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はじめに 

本マニュアルについて 

テレダイン･レクロイはシリアル信号のデコード・トリガやデバックを助け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。 

 I2C トリガ・デコード 

 SPIトリガ・デコード 

 UART トリガ・デコード 

 RS232 トリガ・デコード 

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。 

オシロスコープのモデルやオプションの種類により、本ドキュメントで説明している機能全てを使用で

きない可能性があります。ハードウェアに依存するトリガやミドルクラスのオシロスコープから搭載さ

れているヒストグラムやトレンド機能など、オシロスコープ本体の性能を超えるものは制限されます。 

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 I2C プロトコルがト

リガとデコードの機能を持つ場合は、"I2Cbus 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 20 ページを参照してください。 
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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 6 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

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 22 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 37 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。I2C/SPI/UART 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。I2C/SPI/UART 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 22 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。I2C/SPI/UART 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。 
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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。 
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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。 
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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。 

 

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(UARTではDataのみ選択を行います）。

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。 
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[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で役割が

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、フィールドの説明を簡単にしたり、または

枠だけを表示するなど、情報を表示するエリアの大きさにより柔軟に表示内容が変化します。 
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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・演算波形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。 

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エラー発生時を

トリガにすることで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 Talbe 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 
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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。 

 

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
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たファイルもフィルタリングが適用されます。 

 

 

テーブルの内容を変更するため、[Configure Talbe 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 I2Cbus 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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

[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。 

[Search Option]フィールドは下のボタン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。 

フィルタ機能(I2C,SPI,UARTプロトコルはサポートしていません) 

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エッジトリガと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。 

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] にを選択します 

 

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を基き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 28 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。 

 

AnalogToMsg 

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、ID、Data、Holodoff 

 

BusLoad 

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種類選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID、Data 

 

MsgBitrate 

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種類選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID、Data 

 

NumMessages 

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種類選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID、Data 

 

MsgToAnalog 

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、ID、Data、Holodoff 

 

MsgToMsg 

種類：タイミング計測 



 汎用組み込み向けトリガ/デコード マニュアル 

 

26 

 

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、ID、Data、Holodoff 

 

MsgToValue 

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、Value 

 

DeltaMsg 

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

信号の指定は[Any]・[ID]・[ID+Data]の3種類選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID、Data 

 

Time@Msg 

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種類選択できます。 

入力ソース：Source1はデコーダ 

追加タブ：ID、Data 

 

 

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。 
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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 28 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  

 [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。 

 [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 3 ページを参照してください。 

  [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 3 ページを参照して

ください。 
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 [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]・[MsgtoMsg]・[MsgtoAnalog]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 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 3 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
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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。 
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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 

入力ソース： Source1はデコーダ 

演算の設定：Track 

 

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 

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。 

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。 

入力ソース：Source1はアナログ波形、Source2はデコーダ 

 

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。 

入力ソース：Source1はデコーダ、Source2はデコーダ 
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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。 

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。 

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。 

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。 

入力ソース： Source1はデコーダ 

 

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。 

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、

直観的には理解しず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
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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 

 

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 
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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。 

 

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。 
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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

しやすい状態かを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(I2C, SPI, UART 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、アイパターンの内径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[Custum]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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I2C 
プロトコルの概要 

I2C はは Philips により技術資料が文書化された標準プロトコルです。 

I2C は次のように 1 台のコントローラと複数台の周辺デバイスをパラレルに接続した構成が一般的です

(複数のコントローラが接続される場合もあります)。SCL と SDA の 2 本のバスラインで信号とクロック

を伝達します。。I2C をモニタリングするには、2 本のプローブが必要です。付属のパッシブプローブで

プロービングすることができます。また MSO オプションを搭載しているモデルでは、デジタルリードで

プロービングすることができます。 

各バスラインは抵抗を通して電源に接続され、プルアップされます。各デバイスの出力段はオープンコ

レクタ、またはオープンドレインです。コントローラと全てのデバイスの出力段が Hi の場合だけ、Hi

になり、いずれかの出力段が Lowになると Low になるワイヤード AND 接続です。バスの静電容量に制

限があります。バスに参加するデバイスが増える事で静電容量が増えるため、接続可能なデバイス数に

規定はありませんが、実質的に静電容量により接続できる最大デバイス数が決まります。 

 

2 本のバスラインの中で SCL はクロック信号、SDA はデータ信号が伝送されます。データビットの送信

では、SCL が Hi の間、SDA は Hi,,または Low をキープする必要があります(SDA ビットの始まりの遷

移から SCL の立上がりまでの時間をセットアップ時間、SCL の立下がりから SDA ビットの終わりまで

の遷移がホールド時間です)。データビットの遷移は SCL が Low にいる間に行われます。 

 

