
Digital Osilloscopes

Waverunner2
Waverunner
アナログ帯域 200MHz - 1GHz
サンプリング 200MS/s - 4GS/s
メモリ長 100kワード - 8Mワード
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シリーズ　卓越した表示能力

Windows環境での操作
Windows上で動作する無償のユーティリティ･

ソフトScopeExplorerを使えば、イーサネット

（オプション）、GP-IB、RS-232-Cを経由して

簡単にコンピュータと接続し、ファイルをクリ

ック＆ドラッグで整理、擬似フロント・パネル

を用いたフル・リモート・コントロールが可能

です（P.15参照）。

大型 8.4インチ
TFT LCD ディスプレイ
クラス最大のシャープな高輝度カラー・ディ

スプレイで波形の詳細まで容易に観測でき

ます。グリッド内には波形観測を妨げる情報

を一切表示しません。

低価格ながら最高1GHz、
4GS/s、8Mワードで波形を
捕らえる。

Waverunner2 シリーズ カラー・デジタル・オシロスコープ

モデル 帯域 チャンネル数 最高サンプリング速度 最大メモリ長

標準 M ML/ML2 L/L2
LT584/M/L 1GHz 4 2～4GS/s 500kワード 2Mワード － 8Mワード
LT374/M/L 500MHz 4 2～4GS/s 500kワード 2Mワード － 8Mワード
LT372/L2 500MHz 2 2～4GS/s 500kワード － － 8Mワード
LT354/M/ML 500MHz 4 1GS/s 250kワード 1Mワード 2Mワード －
LT264/M/ML 350MHz 4 1GS/s 100kワード 1Mワード 2Mワード －
LT262/ML2 350MHz 2 1GS/s 100kワード － 2Mワード －



Cursors
押せばすぐにカーソル測定ができ、しかもデータ間

の補間情報を使った高い分解能で読み取れます。

Measure
最大26種類のパラメータ計測の結果を、波形グリッ

ドと重なる事無く表示させる事が可能です。

Graph
ヒストグラム、FFT周波数解析等に代表されるレクロイ

ならではの解析機能で、問題点を素早く発見できます。

Analysis Packages Option
・ジッタ解析：JTA

・通信用マスクテスト：MT01/02

・高機能光ディスク解析：AORM

・スイッチング電源解析：PowerMeasure（PMA1）

・ハードディスク解析：DDM/PRML

・デジタル・フィルタ・パッケージ：DFP

Fast, Easy Access
素早く、簡単な操作で問題解決

Auto Setup
ボタンを押すだけで捕捉波形を最適な

状態で表示します。Undo機能も搭載。

Analog Persistence
緑のボタンを押すことで、頻度情報が分かるアナロ

グ表示と、瞬時の波形が確認できるデジタル表示を

素早く切り替える事ができるので、信号を深く理解

することができます。HISTORY機能で、過去に起き

た信号の履歴をパーシスタンス表示で見ることがで

きます。更に、個々の波形をサーチして表示すること

で、難解な問題の解析に役立ちます。

Quick Zoom
表示している全ての波形を自動的に10倍に拡大、マ

ルチグリッド上に振り分けて表示します。この時、分

解能やS/N比を損なうことがありません。

Full Screen
波形表示エリアを画面いっぱいに拡大表示します。波

形の詳細や異常部分を大きく表示できるので、カー

ソル等で目視計測/解析するのに便利です。DISPLAY

メニューで切り替えます。

WavePilotキー
WavePilotキーを押すとWavePilotメニューが現れま
す。ここで、強力な波形解析機能を呼び出して信号の情
報を解読することができます。
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*

*：Waverunner2のみ

（LT584/374/372/354のみ）



Waverunner2/Waverunnerはお客様が必要とされるView,

Capture, Analyzeを素早く正確に提供いたします。

・200MHz～1GHz帯域

・最高200MS/s～4GS/sの単発サンプリング・レート

・最高等価サンプリング・レート50GS/s

・最長8Mワードのロング・メモリ

Waverunner2/Waverunnerシリーズは高速サンプリング・

レートとロング・メモリによって高速で複雑な信号や長時間の

信号も正確に捕捉することができます。

妥協のない基本性能

簡単に素早く強力な性能にアクセス
捕捉、観察、解析を簡単なワンボタン操作で提供

します。それは、長くて複雑な高速信号の解析を

容易にさせると共に、お客様に正確な情報を提示

いたします。

容易な操作方法
電源を投入した直後からすぐにご使用いただけま

す。色分けされたフロントパネルとシンプルなメニュー

システムで、複雑な操作をする事なく必要な情報を

得ることができます。

操作は共通化されており、合理的・直感的に使

用していただく事ができますので、効果的な操作方

法をたやすく修得していただけます。

仕事の効率化
新機能WavePilotを使えば信号の拡大や周波数

解析、ヒストグラム、トレンド等の測定も、たやすく

簡単に操作できます。

TrackViewでは時間軸と周波数軸の両方から問

題を追及する事ができます。また、指数対数・微積

分を搭載（オプション）し、これらの演算を連結する

ことにより、更に高度な解析が可能です。レクロイ

の信号解析手法はデバックや信号解析において完

璧な解答を提供いたします。

*：WavePilotはWaverunner2のみ対応
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HFP シリーズ
広帯域アクティブ・プローブ

*：Waverunner2

Best in Test
Waverunnerシリーズは、米国の
計測機器の専門誌である「Test &
Measurement World」誌の主催
する、その年に発表された最も
優秀な計測機器に与えられる
「Best in Test」賞を2000年に受賞
しており、そのパフォーマンス
の高さを賞賛されています。
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Quick Zoom
ＱＵＩＣＫ ＺＯＯＭボタンを押せば、瞬

