
WaveRunner
9000 
デジタル・オシロスコープ

500MHz – 4 GHz

主な機能

•   帯域幅：500MHz〜4GHz

•   最高サンプリング速度：40GS/s

•   大画面15.4インチ・タッチスクリーン

•   OneTouch MAUI 
タブレット感覚のワンタッチ操作

•   先進のツール群 
─ ジッタ/タイミング解析 

─  WaveScan – 波形検索 

─  LabNotebook – 設定一括保存/レポート作成 

─  ヒストリ・モード - 波形再生

オプション

•   シリアル・データ解析、デバッグ、 

コンプライアンス試験、トリガ／デコード

•   高機能カスタマイズ

•   デジタル・フィルタ

•   スペクトラム解析

•   スイッチング電源、パワー・デバイス解析

WaveRunner 9000シリーズは、タブレット感覚の操作性「OneTouch MAUI 

（ワンタッチマウイ）」を取り入れると共に、従来のWaveRunnerシリーズの強

力なデータ解析ツールを搭載した新世代のオシロスコープです。充実した解析

機能と、簡単な設定操作で測定やデバッグ時間の短縮を実現します。500MHz

から4GHzまでの帯域、40GS/s（Mモデル）のサンプリング速度、ロングメモ

リと万能のツール群により幅広い測定ニーズに対応することができます。

※ MAUI (Most Advanced oscilloscope User Interface)

タブレット感覚の操作性

OneTouch MAUIを搭載したWaveRunner 9000シリーズは、他のオシロスコー

プにない独自のタッチ操作でオシロスコープの操作性を刷新します。タブレット等

で一般的なジェスチャを採用することで直感的な操作が可能になり設定時間が劇

的に短くなります。全ての一般的な操作がポップアップ・メニューや設定メニュー

を開かなくともワンタッチ操作で行えます。

最新のシリアル・データ解析ツール

自動コンプライアンス試験パッケージ

から柔軟なデバッグ・ツールキットま

で幅広いアプリケーション・パッケージ

が用意されており、DDR、USB2.0、 

Ethernetをはじめとする様々なシリア

ル・データ・テストの要求にこたえるこ

とができます。プロトコル専用ソフトと

アイパターン評価機能の連携は業界最

高の直感的なトリガとデコード・パッケ

ージを補完します。

強力で詳細なツール群

標準装備の波形演算、パラメータ計

測、デバッグとドキュメント・ツールが

比類なき解析機能を提供します。アプ

リケーション専用パッケージは一般的

な設計／評価の場面で最新のデバッグ

機能をもたらします。高機能カスタマイ

ズ・オプションは独自のパラメータや波

形演算を作成して追加することで、解

析機能を拡張することができます。

波形の拡大縮小はピンチ フリックで波形の移動

2本指のピンチ
でズーム波形の
拡大縮小できま
す。 フリック操作で波形をスクロールできます。

 16デジタル・チャンネル入力 
（WaveRunner 9000-MS）

● サンプリング速度　1.25GS/s

● アナログ/デジタル・クロス・パターン・トリガ

● デジタル・パターン検索

高機能デバッグモデル（Mモデル）

● サンプリング速度： 20〜40GS/s

● メモリ長：最大128Mポイント

OneTouch
 MAUI     
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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！

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

縮できます。ドラッグやドロップ、フリック

などの一般的なジェスチャ操作により、直

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

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

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。 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。

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。

”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。

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。

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。
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MAUI は、最新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     

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。

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。

MAUI　　　　OneTouch MAUI
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 1. 15.4インチ・ワイドスクリーン 

WXGAカラー・タッチ 

スクリーン・ディスプレイ

 2. 直感的で効率的なOneTouch 

MAUI搭載

 3. Add Newボタンですばやく波形

表示

 4. 最大3Gb/sまでのシリアル・ 

トリガ

 5. Pushノブ ─ 操作パネルの全
てのノブは押すことができ、微
調粗調の切り替え、トリガレベ
ルサーチ、オフセットゼロ、バリ
アブルゲインなどの切り替えが
可能

 

 6. 波形コントロール・ノブ ─  
チャンネル、ズーム、演算および
保存トレースを垂直、水平軸ノブ
でコントロール

 7. カーソル専用ノブ ─  
カーソルタイプの選択、波形上
への配置、値の読み取りがメニ
ューを開くことなく可能

 8. 使用頻度の高いデバックツールへ
のクイック・アクセス専用ボタン

 9. ミックスド・シグナル機能 ─  
16チャンネル・ミックスド・シグ
ナル・オプションで複雑な組込
機器のデバックが可能

 

 10. 基準クロック入出力コネクタで 

他の測定器との接続が可能

 11. 4つのUSB3.1ポートと 

2つのUSB2.0ポートを装備

 12.  USB3.1を介したUSBTMC  

(Test and Measurement Class) 

接続で高速なデータ転送 
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先進の波形解析ツール

シリアル・トリガ、デコード、 
計測/グラフ、アイパターン（オプション）

シリアル・バス・トリガを用いて特定のイ

ベントを切り出し、デコード情報をアナロ

グあるいはデジタル波形上にカラーコー

ド化して表示します。タイミングやバス・パ

ラメータ計測でシリアル・データ・システ

ムの性能評価が簡単に行えます。また、シ

リアル（デジタル）データ値をグラフ表示

し、長時間に渡るシステム性能のモニタを

行うことができます。アイパターン・マスク

試験とマスク抵触個所表示機能を使えば

物理層の異常も特定できます。

WaveScan高機能波形検索

ロング・メモリ波形をすばやく検索して、ラ

ント、グリッチ、あるいは異常パラメータ値

を示すイベントを検出します。また、毎トリ

ガごとに波形検索を行い、条件合致する

場合に特定の動作を行うモードもご利用

になれます。

ジッタ解析（オプション）

クロックとジッタ解析ツールは、先進の

ジッタ分離法を用いて根本原因に関連

するより多くの情報を提供します。Tj解

析、RjBUj解析とDDj解析は、高度なツー

ルセットを用いて、シリアル・データ信号

をより深く知る作業を簡単にします。

スペクトラム・アナライザ・モード 
（オプション）

スペクトラム・アナライザのようなユーザ・

インタフェースでFFT解析のセットアップ

を行うことができます。ピークサーチ、マ

ーカやスペクトログラム表示等周波数解析

の豊富な機能を追加します。

シーケンス・モード

最大トリガ・レートで短時間で大量の高速

パルスを捕捉、あるいは長い時間間隔をお

いて発生するイベントの捕捉が可能です。

ヒストリ・モード

保存された過去の波形に遡って再生し、前

後の波形も確認できるので、異常を特定し

原因の究明に役立ちます。

LabNotebookレポート作成ツール

ボタン一つで全ての波形と設定条件を記

録するとともに、簡易的なレポートを作成

することができます。 
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ミックスド・シグナル・オシロスコープ　WaveRunner 9000-MS

組み込みシステムが高度化するにつれて、強力なデバック機能がオシロスコープに不可欠となっています。WaveRunner 

9000-MSシリーズは、16本のデジタルチャンネルとアナログチャンネルの組み合わせと、計測、解析、表示解析機能によ

りミックスド･シグナル･システムの素早いデバックを可能にします。また、豊富なシリアル･トリガ＆デコード･オプションの追

加で、プロトコル層まで含めたオールインワン・デバック･マシーンとして使うことができます。

高性能16チャンネル・ミックスド・ 
シグナル機能

組み込み機器の制御が複雑化するに従

い、強力なミックスド・シグナル・デバッグ

機能は近年のデジタル・オシロスコープで

は必須となってきています。16本のデジタ

ル・チャンネルを追加すことで、アナログ

信号とデジタル信号を表示し、計測・解析

ツールセットと組み合わせることで、ミッ

クスド・シグナル機器のデバッグを迅速に

行うことができます。

先進のデジタル・デバック・ツール

WaveScanの強力なパラレル・パターン・

サーチ機能を使って、多数のデジタル・ラ

インにまたがるパターンを切り分け、解析

することが可能になります。特定された

パターンはタイムスタンプ情報とともにテ

ーブルに表示され、波形内の各パターン

発生箇所を瞬時に表示することができま

す。様々なタイミング・パラメータを使用

してデジタル・バスの解析と計測を行うこ

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。

多彩なトリガ

フレキシブルかつ20チャンネルにまたが

るアナログ、デジタルのクロスパターン・ト

リガを使用することで組み込みシステムに

潜む問題を迅速に切り分け、特定すること

が可能になります。イベント・トリガではデ

ジタル・パターンのトリガとアナログ信号

のトリガを組み合わせて設定が可能です。

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

トします。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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WaveScanのスキャン・モードは単純な

