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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。 

 Ethernet 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。 

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。 
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シリアルデコード概要 

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。 

 

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。 
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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(USB ではプロトコルのスピードによ

り使用するプローブが異なります。信号の選択は Decode Setup タブで行ってください）。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。[EnetDecoder]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。 

 

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。プロトコルはパケット内の位置で役割が

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。 

次は 10BaseT 信号をロングメモリで捕捉し、1 つのパケットだけをズーム表示した波形です。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。 

 

 

 

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。 

 

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。 
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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。 

 

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。 
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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。 

 

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
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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。 

 

 

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
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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 Ethernet 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。 

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。 

[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。検索はバスのイベントやパケットなどの高度な検索が可能です。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[Search Type]で検索タイプを選択し、[Search Subtype]で具体的な検索

対象を選択します。またトランザクションを検索対象にした場合、アドレスやエンドポイントを入力

して、検索を絞ることができます。 
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Ethernet デコード 

概要 

Ethernet デコードは、10BaseT や 100BaseTX の Mac フレーム、またはオートネゴシエー

ションで使われる FLP_Burst をデコードします。 

 

Ethernetプロトコルについて 

オシロスコープで解釈するプロトコルは MAC フレームだけを解釈します。ペイロードにあ

たる IP や TCP などは解釈を行いません。 

 

MAC フレームのデコードに含まれる情報は Preamble・SFD・Destination Address・Source 

Address・Length/Type・FCS です。Destination はパケットの送信先アドレスを示していま

す。Source はパケットの送信元アドレスを示しています。このアドレスはポート固有の

MAC アドレスです。この MAC アドレスは前半 24 ビットのベンダー識別子と後半 24 ビッ

トの各ベンダーが管理する重複の無いポート固有のアドレスで構成されます。ベンダー識

別子はインターネット上で公開されています。 

 MAC アドレスの調べ方 

Windows パソコンなどではコマンドプロンプトから"getmac /v"コマンドで自身の MAC ア

ドレスを調べることができます。Physical Address の列が MAC アドレスを示しています。 

 

Windows パソコン以外のデバイスなどの MAC アドレスは Windows パソコンを接続して、
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対象機器に PING コマンドを送信後、コマンドプロンプトから"arp -a"コマンドを実行しま

す。ARP コマンドの応答は次のように IP アドレスと Physical Address が表示されます。

Physical Address が MAC アドレスを示しています。 

 

 10BaseT の信号 

10BaseT の波形はマンチェスタ符号でビットを伝送しています。電位が Hi から Low に変

化した場合を０Lowから Hi に変化した場合を１として符号化を行います。またビットの並

びは最下位ビットから順に並びます。1 ビット幅は 10MHz となるため、100ns です。 

 

フレームは MAC フレームの Preamble からスタートし、最後は FCS の後に TP_Idle が送信

されます。 

アイドル状態では定期的にノーマルリンクパルスが送信されます。受信側はリンクパルス

を監視して、デバイスが接続されているかをリンクパルスで確認します。このパルスの幅

はほぼ 100ns 程度、ほぼ 16±8ms 間隔で送信されます。 

注意：デバイスにより接続をオープンにした状態ではリンクパルスを出力しない場合がありま

す。またオープン状態ではパルスの形状が異なる場合があります。 

 100BaseTX の信号 

100BaseTX の波形は MLT-3 と呼ばれる GND、＋、－の 3 種類の電圧レベルを使用します。

1 つ前のビットの電圧レベルに対して変化した場合を１、変化しなかった場合を０として符

号化し、変化の方向は Sin 波を描くように決まっています。 
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クロック信号は信号の変化から読み取るため、信号が変化しない状態は避ける必要があり

ます。そのため 4B5B コーディングが行われます。また全体として特定の電圧レベルのビッ

トが多くあると、DC レベルが 0V から移動してしまいます。100BaseTX の信号は 3 値の電

圧レベルを使用しているため、DC レベルが移動するとビットの変化の検出に支障が出ます。

そのためスクランブルをかけて、0,1 の発生タイミングがランダムになるようにしています。

1 ビット幅は 125MHz(8ns)です。 

またフレームの前後を囲むように Start of stream delimiter(SSD)と End of stream 

delimiter(ESD)が追加されます。 

 FLP Burst 

オートネゴシエーションを有効にしている場合、リンクパルスと同じ 100ns のパルスをバ

ーストさせて対応可能な速度などの情報をお互いに交換し、通信方法を決定します。バー

ストの奇数にあたるパルスはクロックパルスです。データパルスの位置を特定するために

使用されます。クロックパルスの間ある偶数のパルスがデータのパルスです。このデータ

パルスがある場合を１、抜けている場合を 0 としてデータを送信します。バーストの幅は

2ms、ハーストの周期はリンクパルスと同じく 16ms±8ms 間隔で送信されます。 

 

