 6Div×83ns=498ns でアイパターンを描

いていることを示しています。振幅方向の大きさはチャンネルの設定をそのまま引き継ぎます。ア

イパターンを大きく表示したい場合は、チャンネルの設定垂直軸設定を調整します。但し、Standard 

Mask を使用した場合には、垂直軸の設定が仕様に合わせて自動的に変更されます。 

 

また、アイパターンの大きさを測定することができます。Eye Height はアイパターンの中心から振

幅方向の内径を測定します。Eye Width はアイパターンの中心から水平方向の内径を測定します。こ

の他にマスクを使用している場合には、マスクヒット数を測定できます。 
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アイパターンの設定手順 

アイパターン機能を搭載しているモデルは、シリアルデコードの一部にアイダイアグラムの設定メ

ニューが追加されます。 

1. メニューバーから[Analysis 解析]→[Serial Decode…]を選択し、[Eye Diagram Setup ]タブを

開きます。 

2. 左側にあるデコーダの選択で、目的のデコードが行われているデコーダを選択します。 

3. [Enable]にチェックを入れます。 

4. [Bitrate]に入力します(プロトコルによっては、デコーダの選択で、デコーダで設定されている

ビットレートが自動的に入力されます)。ここまでの設定で、アイパターンは表示されます。 

 

5. アイパターンは更にマスクテストを実行することができます。[Mask] セクションの[Enable]

にチェックを入れ、マスクの形状を選択すると、マスクテストを実行します。マスクの選択は

[Standard]と[Custom]があります。[Standard]は現在 CAN プロトコルのみ対応しています。

[Custom]はユーザーにより作成されたマスクをロードします。 

6. [Mask Failure On]を有効にすると、マスクにかかる波形の位置が赤いマーカーで示されます。

[Failure Location]を有効にすると、マスクにかかる波形だけが別トレースとして表示されます。 

7. アイパターンに対してパラメータ計測させることができます。[EyeHight]は振幅を表示します。

[EyeWidth]は 1 ビットの幅を表示します。[MaskHit]はマスクテストを行った際に、そのマス

クに波形がかかる回数を表示します。 
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CANbus/CANFDbus 
概要 

CAN トリガ・デコードは、CAN の種類や解析の種類によりオプションが異なります。CAN の種類には、

CAN プロトコルと CAN をベースにして大容量のデータを高速に伝送する CANFD プロトコルがありま

す。CANFDbus TD オプションは CAN と CANTD の両方のプロトコルに対応したトリガ・デコードが可

能になります。CANbus（又は CANFDbus）に解析機能を追加したCANbus TDME（又はCANFDbus TDME）

オプションや CANの IDから人が見て理解しやすいシンボリックなデコードを可能にするCANbus TDM 

E SYMBOLIC(又は CANFDbus TDME SYMBOLIC)オプションが用意されています。オプションにより

動作する機能は次の表を参照してください。 

 

CAN(又はCANFD)はCANHとCANLの 2線の信号ラインを使い、両信号間の電位差で論理Hiと論理 Low

を送信します。オシロスコープの測定には通常差動プローブを使用します。差動プローブの選択にはコ

モンモード入力範囲と差動入力範囲に注意する必要があります。コモンモードノイズが十分抑えられて

いる場合、パッシブプローブなどのシングルエンドのプローブで測定することができます。ネットワー

ク内の CAN のビットレートは全て同じです。CAN のデコードやトリガはビットレート及びビットを判

定するスレッシュホールド電圧により正しく認識することができます。CAN の仕様に合わせて、ビット

のサンプリングポイントは PHASE_SEG1 と PHASE_SEG2 の間に設定されます。Sampling タブで任意

のビットのサンプリングを設定することもできます。 

・デコード 

CANbus デコードはデータを送信するデータフレームと他のノードにデータを要求するリモートフレー

ムに対応します。データフレームとリモートフレームの ID フィールドは標準の 11 ビットと拡張の 29 ビ

ットに対応しています。またノードがエラーを検出した際に送信されるエラーフレームに対応していま

す。但しオーバーロードフレームやインターフレームスペースは認識することができません。オーバー

ロードフレームは構造的にエラーフレームと似ているため、エラーフレームとして認識されます。CRC

デリミタや ACK デリミタ、または EOF が正しい位置に無い場合フォームエラーとして認識されます。

ACK エラー・CRC エラー・スタッフビットエラーに対応します。 
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CANFD のフレームはデータフレームのみ存在します。データの要求は CAN のリモートフレームで行い

ます。CAN ネットワークと共に動作できるように、コントロールフィールドまでは CAN と同じビット

レートを使い、データ構造を示すビットにより CANFD を判断します。CAN との違いとして、データフ

レーム内のデータ構造を示すビットの状態やデータ長・信号速度・CRC の計算方法などが変化します。

CANFDbus デコードは CANbus で予約ビットとして用意された位置にある EDL(EXTENDED DATA 

LENGTH)ビットにより判別が行われます。またビットレートが高速ビットレートに変化する場合には

BRS (BIT RATE SWITCH)ビットにより判別が行われます。CANFDbus のメニューから高速ビットレー

トとして Data Bitrate 内で速度を指定する必要があります。また ISO11898-1 を使用している場合、スタッ

フビットカウントが DATA フレーム内に追加されます。CANbus と同様にフォームエラー・ACK エラー・

CRC エラー・スタッフビットエラーに対応します。ISO11898-1 の場合、更にパリティエラー・スタッフカ

ウントエラーに対応します。 

・トリガ 

CANbus/CANFDbus トリガはフレームの種類や CAN メッセージ・フレーム ID・シリアルデータパター

ン・エラーによりトリガすることができます。ID やデータは範囲指定やマスクなど高度な条件を設定す

ることができます。範囲指定には＝、!=、<、<=、>、>=、範囲内、範囲外の指定が可能です。 

はじめて CAN プロトコルでトリガする場合、トリガタイプの選択で All Frame を選択して、CAN 信号と

して認識できているか確認してください。次に ID や Data を指定して、特定の値でトリガします。 All 

Frame でトリガできない場合、ソースチャンネルの選択・スレッシュホールド電圧に指定・ビットレー

トの選択に誤りがないか確認してください。CANFD の場合には更にフレームタイプと高速ビットレート

の速度を確認してください。 

注意：一部の製品には、CAN プロトコルの選択で、CAN H-L, GM CAN/LAN, GM CAN H-L など選択があり

ます。H-L の選択は演算をソース信号としている以外は通常の CAN や GM CAN と変わりありません。GM 

CAN/LAN は GM 社の 5790c 仕様を計測するために使用します。 



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

45 

 

CANbus デコード設定詳細  

CAN がデコード･プロトコルとして選択された場合、右側のダイアログに CAN デコード設定ダイアロ

グが表示されます。ダイアログには BASIC・Levels・Filter・Sampling(CAN FD のみ)のタブが用意され

ています。 

CAN プロトコルのデコードで最低限必要とされる設定は、Levels タブと Basic タブの Nominal Bitrate

の設定です。CAN FD プロトコルでは CAN の設定に加えて、Basic タブの Data Bitrate・ISOの設定が

必要になります。 

表示に関する設定として、Basic タブの Show Stuff Bits・Show Bits Idx、Filter タブがあります。 

CAN FDbus オプションを使用している場合には、Sampling タブにより、ビットのサンプリングポイン

トの設定を行うことができます。 

注意) 一般的なシリアル･デコードの操作方法は 9 ページを参照してください。Filter タブは他のプロトコル

でも使用される一般的な設定です。操作方法の詳細は 21 ページを参照してください。 

[Basic 基本]タブ 

 