ハードウェア・トリガとは異なり、より多く

の機能と高度なツールで目的の信号を捕

らえることができます。  

例えば、オシロスコープには周波数トリガ

はありませんが、WaveScanでは周波数

をスキャン対象とすることができます。異

常な信号を発生日や時刻で区分してデー

タを蓄積できるため、よりすばやいデバッ

グが可能になります。

テレダイン・レクロイの強力な高速デー

タ処 理 機能を用いれば、数百 万イベン

トを含む波 形データを高速でスキャン

して、異常な波形を非常に効率的に見つ

け出すことができます。検出された波形

は、ScanOverlayによって重ね書きさ

れ、波形同士をすばやく比較することがで

きます。測定値に基づくスキャンによって

ScanHistogramを描画し、イベントの統

計的分布が表示されます。

WaveScanのパラレル・パターン検索機

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。

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強

力な解析機能を提供しています。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。 

高度な解析ツールを標準装備

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

15,000個（Mモデル）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。

各セグメントにはタイムスタンプが記録さ

れ、リスト表示することができます。

シーケンス・モードと高度なトリガ機能を

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。 

高度な演算と計測パラメータ

WaveRunner9000シリーズでは、演

算関数（平均を含む）、分解能向上演算

（ERES）、FFT、そして多彩な計測パラ

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。また、波

形を測定するだけでなく、統計、Histicon 

（ヒストコン）、トレンドといった機能によ

り、時間経過に伴う計測パラメータ値の変

化を表示することもできます。
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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

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

ができない場合があります。ヒストリ・モードは、直近の捕

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

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

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

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

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

替える必要もなく、波形を見失うこともありません。

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。

LabNotebook ─ データ設定一括記録ツール

LabNotebookは全ての波形や設定を一度の操作で、オシロスコ

ープの内蔵ストレージや外部USBメモリ等に保存することができ

ます。保存した内容を [Flashback(Recall)] ボタンを使ってオシ

ロスコープに呼び戻すと、各チャンネルに表示された波形・設定

を含む全ての状態を保存した時そのままに再現することができ 

ます。これにより、中断した解析の続きを進めることや、同じ設定

での再実験を即座に行うことができます。また、保存されたファイ

ルには全ての波形データが含まれますので、テレダイン・レクロイ

のフリーソフトウエアWaveStudioやSI STUDIOの波形ビューア

でオフラインの解析を行うこともできます。

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。 
 

画像データ 
レポート情報 
 

全ての 
波形データ 

設定データ 

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。 
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シリアル・トリガ／デコード・オプション

WaveRunner 9000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・デバック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

様々なコンプライアンス・テスト、波

形に同期したプロトコル・デコード・

ビューの他、高度なジッタ解析ツー

ルも使用可能です。

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

•   周辺機器

•   メモリ

•   ハンドセット/モバイル/携帯電話

•   高速コンピュータ

•   データ・ストレージ

•   シリアル・デジタル・オーディオ

T D
Trigger ─トリガ

強力でフレキシブルなトリガにより稀

なイベントを切り分けます。条件トリガ

により最大限のフレキシビリティを提

供し、高度な設定が可能なエラー・フレ

ーム・トリガでエラー条件を切り分けま

す。フレーム定義によりUARTもしくは

SPIパケットをグルーピングしメッセー

ジ・フレームをカスタマイズ可能です。

Decode ─デコード

デコードされたプロトコル情報はシリア

ル・データ波形の特定箇所に対し色分

けされた透明色で直感的に分かり易く

オーバーレイされます。デコードされた

全てのプロトコルはひとつの時間相関を

もつテーブルにまとめて表示されます。

対話型テーブルの行をタッチすると関

連するパケットを簡単にズームでき、内

蔵のサーチ機能を使って特定プロトコ

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。 

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

A
B

I2C SPI UART RS-232 FlexRay LIN CAN CAN FD USB2

ProtoSync

ProtoSyncはオシロスコープで捕捉さ

れた波形からデコードしたプロトコル･デ

ータをプロトコル解析ソフトウェアに転

送し表示します。プロトコル・トレースを

クリックすると、時間軸波形の該当する

部分が連動してズームアップされてきま

す。物理層波形とプロトコルが密接に関

連するトラブルの切り分けやダイナミッ

ク・イコライゼーションの解析に非常に

有効です。PCI Express、USB 2.0、 

USB2-HSIC、SAS、SATAおよびFibre 

Channelをサポートします。
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Measure/Graph ─計測/グラフ

アナログ信号と他のシリアル・メッセー

ジ間の自動タイミング計測により因果

関係のすばやい検証が可能です。単一

の長い捕捉波形から複数の計測パラメ

ータを一括取得することによって、最悪

値テストのための統計情報の収集をす

ばやく行えます。シリアル（デジタル）デ

ータをアナログ値に変換しグラフ化す

ることにより、あたかも直接プロービン

グしたかのようにシステム・パフォーマ

ンスの時間変動をモニタできます。完全

な検証をより速く、より深く行うことが

可能です。

Eye Diagram ─アイパターン解析

追加のセットアップ時間を必要とせず

にパケット化された低速シリアルデー

タ信号のアイパターンをすばやく描画

し、標準もしくはカスタム・マスクを使

ったマスクテストで異常を識別します。

マスク抵触時には位置を表示し、トリガ

を自動的にSTOPモードにすることもで

きます。

オプションのSDAII Iジッタ成分分離

手法あるいはDDR  TOOLKITにより

NRZシリアルデータやDDR信号のアイ

パターンを描画し、ジッタの計測・解析

とブレークダウンを行います。

シリアル・データのコンプライアンス・ 
テスト・オプション

テレダイン・レクロイのQualiPHYコンプ

ライアンス・テスト・オプションは自動テス

ト・スクリプト、接続ガイダンス表示、テス

トレポート自動生成によってコンプライア

ンス・テストを大幅に容易にします。ステ

ップ・バイ・ステップの手順に従って　様々

な規格のコンプライアンス・テストを統一

のプラットホームで行うことができます。

 I2C ○ ○ ○ ○

 SPI ○ ○ ○ ○

 UART、RS-232 ○ ○ ○ ○

 USB2-HSIC  ○

 CAN ○ ○ ○ ○

 CAN FD ○ ○ ○ ○

 FlexRay ○ ○ ○ ○ 

 LIN ○ ○ ○ ○

 SENT  ○  

 MOST50/150      ○

 BroadR-Reach/      
○

 
 100Base-T1

 1000Base-T1      ○

 ARINC 429  ○ ○ ○

 MIL-STD-1553 ○ ○ ○ ○

 SPACEWIRE  ○

 Ethernet  
○    ○

 
 (10/100Base-T)

 Ethernet  
    ○

 
 (1000Base-T)

