HDO8000Aシリーズ
12ビット、8ch オシロスコープ

OneTouch
MAUI

350MHz – 1 GHz

主な機能と特長

•
•

アナログ8チャンネル

HDO8000Aシリーズは、拡大するパワーエレクトロニクス分野等の計測に

12ビットADC分解能

必要な8チャンネル入力に、テレダイン・レクロイ独自のローノイズ12ビット

分解能向上演算（ERES）使用時に最大15ビット

高分解能技術を導入した業界初のオシロスコープです。

− 最小ノイズフロア：85μVrms @1mV/div

•

− DCゲイン精度：±0.5%フルスケール

高 い サ ン プリング 速 度（ 2 . 5 G S /s 、エンハ ン スド・サ ン プリング 時

− チャンネル間アイソレーション： 1000：1

10GS/s）、ロングメモリ（最大250Mポイント）を実現し、最大8ch入力

OneTouch MAUI搭載

+16ch MSOをサポートする次世代オシロスコープです。

タブレット感覚のワンタッチ操作

多くの高分解能オシロスコープでは、高分解能を得るため帯域やサンプリン

•

サンプリング速度：2.5GS/s

グ速度に制限を受けることがありますが、HDO8000Aシリーズはどのよう

（エンハンスド・サンプリング：10GS/s）

な設定でも常に高分解能を保ちます。

•
•
•
•
•

帯域幅：350MHz、500MHz、1GHz

•

マルチタブ・ディスプレイ表示

•
•

12.1インチ・タッチ・スクリーン

ロング・メモリ：最大250Mポイント/ch
オフセット電圧：最高±400V
デジタル16ch（MSOオプション搭載時）

信号の細部まで表示
ローノイズ・フロントエンドと16倍高い電圧分解能により、従来ではノイズなどの
影響で観測できなかった信号をより精細に捕捉できます。
8ビットの場合

12ビットの場合

低 速アナログ入力24ch
（SAM40-24搭載時）

×

（Q-Scape™ ）

タブレット感覚の操作性

シリアル・トリガ／デコードと

OneTouch MAUI（ワンタッチマウイ）

デバッグ・ツールキット・オプション

を搭載したHDO8000Aシリーズは、一
般的な操作が設定メニューを開かなくと
もワンタッチ操作で行えます。

 ータ・ドライブ・アナライザ
モ
（MDA800Aシリーズ）
● モータ・ドライブ・システムの完全なデバ
ッグおよび評価が一台の機器で可能
● 静的三相パワー解析
● パワー計測値、効率、機械パラメータの
動的な変動解析

ロング・メモリ

様々な解析ツール

最 大250Mポイントのロングメモリに

HDO8000Aシリーズは、様々なトリ

より、高サンプリング速度を保ちつつ長

ガ、デコード、演算、計測パラメータ、お

時間捕 捉 が 可能です。このため低 速信

よびアプリケーションから成るツールセ

号に混入する高速トランジェントの解析

ットを備えています。

にも対応できます。

最高のパフォーマンス

HDO8000Aシリーズは、8チャンネル入力、最大1GHzの広帯域、12ビット高分解能を誇るオシロスコープです。このオ
シロスコープは、三相パワー・エレクトロニクスや、カー・エレクトロニクス、メカトロニクス・システムをデバッグするのに
最適です。ミックスド・シグナル機能（オプション）により、8chのアナログ入力と16chのデジタル入力を同時に解析する
ことができます。シリアル・データのトリガ／デコード解析オプションが、組み込みシステムのデバッグを支援します。独自
のQ-Scapeマルチタブ・ディスプレイが複数チャンネルでの作業を容易にし、豊富なプローブとアプリケーション・パッケ
ージで様々な計測に対応するソリューションを実現します。

自動車や民生品に使 用される複雑な組み

テレダイン・レクロイは、シリアル・データ

込み機器やメカトロニクス機器には、膨大

解析、プローブ、アプリケーション・パッケ

な数のアナログ、デジタル、パワー、シリア

ージなどの 最も豊富なツールセットを 備

ル・データ、およびセンサーの信号が含ま

えたオシロスコープ HDO8000Aシリー

れ、デバックには多大な時間と労力が必要

ズ（8チャンネル、分解能12ビット、1GHz

です。拡大し続ける新たなニーズに応える

ミックスド・シグナル・オシロスコープ）を

ために、より広い帯域幅と分解能でさらに

開発しました。パワー・エレクトロニクス／

多くのチャンネルに対応する新たな測定器

デバイス、三相出力信号、高速マイクロプ

が求められています。

ロセッサ信号、組み込み制御基板でのアナ
ログ／デジタル／シリアル・データのトラフ
ィックのテストをこの一台でカバーできま

対応アプリケーション:

• パワー・エレクトロニクス／
デバイス

• 三相入出力信号
• 高速マイクロプロセッサ信号
• 組み込み制御基板でのアナログ／
デジタル／シリアル・データの
トラフィックのテスト

• インバータ
• モータ制御
• カーエレクトロニクス
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す。

一歩先に、より詳細に、より高速に

三相パワー・エレクトロニクス
HDO8000Aシリーズを使用することで、
三相の電圧と電流に加えて、DCバスまた
は他のコントロール、センサー信号を同時
に監視することができます。シリアル・ト
リガまたはパターン・トリガを使 用し、特
定の制御イベントまたは外部イベントを分
離したり他の信号と関連付けたりして、因
果関係を特定することができます。

12ビットの分解能は、デバイスのスイッチ
ング損失や導通損失の測定からモジュー
ル出力の測定に至るまで、全ての回路ブロ
ックそれぞれで強力な解 析機能を実現し
ます。1GHz帯域幅によりSiCやGaNデバ
イスにおける高速な立ち上がりとスイッチ
ングに対応した計測、また、三相ドライブ
回路の組み込み制御に使用される現在最
速の32ビット・マイクロプロセッサの計測
が可能です。最大250Mポイント/ch*の
メモリを搭載できるため、長時間にわたる
低速および高速混在イベントを、非常に幅
広く解析することができます。
* 標準は50Mポイント

カー・エレクトロニクス、
ハイブリッド／電気自動車の駆動回路
自動車のECU（electronic control unit）
は非常に厳しい基準に沿ってテストされま
す。チャンネルを増やすことで、よりすばや
く詳細な評価を行うことができます。12ビ
ット、250Mポイント*というスペックは、
より直観的かつ効果的な因果関係解析を
行うために要求される振幅・時間分解能を
実現します。
デジタル・ロジック、トリガ／デコード解析
で構成されるツールセットは、車載ECUの
複雑でダイナミックな動作を捕捉すること
ができます。
* 標準は50Mポイント

組み込み、メカトロニクス・システム
今日の民 生機 器、産 業システムは最 大 効
率を得るために複雑な組み込み制御とパ
ワーエレクトロニクス、センサーを組み合
わせて付加価値を生み出しています。
市場投入までの期間やコストと品質のプレ
ッシャーが、製品検査やデバッグ、トラブル
シューティングに新たな要求をつきつけま
す。HDO8000Aシリーズは、よりすばや
く詳細な評価を行うことができます。

モータ・ドライブ・パワー解析
（MDA800Aシリーズ）

MDA800Aシリーズは、HDO8000Aシ
リーズをベースモデルとしたモータ・ドラ
イブ・アナライザです。モータ駆動回路の
入力から機械的出力までの数値的な三相
解析結果の表示と波形による動的挙動の
解析が可能です 。
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ジェスチャ・コントロールでデバッグ時間を短縮！

MAUI は、最新のオシロスコープが持つ性能や機能を指先だけで
操作できるように開発されました。

1. タッチ操作に特化した設計
独自のタッチスクリーン機能を用いることで、タブレットのように操作する
ことができます。

2. シンプル操作
便利なショートカットや直感的なメニューにより設定が簡潔に行えます。

3. 問題解決のために
デバッグの際には多種の解析ツールの操作をサポートして迅速に問題を解
決します。

OneTouch MAUI
OneTouch MAUI（ワンタッチマウイ）は
ドラッグ&ドロップ操作で指をスクリーン
から離すことなく、流れるようにチャンネ
ルや波 形演算、計 測パラメータの複製や
設 定が 行えるため、設 定時間が劇的に短

B

縮できます。ドラッグやドロップ、フリック

F

などの一般的なジェスチャ操作により、直

A

感的な操作が可能です。
チャンネルや波形演算、計測パラメータを

E

D

G

新たに表示するには”Add New”ボタン
が便利です。また波形計測やパラメータな
どの表 示を消すには、ただ指先で弾き出
すだけです。ワンタッチ操作による革新で