 

データパルスは全体で 16 ビットあります。 
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先頭の S0 - S4 までの 5 ビットは IEEE802.3 などの規格を示しています。100BaseTX

までのデバイスは IEEE802.3 を示す 1,0,0,0,0 が入ります。 

A0 - A7 までは対応可能な速度やデプレックスによりビットが立ちます。 

A0 10BaseT 半二重 

A1 10BaseT 全二重 

A2 100BaseTX 半二重 

A3 100BaseTX 全二重 

A4 100BaseT4 

A5 同期の Pause 機能 

A6 非同期の Pause 機能 

A7 予約 

RF はデバイスが故障状態にあることを示しているため、通常は 0 が入ります。Ack は

リンクパートナーからの FLP バーストを正常に受信したことを示しています。NP は追

加情報があることを示しています。 

注意：上記の説明は FLP_Burst のベーシックページのみを開設しています。1000BaseT 対応のデ

バイスでは別のメッセージも送信されます。 
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プロービングについて 

プローブは ZD1000 などの差動プローブ 1 本、又はシングルエンドのプローブ 2 本で

TX+/TX-、又は RX+/RX-に接続します（10BaseT はパッシブプローブで測定することがで

きます）。差動プローブを使用していたとしても、GND は接続してください。 

MDI での RJ-45 コネクタでのピンアサインは次のようになります。 

ピン番号 信号の種類 A 結線でのワイヤ色 B 結線でのワイヤ色 

1 TX+ 白緑 白橙 

2 TX- 緑 橙 

3 RX+ 白橙 白緑 

6 RX- 橙 緑 

ケーブルの接続は TX の接続先が RX になるようにします。パソコン同士の接続では、クロ

スケーブルなどで、ケーブル側でピンの入れ替えを行っていましたが、1000BaseT のオプ

ションとして採用された Auto MDI/MDI-X によりストレートケーブルでも通信できるよう

になりました。通信が確立する前に Auto MDI/MDI-X は、デバイスの TX や RX をランダム

なタイミングで入れ替えます。受信側はリンクパルスやデータ信号を監視し、信号を受け

取った場合は、現在の状態を維持しますが、入れ替えのタイミングまで検出できなければ、

TX と RX を切り替えます。Auto MDI/MDI-X によりピンと信号の種類が異なる可能性がある

ため、実際には MAC フレームの Source と Destination のアドレスで確認する必要がありま

す。 

注意：デバイスにより接続をオープンにすると、リンクパルスが出力されない場合があります。

またオープン状態ではパルスの形状が異なる場合があります。 
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タイムベースとトリガの設定 

デコーダーが信号のビットを検出するためには、1 ビットに対して、最低でも 4 サンプ

ル以上必要です。例えばリンクパルスでは、リンクパルス幅 100ns の 1/4、最低でも 25ns

間隔でサンプリングされている必要があります。サンプリング速度では、サンプリング

間隔の逆数となるため、最低限 40M/s 以上が必要です。タイムベースは時間軸(Time/Div)

や最大メモリについても注意が必要です。例えばオートネゴシエーションでは 100ns の

パルスがほぼ 2 ミリ秒に渡り出力されます。500us/Div 設定で 5 ミリ秒に渡りサンプリ

ング速度 50MS/s で捕捉するには、250K ポイントが必要なメモリ長です。オシロスコー

プのモデルによってはサンプリング速度を固定できないため、最大メモリ長の設定で調

節します。 

サンプリング速度はグリッドの右下にある Timebase ディスクリプタボックス内の表示

で確認することができます（Timebase ディスクリプタボックス内の右下）。 

 

