
	 モデル名		 CAN	 Flex	 LIN	 SENT	 SPI	 I2C	 RS	 MOST	 10	 100	 1000	 パワー	モータ	ノイズ	
	 ／	規格	 	 Ray	 	 	 	 	 232	 	 Base-T1S	 Base-T1	 Base-T1	 	 制御	

	 WaveSurfer	
	 4000HD	 ○	 ○	 ○	 	 ○	 ○	 ○	 	 	 	 	 ○	 	

	 HDO4000A	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 	 	 △	 	 ○	 	

	 HDO6000B	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 △	 	 ○	 △	 ○	 	 ○

	 WaveRunner	
	 8000HD	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 	 ○

	 WavePro	HD	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 	 ○

	 MAD8000HD	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

	 WaveRunner	
	 9000	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○	 ○

オシロスコープ／計測ソリューション対応表

車載システムの解析／デバッグをトータルでサポート

テレダイン・レクロイのデジタル･オシロスコープは、広範

なオプションにより、電子化が進む車載システムの解析／

デバッグをトータルでサポートします。

制御系ネットワークは、LIN、CAN、FlexRayの全てを対象

に、トリガ機能とデコード機能に加え、メッセージのタイミ

ング計測やDA変換などの解析機能も提供します。物理層

試験では、MOSTなどマルチメディア系や近年普及が進む

イーサネットもカバーします。EVやHVのインバータ/モー

タドライブのスイッチング・パワー解析も従来からの高電

圧系だけでなく48V系にも対応します。EMCなどのノイズ

解析、回転体のジッタ解析など多様なアプリケーションを

ご用意しております。

【その1】車載LAN	...............................................	P.2

【その2】車載イーサネット	.................................. 	P.3

【その3】パワーデバイスの評価	..........................	P.4

【その4】モータ制御の開発、デバッグ	................ 	P.5

【その5】ノイズ解析	............................................ 	P.6

	テレダイン・レクロイの	

	オシロスコープのここがすごい！		........................... 	P.7
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テレダイン・レクロイのカーエレクトロニクス・ソリューション

【その1】 車載LAN

テレダイン・レクロイでは、多様な車載用シリアル・インタフェース規格に対応した、シリアル・	
トリガ／デコード・オプションをご用意しています。	また、単にデコードするだけでなく	
メッセージから送られたデジタル値をアナログ波形に変換したり、物理層の	
信号品質評価を行うなど非常に高度な解析を行うことができます。

主な機能と特長

●	信号の背景を自動的に色分けして表示するため、	
IDやデータ、エラーを識別しやすい

●	4レーン同時に信号をデコードすることができる

●	発生した順番にデータを解読してテーブル表示

●	ズーム機能と連動したデータの解読表のテーブル表示上で、	
強力なフィルター機能、サーチ機能を搭載

●	メッセージで送られたデータをアナログ波形に変換（TDMEオプション）

●	信号の物理層信号品質をアイパターンで検証できる（TDMEオプション）

●	データを実際の物理単位で操作できる（Symbolicオプション）

お勧めモデル構成例

		　	 　　　　　　製品名	 型番	 数量	 合計金額（税別）

	 1	 オシロスコープ本体（500MHz、4ch）	 WAVERUNNER	9054	 1	 ¥2,640,000

	 2	 CANフレキシブル・データ・レート（FD）トリガ／デコード解析オプション	 WR9K-CAN	FDBUS	TDME	 1	 ¥630,000

	 3	 LIN	トリガ/デコード・アイパターン解析オプション	 WR9K-LINBUS	TDME	 1	 ¥360,000

　	　	 	 	 	 合計金額	 ¥3,630,000

	 	 SENTトリガ/デコード・アイパターン解析オプション	 WR9K-SENTBUS	TDME	 1	 ¥460,000

	 	 FlexRay	トリガ/デコードおよび物理層試験オプション	 WR9K-FLexRaybus	TDMP	 1	 ¥900,000

	 	 200	MHz,	3.5	pF　差動プローブ	 ZD200	 1	 ¥330,000

オシロスコープ	
WaveRunner9000シリーズ

差動プローブ
ZD200

CAN	FD	トリガ/デコード・オプション
WR9K-CAN	FDBUS	TDME

SENT	トリガ/デコード・オプション
WR9K-SENTBUS	D

POINT

背景の色分けで 
IDやデータが見やすい！
テレダイン・レクロイのトリガ・デコード・オプションな
らば、背景の色分けで、IDやデータが見やすいので、効
率よくデバッグを進めることができます。