C

オシロスコープ操作に卓越した効率化が
もたらされます。

A

表示 OFF はフリック
フリック操作でトレースやパラメータの表示を
OFFにできます。

B

C

チャンネル、時間軸とトリガのラベルを
タッチすれば、メニューバーのプルダウ
ンを用いなくとも簡単に設定メニューが
開けます。
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E

計測結果にタッチすることでパラメータ
の設定ができます。
チャンネルや波形演算、メモリメニュー
の下によく使われる機能がショートカッ
トで示されます。

コピーはドラッグ＆ドロップ
設定のコピーは、トレー
スラ ベ ル のドラッグ＆
ドロップでできます。

D

MAUI

OneTouch MAUI

Add Newボタンを使って、新たな波形
表示を追加できます。
ドラッグすることで、ソースの変 更、設
定の複製、新規波 形の表示や波 形の表
示グリッドの移動ができます。

F

ドラッグして計測パラメータを複製でき
るので能率的な設定ができます。

G

ドラッグすることで指定したグリッドの
波形にカーソルを表示させます。

OneTouch
MAUI

HDO8000Aシリーズ─ 8チャンネル、12ビット高分解能
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1. アナログ8チャンネル

6. 最大8本の電流プローブを同時

11. スタイラスを内蔵

使用可能

2. 12.1インチ・ワイドスクリーン

12. 使 用 頻 度 の 高 い デバッグ・ツー
7. ミックスド・シグナル機能（オプ

ルやドキュメンテーション・ツー

タッチ・スクリーン

ション）─16チャンネル・デジタ

ル、Q-Scapeディスプレイをすば

WQXGA（3840×2160）外部

ル・ロジック搭載

やく起動するための専用ボタン

（16：9）WXGAカラー・

拡張デスクトップ表示に対応

8. タブレット感覚の操作性
3. 複数波形をすっきり画面表示

14. 日本語フロントパネル（オプショ

─マルチタブ・ディスプレイ
（Q-Scape）

13. 強 力なツールボックス

─OneTouch MAUI搭載

9. プッシュノブ

ン）の追加が可能

─ワンプッシュで簡単操作

4. Intel® Core™ i7-4790S クア
ッドコア4.0GHzのCPUと、最大
32GBのRAM

10. 波形コントロール・ノブ─ 垂直／

3

水平調整ノブを使って、チャンネ
ル、ズーム、演算、メモリの各トレ

5. ProBusプローブ・インタフェー

ースをコントロール

スにより、テレダイン・レクロイの
ほとんどのプローブをサポート
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高分解能HD4096テクノロジ

テレダイン・レクロイの高分解能オシロスコープ HDO-Aシリー
ズは独自のHD4096テクノロジにより妥協のない卓越した計
測パフォーマンスを実現します。
─ 高サンプリング速度2.5GS/s、12ビットADC*
─ 高S/N比入力増幅器(55dB)

高S/N比

高サンプリング速度

入力増幅器

12ビットADC

─ 低ノイズ・システム・アーキテクチャ～1GHz)
* 設定によらず常時12ビット

HD4096テクノロジを備えたオシロスコープは、8ビットの同等機と
比べ、分解能および測定精度が改良されています。12ビットADCによ
る高い分解能で最大2.5GS/sの高速サンプリングが可能です。信号入
力段に使われる高性能増幅器はS/N比55dBというオシロスコープで

低ノイズ
システム・アーキテクチャ

は驚異的な信号忠実度を実現し、クリアな信号をADCへ送出してデジ
タル化を行います。低ノイズ･システム･アーキテクチャにより、計測シス
テムで発生したノイズによる干渉はほとんど受けずに、被測定デバイス
からの信号波形がオシロスコープで忠実に表示されます。

分解能16倍の効果
8ビット

12ビット

量子化誤差

デジタル化された波形
入力されたアナログ波形

分解能の違いによる効果
12ビットの垂直分解能により、8ビットと比べて16倍の分解能が得られます。HD4096の高分解能は量子化誤差を低減させます。低
分解能のオシロスコープで捕捉された信号は、量子化誤差が大きくなり、結果としてディスプレイに表示される波形の精度は低下しま
す。HD4096テクノロジを備えた12ビット・オシロスコープで捕捉された信号は、量子化誤差が最小限に抑えられるため、正確に表示
されます。
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高分解能HD4096でのデバッグ

美しく、鮮明な波形

信号の細部の捕捉

比類のない測定精度

8ビットのオシロスコープで捕捉・表示し

16倍の 分解能は波 形をより詳 細に見る

デバッグと 解 析を 効 果 的 に 行 うため に

た波形と比べると、HD4096テクノロジ

ことを可能にします。特に全 体波 形に重

は 、正 確 な 測 定 値 を 得 ること が 重 要 で

で捕捉された波形は鮮明さと美しさが飛

畳した微少振幅部分の解析を必要とする

す。HD4096テクノロジを採用したオシ

躍的に向上します。

高ダイナミック・レンジ信号の測定に威力

ロスコープでは、比類のない測定精度が

HD4096テクノロジを 備えたオシロス

を発揮します。12ビット分解能により通常

得られ、今まで不 可能とされていた信号

コープは、高い分解能とサンプリング速

の8ビット機では分解能不足により実現で

の測定が可能になり、優れた測定結果が

度、低ノイズで波形を補足し、最高の精度

なかった垂直ズームが可能となり水平ズー

期待できます。

で波形を表示します。

ムと組み合わせる事で、これまでにないほ
ど深くシステムの挙動と問題の切り分け
を行うことが可能になります。

8ビット

12ビット

A

B

A

C

B

C

A

美しく、鮮明な波形： ノイズ干渉が最小限に抑えられ、実際の波形が細い輝線で示されます。

B

信号の細部の捕捉： 8ビットのオシロスコープでは表示しきれない波形の細部が、はっきりと見えるようになりました。

C

比類のない測定精度： 量子化誤差の影響を最小限に抑え、さらに高精度な測定値が得られます（DCゲイン精度±0.5%）。

シリーズ名
分解能
HD高精度テクノロジ
帯域
（代表値）
チャンネル数
最高サンプリング速度
*本体2台同期オプション使用時

HDO4000A

HDO6000A

HDO8000A

HDO9000

12ビット

12ビット

12ビット

10ビット

HD4096

HD4096

HD4096

HD1024

200MHz〜1GHz

350MHz〜1GHz

350MHz〜1GHz

1〜4GHz

2ch / 4ch

4ch

8ch

4ch（8ch*）

2.5GS/s**

2.5GS/s**

2.5GS/s**

40GS/s

**エンハンスド・サンプリング時10GS/s
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強力なミックスド・シグナル機能

ミックスド・シグナル・オプション（HDO8K-MSO）は、HDO8000Aシリーズの高分解能アナログ・チャンネルに16チャ
ンネルのロジック入力を追加します。さらに、このミックスド・シグナル・オプションとあわせて様々なトリガ／デコード・オ
プションを使用することでHDO8000Aシリーズをアナログ、デジタル、シリアルデータ・デバックのオールインワン・オシ
ロスコープとすることができます。

高性能16チャンネル・ミックスド・
シグナル機能

多彩なトリガ

タイミング計測パラメータ

フレキシブルかつ20チャンネルにまたが

WaveScanの強力なパラレル・パターン・

組 み 込 み 機 器 の 制 御 が 複 雑 化 するに 従

るアナログ、デジタルのクロスパターン・ト

サーチ機能を使って、多数のデジタル・ラ

い、強力なミックスド・シグナル・デバッグ

リガを使用することで組み込みシステムに

インにまたがるパターンを切り分け、解析

機能は近年のデジタル・オシロスコープで

潜む問題を迅速に切り分け、特定すること

することが 可能になります。特 定された

は必須となってきています。追加される16

が可能になります。イベント・トリガではデ

パターンはタイムスタンプ情報とともにテ

本 のデジタル・チャンネルとアナログ信

ジタル・パターンのトリガとアナログ信号

ーブルに表 示され、波 形内の 各パターン

号／デジタル信号を表示、計測、解析する

のトリガを組み合わせて設定が可能です。

発生箇所を瞬時に表示することができま

ツールセットと組み合わせることで、ミッ

す。様々なタイミング・パラメータを使用

クスド・シグナル機器のデバッグを迅速に

してデジタル・バスの解析と計測を行うこ

行うことができます。

とができます。
トラックやトレンド演算、パラメータの統
計表示機能、ヒストアイコン機能（ミニヒ
ストグラム表示機能）等の強力なツールで
さらなる深堀りをし、異常の発見を手助け
します。