トランザクションの開始を示すスタートコンディションと終了を示すストップコンディションはデー

タ信号とは逆に SCL が Hi にいる間に SDA の遷移が行われます。スタートコンディションは SCL が

Hi の間に立下がり、ストップコンディションは SCL が Hi の間に立上がりです。バスを解放せずにト

ランザクションを続けて開始するリピートスタートコンディションはスタートコンディションと同じ

ように SCL が Hi にいる間に SDA が立ち下がります。 
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コントローラから特定のデバイスにデータを送信、または受信することができます。デバイスの指定は

コントローラから送信されるアドレスにより決まります。アドレスには 7 ビットアドレス･モードと 10

ビット･アドレス･モードがあります。スタートビットから先頭の 5 ビットが"11110"の場合、10 ビット

モードと判定されます。送受信は 1 バイト目の R/W ビットの値により決まります。 

 

トランスミッタは MSB フォーマットで 1 バイトごとに送信されます。1 バイト送るごとにレシーバー

から Ack または Nack を送信します。Ack は 9 番目のビットで SDA ラインが Low、Nack は SDA ラ

インが Hi です。通常レシーバ側が正常にデータを受信できた場合に Ack を返しますが、マスターでレ

シーバー動作している場合には、受信完了をトランスミッタに通知するために Nack で返します。トラ

ンスミッタは Ack の期間で出力段をオープンにし、レシーバーが送信できるようにします（Ack の期

間、SDA ラインはトランスミッタとレシーバーのタイミングにより瞬間的に全てのデバイスがオープ

ンになり、グリッジのような細いパルスが出る場合があります）。データのバイト数に制限はありませ

ん。 

SDA    

EEPROM では、アドレスの先頭 4 ビットが"1010"固定になります。それに続く 3 ビットはデバイスの

選択に使用され、最後のビットは他のデバイスと同様に R/W のフラグになります。続くデータ部分の

先頭で EEPROM 内のアドレスを指定します。書き込み動作の場合はそのままデータビットが続き、読

み込み動作の場合は、EEPROM 内のアドレス指定を Write フラグにして書き込み、リピートスタート

で Read フラグにして読み込みます。 
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I2C デコード設定詳細  

I2Cデコードはデータ信号の SDAラインとクロック信号の SCLラインをパッシブプローブなどでプロ

ービングした波形に対して、デコードを行います。デコード設定の Src1(Data)は SDA、Src2(CLK)は

SCL を指定します。 

 

データ転送レートの設定はありません。ビット判定に使用される電圧レベルの設定だけでデコードが行

われます。データとクロックそれぞれにデコード結果が表示されます。クロックの表示はオフにしてお

くことも可能です。 

 

アドレスは 7 ビットと 10 ビットのアドレスに対応します。但しゼネラルコールなどの他の予約ビット

に対して、特別なデコードは行いません。 

リピートスタートコンディションは通常のスタートコンディションと同じ S で表示されます。テーブル

表示も別々のフレームとして分かれて表示されます。 

 

クロックストレッチに対応します。 

 

I2C 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 I2C 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 のタブが用意されています。 
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I2C プロトコルのデコードで最低限必要とされる設定は、Levels タブです。Basic タブの[Viewing]や

[Include R/Wbit]は表示形式の設定です。 

注意) 一般的なシリアル･デコードの操作方法はシリアルデコードの基本操作(7 ページ)を参照してくださ

い。 

[Basic 基本]タブ 

 

・ [Viewing 表示形式] -デコードフォーマットは[Binary バイナリ]・[Hexadecimal 16 進数]・[ASCII ア

スキー]のいずれかを選択できます。 

・ [Include R/W bit]–スタートコンディションの後に続く 1 バイトデータは R/W ビットを含みます。

アドレスの表示をこのビットを含めて 

[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%]、[Hysteresis]-[40%]に設定されています。I2C の仕様では

VDD に対して、30%,70%の設定になります。VDD が振幅とほぼ同じと考えれば、[Percent]-[50%]、

[Hysteresis]-[40%]設定と同じことを意味します。 

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。 
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I2C アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様に I2C 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）。 

 

S スタートコンディション 

Address 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します。MSB 形式で 0 ビ

ットの位置にある R/W ビットを含めるかどうかを[Include R/W bit]チェッ

クボックスで指定することができます。 

[Include R/W bit]： オフ 

 

[Include R/W bit]： オン 

 

R R/W ビット、 Hi の場合は Read、Low の場合は Write 

Data バイト単位でデータが送信されます。データの表示形式は Viewing の設定

に従いバイナリ・16 進数・アスキーから選択できます。 

Ack ビットの位置が黄色い枠で示されます。1 バイト(8 ビット)毎に 1 ビット送

信します。Lowの場合は Ack, Hi の場合は Nack です。 

ACK は黄色  

NACK は赤  

P ストップコンディション 
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ERROR アドレスの途中でスタート/ストップコンディションが発生した場合 