また、LAN規格の種類が変わっても、色分けや表示の
方法が同じなので、一度操作に慣れれば新しく操作を
覚える必要がありません。

課 題 ID番号やメッセージの解読表示の文字が、波形表示と離れているので分かりにくい

アイパターン アイパターン

100
Base-T1

SPI

SENT

LIN

アナログ波形 デコード
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テレダイン・レクロイのカーエレクトロニクス・ソリューション

【その2】 車載イーサネット

テレダイン・レクロイでは、採用が広がる車載イーサネットに対応した計測ソリューションを用
意しています。IEEEの規格10Base-T1S、100Base-T1、1000Base-T1に対応したコンプ
ライアンス・テスト・ソリューションと実働状態の信号評価/デバッグソリューションを揃えてい
ます。

主な機能と特長

●	10Base-T1S、100Base-T1、1000Base-T1に準拠した	
コンプライアンス・テストを自動的に実行（QPHY-XXBase-T1）　

●	コンプライアンス・テストの妨害信号の発生が行える	
（T3AFG/AWG）

●	メディアのコンプライアンス・テストを自動的に実行（QPHY-XX-TDR）

●	実装されたハーネスの評価が現場でできるポータブルな	
TDR測定器（WavePulser	40iX）

●	実装状態で上り下りの信号を分離して各々の信号評価が行える	
（デバッグ・ツールキット）

お勧めモデル構成例

		　	 　　　　　　製品名	 型番	 数量	 合計金額（税別）

	 1	 オシロスコープ本体（2.5GHz、4ch）	 WaveRunner	9254	 1	 ¥3,930,000

	 2	 10BASE-T1Sコンプライアンス・テスト・オプション	 QPHY-10BASE-T1S	 1	 ¥250,000

	 3	 100BASE-T1コンプライアンス・テスト・オプション	 QPHY-100BASE-T1	 1	 ¥270,000

	 4	 1000BASE-T1コンプライアンス・テスト・オプション	 QPHY-1000BASE-T1	 1	 ¥320,000

	 5	 100BASE-T1トリガ／デコード・アイパターン解析オプション	 WR9K-100BASE-T1bus	TDME	 1	 ¥430,000

	 6	 車載イーサネット・デバッグ・ツールキット	 WR9K-AUTO-ENET-TOOLKIT	 1	 ¥390,000

	 7	 差動プローブシステム（4GHz、5Vp-p）		 D420-A-PB2	 1	 ¥1,230,000

	 8	 高分解能任意波形発生器	 T3AWG3252	 1	 ¥2,310,000	
	 	 （2ch、250MHz、16ビット、128Mポイント/ch、6Vpp）

	 9	 車載イーサネット・ブレークアウト・テスト・フィクスチャ	 TF-AUTO-ENET	 1	 ¥710,000

	 	 	 	 	 合計	 ¥9,840,000

	 	 10BASE-T1　Sパラメータ・コンプライアンス試験ソフトウェア	 QPHY-10BASE-T1-TDR	 1	 ¥150,000

	 	 100BASE-T1　Sパラメータ・コンプライアンス試験ソフトウェア	 QPHY-100BASE-T1-TDR	 1	 ¥270,000

	 	 1000BASE-T1　Sパラメータ・コンプライアンス試験ソフトウェア	 QPHY-1000BASE-T1-TDR	 1	 ¥320,000

	 	 インタコネクト・アナライザ（4ポート）	 WavePulser-40iX	 1	 ¥7,850,000

POINT

専用フィクスチャで信号を分離し、 
正確に評価
テレダイン・レクロイのデバッグ・ツールキットな
ら、TF-AUTO-ENETを用いて分離した上りと下りの
信号を個別に信号評価ができます。またフィクスチャ
などの特性を補正したり、イコライザを適用できるな
ど、不良原因の特定を支援します。