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。またイ

ーサーネット信号は、ほとんどの時間がアイドル状態のため、イーサーネット信号に対

してエッジでトリガした場合、目的のプロトコルを捕捉できる可能性は極めて低くなり

ます。目的のプロトコルを捕捉するためにはトリガするための工夫が必要です。 

最も分かりやすい方法はイーサーネット以外の信号を使用します。データ送信のソース

イベントや受信機器がイーサーネットからのイベントにより出力される信号をトリガに

利用します。また組み込み機器のように自由にプログラム可能であれば、別の端子にイ

ーサーネットへの送信と同時に信号を出力するように一時的に設定して、トリガにしま

す。 

 10BaseT 

10BaseT 信号に必要なサンプリング速度は 100MS/ｓです。 

10BaseT のアイドル状態は、ほとんどの場合、DC 0V が続き、定期的にリンクパル

スが出力されます。リンクパルスや DC 0V の状態を避けて、パケットだけを捕捉す

るには、パケットの最後に出力される TP_idle 信号でトリガ条件を設定します。

10BaseT のマンチェスタ符号のパルス幅は、最大で 100ns 程度に対し、TP_idle 信号
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は 300ns 程度あります。パルス幅トリガで、200ns 以上で条件を指定することにより

Spidle でトリガすることができます。 

 

 

またアイドル期間が長いためシーケンスモードの利用も有効な方法です。 

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。 

 100BaseTX 

100BaseTX 信号に必要なサンプリング速度は 500MS/ｓです。 

100BaseTX はスクランブル化された信号が 4B5B コーディングが行われ、MLT-3 符

号化して出力されます。次のようにアイドル状態もランダムに信号が継続的に出力さ

れているため、適切なトリガ条件がありません。100BaseTX で目的のプロトコルを

捕捉するには別途トリガ信号を用意する以外方法がありません。 
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 オートネゴシエーション 

100BaseTX 信号に必要なサンプリング速度は 50MS/ｓです。 

オートネゴシエーションはイーサーネットデバイスのリンクスピード設定でオート

ネゴシエーションが選択されている場合だけ、それぞれのデバイスから出力されます。

リンクが確立する前の僅かな時間だけ出力されます。 

リンクパルスと同じ 100ns 幅のパルスがバースト出力されます。バーストは 125us

間隔で出力されるクロックパルスとそのクロックパルスの間に出力されるデータパ

ルスからなります。データバルスがある場合は１、無い場合は 0 として、自身の送信

可能なリンクスピードや半二重・全二重などの情報を相手のデバイスに伝えます。 

 

トリガは 125us 間隔に出力されるクロックパルスを検出できるようにインターバル

トリガを使用します。例えば、次のように Interval トリガを使用し、124us±10us

の範囲に入る信号をトリガするように設定することでトリガすることができます。 
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Ethernet デコード設定詳細  

デコードプロトコルの選択は 10M Ethernet と 100M Ethernet のいずれかを選択します。

オートネゴシエーションの FLP Pulse を測定するには、どちらの選択でも可能ですが、

100M Ethernet を選択した場合には、Detect Auto Negotiation のチェックをオンにする必

要があります。 

   

10M Ethernet、又は 100M Ethernet 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 EnetDecoder デコード設定ダイアログが表示されます。 

注意) 一般的なシリアル･デコードの操作方法は 2 ページを参照してください。 

 [EnetDecoder ]タブ 

 

・ [Speed and Type ] – プロトコルで選択されている信号の情報を表示します。プロ

トコルの選択で 10M Ethernet を選択した場合には[10BASE-T]、100M Ethernet

を選択した場合には、[100BASE_TX]と表示されます。 

・ [Probe Selection ] –プロービングの方法を[One Differential Probe ]・[Two Single 

Ended Probe ]から選択します。[One Differential Probe ]は差動プローブを TX+, 

TX-などに接続して捕捉した波形をデコードする場合選択します。左側に表示さ

れるソースの選択は Dp-Dn として一つのチャンネルだけ選択します。[Two Single 

Ended Probe ]は 2 本のプローブを用意して、1 つを Dp と GND、もう一つを Dn

と GND に接続します。左側に表示されるソースの選択は Dp と Dn の 2 つのソー

スを選択します。 
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アノテーション 

10BASE-T 

Electrical Idle 無信号の状態を示します。 

 

PREAMBLE 送信の開始と同期のため 1，0 を繰り返して 7 バイト分送信します。

01010101 を 16 進数で表示すると 0x55 となるため、表示上 55 が続

きます。 

 

SFD プリアンブルの終わりを示し 0xD5 のパターンを示します。 

 

DESTINATION 送信先の MAC アドレスを示します。 

 

SOURCE 送信元の MAC アドレスを示します。 
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TYPE/LENGTH 

 

このフィールドに続くデータのタイプ、又は長さについての情報を示

します。0x600 以下はデータフィールドの長さを示しますが、それ以

上ではパケットタイプを示します。代表的なパケットタイプには、次

のようなタイプがあります。 

0x0800… IPV4 

0x86DD… IPV6 

0x0806… ARP 

0x0835… RARP 

 