 

 

 

I2C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、スタートコンディションの時間を表示 

Addr 

Length 

アドレスの形式。ビットの長さ 7、または 10 が表示されます。 

Address 識別子を 0x で始まる 16 進数（Hex）形式で表示します 

R/W R/W ビット、 R はスレーブからマスタへ、W はスレーブからマスタへデ

ータを転送 

Length  データ部分のバイト長 

Data データを表示します。 

Status Error などが表示されます。 

Can Not Decode Address：アドレスの途中でスタート/ストップコンディシ

ョンが発生した場合 

 



 汎用組み込み向けトリガ/デコード マニュアル 

 

45 

 

I2C トリガ設定詳細  

I2Cbus トリガはスタート/ストップ/リスタート・コンディションを条件にする単純なトリガやアドレ

ス・データ内容・フレーム長を条件にする複雑なトリガ、EEPROM 用のアドレス指定のためのトリガ

条件を設定できます。 

 

上図の I2Cbus 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 ソースの選択] 

・ [SDA(Data)] – SDAラインの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。 

・ [SCL(CLK)] – SCLラインの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ます。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. [Trigger Type トリガの種類] –コンディションやアドレスなど大まかなトリガの条件の指定を行います。 

・ [Start 開始]・[Stop 停止]・[Restart 再起動]–Startコンディションなど単純な条件でトリガする

ことができます。トリガ位置は各コンディションの遷移位置です。 

 

・ [No Ack] –ACKが返らない場合トリガします。NACKはレシーバー側でエラーを検出した場合、

またはマスターがレシーバ動作をする場合は、受信完了をNackで返します。トリガ位置はNACK

の終わりです。 
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・ [Addr] –[Address Setup アドレスの設定]・[Ack Setup]の2つのセクションで指定された条件に従

いトリガします。Ackの判定はアドレス後のAckとは限りません。データを含む全てのAckが対象

です。トリガ位置はAckの条件が全て満たされている場合はアドレスの直後、一部のAckの条件

が一致している場合には、ACK条件に一致した位置でトリガされます。 

 

・ [Addr+Data] –[Address Setup アドレスの設定]・[Data Pattern Setup データパターンの設定]・

[ACK Setup]の3つのセクションで指定された条件に従いトリガします。Ackの判定はアドレス後

や特定データパターン後のAckとは限りません。全てのAckが対象です。トリガ位置はAckの条件

が全て満たされている場合は特定データパターンの直後、一部のAckの条件が一致している場合

には、ACK条件に一致した位置でトリガされます。 

 

・ [Frame Length フレーム長] –[Address Setup アドレスの設定]・[ACK Setup]の２つのセクショ

ンで指定された条件と[Length バイト長]の指定に従いトリガします。トリガ位置はフレーム最後

になります。Ackの判定はアドレス後とは限りません。全てのAckが対象です。 

 

・ [EEPROM] –EEPROMはアドレスの先頭4ビットが"1010"固定になります。それに続く3ビットは

デバイスの選択に使用され、最後のビットは他のデバイスと同様にR/Wのフラグになります。

EEPROMの選択は先頭の"1010"があれば、EEPROMとして判断します。以降の4ビットは無視

されます。[Data Pattern Setup]セクションでEEPROM内のアドレスを指定してトリガすること

ができます。また[Ack Setup]が条件に組み込まれます。Ackの判定は全てのAckが対象です。 

 

 

3.  [Setup Format 書式の設定] –アドレスやデータの指定をする時のフォーマットを選択します。 
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・ [Binary バイナリ] –アドレス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] –アドレスやデータの条件設定に16進数形式で値を指定します。 

4.  [Address Setup アドレスの設定] –アドレスを条件にトリガすることができます。アドレスのフォー

マットには 7bit と 10bit の 2 つがあります。また、設定方法として、R/W ビットとアドレスを別に

するか、R/W ビットをアドレスに組み込んで設定するか選択することができます。値の入力方法は

21 ページを参照してください。 

・ [7bits/ 10bits] –デバイス指定のフォーマットを選択します。 

・ [Include R/W Bit RWビットを含む] –スタートビットに続くアドレスとR/Wビットを合わせて指

定する場合にチェックします。チェックすると、ビットの位置が変わるため、注意が必要です。

チェックが外れている場合にはR/WビットをDirectionで指定します。 

通常  

Include RW/Bit  

・ [Address アドレス] –アドレスを指定します。アドレスの指定にはマスクビットを使用すること

ができます。 

・ [Direction 方向] –R/Wビットの値を[Read]・[Write]・[Don't Care]の中から選択します。 

5. [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

21 ページを参照してください 

・ [Data Condition データ条件] –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。 

・ [At Position 位置] –データ内の特定の位置にある値とデータパターンが比較される場合、[Value]