時に最大4つの拡大ウィンドウが4つの

入力波形に対して自動的に表示され

ます。独立したZOOMとPOSITIONの

ノブにより任意の場所を任意の拡大率で表示する

ことができます。また、拡大率を保ったまま拡大個

所を任意の速度で自動的にスキャンすることがで

きます。

*：Quick ZoomキーはWaverunner2のみ。
Waverunnerでは、メニューキーで対応。

簡単な操作で波形の取りこみや表示ができます。Waverunner

はオシロスコープを初めてご覧になった時から、フロントパネ

ルのレイアウトが機能別にわかりやすく配置されていることが

理解できます。スクリーン上に波形を表示させるのは極めて簡

単です。「カラー・チャンネル・コーディング」により多チャンネル

の波形も異なるカラーでわかりやすく表示します。AutoSetup

ボタンを押せば瞬時に入力波形を最適な設定で表示します。

時間軸、電圧軸の設定は独立したノブの操作によりアナログ・

オシロスコープと同じように操作することができます。レクロ

イ社独自のスマート・メモリ・システムはロング・メモリの波形

表示に革新をもたらしました。虫眼鏡のマークのついた

QuickZoomボタンを押せば、瞬時に表示されている波形が

拡大表示されます。また、突発的に発生するラント・パルス、タ

イミング・エラーの原因となる不良現象を捉えるには緑色の

ANALOG PERSISTボタンを押してください。過去に捕捉

した全ての波形を画面上に重ね書き表示し、ワーストケース

の把握に役立ちます。

シンプルで使いやすくなった操作性

Auto Setup
捕捉したい信号を入力してAuto Setupボタンを

押してください。時間軸、電圧軸、トリガ設定を自

動的に行い、最適な設定で波形が表示されます。

レクロイ社のスマート・メモリ・システムにより表示さ

れた時間ウィンドウ内で最高の時間分解能が得ら

れるように設定されます。

多彩な波形表示方法
Analog Persistence機能は捕捉した

信号の3次元表示によりアナログ・オシ

ロスコープの輝度情報をみごとに再現

します。新しく搭載されたHISTORY機能を使え

ばより多くの情報を得ることができます。この機能

はトリガごとに波形をスナップショットで捕捉しメモ

リに次 と々記憶します。多くの信号を捕捉した後

で順番に捕捉した波形を解析することができます。

細かなUndo機能付
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Cursors
CURSORSボタンを押すとカーソルが表示され、

つまみを回して波形上の絶対値あるいは２点間の

相対値を手動で計測できます。

Measure
MEASUREボタンを押すと、選択した信号の最大

26個のパラメータが表示されます。また、簡単にパ

ラメータ計算の対象となる波形の切り替えができ

GRAPH-Histogram
ヒストグラムやトレンド機能は計測結

果をまとめるのに使われる一般的な

手法です。レクロイはこれらの機能を

GRAPHボタン一発で、今まで以上に

簡単にしました。パラメータは非常に

簡潔でわかり易く表示されます。また、

グラフなどの高度な設定も自動的に

行なわれ、測定されます。

エキスパートの方だけでなく初心者の方でも、レクロイならで

はのユニークな解析能力を最大限に、より簡単に使いこなすこ

とができるようになりました。WavePilotのボタンを使えば、

問題の本質を素早く、簡単に解析することができます。

トレースAを選んだ場合：ヒストグラム波形
とヒストグラムのパラメータがパラメータ
表示部に表示されます。

波形計測時のヒストグラム
MEASURE機能はWavePilotのツール･バー
から簡単に呼び出せます。ダッシュボード表
示では、最大26個の標準の波形パラメータを
表示します。もちろんカスタム設定によるパ
ラメータ表示も簡単にできます。

WavePilotで波形解析

ます。MEASURE機能は選択された波形の種類に対応

します。例えば、ヒストグラムの波形を選択した場合、統

計パラメータが表示されます。MEASURE機能では、表

示させるパラメータを40を越えるパラメータの中から自由

に選ぶこともできます。

Gragh
GRAPHボタンは自動的にヒストグラム、トレンド機能、FFT

解析やジッタ・トラック波形を表示します。波形解析を設定

するには、WavePilotのメニューを押せば良いだけです。

Analysis Packages
通信用マスクテスト、ジッタ及び時間解析やデータ・ストレー

ジの解析など特定のアプリケーションを解決するソフトウエ

ア・パッケージにも直接アクセスできます。

*：WavePilotキーはWaverunner2のみ対応



UNIQUE

周期パラメータを使って、１回の捕捉で複数サイクル分の
演算をした結果です。
図の例では49周期分のパラメータ演算をしています。

TrackViewとJitterTrack
今まで見ることの難しかった、信号のパターンに同

期する問題を明らかにする事ができます。GRAPH

機能は、「不良個所の特定」と「原因特定」を同時

に解析することができます。

これにより、信号のタイミング異常の原因をすばやく

究明することができます。TrackViewは、信号の

時間変動を振幅変化として見ることができ、すばや

く問題箇所を見つけだして波形を統計的あるいは

振幅変動で多角的に解析することができます。

レクロイのデジタル・オシロスコープには、信号を様々

な視点から解析するためのTrackView機能や統

計処理機能、FFT機能を装備し、オシロスコープの

常識を越えた信号解析を可能にしています。

ジッタ解析などにおいて、波形の時間経過を測定す

ることは、問題箇所を

的確に見つけだすこと

につながります。

FFTスペクトル解析
信号内に含まれている周波数成分を知りたいとき、

GRAPH機能を使うと、FFTによる周波数解析を行

うことができます。波形の周波数解析は、信号の更

新に合わせてリアルタイムに更新されます。ロング・

メモリと高速サンプリングのベストなコンビネーション、

豊富なFFT窓関数により、信号の解析をより多角的

な視点で行うことができます。

WavePilotのカーソル機能やパラメータ演算機能と

の組み合わせにより、簡単にピーク周波数や高調波

成分を見つけだすことができます。

FFTスペクトル解析
ロング・メモリと高速サンプリングが、高い周波数
分解能と周波数幅を可能にしました。マルチズー
ムとカーソル機能で、周波数成分やピーク値を簡
単に測定することができます。

JitterTrack表示
サイクル・トゥ・サイクルジッタ
のタイミング変化量をリアル
タイムに見ることができます。
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パラメータ解析
波形の詳細な計測には、パルス・パラメータを使用

すると便利です。このパラメータは、複数の計測値

を統計的に計算して、最大値、最小値、平均値と

シグマ値を同時に表示する事ができます。しかも、

単発で取り込んだ複数周期の信号から周期ごとの

パラメータ値を一括で計算して、平均値や統計値も

表示できます。

*：FFTは50kワードまで標準です。50kワードを超
えるFFTはオプション（WAVA）となります。

*：JitterTrackはオプション（JTA）です。
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UNIQUE
スマート・トリガ
Waverunner2/Waverunnerはトリガのボタンが

