
ミックスド・シグナル・オプション

MSシリーズ

組込みシステムのデバッグに最適なパフォーマンス



最先端のミックスド・シグナル・オプション

優れたデジタル・パフォーマンス

MSシリーズには、MS-500およびMS-

250の2つのモデルが用意されています。

MS-500は、超高速デジタル信号を長時

間捕捉できるように設計されております。

また、測定する高速デジタル信号を、

50Mポイント/Chというロングメ
モリによって、最大2GS/sのサンプ
リング速度で最長25msにわたり捕
捉できます。このような優れた性能のほ

か、MS-500は最大36チャンネルを
サポートできるので、ADDRライン、
DATAライン、制御ライン、およびシリ

アル・データ・バスのすべてを同時に計

測できます。したがって、16ビットまた

は32ビットのマイクロコントローラを持

つ組込みシステムにとってMS-500は最

適なツールです。

一方、MS-250は、8ビットのマイクロ

コントローラを持つ組込みシステムや低

速のデジタル信号をテストするのに最適

です。18チャンネル、メモリ10Mポイン

ト/Chというすぐれた性能を誇り、組込み

システムのテストに最適なツールです。

すばらしいアナログ・パフォーマンス

優れたデバッグ環境を用意するには、性

能のよいオシロスコープをベースとする

必要があります。テレダイン・レクロイ

のオシロスコープは、200MH z～

45GHzの帯域幅、最高120GS/sのサン

プリング速度、768Mポイントのロング

メモリを有しており、豊富な演算／測

定／トリガ機能を誇る高性能・多機能な

プラットフォームです。いずれのモデル

も大型のスクリーンにタッチパネルを採

用しているため優れた操作性を備えてお

り、あらゆるアナログ信号／デジタル信

号をわかりやすく表示できます。

シリアル・データ・バスに対する効
率的なテスト

シリアル・データ・バスのモニタリング

は、組込みシステムの設計とデバッグの

主要な要素です。シリアル・データ・バ

ス上で特定のメッセージを迅速に検出し

て分離する機能は、効率的にテストを実

施するうえで重要です。MSシリーズでは、

テレダイン・レクロイ独自の色分けオー

バーレイを、デコードされたバス・デー

タに重ねて表示する機能や、強力

かつ柔軟な条件付きトリガ機

能がサポートされています。

このため、システム上の重要

なバス・トラフィックをすべ

て捕捉し、I2C、SPI、UART、

RS-232、LINの各バスからの

重要なデータ・メッセージを簡

単に表示できます。また、最大4

チャンネルまでシリアル・データ

を同時に解析することができます。

ミックスド・シグナル・オプション（MSシリーズ）は最近の組込みシステムの設計とデバッグに

とって最適なツールであり、オシロスコープと組合せて、アナログ信号、デジタル信号、シリア

ル・データ信号が混在するシステムに対して、これらの信号をリアルタイムで統合的に解析し、

同時に表示可能なソリューションです。組込みシステムの設計者は、適切なタイミングとバス・

トラフィックを維持しながら、デジタル制御系を搭載した機器内の信号を表示したり、これらの

機器の入出力を、評価や解析する必要があります。



完全なミックスド・シグナル用途のツールセット
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テレダイン・レクロイのオシロスコープ

は、様々なアナログ信号を捕捉するため

の広範なトリガ機能を備えています。

MSシリーズはこのトリガ機能がさらに

強化され、アナログ／デジタル・クロ

ス・パターン・トリガ機能、アナログ／

デジタル・イベント・トリガ機能、アナ

ログ・トリガのソースとして任意のデジ

タル・チャンネルを選択する機能が追加さ

れました。

デジタル・チャンネルでオシロスコープ・トリガを使用。

4チャンネルのアナログ・チャンネルと36チャンネルのデ
ジタル・チャンネルを組み合わせて、単純または複雑なク
ロス・パターン・トリガを設定。トリガ条件として、1、
0、Rising Edge、Falling Edge、Either Edge、または
Don't Careを選択し、パターンを定義