を選択し、[Byte Pos]で位置を指定します。位置に関係しない場合には[Don't Care]を選択します。

[Don't Care]は、[Equal]・[Not Equal]の選択のみ有効です。 

・ [Byte Pos ] –データパターンの開始位置をバイト単位で指定します。設定範囲は0-2047バイトで

す(0はアドレスからではなく、データセクションからの位置になります)。[Trigger Type トリガ

の種類]で[Add+Data]が選択され、[At Position 位置]で[Value]が選択されている場合だけ有効にな

ります。 

・ [Length 長さ] –[Data Value]フィールドに入力するデータパターン長をバイト単位で指定します。

設定範囲は0-12byteです。[Trigger Type トリガの種類]で[Add+Data]を選択した場合だけ有効に

なります。 

・ [Data Value データ値] –データパターンを指定します。データ長は[Length]の設定に依存します。 

・ [Data Value to データ値を] –[Data Condition]で範囲を指定する[In Range of]や[Out Range of]を

使用した場合に、データの範囲を[Data Value]と共に行います。 

・ [Bytes Length] –データ部分のバイト長を指定します。[Trigger Type トリガの種類]で[Frame 

Length フレーム長]を選択した場合だけ有効になります。設定範囲は0-2047バイトです。 

6. [Ack Setup Ack の設定] –パケット内のいずれかの位置で[Ack]・[No Ack]・[X]が含まれているかを判

断します。Ackは1バイトごとに送信されますが、特定の位置のAckを対象とすることはできません。 

アイパターン解析 

I2C 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
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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、I2Cbus 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。 

I2C バスに多数のデバイスが接続された場合や伝送路が長くなった場合、浮遊容量が増えることにより

立ち上がり時間が遅くなり、タイミングエラーを起こす原因になります。次は I2C プロトコルのアイパ

ターンです。オープンコレクタやオープンドレインを採用しているため、立ち上がりは遅く、立ち下が

りは速く遷移します。また、ハイ側はインピーダンスが高いためノイズやクロストークの影響が出やす

く、ロー側は低インピーダンスのため、ノイズやクロストークの影響はほとんど現れません。アイパタ

ーンで描くことにより、状態を簡単に把握することができます。 

 

アイダイアグラムを有効にした時点で、デコードした際に測定したビットレートをアイダイアグラムの

設定に反映します。基本的なアイパターン解析の操作は 37 ページを参照してください。 
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SPIbus 
概要 

SPIは次の図のように 1台のコントローラと複数台の周辺デバイスがパラレルに接続できるようになっ

ています。コントローラとデバイスの間はデータを送受信する 2 本のラインとクロックを送信する 1

本のラインがバスになっています。その他に送受信対象となるスレーブを選択する SS(CS)ラインがそ

れぞれのデバイスに必要です。SPIの送受信をモニタリングするには、送信、受信、クロック、SS(CS)

の 4 本のプローブが必要です。付属のパッシブプローブでプロービングすることができます。また MSO

オプションを搭載しているモデルでは、デジタルリードでプロービングすることができます。 

マスタ側となるコントローラはクロック(SCK)とスレーブのデバイスの選択をする SS(Slave Select)ラ

インをコントロールします。クロックラインはバスに接続され、全てのデバイスにクロックを供給しま

す。SS ラインはコントローラとデバイスを 1 対 1 で接続します。SS ラインは送受信が行われる場合

だけステートが切り替わります(ほとんどの場合 Low アクティブです)。 

MOSI はマスタ側からスレーブ側への単方向のデータ信号ライン、MISO はスレーブ側からマスタ側へ

の単方向のデータ信号ラインです。 

SPI はデバイスの選択に SS が使われるため、データ信号の中にアドレスの指定がありません。また、

スタート･ビット、ストップ･ビット、Ack がなく、データ･ラインにはデータ･バイトのみが送受信され

ます。ビットの判定はクロックの極性（CPOL）、およびデータとクロック位相（CPHA）により決定

されます。 

 

SPIのクロック信号はデータ信号に対して倍の周波数で動作します。データ信号がラッチされるタイミ

ングはクロックの極性(CPOL)に従います。CPOL が 0 の場合は、クロックの立ち上がり、CPOL が 1

の場合は、クロックの立下りです。 

 

クロックの位相(CPHA)はSSラインが有効になってから奇数(odd)の遷移でラッチする場合はCPHAが

0、偶数(even)の遷移でラッチする場合は CPHA が 1 です(次図は CPOL:0 として CPHA の違いを示し

ていますが、CPOL:1 でも odd,even で考えます)。 
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SPIには明確に定義された仕様が存在しないため、SPI にはいくつかの種類があります。マスタとスレ