・ [Viewing 表示形式] -ここでのデコードフォーマットは[Hexadecimal 16 進数]で表示されます。VBA

オプションがインストールされている場合、[Symbol シンボリック]を選択できます。 

・ [Nominal Bitrate]–CAN ネットワークのビットレートを設定します。CANFD は、アービトレーショ

ンフィールドで使われるビットレートを設定します。上下のボタンは規格に沿ったビットレートで

設定します(10, 25, 33.333, 50, 83.333, 100, 125, 250, 500, and 1000 kb/s)。またはビットレートの

フィールドを 2 回タッチして、ポップアップ表示されたキーパッドで値を入力します。値は 10‐

1000 kb/s.の範囲で入力することができます。 

・ [Data Bitrate] －CANFD の場合だけ表示される設定項目です。CANFD プロトコルのデータ部分の

ビットレートを設定します。上下のボタンは規格に沿ったビットレートで設定します(500k, 1.0M, 

1.5M, 2.0M, 5.0M, 8.0M, 10Mbit/s)。またはビットレートのフィールドを 2 回タッチして、ポップ

アップ表示されたキーパッドで値を入力します。値は 10‐100 Mb/s.の範囲で入力することができ

ます。 

・ [Show Stuff Bits] –各 CAN メッセージ･フレームの stuff ビットをハイライト表示させたい場合、チ

ェック･ボックスにマークします。Stuff ビットは同じ極性のビットが５つ並ぶ場合、自動的に逆の

極性で挿入されるビットです。オンににすると、スタッフビット部分だけがボックスで示されます。 
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OFF 

 

ON 

 

・ [Show Bits Idx] －各ビットを紫色の枠で囲い、それぞれの位置にインデックスを表示します。イン

デックスは SOF から EOF まで全てのビットに採番されますが、スタッフビットはインデックスの

中に含まれません。ズーム表示では次のように表示されます。 

 

注意) インデックスが抜けている位置はスタッフビットです。 

注意) 表示の制限により、データが長い場合に開始部分以外は採番されないことがあります。 

・ [ISO] －CANFDプロトコルはRobert Bosch GmbHが開発したプロトコルと ISOで規定された ISO 

CANFD(11898-2:2015)の２つがあります。ISO CAN FD はデータセクション内にスタッフビットカ

ウントの情報が含まれるように変更されています。チェックを入れると ISO CAN FD としてデコー

ドを行います。 

・ [Symbol File シンボルファイル] – SYMBOLIC オプションの場合、表示されます。ID やデータをシ

ンボルに変換するための DBC 形式の Vector データベースファイルを選択します。 
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[Levels レベル]タブ 

 

・ [Level Type レベルタイプ]・[Level レベル] - ビットを判定する閾値を設定します。設定には電圧

値で設定する[Absolute]と信号の振幅からパーセントで指定する[Percent パーセント]の2種類があ

ります。デフォルトは [Percent]、[50%]に設定されています。 

注意) レベルはオシロスコープのグリッドに水平の点線で表示されます。初期状態のデコードでエラ

ーフレームがあった場合、適当と思われるレベルに設定されているか確認してください。 

[Sampling]タブ(CANFDbus オプションのみ) 

 

・ [ESI Dominant only] －チェックされている場合、エラーアクティブを表す ESI ビットが常にド

ミナントであることを明示しています。デコーダーが通常のビット判定のみで、サンプリングポイ

ントの位置を気にせずに動作するため、高速にデコードすることができます(エラーアクティブ状

態はバス上の通信に参加できていることを示しています)。ESI ビットがレセシブが許される場合

はチェックを外すことができます。チェックを外すと、サンプリングポイントを手動で設定するこ

とができます。設定方法には Basic と Advanced の２つがあり、Basic は 1 つのビットの中で何％

に位置でサンプリングするかを設定します。Advanced は仕様書に書かれているように TiME 

QUATUM の時間を単位として、PROP_SEG・PHASE_SEG1・PHASE_SEG2 の各時間を設定

します。 

・ PROP_SEG: ネットワークの物理的な遅延を吸収するセグメント 

・ PHASE_SEG1: サンプリングポイントの前の時間 

・ PHASE_SEG2: サンプリングポイント後の時間 

注意: チェックを入れているにもかかわらず、レセシブフレームが含まれる場合、正しくデコードでき

ません。 
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CANbus アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様にCANbusデコード･アノテーションはセクション毎に分かれた

オーバーレイ表示の上に表示されます。次のようなデコード･アノテーションが表示されます（いつく

かのアノテーションはスクリーンショットにありません）。 

 

SOF フレームの開始を示します。短縮表示では文字が省略されます 

ID 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

RTR ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合リモートフレームを表し

ます 

IDE ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合、識別子が拡張フォーマ

ットであることを示します 

r0 ビットの位置が枠で示されます 

DLC データのバイト数を 10 進数で表示します 

DATA バイト毎にデータを 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

 

CRC 15 ビットの CRC を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

CRCD ビットの位置が枠で示されます 

ACK ACK と ACK デリミタ 

EOF フレームの終了を示し、7 ビットのレセシブビットからなります。 

Staff bit スタッフ･ビットは枠で Basic タブの"Show Stuff Bits"をオンにすると、表

示します。 

 

Symbols SYMBOLIC オプションを搭載している場合、*.dbc 形式のシンボルファイ

ルを提供することにより、シンボリックデコードを実行できます。 

ID の値とデータの内容からシンボルに変更します。次の例では、0x400 の
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ID が Engine としてシンボルに変換され、データの内容が CamSpeed や

Power としてシンボルに変換されます。 

 

 

CANBus テーブル 

 

 インデックス 

インデックスをタッチすると、選択されたフレームをズーム表示します 

Time トリガの時間を基準に、SOF の時間を表示 

Format ID の形式。標準フォーマットは Std、拡張フォーマットは Ext 

ID 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

IDE 標準フォーマットの場合 0、拡張フォーマットの場合 1 

RTR データフレームの場合 0、リモートフレームの場合 1 

DLC データのバイト数を 10 進数で表示します 

DATA バイト毎にデータを 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

各バイトはスペースで区切られます 

CRC 15 ビットの CRC を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

BitRate ビットレート 

Status エラーなどを検出した場合、ステータスに表示されます 

：CRC エラー 波形から計算した値を示します 

：スタッフビットエラー 

：ACKエラー 

：フォームエラー。発生要因は CRC デリミタがドミナント・

ACK デリミタがドミナント・EOF が完全でない 

Symbols 

Signal 

SYMBOLIC オプションを搭載している場合、*.dbc 形式のシンボルファイ

ルを提供することにより、シンボリックデコードを実行できます。 

Symbols 列は ID の値とシンボルに変更します。 

Signal はデータの内容からシンボルに変更します。次の例では、0x400 の

ID が Engine としてシンボルに変換され、データの内容が CamSpeed や

Power としてシンボルに変換されます 
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CANFDbus アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様に CANFDbus デコード･アノテーションはセクション毎に分か

れたオーバーレイ表示の上に表示されます。CANFDbus 特有のデコード･アノテーションは次のよう

なものがあります（いつくかのアノテーションはスクリーンショットにありません）。 

 

SOF フレームの開始を示します。短縮表示では文字が省略されます 

ID 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

SRR ビットの位置が枠で示されます。SRR は常にレセシブです。 

r1 ビットの位置が枠で示されます。予約ビット 

IDE ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合、識別子が拡張フォーマ

ットであることを示します 

EDL ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合、CANFD であることを示

します 

r0 ビットの位置が枠で示されます。予約ビット 

BRS ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合、データフィールドが高

速ビットレートで送信されることを示します 

ESI ビットの位置が枠で示されます。レセシブの場合、エラーパッシブをしめ

し、ドミナントの場合、エラーアクティブを示します 

DLC データのバイト数を 10 進数で表示します 

DATA データを 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

SBC スタッフビットカウントを 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

CRC CRC を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

CRCD ビットの位置が枠で示されます。CRC デリミタ 

ACK ACK と ACK デリミタ 

EOF フレームの終了を示し、7 ビットのレセシブビットからなります。 

SB スタッフ･ビットは枠で Basic タブの"Show Stuff Bits"をオンにすると、表

示します。 
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Symbols SYMBOLIC オプションを搭載している場合、*.dbc 形式のシンボルファイ

ルを提供することにより、シンボリックデコードを実行できます。 

ID の値とデータの内容からシンボルに変更します。次の例では、0x400 の

ID が Engine としてシンボルに変換され、データの内容が CamSpeed や

Power としてシンボルに変換されます。 

 