アクティビティ・インジケータ
アクティビティ・インジケータは現在のデ
ジタル・ラインの状態を簡便にチェックで
き(Hi/Lo/トグル)、多数のバス接続の際
のミスを防ぎます。

ロジック・ゲート・エミュレーション
ロジック・ゲート・エミュレーションを使い
完全なデジタル・デザインをシミュレート
できます。Webエディタを用いて、複数の
ロジック・ゲートを組み合わせて複雑なロ
ジック動作をシミュレートすることができ
ます。また、このシミュレーション結果の
ロジック信号は、演算トレースとして出力
することができます。論理演算素子として
AND、OR、NAND、NOR、XOR、NOT
およびフリップ・フロップ・ゲートが使用で
きます。
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迅速な問題の切り分けと特定

シーケンス・モードによる高度な波形捕捉
シー ケンス・モ ード を 使 用 すると、最 大
65,000個のイベントをセグメントとして
メモリに保存することができます。トリガ・
イベント間のデッドタイムが最小で1μsと
短いため短時間に連続する多数の高速パ
ルスや、長時間に間欠的に発生するイベン
トを捕捉するときに最適な機能です。
各セグメントはタイムスタンプが 記 録さ
れ、リストで表示することができます。
シーケンス・モードと最適なトリガ機能を
組み合わせて、稀なイベントだけを抽出し
て、後で解析することができます。

高度な演算と測定
H D O 8 0 0 0 Aシリーズ で は 、演 算 関 数

WaveScan高機能波形検索
WaveScanはハードウェア・トリガでは検出できないイベントを波形の中から検索するこ
とができます。WaveScanには、単一トレースから異常なイベントを検索する機能と、長
時間にわたる数多くの捕捉で20種類以上の検索モードを使って一定の条件に一致する信
号を検出する機能があります。

（ 平 均 を 含 む ）、分 解 能 向 上 演 算
（ERES）、FF T、そして多彩な測定 パラ
メータを用いて、波形のあらゆる要素を測
定・解析することができます。HD4096
テクノロジの利用により、従来の8ビット・
アーキテクチャの16倍の分解能での測定

WaveScanのスキャン・モードは単純な

高速データ処理機能を用いれば、数百万

ハードウェア・トリガとは異なり、より多く

イベントを含む波 形データを高速でスキ

の機能と高度なツールで目的の信号を捕

ャンして、異常な波 形を非常に効率的に

らえることができます。

見つけ出すことができます。検出された波

例えば、オシロスコープには周波数トリガ

形は、ScanOverlayによって重ね書きさ

はありませんが、WaveScanでは周波数

れ、波 形同士をすばやく比 較することが

をスキャン対象とすることができます。異

できます。測定値に基づくスキャンによっ

常な信号を発生日や時刻で区分してデー

てScanHistogramを描画し、イベントの

タを蓄積できるため、よりすばやいデバッ

統計的分布が表示されます。

グが可能になります。

WaveScanのパラレル・パターン検索機

が可能です。また、波形を測定するだけで
はなく、ヒストグラム等の統計表示、トレ
ンドやトラック機能により時間経過に伴う
計測値変化の表示もすることができます。

能を用いれば、複数のデジタル・チャンネ
ルにわたるパラレル・パターンを特定して
解析することができます。特定されたデジ
タル・パターンはタイムスタンプとともに
テーブルにリストアップされ、各パターン
を簡単にサーチすることができます。
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高度な解析ツールを標準装備

スペクトラム・アナライザ・モード
スペクトラム・ア ナ ラ イザ・モ ード は 、
Start/StopまたはCenter/Spanの指定
をすると時間軸を自動設定し、FFTの深い
知識が無くても周波数 解 析を行うことが
できます。分解能帯域幅は最 適な測定が
出来るように自動設定されるか、マニュア
ルで指定することもできます。分解能帯域
幅は最適な解析が行えるように自動設 定
されるか、マニュアルで選択することも可
能です。垂直軸スケールは必要に応じた単
位選択が可能で、ユニークなピーク・サー
チ機能によってスペクトラム成分を自動的
にラベリングし、周波数とレベルを対話型
テーブルにリストアップします。
スペクトラムがどんな時間変動をしている
かをモニタするには周波数成分の2Dある
いは3Dヒストリー表示を行うスペクトロ
グラムが使用できます。

ヒストリ・モード波形再生
連続して波形更新されるトリガ条件下では、稀に起こる波形

波形にカーソルや測定パラメータを使って、問題の原因をす

の異常に気付いても、波 形の更新を都合よく停止すること

ばやく特定することができます。ヒストリ・モードは、ボタン

ができない場合があります。ヒストリ・モードは、直近の捕

を1回押すだけで常にアクセスできます。モードを有効に切り

捉 波 形が自動的に保存され、通過してしまった異常なイベ

替える必要もなく、波形を見失うこともありません。

ントに遡って再確認することができます。また、呼び出した

過去にさかのぼって問題の原因を特定することが可能です。
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複数波形をすっきり画面表示─マルチタブ・ディスプレイ（Q-Scape）
画面のタブ切り換えを行うQ-Scapeにより複数の波形を表示しても視認性をそこなわずストレ
ス無く使用できます。各チャンネルの信号波形や演算波形を自由にタブに割り当てて表示でき
るだけでなく、各タブでグリッド形式を個別に設定することができます。多くのアナログ/デジタ
ル入力信号と演算波形を表示しなければならない三相システムの解析に特に便利な機能です。
モザイク・モードの表示		

シングル・モードの表示

LabNotebook ─ データ記録ツール
L a b N o t e b o o k は 波 形 や 設 定、およ び 画 像 イメー ジ を 一 度

じ設 定で行うことができます。また各プロジェクト・メンバーに

の 操 作 で、ハードディスクに保 存 することが できます。オシロ

LabNotebookのデータを送り、各自がフリーソフトウェアの波

スコープ で 呼 び 出すと、保 存した状 態 を そ のまま再 現 するこ

形ビューアWaveStudioで波形を呼び出すことができます。

とが でき、中 断した 解 析 の 続きを 進 めることや再 実 験 を 同

画像データ
レポート情報

チ ャン ネ ル１の 信 号 は
チャン ネル1に、チャン
ネル2の信号はチャンネ
ル2に呼び出されます。

全ての
波形データ

設定データ

一発で、全ての
データを一括保存

一発で、全てのデータを
一括呼び出し

ソースデータ(チャンネル1と
チャンネル2)が復元されるの
で、演 算 の 結 果 もパラメー タ
の計測結果もそのまま復元さ
れます。

測定条件、
パラメー
タ設定、
演算設定、
表示設定全ての設
定が復元されます。
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TD

シリアル・トリガ／デコード・オプション
HDO8000Aシリーズのシリアル・
トリガ／デコード・オプションは、幅
広く高度なシリアル・データ・デバッ
グおよび検 証ソリューションを提供
します。

•
•
•
•

トリガ
デコード
計 測およびグラフ化ツール
アイパターンおよび物理層解析

以下のマーケットやアプリケーション
分野に最適です。

•
•
•
•
•
•
•

組 込コンピュータ
自動車
製 造業
防 衛・航空宇宙

Trigger ─トリガ

Decode ─デコード

周辺機器

シリアル規格を知り尽くした優れた機能

デコードされたプロトコル情報は、シリ

ハンドセット/モバイル/携帯電話

により、稀なイベントを探し出します。

アル・データ波 形の特定箇所に対し色

条件トリガにより最大限のフレキシビリ

分けされ、透明色で直 感的に分かりや

ティを提供し、高度な設定が可能なエラ

すくオーバーレイされます。デコードさ

ー・フレーム・トリガでエラー条件を切り

れた全てのプロトコルは、ひとつの時間

分けます。フレーム定義によりUARTも

相関をもつテーブルにまとめて表 示さ

しくはSPIパケットをグルーピングしメ

れます。対話型テーブルの行をタッチす

ッセージ・フレームをカスタマイズでき

ると関連するパケットを簡単にズームで

ます。

き、内蔵のサーチ機能を使って特定プロ

シリアル・デジタル・オーディオ

トコルの長いレコードの中から該 当個
所を簡単に見つけ出すことができます。
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トリガ

デコード

計測／グラフ

アイパターン

組込み系
車載系
航空系

ME

I2C

○

○

○

○

SPI

○

○

○

○

UART、RS-232

○

○

○

○

USB2-HSIC		

○

CAN

○

○

○

○

CAN FD

○

○

○

○

FlexRay

○

○

○

○

LIN

○

○

○

○

SENT		

○		

ARINC 429		

○

○

○

MIL-STD-1553

○

○

○

○

Eye Diagram ─アイパターン解析

SPACEWIRE		

○

アナログ信号や他のシリアル・メッセー

簡単な設 定でパケット化された低速シ

○

ジとの間のタイミング計 測を自動で行

リアル・データ信号のアイパターンをす

Ethernet		
(10/100Base-T)