ーブが 1 対 1 の接続で、SS の選択が必要ない、SIOP・SSPI・SPI-Custom を選択することができます。

SS の入力が無いため、アイドル状態の判定はクロック信号が変化しない時間で判定します。SSPI は

CPOL や CPHA が固定されます。SIOP は CPHA が固定され、CPOL は選択できます。SPI-Custom は

CPOL や CPHA を自由に選択することができます。SPI-DDR は NOR Flash などに使用されている通信

プロトコルです。IO が複数ライン存在することと、クロックが両方のクロックでラッチされることが

異なります。 

ビット順や SPI フレームの長さに対する規定は特にありません。ユーザー側で設定する必要があります。 
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SPI デコード設定詳細  

SPI がデコード･プロトコルとして選択された場合、SPI 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 6 ページを参照してください。 

 [Basic 基本]タブ 

SPIには複数のプロトコルが存在します。選択したプロトコルにより、基本タブの構成が若干異

なります。 

 

・ [Mode setup ] -デコードの単位を設定します。[Byte バイト]、または[Frame フレーム]を選択でき

ます。[Byte バイト]を選択すると、[Bits per Word ワードあたりのビット数]の設定に従い、分割さ

れます。[Frame フレーム]を選択すると、[CS]信号によるフレーム単位でまとめられます。 

 

・ [CPOL ] –データ信号がラッチされるタイミングです。CPOL が 0 の場合は、クロックの立ち上が

り、CPOL が 1 の場合は、クロックの立下りです。 

 

・ [CPHA ] –データ信号がラッチされるタイミングです。クロックの位相(CPHA)は CS ラインが有
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効になってから奇数(odd)の遷移でラッチする場合は CPHA が 0、偶数(even)の遷移でラッチする場

合はCPHAが1です(次図はCPOL:0としてCPHAの違いを示していますが、CPOL:1でもodd,even

で考えます)。 

 

・ [Viewing 表示形式] –データの表示形式を[Binary バイナリ]・[Hex(16 進数) ]・[ASCII ]・[Dec(10

進数) ]の中から選択できます。 

・ [Bits per Word ワードあたりのビット数] –データの単位を 2~32 の範囲で設定します。 

・ [BitOrder ビット順] –ビット順を[MSB]・[LSB]のどちらかを選択します。 

・ [CS polarity CS 極性] –チップセレクト CS のアクティブな極性を[ActiveLow]・[AcitveHi]のどち

らかを選択します。 

・ [Decode Outside CS ] –CS で選択されていない別の信号もデコードする場合にはここにチェッ

クします。但し、CS 信号は必要です。 

・ [Inter Frame Setup フレーム間隔] –CS 信号のない SIOP、SSPI,SPI-Custom はアイドル時間

でフレームを判定します。フレームの分割を[Auto オート]・[Manual マニュアル]で判定する

ことができます。[Manual]を選択すると、フレーム分割を判定する間隔を[InterFrame Time  フ

レーム間隔]に設定します。 

 

[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
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ります。デフォルトは [Percent]-[50%]に設定されています。 

SPIbus アノテーション 

SPI デコード･アノテーションは[Bits per Word ワードあたりのビット数]を基準に分割されたデータ

が表示されます。次のようなのデコード･アノテーションが表示されます。 

 

Data デコードされた値のみ表示されます。値のフォーマットは[Viewing 表示形

式]・[Bits per Word ワードあたりのビット数]に従います。 

SPIbus 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。 

インデックスは[Mode setup]の設定に従います。 

Time トリガの時間を基準に、データ内のクロックが最初にラッチするビットの時間 

Data デコードされた値のみ表示されます。値のフォーマットは[Viewing]・[Bits per 

Word]に従います。 

Bit 

Rate/Byte 

ビットレート。 
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SPIbus トリガ設定詳細 

SPIbus トリガ設定メニューです。 

 

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. [SPI Type 種類] 

他のプロトコルと異なり、SPI は一つの規格によって定義されていません。クロック極性や位

相による違いや Chip Select の有無などにより異なります。ベーシックな SPI タイプは全てを

含んでいますが、SSPI や SIOP はベーシックな SPI の中で幾つかの項目が事前に決められて

います。SSPI や SIOP は Chip Select ラインを使用しず、Master と Slave が 1 対 1 の関係

にあります。 

DDR ボタンはクロックの立ち上がりと立ち下りの両方でデータを転送する double data rate 

SPIでトリガすることができます。 

2. [Souce Setup ソースの設定] 

・ [DATA データ] – データの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。 

・ [CLK ] –クロックの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。 

・ [CS(SS) ] –チップセレクトの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。 

・ [Polarity 極性] –CSのアクティブな極性を[ActiveLow]・[ActiveHi]のどちらかを選択します。 

・ [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。各ソース選択でデ

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。 

3. [Format フォーマット] 