課 題 実装状態では、上りと下りの信号が混在していて正しく評価できない

ECU1 ECU2 

TF-AUTO-ENET 

ECU2の信号評価 ECU1の信号評価 
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テレダイン・レクロイのカーエレクトロニクス・ソリューション

【その3】 パワーデバイスの評価

主な機能と特長

●	HDOシリーズでは、12ビットの高分解能でダイナミッ
クレンジの広い信号も精度よく観測

●	ユーザが任意の閾値レベルを設定し、オン、オフ時の	
スイッチング損失、オン損失を自動的に計測

●	簡単に使えるスキュー調整用の治具

●	SiCに対応する2kV、400MHzの高電圧差動プローブ

●	48V系のGaNデバイスに最適な60Vコモンモード差動プローブ

テレダイン・レクロイでは、次世代のパワーデバイス開発を支援するスイッチング電源解析ソリューションを提供しています。特に、12
ビットAD変換器を搭載したオシロスコープHDOシリーズでは、一般的なオシロスコープの16倍という高い分解能とローノイズ特性
はこれまでにない高い精度の解析をお約束します。

POINT

1GHzの帯域、60Vのコモンモードを
持つDL10-HCMは48V系に理想的
他社の広帯域差動プローブでは、コモンモードやダイナミ
ック・レンジが不足しているため48V系のインバータの計
測が困難ですが、DL10-HCMで測定すると、より現実的な
損失を把握することができます。

課 題 48V系のGaNベースのインバータがうまく測れない

お勧めモデル構成例

		　	 　　　　　　製品名	 型番	 数量	 合計金額（税別）

	 1	 オシロスコープ本体（１GHz、4ch）	 WaveSurfer	4104HD	 1	 ¥1,650,000

	 2	 電流プローブ（30A、100MHz)	　			 CP031	 1	 ¥800,000

	 3	 高電圧差動プローブ（400MHｚ、2kV	）	 HVD3220	 1	 ¥870,000

	 	 	 	 	 合計	 ¥3,320,000

	 	 スイッチング電源解析オプション	 WS4KHD-PWR	 1	 ¥180,000

	 	 60Vコモンモード差動プローブ(1GHz)	 DL10-HCM	 1	 ¥940,000

12	ビット・オシロスコープ
WaveSurfer	4000HDシリーズ

400MHz高電圧差動プローブ
HVD3220

電流プローブ
CP031

60Vコモンモード差動プローブ
DL10-HCM
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テレダイン・レクロイのカーエレクトロニクス・ソリューション

【その4】 モータ制御の開発、デバッグ

テレダイン・レクロイのモータ・ドライブ・アナライザMDAシリーズは、8チャンネルのアナログ入力、12ビットの高分解能、最高5GS/s
のサンプリング速度、最高2GHzの帯域と最大5Gポイントのロングメモリを提供し、モータ・ドライブのパワーエレクトロニクス部の解
析、モータの機械的性能評価、組み込みコントローラ動作検証を含む全てを網羅するシステムのデバッグを可能にします。

お勧めモデル構成例
		　	 　　　　　　製品名	 型番	 数量	 合計金額（税別）

	 1	 モータ・ドライブ・アナライザ本体	 MDA	8038HD	 1	 ¥4,940,000	
	 	 （12ビット分解能、350MHz、5GS/s、8ch、50Mポイント）