い、問題の原因や影響を迅速に予測す

ばやく描画します。アイパラメータを使

MDIO		

○

ることができます。ロング・メモリを使用

用してシステム・パフォーマンスを定量

USB 1.1/2.0

○

○

○

○

したひとつの長い捕捉に対して複数のパ

的に評価し、標準またはカスタムマスク

ラメータ値を一気に取得し、課題解決の

を適用して異常の識別を行うことができ

8b/10b

○

○		

○

ための統計情報をすばやく収集します。

ます。マスク抵触を検知し位置を表示、

D-PHY/
CSI-2/DSI		

○		

○

シリアル（デジタル）データ値をアナロ

オシロスコープをStopモードに切り換

グ値として抽出し、グラフにプロットす

えることができます。

DigRF 3G		

○

○

DigRF V4		

○

○

SPMI		

○

Audio
(I2S, LJ, RJ, TDM)

○

○

Manchester		

○

NRZ

○		

MIPI

パソコン／ストレージ系

Measure/Graph ─計測/グラフ

ることで、あたかも直接プロービングし
たかの様にシステム・パフォーマンスの

その他

時間変動をモニタすることができます。

○

		

○

○
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追加アプリケーションとカスタマイズ
スイッチング電源解析オプション
（HDO8K-PWR）

•
•

電源回路をすばやく解析

スイッチング・デバイスの特性を
自動で測定

•

色分けされたオーバーレイで

•

制御ループおよび時間領域応答の

•

IEC 61000-3-2の要件に準拠

電力の損失エリアを識別

解析

するための電力および高調波電流
のテスト

スイッチング電源解析オプションによるスイッチング・デバイスの損失測定の自動化

•

全高調波歪(THD)の周波数テー

スイッチング電源解析オプションを使って、電源やパワーデバイスの動作特性をすばやく

ブル表示

測定・解析することができます。12ビット高分解能により高ダイナミックレンジ測定が必

•

B-Hカーブによる磁気デバイス

•

飽和の表示

SOAマスクテスト

要なライブ波形を使用した導通損失計測も可能です。スイッチング領域は自動認識され
波形上のカラーオーバーレイにより分かりやすく表示され、各領域ごとの損失を自動計測
します。その他制御ループ解析や高調波解析等、スイッチング・デバイス／電源の開発を
トータルにサポートします。

デジタル・パワー・マネジメント解析
オプション
（HDO8K-DIG-PWR-MGMT）

組込ボード、PCマザーボード、モバ
イル機器において細やかな電源管理
を行い、省電力を実現するパワーマ
ネジメントICの動作と電源レールの
挙動を検証・デバックすることがで
きます。

スイッチング・ノイズが重畳した複数の電源レール波形を比較し動的な変動を確認する
ために、スイッチング周期ごとに平均値／最大値／最小値／σ値の時間変動プロットを行
い、現象の把握が容易になります。
電源レール専用に開発されたRP4030電源レール・プローブを用いることで大きなオフ
セットをかけつつ高感度ゲイン設定にし、昨今の電源に求められる厳しいリップル要件の
遵守の確認が可能です。8ch入力を活かして多数の電源レール、PMIC相の挙動を一望
できるので各電源ライン、PMIC相の間の負荷変動時の影響や相関を調べることができ
ます。
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ジッタ・タイミング解析オプション

EMCパルス・パラメータ・オプション

(HDO8K-JITKIT)

(HDO8K-EMC)

USBパワーデリバリー・コンプライ
アンステスト・ソフトウェア

JITKITを使用すると、クロック信号の基

EMCパルス・パラメータ・オプションは、

本的なシステム・ジッタの性能やクロック-

ESD 信号 波 形 計 測 用の 専用 パラメータ

USB Type-Cパワーデリバリー関連製品

データの挙動をシンプルかつ容易に理解

により正 確なEMC 波 形 の計 測が 簡単に

の電気的パラメータ計測とプロトコル解析

できるようになります。これには、周期、半

行えます。EMClvlPulseは、静電放電イ

が可能なテストソリューションです。全ての

周期、サイクル・トゥ・サイクル、スキュー、

ミュニティ試 験におけるパルス波 形評 価

USBパワーデリバリおよびType-C製品の

振幅、差動電圧交差、スルー・レート、お

に、EMCt2Valは サージ・イミュニティ試

コンプライアンス・テスト、USBパワーデ

よびその他の幅広い一般的なジッタ測定

験におけるパルス波 形評価試 験にそれぞ

リバリBiPhase Mark Codes (BMC) 物

が含まれます。

れ用いられる専用パラメータで、各規格に

理層(PHY)、プロトコル(PROT) 、Power

準拠した計測が簡単かつ正確に行えます。

Provider/Consumer (POW)のコンプラ

(GRL-USB-PD)

イアンス・テストが行えます。

デジタル・フィルタ・オプション

高機能カスタマイズ・オプション

ベクトル信号解析オプション

(HDO8K-DFP2)

(HDO8K-XDEV)

(HDO8K-VECTORLINQ)

DFP2を 使 用すると、有 限 インパ ルス応

XDEVを使用すると、サードパーティ製プ

標 準的な変 調方 式（n- PSK、n- Q AM、

答（FIR）フィルタまたは無限インパルス

ログラムをオシロスコープ内のプロセスに

circular QAM、FSK）やカスタムの変調

応答（IIR）フィルタを追加して、不要なス

完全に組み込むことが可能になります。オ

方式、カスタムのシンボル位置の信号の解

ペクトル要素（ノイズなど）を排除できま

シロスコープのアプリケーションプログラ

析および多様な表示が行えます。また、RF

す。標準セットのFIRまたはIIRフィルタを

ム上でC/C++, MATLAB, Excel VBA,

信号を復調して解析することも、I、Qのベ

選択するか、カスタム・フィルタを設計する

JScriptもしくはVisual Basicを使った

ースバンド信号を直接 捕 捉して解 析する

ことも可能です。捕捉した波形または演算

カスタム演算やパラメータ作成し、結果を

こともできます。

トレースに対して様々なFIRおよびIIRデジ

オシロスコープ上でリアルタイムかつ直接

タル・フィルタを作成し、適用することがで

見ることができます。

きます。
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モータ・ドライブ・アナライザ

MDA800Aシリーズ
モータ・ドライブ・アナライザ
350MHz – 1 GHz
主な機能と特長

• モータ・ドライブ・システムの完全な

デバッグおよび評価が一台の機器で可能

• 静的三相パワー解析
• パワー計測値、効率、機械パラメータの
動的な変動解析

• 小型モータで使用されるQEIやホール
回転センサ、あるいはレゾルバ等の

様々な回転センサの読み込みに対応

テレダイン・レクロイのモータ・ドライブ・アナライザ

MDA800Aシリーズ

は、HDO8000Aシリーズをベースモデルとして、専用ソフトウェアによりモータ・
ドライブを中心とした三相パワーエレクトロニクスを総合的に解析することができる
アナライザです。

パワー計測値の一覧表示
計測した各相の電圧、電流、電力、力率、位相、回転数、などが表形式で表示されま
す。ラインーライン電圧をラインーニュートラルに変換することも標準機能で用意さ
れています。こうして計測された電力値は、一般的なパワーアナライザと高い相関を
持っています。
一般的なパワーアナライザは、定常状態の静的な
計測しかできませんが、モータ・ドライブ・アナ
ライザは、起動時、停止時、負荷急変時の動的な
解析が可能です。

帯域

MDA803A

MDA805A

MDA810A

350MHz

500MHz

1GHz

チャンネル数

8ch

垂直分解能

12ビット

サンプリング速度		 2.5GS/s（エンハンスド・サンプリング：10GS/s）

高分解能を活かして三相の電力計測が行えますが、
グラフィカルな接続図が表示されるので、煩雑にな
る信号の接続で起きがちなミスを防止します。

標準メモリ		

50 Mポイント/ch

MSOオプション		

ロジック16ch、最大250MHz帯域

センサ・アクイジション・モジュール SAM40
最大システム構成：48ch入力

アナログ8ch ＋ デジタル16ch ＋ 低速アナログ24ch

SAM40は、HDO8000AまたはMDA800A（アナログ

● 低速アナログ入力：8ch、16ch、24ch

8ch）+MSOオプション（デジタル16ch）に24ビット高分解

● 垂直分解能：24ビットADC分解能

能の低速アナログ入力が最大24ch追加可能で、幅広いセン

● 帯域幅：40kHz

サ信号を同時に捕捉することができます。モータ・ドライブ・

● サンプリング速度：100kS/s
● 低ノイズ（31uVrms@1mV/div）

システムの総合評価ベンチを一台の計測器で構築できます。
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プローブ