 MDIO  ○

 USB 2.0 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 8b/10b ○ ○  ○

 FibreChannel  ○   

 SATA 
（1.5 & 3Gb/s） 

○ ○   ○

 SAS 
（1.5 & 3Gb/s）  

○   ○

 PCI Express  
○   ○

  
 （Gen1）

 LPDDR2    ○  ○

 DDR2    ○  ○

 DDR3/DDR3L/ 
 LPDDR3    

○  ○

 D-PHY/ 
 CSI-2/DSI  

○  ○  ○

 DigRF 3G  ○ ○

 DigRF V4  ○ ○

 SPMI  ○

 UniPro  ○

 M-PHY  ○  ○

 Audio  
○ ○ ○

 
 (I2S, LJ, RJ, TDM)

 Manchester  ○

 NRZ ○ ○  ○
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高度なシリアル・データのデバッグと検証

先進のシリアル・データ解析ツール  
(WR9K-SDAIII)

強力なシリアル・データ解析ツールを使っ

て設計検証や特性評価、コンプライアンス

準拠の確認やなぜデバイスやホストがコン

プライアンス・テストに落ちるのかの理解

を深めることができます。またXStreamII

アーキテクチャにより非常に高速にアイパ

ターンを描画することができます。最大

128Mポイントのメモリ長とより完全なジ

ッタ分離ツールを使用することで、シリア

ル・データがなぜコンプライアンス・テス

トに落ちるのかをすばやく完全に理解す

ることができます。アイパターンのデバッ

クでも、他のコンプライアンス・テストの

不適合でも、WaveRunner 9000シリー

ズは問題の原因をすばやく究明すること

が可能です。高度なジッタ成分分離手法

とツールにより、根本的な原因に関するよ

り詳細な情報が提供されます。シリアル・

データ信号解析のための最も詳細なツー

ルセットによってTj解析、RjBUj解析およ

びDDj解析を簡単に行うことができます。 アイマスク試験不良ビットの解析 個別のビットパターン波形の確認

EYEDR機能が組み込まれたSDA IIIのユーザーインタフェース

シグナル・インテグリティ・オプション 
 (WR9K-EYEDR II)

Eye Doctor IIは、エンファシス、チャン

ネル・エミュレーション、フィクスチャ・デ

エンベッドおよびレシーバ・イコライザを

含むシリアル・データ・パスをシミュレー

ションすることができるツールです。上記

SDA IIIと共にインストールすると、上に

示したユーザ・インタフェースのようにシ

ームレスで操作が行えます。現実にプロー

ビングできないレシーバ・チップ内の信号

もシミュレーションを使って推定し、豊富

なSDAIIIの機能を使って効率よく解析が

行えます。

Transmitter端でプロービ
ングした信号は十分な信号
品質を有しているようです。

信号経路の損失により信号
品質が低下します。この効果
はエミュレーションで再現で
き、デエンベデッドで補正す
ることができます。

レシーバは信号品質改善の
ためにイコライザを持ってい
ます。実際のプロービング信
号にシミュレーションを掛け
て再現することができます。
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QualiPHY

QualiPHYは高速シリアルバスのコンプライアンス・テストを実施するのに 

必要な時間、努力、専門知識を軽減します。

•  各テスト・セットアップ毎のガイド表示

•  関連するテスト手順通りに各計測を行うだけ

•  測定値を該当する仕様リミット値と比較

•  全てのテスト結果からテストレポートを生成

•  QualiPHYを使えば毎回正しく測定を行うことができます

対応規格:

– ENET

– USB

– DDR2、LPDDR2（DDR3、DDR3L、LPDDR3）

– MIPI-DPHY

– BroadR-Reach/100Base-T1

– 1000Base-T1

– MOST50、MOST150

全てのテスト結果値、テスト・リミット値およびスク

リーン・キャプチャを含んだコンプライアンス・レポ

ート。レポートはHTML, PDFもしくはXML書式で

生成することができます。

ジッタ・タイミング解析オプション 
(WR9K-JITKIT)

JITKITを使用すると、クロック信号の基

本的なシステム・ジッタの性能やクロック-

データの挙動をシンプルかつ容易に理解

できるようになります。これには、周期、半

周期、サイクル・トゥ・サイクル、スキュー、

振幅、差動電圧交差、スルー・レート、お

よびその他の幅広い一般的なジッタ測定

が含まれます。

DDRデバッグ・ツールキット 
(WR9K-DDR3-TOOLKIT)

DDR3-TOOLKITは従来のコンプライア

ンス試験ソリューションでは困難だった詳

細解析やデバッグ機能を用意してDDR設

計の全てのサイクルで役立ちます。DDRの

Read/WriteバーストをDQ信号とDQS信

号の位相差を指標に自動的に切り分け、同

時に両方の信号のマスク試験やジッタ解

析を行うことができます。メモリ・バスで

避けられない反射の影響も簡便な方法で

補正することができ、実装状況に応じた計

測ができます。

Writeバーストのアイマスク試験

Read/Writeバーストの同時解析
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追加アプリケーションとカスタマイズ

スペクトラム解析オプション 
(WR9K-SPECTRUM)

スペクトラム解析オプションは、Start/

Stop、Center/Spanの指定で周波数解

析が行えるスペクトラム・アナライザのよ

うなインタフェースを提供します。分解能

や帯域幅は最適な解析が行えるように自

動設定するか、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、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。

スイッチング電源解析オプション 
(WR9K-PWR)

パワー変換回路の動作特性の容易な解

析・計測、スイッチング・デバイス計測の自

動化を行い、損失と導通エリアを自動認

識して色分けしたオーバーレイで表示しま

す。制御ループ変調解析およびラインパワ

ー高調波テストも専用のユーザ・インタフ

ェースで全て簡単に実施できます。

デジタル・フィルタ・パッケージ 
(WR9K-DFP2)

DFP2パッケージを使用すると、有限イン

パルス応答（FIR）フィルタまたは無限イ

ンパルス応答（IIR）フィルタを追加して、

不要なスペクトル要素（ノイズなど）を排

除できます。標準セットのFIRまたはIIRフ

ィルタを選択するか、カスタム・フィルタを

設計することも可能です。捕捉した波形ま

たは演算トレースに対して様々なFIRおよ

びIIRデジタル・フィルタを作成し、適用す

ることができます。

高機能カスタマイズ・パッケージ 
(WR9K-XDEV)

XDEVオプションを使用すると、サードパ

ーティ製プログラムをオシロスコープ内の

プロセスに完全に組み込むことが可能に

なります。オシロスコープのアプリケーシ

ョンプログラム上でC/C++, MATLAB, 

Excel VBA, JScriptもしくはVisual 

Basicを使ったカスタム演算やパラメータ

作成し、結果をオシロスコープ上でリアル

タイムかつ直接見ることができます。　　
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プローブ

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 
ZS2500、ZS4000

ZSシリーズ・アクティブ・プローブは、広範なプローブ要件
に対応するために高インピーダンスな入力特性と、様々な
プローブ・チップやグランド・アクセサリおよび拡張キットを
備えています。1MΩの高い入力抵抗と0.9pF(ZS4000は
0.6pF)の低い入力キャパシタンスを持つ、あらゆる周波数
に対して理想的なシングルエンド・プローブです。Probusイ
ンタフェースを搭載したテレダイン・レクロイのオシロスコー
プで、システム帯域をフルに活用することができます。

広帯域差動プローブ（4GHz）

WaveLinkシリーズ

D410-A-PB2、D420-A-PB2 
D400A-AT-PB2

WaveLinkシリーズは、被測定回路の広帯域信号を差動
で正しく測定するために、最先端の技術を使用していま
す。WaveLinkは、シリコンゲルマニウム（SiGe）技術を使用
した業界初の差動プローブで、テレダイン・レクロイのデジ
タル・オシロスコープと組み合わせることで、オシロスコープ
のシステム帯域幅をフルに活用できます。