一列にまとめられ、直感的で簡単に操作できます。

ノーマルやオート・トリガ・モードでの波形取込みや、

シングル・ショットで最大8Mワードで一度に波形を

取込むことができます。

スマート・トリガは特殊な波形やパターンでも、すば

やくトリガ

をかける

ことので

きる柔軟

性を持っ

ています。

普通の波形はもちろんのこと、異常な波形もトリガで

きます。エクスクルージョン・トリガは正常な信号は

取込まずに、異常な信号のみを捕捉できます。こ

れにより、回路やシステムのデバッグを迅速に行え

ます。Waverunner2/Waverunnerは、2.5nsのパ

ルス幅の信号までトリガをかけることができるトリガ

回路とスマート・トリガを標準装備しています。観測

や解析したい波形を取込むために、パルス幅のみ

ならず、複数のスレッショルド・レベルを設定するこ

とで柔軟にトリガ条件を設定することが可能です。

SMARTトリガ機能

名前 トリガ条件

グリッチ 2.5ns-20sの範囲でグリッチ（パルス幅）の
下限上限を設定

インターバル 10ns-20sの範囲で周期の下限上限を設定

クオリファイ 2信号間のタイミングを基準とする

ドロップ・アウト 25ns-20sの間入力がなかったら信号を捕捉

ラント* 2.5ns-20sのパルスのレベル、エッジ、幅による

スルー・レイト* 2.5ns-20sの波形のスロープ（dV,dT）による

パターン（ロジック） 最大5入力によるロジック・パターン・トリガ

TV NTSC、PAL、SECAM、任意に設定

エッジ・トリガ機能

名前 トリガ条件

エッジ エッジの向きを正か負で設定、ホールド・オフを時間
かイベントで設定

ウィンドウ 2つのレベルのどちらかを横切って外側に出る信号
を捕らえます。

回路の干渉により不適切なレベルや間違った信号を
含むロジック信号を見るには、ラント・トリガは非常に
有効です。エクスクルージョン／インクルージョン機
能を使えば、設定したパルス幅より大きい／小さいで
トリガが可能です。

デバッグと解析をスピードアップ

ヒストリ機能を使って稀に起きる信号を見る
HISTORY機能を使うと、高速アナログ・パーシス

タンスによるエラー検出機能が動作します。すべて

の信号がヒストリ・メモリとして画面に表示されます。

個々の信号を計測したり、トリガの時間情報を見た

り、稀な現象であるかを見分けることができます。

最高4,000イベントを取り込んでプレイバックできます。

断続的な問題を抱えており、それが他の回路やシ

ステムのタイミングに同期しているかどうかを検証す

るのに最適な機能です。

“play”を押すと、取込んだ信号のリプレイが自動的

に行われます。見たい波形が出てきたら更新をと

めてください。図は取込んだ全ての波形をアナロ

グ・パーシスタンスで表示すると同時に、個別の波

形も表示しています。ラント・トリガやスルーレイト・ト

リガなどのスマー

ト・トリガを併用

すれば、異常波

形の発生頻度が

簡単にわかりま

す。トリガ・イベン

トの時間は、１ns

の分解能で表示

されます。

ヒストリ機能によって、断続的な現象や問題のある
波形を見て、その波形がどれくらいの頻度で起こっ
ているかがわかります。

*：Waverunner2のオプションで設定。



WAVA — 究極の信号解析

広帯域の製品が増えつつある現在、信号はますます複雑化しています。

WavePilotとAnalysis Packagesから、様々な信号解析と処理機

能を試す事ができます。更にオプション・パッケージ・ソフトを追加す

る事で、専用の信号解析装置として使えます。

ジッタ・トラック波形により、PLLの周波数ステップ応答を見ています。 入力信号のスペクトル�

振幅�

周波数�

DFPを通した後の�
スペクトル�

ハンド�
ストップ�
フィルタ�

フィルタの種類
ローパス レイズド・コサイン

ハイパス レイズド・ルート・コサイン

バンドパス ガウシアン

バンドストップ カスタム

最大4つまでのフィルタを重ねあわせられます。

入力信号

DFPを使って、カスタム・フィルタを設計できます。

ジッタ・タイミング＆
波形解析パッケージ（JTWA）
JTWAは、開発や設計に最適な時間軸・周波数

軸・統計による信号解析とトラブル・シューティング

を行える究極のパッケージ・ソフトで、以下の2つの

ソフトを含んでいます。

・波形解析パッケージ（WAVA）

・ジッタ･タイミング解析パッケージ（JTA）

波形解析パッケージ（WAVA）
波形の加算平均が100万回まで、FFT可能なデー

タ量は最大メモリ長分のポイント数までに拡張され

ます。さらにFFTアベレージや実数部・虚数部など

の表示機能も付加されます。また、計測パラメータ

に対するヒストグラムやトレンド表示により、変化量

を目視と統計値で知る事ができます。

ジッタ･タイミング解析パッケージ（JTA）
JTAは、高速のクロック評価から低速のデジタル

回路や機械系の動作評価まで幅広い応用範囲を

持っています。サイクル・トゥー・サイクルや周期・周波

数・周期誤差・パルス幅などの様々なジッタ・タイミ

ング解析ができます。更に、元波形と時間相関を

保ってこれらのパラメータをプロットするジッタ・トラック

波形も使えます。またパーシスタンス・ヒストグラムによ

り、アイ・ダイアグラムのノイズやジッタを計測できます。

デジタル・フィルタ･シミュレーション･
パッケージ（DFP）
DFPは、様 な々形式の線形位相の有限インパルス・

レスポンス（FIR）フィルタを用意しています。これを

用いると、ノイズの様な不要な周波数成分を取り

除いて必要とする信号成分のみを解析する事が

できます。

デジタル・フィルタ設計ツールやMatlab、Mathcadの

様な演算ツールを使ってカスタム・フィルタを設計し、

フィルタ係数をDSOFilterユーティリティ・プログラム

でWaverunnerにダウンロードする事もできます。

NEW

8
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Waverunner2シリーズ デジタル・オシロスコープ
仕様

垂直軸の仕様 LT584/M/L LT374/M/L LT354/M/ML LT264/M
LT372 LT262 

チャンネル数 4 4/2 4 4/2
アナログ周波数帯域（50Ω） 1GHz 500MHz 500MHz 350MHz
周波数帯域制限 20MHz、200MHz
入力インピーダンス 50Ω±1%、10MΩ/12pF（PP006Aプローブ使用時の代表値）
入力カップリング 50Ω：DC、GND 1MΩAC、DC、GND
最大入力電圧 50Ω：5Vrms  1MΩ：400Vmax（DC＋peak AC≦5kHz）
垂直分解能 8bits ERES（分解能向上演算）の使用により、11bitまで向上
垂直軸感度 50Ω：1mV/div-5V/div

