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PIトランスレータ
PIトランスレータはシンプルなシステムであり、従来のコマンドと、
それに対応する最新のコマンドのリストを含んだ「辞書」として機能
します。直接翻訳するだけでなく、エントリは複数の最新コマンドの
エイリアスに構成したり、コマンド引数を追加または維持したり、必
要のないものはコマンドをスキップすることができます。

PIトランスレータはオシロスコープ・アプリケーションに内蔵されて
いるため、リモート・クライアントでのインストールは不要です。オ
シロスコープが受け取るコマンドを途中でとらえ、対応する辞書に
よって変換され、翻訳されたコマンドをオシロスコープのファーム
ウェアに送ります。

テクトロニクスの5/6シリーズMSO、MSO58LP型、LPD64型オ
シロスコープのファームウェア・バージョン v1.30以降では、PI

（Programmatic Interface）トランスレータが装備されており、従
来の自動化システムを新しいオシロスコープ・プラットフォー
ムへ移行するのが容易になります。独自の新機能であり、古く、
サポートされていないコマンドであっても最新のコマンドに翻
訳され、新しいオシロスコープで使用できます。MSO/DPO5000
シリーズ、DPO7000シリーズ、MSO/DPO70000シリーズ・オシ
ロスコープの数多くのコマンドはデフォルトの変換辞書にすで
に含まれていますが、いくつかの自動化アプリケーションでは
特別な翻訳が必要になります。このテクニカル・ノートでは、PI
トランスレータの機能であるカスタマイズされた翻訳について
説明し、いくつかの例を紹介します。

図1. トランスレータは5シリーズ、6シリーズのMSOに内蔵されており、ホストが送る従来コマンドを5/6シリーズMSOの標準コマンドに変換できる
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PIトランスレータは、デフォルトで数多くの標準コマンドをサポート
しています。これは、水平軸、垂直軸、トリガの設定、アクイジション
の設定、取込みの開始・停止、波形転送など、一般的な動作子の互
換性を目的にしています。これにより数多くのアプリケーションに対
応できますが、自動化シーケンスによっては独自のコマンドをPIト
ランスレータに追加する必要があります。

翻訳のリストは、Compatibility Fileと呼ばれるXMLファイルにありま
す。新しい機能を追加するには、このファイルを編集してPIトラン
スレータに追加する必要があります。XMLファイルは、シンプルな
テキスト・フォーマットのファイルです。NotepadやMicrosoft Visual 
Studioなど、任意のテキスト・エディタで編集できます。ここでは、
Notpad++（https://notepad-plus-plus.org/）を推奨します。フリーの
オープンソース・テキスト・エディタであり、いくつかの機能が追加
されているので、コード開発が簡単に行えます。

PIトランスレータの有効化
PIトランスレータは、次の2つの方法で有効にします。

•  オシロスコープ・アプリケーション上部のUtilityメニューをク 
リ ッ ク ／ タ ッ プ し、 次 にUser Preference → Otherと 選 択 し、
programmatic Interface Backward Compatibilityボタンをオンに
します。

•  以下のPIコマンドを送って有効にします。
COMPatibility:ENABLE 1.

PIトランスレータが有効になると、指定されたCompatibility Fileに
したがってコマンドを翻訳します。標準の組込みLinux OSでオシロ
スコープを実行している場合の、ファイルはデフォルトで以下にあ
ります。

C:/PICompatibility

オシロスコープがWindowsで動作している場合、ファイルはデフォ
ルトで以下にあります。

C:\Users\Public\Tektronix\TekScope\

PICompatibility\Compatibility.xml

Compatibility Fileを編集する場合は、Compatibility.xmlをコピーして
新しいファイル名にすることをお勧めします。次に、Loadボタンを
押し、User Preferencesメニューのファイル・ブラウザで 新しい
Compatibility Fileを選択してPIトランスレータに変更を加えます。
ロードしたCompatibility Fileとデフォルトのファイルは、ドロップダ
ウン・メニューで簡単に切り替えることができます。

PIコマンドの構造
効率的にトランスレータをカスタマイズするためには、どのようにコ
マンドが構成されているかを理解することが重要です。すべてのPI
コマンドは、標準のSCPIフォーマットに準拠しています。すなわち、
PIコマンドはASCII（テキスト）ストリングと、それに続くターミネー
ション・キャラクタ0x0Aまたは\nで構成されます。