 

CANFDbus テーブル 

 

 インデックス 

インデックスをタッチすると、選択されたフレームをズーム表示します 

Time トリガの時間を基準に、SOF の立下りの時間を表示 

Format CAN の形式や ID の形式。CAN 標準フォーマットは Std、CAN の拡張フ

ォーマットは Std Ext、CANFD 標準フォーマットは FD、CANFD 拡張フ

ォーマットは FD Ext 

ID 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

IDE 標準フォーマットの場合 0、拡張フォーマットの場合 1 

EDL CANFD 形式でのみ表示されます。CANFD の場合常に 1 です。 

BRS CANFD 形式でのみ表示されます。データフィールドが高速ビットレートで

送信される場合 1。名目ビットレートで送信される場合 0  

ESI CANFD 形式でのみ表示されます。エラーパッシブの場合 1、エラーアクテ

ィブの場合 0  

RTR CAN 形式でのみ表示されます。データフレームの場合 0、リモートフレー

ムの場合 1 

DLC データのバイト数を 10 進数で表示します 

DATA バイト毎にデータを 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 
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各バイトはスペースで区切られます 

SBC ISO CANFD(11898-2:2015) の場合だけ表示されます。スタッフビットカウ

ントの数を 10 進数で表示します。 

CRC CANFD 形式はデータのバイト数により CRC の計算方法が異なります。

0-16 バイトまでは 17 ビットの CRC、17-64 バイトは 21 ビットの CRC。

0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

CAN 形式は 15 ビットの CRC です 

CL CRC のビット長。CRC17 は 17、CRC21 は 21 

BitRate 名目ビットレート 

BR Data 高速ビットレート 

Status エラーなどを検出した場合、ステータスに表示されます 

：CRC エラー 波形から計算した値を示します 

：スタッフビットエラー 

：CRC 内の指定の位置でスタッフビットが無い場合 

：ACKエラー 

：フォームエラー。発生要因は CRC デリミタがドミナント・

ACK デリミタがドミナント・EOF が完全でない 

：スタッフビットカウントエラー、波形からカウントした

値を示します。ISO CANFD(11898-2:2015)形式でのみ表示 

：パリティエラー、ISO CANFD(11898-2:2015)形式でのみ

表示 

：エラーフレーム 

Symbols 

Signal 

SYMBOLIC オプションを搭載している場合、*.dbc 形式のシンボルファイ

ルを提供することにより、シンボリックデコードを実行できます。 

Symbols 列は ID の値とシンボルに変更します。 

Signal はデータの内容からシンボルに変更します。次の例では、0x400 の

ID が Engine としてシンボルに変換され、データの内容が CamSpeed や

Power としてシンボルに変換されます 

 

 



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

53 

 

CANbus/CANFDbus トリガ設定詳細  

次は CANFDbus トリガ設定メニューです。 

 

上図の CANbus トリガ設定メニュー内の番号は下記の説明の番号と一致します。 

1. [Souce Setup ソースの設定] 

・ [DATA データ] – ソースチャンネルをポップアップから選択します。MSOオプションを搭載して

いないモデルはC1・C2・C3・C4・Extの中から選択し、MSOオプションを搭載しているオシロ

スコープはデジタルライン(Dx)を選択することができます。 

・ [Threshold スレシホールド] –ビットのハイ・ローを判断する電圧レベルを設定します。通常の

トリガと同様にフロントパネルのレベルつまみでも調整することができます。[DATA データ]で

デジタルライン（Dx）を選択している場合は、デジタルラインのスレッシュホールドレベルに

従います。 

注意) トリガを設定できる電圧範囲はグリットエリア内に限られるため、トリガソースチャンネ

ルの Volt/Div や Offset 設定を事前に調整する必要があります。 

2. [Frame Type フレームタイプ] – CANFDbus オプションのみ表示されます。CAN の種類やデータ部分

のビットレートについて選択があります。 

・ [Type(EDL)]・ [ISO Frame]–CANの種類を指定します。信号のEDLビットにより判断します。

Both(x)・CAN std(0)・CAN FD(1)から選択できますが、CAN FDのISOフレームの場合はCAN 

FD(1)を選択する必要があります。 

・ [BR Select(BRS)]–CAN FDのデータ部分の速度を指定します。信号のBRSビットにより判断しま

す。Both(X)・Nominal(0)・FD(1)から選択できます。この設定は[Type(EDL)]でCAN FD(1)が選択

されている必要があります。 

3. [CAN SETUP] –名目ビットレートと高速ビットレートを設定します。 

・ [Nominal Bitrate]–CANのビットレート、CAN FDのARBITRATIONフィールドで使用されるビッ

トレートを設定します。上下のボタンで10Kbits/s・25 Kbits/s ・33 Kbits/s・50 Kbits/s・83 Kbits/s・

100 Kbits/s・125 Kbits/s・250 Kbits/s・500 Kbits/s・1Mbits/sから選択、または直接キーパッド

で値を入力します。 

・ [Data Bitrate]– CAN FDのDATAフィールドで使用されるビットレートを設定します。上下のボタ

ンで500Kbits/s・1Mbits/s ・1.5Mbits/s・2Mbits/s・5Mbits/s・8Mbits/s・10Mbits/sから選択、ま

たは直接キーパッドで値を入力します。 

4. [Trigger Type トリガーの種類] – ID やデータの内容に対してトリガするなど、大まかなトリガの条件の指定

を行います。 

・ [All 全て] –IDやDataに関係なく全ての信号でトリガします。Frame IDやData Pattern ID設定フィ

ールドは有効になりません。 

・ [Remote リモート] – RTRフラグが１で、Frame ID設定に一致したフレームでトリガします。 

・ [ID] – RTFフラグが0で、Frame ID設定に一致したフレームでトリガします。 

・ [ID+Data] - RTFフラグが0で、Frame ID と Data Pattern ID 設定フィールドの両方が有効になり
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ます。 

・ [Error エラー] –Error Frame発生時トリガします。Frame IDやData Pattern ID設定フィールドは

有効になりません(56ページを参照)。 

5. [Format フォーマット] –ID やデータの指定をする時のフォーマットを選択します。SYMBOLIC オプ

ションを搭載しているモデルでは、シンボルでの選択も可能です。 

・ [Binary バイナリ] –IDやデータの条件設定にバイナリ形式で値を指定します。 

・ [Hex] –IDやデータの条件設定に16進数形式で値を指定します。 

・ [Sym] – シンボルの選択とデータにより値を指定します。SYMBOLICオプションを搭載して

いるモデルのみ表示されます(57ページを参照)。 

6. [Frame ID Setup フレーム ID のセットアップ] –ID を条件にトリガすることができます。標準 ID と拡

張 ID のどちらにも対応しています。トリガされるフレームは[ID Condition ID 条件]と[Frame ID フレ

ーム ID]の設定により決まります。値の入力方法は 24 ページを参照してください。 

・ [ID Condition ID条件] –IDの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・

[Less than or Equal to 同等か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than ro Equal to 以上]・[In 

Range of 範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・ [IB Bits(IDE)] –IDの形式をSTD(11bits)・EXT(29bits)・[All すべて]のいずれかを指定します。 

・ [Frame ID フレームID] –[ID Condition ID条件]に対する値を入力します。 

7. [Data Pattern Setup データパターンの設定] –データパターン条件を設定します。１つのフレーム ID

に 2 種類のデータが含まれる場合に対応するため、データの開始位置とビット長を指定できるように

なっています。また、バイト順の指定や符号付整数、または符号なし整数の指定ができます。 

・ [Data Cond] –データの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・[Less 

than or Equal to 同等か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than ro Equal to 以上]・[In Range 

of 範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・ [Start Bit スタートビット] –データの開始位置をビットの位置で指定します。[Byte Order バイト

順]のに関わらず、先頭からのビット数で指定します。設定範囲は0－511ビットです。例として、

次の矢印の位置から開始するには、0ビットからスタートするため、[Start bit]に４を設定します。 

 