50Ω、1MΩ：2mV/div-10V/div
1MΩ：1mV/div-10V/div

DC確度 ±（読み値の1.5%＋フルスケールの0.5%）
オフセット設定確度 ±（読み値の1.5%＋フルスケールの0.5%＋1mV）
オフセット範囲 50Ω、1MΩ：2mV/div －99mV/div ±1V

50Ω、1MΩ：100mV/div －0.99V/div ±10V
50Ω：1V/div －5V/div ±100V
1MΩ：1V/div －10V/div ±100V

チャンネル間アイソレーション 250:1以上（同一のV/divにおいて）

タイムベース
タイムベース タイムベースのメイン設定および4つの独立した拡大トレース
タイムベース・レンジ

500ps/div－1000s/div 1ns/div－1000s/div（シングルショット）
タイムベース・クロック確度 10ppm以下
補間分解能 5ps
外部クロック周波数 最大500MHz（50Ωまたは、1MΩ）
ロール・モード・タイム・レンジ 500ms/div－1000s/div または、サンプリング速度100kS/s（最大）以下
外部基準クロック入力 500MHz以下(EXT BNCから入力)

捕捉モード
サンプリング速度シングル・ショット
1ch（最高） 4GS/s 1GS/s
2ch（最高） 4GS/s 1GS/s
3-4ch（最高）4chモデルのみ 2GS/s 1GS/s

時間軸設定範囲 1ns/div－1000s/div
最大メモリ長 1ch/ 2ch/ 3-4ch（4chモデルのみ）
標準 500k/500k/250k ワード 250k/250k/250k ワード 100k/100k/100k ワード
Mタイプ 2M/2M/1M ワード 1M/1M/1M ワード 1M/1M/1M ワード
MLタイプ － 2M/2M/2M ワード －
Lタイプ 8M/8M/4M ワード － －

等価サンプリング（RIS） 50GS/s（繰返し信号測定用）
時間軸設定範囲 200ps/div－1μs/div

シーケンス・モード 最大分割数 2～4000セグメント（複数の信号を分割したメモリのセグメントに連続的に格納）*
セグメント間隔 50μs（代表値）

演算機能（標準）
アベレージング回数 4000回（標準）WAVAオプション装着時は、100万回

連続アベレージ 1:1～1:1023
分解能向上演算 垂直分解能を8.5bitから11bitまで上げることができます。
エクストレーマ 100万回スイープのエンベロープ（Envelope）値、フロア（floor）値、ルーフ（roof）値

*機種により異なります。
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Waverunnerシリーズ デジタル・オシロスコープ
仕様

垂直軸の仕様 LT342/L LT322 LT224
チャンネル数 2 2 4
アナログ周波数帯域（50Ω） 500MHz 500MHz 200MHz
周波数帯域制限 20MHz、200MHz
入力インピーダンス 50Ω±1%、10MΩ/16pF（PP006Aプローブ使用時の代表値）
入力カップリング 50Ω：DC、GND 1MΩAC、DC、GND
最大入力電圧 50Ω：5Vrms  1MΩ：400Vmax（DC＋peak AC≦5kHz）
垂直分解能 8bits ERES（分解能向上演算）の使用により、11bitまで向上
垂直軸感度 50Ω：2mV/div-10V/div

1MΩ：2mV/div-10V/div
DC確度 ±（読み値の1.5%＋フルスケールの0.5%）
オフセット設定確度 ±（読み値の1.5%＋フルスケールの0.5%＋1mV）
オフセット範囲 50Ω、1MΩ：2mV/div －99mV/div ±1V

50Ω、1MΩ：100mV/div －0.99V/div ±10V
50Ω：1V/div －5V/div ±100V
1MΩ：1V/div －10V/div ±100V

タイムベース
タイムベース タイムベースのメイン設定および4つの独立した拡大トレース
タイムベース・レンジ 1ns/div－1000s/div
タイムベース・クロック確度 10ppm以下
補間分解能 5ps
外部クロック周波数 最大500MHz（50Ωまたは、1MΩ）
ロール・モード・タイム・レンジ 捕捉期間5s以上 または、サンプリング速度100kS/s（最大）以下
外部基準クロック入力 500MHz以下(EXT BNCから入力)

捕捉モード
サンプリング速度シングル・ショット 500MS/s 200MS/s 200MS/s
時間軸設定範囲 1ns/div－1000s/div
最大メモリ長
標準 250kワード 100kワード 100kワード
Lタイプ 1Mワード － －

等価サンプリング（RIS） 25GS/s 10GS/s 10GS/s
時間軸設定範囲 1ns/div－1000s/div

シーケンス・モード 最大分割数 2～4000セグメント（複数の信号を分割したメモリのセグメントに連続的に格納）*
セグメント間隔 50μs（代表値）

演算機能（標準）
アベレージング回数 4000回（標準）WAVAオプション実装時は、100万回

連続アベレージ 1:1～1:1023
分解能向上演算 垂直分解能を8.5bitから11bitまで上げることができます。
エクストレーマ 100万回スイープのエンベロープ（Envelope）値、フロア（floor）値、ルーフ（roof）値

*機種により異なります。
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トリガ機能
トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

Ch1～Ch4、Exｔ、Ext/10、Line 各チャンネルともスロープ、レベル、カップリングが個別に設定可能
スロープ 正、負、ウィンドウ（±）
カップリング DC、AC、HF、HFREJ、LFREJ
AC設定時のカットオフ周波数 7.5Hz（代表値）
HFREJ、LFREJ設定時の 50kHz（代表値）
カットオフ周波数
プリ・トリガ フルスケール（グリッド幅）の0から100%（1%ステップ設定可能）
ポスト・トリガ 0～10000div（0.1divステップ設定可能）
ホールド・オフ時間 20s以下　
ホールド・オフイベント数 1～99,999,999イベント
内部トリガレンジ ±5div
最大トリガ周波数 （HF）：アナログ周波数帯域と同じ （AC、DC）：500MHz （LT264、LT262は、350MHz）
外部トリガ入力範囲 （Ext）：±0.5V （Ext/10）：±5V
最大トリガ入力 50Ω：±5VDC または、5Vrms
最大トリガ入力範囲 400Vmax［DC＋peakAC＜5kHz］
基本トリガ エッジ、スロープ、ウィンドウ、ライン
ステート/エッジ・クオリファイド ある与えられたステート（又はトランジション）が別のソースで発生している場合にのみ任意のソース