正確な信号の捕捉には適切なプローブが不可欠です。テレダイン・レクロイは様々なプロービングに対応する広範な
プローブ群を提供します。
ハイ・インピーダンス・アクティブ･プローブ
ZSシリーズ
ZS1000、ZS1500
ZS1000-4、ZS1500-4

ZSシリーズは高い入力抵抗（1MΩ）、0.9pFの低い入力容
量と、様々なプローブ・チップおよびグランド・アクセサリに
より幅広いアプリケーションで最適なローコストのシングル
エンド・アクティブ・プローブです。

ZD200、ZD500、ZD1000、ZD1500

ZD500/ZD1000/ZD1500は、低い入力容量(1pF)で広
いダイナミックレンジと優れたノイズ性能、負荷特性をもち、
豊富なプローブ先端オプションにより様々な場面で使用でき
る1.5GHz帯域までをカバーする汎用差動プローブです。

電源レール・プローブ

RP4030は低インピーダンスの電源レール専用に設計

RP4030

されたプローブです。±30Vの内蔵オフセット調整機能

差動プローブ（200MHz〜1.5GHz）

を持ち、低減衰率および低ノイズ設計とあわせて、DCバ
スに重畳したDC-DCコンバータによるリップルを高感度
でクリアに計測することができます。
光アイソレーション・プローブ

HVFO103は、大きな同相ノイズ環境下での測定となる

HVFO103

パワーエレクトロニクス回路内の高電圧バスにフローテ
ィングした小振幅信号、ゲート駆動信号（ハイサイド・ゲ
ート信号）や、EMC、EFT、ESD、RFイミュニティ・テス
ト・センサなどの計測において、従来型差動プローブや
捕捉システムよりもはるかに高い信号忠実度を誇ります。

高電圧差動プローブ
HVD3102A、HVD3102A-NOACC
HVD3106A、HVD3106A-NOACC
HVD3106A-6M
HVD3206A、HVD3206A-6M
HVD3605A
高電圧パッシブ・プローブ
PPE4KV、PPE5KV、PPE6KV
HVP120

電流プローブ
CP030、CP030A、CP031、CP031A、
CP150、CP500、DCS025

フローティング測定が必要とされる、スイッチング電源、モー
タ駆動回路、パワーコンディショナ等の測定に適した高電圧
差動プローブです。1.5kV、2kV、7kVオーダーの測定に対
応し、高いCMRRと高オフセット電圧レンジ、高DCゲイン確
度(1%)を誇ります。測定環境に合わせて6mのロングケーブ
ルタイプも用意しています。
高 減 衰 比 の パ ッ シ ブ プ ロ ー ブ で す。P P E シ リ ー ズ は
4kV〜6kVをカバーし、HVP120は最大1000Vrms, 過渡
ピーク6000Vまでをカバーします。内蔵自動認識ピンによ
り、テレダイン・レクロイのオシロスコープに接続するとプロ
ーブ減衰比が自動設定され、測定した電圧値を直読すること
ができます。

100MHz帯域、ピーク電流700Aまでの電流プローブを各
種取り揃えています。テレダイン・レクロイの電流プローブを
使えば、電源やモータ・ドライブ、電気自動車、無停電電源装
置のスイッチングの設計とテストを行うことができます。

プローブ・アダプタ
TPA10はテクトロニクス社の電圧、電流プローブを接続することが
でき、CA10はサードパーティ製の電流測定デバイスを接続すること
ができるアダプタです。対応製品についてはお問い合わせください。
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仕様
HDO8038A
MDA803A

HDO8058A
MDA805A

HDO8108A
MDA810A

帯域幅@ 50Ω（-3dB）

350 MHz（≧1mV/div）

500 MHz（≧1mV/div）

1 GHz（≧1mV/div）

帯域幅@ 1MΩ（-3dB）

350 MHz（代表値）

500 MHz（代表値）

500 MHz（代表値）

1 ns

700 ps

450 ps

アナログ－垂直

立ち上がり時間（10～90%、50 Ω）
入力チャンネル数

8

垂直分解能

12ビット、分解能向上演算（ERES）使用時に最大15ビット

有効ビット数（ENOB）

8.7 ビット

8.6 ビット

8.4 ビット

垂直ノイズフロア
1 mV/div

85 μVrms

100 μVrms

145 μVrms

2 mV/div

85 μVrms

100 μVrms

145 μVrms

5 mV/div

90 μVrms

105 μVrms

150 μVrms

10 mV/div

95 μVrms

110 μVrms

155 μVrms

20 mV/div

110 μVrms

130 μVrms

185 μVrms

50 mV/div

210 μVrms

265 μVrms

275 μVrms

100 mV/div

360 μVrms

450 μVrms

500 μVrms

200 mV/div

1.10 mVrms

1.25 mVrms

1.75 mVrms

500 mV/div

2.10 mVrms

2.60 mVrms

2.75 mVrms

3.70 mVrms

4.50 mVrms

4.90 mVrms

60dB（＞1000:1）
＠DC-200MHz
50dB（＞300:1）
＠200MHz-500MHz
(同じV/div設定の
任意の2チャンネル間、代表値)

60dB（＞1000:1）
＠DC-200MHz
50dB（＞300:1）
＠200MHz-500MHz
40dB（＞100:1）
＠500MHz-1GHz
(同じV/div設定の
任意の2チャンネル間、代表値)

1 V/div
感度

50Ω：1mV～1V/div（連続可変）
1MΩ：1mV～10V/div（連続可変）

DCゲイン精度
（DC精度のゲイン・コンポーネント）

フル・スケールの±0.5%、オフセット0V時

チャンネル間アイソレーション

オフセット・レンジ

60dB（＞1000:1）
＠DC-200MHz
50dB（＞300:1）
＠200MHz-350MHz
(同じV/div設定の
任意の2チャンネル間、代表値)

50Ω：1mV～4.95mV：±1.6V、5mV～9.9mV：±4V、10mV～19.8mV：±8V、20mV～1V：±10V
1MΩ：1mV～4.95mV：±1.6V、5mV～9.9mV：±4V、10mV～19.8mV：±8V、20mV～100mV：±16V、
102mV～198mV：±80V、200mV～1V：±160V、1.02V～10V：±400V

オフセット精度

±（オフセット値の1.0% + 0.5%FS + 最大オフセット値の0.02% + 1mV）

最大入力電圧

50Ω：5Vrms、1MΩ：400V最大（DC + ピークAC：≦ 10KHz）

入力カップリング

50Ω：DC、GND。1MΩ：AC、DC、GND

入力インピーダンス

50Ω ±2.0%、1MΩ ±2.0% || 16pF

周波数帯域制限

20MHz、200MHz

水平軸−アナログ・チャンネル
捕捉モード

リアル・タイム、ロール、RIS（ランダム・インターリーブ・サンプリング）、シーケンス

タイムベース・レンジ

100ps/div－標準メモリで5ks/div（Lメモリで最大10ks/div、XLメモリで最大25ks/div）
10ns/div以下でRISモード使用可、100ms/div以上および5 MS/s以下でロール・モード使用可

時間軸精度

±2.5ppm + 校正から1ppm/年

サンプル・ジッタ・クロック

280 fsrms(内部リファレンス利用時)：10msまでの捕捉時間において

デルタ時間測定精度

ジッタ測定フロア
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チャネル間ジッタ

アナログ・チャンネル間：2psrms (TIE、代表値)
デジタル・チャンネル間：350ps (最大) 任意の2チャンネル間
アナログ−デジタルチャンネル間：＜5ns（最大）任意のアナログ・チャンネルと任意のデジタル・チャンネル間

チャンネル間デスキュー範囲

±9×time/div、100ms最大、各チャンネル

外部タイムベース参照（入力）

10MHz ±25ppm（0～10dBm、50Ω）

外部タイムベース参照（出力）

10MHz 2.0dBm ±1.5dBm、オシロスコープのタイムベースと同期するサイン波
（内部または外部リファレンス）

外部クロック

DC～100MHz（50Ω/1MΩ）、Ext. BNC入力、チャンネル1～4の捕捉用（チャンネル5～8は無効）
低周波では立ち上がり時間と振幅に関する最小要件が適用される

HDO8038A
MDA803A

捕捉システム−アナログ・チャンネル

HDO8058A
MDA805A

HDO8108A
MDA810A

サンプリング速度（シングルショット）

2.5GS/s (エンハンスド・サンプリング時：10GS/s)