・ [#Data Bits データビットの数] –評価対象のデータビット数を指定します。例えば、次のような

データの中で0x55と0xaaの位置で評価する場合、[Start bit]を8、[#Data bits]を16に設定します。 

 

・ [Byte Order バイト順] –データのバイトが配置される順番。[Motorola]、又は[Intel]を指定します。

[Motorola]は先頭バイトが上位バイトです。[Intel]形式は先頭バイトが下位バイトです。次のよう

な32ビットデータの場合、[Motorola]では0x0055aaffになりますが、[Intel]では0xffaa5500です。 
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・ [Sign Type ] –値の指定で[Unsigned Int 符号なし]と[Signed Int 符号つき]を指定します。 

・ [Data Value データ値] –[Data Cond]に対する値を入力します。 
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エラートリガ 

[Trigger Type トリガの種類]で[Error エラー]を選択すると、右側のメニューが次のようにエラー選

択メニューに変わります。 

 

エラーの種類は複数同時に選択できるようにチェックボックスでの選択になっています。CANFDbus

オプションは ISOフレーム用にStuffbit Counter ErrorやStuffbit Counter Parity Errorを選択できます。

この 2 つのエラーは[Frame type フレームタイプ]で[ISO Frame]をオンにする必要があります。 

・ [Error Frames]－エラーフレームでトリガします。 

・ [Stuff Bit Errors]－スタッフビットが適切に処理されていない場合、トリガします。 

・ [CRC Mismatch Errors]－CRC フィールドの値と波形から計算された CRC の値が等しくない場

合、トリガします。 

・ [Stuffbit Counter Error]－ISOフレームのスタッフビットカウンタの値が波形から計算した値と

等しくない場合、トリガします。 

・ [Stuffbit Conter Parity Error]－ISOフレームのパリティビットの値が正しくない場合、トリガ

します。 
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SYMBOLIC トリガ 

SYMBOLICオプションを搭載しているモデルでは、信号の選択をシンボルで指定することができま

す。[Format フォーマット]セクションで[Sym]を選択すると、右側のメニューがシンボル用に変更さ

れます。 

注意) [Sym]を選択しても、指定方法は[Trigger Type トリガの種類]の選択に従います。 
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信号の定義は *.dbc形式のシンボルファイルで行われます。定義ファイルをBrowseボタンを押し、

ファイルを指定します。DBCボタンを押して、下図のようなツリーの中から信号を選択します。ツ

リーの中の信号を選択すると、プロパティが右に表示されます。[OK]ボタンを押すと確定になりま

す。 

 

信号が選択されると、他の指定方法と同じように[Condition 条件]と[Value 値]により特定の値でトリ

ガすることができます。 

 

CANbus/CANFDbus アイパターン解析 

 

CANbus TDME や CANFDbus TDME オプションが搭載されている場合、アイパターン表示やマスクテ

ストで波形の品質をチェックすることができます。 

アイパターン表示は電圧軸やオフセットの設定がそのまま継承されます。そのためアイパターンの波形

の大きさはチャンネル波形と同じ大きさや位置で表示されます。アイパターンを大きく表示させたい場

合は、チャンネルの設定で波形が大きく表示されるように設定してください。 

マスクテストはスタンダードなマスクが数種類用意されています。このマスクは電圧により設定されて

いるため、アイパターンの振幅方向の大きさは自動的に調整が行われます。但し信号の極性が正しく表
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示されている必要があります。マスクテストを有効にしてから、レセシブが Hi、ドミナントが Low にな

るようにチャンネルを設定します。もし極性が正しくない場合は、チャンネルメニューの[Invert 反転]

で波形を反転してください(メモリに保存した波形を使用している場合は演算メニューで反転させること

ができます)。 

注意: 一般的なアイパターンの設定は 41 ページを参照してください。 

CAN のマスクは最大ケーブル長と信号速度により 6 種類のマスクが用意されています。マスクをオンに

すると、アイパターンの電圧や時間スケールは自動的に設定されます。マスクのボトムは-0.9V、トップ

は-0.5Vです。時間方向には1ビット幅を100%として、60%, 90%の範囲がマスク領域です。但し500kbps、

最大ケーブル長 10m のマスクは伝搬遅延が短いため 30%, 90%で作成されています。 

 

Standard マスクには次の 6 種類が用意されています。 

 CANbus 

CAN FD バスはデータビットレートの違いにより 5 種類のマスクが用意されていますが、同じ形状のマ

スクです。電圧軸方法は CAN バスと同じく,-0.5V,-0.9V です。 時間軸方向は 30%、80%でマスクが作

成されています。 

CAN FDbus 

一般的なシリアル信号のマスクテストは中心から左右対称にマスクが描かれますが、CAN 信号は伝搬遅

延を考慮して、ビットのサンプリングポイントが後半に置かれます。このサンプリングポイントの位置

までに波形が安定していれば良いので、マスクも後半に置かれます。 

実際の信号はプロービングしている位置とノードの位置関係によりジッタ、ノイズ、ドミナントのレベ

ルなどに違いが生じます。最悪の状態を測定するには CAN 伝送路の末端にあるノードにプローブします。



 オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

60 

 

またテーブルで ID に対してフィルタをすることにより、個別のアイパターンを作成することができます。 

次は複数 ID が含まれたアイパターンです。 

 

テーブルの中から特定 IDだけを取り出して、アイパターンを作成することができます。 

 

 

また他の ID では、それぞれ形状が異なることが分かります。 
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注意: アイパターンに ACK ビットは含まれません。 

注意: CANFDbus のアイパターンはデータビット部分だけをアイパターンで表示します。フレーム前後のアー

ビトレーションフィールドは評価対象ではありません。 
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LINbus 
概要 

LIN は 1 本の信号線で 1 台のコントローラに複数台の周辺デバイスをパラレルに接続します。電圧は

GND を基準にしています。オシロスコープで使用するプローブは付属のパッシブプローブで測定でき

ます。 

LIN フレーム構造は次図のようにヘッダとレスポンスの 2 つのブロックから構成されます。ヘッダは

BRAKE・SYNCH フィールド(同期バイト)・IDENT フィールド（保護識別子）から成り、マスタから送

信されます。それに続きデータと CHECKSUM のレスポンスブロックがマスター、またはスレーブか

ら送信されます。Break を除く各フィールドは 1 バイト単位で前後にスタートビットとストップビット

が付き、最下位ビット(LSB)から最上位ビット(MSB)の順に並びます。LIN フレームの送信スケジュール

はマスタが管理します。個々のスレーブはマスタから送信される ID の値により、データの送信、また

は受信を行います。 

 

ビット順 

 

LIN トリガは Breaks（フレームの開始）・Frame ID・FrameID+Data・エラーからトリガすることがで

きます。Data をトリガ条件にし、Data 値の範囲（単一データ値の代わりに）を設定することができま

す。その他、強力でユーザー･フレンドリーな LINbus TD の機能があります。 

・ LIN バージョン 1.3,・2.x・SAE J2602 フォーマット、混在したバージョンが含まれた LINbus ト

ラフィックのときでもトリガデコード可能 

・ Checksum, Header Parity, Sync Byte エラーでトリガ可能 

はじめて LINプロトコルの計測を行う場合や LINの動作を確認する場合には、簡単なトリガ設定(Break,

または Frame ID)からスタートします。次に、ID+Data 条件で、特定のフレームでトリガできるか試し

てください。 
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LINbus デコード設定詳細  

LIN がデコード･プロトコルとして選択された場合、LIN のデコード設定ダイアログが表示されます。一

般的なシリアル･デコードの操作方法は 9 ページの”シリアルデコードについて”のセクションを参照

してください。 

LIN プロトコルのデコードで最低限必要とされる設定は、Basic タブの[Bitrate ビットレート]や[LIN 

Version LIN バージョン]の設定です。Hi, Low を判定する閾値の電圧はデフォルトのまま 50%で通常問

題ありません。 

[Basic 基本]タブ 

 