一般に、コマンドはどのような動作を実行するかを示すヘッダと、
動作に適用する値またはオプションを示す引数で構成されます。

コマンドによってはヘッダの最後に?を付けて問合せ形式にするもの
もあります。これは、計測器からの応答を要求するものであり、電
圧の設定値などがあります。この応答は、クライアント・プログラム
によって読み取ることができます。問合せ（クエリ）には引数があり
ません。

図2. オシロスコープのUIでPIトランスレータを有効にする例
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バッファ - 最初のキャラクタ（コロンから始まる場合とそうでない場
合がある）から改行コードまでの、すべてのコンテンツ。

メッセージ - 最初のキャラクタ（コロンから始まる場合とそうでない
場合がある）からセミコロン（連結するコマンドの二番目のメッセー
ジを示す）または改行コードまでのPIバッファのコンテンツ。

ヘッダ - アクションを規定するPIメッセージのコンテンツ、正確には
バッファの最初のキャラクタから最初のスペースまたは?の前のキャ
ラクタまでのコンテンツ。

キーワード - ヘッダがコロンで分かれている場合、キーワードは分
かれたリストの一つのエレメント。

サフィックス - キーワードに続く整数（math:math1:defineにおけ
る1など）またはコロンで区切られた一つのキャラクタ・セット

（trigger:a:typeなど）。具体的には、サフィックスはどのタイプ
の事例が使用されるかを規定します。

引数 - PIコマンドがどのようなアクションまたは値をとるかを規定し
ます。この引数のフォーマットは、コマンドごとに異なっており、プ
ログラマーズ・マニュアルで規定されています。

コマンド - PIでメッセージを送る場合、コマンドはオシロスコープの
設定を変更します。常にではありませんが、通常、ヘッダの後に引
数が付きます。

クエリ - PIでメッセージを送る場合、クエリは、リクエストに対して
オシロスコープが応答することを示します。常に、ヘッダの直後に?

マークが付きます。

翻訳フォーマット
PIトランスレータの入力は、従来コマンドと、翻訳で生成された新し
いコマンドの2つのパートで構成されます。従来コマンドは、コロン
ごとのキーワードに 分 か れます。例えば、CURSor:WAVEform: 

POSITION2は、CURSor、WAVEform、POSITION2に 分 か れ ま す。
各キーワードは、互換性ファイルで独自の行を持ちます。キーワード
を共有するコマンドはグループ化できます。つまり、すべての
CURSorコマンドは同じツリー内にリスト化できます。

コマンドの連続したキーワードは、2つのスペースによる識別子とと
もに新しい行でリストする必要があります。各行は、キーワード名と
オプションの属性を含みます。属性は、キーワードが特殊な属性（例
えば、クエリまたは引数が必要かなど）を持っていることを示します。
属性の詳細については、次の章で説明します。あるいは、その使用
方法については、「翻訳例」の章をご覧ください。最も重要な属性が

「leaf」であり、このキーワードがコマンドの最後であることをトラン
スレータに知らせます。「leaf」属性を含むコマンドの後に、4/5/6シリー
ズMSO/LPDプログラマーズ・マニュアルを参照して新しいコマンド
を記述します。

繰り返しになりますが、翻訳は新しい行で、2つのスペースの識別子
を付けてリストする必要があります。これには、サポートするすべて
のコマンドをリストするヘッダと、オプションの属性を含みます。こ
の属性の詳細については、次の章で説明します。

バッファ

メッセージ

ヘッダ

サフィックス キーワード引数

図3. PIコマンドの構造
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注意事項
新しい翻訳を追加する場合、以下に注意してエントリを設計します。

• 従来コマンド実行される、すべてのアクションは何か。

• 従来のキーワードの省略形式と省略されない形式の確認。

• クエリ形式はあるか、コマンド形式はあるか。

• 新しいヘッダは何か。

• 従来コマンドの引数は重要か。

• 新しいヘッダが使われるとサフィックスは変化するか。

•  新しいヘッダは、従来のヘッダが持っていなかったサフィックス
を持っているか。

•  新しいヘッダは、従来のヘッダが持っていた同じ引数を受け付け
るか。

キーワードの属性
name
エントリで唯一必須な部分です。UPPERlower のフォーマットで入
力します。ここで大文字はキーワードの有効な短縮表記であること
を示します。（例えば、SPECTralの場合、オシロスコープはコマンド
spectralの有効な短縮表記としてSPECT を受け付けます。）