	 2	 高調波解析オプション	 WR8KHD-THREEPHASEHARMONICS	 1	 ¥270,000

	 3	 三相ベクトル表示オプション	 WR8KHD-THREEPHASEVECTOR	 1	 ¥130,000

	 4	 波形変換オプション（αβγ変換/dq0変換）	 WR8KHD-THREEPHASEdq0	 1	 ¥270,000

	 5	 ミックスド・シグナル・オプション	 WR8KHD-MSO	 1	 ¥540,000

	 6	 電流プローブ	（500A、2MHz)	 CP500	 3	 ¥2,550,000

	 7	 高電圧差動プローブ（120MHz、1kV）	 HVD3106A	 3	 ¥1,080,000

	 	 	 	 	 合計	 ¥9,780,000

	 	 デジタル・フィルタ・ソフトウェア・オプション	 WR8KHD-DFP2	 1	 ¥400,000

	 	 スイッチング電源解析オプション	 WR8KHD-PWR	 1	 ¥310,000

	 	 150MHz光アイソレーション・プローブ	 HVFO108	 1	 ¥1,020,000

	 	 HVFO100用アッテネータ・チップ	 HVFO100-xxX-TIP-U	 1	 ¥87,000

POINT

サイクル毎のパラーメータを計算して、動的な振る舞いを捉える。
テレダイン・レクロイのモータ・ドライブ・アナライザでは、ロングメモリで捕捉した信号波形から、サイクル毎の
電圧、電流、パワー、位相、効率などを計算し、それらの時間変動を捉えることができます。また、XY表示によ
って電圧/電流のベクトル表示だけではなく、αβγ(クラーク)変換、dq0(パーク)変換後の信号も対応します。

課 題 パワーアナライザでは、加減速時や負荷変動のある動的な挙動の解析がうまく捉えられず
に、ベクトル制御の実検証ができない

主な機能と特長

●	8チャンネル同時に、12ビットの垂直軸分解能、5GS/sのサンプリングで、	
8ビットのオシロスコープに比べて16倍広いダイナミックレンジで計測　

●	チャンネルあたり50Mポイント、最大5Gポイントのロングメモリを装備

●	ミックスド・シグナル機能で、16チャンネルのデジタル入力が可能

●	モータの始動から過渡的な現象をしっかり捕捉

●	パワーアナライザと相関のある、三相の電力測定ができる

●	モータの機械出力の計測にもホール素子、レゾルバ、	
ロータリエンコーダなど柔軟に対応

●	XY表示により三相ドライブのベクトル表示をリアルタイムで実行

●	αβγ(クラーク)変換やdq0(パーク)変換に対応し、ベクトル制御ができる
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テレダイン・レクロイのカーエレクトロニクス・ソリューション

【その5】 ノイズ解析

イグニッションなどのノイズ源を持つ自動車の車載環境は、信号にとっては過酷なものと言えます。テレダイン・レクロイでは、安全
性にも重要な電源ノイズを広帯域且つ高感度で計測できる専用の電源レールプローブと広帯域で常時12ビットの高分解能を有する
HDOシリーズを提供しています。

お勧めモデル構成例
		　	 　　　　　　製品名	 型番	 数量	 合計金額（税別）

	 1	 オシロスコープ本体（１GHz、4ch）	 HDO6104B	 1	 ¥3,520,000

	 2	 高機能スペクトラムオプション	 HDO6K-SPECTRUM-PRO-2R	 1	 ¥260,000

	 3	 デジタル・フィルタ・ソフトウェア・オプション	 HDO6K-DFP2	 1	 ¥400,000

	 	 	 	 	 合計	 ¥4,180,000

	 	 電源レール・プローブ	 RP4030	 1	 ¥470,000

12ビット・オシロスコープ	
HDO6000Bシリーズ

4GHz電源レール・プローブ
RP4030

	
	