・ [Viewing 表示形式 ] -デコードされたプロトコルの表示形式を [Binary バイナリ ]、または

[Hexadecimal 16 進数]から選択します。 

・ [Level Type レベルタイプ]・[Level レベル] - ビットを判定する閾値を設定します。設定には電圧

値で設定する[Absolute]と信号の振幅からパーセントで指定する[Percent パーセント]の2種類があ

ります。デフォルトは [Percent]、[50%]に設定されています。 

注意) レベルはオシロスコープのグリッドに水平の点線で表示されます。初期状態のデコードでエラ

ーフレームがあった場合、適当と思われるレベルに設定されているか確認してください。 

・ [Bitrate ビットレイト] –LINネットワークのビットレートを設定します。上下のボタンは標準的な

ビットレートで設定します(1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 10.417,or 19.2 kb/s)。またはビットレートのフィール

ドを2回タッチして、ポップアップ表示されたキーパッドで値を入力します。値は1-20 kb/sの範囲

で入力することができます。 

・ [LIN Version LIN バージョン] – LIN のバージョンを設定します。Rev1.3,Rev2.x,J2602 の中から選

択します。 

LINbus デコード･アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様に LIN デコード･アノテーションはセクション毎に分かれたオー

バーレイ表示の上に表示されます。次のようなのデコード･アノテーションが表示されます。 

 

Break フレームの開始を示します。 
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Synch 常に 0x55(1010101)の値を示します。前後に Start･bitと Stop･bit が付きます。 

ID 保護識別子が 16 進数(Hex)で表示されます。保護識別子＋パリティビットの前

後に Start･bitと Stop･bitが付きます。 

P パリティ･ビット。0-3 の値。保護識別子＋パリティビットの前後に Start･bit

と Stop･bit が付きます。 

DATA データを Viewing で設定した形式で表示します。１バイトごとに前後に Start･

bit と Stop･bitが付きます。 

CS チェックサムを 16 進数（Hex）形式で表示します。前後に Start･bit と Stop･bit

が付きます。 

LINbus デコード･テーブル 

 

 インデックス 

インデックスをタッチすると、選択されたフレームをズーム表示します 

Time トリガの時間を基準に、Break の開始時間を表示 

Break 通常 0 が表示されます。 

11 ビット以上連続した Low バイトで Break と認識します。 

Synch 常に 0x55(1010101)を示します。 

ID 保護識別子が 16 進数(Hex)で表示されます。 

Parity パリティビット 

Data 
Length 

データ長をバイト数で表示します。 

Data データを Viewing で設定した形式で表示します。 

CS チェックサムを 16 進数（Hex）形式で表示します。 

Bitrate ビットレートを表示します。 

名目ビットレートに対して、3%以上違いがある場合赤く表示します。 

Symbol エラーなどがある場合はこの位置に表示されます。 

CRC エラー：  

レスポンスが無い：  

フレームから外れたバイトデータ：  

ブレーク以降のデータが無い：  

ブレークと SYNC 以降のデータが無い：  

エラー判定しないもの： 

SYNC ビットエラー 

パリティーエラー 

フレームサイズエラー 
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LINbus トリガ詳細 設定 

次は LINbus トリガ設定メニューです。 

Trigger Typeの選択により、LINbusトリガのダイアログはダイナミックに変化します。シンプルなBreak

タイプは Type 選択以外の設定はありません。FrameID や ID+Data は ID や Data Pattern の追加項目が

あります。Error は Error Frame ID などの追加設定項目があります。 

 

上図の LINBus トリガ設定メニュー内の番号は下記の説明の番号と一致します。 

1. [Source Setup ソースの設定] 

・ [DATA データ] – ソースチャンネルをポップアップから選択します。MSOオプションを搭載して

いないモデルはC1・C2・C3・C4・Extの中から選択し、MSOオプションを搭載しているオシロ

スコープはデジタルライン(Dx)を選択することができます。 

・ [Threshold スレシホールド] –ビットのハイ・ローを判断する電圧レベルを設定します。通常の

トリガと同様にフロントパネルのレベルつまみでも調整することができます。[DATA データ]で

デジタルライン（Dx）を選択している場合は、デジタルラインのスレッシュホールドレベルに

従います。 

注意) トリガを設定できる電圧範囲はグリットエリア内に限られるため、トリガソースチャンネ

ルの Volt/Div や Offset 設定を事前に調整する必要があります。 

2. [LIN SETUP LIN のセットアップ] 

・ [Bitrate ビットレイト] - LINネットワークのビットレートを設定します。上下のボタンは標準的

なビットレートで設定します(1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 10.417,or 19.2 kb/s)。またはビットレートのフィ

ールドを2回タッチして、ポップアップ表示されたキーパッドで値を入力します。値は1-20 kb/s

の範囲で入力することができます。 

3. [TRIGGER TYPE トリガーの種類] - フレーム ID やデータの内容に対してトリガするなど、大まかなトリ

ガの条件の指定を行います。 

・ [Break ブレーク] –Frame IDやDataに関係なく全ての信号でトリガします。[Frame ID ]や[Data 

Pattern ]設定フィールドは無効です。 

・ [FrameID フレームID] – [Frame ID ]設定フィールドだけが有効になります。 

・ [ID+Data ID＋データ] – [Frame ID ] と [Data Pattern ] 設定フィールドの両方が有効になります。 
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・ [Error エラー] –エラー発生時トリガします。[Frame ID]や[Data Pattern]設定フィールドが無効で

す[Data Pattern ]の位置に[Checksum Error Setup チェックサムエラーの設定]に変更されます

(56ページを参照)。 

4. [SETUP FORMAT 書式の設定] - ID やデータの指定をする時のフォーマットを選択します。 

・ [Binary バイナリ] –IDやデータの条件設定にバイナリ形式で値を指定します。 

・ [Hex] –IDやデータの条件設定に16進数形式で値を指定します。 

5. [Frame ID Setup フレーム ID のセットアップ] - ID を条件にトリガすることができます。トリガさ

れるフレームは[ID Condition ID 条件]と[Frame ID フレーム ID]の設定により決まります。値の入力

方法は 24 ページを参照してください。 

・ [ID Condition ID条件] –IDの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・

[Less than or Equal to 同等か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than or Equal to 以上]・[In 

Range of 範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・  [Frame ID フレームID] –[ID Condition ID条件]に対する値を入力します。 

6a.  [Data Pattern Setup データパターンの設定] – データパターン条件を設定します。１つのフレー

ム ID に 2 種類のデータが含まれる場合に対応するため、マスク設定が可能になています。値の入

力方法は 24 ページを参照してください。 

・ [Data Cond] –データの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・[Less 

than or Equal to 同等か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than or Equal to 以上]・[In Range 

of 範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・ [Data Value データ値] –[Data Cond]に対する値を入力します。 

・ [#Data Bytes データバイト数]-データフィールドのデータ数を入力します。 

6b. Checksum Error Setup -  [Trigger Type トリガの種類]で[Error エラー]を選択すると、右側のメ

ニューが次のようにエラー選択メニューに変わります。 

 

・ [Error Frame ID エラーフレームID] –エラー対象になるフレームIDを指定します。エラーの種類

は次のChecksumError, Header Parity, Sync Byteから指定します。 

・  [Checksum Error チェックサムエラー] – チェックサムフィールドの値と波形から計算された

チェックサムの値が等しくない場合、トリガします。チェックサムの値はLINのバージョンやデ

ータ長により異なります。チェックサムエラーを有効にすると、[LIN Spec.]や[#Data Bytes]を入

力する必要があります。 

・ [Header Parity ]–パリティーフィールドの値と波形から計算したパリティの値が等しくない場合、

トリガします。 

・ [Sync Byte ] – 同期バイトが0x55ではない場合、トリガします。 

・ [LIN Spec.] -LINbusの仕様を選択します。 
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・ [# Data Bytes データバイト数] -ポップアップキーボードを使い、データバイト値を入力します。 

注意) チェックサムは LIN のスペックにより仕様が異なります。また計算に用いるデータバイト数の指

定が必要になります。Checksum Error を選択する場合、LIN Spec や#Data Bytes フィールドの設定が

必要になります。 

LINbus アイパターン解析 

 