leaf
この属性は、エントリがトランスレータのための有効なストップ・ポ
イントであることを示します。例えば、MATH?:DEFineの翻訳では、
DEFineノードのleaf 属性が1になります。省略された場合はリーフ
が0であり、さらにキーワードが続くことを意味します。キーワード
はリーフの属性を持ちながら、さらにエントリを続けることができま
すが、最低でも1つの翻訳エントリを持っていなければなりません。

command
この属性は、このPIヘッダに有効なコマンドがあるかを規定します。
PIヘッダにはクエリのみの場合もあり、モジュールがメッセージを間
違って取り扱うことを防ぎます。省略された場合は、コマンド属性
はゼロであり、このヘッダではコマンドとしての処理は行われません。

query
この属性は、このPIヘッダに有効なクエリがあるかを規定します。PI
ヘッダにはコマンドのみのものもあり、オシロスコープは応答できま
せん。省略された場合は、クエリ属性はゼロであり、このヘッダで
はクエリとしての処理は行われません。　

argument
この属性は、このPIコマンドには引数が必要であることをモジュー
ルに知らせます。つまり、翻訳にはヘッダと引数の組み合わせが使
用されることを意味します。sensiveArgumentは、addedArgument
またはreuseArgumentの属性と組み合わせる必要があります。

specialSuffix
この属性は、このPIコマンドの翻訳はサフィックスによって変化する
ことをモジュールに知らせます。1に設定された場合、トランスレー
タはサフィックスに留意して翻訳の定義のために使用します。省略
された場合、specialSuffixはゼロとなり、ヘッダ処理でキーワードか
らサフィックス情報を取り除きます。

翻訳の属性
header
エントリで唯一必須の部分です。従来コマンドが置き換わるべきヘッ
ダを規定します。新しいヘッダには、サフィックスが使われた部分
にコロンと?が付きます。

addedArgument
この属性は、通常、reuseSuffixとsendInQuery、またはsensitiveArgument
とともに使用され、翻訳ヘッダにはすでに引数が付いており、このヘッ
ダでは引数処理が不要であることをモジュールに知らせます。省略
された場合は、addedArgumentはゼロであり、引数は通常どおりに
処理されます。

シンプルな、単純置換のエントリの例を示します。

  <keyword name="HARDCOPY" leaf="1" command="1">

    <keyword name='FILENAME' leaf="1" command="1" query="1">

      <translation header=':SAVe:IMAGe:FULLPath'/>

    </keyword>

  </keyword>
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sendInQuery
この属性は、翻訳ヘッダをメッセージのクエリ・フォームに含めるべ
きかを示します。従来のヘッダをエミュレートする際、翻訳後に複
数のヘッダが必要な場合に使用されます。通常、アプリケーション
は1つのクエリに対して複数の応答を期待していないため、マルチ
ヘッダの翻訳では1つのヘッダを除いてこれを無効にする必要があり
ます。省略された場合は、sendInQueryは1とみなされ、ヘッダはPI
クエリに送られます。

sensitiveArgument
この属性は、この翻訳が有効となるためにどのような引数があるべ
きかを規定します。例えば、trigger:a:typeは従来のオシロスコー
プ、および5/6シリーズ・オシロスコープで機能するコマンドですが、
5/6シリーズ・オシロスコープにはグリッチ・トリガは存在していま
せん。その代わりに、パルス幅トリガが使用されます。したがって、
trigger:?:typeコマンドに対する翻訳は引数がGLItchのときのみ
記 述 さ れ ま す。 引 数 が ショート・ フ ォ ー ム に な る た め、 同じ
UPPERlowerの形式が使用されます。

すべてのセンシティブな引数が該当しない場合にデフォルトのヘッ
ダを使用する場合（これは、triiger:a:pulse:classなどのイニ
シャル・ヘッダとは異なります）、翻訳オプションの最後にこの属性
を除外したキーワードを追加する必要があります。省略された場合
は、センシティブな引数はないと想定され、同じキーワード内で、他
のsensitiveArgument翻訳ノードと併用する場合は、デフォルトの
ヘッダとみなされます。