高電圧差動プローブ

HVD3102A、HVD3102A-NOACC 
HVD3106A、HVD3106A-NOACC
HVD3106A-6M 
HVD3206A、HVD3206A-6M 
HVD3605A

HVDシリーズ高電圧差動プローブは、グランド基準ではな
いフローティング測定を可能にしつつオシロスコープを安全
に接地することができます。高周波に至るまで最高のCMRR
特性と低ノイズ、高オフセット電圧レンジ、高DCゲイン確度
により、単相もしくは三相パワーエレクトロニクス設計にお
ける高圧、フローティング信号のプロービングに最適です。

高電圧パッシブ・プローブ

PPE4kV、PPE5kV、PPE6kV 
HVP120

PPEシリーズは4kV〜6kVをカバーし、HVP120は最大
1000Vrms、過渡ピーク6000Vまでをカバーする減衰率
固定の高電圧パッシブ・プローブです。これらのプローブは互
換性のあるテレダイン・レクロイのオシロスコープと組み合わ
せることで適切なプローブ減衰比にあわせて自動的にスケー
リングが行われます。

電流プローブ

CP030、CP030A、CP031、CP031A、 
CP150、CP500、DCS025

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、電源やモーター・ドライブ、電気自動車、無停電電源
装置のスイッチング回路の設計とテストを行うことができま
す。

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・レクロイは必要なプロービングにマッチする広範囲な 

プローブ群を提供します。

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。

TPA10 CA10
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仕様

50 Ω: 
BWL ≤ 1 GHz 

±1.6 V @ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @  
5 mV–9.9 mV/div, 

±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±10 V @ 20mV–1 V/div 
BWL > 1 GHz 

±1.4 V @ 5 mV–100 mV/div, ±10 V @ 102 mV–1 V/div 
1 MΩ: 

±1.6 V @ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5 mV–9.9 mV/div, 
±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±16 V @ 20 mV–140 mV/div,

±80 V @ 142 mV–1.4 V/div, ±160 V @ 1.42 V–10 V/div

50 Ω: 
±1.6 V @ 1 mV– 4.95 mV/div, ±4 V @ 5 mV–9.9 mV/div,

±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±10 V @ 20 mV–1 V/div
1 MΩ:

±1.6 V @ 1 mV–4.95 mV/div, ±4 V @ 5 mV–9.9 mV/div,
±8 V @ 10 mV–19.8 mV/div, ±16 V @ 20 mV–100 mV/div,
±80 V @ 102 mV–1.0 V/div, ±160 V @ 1.02 V–10 V/div

 WaveRunner 9054 WaveRunner 9104 WaveRunner  WaveRunner  
垂直軸   9254/9254M 9404/9404M
アナログ帯域幅 @ 50Ω（-3dB） 500MHz 1GHz 2.5GHz 4GHz 
 （≧ 2mV/div） （≧ 2mV/div） （≧ 5mV/div） （≧ 5mV/div）

アナログ帯域幅 @ 1 MΩ（-3dB） 500MHz（代表値） 500MHz（代表値） 500MHz（代表値） 500MHz（代表値）

立ち上がり時間（10〜90%、50Ω） 700 ps（代表値） 415 ps（代表値） 160 ps（代表値） 100 ps（代表値）

立ち上がり時間（20〜80%、50Ω） 480 ps（代表値） 290 ps（代表値） 120 ps（代表値） 75 ps（代表値）

入力チャンネル数 4

垂直分解能 8ビット；分解能向上演算（ERES）使用時に最大11ビット

有効ビット数 (ENOB)  7.1ビット 6.9ビット 6.7ビット 6.4ビット

垂直ノイズフロア（rms, 50Ω)    WR 9254 WR 9254M/ WR 9404 WR 9404M/

 1 mV/div 122 μV 165 μV 165 μV  165 μV 165 μV 165 μV

 2 mV/div 122 μV 165 μV 165 μV 165 μV 165 μV 165 μV

 5 mV/div 135 μV 177 μV 277 μV 274 μV 393 μV 368 μV

 10 mV/div 190 μV 247 μV 346 μV 315 μV 476 μV 420 μV

 20 mV/div 315 μV 406 μV 589 μV 504 μV 771 μV 657 μV

 50 mV/div 0.74 mV 0.95 mV 1.25 mV 0.97 mV 1.48 mV 1.21 mV

 100 mV/div 1.44 mV 1.83 mV 2.38 mV 1.79 mV 2.74 mV 2.25 mV

 200 mV/div 3.15 mV 4.18 mV 6.01 mV 5.18 mV 7.38 mV 6.35 mV

 500 mV/div 7.41 mV 9.58 mV 12.43 mV 9.81 mV 14.01 mV 11.57 mV

 1 V/div 14.38 mV 18.52 mV 24.31 mV 18.52 mV 26.85 mV 21.74 mV

感度 50Ω：1mV〜1V/div（連続可変）、1MΩ：1mV〜10V/div（連続可変）

DC垂直ゲイン精度 ±1% F.S.（代表値）、0Vでオフセット 
（DC精度のゲイン・コンポーネント）

チャンネル間アイソレーション  ＞100:1 アナログ帯域幅まで(代表値) DC -2.5 GHz: >100:1;  
   2.5GHz – アナログ帯域幅まで  ＞30:1 (代表値)

オフセット・レンジ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DC垂直オフセット精度 ±（オフセット設定の1.5% + フル・スケール値の1% + 1mV）（テスト･リミット）

最大入力電圧 50Ω：5Vrms ±10Vピーク、1MΩ：400V最大（DC + ピークAC：< 10 kHz）

入力カップリング 1MΩ：AC、DC、GND；　50Ω：DC、GND

入力インピーダンス 50Ω ±2%または1MΩ ¦¦ 17 pF、提供されたプローブで10 MΩ ¦¦ 9.5 pF

周波数帯域制限 20MHz、200MHz 20MHz、200MHz 20MHz、200MHz、1GHz 20MHz、200MHz、1GHz 
水平軸

時間軸（タイムベース） 内部のタイムベースは4入力共通。 外部クロックは補助入力

時間軸/ディビジョン範囲 標準 ：20ps/div〜1.6ks/div 、Mモデル：20ps/div〜6.4ks/div 
 RISモード：10ns/div以下の範囲で選択可能 、ロール・モード：100ms/div以上、5MS/s以下の範囲で選択可能

クロック精度 ≦ 1.5 ppm +（最終校正から0.5 ppm/yr経年劣化）

サンプリング・クロック・ジッタ 10μsまでの捕捉時間範囲：100 fsrms (内部タイムベース参照)、10msまでの捕捉時間範囲：360 fsrms (内部タイムベース参照) 

デルタ時間測定精度 

ジッタ測定フロア 
 

チャンネル間デスキュー範囲 ±9 x time/div、各チャンネルで設定可能

外部タイムベース・リファレンス（入力） 10MHz ±25 ppm

外部タイムベース・リファレンス（出力） 10MHz 3.5dBm±1dB,（オシロスコープのタイムベースと同期するサイン波） 

トリガ・ジッタ ≦ 4ps rms（代表値） ≦ 3.5ps rms（代表値） ≦ 2.5ps rms（代表値） ≦ 2ps rms（代表値） 
 < 0.1 ps rms  < 0.1 ps rms < 0.1ps rms < 0.1ps rms 
 （代表値、ソフトウェア支援） （代表値、ソフトウェア支援） （代表値、ソフトウェア支援） （代表値、ソフトウェア支援） 

外部サンプリング・クロック DC〜100MHz（50Ω/1MΩ）、Ext. BNC入力。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
 
捕捉システム

単発サンプリング速度/Ch 4Chで10GS/s、2Chで20GS/s 4Chで10GS/s、2Chで20GS/s 
  Mモデル：4Chで20GS/s、2Chで40GS/s

標準メモリ長 16Mポイント/32Mポイント/32Mポイント（5,000） 16Mポイント/32Mポイント/32Mポイント（5,000） 
4Ch/2Ch/1Ch（セグメント数）  Mモデル：64Mポイント/128Mポイント/128Mポイント（15,000）