LIN TDME オプションが搭載されている場合、デコードメニューの Eye Diagram Setup タブでアイパ

ターンを表示させることができます。マスクテストも可能ですが、LINbus はスタンダードマスクが用意

されていません。ユーザー側で用意する必要があります。マスクの作成は弊社 Web サイトからダウンロ

ード可能な MaskMaker を使用すると簡単にマスクデータのファイルを作成するこができます。 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp 

注意: マスクファイルの振幅方向の指定は電圧では無く、画面上の Div の位置で指定しています。スケール

やオフセットなどのチャンネルの設定は固定する必要があります。 

テーブルの中から特定 IDだけを取り出して、アイパターンを作成することができます。 

 

注意: 一般的なアイパターンの設定は 41 ページを参照してください。 

注意: アイパターンに使用されるデータは LIN フレームのデータ部分だけを対象に描かれます。 

 

http://teledynelecroy.com/japan/pdf/software/default.asp
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FlexRaybus 
概要  

FlexRay は高速で耐障害性のためにデザインされたタイムトリガ方式の車載 LAN です。FlexRay ネッ

トワークは多様なネットワークトポロジに対応しています。ネットワークは単一チャンネル以外に耐

障害性を上げるため、チャンネルAとチャンネルBのデュアルチャンネルで構成することができます。

チャンネル A とチャンネル B は CRC の計算方法が異なるため、単一チャンネルでも、どちらのチャ

ンネルを使用しているか確認し、オシロスコープに設定する必要があります。ビットレートは

[2.5Mbit/s]・[5.0Mbit/s]・[10Mbit/s]の 3 種類から選択します。基本的な設定として、ビットレートと

チャンネルを測定ポイントに合わせて設定する必要があります。 

 

 

チャンネルはバスドライバを通して接続されます。チャンネルは差動信号で送受信が行われるため、

バスドライバ(BD)はバスプラス(BP)とバスマイナス(BM)の 2 つでチャンネルに接続します。オシロス

コープとの接続はこの BP と BMに差動プローブを接続します。差動間電圧が最大で 2V、ビットレー

トが 10Mbit/s となるため、ZD200 などの 差動プローブで接続します。 

 

 

FlexRaybus の TDP オプションを搭載したモデルは、FlexRay の Part 4 - Electrical Physical Layer 

specification で定義される物理層試験を実施することができます。物理層試験には、送信波形の信号

品質を評価するマスクテスト、受信波形の信号品質を評価するアイダイアグラム、タイミング計測の

3 種類があります。アイダイアグラムで不合格と判定された波形も実際には問題なく受信できる場合

があります。このような場合の代わりの試験方法として SI Voting 試験も用意しています。 

フレームはヘッダ・ペイロード・トレーラのセグメントで１つのフレームを構成します。フレームの

送信タイミングはスケジューリングされ、繰り返されます。繰り返される毎にヘッダセグメントのサ

イクルカウンタの値がアップデートされます。フレームはアイドル状態から TSS とフレームスタート

シーケンス(FSS)から始まり、フレームエンドシーケンス(FES)で終わります。FSS と FES の間のデ

ータはバイト単位のデータです。バイトデータの開始を示す 2 ビットのバイトスタートシーケンス

(BSS)と 1 バイトデータで送信します。この BSS の目的はバイトデータの同期エッジとして使用され

ます。受信信号品質をテストするアイダイアグラムでは、この BSS のエッジのタイミングで毎回ビッ

トのスタート位置をリセットし、それぞれのデータビットの位置を確定します。 



オートモーティブトリガ/デコード マニュアル 

 

69 

 

 

FlexRay トリガは TSS (送信スタートシーケンス), フレーム, シンボル, エラーでトリガすることが

できます。トリガ条件を単一の ID だけをではなく、ID の範囲で指定することができます。また他の

ヘッダセグメントの情報を使って、フレームを特定することができます。 

・ Header セグメント内のサイクル･カウントや Header セグメント先頭にあるインジケータ･ビット

を組み合わせて条件を設定することができます。 

・ CID や CAS/MTS, Wakeup などのシンボルや FSS, BSS, FES, Header CRC, Payload CRC(Traller 

Segment) エラーに対してトリガ 

はじめて FlexRay プロトコルの計測を行う場合や FlexRay の動作を確認する場合には最も簡単なトリ

ガ設定(TSS, or Frame ID)からスタートします。次に ID + Count Equal 条件で特定の値に対してトリガ

を試みます。更に ID + Cycle Count トリガ (ID Greater Than or In Range)などを行います。 
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FlexRaybus デコード設定詳細  

こちらのトピックでは右側ダイアログにある Basic や Levels タブについての説明です。各フィール

ドの設定や条件は下記のようになります。一般的なシリアル･デコードの操作方法は 9 ページの”シリ

アルデコードについて”のセクションを参照してください。 

信号仕様に関する設定：Bitrate, Channel, Level 

表示に関する設定：なし 

[Basic 基本]タブ 

 

・ [Bitrate ビットレイト] - FlexRayネットワークのビットレートを設定します。上下のボタンは標準

的なビットレートで設定します(2.5, 5.0, 10.0 Mb/s)。またはビットレートのフィールドを2回タッ

チして、ポップアップ表示されたキーパッドで値を入力します。 

・ [Channel チャネル] - FlexRayバスのチャンネル[A] [B]を選択します。 

 

注意：トレーラセグメントの CRC 計算の初期ベクタはチャンネル A とチャンネル B では異なります。測定

対象と異なるチャンネルが選択されていない場合、TRAILER_CRC エラーが表示されます。 

[Levels レベル]タブ  

 

・ FlexRay は tri-level 信号のため、Hi や Low を区別するのに２つのレベルが必要になります。レベ

ルは通常%で設定し、デフォルトでは Hi 側 toLow側それぞれ 70％と 30％に設定されています。 パ

ーセンテージの代わりに Absolute を選択して電圧値で入力することもできます。 

・ Level High と Low フィールドはフィールドの値をタッチし、ボックスのタイトルが黄色にハイラ

イト表示されたら、オシロスコープのフロントパネルの Adjust ノブを使うか、値の部分を 2 回タ

ッチしてポップアップ･キーボードからレベルを調整します。レベル設定はオシロスコープのグリ

ッドにドットで描かれた水平線が現れます。初めのデコードがエラーフレームを示していたら、適
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切なレベルへ設定されているか確認してください。 

注意：最初のデコードがエラーフレームの番号を示している場合、現在設定されているレベルが妥当なレベ

ルか確認してください。 

FlexRaybus デコード･アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様に、FlexRay デコード･アノテーションはセクション毎に分かれた

オーバーレイ表示の上に表示されます。次のようなのデコード･アノテーションが表示されます。 

 

コミュニケーション･サイクルのレベルで表示した場合、サイクル･カウンタの値と Static や Dynamic な

どのセグメントがアノテーションとして表示されます。フレーム全体が分かるように表示させた場合、

次のように表示されます。 

 

TSS フレームの開始を示します。 

Reserved ビットの 0、または 1 で表されます。 

Preamble ビットの 0、または 1 で表されます。 

Null 
Frame 

ビットの 0、または 1 で表されます。 

Sync ビットの 0、または 1 で表されます。 

StartUp ビットの 0、または 1 で表されます。 

Slot ID Slot ID を 16 進数（Hex）で表示します。 

Payload 
Length 

データの個数を表示します。１つのデータは 2 バイトで換算します。 

CRC ヘッダ CRC を 16 進数(Hex)で表示します。 

Cycle 
Count 

コミュニケーション･サイクルのカウント数を表します。 

Data １データ（2 バイト）を 16 進数(Hex)で表示します。 

CRC ペイロードの CRC を 16 進数(Hex)で表示します。 

CID CID とだけ表示されます。 

WUS ウェークアップシンボル 

更にズームさせて表示させた場合、BSS(Byte Start Sequence)の位置も確認することができます。 
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FlexRay デコード･テーブル 

 