周波数 遅延 幅

周期 Δ遅延 デューティ・
サイクル

水平カーソルや垂直カーソルなどのオシロスコー
プ・ツールとともに自動測定機能と統計機能を使用
し、アナログ信号とデジタル信号が測定できます。

アナログ／デジタル・クロス・パターン・トリガ機能

複数台のオシロスコープでの
使いまわしが可能。
MS-500/250は、LabMaster 9Ziシリー
ズ、8Zi(A)シリーズ、7Zi(A)シリーズ、
WaveRunner 6Zi/Xi(A)シ リ ー ズ 、
WaveSurfer Xsシリーズに接続可能で、デ
ジタル・オシロスコープをミックスド・シグ
ナル・オシロスコープとして使用することが
できます。

MS-250
MS-500

使いやすい測定ツール

MSシリーズは、カーソルと測定パラメ

ータを使用してデジタル・チャンネルと

アナログ・チャンネルの両方を測定でき

ます。カーソルは16進バスの読み取り

に使用します。また、測定パラメータに

よって、1本のデジタル・チャンネル上、

2本のデジタル・チャンネル間、および

アナログ・チャンネルとデジタル・チャ

ンネル間でタイミングを測定できます。

※L-Bus搭載モデルに対応



組込みシステムの分析
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1.  I2C、SPI、UART、RS-232、LIN

などのシリアル・データ信号のデ

コードとトリガを実行できます。

デコードされたデータには、独自

に色分けされたオーバーレイが重

ねられ、個々のデータを簡単に識

別できます。ズームインを行うと、

各ビットがデコードされるタイミ

ングに同期して一層詳細なデータ

を表示できます。検索機能を使用

すると、バス上の特定のメッセー

ジをすばやく見つけることができ

ます。

2.  カーソルの使用による16進バスの

読み取りや、マニュアルによるタ

イミング測定を実施できます。

3.  オシロスコープのチャンネルに対

する操作と同様に、自動測定パラ

メータ（周期、周波数、デューテ

ィ･サイクルなど）をデジタル・

ラインに適用できます。統計機能

やヒストアイコンを通じて詳細な

測定情報を表示できます。

4.  最大50Mポイント/Chのデジタル

メモリにより、様々なデジタル信

号を長時間捕捉できます（サンプ

リング速度は最大2GS/s）。

5.  オシロスコープのロングメモリに

より、高速エッジに対して高いサ

ンプリング速度を維持しつつ、ア

ナログ信号を長時間捕捉できま

す。

6.  最大4チャンネルのアナログ・チ

ャンネルと最大36チャンネルの

デジタル・チャンネルを組み合わ

せ、単純または複雑なクロス・パ

ターン・トリガを設定できます。

7.  デジタル・ライン上で2GS/sのサ

ンプリング速度をサポート。

MSシリーズを追加したオシロスコープの画面には、組込みシステムを駆動するアナログ信号、デジ

タル信号、シリアル・データ信号が表示されます。テレダイン・レクロイのWindowsを搭載したオ

シロスコープはタッチパネルを採用しているため、アナログ信号、デジタル信号を同時に観測できる

ミックスド・シグナル・オシロスコープ(MSO)を簡単に操作できます。特に、4チャンネルのアナロ

グ・チャンネルと最大36チャンネルのデジタル・チャンネルを組み合わせて使用するので、信号の

詳細情報をより確認しやすくなりました。
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シリアル・データ・バスの検証とデバッグ
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I2C、SPI、UART、RS-232、
LINの各信号に対応した完全な
シリアル・トリガ機能