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

補間 直線補間またはSin x/x (2 pt and 5 pt)　

最大トリガ・レート 1,000,000回/秒（4チャンネルまでシーケンスモード）

ランダム・インターリーブ・サンプリング 200GS/s、繰り返し信号に対してユーザー選択可能（20 ps/div〜10 ns/div） 
（RIS） 

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2

+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS, seconds, TIE)

Noise

SlewRate
+ (Sample Clock Jitter)2   (RMS) + (clock accuracy * reading) (seconds)

2
2 *

Noise

SlewRate

2
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 WaveRunner 9054 WaveRunner 9104/ WaveRunner  WaveRunner  
捕捉処理   9254/9254M 9404/9404M

分解能向上演算（ERES） 8.5〜11ビットの分解能

エンベロープ（波形包絡線）  エンベロープ、フロア、ルーフ（最高100万スイープ）

デジタル・チャンネル仕様（-MSのみ）

最大入力周波数 250 MHz

最小検出可能パルス幅 2 ns

最大入力ダイナミック・レンジ ± 20V

入力インピーダンス 100 kΩ || 5 pF

チャンネルの数 16

最大入力電圧 ±30V ピーク

最小電圧振幅  400mV

スレッショールドのグループ分け Pod 2: D15 - D8、Pod 1: D7 - D0

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

スレッショールド精度 ±（スレッショールド設定値の3% + 100mV）

スレッショールド・レベル（ユーザ定義） 20mVステップで±10V

ヒステリシス・レベル（ユーザ定義） 100mVステップで100mV〜1.4V 

サンプリング速度 1.25 GS/s

メモリ長 32Mポイント（16ch） 32Mポイント（16ch） 
  Mモデル：128Mポイント（16ch）

チャンネル間スキュー 350 ps

トリガ・システム

トリガ・モード ノーマル、オート、シングル、ストップ

トリガ・ソース 全入力チャンネル、外部ソース、EXT/10、ライン；各ソースに固有のスロープとレベル（ライン・トリガを除く）

トリガ・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%の刻み幅または100 ns単位で調整可能）

ポスト・トリガ遅延 0〜10,000 div（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（時間単位またはイベント単位） 2 ns〜20 s、または1〜99,999,999イベント

トリガ＆インターポレイタジッタ ≦ 4 ps rms (代表値)、≦ 0.1 ps rms (代表値、ソフトウェア支援)

内部トリガレンジ ±4.1div（センタ基準）（代表値）

外部トリガ入力範囲 Ext（±0.4V）；Ext/10（±4V）

最大トリガレート 1000,000,000 波形/秒

トリガ感度（エッジ・トリガ）  2 div @ < 500MHz 2 div @ < 1GHz 2 div @ < 2.5GHz 2 div @ < 4GHz 
（Ch1〜4） 1.5 div @ < 250MHz 1.5 div @ < 500MHz 1.5 div @ < 1.25GHz 1.5 div @ < 2GHz 
 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 1 div @ < 200MHz 
 0.9 div @ < 10MHz 0.9 div @ < 10MHz 0.9 div @ < 10MHz 0.9 div @ < 10MHz 
 （DC、AC、および （DC、AC、および　 （DC、AC、および　 （DC、AC、および　 
 LFRejカップリング） LFRejカップリング） LFRejカップリング） LFRejカップリング）

外部トリガ感度（エッジ・トリガ） 2 div @ 1GHz 
 1.5 div @ < 500MHz 
 1 div @ < 200MHz 
 0.9 div @ < 10MHz 
 （DC、AC、およびLFRejカップリング） 

最大トリガ周波数、SMARTトリガ 500MHz @  1.0GHz @ 2.0GHz @ 2.0GHz @ 
 ≧ 10 mV/div 1.2 ns ≧ 10mV/div ≧ 10mV/div  ≧ 10mV/div 
 （トリガ可能な最小幅1.2 ns） （トリガ可能な最小幅750ps） （トリガ可能な最小幅300ps） （トリガ可能な最小幅200ps）

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 指定した幅の正または負のグリッジに対してトリガ。 最低幅：500ps、最大値：20 s

グリッチ 指定した幅の正または負のグリッチに対してトリガ。 最低幅：200ps、最大値：20 s

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。

パターン 5つの入力（4つのチャンネルと外部トリガ入力）の論理演算（AND、NAND、OR、NOR）に従ってトリガ。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。

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60 Hz）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

ラント 2つの電圧スレッショールドと2つの時間スレッショールドで定義される正または負のラントによってトリガ。 
 1 ns〜20 ns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。1 ns〜20 nsの範囲のエッジ・リミットを選択。

インターバル（信号間隔またはパターン間隔） 1nsから20sの範囲の周期でトリガ

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

エクスクルージョン・トリガ 予想される動作を条件として指定し、その条件が満たされない場合の間欠的障害に対してトリガ。

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、該当する場合にトリガ。

マルチステージ：クオリファイ 定義されたステートまたはエッジが別の入力ソースで発生した場合のみ、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可能。 （注：イベントBパターン・トリガはアナログチャンネルを含むことは出来ません）

マルチステージ：クオリファイ・ シーケンス捕捉モードにおいて、事前に定義したパターン、ステート、またはエッジ（イベントA）が捕捉の最初のセグメント 
ファースト 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可能。 
 （注：イベントBパターン・トリガはアナログチャンネルを含むことは出来ません）

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
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測定ツール

測定機能 最大8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、計測値の数）を同時に表示。各パラメータ値の計測ごとに 
 統計値テーブルに追加されます。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ステートまたは設定した 
 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 － サイクル、遅延(トリガから 、50%）、Δ遅延(50%)、デュー ティ・サイクル(50%、任意のレベル)、エッジ(エッジカウント、任意のレベル)、 
水平軸 + ジッタ 立ち下がり時間(90-10%、任意のレベル)、周波数(50%、任意のレベル)、半周期(任意のレベル)、ホールド時間(任意のレベル)、 
 Nサイクル・ジッタ(peak-Peak)、ポイント数、周期(50%、任意のレベル)、Δ周期(任意のレベル)、位相(任意のレベル)、立ち上がり時間 
 (10-90%、任意のレベル)、セットアップ時間(任意のレベル)、スキュー(任意のレベル)、スルーレート(任意のレベル)、タイムインターバル・ 
 エラー(任意のレベル)、時間(任意のレベル)、Δ時間(任意のレベル)、幅(50%、任意のレベル)、Δ幅(任意のレベル)、最大値のX位置、 
 最少値のX位置

測定パラメータ － 垂直軸 振幅、ベース、任意X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

測定パラメータ － 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（正、負）、立ち上り時間（10-90%、20-80%、 
 任意のレベル）、トップ、幅（50%）

測定パラメータ － 全幅(最大値の半値における、任意の%)、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、 
統計（ヒストグラムに適用） 標準偏差、トップ、ピークのX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8個の演算トレース（F1〜F8）を表示可能。 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。

演算子 － 基本演算 平均(加算)、平均(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(＋)

演算子 － デジタル デジタルAND、デジタルDFlipFlop、デジタルNAND、デジタルNOR、デジタルNOT、デジタルOR、デジタルXOR 
（MSモデルに含まれる）

演算子 － フィルタ 分解能向上演算（垂直方向最大11ビット）、補間（三次関数補間、二次関数補間、Sinx/x補間）

演算子 － 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)、500Mポイントの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

演算子 － 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(個別設定可能)

演算子 － その他 セグメント、間引き(波形ポイント数)

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（捕捉時間に相関 
 をもつ時間に対してパラメータ値をプロット）、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）

ディスプレイ・システム

タイプ タッチ・スクリーン付きカラー15.4インチ・ワイドスクリーン

解像度 WXGA（1280×800ピクセル）

トレース数 最大16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、12分割、16分割

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® i5-6500 Quad Core 3.2GHz以上