・ [CPOL]・[CPHA]・[Bit Order]の設定をプロトコルのフォーマットに合わせます。それぞれの説明

については概要(49ページ)を参照してください。 

4. [SETUP FORMAT 書式の設定] - データやクロック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。 
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5. [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 21 ページを参照してください。 

・ [Condition 条件] –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。 

・ [Any Byte] –フレーム内の先頭から1バイト単位で移動しながら比較するすることができます。こ

のチェックを外すと、StarBitでデータの比較位置をフレームの開始位置からビット単位で指定す

ることができます。 

・ [Start Bit] –データパターンの比較を開始する位置をビット単位で0～95ビットの範囲で指定しま

す。フレームの開始位置から最初のビットを0にカウントします。 

・ [Value 値] –[Data Cond]に対する値を入力します。 

・ [Value To ]- [Condition]で範囲を指定する[In Range of]や[Out Range of]を使用した場合に、デー

タの範囲を[Value]と共に行います。 

6. [InterFrame Setup インターフレームのセットアップ] –インターフレームはバイト･データとバイ

ト･データの間の時間を定義し、データがこの設定時間より長い時間来ない場合、次に来る新しい

バイト･データをフレームの開始として認識します。 

・ [Auto]・[Manual] –SIOPやSSPIプロトコルはCSによりフレームを分割することができないため、

アイドル時間によりフレームを分割します。[Auto]や[Manual]はフレームを分割する方法を指定

します。[Manual マニュアル] を選択すると、[InterFrame Time フレーム間隔]を特定の値に設

定することができます. 

・ [InterFrame Time フレーム間隔] –アイドル期間でここで設定した時間を超える場合、新しいフ

レームとして認識されます。 

アイパターン解析 

 

SPI 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、SPIbus 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。 

アイダイアグラムを有効にした時点で、デコードした際に測定したビットレートをアイダイアグラムの

設定に反映します。基本的なアイパターン解析の操作は 37 ページを参照してください。 
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UART-RS232bus 
概要 

UART や RS232 はクロック信号を持たない歩調同期(非同期)方式を採用しています。標準的な UART

は GNDを基準に送信と受信が別々のラインで接続されます。パッシブプローブ 2 本で送受信の信号を

測定することができます。クロック信号を持たない歩調同期方式を使用しているため、データの開始と

終了を知らせるスタートビットとストップビットが付加されます。UART はビットレート・データビッ

ト長・パリティ・ストップビットなどシリアルのフォーマットを定義しています。RS232 はフォーマ

ット部分はほぼ同じですが、その他に電気的な仕様も含まれます。 

 

 

デコードはバイト単位、またはメッセージフレーム単位のどちらかでまとめられます。メッセージフレ

ームは信号の流れていないアイドル期間により分割された複数バイトのグループを指します。アイル期

間がインターフレーム時間より長い場合、次のデータがフレームの先頭として処理が行われます。 

 

通常のピアツーピアの通信ではなく、RS485(EIA-485)のように複数のデバイスがバスに接続され、マ

スタースレーブとして動作させる場合に使用される[Address Flag]も対応しています。[Address Flag]

が立っている場合、データ部分にはアドレスの情報が送信されていることを意味します。マスタがアド

レスを送信し、アドレスに一致したデバイスが次に続くデータを受信します。 

 

RS422(EIA-422)や RS485(EIA-485)は差動信号として送受信が行われ、高速なシリアル信号を長距離

送受信することができます。RS422/RS485 をプロービングする場合には差動プローブを使用してくだ

さい。信号評価には、アイパターンが一般的です。アイパターンによる評価は TDME オプションのア

イパターン解析機能を使用することができます。 
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UARTBUS デコード設定詳細  

UART、または RS232 がデコード･プロトコルとして選択された場合、UART(RS232)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 6 ページを参照してください。 

[Basic 基本]タブ 

 

・ [Mode Setup モード設定] – データ表示を[Byte バイト]、または[Message Frame フレーム]の中か

ら選択します。[Message Frame ]が選択されると、[Interframe Time インターフレーム時間]のコン

トロールが入力可能になります。データバイト間のアイドル期間が[Interframe Time インターフレ

ーム時間]で設定された時間より長い場合、別メッセージと認識されます。テーブルのData表示が

フレームことにまとめられます。 

 

 

注意:[Byte]設定の場合、捕捉した波形の端に存在するデータは、スタートビットの位置を誤認識する

ことで、違う値を示す可能性があります。 

・ [Interframe Time インターフレーム時間]-フレームの認識をするため、バイト間のギャップを定義

します。バイト間のギャップが設定値より長い場合、別メッセージとして認識されます。 

注意: [Mode Setup モード設定]で[Interframe Time インターフレーム時間]が選択されている必要が

あります。 
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・ [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]、[Hex(16 進数) ]、