reuseArgument
この属性は、従来のヘッダをエミュレートするのに2つ以上のヘッ
ダが必要で、すべての新しいヘッダが同じ引数を必要とする場合に
使用されます。このフラグは、連続した翻訳ヘッダを送る場合、引
数を保持するようにモジュールに知らせます。この属性は、引数が
間違いなくクリアされるよう、複数の翻訳ヘッダの最後のヘッダで
無 効 に す る 必 要 が あ り ま す。 こ の 属 性 を 使 用 す る 場 合、
countOfArgumentsの 属 性 が 必 要 に な り ま す。 省 略 し た 場 合、
reuseArgumentはゼロとみなされ、引数の情報はヘッダ翻訳後にク
リアされます。

countOfArguments
この属性は、reuseArgumentが使用する、前の引数の数を示します。
有効にすると、現在の翻訳ヘッダに再利用された引数を加えます。
省略した場合、引数は再利用されません。trigger:a:modeなどの
ハンドリング・サフィックスの属性については、リファレンス・マニュ
アルをご参照ください。

翻訳例
PIトランスレータ・マニュアルには、その他の例も数多く記載されて
いますのでご参照ください。

1対1の翻訳

これは、互換性を保つためのすべての内容が含まれている、標準的
なフォーマットです。従来メッセージに対するのが、MSO 5/6シリー
ズ・オシロスコープの1つのPIメッセージである場合に使用します。
この例では、従来のDPO7000シリーズの演算波形を定義するコマン
ドを定義します。

   MATH<x>:DEFine <QString>

   MATH<x>:DEFine?

5/6シリーズでは、PIメッセージがMathコマンド・グループであるこ
とを明確に規定します。

   MATH:MATH<x>:DEFine <QString>

   MATH:MATH<x>:DEFine?
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QStringの引数の形式は、両方のコマンド・セットで同じです。従来コマンドから、同じ動作をする5/6シリーズのコマンドへ変換するための
PIトランスレータのエントリを以下に示します。

<keyword name='MATH?'>

   <keyword name='DEFine' leaf="1" query="1" command="1">

     <translation header=':math:math?:define'/>

   </keyword>

</keyword> 

この例では、MATH<x>:DEFineはmath:math<x>:defineに置き換わります。サフィックスは?に置き換えられます。コマンドとクエリの
両方の属性が有効なため、このエントリはコマンドとしてもクエリとしても機能します。

1対多の翻訳

このフォーマットは、従来のコマンドをエミュレートするのに複数のPIメッセージが必要な場合に使用します。この例は、DPO7000コマンド
でアベレージングの回数を設定する、以下のようなコマンドの翻訳例です。

MATH<x>:NUMAVg <NR1>

MATH<x>:NUMAVg?

2つの5/6シリーズPIメッセージでは、アベレージの回数を設定し、演算のアベレージを有効にします。従来のオシロスコープでは、アベレー
ジの回数を設定することで同時に演算のアベレージが有効になりますが、新しいプラットフォームではこのオペレーションを別途記述する必
要があります。メッセージは以下のような構文になります。

MATH:MATH<x>:AVG:WEIGht <NR1>

MATH:MATH<x>:AVG:WEIGht?

MATH:MATH<x>:AVG:MODE 1

従来コマンドから、同じ動作をする5/6シリーズのコマンドへの変換するためのPIトランスレータのエントリを以下に示します。

<keyword name='MATH?'>

    <keyword name='NUMAVg' leaf="1" query="1" command="1">

      <translation header=':math:math?:avg:weight' reuseSuffix="1"/>

      <translation header=':math:math?:avg:mode 1' addedArgument="1" sendInQuery="0"/>

    </keyword>

</keyword>

この例では、leaf のキーワードに2つのtranslation headerがあります。最初のヘッダの属性は、メッセージ内のサフィックスが次のメッセージ
のために保持されることを示しています。2つ目のヘッダの属性は、引数は必要なく（翻訳ヘッダには引数があります）、クエリで使用される
場合はこの行の内容が送られないことを示しています。

引数に依存するヘッダ

従来のコマンドからだけでは5/6シリーズのヘッダを記述するための情報が正しく得られない場合があり、そのような場合は引数からの情報
が必要になります。このツールでは、ロングおよびショートの引数フォーマットに対応しており（例えばsubtractとsubuなどであり、引数で
はUPPERlowerのフォーマットが使用されます）、また2つ以上の有効な引数にも対応しています。注：デフォルトのヘッダがなく、従来のメッ
セージがクエリの場合はシステムは何も変更しません。

この例では、プローブの入力モードを設定するコマンド（通常はTriModeプローブで使用）は、以下のような構文で従来機種であるDPO7000
シリーズのコマンドから翻訳されます。

CH<x>:PRObe:INPUTMode {DEFault|DIFFerential|COMmonmode|A|B}

CH<x>:PRObe:INPUTMode?
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5/6シリーズ用のコマンドは従来機種と同じヘッダを持つコマンドでありながら異なる引数が使用され、以下のような構文になります。

CH<x>:PRObe:INPUTMode {A|B|C|D}

CH<x>:PRObe:INPUTMode?