プロセッサ・メモリ 標準8GB 、オプションで最大16GB   Mモデル：標準16GB

オペレーティング・システム Microsoft Windows® 10

リアルタイム・クロック ハードコピー・ファイル内で波形と共に日付と時刻が表示される。高精度の内部クロックに同期するためにSNTPをサポート。 

インタフェース

イーサネット・ポート  10/100/1000BaseTイーサネット・インタフェース（RJ-45コネクタ）をサポート

USB  USB3.1 Gen1ポート×4（サイド）、USB2.0ポート×１（フロント）　

USBデバイス・ポート  USB3.1 Gen1経由USBTMCポート×1

GPIBポート（オプション）  IEEE-488.2をサポート

外部モニタ・ポート  HDMI1.4×１、DisplayPort1.2×１　UHD3840×2160セカンドモニタに拡張デスクトップ表示をサポート

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

ネットワーク通信規格  VXI-11またはVICP、LXI Class C（v1.2）

動作環境

電圧  100〜240VAC ±10% @ 50/60 Hz ±5% ：100〜120VAC ±10% @ 400 Hz ±5%

消費電力  285W / 285VA  　Mモデル：415W / 415VA

最大消費電力  375W / 375 VA  　Mモデル：500W / 500VA（アクティブプローブ4本、MSO使用時）　

温度（動作時）  +5℃〜+40℃

温度（非動作時）  -20〜+60℃

湿度（動作時）  +31℃以下では5%〜90%RH（結露なし）上限+40℃では50%RH（結露なし）まで直線的に低下

湿度（非動作時）  5%〜95% RH（結露なし）、MIL-PRF-28800Fにて検証

高度（動作時）  +30℃以下で最高3,000 m

高度（非動作時）  最高12,192 m（40,000 ft）

耐振動性（動作時）  0.31 grms、5 Hz〜500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐振動性（非動作時）  2.4 grms、5 Hz〜500 Hz、15分間（X、Y、Zの各軸において）

耐衝撃性  30 gピーク、ハーフ・サイン、11 msパルス、3ショック（正および負）の合計18ショック 

形状寸法

寸法（高さ×幅×奥行き）  358 mm × 445 mm × 242 mm、脚部は高さに含まず。 

重量  11.7 kg　

安全規格

 CE 準拠、UL およびcUL 認定取得済、UL61010-1(第三版)、UL6010-2-030(初版)、CAN/CSA C22.2 No.61010-1-12 に準拠 

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。

仕様
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標準機能    

演算ツール

最大8個の演算トレース（F1〜F8）を表示します。使いやすいグラフィカル・インタ
フェースによって、各演算トレースについて2つまでの操作を簡単に設定できます。ま
た、複数の機能トレースを結合して、連続的な演算を実行することもできます。

計測ツール

8個の計測パラメータ値と、その統計値（平均、最大値、最小値、標準偏差など）
を同時に表示します。ヒストアイコンはパラメータおよび波形特性の高速なダイ
ナミック・ビューを提供します。パラメータ演算は2つのパラメータを加減乗除
します。

パス/フェイル・テスト（合否テスト）

パス/フェイル・テストは、選択可能なパラメータ条件やあらかじめ定義されたマ
スクに関して、複数のパラメータを同時にテストするものです。パス（合格）また
はフェイル（不合格）の結果に基づいて、さまざまなアクション（ローカル・ファイ
ルまたはネットワーク・ファイルに文書を保存する、不合格時の画像を電子メール
で送信する、波形を保存する、フロント・パネルの補助BNC出力からパルスを送
信する、[GPIBオプションがインストールされている場合は] GPIB SRQを送信
する等）を開始することができます。

ジッタ&タイミング解析

このパッケージでは、通常のタイミング・パラメータを時間表示、周波数表示、統
計表示して、ジッタ&タイミング解析を行います。また、他にも便利なツールが含
まれています。構成要素は次のとおりです。

・ 数に制限なく、すべてのパラメータのグラフを「トラック」

・ Edge@lvパラメータ（エッジ・カウント）

・ 19のヒストグラム・パラメータの追加、最大20億イベントまでヒストグラムが拡張

・ 最大100万イベントのトレンド（データロガー）

・ 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）

ソフトウエア・オプション    

開発者用ツール・キット・オプション(WR9K-XDEV)

MATLAB、Excel、C++、JavaScriptもしくはVisual Basic Script(VBS)
形式でのカスタム演算あるいは計測パラメータの作成機能を提供します。作成
した演算、計測パラメータはオシロスコープ内部処理にシームレスに組み込ま
れます。全ての結果はオシロスコープ内部で処理されてグリッドに表示され、
他の処理のソースとしても使用できます。同様に、オシロスコープのユーザ・
インタフェースに埋め込むカスタム・プラグインを作成することができます。
テレダイン・レクロイのCustomDSOを使ってカスタマイズ機能を組み込ん
で、Visual Basic Scriptを介してオシロスコープをコントロールできます。 

SDA III シリアル・データ解析オプション（WR9K-SDAIII）

トータル・ジッタ

トータル・ジッタを計測するために必要なツールが用意されています。最高
128Mポイントまでのロング・メモリ・データを使って、1MUI以上のデータ量の
アイパターンを非常に短時間で描くことができます。TIEとトータル・ジッタ（Tj）
パラメータおよび解析機能が追加されます。

・ タイム・インターバル・エラー（TIE）計測はパラメータ、ヒストグラム、スペクトラ
ムとジッタ・トラックを使って解析できます。

・ トータル･ジッタ（Tj）計測は、パラメータ、ヒストグラムとスペクトラムを使って
解析できます。

・ アイパターンの描画（ロング・メモリ・データからスライスした各UIを重書き）

・ アイパターンIsoBER（BER等高線）

・ アイパターン・マスク・バイオレーション・ロケータ

・ アイパターン計測パラメータ

　－アイの高さ －One Level －Zero Level

　－アイの振幅 －アイの幅  －アイのクロスポイント

　－平均パワー  －消光比  －マスク抵触回数

　－Mask out  －ビット・エラー・レイト  －スライス幅（ 設定）

・ Q-Fitテール表示 ・ バスタブ・カーブ

・ 累積密度関数（CDF）  ・ PLL Track

ジッタ成分分離手法

3つのジッタ成分分離アルゴリズムが選択可能で、同時に計算結果を比較できるの
で測定の信頼性を高めることができます。Q-Scale、CDF、バスタブ・カーブやその
他のジッタ分離計測パラメータは、どちらのアルゴリズムを使っても表示することが
できます。

・ ペクトラム法(Dj Direct)　・ スペクトラム法(Dj+Dj CDF Fit)　 
・ NQスケール法

ランダム・ジッタ（Rj）と非データ依存ジッタ（Rj + BUj）

・ ランダム・ジッタ（Rj）計測パラメータ ・ Rj+BUjヒストグラム

・ Rj+BUjスペクトル  ・ Rj+BUjトラック

デタミニスティック・ジッタ（Dj）計測

・ デタミニスティック・ジッタ（Dj）計測パラメータ

データ依存ジッタ（DDj）計測

・ データ依存ジッタ（DDj）計測パラメータ　・ DDjヒストグラム

・ DDjプロット（パターン指定、Nビット・シーケンス法）

Eye Doctor II シグナル・インティグリティ・ツール (WR9K-EYEDRII)

伝送路エミュレーション、デエンベットおよびレシーバ・イコライゼーションのシ
ミュレーションを行うツールです。シリアル・データ・リンクのエミュレートを提
供します。フィクスチャ、ケーブルもしくはシリアル・データ・チャンネルのデエ
ンベットもしくはエンベット、エンファシスの印加もしくは除去、CTLE、FFEあ
るいはDFEイコライゼーションの適用が可能です。