[ASCII(アスキーコード) ], [Dec(10進数) ]の中から選択します。 

・ [Bitrate Mode ] – ビットレートの計算方法について[PerByte(バイト単位での計算)]、または

[PerMessage(メッセージ内のアイドル期間を含む平均ビットレートとして計算)]のどちらかを選

択します。[PerMessage]を選択すると、テーブル内のデータがフレーム単位でまとめられます。 

・ [Bitrate ビットレイト] -計測対象のバスと同じ速度を設定します。この上下のアイコンは規格に沿

ったビットレートで設定されます。(300 b/s, 1.2, 2.4, 4.8, 9.6, 19.2, 28.8, 38.4, 57.6, 76.8, 115.2, 

230.4, 460.8, 921.6, kb/s, 1.3824 1.8432, 2.7648 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されたキーパッドを使い30－500Mbit/sの範囲でビットレートを入力しま

す。 

・ [Data Bits データビット] -データのビット数を5-16の範囲で選択します（START やSTOP 又は

PARITY は含まれません）。 

・ [Parity パリティ] – [Odd 奇数], [Even 偶数] , [None ] の中から選択します。 

パリティビットはデータ部分の Hi になっているビットの個数が奇数か偶数かを示し、ビット誤り

の検証に使用しています。送受信で使用しているフォーマットに従い設定します。[Even 偶数]パ

リティはビットの個数が偶数個の場合 0、奇数個の場合１、[Odd 奇数]パリティはビットの個数が

奇数個の場合 0．偶数個の場合 1 になります。 

・ [Stop Bits ストップビット] – [1]・[2] の中からストップビットを選択します。 

・ [Bit Order ビット順序] – [MSB] 又は[LSB] のどちらかを選択します。MSB はスタートビットに

続くビットが上位ビットから下位ビットの順に送信されているものとしてデコードします。

LSB は下位ビットから上位ビットの順に送信されているものとしてデコードします。次のよう

なデータをデコードした場合、MSB と LSB では次のように解釈されます。 

 

注意：RS-232 デコードでは、LSB がデフォルトです。変更できません。 

・ [Address Flag ] – アドレス･フラグが使用されている場合にはマークします。アドレスフラグは送

信されているデータの種類（アドレス、またはデータ）の判別に使用します。１つのバスに複数の

デバイスが接続される RS485 のような場合に使用され、アドレスフラグが１の場合は、アドレス

が送信されていることを意味します。 

・ [Polarity 極性]- UART の極性を[IdleLow] 又は [IdleHigh]から選択します。 

注意：RS-232 デコードでは、IdelLow がデフォルトです。変更できません。 
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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。 

UART-RS232bus アノテーション 

他のトレース･アノテーションと同様にUART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）。 

 

S スタートビット 

Data [Viewing 表示形式]の設定により、[Binary バイナリ]、[Hex(16 進数) ]、

[ASCII(アスキーコード) ], [Dec(10 進数) ]のいずれかの形式で表示されま

す。 

A アドレスフラグ。1 が表示される場合、アドレスを送信していることを意味

します。0 の場合はデータを送信していることを意味します。 

P パリティビット 

T ストップビット 

Break [ブレーク]：プロトコルの構造と同じ長さ以上の波形はブレークとして表示

されます。 

 

Error [パリティエラー]：データから計算されたパリティと付加されたパリティビ

ットが異なる場合エラー表示します。 
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[フレームエラー]：スタートビット、またはストップビットに誤りがあり、

ストップビットの位置で正しい状態になっていない場合エラー表示しま

す。 

 

 

UART-RS232bus テーブル設定 

 

 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、スタートビットのエッジの時間を表示します。 

Data デコードされた値のみ表示されます。値のフォーマットは[Viewing]に従い

ます。 

DataLength データのビット長を示します。 [Mode Setup モード設定 ]で [Message 

Frame]を選択した場合は、フレームに含まれる全てのデータビット長を表

します。 

A/D アドレスフラグを示します。1 はアドレスが送信されていることを意味しま

す。0 はデータが送信されていることを意味します。 

Parity パリティビット 

Bit Rate ビットレートを表示します。[Bitrate Mode ]の設定に従い計算が行われます。  

Status [BREAK]ブレーク 

[Parity]パリティエラー 

[Frame]フレームエラー 
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UART-RS232bus トリガ条件設定詳細  

UART のトリガ設定メニューです。 

 

UART バスのトリガ設定メニューに事前に番号付けされたものは下記の説明の番号と一致します。 

1. [SOURCES SETUP ソースの設定] 

・ [DATA データ] - データの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。各ソース選択でデジタル