サンプリング速度（RIS）

125GS/s、繰り返し信号に対してユーザー選択可能（100ps/div～10ns/div）

メモリ長

（全チャンネル）
標準：50Mポイント/ch
オプション-L：100Mポイント/ch
オプション-XL：250Mポイント/ch

セグメント間隔

1 μs

アベレージング回数

加算アベレージング：最高100万スイープ、連続アベレージング：最高100万スイープ

分解能向上演算（ERES）

12.5～15ビットまでの分解能向上

エンベロープ（外部）

エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

補間

直線補間またはSin x/x補間（2点または4点）
5または10GS/sのエンハンスド･サンプリング時は、各々2点または4点のSinx/x補間を実行します。

（セグメント数）
30,000
60,000
65,000

デジタル－垂直および補足（HDO8000Aシリーズ－ミックスド・シグナル・オプションのみ）
入力チャンネル数

デジタル・チャンネル×16

スレッショルドのグループ分け

Pod 1：D0～D7、Pod 2：D8～D15

スレッショルドの選択

TTL、ECL、CMOS（2.5V、3.3V、5V）、PECL、LVDS、またはユーザー定義

最大入力電圧

±30Vピーク

スレッショルドの精度

±（スレッショルド設定値の3% + 100mV）

入力ダイナミック・レンジ

± 20V

最小入力電圧スイング

400mV

入力インピーダンス（フライングリード）

100kΩ || 5pF

最大入力周波数

250MHz

サンプリング・レート

1.25GS/s

メモリ長

標準：50MS（16チャンネル）
オプション-L：100MS（16チャンネル）
オプション-XL：125MS（16チャンネル）

検出可能パルスの最小幅

2ns

チャンネル間のスキュー

350ps

ユーザー定義のスレッショルド・レンジ

20mVステップで±10V

ユーザー定義のヒステレシス・レンジ

100mVステップで100mV～1.4V
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仕様

トリガ・システム

HDO8038A
MDA803A

HDO8058A
MDA805A

HDO8108A
MDA810A

トリガ・モード

オート、ノーマル、シングル、ストップ

トリガ・ソース

全入力チャンネル、EXT入力、EXT/10、ライン。各ソースに個別のスロープとレベル（ライン・トリガを除く）

カップリング

DC、AC、HFRej、LFRej

プリトリガ遅延

メモリ・サイズの0～100% （1%または100ns刻みで調整可能）

ポスト・トリガ遅延

0～10,000div（リアルタイム・モード）、遅いTIME/DIV設定またはロール・モードでは制限あり

ホールド・オフ

2ns～20s、または1～99,999,999イベント

トリガ＆インポレータ・ジッタ

≦4.0 ps rms（代表値）
＜0.1 ps rms
（代表値、ソフトウエア・アシスト）

≦3.5 ps rms（代表値）
＜0.1 ps rms
（代表値、ソフトウエア・アシスト）

内部トリガ・レベルのレンジ

±4.1div（センタ基準）
（代表値）

外部トリガ入力範囲

Ext：±400mV、Ext/10：±4V

最大トリガ・レート

1,000,000トリガ/秒（シーケンスモード：8チャンネルまで対応）

≦3.5 ps rms（代表値）
＜0.1 ps rms
（代表値、ソフトウエア・アシスト）

エッジ・トリガのトリガ感度（Ch 1～8）

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
2.0div：350MHz

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
1.5div：250MHz
2.0div：500MHz

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
1.5div：500MHz
2.0div：1GHz

外部トリガ感度（エッジ・トリガ）

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
2.0div：350MHz

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
1.5div：250MHz
2.0div：500MHz

0.9div：10MHz
1.0div：200MHz
1.5div：500MHz
2.0div：1GHz

350MHz

500MHz

1GHz

最大トリガ周波数（SMARTトリガ）

トリガのタイプ
エッジ

信号がスロープ（正、負、または両方）およびレベル条件に適合した場合にトリガ。

パルス幅

1.5ns（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20 sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。

パターン

9つの入力（8つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）。各ソースは、個別に
ハイ、ロー、または無視を設定可能。ハイ・レベルとロー・レベルは別々に選択可能。パターンの開始時または終了
時にトリガ。

スマート
ウィンドウ

調整可能な閾値で定義されるウィンドウから信号が抜け出た場合にトリガ。

インターバル
（信号間隔またはパターン間隔）

1ns～20sの範囲の周期でトリガ。

グリッジ

1.5ns（オシロスコープの帯域幅に応じて異なる）から20 sの範囲の正または負のグリッジに対してトリガ。

ドロップアウト

設定した時間（1ns～20s）以上、信号が検出されない場合にトリガ

ラント

2つの電圧スレッショルドと2つの時間スレッショルドで定義される正または負のラントによってトリガ。
1ns～20nsの範囲を選択。

スルー・レート

エッジの傾き設定に基づいてトリガ。dV、dt、勾配のリミットを選択。1ns～20nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

メジャメント・トリガ

多数の計測パラメータから選択したパラメータを条件値と比較し、該当する場合に捕捉。

TV（コンポジット・ビデオ）

ラインとフィールドを選択してNTSCまたはPAL規格のビデオ信号をトリガ。フレーム・レート（50または60Hz）
とラインを選択してHDTV（720p、1080i、1080p）規格のビデオ信号をトリガ。フィールド（1～8）、
ライン（最高2000）、フレーム・レート（25、30、50、または60Hz）、インタレース係数（1:1、2:1、4:1、8:1）、
または同期パルス・スロープ（正または負）を選択してCUSTOMのビデオ信号をトリガ。

マルチステージ・トリガ
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クォリファイ
（タイムアウトまたはステート/
エッジ・クォリファイ）

設定したステートまたはエッジが他の入力ソースで発生した場合に、任意の入力ソースでトリガ。
ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定できる。
（注意：イベントBパターン・トリガにアナログ・チャンネルを含めることは不可）

クォリファイ・ファースト

シーケンス捕捉モードにおいて、設定したパターン、状態、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメントで
満たされた場合のみ、イベントBに対して繰り返しトリガする。ソース間の遅延を時間またはイベント数によって設定
できる。
（注意：イベントBパターン・トリガにアナログ・チャンネルを含めることは不可）

低速シリアル・プロトコル・トリガ
（オプション）

I2C、SPI (SPI、SSPI、SIOP)、UART-RS232、CAN1.1、CAN2.0、CAN FD、LIN、FlexRay、
MIL-STD-1553、AudioBus (I2S、LJ、RJ、TDM)、USB1.x/2.0

TriggerScan

トリガ・トレーニング機能によって波形を解析し通常の波形状態を識別してから、異常な状態に対象を絞って希な
イベントを検出する多数のスマート・トリガを設定。範囲外のスルー・レート、周期、振幅に基づいてトリガのセット
アップを学習し、それらを順次適用。

測定ツール
測定機能

HDO8038A
MDA803A

HDO8058A
MDA805A

HDO8108A
MDA810A

12個のパラメータ測定値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差など）を同時に表示。
ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性値の高速な動的表示を提供。
パラメータ演算は2つのパラメータを加減乗除が可能。パラメータ・ゲートは入力波形の測定対象範囲を定義。
各パラメータは参照波形の状態または設定した計測値の範囲で演算値の採用可否が可能。

測定パラメータ
水平軸+ジッタ

サ イク ル 、遅 延 ( ト リ ガ か ら 、5 0 % ）、Δ 遅 延（ 5 0 % ）、デ ュ ー ティ・サ イク ル 、エ ッ ジ ( エ ッ ジ カ ウ ン
ト、@ l e v e l ）、立 ち 下 が り時 間 ( 9 0 ～10 % 、@ l e v e l ）、周 波 数（ 5 0 % 、@ l e v e l ）、半 周 期 ( @ l e v e l ）、
ホ ー ルド 時 間（@ l e v e l ）、N サイクル・ジ ッ タ ( p e a k - p e a k ）、ポ イ ント 数 、周 期 ( 5 0 % 、@ l e v e l ）、Δ
P e r io d（@ level）、位 相（@ level）、立 ち上 がり時 間(10 - 9 0 、@ levels）、セットアップ(@ levels）、スキ
ュー(@levels）、ス ル ーレート(@levels）、T IE(@level）、時 間（@level）、Δ時 間(@level）、幅( 5 0 % 、
@level）、Δ幅(@level）、最大の位置、最少の位置