絶対値

アベレージ（加算）

アベレージ（連続）

相関（2つの波形）

微分

デスキュー（リサンプル）

減算（-）

分解能向上（最大11ビッ
ト、垂直）

エンベロープ

指数（底e）

指数（底10）

FFT（電力スペクトル、 
電力平均、振幅、位相、 
最大128Mポイント）

フロア

積分

補間（キュービック、クア
ドラティック、sinx/x）

反転（invert）

対数（底e）

対数（底10）

乗算（x）

逆数

再スケーリング（単位
あり）

ルーフ

(SINx)/x

間引き

平方積

平方根

加算（+）

ズーム（同一波形）

振幅

面積

ベース

ビットレート

サイクル

遅延

Δ遅延

デューティ・サイクル

duration

立ち下がり時間 
(90〜10%,80〜20%)

周波数

first

last

Level@x

最大値

平均値

中心値

最小値

narrow band phase

narrow band power

ポイント数

正のオーバーシュート

負のオーバーシュート

ピーク・ツー・ピーク

周期

立ち上がり時間 
(10〜90%、20〜80%)

RMS

標準偏差

トップ

正の幅

位相

Time@min

Time@max

ΔTime@level

Time@level

X@max

X@min

– Nサイクル

– エッジ-to-エッジ

– 任意レベルでの周波数

– 任意レベルでの周期

– 半周期

– 任意レベルでの 
パルス幅

– 任意レベルでのタイ
ム・インターバル・
エラー

– セットアップ時間

– ホールド時間

– スキュー

– Duty Cycle @ level

– Duty Cycle Error
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ソフトウエア・オプション（つづき）    

スイッチング電源解析オプション（WR9K-PWR）

スイッチ ング・デバイスの以下のテストを、専用ユーザー・インタフェース

と自動測定機能を利用して簡単に行うことができます。

デバイス解析

・ デバイス損失 ─ ターンON、ターンOFFおよび導通損失ならびにオフステート・
パワー、トータル損失およびスイッチング周波数

・ 安全動作領域（SOA）

・ B-H-ヒステリシス・カーブ

・ 動的ON抵抗

・ dv/dt および di/vt

制御ループ解析

・ 閉ループ時間軸解析 ─ デューティ比, パルス幅, 周期 もしくは周波数

ラインパワー解析

・ パワー ─ Vrms, Irms, 実効電力, 皮相電力, 力率,クレスト・ファクタ

・ 高調波 ─ EN61000-3-2 プリコンプライアンス, 全高調波歪み

計測セットアップ

・ デスキュー調整、 DCファイン・オフセット調整、 各種プローブの組込み、 
デバイス・ゾーン自動認識

ケーブル･デエンベデッド･オプション（WR9K-CBL-DE-EMBED）

計測結果からケーブルの影響を取り除きます。ケーブルのSパラメータや
減 衰 特性を入 力するだけで実 行可能です。ケーブルの影 響を特性除去し
て、WaveRunner9000のすべての機能が使用できます。

8b/10bデコードおよび80-bit 高速シリアル・トリガ・オプション 
(WR9K-80B-8B10B TD)

カラーコード化され直感的に分かりやすいシリアル・トリガ＆デコードです。
強力なサーチ機能で捕捉した波形からユーザ定義したシンボル・シーケンスを
検索できます。また最大4つの同時捕捉したレーンをマルチレーン解析できま
す。150Mb/sから3.125Gb/sの高速80-bitハードウェア・シリアル・パターン
トリガ・オプションを含みます。

シリアル・データ・マスク・オプション（WR9K-SDM）

幅広い標準的なアイパターン・マスクのリストを使用してアイパターンを作成、
またはユーザー定義のマスクを作成します。マスク違反はディスプレイ上でわか
りやすくマークされるため、簡単に解析できます。

電気通信パルス・マスク・テスト・オプション（WR9K-ET-PMT）

幅広い電気通信規格に従ってコンプライアンス・マスク・テストを自動的に実行
します。

スペクトラム・アナライザ・オプション（WR9K-SPECTRUM）

スペクトラム・アナライザ・スタイルのユーザ・インタフェースと高機能FFT

・ start/stop周波数あるいはcenter周波数およびスパンを設定すればオシ
ロスコープを自動設定

・ 分解能帯域幅(RBW)の自動あるいはマニュアル設定

・ 垂直軸スケールはdBm, dBV, dBmV, dBuV, Vrms or Armsから選択可能

・ スペクトラム・ヒストリを表すスペクトログラムを2Dもしくは3Dでプロット

・ 最大100の自動ピーク・マーカ

・ 最大20のマーカをマニュアルで配置、あるいは基本波と高調波に自動で配置

・ 演算波形に対しても解析可能、追加出力タイプ：

– Power density – Real

– Imaginary – Magnitude squared

 

 
ディスク・ドライブ解析オプション（WR9K-DDM2）

このパッケージは、ディスク・ドライブ・パラメータの測定値とディスク・

ドライブ波形解析を実行するための関連演算機能を提供します。

－振幅非対称性

－ローカル・ベース

－ローカル・ベースライン・セパレー
ション

－ローカル最大

－ローカル最小

－ローカル数

－ローカル、ピーク・ツー・ピーク

－イベント間ローカル・タイム

－ピーク間ローカル・タイム

－トローフ間ローカル・タイム

－最小値でのローカル・タイム

－最大値でのローカル・タイム

－ピーク・トローフ間ローカル・タイム・

－ローカル・タイム・オーバースレッシ
ョールド

－トローフ・ピーク間ローカル・タイム・

－ローカル・タイム・アンダースレッシ
ョールド

－ナローバンド・フェーズ

－ナローバンド・パワー

－オーバーライト

－PW50

－PW幅50－

－PW50 +

－分解能

－トラック平均振幅

－トラック平均振幅－

－トラック平均振幅 +

－自己相関

－非線形トランジション・シフト
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オーダー・インフォメーション

デジタル・オシロスコープ

WaveRunner  500MHz、10GS/s、4Ch、16Mポイント/Ch 

9054 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  1GHz、10GS/s、4Ch、16Mポイント/Ch 

9104 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  2.5GHz、10GS/s、4Ch、16Mポイント/Ch 

9254 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  4GHz、10GS/s、4Ch、16Mポイント/Ch 

9404 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  2.5GHz、20GS/s、4Ch、64Mポイント/Ch 

9254M 40GS/s、128Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  4GHz、20GS/s、4Ch、64Mポイント/Ch 

9404M 40GS/s、128Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

ミックスド・シグナル・オシロスコープ

WaveRunner  500MHz、10GS/s、4+16Ch、16Mポイント/Ch 

9054-MS 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  1GHz、10GS/s、4+16Ch、16Mポイント/Ch 

9104-MS 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  2.5GHz、10GS/s、4+16Ch、16Mポイント/Ch 

9254-MS 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  4GHz、10GS/s、4+16Ch、16Mポイント/Ch 

9404-MS 20GS/s、32Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  2.5GHz、20GS/s、4+16Ch、64Mポイント/Ch 

9254M-MS 40GS/s、128Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時）

WaveRunner  4GHz、20GS/s、4+16Ch、64Mポイント/Ch 

9404M-MS 40GS/s、128Mポイント/Ch（インターリーブ・モード時 

標準構成品

10：1、500MHzパッシブ・プローブ PP024-1（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 ® 10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（WaveRunner9000-MSのみ）

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） 

コンピュータのアップグレード

WR9K-256GB-RSSD 256 GB リムーバブルSSDオプション 

WR9K-256GB- 256 GBのSSD追加 
RSD-02 Windows®10 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・ソフトウエア 
 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