でトリガ　これらのイベント間の遅延は、トリガ・チャンネルのイベント数で、又は時間インターバルで
設定できる

グリッジ 2.5ns - 20sの範囲のグリッジでトリガ（LT224は3ns以上）
パルス幅 2.5ns - 20sの範囲で設定したパルス幅の信号でトリガ
パターン CH1 - 4及びExternalトリガの5入力のロジックで設定可能（LTの2chモデルは、3入力）
ドロップ・アウト 25ns - 20sの範囲で設定した期間中無信号であればトリガ
インターバル 10ns - 20sの範囲で設定したインターバルの幅でトリガ
ラント* 2信号の電圧レベルと2.5ns - 20sの範囲で設定した時間で設定されるトリガ
スルー・レイト* 2.5ns - 20sの範囲で設定した立ち上がり又は立下り時間の信号でトリガ
TV NTSC、PAL、SECAM、任意のビデオ信号（最大1500まで）

オート・セットアップ機能
オート・セットアップ 繰り返し信号の観測において、タイムベース、トリガ・レベル、電圧レンジを自動的に設定し最適な波形

表示を行う機能
バーチカル・ファインド 指定したチャンネルに入力された信号からオフセット、電圧レンジを自動的に設定し最適な波形表示を

行う機能

プローブ
標準添付プローブ PP006A 10：1、10MΩチャンネル数分
プローブ・システム ProBusシステム：レクロイの広帯域差動プローブ、アクティブ・プローブ、高圧プローブ、高精度

差動プローブ、電流プローブを自動的に認識し、測定単位換算や自動調整する機能

ディスプレイ
表示形式 8.4インチ　TFT-LCD VGAカラー
表示分解能 640×480 ピクセル
スクリーン・セーバー機能 ON/OFF設定可能（ON時は、10分後に無表示）
リアル・タイム・クロック 年、月、日、時間、分、秒表示
最大表示トレース数 8トレース（チャンネル、メモリ、又は演算波形を任意に混合表示可能）
グリッド・スタイル グリッド表示（シングル、デュアル、クワッド、オクタル）XY表示、デュアルXY表示、フルスクリーン表示。

各グリッド・スタイルで拡大表示。
波形表示スタイル サンプリング点の結合表示及びサンプリング点のドット表示（ドット表示は、小点と大点を選択可能）
トレース表示 オーバーラップ制御機能付きOpaque（塗りつぶし）モード及びTransparent（透過）モード

アナログ・パーシスタンス表示
パーシスタンス・モード カラー・グレード・パーシスタンス及びアナログ・パーシスタンス。無限表示又は、時間による可変表示。

カラー・グレード・パーシスタンス・モードでは、赤から紫までのカラー・スペクトルで信号頻度を表示。
アナログ・パーシスタンス・モードでは、単一色の輝度レベルが信号頻度を表現。各トレースのパーシス
タンス・データは、64,000レベルで表示。

パーシスタンス残像時間 500ms～無限大表示に可変

Waverunner2/Waverunnerシリーズ 共通
仕様

*：Waverunner2はオプション設定。Waverunnerは対応していません。
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拡大表示
ズーム表示数 最大4トレース
垂直ズーム 電圧レンジに対して5倍まで拡大（アベレージング時は、50倍以下）
水平軸ズーム 2ポイント/div又は50,000倍まで拡大
オート・スクロール機能 ズームされたトレースを自動的にスキャンして表示（スキャン速度、向き可変）

演算処理プロセッサ
プロセッサ Power PC
演算メモリ 最大128 Mバイト
リアル・タイム・クロック表示 年、月、日、時間、分、秒及び1ns分解能タイム・スタンプ機能（トリガ発生時の時刻表示）
パス・フェイル判定機能 5つのパラメータについてスレッショルドを設定可能　

PC上でPass及びFail基準のマスク・データを作成
試験条件は、波形パラメータ制限、波形のマスク制限若しくは、これらの組み合わせで設定可能　　
障害発生時にハードコピー、保存、GP-IBサービス要求、論理パルス出力、ブザー又は、これらの組み
合わせで設定可能

内部メモリ
波形メモリ 最大4つの16ビットメモリ(M1、M2、M3、M4) 
Zoom & Math メモリ 最大4つの16ビットメモリ(トレースA、B、C、D)演算のかけ合わせ可能。

セットアップ・メモリ
4つの不揮発性メモリ・ オプションのメモリ・カード、又は取り外し可能ハード・ディスクにもセットアップ情報を
フロッピー・ディスク搭載 書き込む事が可能
カスタムDSO機能

カスタマイズされたメニューを最大6つまで不揮発性メモリに保存。フロッピーに保存も可能（Waverunner2のみ）

インタフェース
リモート・コントロール GP-IB、RS-232-C、イーサネット（10Base-Tオプション）でフロント・パネルや内部機能を制御可能　
RS-232-C 非同期最大転送速度 115.2kbps
GP-IB コマンド言語はIEEE-488.2に対応　コンピュータ制御のトーカ／リスナとしてIEEE-488.1に対応
イーサネット（オプション） 10Base-T フルコントロール可能
フロッピー・ディスク・ドライブ DOSフォーマット 3.5インチ
PCカードスロット（オプション） PCMCIA type I/II/III対応

フラッシュ・メモリ・カード及び取り外し可能ハード・ディスク・ドライブ・カード対応
VGA互換ディスプレイ 外部カラー・ディスプレイ用15ピンD型VGA互換コネクタ
セントロニクス コピー用パラレル・プリンタ・インタフェース
内蔵プリンタ（オプション） グラフィック・ハード・コピー：出力所要時間10秒以下　時間軸を最大200倍で拡大コピー可能

出力信号
校正用信号 CAL出力　500Hz - 1MHzの矩形波［0V～＋1V］（±1VDC）
制御信号 背面パネルのBNCからPass/Fail 結果及びトリガ状態を信号出力

スクリーン・ダンプ機能
白黒プリンタ出力* LaserJet、DeskJet、Epson
カラー・プリンタ出力* DeskJet 550C、Epson Stylus、Canon 200/600/800シリーズ
画像ファイル保存 TIFF 白黒、TIFFカラー、BMPカラー、BMP圧縮

波形出力
出力フォーマット ASCII（スプレッド・シート、MATLAB、MathCadなど）及びバイナリー形式による波形データ出力　　
出力データの保存 フロッピー・ディスク、フラッシュ・メモリ・カード、取り外し可能なハード・ディスク・ドライブ

*接続に関しては、お問合せ下さい。
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Waverunner2/Waverunnerシリーズ 共通
仕様