従来のコマンドから、等価の5/6シリーズのコマンドへ変換するためのPIトランスレータのエントリを以下に示します。

<keyword name='CH?'>

   <keyword name='PRObe'>

      <keyword name='INPUTMode' leaf="1" command="1" query="1" argument="1">

         <translation header= ":CH?:PRObe:INPUTMode D" addedArgument='1' reuseSuffix='1' SensitiveArgument=

'DIFFerential'/>

        <translation header= ":CH?:PRObe:INPUTMode C" sendInQuery='0' addedArgument='1'

SensitiveArgument='COMmon'/>

      </keyword>

   </keyword>

</keyword>

この例では、従来コマンド、翻訳されたコマンドの両方に4つの有効な引数があります。しかし、引数のうち2つは一致しません。一つの解決
方法は、sensitiveArgumentの属性を使用して引数を翻訳します。DIFFerentialを受け取った場合、モジュールは引数としてDを使用します。
COMmonを受け取った場合は、Cを使用します。リストされた4つの引数が使用されない場合、デフォルトの有効なヘッダがないため、システ
ムは何も変更しません。望むべきデフォルトの動作がある場合は、最後の引数依存ヘッダの後に翻訳ノードを追加することで、システムは最
後のオプションを使用します。

引数の再利用

これは、従来のオシロスコープのグローバル設定を5/6シリーズでエミュレートする必要がある場合に使用します。一つの引数をいくつかの
パラメータで使用することにより1対多の互換性変更が可能になります。注：現時点では、モジュールはパラメータのインスタンスがいくつあ
るのかを問い合わせることができないため、実装前にこの値を確認する必要があります。

この例では、グローバル・トリガ・レベルを設定するコマンドを、以下に示す従来機種であるDPO7000のコマンドから翻訳します。

TRIGger:{A|B}:LEVel <NR3>

TRIGger:{A|B}:LEVel?

5/6シリーズでチャンネルごとのトリガ・レベルを設定するコマンド・シーケンスを以下に示します。

TRIGger:{A|B}:LEVel:CH<x> <NR3>

TRIGger:{A|B}:LEVel:CH<x>?

従来コマンドから、等価の5/6シリーズのコマンドへの変換するためのPIトランスレータのエントリを以下に示します。

<keyword name="TRIGger">

  <keyword name="?">      

    <keyword name="LEVel" leaf="1" command="1" query="0">

      <translation header=":trigger:?:level:ch1" reuseSuffix="1" reuseArgument="1" countOfArguments="1"/>

      <translation header=":trigger:?:level:ch2" reuseSuffix="1" reuseArgument="1" countOfArguments="1"/>

      <translation header=":trigger:?:level:ch3" reuseSuffix="1" reuseArgument="1" countOfArguments="1"/>

      <translation header=":trigger:?:level:ch4"/>

    </keyword>

  </keyword>

</keyword>

JP.TEK.COM


JP.TEK.COM  |  9

5/6シリーズMSO 
プログラミング・インタフェース・コマンド・トランスレータ概要 テクニカル・ノート

reuseSuffixとreuseArgumentの属性は、トランスレータに、次の翻
訳で使用されるサフィックスと引数の両方を保持するように伝えま
す。この例では、Ch1～Ch3では両方とも使用されますが、Ch4では
使用されず、情報は保持されません。countOfArgumentの属性は、
複数の引数を保持する必要がある場合に使用します。この例では、
コマンドにつき1つの引数のみです。

まとめ
PIトランスレータには、標準で様々な従来コマンドが含まれています。
しかし、多くのアプリケーションではすべてのコマンドに対応できる
ようにカストマイズされた翻訳を追加する必要があります。このテク
ニカル・ノートでは、ほとんどの状況に対応可能な情報を含んだ説
明と翻訳の例を紹介しています。さらに複雑な、またはより難しい自
動化については、PIトランスレータのマニュアルをご参照ください。
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