WR9K-UPG-16GBRAM 8GB RAMから16GB RAMへのアップグレード 

シリアル・データ・オプション

WR9K-1553 TD MIL-STD-1553トリガ／デコード･オプション

WR9K-1553 TDME MIL-STD-1553トリガ／デコード･アイパターン 
解析オプション

WR9K-80B-8b10b TD 8B10Bプロトコル・デコーディング・パッケージ

WR9K-Audiobus TD Audiobusトリガ／デコード･オプション

WR9K-Audiobus TDG Audiobusトリガ／デコード、および 
グラフ・オプション

WR9K-ARINC429bus
 DSymbolic

ARINC 429シンボリック・デコード・オプション

WR9K-ARINC429bus
 DME Symbolic

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

 

シリアル・データ・オプション（つづき）

WR9K-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

WR9K-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

WR9K-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

WR9K-CANbus TD CANトリガ／デコード･オプション

WR9K-CANbus TDME CANトリガ／デコード・アイパターン解析オプション

WR9K-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

WR9K-DigRF3Gbus D DigRF 3Gデコード・オプション

WR9K-DigRFv4bus D DigRFV4デコード・オプション

WR9K-DPHYbus D D-PHYデコード・オプション

WR9K-DPHYbus DP D-PHYデコード物理層解析オプション

WR9K-ENETbus D イーサネット・デコード・オプション

WR9K-EMB TD I2C、SPI、およびUARTトリガ／デコード･ 
オプション

WR9K-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

WR9K-FCbus D Fibre Chanel デコード・オプション

WR9K-FlexRaybus TD FlexRayトリガ／デコード･オプション

WR9K-FlexRaybus 
TDMP

FlexRayトリガ/デコードおよび物理層試験 
オプション

WR9K-I2Cbus TD I2Cトリガ／デコード･オプション

WR9K-I2Cbus TDME I2Cトリガ／デコード･アイパターン解析オプシ
ョン

WR9K-LINbus TD LINトリガ/デコード･オプション

WR9K-LINbus TDME LINトリガ/デコード･アイパターン解析オプション

WR9K- 
Manchesterbus D

Manchesterデコード･オプション

WR9K-MDIOBUS D MDIOデコード･オプション

WR9K-MPHYbus D MIPI M-PHYデコード・オプション

WR9K-MPHYbus DP MIPI M-PHYデコード物理層解析パッケージ

WR9K-NRZbus D NRZデコード･オプション

WR9K-PCIebus D PCI-EXPRESSデコードパッケージ

WR9K- 
PROTObus Mag

シリアル・デバッグ・ツールキット 
（測定解析グラフ）

WR9K-ProtoSync プロトコル解析オプション

WR9K-ProtoSync-BT プロトコル解析オプション(Bit Tracer機能付）

WR9K-SASbus D SASデコード・オプション

WR9K-SATAbus TD SATAデコード・オプション

WR9K-SENTbus D SENTデコード・オプション

WR9K-SPACEWIREbus D SpaceWireデコード・オプション

WR9K-SPIbus TD SPIトリガ／デコード･オプション

WR9K-SPIbus TDME SPIトリガ／デコード･アイパターン解析 
オプション

WR9K-SPMIbus D SPMIデコード･オプション

WR9K-UART-
RS232bus TD

UARTおよびRS-232トリガ／デコード･オプ
ション

WR9K-UART-
RS232bus 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

WR9K-UNIPRObus D UniProデコード・オプション

WR9K-UPG-MPHY-
UNIPRObus D

UniPro デコード・オプション・アップグレード

WR9K-USB2-HSICbus D USB 2.0 HSICデコード・オプション

WR9K-USB2bus TD USB 2.0トリガ／デコード･オプション

WR9K-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



オーダー・インフォメーション

コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-BroadR-
Reach

BroadR-Reach 
コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-ENET* イーサネット10/100/1000BT
コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-DDR2 DDR2コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-DDR3 DD3コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-1000BASE-T1 1000BASE-T1コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-LPDDR2 LPDDR2コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-MIPI-DPHY MIPI D-PHYコンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-MOST150 MOST150コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-MOST50 MOST50コンプライアンス・テスト・オプション

QPHY-USB** USB2.0コンプライアンス・テスト・オプション

TF-USB-B USB 2.0コンプライアンス・テスト・フィクスチャ

* TF-ENET-Bが必要｡ ** TF-USB-Bが必要。

シリアル・データ解析

WR9K-CBL-DE-
EMBED

ケーブル･デエンベデッド･オプション

WR9K-EyeDrII シグナル・インティグリティ・パッケージ

WR9K-SDM シリアル・データ・マスク・ソフトウェア・オプション

WR9K-SDAIII SDA II シリアル・データ解析オプション

DDRデバッグ・ツールキット

WR9K-DDR2-
TOOLKIT

DDRデバッグツールキット（対応規格DDR2, 
LPDDR2)

WR9K-DDR3-
TOOLKIT

DDRデバッグツールキット(対応規格DDR2, 
DDR3, DDR3L, LPDDR2, LPDDR3)

WR9K-UPG-DDR3-
TOOLKIT

DDR2デバック・ツールキットからDDR3デバック・
ツールキットにアップグレード

その他のソフトウェア・オプション

WR9K-AORM 光ディスク・ドライブ解析オプション

WR9K-DDM2 ディスク・ドライブ測定ソフトウェア・オプション

WR9K-DDA ディスク・ドライブ解析ソフトウェア・オプション

WR9K-PWR スイッチング電源解析ソフトウェア・オプション

WR9K-JITKIT ジッタ＆タイミング解析パッケージ

WR9K-XDEV 開発者用ツール・キット・オプション

WR9K-EMC EMCパルス・パラメータ・ソフトウェア・オプション

WR9K-ET-PMT 電気通信パルス・マスク・テスト・オプション

WR9K-SPECTRUM スペクトル・アナライザと拡張FFTオプション

WR9K-VECTORLINQ ベクトル信号解析オプション

WR9K-DFP2 デジタル・フィルタ・ソフトウェア・オプション

オプション／アクセサリ

USB2-GPIB 外部USB2-GPIBアダプタ

WR9K-RACK ラックマウントキット

WR9K-CARRYCASE ソフト・キャリングケース

　

プローブ

PP022 500MHzパッシブ・プローブ、2.5mm、10:1、10MΩ

PP024 500MHzパッシブ・プローブ、5mm、110:1、10MΩ

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

ZS1000 1GHz、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS1500 1.5GHz、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS2500 2.5GHz、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

ZS4000 4GHz、ハイインピーダンス・アクティブ・プローブ

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

D410-A-PB2 4GHz、2.5Vp-p、ProBus2差動プローブシステム*

D420-A-PB2 4GHz、5Vp-p、ProBus2差動プローブシステム*

D400A-AT-PB2 4GHz、ProBus2可変チップ・モジュール（2.4V差動）

CP030/ 30A；50MHz、電流プローブ 

CP030A AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス 

 CP030Aは感度1mA/div

CP031/ 30A；100MHz、電流プローブ、 

CP031A AC/DC；30A rms；50Aピーク・パルス 

 CP031Aは感度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　
AP031 700V、15MHz、高電圧差動プローブ（÷10、÷100）

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）

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）

HVD3106A-6M 1kVrms、80MHz、高電圧差動プローブ、6mケーブル

HVD3206A 2kV(DC+peak AC)、120MHz、高電圧差動プローブ

HVD3206A-6M 2kV(DC+peak AC)、80MHz、高電圧差動プローブ、 

 6mケーブル

HVD3605A 8.485kV(DC+peak AC)、100MHz、高電圧差動プローブ

HVFO103 60MHz、光アイソレーション・プローブ

HVP120 400 MHz 高電圧プローブ 1kV Vrms

PPE4kV 100:1、400MHz、50MΩ、4kV、高電圧プローブ

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

CA10 サードパーティ製電流測定デバイス用アダプタ

TPA10 テクトロニクス社TekProbe用アダプタ

OE425 O/E変換器、500〜870 nm ProBus BNCコネクタ

OE455 O/E変換器、950〜1630 nm ProBus BNCコネクタ

*SI、SP、QCリード付き
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