環境条件及び安全規格
性能保証温度 5℃ - 40℃
動作温度 0℃ - 45 ℃ （Waverunnerシリーズは 0℃ - 50 ℃）
非動作温度 －20℃ - 60℃
湿度 80%
適合CE規格
EMC規格 89/336/EEC EN 50081-1；1992 EN 50082-1；1997
安全規格 73/23/EEC：EN 61010-1 Category；Installation Category II、

Pollution Degree 2、Protection Class 1

一般仕様
自動校正機能 DC及び時間確度を自動校正（校正所要時間 ＜ 500ms）
電源電圧範囲 90V - 132V AC ＆ 180V - 250V AC；45Hz - 66Hz
最大消費電力 150VA - 230VA（機種により異なる）
バッテリー・バックアップ 最低2年間　セットアップ情報を保存可能
保証期間 1年間

大きさ
外形寸法 210mm（H）× 350mm（W）× 300mm（D）（突起物は除く）
質量 9kg（内蔵プリンタを含む) 梱包時は、18kg

無償供給ユーティリティー・ソフトウエア
以下のソフトウエアは、ウエブ・サイト http://www.lecroy.com/よりダウンロード可能
Scope Explorer オシロスコープの設定及び波形観測をＰＣ上から行なう
Active DSO ActiveXベースの波形データ取り込みソフトウエア
DSO Filter デジタル・フィルタ・シミュレーション・パッケージ（オプション）用フィルタリング・データ作成ツール
Mask Maker 汎用マスク・テスト・ソフトウエア・パッケージ（オプション）用マスク・データ作成用ツール
DSO Print Gateway DSOの画面データをLAN上のPCに保存又は、プリンタに出力（LANオプションが必要）
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標準装備演算機能

四則演算 アベレージング（4000回）
分解能向上演算（最大11ビット） エンベロープ
FFT（50 kポイント） フロア
ルーフ アイデンティティ（同一波形）
逆数 反転
リサンプル（位相差調整） リスケール（工学単位への設定変更可能）
サイン補間

標準装備測定パラメータ

ダッシュボート・モードを使うと、最大26パラメータまで波形と同時表
示可能。
統計解析モードでは、任意の最大5パラメータまで平均値、最大値、最
小値及び標準偏差を同時表示可能。

標準装備パラメータ一覧

自動パス・フェイル機能

最大5つの自動測定パラメータに対して、ユーザーが任意に設定した
値を基準値として、自動パス・フェイル・テストを実行できます。また、
オシロスコープ本体の画面上でマスクを作成し（規格に合った任意の
マスクなどを作成するには、PMSKオプションとMask Maker [無
償ソフトウエア]を用います。）、そのマスクを元にしたパス・フェイル・
テストも可能です。設定した基準値またはマスクを逸脱した場合に、
いくつかのアクションを設定できます。例えば、内蔵プリンタへの波形
出力、波形データの外部メディアや不揮発性波形メモリへの保存、GP-
IBバスのSRQ出力、パルスの出力等です。

カーソル・メジャー機能

相対時間 2つのカーソルにより非拡大トレースでフルスケール
の±0.05%の分解能で時間測定可能。拡大トレースで
は、サンプリング・インターバルの10%まで。対応す
る周波数値も表示

相対電圧 2つの水平線によりシングル・グリッド・モードでフルス
ケールの±0.2%まで電位差を測定

絶対時間 クロスヘア・マーカーにより、トリガからの相対時間と
グランドに対する電位を測定

絶対電圧 基準線によりグランドに対する電位を測定

WAVAオプション

・ヒストグラム（20億イベント）表示に加え18のヒストグラム用
パラメータ
・アベレージング100万回
・連続加重平均
・FFTパワー・アベレージング
・FFTパワー密度
・FFTの演算ポイントは、最大メモリ長まで

その他のオプション

ジッタ・タイミング解析パッケージ（JTA）
デジタル・フィルタ・シミュレーション・パッケージ（DFP）
汎用マスク・テスト・ソフトウエア・パッケージ（PMSK）
高機能光ディスク解析ソフトウエア・パッケージ（AORM）＊
ディスク・ドライブ解析パッケージ（DDM）＊＊
PRMLディスク・ドライブ解析パッケージ（PRML）＊＊
パワー・メジャー・ソフトウエア（PMA1）
サーフェス・マップ・ディスプレイ・ソフトウエア（Surface Map）

＊一部機種は対応していません。（1GS/s以上、500MHz以上の帯域が必要。）
＊＊WAVAオプションが必要。

振幅（ampl） 立ち上がり時間（10%-90%）（rise）
トップ（top） 立ち上がり時間（20%-80%）（r20-80%）
ベース（base） 立ち下がり時間（10%-90%）（fall）
ピーク・ツー・ピーク（pkpk） 立ち下がり時間（20%-80%）（f20-80%）
最大値（max） サイクル数（cycles）
最小値（min） 平均値（mean）
面積（area） 実効値（rms）
正のオーバーシュート（over＋） 標準偏差（sdev）
負のオーバーシュート（over－） 整数サイクル平均値（cmean）
周期（period） 整数サイクル実効値（crms）
周波数（freq） 整数サイクル標準偏差（csdev）
パルス幅（width） 最大値に対応するＸ軸上の値（xamn）
ディレイ（delay） 最小値に対応するＸ軸上の値（xamx）
デルタ・ディレイ（Δdly） 中間値（median）

拡張演算パッケージ（EMM）オプション搭載時
デューティー比（duty） レベル指定立ち上がり（r@level）
捕捉時間（dur） レベル指定立ち下がり（f@level）
デルタ・タイム@レベル（Δt@lv） ファースト・ポイント（first）
セット・アップ・タイム（Δc2d＋） ラスト・ポイント（last）
ホールド・タイム（Δc2d－） 整数サイクル中間値（cmedian）
位相（phase） ポイント数（points）

拡張演算機能（EMMオプション）搭載時
exp（e） exp（10）
log（e） log（10）
トレンド表示 ヒストグラム（200イベント）
微分 積分
平方根 2乗
絶対値
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Windows環境での操作