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。 

2.  [UART SETUP ] – UART の通信フォーマットに合わせて設定します。 

・ [Bitrate ビットレイト] -計測されているバスに一致した速度を設定します。この上下のアイコンは

規格に沿ったビットレートで設定されます。またはビットレートのフィールドを2 回タッチしてポ

ップアップされたキーパッドで値を入力します。値は30 b/s and 500 Mb/s.の範囲で入力すること

ができます。 

・ [Data Bits データビット] –データのビット数を選択します（START やSTOP 又はPARITY は含ま

れません）。[Databit] を９に設定し、警告ビットとして使われる９番目のデータビットを使いトリ

ガできます。[9th bit  9 番目のビット]に[0]・[1]・[X]の中からいずれかを選択します。 

・ [Parity パリティ] – [Odd 奇数]・[Even 偶数]・[None ] の中から選択します。[Odd 奇数]・[Even 偶

数]を選択すると、[ParityError パリティエラー] トリガタイプが選択可能になります。 

・ [Stop Bits ストップビット] – [1] ・[1.5]・[2] の中からストップビットを選択します。 

・ [Bit Order ビット順] – [MSB] 又は[LSB] のどちらかを選択します。 

注意:このフィールドは LSB がデフォルトになります。RS-232 トリガでは変更できません。 

・ [Polarity 極性] - UART の極性をIdleLow (Data 1 = High) 又は IdleHigh (Data 1 = Low)から選択し

ます。 

注意：このフィールドは IdelLow がデフォルトになります。RS-232 トリガでは変更できません。 

3. [TRIGGER TYPE トリガの種類]  

[Data データ]、または[Parity Error パリティエラー]のどちらかを選択します。 

[Data]は[DATA PATTERN SETUP]でパターンの条件を指定します。トリガの位置は条件が一致し

たパターンのストップビットの終わりです。評価するパターンをフレーム内の位置で指定すること

もできます。例として、フレーム内の 2 回目の 0x64 でトリガする場合、トリガパターンを 0x64、

バイト位置を 3 に設定します。トリガ位置はパターンが一致したデータのストップビットの終わ

りでかかります。 
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[Parity]はパリティエラー場合にトリガします。トリガ位置はパリティエラーが発生しているデー

タのストップビットの終わりです。 

 

4. [SETUP FORMAT 書式の設定]  

[Binary バイナリ] 又は[Hex(16 進数)]のどちらかを選択。このフォーマットは[D ata Value データ

値]や [Data Value To データ値を]の設定に反映されます。 

 

5. [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 21 ページを参照してください。 

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

・ [Data Value To データ値を]- [Condition]で範囲を指定する[In Range of]や[Out Range of]を使用し

た場合に、データの範囲を[Data Value]と共に行います。 

・ [Condition 条件] –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。 

・ [Pattern Length パターン長] –この値は[DataValue]で設定するデータのパターン長をバイト数で設

定します。最大12byteまで設定できます。 

6. [INTERFRAME SETUP インターフレームセットアップ]-インターフレームはバイト･データとバイ

ト･データの間の時間を定義し、データがこの設定時間より長い時間来ない場合、次に来る新しいバ

イト･データをフレームの開始として認識します。この設定を有効にすると、フレーム内のバイト位

置を指定することができます。 

・ [None]・[Manual マニュアル]- マニュアルに設定すると、フレームとして認識します。 

・ [BytePositon バイト位置] –フレーム内の位置を指定します。この位置と Data Value の開始位置は

同じになります。例えばフレーム･データが0x00, 0x00, 0x43, 0x65, 0x20, 0x33････と続いた場合、

DataValue を 0x4365 で掛ける場合には DataByte を 2 に設定する必要があります。0-2047byte

の範囲で指定することができます。 

・ [Interframe Time インターフレーム時間] –バイト間のアイドル期間がこの設定時間より長い場合、

新しいメッセージとして認識します。 

 

アイパターン解析 

UART 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、UARTbus 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。 
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長距離でビットレートの速い RS422 や RS485 は信号品質の確認にアイパターンを使用することがあり

ます。比較的低速な信号も伝送路が長い場合、反射や減衰に注意する必要があります。終端の方法や ESD

保護用の部品を取り付けた際の評価にもアイパターンは有効です。低速シリアルのアイパターンは通常、

エッジトリガにかかる波形を単純に重ね書きして確認を行います。この方法の欠点はメッセージフレー

ムの先頭のデータだけでアイパターンを描くことが多く、RS485 のように双方向通信を行う場合には、

スレーブからの信号が含まれないことがあります。シリアルトリガに付属するアイパターン解析は高速

シリアル信号で使用されるクロックリカバリと同じ方式が使用され、信号の変化からクロック位置を計

算してアイパターンを描きます。トリガ位置に依存しないため、画面内にあるほぼ全ての信号を使い、

アイパターンを描くことができます。 

次はケーブルにより高周波が減衰した応答信号が含まれた波形をアイパターン表示しています。 

 

アイダイアグラムを有効にした時点で、ビットレートはデコードのビットレート設定からコピーされま

す。基本的なアイパターン解析の操作は 37 ページを参照してください。 
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