シリアル･トリガ機能はシリアル通信の特

定のIDやデータに対してトリガすること

ができます。不具合が発生したポイント

を重点的にトリガさせることでデバック

の焦点を絞り、効率的なデバックを可能

とします。

MS-500またはMS-250を使用してシリ

アル・データ・バスを捕捉すると、オシ

ロスコープのアナログ・チャンネルを他

の用途に開放できます。

強力な条件付きDATAトリガ機能

条件付きDATAトリガ機能 を使用する

と、単一のDATA値だけではなく、一定

範囲のDATA値を選択してトリガを設定

できます。通常、I2CではDATAバイトを

使用してサブアドレスを指定し、

EEPROM内のメモリ位置にアクセスしま

す。条件付きDA T Aトリガでは、

EEPROM内の特定のサブアドレス・メモ

リ・ブロックに対する読み書き位置を表

す一定範囲のDATAバイトにトリガを設

定できます。条件付きDATAトリガ機能

は、DATAが安全な動作範囲を超えたと

きにトリガを発生させる場合や、ADコン

バータなどのセンサーからのDATA出力

をモニタする場合にも役立ちます。いず

れの場合も、適正な動作を確認する作業

が簡単になります。

色分けされた直感的な
デコード・オーバーレイ

I2C、SPI、UART、RS-232、LINデコ

ード機能はオシロスコープで捕捉した波

形以外にもMS-500またはMS-250のロ

ジック･データからデコードすることがで

きます。デコードされたデータはプロト

コルのフレーム構造に合わせて色分けさ

れたブロックと共に波形上にオーバーレ

イ表示され、波形に対するプロトコルの

位置を直感的に理解することができます。

テーブル・サマリと検索／ズーム
プロトコル情報はテーブル形式での表示

やテーブル･データをExcelファイルにエ

クスポートする機能があります。テーブ

ル内のメッセージにタッチすると、その

メッセージがズーム表示されます。

また、データ内で特定のアドレスやデー

タ値を検索する機能もあります。

便利なサーチ機能

バス・パターン検索

指定されたバス･パターンをロングメモリで捕捉されたデジタ

ル･バスの中から検索し、ズーム表示することができます。

シリアル・パターン検索

指定されたシリアル･パターンをロングメモリで捕捉されたデジ

タル･ラインの中から検索し、ズーム表示することができます。

シリアル・デコード/トリガ･オプションと組み合わせて

より高度なデバックを可能にします。



仕様／プロービング

対応モデル MS-500* MS-500-36 MS-250

捕捉システム
最大クロック周波数 500MHz 250MHz（500MHz） 250MHz
サンプリング速度 2GS/s 1GS/s（2GS/s） 1GS/s
捕捉メモリ 50Mポイント/Ch｠ 25Mポイント/Ch 10Mポイント
（1チャンネルあたり） （50Mポイント/ch）

デジタル・チャンネル
チャンネルの本数 18 36（18） 18
スレッショールドのグループ分け D0 - D8、D9 - D17 D0 - D8、D9 - D17、D18 - D25、 D0 - D8、D9 - D17

D26 - D35
スレッショールド・レベル TTL、ECL、CMOS（2.5V、3.3V、5V）、PECL、LVDS、またはユーザ定義

トリガ
トリガのタイプ エッジ、パルス幅、クオリファイド、パターン、グリッジ、インターバル、ドロップアウト
シリアル・データ・トリガ（オプション） I2C、SPI、UART、RS-232、LIN
トリガのソース C1 - C4、D0 - D17 C1 - C4、D0 - D35 C1 - C4、D0 - D17

物理的仕様
寸法（幅×高さ×奥行き） 10.8cm x 21.3cm x 3.8cm
正味重量 0.775kg
リード線セットの長さ 40.65cm

* MS-500では、追加のリード線セット（MSO-DLS-36）を使用して36チャンネルのチャンネルをサポート可能
†WaveSurfer Xsシリーズとともに使用する場合の最大メモリは10Mポイント/Ch