レクロイのデジタル・オシロスコープはイーサネット（オプ

ション）やGP-IB、RS-232-Cインタフェースを搭載してお

り、ScopeExplorerを用いて、パソコンからファイルのドラッ

グ＆ドロップやフロントパネル操作が簡単に実行できます。

GP-IB、RS-232-C、イーサネット（オプション）で
Windows環境に対応しています。

ScopeExp lo re rは
Windowsベースの操作
で、画面上でフロント・
パネルコントロールが
可能です。

Windowsソフトウエアによる生産性の向上
ScopeExplorerとActiveDSOTMは、レクロイのデ

ジタル・オシロスコープとパソコンをイーサネットや

GP-IB、RS-232-Cで接続し、簡単にリモート・コン

トロールできるWindows（95, 98, 2000, ME,

NT）ベースの無償ユーティリティ・ソフトウエアです。

取り込んだデータはWindowsアプリケーションの

データとして簡単に扱えますので、パソコンからレ

クロイ・デジタル・オシロスコープへのリモート・コン

トロールは非常に便利なものとなります。

ScopeExplorer
ScopeExplorerは画面に注釈をつけたり、印刷や

ファイルのドラッグ＆ドロップ、パネル・セットアップの

セーブやロードの実行等が可能です。プリンタ・

アイコンをクリックすると、ネットワーク上のプリンタ

からプリントできます。またレクロイ・デジタル・オシ

ロスコープ内蔵のPCカード、ハードディスク、フロッ

ピディスクのファイルへのアクセスも可能です。

ActiveDSOTM

ActiveDSOTMはレクロイ社デジタル・オシロスコープ

用のActiveX準拠のコントロール・モジュールです。

ActiveXをサポートしているアプリケーション・ソフト

ウエア（Excel、PowerPoint、Internet Explorer、

Visual Basic、VisualC++、Labview等）から

Waverunner2/Waverunnerシリーズをリモート・

コントロールすることができます。

MaskMakerとDSO-Filter
これらは使い勝手のよいWindowsベースのグラ

フィック・ユーティリティ・ソフトウエアで、

Waverunner2/Waverunnerシリーズのテスト・マス

クやデジタル・フィルタの作成や編集を簡単に実行

することができます。MaskMakerとPolyMaskオプ

ションの組み合わせにより、XY表示を含めマスク・

テストを簡単に行えます。

DSO-FilterはDFPオプションとの組

み合わせにより、Excelスプレッド・

シート形式でフィルタ係数の設定や、

それらを直接オシロスコープにロード

することができます。

ScopeExplorerは、記憶メディアへの
アクセス、編集、セーブ、ロードが可能で、
パネル・セットアップの実行も可能です。



『ジッタ解析とフィルタ・シュミレーションを
同時に実行した例（JTA+DFP）』
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主なソフトウエア・オプション

ソフトウエア・オプション

●EMM：拡張演算パッケージ

微積分を始めとする関数機能、タイミング計測を中心としたパルス・パラメータの機能を拡張と、

ヒストグラム機能（200イベント）により詳細なデータ解析を実現します。

●WAVA：波形解析パッケージ（EMMの機能を含む）

FFT解析による高分解能周波数解析、およびヒストグラム機能を拡張します。

●JTA：ジッタ・タイミング解析ソフトウエア

クロック/データ・ジッタの要因の特定や、PLL回路の周波数応答特性評価などに最適です。

●DFP：デジタル・フィルタ・パッケージ

各種フィルタ特性のデジタル・フィルタ・シミュレーションを行ないます。

●PMA1：パワー・メジャー解析ソフトウエア

パワー・デバイスのスイッチング解析をサポートするソフトウエアです。

●DDM：ハード・ディスク解析パッケージ（WAVA、又はJTWAが必要）

ハードディスク信号の解析法としてIDEMAが標準化したパラメータなどを搭載しています。

●PRML：PRMLディスク解析パッケージ（WAVA、又はJTWAが必要）

PRML技術を利用した最新ハード・ディスクで問題となるNLTS（None Linear Transition Shift）非線形

トランジション・シフトを独自の自己相関法を利用して効率よく計測します。

●AORM：高機能光ディスク解析ソフトウエア・パッケージ（帯域500MHz以上、1GS/s以上が必要）

DVD、MO、CD、CD-ROMなどの光ディスク解析用専用ソフトウエアです。

●PMSK：マスクテスト・ソフトウエア・パッケージ

データのアイパターン評価、パワーデバイスのSOA（安全動作領域）などの信号品質を評価するための

ソフトウエアです。

●Surface Map：サーフェス・マップ・ディスプレイ・パッケージ

高速サンプリングで長期変動を捕えることができるソフトウエアです。JTAやWAVAなどのソフトウエアと組み合

わせて使うと、更に強力なツールとなります。

このほかにもアプリケーションに応じたソフトウエアを各種用意しております。

『パワー・ラインの高調波電流測定例（PMA1）』

『Surface Mapを利用して、パワー・スペクトラムの
長期変動を捕えた例』



ハードウエア・オプション
LAN-10BT 10Base-Tイーサネット・インタフェース（PCユーティリティ付属）
PCSLOT PCMCIA-III カード・スロット
PCMEDIA PCSLOT + HDD(500MB ) + SDRAM(512kB)カード付
GP02 高速内蔵プリンタ
TP112-2 GP02用プリンタ用紙(25m×20本）
WR2-ATP waverunner2用拡張トリガオプション

パッシブ・プローブ
PP006A 10：１プローブ（500ＭＨｚ帯域 10MΩ）（チャンネル数分は標準添付）
PP006-LT2M 10：１プローブ（2m長、350MHz帯域）
PP062 10：１プローブ（1GHz帯域 500Ω）
PP065 100：１プローブ（1ＧＨｚ帯域 5kΩ）

高圧プローブ
PPE1.2KV 高圧プローブ　耐圧600V/1.2kV 10:1/100:1（200MHz/300MHz帯域 50MΩ）
PPE2KV 高圧プローブ　耐圧2kV 100:1（400MHz帯域 50MΩ）
PPE4KV 高圧プローブ　耐圧4kV 100:1（400MHz帯域 50MΩ）
PPE5KV 高圧プローブ　耐圧5kV 100:1（400MHz帯域 50MΩ）
PPE6KV 高圧プローブ　耐圧6kVpk 1000:1（400MHz帯域 50MΩ）
PPE20KV 高圧プローブ　耐圧40kVpk 1000:1（100MHz帯域 50MΩ）

アクティブ・プローブ
HFP1000 1GHz 超小型アクティブ・プローブ（ProBusTM対応）
HFP1500 1.5GHz 超小型アクティブ・プローブ（ProBusTM対応）
AP020 1GHz アクティブ・プローブ（ProBusTM対応）