DATA  

 

FCS フレームチェックシーケンス 

4 オクテッドの CRC がここに入ります。 

 

TP_Idle フレームの終わりを示します。 
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100BASE_TX 

Idle 無信号の状態を示します。 

 

SSD1 100BASE-TX はデータ送信の開始がスタート・オフ・ストリ

ーム・デリミタから始まります。 

 

SSD2 

 

PREAMBLE フレームの開始と同期のため、1，0 を繰り返して 7 バイト分送

信します。。01010101 を 16 進数で表示すると 0x55 となるため、

表示上 55 が続きます。 

 

SFD プリアンブルの終わりを示し 0xD5 のパターンを示します。 

 

Destination 送信先アドレスを示します。"getmac"コマンドなどパソコン

で表示される Physical Address と順番が逆に表示されま

す。パソコンで”00-16-D3-28-63-63”と表示される場合、デ

コードでは 0x63632828D31600 のようにバイト順は逆に表

示されます。 
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Source 送信元アドレスを示します。表示されたアドレスはパソコン

な ど で 表 示 さ れ る Physical  Address が ”

DE-AD-BE-EF-FE-ED”ならば、0xEDFEEFBEADDE のよ

うな順番で表示されます。 

 

TYPE このフィールドに続くデータのタイプ、又は長さについての情報

を示します。0x600 以下はデータフィールドの長さを示します

が、それ以上ではパケットタイプを示します。代表的なパケット

タイプには、次のようなタイプがあります。 

0x0800… IPV4 

0x86DD… IPV6 

0x0806… ARP 

0x0835… RARP 

 

DATA 

 

FCS フレームチェックシーケンス 

4 オクテッドの CRC がここに入ります 
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ESD1 フレームの終わりを示します。 

 

ESD2 
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テーブル 

 

Idx インデックス 

Time(us) トリガの時間を基準に、開始時間を表示 

Type 10BaseT では Electrical Idle, Frame, TP_Idle,などを表示します。 

100BaseT では Idle、Frame などを表示します。 

Destination Addr 送信先アドレスを示します。"getmac"コマンドなどパソコンで表

示される Physical Address と順番が逆に表示されます。パソコ

ンで”00-16-D3-28-63-63”と表示される場合、デコードでは

0x63632828D31600 のようにバイト順は逆に表示されます。 

Source Addr 送信元アドレスを示します。表示されたアドレスはパソコンなど

で表示される Physical Address が”DE-AD-BE-EF-FE-ED”

ならば、0xEDFEEFBEADDE のような順番で表示されます。 

Detail タイプ・データ長・データそのものを表示します。 

Type/Length=の値が 0x600 以下はデータフィールドの長さを示し

ますが、それ以上ではパケットタイプを示します。代表的なパケッ

トタイプには、次のようなタイプがあります。 

0x0800… IPV4 

0x86DD… IPV6 

0x0806… ARP 

0x0835… RARP 

セル内の右下にある三角のマークにタッチすると、データの詳細を

表示します。 
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ズームと検索 

 

検索はテーブルの列の内容に対して、文字列を指定して検索します。対象の列は Search for

から選択します。 

Idx 1 列目のインデックスを選択します。Value には、"1"や"2"などを入れて検索します。検索さ

れたフレーム全体をズーム表示します。 

 

Time(us) Time(us)列を対象に検索します。Value には、"1186.597309"のような値を入力します。検

索されたフレーム全体をズーム表示します。 

 

Type Type 列を対象に検索します。Value には、"Idle", "Frame", などの文字列で検索します。検

索されたフレーム全体をズーム表示します。 

 

Destination 

Addr 

DestinationAddr 列を対象に検索します。Value には、"0xEFFE02D354FE"のような値を

入力します。検索されたフレームの Destination 部分をズーム表示します。Show Frame に

チェックが入っていれば、フレーム全体をズーム表示します。 

 

Source 

Addr 

SourceAddr 列を対象に検索します。Value には"0x636328D31600"のような値を入力しま

す。検索されたフレームの Source 部分をズーム表示します。Show Frame にチェックが入

っていれば、フレーム全体をズーム表示します。 
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Details 例えばデータの内容が"0x45 00 00 28 14 E8 40 00 80 06 ………"のデータがある場合、先頭

の"0x45 00"や途中の"00 28"のように条件を入力することができます。フレーム全体をズー

ムします。検索されたフレーム全体をズーム表示します。 

 

 

注意：大文字や小文字を区別しています。テーブル内の表示と同じように入力してください。 
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