標準リード

標準で提供されているリードは一般的
な0.63mmスクエア･ピンに直接接続す
ることができます。

PK400-1*
マイクログリッパ・セット

大型グリッパ・プローブ・セット － 約
2.54mmピン・ピッチ用、色分けリー
ドが付いた10個のプローブからなるセ
ット

PK400-2*
マイクログリッパ・セット

中型グリッパ・プローブ・セット － 約
1.0mmピン・ピッチ用、色分けリード
が付いた10個のプローブからなるセッ
ト

PK400-3*
マイクログリッパ・セット

小型グリッパ・プローブ・セット － 約
0.2mmピン・ピッチ用、色分けリード
が付いた10個のプローブからなるセッ
ト

プロービング

* オプション（MS-500/250をご使用いただくには、PK400シリーズが必要です。）



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ミックスド・シグナル・オプション

MSシリーズ

2012年2月発行　LJDN-CT-GE-0322-0002

御用命は…

オーダー・インフォメーション

MS-500 500MHz、2GS/s、18チャンネル、50Mポイント/Ch
ミックスド・シグナル・オプション

MS-500-36 250MHz、1GS/s、36チャンネル、25Mポイント/Ch 
（500MHz、18チャンネル、2GS/s、50Mポイント/ch）
ミックスド・シグナル・オプション

MS-250 250MHz、1GS/s、18チャンネル、10Mポイント/Ch
ミックスド・シグナル・オプション

※MS-500/250をご使用いただくには、別途PK400シリーズが必要です。

ハードウェア・オプションとアクセサリ

PK400-1 大型グリッパ・プローブ・セット － 約2.54mm
ピン・ピッチ用、色分けリード線が付いた10個のプローブ
からなるセット

PK400-2 中型グリッパ・プローブ・セット － 約1.0 mmピン・ピッチ
用、色分けリード線が付いた10個のプローブからなるセット

PK400-3 小型グリッパ・プローブ・セット － 約0.2 mmピン・ピッチ
用、色分けリード線が付いた10個のプローブからなるセット

MSO-DLS-18 18チャンネル 交換用リード線セット（D0 - D17）

MSO-DLS-36 18チャンネル リード線セット（D18 - D35）
MS-500上で36チャンネルのチャンネルを使用可能

MSO-GND-EXTEND アース・エクステンダ － スクエア・ピン・ヘッダー用

MSO-GND-LEAD MSシリーズ用伸縮性アースリード線

MSO-MICTOR 36ピンMictorインタフェース・ケーブル

MSO-3M 18ピン3Mインタフェース・ケーブル
（3Mパーツ番号2520-6002とともに使用）

MSO-LBUS テレダイン・レクロイバス変換ケーブル

標準構成品

ミックスド・シグナル・オシロスコープ（MSO）モジュール、18チャンネル
用デジタルリード線セット（MS-500とMS-250では1セット、MS-500-36
では2セット）、テレダイン・レクロイのバス・ケーブル／USB2.0ケーブル
（1.3m）、アース・エクステンダ（MS-500とMS-250では20個、MS-500-
36では40個）、伸縮性アースリード線（MS-500とMS-250では5本、MS-
500-36では10本）、キャリング・ケース、操作マニュアル（英語）、クイッ
ク・リファレンス・ガイド（英語）、CE適合証明書（マニュアルに記載）

※MS-500/250をご使用いただくには、別途PK400シリーズが必要です。

対応機種

LabMaster 9Ziシリーズ、WaveMaster/SDA/DDA 8Zi(A)シリーズ、
WavePro/SDA/DDA 7Zi(A)シリーズ、
WaveRunner 6Zi/HRO 6Ziシリーズ、
WaveRunner Xi(A)シリーズ、WaveRunner MXi(A)シリーズ、
WaveSurfer Xs(A)シリーズ、WaveSurfer MXs(A,B)シリーズ、

保証

テレダイン・レクロイのミックスド・シグナル・オプションは、高い信頼性が
保証されるように、設計、製造、テストされています。万一、問題が発生した
場合に備えて、テレダイン・レクロイのミックスド・シグナル・オプションに
は1年間の保証が付いています。

http://teledynelecroy.com/japan/