差動プローブ
AP033 500MHz 広帯域差動プローブ（ProBusTM対応）
AP034 1GHz 広帯域差動プローブ（ProBusTM対応）

外部電源
ADPPS HFPシリーズ/AP033/AP034用外部電源アダプタ

ProBusTM非対応機器用

電流プローブ
CP015 15ADC/50MHz 電流プローブ（ProBusTM対応）
AP015 ±30ADC/50MHz 電流プローブ（ProBusTM対応）
CP150 150ADC/10MHz 大電流プローブ（ProBusTM対応）
CP500 500ADC/2MHz 大電流プローブ（ProBusTM対応）

高精度差動プローブ
DA1855A 100MHz 高精度差動アンプ、オフセット機能付（ProBusTM対応）
DA1822A 10MHz 高精度差動アンプ、オフセット機能付（ProBusTM対応）
DXC100A DAシリーズ用ペア・プローブ　100MHz 10：1／100：1 1MΩ/10.5pF
DXC200 DAシリーズ用ペア・プローブ　100MHz 10：1／100：1 1MΩ/50pF
DXC5100 DAシリーズ用ペア・プローブ　100MHz 100：1 1MΩ/2.75pF

専用台車
SK-2101A waverunnerシリーズ用台車（電源タップ付)
VC-101 中間棚、引き出し付き台車

通信用マスクテスト・キット ※これらには、マスク・オプション（PMSK）も含まれます。

MT01 ITU-G.703（75Ω/120Ω）用通信マスクテスト・キット（ProBusTM対応）
MT02 ANSI-T1.103（75Ω/100Ω）用通信マスクテスト・キット（ProBusTM対応）

変換器
OE325 950nm～1600nm波長対応O/E変換（ProBusTM対応） 単独周波数範囲 DC-1.5GHz（－3dB)

トレーサビリティ証明書
JC JQA/JEMIC トレーサビリティ証明書
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主なアクセサリ

『HFP1000 アクティブ・プローブ』

『CP500/CP015』

New

New

New
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レクロイ社
（LeCroy Corporation：米国）

レクロイ・ジャパン株式会社（LeCroy Japan Corp.）

レクロイの計測器は、その技術力とユニークさが認められ
「IR100」をはじめ数々の栄誉ある賞を受賞しています。特に
デジタル・オシロスコープの分野では、レクロイが1986年以来、
一貫して主張し続けているロングメモリが時代の主流になり
ました。レクロイは、これからも、最新の技術とデジタル信号
処理を駆使して「ユーザーが望む形で高速に表示」できる
測定器を目指していきたいと考えています。

■ 資本金：2500万円

■ 設立：1990年9月14日

■ 代表取締役：上野豊一

世界が認めた計測器

レクロイ社は、1964年に素粒子物理学用実験装置のメーカーとして発足
しました。この分野の実験は、巨大な加速器を使って新たな素粒子を発
見する非常にアカデミックな分野で、多くのノーベル賞受賞者を輩出して
います。そのレクロイ社が、この分野で培った技術を活かして1986年には
じめて高速ロングメモリのデジタル・オシロスコープを開発しました。以来、
「見たい画像を、確実に捕らえ忠実に表示する」レクロイの測定器に対す
る哲学を実践しています。レクロイにしか捕れない信号があるという事実
は、この測定哲学の正しさの証明でもあります。この主張が広く世界に受
け入れられ、世界第三位*のデジタル・オシロスコープ・メーカーに躍進し
ました。1995年10月に米国NASDAQに株式を公開いたしました。
＊ハンドヘルドを除く。

レクロイ・ニューヨーク本社

本社 レクロイ・セールス・オフィス 販売代理店

レクロイ・ジャパン株式会社は、レクロイ社（ニューヨーク州）100％出資の子会社として1990年
9月に設立されました。東京・大阪に営業所とサポート・センターを設置し、日本のお客様のニ
ーズにお答えしています。また、1994年1月より岩崎通信機株式会社と販売提携を結び、より
多くのエンジニアの皆様にお使いいただいております。
レクロイ・ジャパン株式会社は、日本語の技術資料やマニュアルの作成、技術セミナーや展
示会などを行っている他、日本のお客様の声を製品開発に反映しています。



大阪本社
〒532-0003  大阪市淀川区宮原2-14-10  中尾ロイヤルビル4F
TEL: 06-6396-0961（代）FAX: 06-6396-0962

東京オフィス
〒151-0073  東京都渋谷区笹塚2-1-6  笹塚センタービル6F
TEL: 03-3376-9400（代）FAX: 03-3376-9587

E-mail  contact.jp@lecroy.com
URL  http://www.lecroy.com/japan/

レクロイ・ジャパン株式会社
御用命は…

「デジタル・オシロスコープ入門/ジッタ入門」を進呈中

無料出張セミナー開催中

様

会社名：

部課名：

住所：〒

電話：

e－mail：

コメント欄

製品カタログ
□ WaveMasterシリーズ
□ WaveProシリーズ
□ パワー・メジャー・システム
□ プローブ・アクセサリ総合カタログ
□ その他（モデル： ）
□ 価格表（□ 見積り希望 □ デモ希望）

無料ユーティリティ・ソフトウエア
□ScopeExplorer □ActiveDSO

アプリケーション・ノート
□ ｢デジタル・オシロスコープ入門｣ □ CD版　□ 冊子版
□ ｢ジッタ入門 ｣ CD版
□ プロービング・ソリューション
□ ハード・ディスク解析
□ 光ディスク解析
□ パワー・メジャー（電源計測）
□ ジッタ解析
□ 製品及び技術情報のe-メール配信希望
レクロイ・ジャパンより最新の製品・技術情報を提供します。

必要事項をご記入の上、上記Fax番号まで請求下さい。

資料請求用紙

FAX 03-5371-7875

測定器は、その原理や構造を知ることによって正しい測定ができます。

特に最新のデジタル・オシロスコープは、デジタル信号処理も含めて

ますます高機能になっています。この本は、デジタル・オシロスコー

プの原理から基本性能と測定信号の関係や最新の機能までやさしく

説明しています。生徒、学生、新人の教育に、ご自身の知識の向上に

是非お役立てください。ただいま、無料進呈中です。上記の申込用紙

でご用命ください。

●ユーザ各位のご要望、当社の品質管理の一層の高度化などにともなって、
おことわりなしに仕様の一部を変更、向上させていただくことがあります。

オシロスコープの使用法から、ジッタ・タイミング解析、光ディスク解析、パワー・デバイスの

解析などの高度な解析法まで紹介するセミナーを開催しています。詳細は、

http：//www.lecroy.com/japan/ まで。
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