 インデックス 

インデックスをタッチすると、選択されたフレームをズーム表示します 

Time トリガの時間を基準に、開始時間を表示 

Bit 
Rate/Msg 

メッセージのビットレートを表示します。 

Frame ID Frame ID を 16 進数（Hex）で表示します。 

Payload 
Length 

データの個数を表示します。１つのデータは 2 バイトで換算します。 

Header 
CRC 

ヘッダ CRC を 16 進数(Hex)で表示します。 

Cycle 
Count 

コミュニケーション･サイクルのカウント数を表します。 

Data １データ（2 バイト）を 16 進数(Hex)で表示します。 

Trailer 
CRC 

ペイロードの CRC を 16 進数(Hex)で表示します。 

Symbol エラーなどがある場合、この場所に表示します。 
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FlexRaybus トリガ条件設定詳細  

次のトピックは FlexRaybus トリガのダイアログです。 

Trigger Type の選択により FlexRay トリガのダイアログはダイナミックに変化します。シンプルな TSS

タイプは Trigger Type の選択以外に設定する項目はありません。Frame タイプ下図の 4a,5,6,7 セクシ

ョンを使い設定します。Symbolでは 4b、Errorでは 4cが 4a,5,6,7セクションの代わりに表示されます。 

 

全てのトリガ設定は Source Setup, FlexRay Setup, and Trigger Type フィールドを使います。他のフィ

ールドは Trigger Type の選択により変化します。 

・ Frame トリガ･タイプには Setup Format フィールドの設定があります。この Setup Format は次の

Frame ID の入力フォーマットを決定します。 

・ Frame Trigger は Frame ID Setup, Cycle Count, Frame Qualifier フィールドの設定があります。 

・ Symbol Trigger は Trigger On 選択や System Parameters フィールドがあります。 

・ Errors Trigger は Protocol や CRC Errors フィールドがあります。 

上図のFlexRayトリガ設定メニュー内の番号は次の説明の番号と一致します。 

1. [SOURCES SETUP ソースの選択]  

・  [DATA データ] – ソースチャンネルをポップアップから選択します。C1・C2・C3・C4・Ext

の中から選択します。デジタルライン(Dx)は対応していません。 

・ [Threshold Hi/Low] –ビットのハイ・ローを判断する電圧レベルを設定します。FlexRay は 

tri-level信号を採用しています。ハイやローを区別するために2つのレベルで判定します。 

・ [Find Threshold] –自動的に最適なスレッシュホールドを見つけることができます。 

2. [FLEXRAY SETUP FlexRay のセットアップ] 

・ [Bitrate ビットレイト]- FlexRay ネットワークのビットレートを 2.5 Mb/s・5 Mb/s ・10 Mb/s の

中から選択します。 

3. [TRIGGER TYPE トリガーの種類] 

FlexRay トリガは簡単なTSS (Start)の他に、 FlexRay Frame (ID, Cycle Count, FrameQualifiers) 、

FlexRay Symbols (CID, CAS/MTS and Wakeup Pattern)、更に FSS, BSS, FES などのプロトコル･

エラーや Header CRC や Payload CRC などの CRC エラーに対してトリガを設定することができ

ます。 

トリガタイプを選択。トリガダイアログがトリガタイプの選択によりダイナミックに変更されます。 
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・ [TSS (Start)] –無条件で全ての FlexRay フレームでトリガします。 

・ [Frame フレーム] –ヘッダセグメントの内容により、トリガします。[Frame ID Setup フレーム

ID のセットアップ]・[Cycle Count サイクルカウント]・[ FrameQualifiers ] に条件を入力します。 

注意:Frame ID Setup や Cycle Count フィールドは各詳細セクションで示された条件の選択により

有効になります。 

・ [Symbol シンボル] –ウェイクアップやアイドルなどのシンボルでトリガします。[CID]・[CAS]・

[MTS]・[Wakeup Pattern]に対応します。 

・ [Errors] –CRC エラーや FlexRay プロトコルエラーでトリガします。 

注意：CRC Errors セクションの Payload CRC チェック･ボックスがマークされた場合、Payload 

Channels フィールドが有効になり、要求どおりのチャンネルを選択 

Trigger Type の選択によりトリガ･ダイアログはダイナミックに変化します。 

4a. [Setup Format 書式の設定] 

Trigger Type として Frame が選択された場合、[Binary バイナリ]、または[Hex 16 進数]設定モード

のどちらか一方を選択します。そのフォーマットは FlexRaybus トリガ･セットアップの全てに適

用されます。 

5 [Frame ID Setup フレーム ID のセットアップ]－ID を条件にトリガすることができます。トリガさ

れるフレームは[Condition 条件]と[Value 値]の設定により決まります。値の入力方法は 24 ページを

参照してください。 

・ [Condition 条件] –IDの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・[Less 

than or Equal to 同等か以下]・[Greather than 超過]・[Greater than or Equal to 以上]・[In Range 

of 範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・  [Value 値] –[Condition 条件]に対する値を入力します。 

6  [Cycle Count サイクルカウント] －サイクルカウンタの値を条件にトリガすることができます。ト

リガされるフレームは[Condition 条件]と[Value 値]の設定により決まります。値の入力方法は 24

ページを参照してください。 

・ [Condition 条件] –IDの条件を[Equal イコール]・[Not Equal 等しくない]・[Less than 未満]・[Less 

than or Equal to 同等か以下]・[Greater than 超過]・[Greater than or Equal to 以上]・[In Range of 

範囲内]・[Out of Range 範囲外]から選択します。 

・ [Value 値] –[Condition 条件]に対する値を入力します。 

・ [Repetition Factor ] –[Condition 条件]としてイコールが選択され、サイクル多重が使われている

場合、トリガとして1・2・4・8・16・32・64の値を設定できます。 

7  [Frame Qualifiers ] –ヘッダセグメントのインジケータに対してトリガします。複雑なトリガを作

ることができます。デフォルト設定は[Don’t Care]です。それぞれのフィールドはトリガ設定の独

立した変数として[One]・[Zero]・[Don’t Care]を設定することができます。 

 

4b. [Trigger Source] 

SymbolがFlexRaybusトリガとして択された場合、次のようなTrigger Onフィールドが使われます。 
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・ [Channel Idle Delimiter (CID)] –チャンネルがアイドル状態に入った位置でトリガ(LowからHiに

11ビット以上連続した場合にトリガ)します。 

・ [Collision Avoidance Symbol (CAS)] –コールド･スタート時に最初に出力されるCAS信号でトリ

ガします。 

・ [Media Access Test Symbol (MTS)] –MTS信号でトリガします。MTS信号はCAS信号と同じシグ

ナリングです。 

・ [Wakeup Pattern] –ウェイクアップ時に出力されるウェイクアップ信号でトリガします。 

 
4c. [Protocol and CRC Errors ] 

ErrorsがFlexRaybusトリガとして選択された場合、次のようなProtocol や CRC Errorsフィールド

を使います。 

 

・ [FSS Error] – TSSと最初のバイトの間にロジック･ハイの時間が長すぎた場合にトリガします。 

・ [BSS Error] – BSSパターンがバイトの期待される位置で検出されない場合にトリガします。 

・ [FES Error] – FSが最後のバイトの後に検出されない場合にトリガします。 

・ [CRC Errors] –[HeaderCRC ヘッダーCRC]、または[PayloadCRC ペイロードCRC]のエラーで

トリガします。 

・ [Payload Channel] - [PayloadCRC ペイロードCRC]を有効にしている場合、このフィールドに正

しいチャンネルを入力します。 

・ [Select all Errors] と[Deselect all Errors] - 1回のクリックでProtocol and CRCErrorsの全てを選

択又は非選択にすることができます。 

注意：トレーラセグメントの CRC 計算の初期ベクタはチャンネル A とチャンネル B では異なりま

す。Payload CRC を設定する場合には正しい Payload Channel を選択してください。 
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FlexRaybus 物理層試験 (FlexRaybus TDP オプション) 

FlexRaybus TDP オプションは、FlexRay の Part 4 - Electrical Physical Layer specification で定義され