垂直軸

振幅、ベース、任意位置でのレベル、最大値、平均値、中央値、最小値、ピーク･ツー･ピーク、実効値、標準偏差、トップ

パルス

面積、ベース、立ち下り時間（90〜10%、80〜20%、任意のレベル）、オーバーシュート（ポジティブおよびネガテ
ィブ）、立ち上り時間（10〜90%、20〜80%、任意のレベル）、トップ、幅（50%）

統計（ヒストグラムに適用）

全 幅（ 最 大 値の 半 値における、任 意のレベル）、振 幅 、ベース、最 大 頻 度 のピーク、最 大 値、平均 値、中 央 値、
最小値、モード、レンジ、実効値、標準偏差、トップ、ピークの位置、ピークの数、パーセンタイル、頻度（任意のビン、
トータル）

演算ツール
演算機能

最大12個の演算トレース（F1～F12）を表示する。GUIにより2つまでの演算を組合わせたトレースを容易に作成す
る事が可能。また、複数の演算トレースを結合して、連続的な演算を実行することも可能。

波形演算
基本演算

アベレージ（加算）、アベレージ( 連 続 )、減 算（−）、エンベロープ、フロア、反転、乗算（×）、除 算（/）、逆 数、
リスケール（単位付き）、ルーフ、加算（＋）

デジタル
Digital AND, Digital DFlipFlop, Digital NAND, Digital NOR, Digital NOT, Digital OR, Digital XOR
（HDO8K-MSOオプションに含まれる）
フィルタ

分解能向上演算（垂直方向最大15ビット）、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間）、サイン補間

周波数解析

FFT（パワー･スペクトラム、強度、位相、パワー密度、実部、虚部、強度の二乗）、最大捕捉メモリ長まで対応、矩形、
ハニング、ハミング、フラットトップ、ブラックマンハリスの窓関数に対応

関数

絶対値、相関（二波形間）、微分、デスキュー（リサンプル）、指数（底e）、指数（底10）、積分、反転、対数（底e）、
対数（底10）、逆数、再スケーリング（単位変換対応）、二乗、平方根、ズーム（同一波形）

その他

セグメント、スパース

測定と演算の統合
最大20億イベントに対応するヒストグラム機能
最大100万イベントのトレンド（データロガー）
全パラメータのトラック・グラフ
パーシスタンス・ヒストグラム、パーシスタンス・トレース（平均、レンジ、標準偏差）

パス/フェイル・テスト（合否テスト）
テスト・タイプ

最大8個まで合否判定を設定可能、各合否判定は、1入力または2入力の波形パラメータ（全ての値または値のど
れかが設 定値に対して未満、以下、合致、以上、超過、範囲（絶対値または%で設 定）内で判定またはマスク試験
（規定のマスクやユーザー設定のマスクに対して、全ての波形がマスクの中、全ての波形がマスクの外、波形のどこ
かがマスクの外で判定）を選択可能。各々の合否判定は、論理演算（全てが真、全てが偽、どれかが真、どれかが偽）
を用いて結合することが可能。判定の結果の動作を波形の保存、捕捉の終了、警告音、パルスの送信、ハードコピー
（画像のEメール送信、画像の保存、画像のクリップボードへのコピー、プリンタで印刷）、またはLabNotebookに
保存が選択可能。
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仕様
ディスプレイ・システム

HDO8038A
MDA803A

HDO8058A
MDA805A

HDO8108A
MDA810A

ディスプレイのサイズ

12.1インチ・ワイドTFT液晶タッチ・スクリーン

ディスプレイ解像度

WXGA（1280×800ピクセル）

トレース数

最大40個までのトレースを表示。チャンネル、ズーム、メモリ、演算の各トレースを同時に表示

グリッド・スタイル

自動、シングル（1分割）、デュアル（2分割）、クアッド（4分割）、オクタル（8分割）、XY、シングル + XY、
デュアル + XY、タンデム、クアトロ、12、16
ノーマル表示モード（1つのグリッド・スタイルを選択可能）またはQ－Scape表示モード（4つの異なるタブで、各
々グリッド・スタイルを選択可能）を選択、Q-Scape表示モードでは、シングル、デュアルまたはモザイクモードで
表示可能

波形の表示

サンプル点の連結、またはサンプル点のみ

プロセッサ/CPU
タイプ

Intel® Core™ i7-4790S Quad、3.2GHz（ターボ・モード時は4.0GHz）
（またはこれ以上）

プロセッサ・メモリ

50Mポイント/ch標準メモリでは標準16GB、オプション32GB
（オプション-Lおよびオプション-XLでは標準32GB）

オペレーティング・システム

Microsoft Windows® 7 Pro 64-Bit Embedded

コネクティビティ
イーサネット・ポート

10/100/1000Base-Tイーサネット・インタフェース（RJ-45コネクタ）x 2

USBホスト・ポート

USBポート×6（総数）─前面USB2.0ポート×2、背面USB3.0ポート×4、Windows互換デバイスに対応

USBデバイス用ポート

USBTMCポート×1

GPIBポート（オプション）

IEEE-488.2（外部）をサポート

外部モニタ・ポート

DisplayPort 1.2により、ユーザーが購入した外部モニタに対応。外部モニタで、UHD（解像度3840×2160ピク
セル）の拡張デスクトップ操作を実行可能。外部モニタでタッチ・スクリーンの操作が可能
（注意：外部ディスプレイでは富士通製タッチ・スクリーンのドライバは使用できません）。

リモート・コントロール

WindowsのAutomation機能、またはテレダイン・レクロイのリモート・コマンド・セットで実行

プローブ
標準プローブ

÷10 パッシブ・プローブ×4

プローブ・システム

BNCおよびテレダイン・レクロイのProBus（アクティブプローブ、電流プローブ、および差動プローブ用）

電源電圧周囲
電圧

100～240VAC ±10% @ 45～66Hz、110～120VAC ±10% @ 380～420Hz、自動AC電圧選択
設置カテゴリ：300V CAT II

消費電力（通常）

400W / 400VA

最大消費電力

550W / 550VA（すべてのPC周辺機器およびアクティブ・プローブを8つのチャンネルに接続した場合）

環境
温度

動作時：5℃～40℃、非動作時：-20℃～60℃

湿度

動作時：+31℃以下では5%～90%RH（非結露）、上限+40℃での50%RHまで直線的に低下
非動作時：5%～95% RH（結露なし）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度
耐振動性

動作時：最高3,048m（10,000ft）@ +30℃、非動作時：12,192m（40,000ft）
動作時：0.31grms、5Hz～500Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）
非動作時：2.4grms、5Hz～500Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性

X、Y、Zの各軸において：30gピーク、ハーフ・サイン、11msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック

物理的仕様
寸法（高さ×幅×奥行き）

375mm×416mm×280mm（14.8"×16.4"×11"）

重量

12.2kg（26.8lbs）

安全規格
CE認証
ULおよびcUL適合

CE準拠、ULおよびcUL認定取得済、下記の規格に準拠
UL 61010-1（第3版）、UL 61010-2-030（初版）
CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12

保証期間
3年間保証、校正は年1回を推奨。
保証延長、アップグレード、校正サービスについては、サービスセンターまでお問い合わせください。
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オーダー・インフォメーション
HDO8000Aシリーズ オシロスコープ
HDO8038A

350MHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

HDO8058A

500MHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

HDO8108A

1GHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

※ 全機種共通：12.1インチWXGAタッチ・スクリーン・ディスプレイ、
エンハンスド・サンプリング：10GS/s

ソフトウェア・オプション（続き）
MDA800-HARMONICS

MDAシリーズ用高調波解析オプション

GRL-USB-PD USB

パワーデリバリー・コンプライアンス・テスト・
ソフトウェア

GRL-USB-PD-C1

USB Type-C テストコントローラ

シリアル・データ・オプション
HDO8K-1553 TD

1553デコード・オプション

MDA800Aシリーズ モータ・ドライブ・アナライザ

HDO8K-1553 TDME

1553トリガ／デコード解析オプション

MDA803A

350MHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

HDO8K-ARINC
429bus DSymbolic

ARINC 429シンボリック・デコード・オプション

MDA805A

500MHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

ARINC 429シンボリック・デコード・アイパターン
解析オプション

MDA810A

1GHz、2.5GS/s、50Mポイント/ch
8ch、12ビット分解能

HDO8K-ARINC
429bus DME
Symbolic
HDO8K-Audiobus TD

Audiobusトリガ／デコード･オプション

※ 全機種共通：12.1インチWXGAタッチ・スクリーン・ディスプレイ、
エンハンスド・サンプリング：10GS/s

HDO8K-Audiobus
TDG

Audiobusトリガ／デコード、およびグラフ・オプシ
ョン

ミックスド・シグナル・オプション

HDO8K-CAN FDBUS
TD

CANフレキシブル・データ・レート（FD）
トリガ／デコード・オプション

HDO8K-CAN FDBUS
TDME

CANフレキシブル・データ・レート（FD）
トリガ／デコード・アイパターン解析オプション

HDO8K-CAN FDBUS
TDME SYMBOLIC

CANフレキシブル・データ・レート（FD）
シンボリック・トリガ／デコード・アイパターン
解析オプション

HDO8K-MSO

HDO8000Aシリーズ用ミックスド・シグナル・オプション

標準構成品（HDO8000Aシリーズ）
÷10 パッシブ・プローブ PP026-1（4本）、フロントカバー、基 本操作マ
ニュアル、アンチウイルス・ソフトウェア（試 用版）、Microsoft Windows
Embedded Standard 7 P（64ビット）のライセンス、NISTトレーサビリティ
校正証明書、電源ケーブル、3年間保証
標準構成品（MDA800Aシリーズのみ）
三相電力およびパワー解析ソフトウェア、MDAソフトウェア基本操作マニュアル
標準構成品（HDO8K-MSOオプション）
16chデジタル･リード･セット、特大グリッパ・プローブ・セット(22個)、
グランド・エクステンダ（20個）、フレキシブル・グランド・リード（5本）
メモリ・オプション