高機能スペクトラム・オプション
HDO6K-SPECTRUM-PRO-2R

デジタル・フィルタ・オプション	
HDO6K-DFP2	

主な機能と特長

●	±30Vのオフセット・レンジで電源ノイズを高感度で計測　

●	12ビット分解能で、微小なノイズ信号もしっかり捕捉　

●	デジタル・フィルタ・ソフトウェア（DFP2）で、任意のフ
ィルタ（FIRおよびIIR)をかけることにより、ノイズの特
徴を把握できる

●	スペクトラム・アナライザ機能で、ノイズの周波数分析ができる

●	実装されたハーネスの評価が現場でできるポータブルな
TDR測定器（WavePulser	40iX）

課 題 ●	車載LANに乗る微小なノイズを把握したいが、8ビット・オシロスコープでは、見たいノイズ信号
が量子化ノイズに埋もれてしまって見えない

●	ノイズの周波数解析でFFT機能を使うが、スペアナと操作性が違うので、わかりにくい

●	任意のカットオフ周波数でローパスフィルターをかけたいが、オシロスコープで使えるフィルター
は周波数を変えられない

POINT

デジタル・フィルタとスペアナ機能が活躍！
テレダイン・レクロイのオシロスコープ	HDO6000Bシリーズは、12ビッ
ト電圧分解能を活かした広いダイナミックレンジで、微小なノイズ信号も
見逃しません。	デジタル・フィルタ・オプション（DFP2）を使えば、ロー
パス、バンドパス、ハイパスなど各種のフィルターをかけられます。また、
カットオフ周波数を任意に設定できるので、様々な周波数でのフィルタ効
果を確かめられます。
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テレダイン・レクロイのオシロスコープの
ここがすごい！

テレダイン・レクロイのデジタル・オシロスコープは、画期的な操作性により驚くほど簡単に高度な機能も利用できるだけでなく、さら
に詳細な解析もストレスなく行えるので、一度使えば離せないツールになります。

一度使ったらやめられない！ 
快感操作！

マルチグリッド	＆	マルチズーム

●	複数の波形を個別のグリッドに表示します	

●	最大8箇所まで同時にズームできます

●	指先で操作―ワンタッチMAUI

●	表示波形を好きなグリッドにワンタッチで移動	

●	チャンネル設定をワンタッチでコピー

●	トリガ・ソースもワンタッチで選択

ここが
すごい!

1

とてもまじめな働き者です！

強力で柔軟なヒストグラム解析機能

●	どんなに長くても、波形に含まれる全ての	
サイクルを計測します

●	異なるパラメータヒストグラムを同時に	
解析できます

●	最大5000ビン、20億カウントまで	
取り込みできます

ここが
すごい!

2

データロガーにもなる！

トレンド機能で長時間の変動を解析

●	パラメータ計測値をトレンド・グラフで表示	
でき、保存して個別の値も確認できます

●	計測値の長時間の変動を見るのに最適です

●	データロガーのような記録ができます

ここが
すごい!

3
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不具合をすばやく見つける

WaveScan機能

●	ロングメモリに潜む、異常現象をオシロスコープが
自動的に探し出します

●	計測パラメータに基づく不良データを見つけます

●	不良の統計的な解析（ヒストグラム）ができます

●	不良現象をトリガとして、無人で記録できます

データ、設定の保存、呼び出しが楽！

LabnoteBook	機能

●	データ（Binary)、画像ファイル、設定ファイルを
まとめて保存できます

●	過去の画像ファイルから、設定、データをすばやく
再現します（フラッシュバック機能）

●	画面上で、画像ファイルにコメントが描けます

●	WaveScanやPass/Failのアクション機能にも適用

ご自身のPCでオフライン解析

MAUI	Studio

●	テレダイン・レクロイのオシロスコープのソフトウェアを	
ご自身のPCで動作できます（基本機能版は無償）

●	オシロスコープで保存したLabNotebookファイルを	
読み込んで、信号解析を継続することができます

●	高機能版(有償)なら、他社の波形データの読み込み、お手持ち
のオシロスコープとリモート接続、オシロスコープのソフトウ
ェア・オプションが使えるので、より高度な解析が可能です

テレダイン・レクロイのオシロスコープの
ここがすごい！

ここが
すごい!
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テレダイン・レクロイ お客様窓口

テレダイン・ジャパン株式会社

https://teledynelecroy.com/japan/

lecroy.contact.japan@teledyne.com

家で データ解析