る物理層試験を実施します。物理層試験には、送信波形の信号品質を評価するマスクテスト、受信波形

の信号品質を評価するアイダイアグラム、タイミング計測の 3 種類があります。アイダイアグラムで不

合格と判定された波形も実際には問題なく受信できる場合があります。このような場合の代わりの試験

方法として SI Voting 試験も搭載されています。 

FlexRay 物理層試験はデコードメニューからアクセスします。 

1. メニューバーから[Analysis 解析]→ [Serial Decode ]を選択します。 

 

2. 画面下に表示されるタブに分かれたメニューの中から[FlexRay Phy]タブを選択します。 

 

3. 次のようなメニューに切り替わります。物理層試験を行うには、[Enable]にチェックを入れてくだ

さい。 

 

 

[Input Signal]- 基本的な設定をここで設定します。 

 [Enable] –FlexRay Phy 解析ツールを有効にします。 

 [Show Decode] – [Decode4]を使い、デコードを表示します。 

 [Source 1]－全ての試験に使用するソースを選択します。 

 [Source 2] －[Propagation Delay ]・[Asymmetric Delay ]・[Truncation ]は 2 つの波形を必要とし

ます。もう一つの測定のソースとして使用します。 

 [Bitrate ] －FlexRay ネットワークのビットレートを設定します。 
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 [SI Voting] 

受信波形のテストであるアイダイアグラムで不合格になっても、通信に支障が無い場合がありま

す。例えばパッシブネットワークで反射が発生している場合などが考えられます。FlexRay のビ

ット誤りを低減する仕組みとして採用したローパスフィルタやシュミットトリガが問題の影響を

緩和していると考えられます。 

FlexRay ネットワークから入力された信号を実際に近い状態をシュミレートし、原理的に動作す

るのかを検証する方法として、SI Voting 試験が提供されます。 

SI Voting では次の 4 点をチェックします。 

• 信号の電圧レベルが十分に大きい 

• アシンメトリックリック・ディレイが抑制されている 

• 最も短いビットの幅が十分に長いこと 

• フレームの中でアイドル検出を避けること 

結果はパラメータと合否試験結果で確認することができます。 

P1 dBitShortpos ターゲットビット x00010x のパルス幅を測定

し、その中で、最小の値 

P2 dBitShortneg ターゲットビット x11101x のパルス幅を測定

し、その中で、最小の値 

P3 dBitLenVarpos ターゲットビット x00010x のパルス幅を測定

し、最大と最小の幅の差 

P4 dBitLenVarneg ターゲットビット x11101x のパルス幅を測定

し、最大と最小の幅の差 

P5 dEdge 立ち上がり、または立ち下がりエッジの中で、

最も遅い時間 

P6 uData0Top Data0 ビットの電圧レベル 

P7 uData1Top Data1 ビットの電圧レベル 

 

プローブの接続は Eye Diagram の試験と同様に受信側（TP4） の位置に差動プローブで接続しま

す。 

 [SI Voting On] –仕様書にあるように 00010 や 11101 形式のビットパターンの波形を取り出し、

ローパスフィルタやシュミットトリガを適用して得たパルス幅や 0，1 ビットの電圧レベルなど

計測パラメータと合否判定結果を表示します。 

 [Pos.Bits Length] －正側のパルス幅をヒストグラムで表示します。 

 [Neg Bits Length] －負側のパルス幅をヒストグラムで表示します。 

 [Filtered Input] －ローパスフィルタを通した後の波形を表示します。 
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[Eye Diagram] －受信波形の信号品質試験 

受信波形の信号品質試験は実際のバスに接続された BD の入力で評価を行います。プローブは差動

プローブを使用しします。 

アイパターンは FlexRay信号で送信されるビットをスライスして、各ビットを重ね合わせてアイダ

イアグラムを作成します。バイトの開始を示す Bytes Start Sequence(BSS)の立ち下がりエッジを

基準に疑似クロックの位置を計算します。そのクロック位置に従って波形をスライスし、スライス

した波形を合成してアイを描画します。全ての BSS で再同期させ、フレーム中の全てのバイトデ

ータが対象になります。 

 

 

 

 [Eye Diagram On] –仕様で定義されるマスクを表示します。 

 [Eye Violation] –マスクにかかる部分を赤丸の印でマークします。 

 [Stop on violation ] –マスクにかかった時点でアクイジションをストップします。 

 [Mask Type ] -試験目的に応じて使用するマスク(FlexRaybus 仕様に記載されています)を選択し

ます。信号スピードにより 10Mbps,5Mbps,2.5Mbps の 3 種類を用意しています。 
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[Mask test]－送信波形の信号品質試験 

送信波形の信号品質を評価するにはマスクテストを行います。BDや ActiveStarの出力にあたる BP

と BM に 40Ωの抵抗と 100pF のコンデンサを並列に接続します。BD や ActiveStar から出力する

信号は BD や ActiveStar の TxD や TxEN に PPGなどの信号発生器で供給します。信号はパルス幅

100ns、Rise や Fall 時間の合計が 9ns までの 1,0,1,0,…の繰り返しパターンを持つ理想的な信号を

提供します。差動プローブを BP と BM に接続して、波形を捕捉します。 

マスクは 4 種類に分かれます。通常の BD は TP1 を選択します。仕様書の 12.13.7Functional class 

"Bus driver increased voltage amplitude transmitter"で定義される振幅を大きくしたトランスミッ

タの場合には TP1BD を選択します。通常の ActiveStar は TP11 を選択します。仕様書の 13.15.7 

Functional class "Active star increased voltage amplitude transmitter"で定義される大きくしたトラ

ンスミッタの場合には TP11Active を選択します。 

 

 

 [Mask Test On] –仕様で定義されるマスクを表示します。 

 [Mask Violation] –マスクにかかる部分を赤丸の印でマークします。 

 [Stop on violation ] –マスクにかかった時点でアクイジションをストップします。 

 [Mask Type ] -試験目的に応じて使用するマスク(FlexRaybus仕様に記載されています)を選択し

ます。 
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[Measurement Setup ] 

FlexRaybusオプションはFlexRay物理層仕様に記載された４つの計測パラメータを提供します。

選択する計測パラメータにより、プローブを 2 本使用するものがあります。計測パラメータの

[Propagation Delay]・[Asymmetric Delay]・[Frame TSS Length Chage]は送受信波形の比較をし

ます。[Source 1]を送信側[Source 2]を受信側として、2 つのソース信号を指定します。接続す

るプローブポイントは[Probed On]により 2 種類を選択することができます。[BP-BM(diff)]は

FlexRayネットワークの送信ノードモジュールから受信ノードモジュール間の信号で行います。

[RxD-TxD(dig)]は送受信ノード間でコミュニケーションコントローラ(CC)とバスドライバ(BD)

の間のコミュニケーションチャンネルにプローブします。仕様書では[RxD-TxD(dig)]についての

記載があります。 

・ RxD-TxD(dig) 

・  

・ BP-BM (diff.) 

 

 

・ [Propagation Delay ] -この計測は送信ノードモジュールから受信ノードモジュール間の２つの

ポイントで行われます。Propagation Delay は Bytes Start Sequence (BSS)の最初のトランジシ

ョンを使い、信号の伝播時間の特性を計測します。 

・ [Asymmetric Delay ] -これは送信ノードモジュールから受信ノードモジュール間の２つのポイ

ントで行われます。Asymmetric Delay は立ち上がりエッジと立下りエッジ間の遅延差の特性を

計測します。 

・ [Frame TSS Length Change ] -これは送信ノードモジュールから受信ノードモジュールへのコ
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ミュニケーション･チャンネル間の２つのポイントで行われます。Truncation は TSS の幅の変

動を計測します。 

・ [Jitter ] -[Source 1]で指定されたソースのジッタを計測します。通常、レシーバ･ノード･ジッタ

は最後の BSS と FSS 間の長さの変化を計測します。これは 1us でなければなりません。 

・ [Probing point ] –FlexRay バスドライバ(BD)から出力される BP と BM 間の差動信号である場

合[BP-BM (diff.)]を指定します。または通信コントローラ(CC)とバスドライバ(BD)間のシング

ルエンド信号の場合、 [RxD-TxD (dig.)]を選択します。 
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