HDO8K-CANbus TD

CANトリガ／デコード･オプション

HDO8K-CANbus
TDME

CANトリガ／デコード・アイパターン解析オプション

HDO8K-CANbus
TDME SYMBOLIC

CANシンボリック・トリガ／デコード・アイパターン
解析オプション

HDO8K-DigRF3Gbus D

DigRF 3Gデコード・オプション

HDO8K-DigRFv4bus D

DigRFV4デコード・オプション

HDO8K-DPHYbus D

D-PHYデコード・オプション

HDO8KA-L

100Mポイント/chメモリ・オプション

HDO8K-ENETbus D

イーサネット・デコード・オプション

HDO8KA-XL

250Mポイント/chメモリ・オプション

HDO8K-EMB TD

I2C、SPI、およびUARTトリガ／デコード･オプション

HDO8K-EMB TDME

I2C、SPI、およびUARTトリガ／デコード･アイパターン
解析オプション

ハードウエア・オプション
HDO8KA-16-UPG32GBRAM

16GBから32GBへCPU RAM増設

HDO8K-256GBSSD-02

256GBのリムーバブルSSD追加
Windows®7 オペレーティング・システム、テレダイ
ン・レクロイのオシロスコープ・ソフトウェアおよび
重要なオシロスコープの操作ファイルの複製を含む

HDO8K-FlexRaybus TD

FlexRayトリガ／デコード･オプション

HDO8K-FlexRaybus
TDMP

FlexRayトリガ/デコードおよび物理層試験オプシ
ョン

HDO8K-I2Cbus TD

I2Cトリガ／デコード･オプション

HDO8K-I2Cbus TDME I2Cトリガ／デコード･アイパターン解析オプション
HDO8K-LINbus TD

LINトリガ/デコード･オプション

USB2-GPIB

外部けUSB-GPIBアダプタ

HDO8K-LINbus TDME

LINトリガ/デコード･アイパターン解析オプション

HDO8K-SOFTCASE

ソフトキャリングケース
ラックマウント・キット

HDO8KManchesterbus D

Manchesterデコード･オプション

HDO8KRACKMOUNT

HDO8K-MDIObus D

MDIOデコード・オプション

OC1021-A

オシロスコープ用台車

HDO8K-NRZbus D

NRZデコード･オプション

OC1024-A

オシロスコープ用台車（棚と引出し付き）

HDO8K-SENTbus D

SENTデコード・オプション

HDO8K-FPJAPANESE

HDO8000Aシリーズ用日本語フロントパネル

HDO8KSpaceWirebus D

SpaceWireデコード・オプション

HDO8K-SPIbus TD

SPIトリガ／デコード･オプション

HDO8K-SPIbus TDME

SPIトリガ／デコード･アイパターン解析オプション

HDO8K-SPMIbus D

SPMIデコード・オプション

HDO8K-UARTRS232bus TD

UARTおよびRS-232トリガ／デコード･オプション

HDO8K-UARTRS232bus TDME

UARTおよびRS-232トリガ／デコード･アイパターン
解析オプション

HDO8K-USB2HSICbus D

USB2-HSICデコード･オプション

HDO8K-USB2bus TD

USB 2.0トリガ／デコード･オプション

HDO8K-USB2bus
TDME

USB 2.0トリガ／デコード･アイパターン解析
オプション

汎用アクセサリ

ソフトウェア・オプション
HDO8k-DIG-PWRMGMT
HDO8K-PWR

デジタル・パワー・マネジメント解析オプション
スイッチング電源解析オプション

HDO8K-DFP2

デジタル・フィルタ・オプション

HDO8K-SDM

シリアル・データ・マスク・ソフトウェア・オプション

HDO8K-JITKIT

ジッタ&タイミング解析オプション

HDO8K-XDEV

開発者用ツール・キット・オプション

HDO8K-EMC

EMCパルス・パラメータ・オプション

HDO8K-VECTORLINQ

ベクトル信号解析オプション
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プローブと差動アンプ

プローブと差動アンプ（続き）

PP026-1

500MHzパッシブ・プローブ、10:1、10MΩ

DA1855A

1ch，100MHz、差動アンプ（精密電圧ソース対応）

RP4030

4GHz、50kΩ、1.2x、±30Vオフセット、
±800mVダイナミック・レンジ、電源レール・プローブ

DXC100A

100:1または10:1選択可能、250MHz、
DAシリーズ用ペア・プローブ

DXC200

1:1、50MHz、DAシリーズ用ペア・プローブ

DXC5100

HVD3106A／
1kVrms、120MHz、高電圧差動プローブ
HVD3106A-NOACC （-NOACCは先端アクセサリなし）

100:1、250MHz、2.5kV、
DAシリーズ用高電圧ペア・プローブ

DA101

10:1、1MΩ受動アッテネータ（DXC5100用）

HVD3106A-6M

1kVrms、80MHz、高電圧差動プローブ
6mケーブル

PPE4kV

100:1、400MHz、50MΩ、4kV、高電圧プローブ

2kV(DC+peak AC)、120MHz
高電圧差動プローブ

PPE5KV

1000:1、400MHz、50MΩ、5kV、高電圧プローブ

PPE6KV

1000:1、400MHz、50MΩ、6kV、高電圧プローブ
400MHz、50MΩ、1kVrms-6kV（過渡）、
高電圧プローブ

HVD3102A／
1kVrms、25MHz、高電圧差動プローブ
HVD3102A-NOACC （-NOACCは先端アクセサリなし）

HVD3206A
HVD3206A-6M

2kV(DC+peak AC)、80MHz
高電圧差動プローブ、6mケーブル

HVP120

HVD3605A

8.485kV(DC+peak AC)、100MHz
高電圧差動プローブ

TPA10

テクトロニクス社TekProbe用アダプタ

CA10

サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ

HVFO103

60MHz、光アイソレーション・プローブ

センサ・アクイジション・モジュール

CP030/CP030A

30A；50MHz、電流プローブ
AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス
CP030Aは最高感度1mA/div

CP031/CP031A

30A；100MHz、電流プローブ
AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス
CP031Aは最高感度1mA/div

CP150

150 A；10MHz、電流プローブ
AC/DC；150 A rms；500Aピーク・パルス

CP500

500 A；2MHz、電流プローブ
AC/DC；500 A rms；700Aピーク・パルス

DCS025

電流プローブ用スキュー調整治具

AP033

500MHz、高電圧差動プローブ（×10、÷1、÷10、
÷100）

ZD200

200MHz、1MΩ、3.5pF、アクティブ差動プローブ

ZD500

500MHz、1MΩ、1.0pF、アクティブ差動プローブ

ZD1000

1GHz、1MΩ、1.0pF、アクティブ差動プローブ

ZD1500

1.5GHz、1MΩ、1.0pF、アクティブ差動プローブ

ZS1000

1GHz、1MΩ、0.9pF
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1000-4

1GHz、1MΩ、0.9pF
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブの4本セット

ZS1500

1.5GHz、1MΩ、0.9pF
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500-4

1.5GHz、1MΩ、0.9pF
ハイ・インピーダンス・アクティブ・プローブの4本セット

SAM40-8

センサ・アクイジション・モジュール
8ch、24ビット、40kHz

SAM40-16

センサ・アクイジション・モジュール
16ch、24ビット、40kHz

SAM40-24

センサ・アクイジション・モジュール
24ch、24ビット、40kHz
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